
令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1 知事公室 秘書課 Ｓ42他 儀式関係綴

・故吉田茂先生高知県追悼式典に関する書類（元内閣総理大臣）
・故仮谷忠男先生追悼式典に関する書類（元衆議院議員）
・故寺尾豊先生追悼式典に関する書類（元参議院議員）
・各種団体名簿

要審査 無 無

R3-A-2 知事公室 秘書課 S51
溝渕増巳氏勲一等瑞宝章受章祝賀会　昭和51
年6月2日

溝淵増巳氏勲一等瑞宝章受章祝賀会に関する書類（元高知県知事） 要審査 無 無

R3-A-3 知事公室 秘書課 Ｓ55 故塩見俊二先生告別追悼式典関係綴2の1
故塩見俊二先生告別追悼式典に関する書類（元参議院議員）（式典次第、執
行予定表、業務分担表、塩見俊二先生を讃える栞等）

要審査 無 無

R3-A-4 知事公室 秘書課 Ｓ55 故塩見俊二先生告別追悼式典関係綴2の2
故塩見俊二先生告別追悼式典に関する書類（元参議院議員）（経費明細書、
式典実行委員長式辞、案内状発送先名簿等）

要審査 無 無

R3-A-5 知事公室 秘書課 Ｓ55
故塩見俊二先生告別追悼式典式辞・弔辞（昭
55.12.12）

故塩見俊二先生告別追悼式典に関する書類（元参議院議員）（弔辞、追悼の
辞）

要審査 無 無

R3-A-6 知事公室 秘書課 Ｓ55
故塩見俊二先生告別追悼式典参列者名簿　昭
和55年12月12日

故塩見俊二先生告別追悼式典参列者名簿　昭和55年12月12日 要審査 無 無

R3-A-7 知事公室 秘書課 S59
副知事引継書（昭和59年7月10日　和食副知
事から中村副知事へ）

昭和59年7月10日　副知事引継書
　和食前副知事から中村副知事

要審査 無 無

R3-A-8 知事公室 秘書課 Ｓ59
事務引継書　財団法人高知県中小企業公社
（昭和59年7月）

昭和59年7月　財団法人高知県中小企業公社理事長事務引継書
　和食延雄前理事長から中村哲男理事長

要審査 無 無

R3-A-9 知事公室 秘書課 Ｓ59
事務引継書　財団法人高知県競馬施設公社
（昭和59年7月11日）

昭和59年7月11日　財団法人高知県警場施設公社理事長事務引継書
　和食延雄前理事長から中村哲男理事長

要審査 無 無

R3-A-10 知事公室 秘書課 Ｓ59
事務引継書　財団法人高知県競馬施設公社
（昭和59年7月11日）

昭和59年7月11日　財団法人高知県警場施設公社理事長事務引継書
　和食延雄前理事長から中村哲男理事長

要審査 無 無

R3-A-11 知事公室 秘書課 Ｓ59
事務引継書　財団法人県民文化ホール（昭和
59年7月）

昭和59年7月　財団法人県民文化ホール理事長事務引継書
　和食延雄前理事長から中村哲男理事長

要審査 無 無

R3-A-12 知事公室 秘書課 Ｓ59
事務引継書　財団法人県民文化ホール（昭和
59年7月）

昭和59年7月　財団法人県民文化ホール理事長事務引継書
　和食延雄前理事長から中村哲男理事長

要審査 無 無

R3-A-13 知事公室 秘書課 S62 故大西正男先生告別追悼式典62.10.22 故大西正男先生告別追悼式典に関する書類（元衆議院議員） 要審査 無 無

R3-A-14 知事公室 秘書課 S63
副知事事務引継書（昭和63年7月10日　中村
前副知事から川崎副知事へ）

昭和63年7月10日　副知事事務引継書
　中村前副知事から川崎副知事

要審査 無 無

R3-A-15

企画調整課
同和対策課
過疎対策推進
本部

政策企画課  S44H10 債権発生確認書

・債権発生確認（通知）書
・債権消滅確認（通知）書
・債権の移動
・債権管理計算書の提出

要審査 無 無

R3-A-16
政策企画課
企画調整課

政策企画課  H18H24 債権発生消滅確認（通知）書

・職員宿舎にかかる敷金債権
・債権異動確認（通知）書
・債権発生確認（通知）書
・債権消滅確認（通知）書

要審査 無 無

R3-A-17 政策企画課 政策企画課  H20H23 功績調書綴 ・功績調書の作成 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
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ファイル名 ファイルの概要
利用制限
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複製物の
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有無

R3-A-18 企画調整課 政策企画課 H18 東京職員宿舎売却関係書類

・高知県旧麻布宿泊所等一般競争入札実施要領
・高知県東京事務所職員宿舎敷地の支線撤去
・普通財産貸付契約書の送付
・行政財産目的外使用許可の変更に伴う使用料の返還額と普通財産貸付契約
による貸付料との相殺
・行政財産の用途廃止
・県有財産有償貸付契約書　支線1条

要審査 無 無

R3-A-19 企画調整課 政策企画課 H15 県有車公売（東京事務所知事公用車）
・県有車（東京事務所知事公用車）の売払い一般競争入札参加確認
・県有車（東京事務所知事公用車）の売払いの公告

要審査 無 無

R3-A-20 政策推進課 政策企画課  H17H18 JR高知駅前の県有地整備関連

・駅前複合施設に関する知事・副知事協議事項　H18.8.11
・検討の経過（H17.10.19知事説明）
・平成17年度　駅前複合施設構想の取り組み等
・駅前県有地を活用した複合施設構想（手持ち資料）　H6.4.5
・駅前複合施設の整備・運営手法に関する調査概要
・ＪＲ高知駅前の県有地への複合施設の整備構想の県議会における知事の提
案理由説明、答弁

要審査 無 無

R3-A-21 政策企画課 政策企画課  H21H26 地方拠点都市地域フォローアップ調査

・平成23～26年度地方拠点都市地域に関するフォローアップ調査の回答
・平成23年度地方拠点都市地域に関するフォローアップ調査の依頼
・平成21～22年度地方拠点都市地域における主要事業の進捗状況及び地方拠
点都市地域の整備効果の把握に関する全国調査（フォローアップ調査）

要審査 無 無

R3-A-22 政策企画課 政策企画課 H25 国家戦略特区　CLT

・知事定例記者会見（平成25年10月31日）想定問答
・国家戦略特区の提案書の提出
・「国家戦略特区」に関する提案募集（照会）
・「国家戦略特区」提案募集に関する説明会　平成25年8月23日

要審査 無 無

R3-A-23 政策企画課 政策企画課 H26 国家戦略特区　移住　近未来実証特区
・地方再生特区　H27.3.20
・「近未来技術実証特区プロジェクト」に係る提案
・国家戦略特区における新たな措置に係る提案募集

要審査 無 無

R3-A-24
分権・連携推
進室
企画調整課

政策企画課  H11H15 地方拠点都市地域フォローアップ調査

・平成15年度の地方拠点都市地域の整備に関するフォローアップ調査
・地方拠点都市地域における主要事業の進捗状況及び地方拠点都市地域の整
備効果の把握に関する全国調査（フォローアップ調査）
・高知県私立学校名簿　高知県総務部文書学事課
・四国の公共図書館　1999　平成11.12.1　四国地区公共図書館連絡協議会

要審査 無 無

R3-A-25
政策企画課
地方分権推進
課

政策企画課  H19H25 地方拠点法

・「高知県農業振興部行政要覧」の作成に係る資料の確認
・課ホームページの更新（地方拠点都市地域）
・なんごく・こうち地方拠点都市地域整備推進協議会総会
・全国地方拠点都市地域整備推進協議会総会
・なんごく・こうち地方拠点都市地域整備推進協議会幹事会
・全国地方拠点都市地域整備推進協議会の脱会

要審査 無 無

R3-A-26 政策企画課 政策企画課 H26 地方拠点法 ・「高知県農業振興部行政要覧」の作成に係る資料の確認 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
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ファイル名 ファイルの概要
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有無

R3-A-27 企画調整課 政策企画課   H7H8H9 地方拠点都市地域

・全国地方拠点都市地域整備推進協議会規約
・高知県地方拠点都市地域整備連絡調整会議会則（案）
・なんごく・こうち地方拠点都市地域の整備の状況　H8末現在
・高知西南地方拠点都市地域の進捗状況　H8末現在
・なんごく・こうち地方拠点都市地域［基本計画］　平成5年3月
・なんごく・こうち地方拠点都市地域［基本計画・参考資料］　平成5年3月
・なんごく・こうち地方拠点都市地域アクションプログラム
・行事等概要書　なんごく・こうち地方拠点都市地域基本計画の変更承認
・高知県西南地方拠点都市地域基本計画　平成7年11月
・高知県西南地方拠点都市地域基本計画参考資料　平成7年11月

要審査 無 無

R3-A-28 企画調整課 政策企画課 H8
なんごく・こうち地方拠点都市地域基本計画
変更

・「なんごく・こうち地方拠点都市地域基本計画」の変更承認
・なんごく・こうち地方拠点都市地域整備推進協議会総会
・なんごく・こうち地方拠点都市地域基本計画の変更に関する打ち合わせ
・なんごく・こうち地方拠点都市地域整備推進協議会第12回幹事会　平成8
年4月26日

要審査 無 無

R3-A-29
分権・連携推
進室

政策企画課  H17H18
なんごく・こうち地方拠点都市地域基本計画
変更

・なんごく・こうち地方拠点都市地域基本計画の変更への同意
・なんごく・こうち地方拠点都市地域基本計画　概要版
・なんごく・こうち地方拠点都市地域整備推進協議会幹事会　
・なんごく・こうち地方拠点都市地域整備推進協議会第19回総会　平成17年
5月10日

要審査 無 無

R3-A-30 地方分権課 政策企画課  H19H20 高知県西南地方拠点地域基本計画　変更手続

・高知県西南地方拠点都市地域基本計画の変更への同意
・高知県西南地方拠点都市地域基本計画　平成20年4月　幡多広域市町村圏
事務組合
・高知県西南地方拠点都市地域基本計画参考資料　平成20年4月　幡多広域
市町村圏事務組合
・高知県西南地方拠点都市地域基本計画の変更
・「高知県西南地方拠点都市地域基本計画」の現状把握

要審査 無 無

R3-A-31 企画調整課 政策企画課  H5H7 高知県西南地方拠点都市地域

・高知県西南地方拠点都市地域基本計画　平成7年11月　幡多広域市町村圏
事務組合
・高知県西南地方拠点都市地域基本計画参考資料　平成7年11月　幡多広域
市町村圏事務組合
・高知県西南地方拠点都市地域整備基本構想　平成6年3月1日　高知県西南
地方拠点都市地域整備推進協議会
・高知県西南地方拠点都市地域整備基本構想参考資料　平成6年3月　高知県
西南地方拠点都市地域整備推進協議会

要審査 無 無

R3-A-32 企画調整課 政策企画課 H8 地方拠点都市　変更関係
・なんごく・こうち地方拠点都市地域基本計画の変更
・なんごく・こうち地方拠点都市地域の整備の状況

要審査 無 無

R3-A-33 企画調整課 政策企画課 H8 地方拠点都市（西南）黒潮

・2月26日県・中村市幹部合同会議以後の短大設立の動き　H9.3.18
・県・中村市幹部合同会議の概要　平成9年2月26日
・H8.12.9黒潮福祉看護専門学校に係る出張復命メモ
・黒潮福祉看護専門学校の介護福祉学科を新設私立短期大学に移行さす構想
に係る問題点等の照会依頼

要審査 無 無

3 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度
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R3-A-34 企画調整課 政策企画課  H8H9 西南拠点変更　黒潮福祉看護専門学校

・「黒潮福祉専門学校の学科　短大昇格を断念　中村市長」の新聞記事の写
し
・県・中村市幹部合同会議の概要　平成9年2月26日
・H8.12.9黒潮福祉看護専門学校に係る出張復命メモ
・西南地方拠点都市地域内の拠点地区新設に係る問題点　H8.12.2

要審査 無 無

R3-A-35 企画調整課 政策企画課 H7
高知県西南地方拠点都市地域基本計画（策
定）

・高知県西南地方拠点都市地域基本計画承認に係る通知
・高知県西南地方拠点都市地域基本計画の承認

要審査 無 無

R3-A-36 企画調整課 政策企画課 H14 地方拠点法

・平成14年度「中国・四国ブロック地方拠点施策研究会」のまとめ
・地方拠点法ブロック施策研究会資料　平成14年9月　国土交通省・全国地
方拠点都市地域整備推進協議会
・全国地方拠点都市地域整備推進協議会総会　平成14年度
・全国地方拠点都市地域整備推進協議会会員名簿　平成14年度
・総会関係資料
・平成14年度全国地方整備担当課長会議　次第　平成14年5月16日
・活力と魅力ある地域づくり～平成14年度地方整備課事業概要～　国土交通
省

要審査 無 無

R3-A-37
分権・連携推
進室

政策企画課 H15 地方拠点法

・なんごく・こうち地方拠点都市地域基本計画の変更への同意
・平成15年度中国・四国ブロック地方拠点法施策研究会　復命書
・地方拠点都市地域ニューズレター
・高知県の都市公園と緑地　高知県
・なんごく・こうち地方拠点都市地域整備推進協議会総会
・なんごく・こうち地方拠点都市地域整備推進協議会幹事会
・地方拠点法ブロック施策研究会資料　平成15年9月
・全国地方拠点都市地域整備推進協議会総会　平成15年度

要審査 無 無

R3-A-38
分権・連携推
進室

政策企画課 H16 地方拠点法

・高知県西南地方拠点都市地域基本計画の変更への同意
・地方拠点都市地域ニューズレター
・平成16年度中国・四国ブロック地方拠点法施策研究会　復命書
・なんごく・こうち地方拠点都市地域整備推進協議会総会
・なんごく・こうち地方拠点都市地域整備推進協議会幹事会
・全国地方拠点都市地域整備推進協議会総会　平成16年度
・平成16年度全国地方整備担当課長会議　復命書

要審査 無 無

R3-A-39
分権・連携推
進室

政策企画課 H17 地方拠点法

・平成17年度中国・四国ブロック地方拠点法施策研究会　復命書
・なんごく・こうち地方拠点都市地域整備推進協議会総会
・平成17年度全国地方整備担当課長会議　復命書
・地方拠点都市地域ニューズレター

要審査 無 無

R3-A-40
分権・連携推
進室

政策企画課 H18 地方拠点法

・なんごく・こうち地方拠点都市地域整備推進協議会総会
・平成18年度中国・四国ブロック地方拠点法施策研究会　復命書
・全国地方拠点都市地域整備推進協議会総会　平成18年度
・平成18年度全国地方整備担当課長会議　復命書
・地方拠点都市地域ニューズレター

要審査 無 無

R3-A-41

地方分権推進
課
分権・連携推
進室

政策企画課  H16～H20 地方拠点都市地域フォローアップ調査
・平成16年度～平成20年度　地方拠点都市地域における主要事業の進捗状況
及び地方拠点都市地域の整備効果の把握に関する全国調査（フォローアップ
調査）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-42
工科大対策室
地域政策課

政策企画課 H6 地方拠点都市地域

・高知工科大学（仮称）施設基本設計の概要　H6.11.24
・「なんごく・こうち地方拠点都市地域基本計画」の変更
・工科大学の施設の配置計画
・土佐山田町片地地区調整会議の開催
・地方拠点法ワーキングの開催
・「なんごく・こうち地方拠点都市地域」基本計画変更に係る主務省庁との
協議

要審査 無 無

R3-A-43 企画調整課 政策企画課 不明 振興拠点地域　字図

・南国・野市地区
・伊野町
・嶺北地区（土佐町）
・土佐町最終版
・各地区大学境界線入り嶺北設定区分入り

要審査 無 無

R3-A-44 地域政策課 政策企画課 H6 高知県西南地方拠点都市地域基本計画（案）

・高知県西南地方拠点都市地域整備基本構想の概要　平成6年3月　高知県西
南地方拠点都市地域整備推進協議会
・高知県西南地方拠点都市地域基本計画（案）　高知県西南地方拠点都市地
域整備推進協議会
・高知県西南地方拠点都市地域基本計画参考資料（H6.11.7訂正分）への事
業の追加　H7.1.13
・高知県西南地方拠点都市地域『基本計画』の策定（案）　高知県西南地方
拠点都市地域整備推進協議会
・高知県西南地方拠点都市地域基本計画参考資料　高知県西南地方拠点都市
地域整備推進協議会

要審査 無 無

R3-A-45 企画調整課 政策企画課   H5H6H7 振興拠点（変更）

・振興拠点地域基本構想（高知バイオフィット生活文化圏構想）の変更
・振興拠点地域基本構想（高知バイオフィット生活文化圏構想）の概要
・長崎山協議（H6.4.20）
・長崎山開発
・振興拠点地域基本構想
・長崎山開発に関する協議の概要
・アグリハイテク研究交流センター（仮称）の設置、運営　H5.5.26
・アグリハイテク研究交流センター設置の考え方（素案）

要審査 無 無

R3-A-46 企画調整課 政策企画課 H7 振興拠点基本構想変更（構想関係）

・高知県振興拠点地域図の作成
・多極分散型国土形成促進法に基づく振興拠点地域基本構想の変更の承認
・振興拠点地域基本構想の関係市町村への送付
・多極分散型国土形成促進法第10条第2項において準用する同法第8条第3項
に基づく振興拠点地域基本構想の公表
・振興拠点地域基本構想変更の協議
・振興拠点地域基本構想の変更にかかる協議資料の提出

要審査 無 無

R3-A-47 企画調整課 政策企画課 H7 振興拠点基本構想変更（予備調査関係）
・振興拠点地域の開発整備に関する予備調査の提出
・振興拠点地域基本構想の変更にかかる国土庁への提出資料
・振興拠点地域基本構想に関する資料の提出

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-48 企画調整課 政策企画課 H9 振興拠点

・多極分散型国土形成促進法に基づく振興拠点地域基本構想の調査（回答）
・振興拠点地域基本構想の中核的施設ヒアリング（復命）
・振興拠点地域基本構想における中核的施設整備の進捗状況ヒアリング資料
の提出（照会）
・振興拠点地域基本構想における中核的施設整備の進捗状況ヒアリング資料
（照会）

要審査 無 無

R3-A-49

地方分権推進
課
分権・連携推
進室
企画調整課

政策企画課  H13H22 振興拠点地域法綴

・振興拠点地域制度に係る税政優遇実績及び基本構想等の評価
・中核的施設整備の進捗状況調査
・民活法廃止に伴う中核的施設整備への影響
・振興拠点地域基本構想の中核的施設ヒアリング（H10手持ち資料）
・振興拠点地域基本構想にかかる中核的施設整備の進捗状況調査

要審査 無 無

R3-A-50 企画調整課 政策企画課  H10H12 振興拠点地域

・地方分権一括法の成立に伴う振興拠点地域基本構想の作成権限等の中核市
への委譲（通知）
・中核的施設整備の進捗状況調査（依頼）
・振興拠点地域基本構想における中核的施設整備の進捗状況ヒアリング資料
（照会）
・振興拠点地域基本構想における中核的施設整備の進捗状況ヒアリング資料
の提出（照会）
・振興拠点地域基本構想の中核的施設ヒアリング（H10手持ち資料）
・振興拠点地域基本構想ヒアリング概要　平成10年5月26日

要審査 無 無

R3-A-51 政策企画課 政策企画課 H24 議会質問要旨 ・平成25年3月議会　質疑並びに一般質問要旨、予算委員会質問要旨 要審査 無 無

R3-A-52 政策企画課 政策企画課 H24 平成25年3月議会　質問・答弁 ・平成25年3月議会　質疑並びに一般質問要旨、答弁、参考資料 要審査 無 無

R3-A-53 政策企画課 政策企画課 H25 議会質問要旨 ・平成25年4月～平成26年2月議会　質疑並びに一般質問要旨 要審査 無 無

R3-A-54 政策企画課 政策企画課 H25
平成25年4月議会　質問・答弁
平成25年6月議会　質問・答弁

・平成25年4月議会　質疑並びに一般質問要旨、答弁、参考資料
・平成25年6月議会　質疑並びに一般質問要旨、答弁、参考資料

要審査 無 無

R3-A-55 政策企画課 政策企画課 H25 平成25年9月議会　質問・答弁 ・平成25年9月議会　質疑並びに一般質問要旨、答弁、参考資料 要審査 無 無

R3-A-56 政策企画課 政策企画課 H25 平成25年12月議会　質問・答弁 ・平成25年12月議会　質疑並びに一般質問要旨、答弁、参考資料 要審査 無 無

R3-A-57 政策企画課 政策企画課 H25 平成26年2月議会　質問・答弁 ・平成26年2月議会　質疑並びに一般質問要旨、答弁、参考資料 要審査 無 無

R3-A-58 政策企画課 政策企画課 H23 議会質問要旨 ・平成23年6月～12月議会　質疑並びに一般質問要旨 要審査 無 無

R3-A-59 政策企画課 政策企画課 H23 平成23年6月議会　質問・答弁 ・平成23年6月議会　質疑並びに一般質問要旨、答弁、参考資料 要審査 無 無

R3-A-60 政策企画課 政策企画課 H23 平成23年9月議会　質問・答弁 ・平成23年9月議会　質疑並びに一般質問要旨、答弁、参考資料 要審査 無 無

R3-A-61 政策企画課 政策企画課 H23 平成23年12月議会　質問・答弁 ・平成23年12月議会　質疑並びに一般質問要旨、答弁、参考資料 要審査 無 無

R3-A-62 政策企画課 政策企画課 H23 議会質問要旨　H24・2月 ・平成24年2月議会　質疑並びに一般質問要旨、予算委員会質問要旨 要審査 無 無

R3-A-63 政策企画課 政策企画課 H23 平成24年2月議会　質問・答弁 ・平成24年2月議会　質疑並びに一般質問要旨、答弁、参考資料 要審査 無 無

R3-A-64 政策企画課 政策企画課 H24 議会質問要旨　H24・6月～ ・平成24年6月～12月議会　質疑並びに一般質問要旨 要審査 無 無

R3-A-65 政策企画課 政策企画課 H24 平成24年　6月議会　質問・答弁 ・平成24年6月議会　質疑並びに一般質問要旨、答弁、参考資料 要審査 無 無

R3-A-66 政策企画課 政策企画課 H24 平成24年　9月議会　質問・答弁 ・平成24年9月議会　質疑並びに一般質問要旨、答弁、参考資料 要審査 無 無

R3-A-67 政策企画課 政策企画課 H24 平成24年　12月議会　質問・答弁 ・平成24年12月議会　質疑並びに一般質問要旨、答弁、参考資料 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-68 政策企画課 政策企画課 H26 平成26年度　愛媛・高知交流会議

・平成26年度　愛媛・高知交流会議　議事録　平成26年5月13日
・平成26年度　愛媛・高知交流会議　意見交換項目
・平成26年度　愛媛・高知交流会議　ＰＲ事項
・愛媛・高知交流会議知事レク概要

要審査 無 無

R3-A-69 政策企画課 政策企画課 H26 平成26年度地方分権改革に関する提案募集
・地方分権改革に関する提案募集の結果の公表
・地方分権改革に関する提案募集への提案書の提出
・地方分権改革に関する提案募集　知事レク資料

要審査 無 無

R3-A-70 政策企画課 政策企画課 H26 平成26年度四国圏広域地方計画関係

①平成26年度　四国圏広域地方計画関係
・四国圏広域地方計画協議会幹事会　平成26年9月8日
・四国圏広域地方計画の進捗状況等の確認
・新たな「国土のグランドデザイン」（骨子）に対する意見
②平成26年度　四国圏広域地方計画関係②
・四国圏広域地方計画協議会　平成27年3月23日
・四国圏広域地方計画協議会幹事会　平成27年3月12日
・第1回四国圏広域地方計画学識者会議
・四国圏広域地方計画協議会　担当者会議

要審査 無 無

R3-A-71 政策企画課 政策企画課 H26 平成26年度　全国知事会

・平成26年度　全国知事会議　佐賀県開催　尾﨑知事発言
・全国知事会議出席者　平成26年7月15日、16日
・全国知事会議　修正資料一覧、追加資料一覧
・全国知事会議　各県配付資料
・全国知事会議　手持資料
・理事会・正副会長会議合同会議　平成26年7月14日

要審査 無 無

R3-A-72 政策企画課 政策企画課 21 東西軸関係（21）①

・東西軸エリア活性化プラン中間まとめ（案）　平成22年2月
・第6回東西軸エリア活性化県庁内検討会
・第1回はりまや橋から高知城までの東西軸エリア活性化に係る検討会次第
・「高知にぎわい東西軸活性化プラン」の策定スケジュール等（段取）
・はりまや橋～高知城エリア活性化に係るプラン検討委員会設置要綱

要審査 無 無

R3-A-73 政策企画課 政策企画課 21 東西軸関係（21）②

・はりまや橋周辺から高知城までの東西軸エリア活性化プラン中間まとめ
（案）への任意の意見公募
・第2回はりまや橋から高知城までの東西軸エリア活性化に係る検討会　
H22.2.16
・H22.2.13知事説明時資料

要審査 無 無

R3-A-74 政策企画課 政策企画課 21 東西軸関係（21）③

・第3回はりまや橋から高知城までの東西軸エリア活性化に係る検討会　
H22.3.31
・はりまや橋周辺から高知城までの東西軸エリア活性化プラン（案）平成22
年度の本格的な検討と実行に向けた出発点・たたき台　平成22年3月
・東西軸エリア活性化県庁内検討会
・県・市合同検討会

要審査 無 無

R3-A-75 政策企画課 政策企画課 21 東西軸　庁内検討会
・第1回～第5回東西軸エリア活性化県庁内検討会
・検討会議の構成メンバー名簿

要審査 無 無
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R3-A-76 政策企画課 政策企画課 21 東西軸　県市検討会
・はりまや橋から高知城までの東西軸エリア活性化に係る検討会　H22.1.19
・第1回～第3回はりまや橋～高知城エリア活性化に係る県・市合同検討会
・高知県・高知市合同検討会の構成員名簿

要審査 無 無

R3-A-77 政策企画課 政策企画課 21
東西軸エリア活性化プランに対するパブリッ
クコメント

・はりまや橋から高知城までの東西軸エリア活性化プラン（案）の中間とり
まとめとそれに対する意見公募について
・東西軸エリア活性化プラン（案）中間とりまとめに対するパブリックコメ
ント提出者一覧

要審査 無 無

R3-A-78 政策企画課 政策企画課 21 まんがロード関係資料
・まんがロード事例比較（聞き取りやインターネットからの情報による）資
料

要審査 無 無

R3-A-79 政策企画課 政策企画課 21 はりまや橋周辺活性化協議会

・はりまや橋周辺活性化に関する提言　2009年11月　はりまや橋周辺活性化
協議会
・第1回～第4回はりまや橋周辺活性化協議会
・はりまや橋周辺活性化に関する緊急提言　2009年9月　土佐経済同友会

要審査 無 無

R3-A-80 政策企画課 政策企画課 26 26　庁議1

・庁議の概要について
・各部局等の今週の動きについて
・庁議及び政策調整会議の日程更新について
・平成26年度庁議・政策調整会議・企画会議メンバーについて

要審査 無 無

R3-A-81 政策企画課 政策企画課 26 26　庁議2
・庁議の概要について
・各部局等の今週の動きについて
・庁議及び政策調整会議の日程更新について

要審査 無 無

R3-A-82 政策企画課 政策企画課 26 第8回ふるさと知事ネットワーク知事会合

・「自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク」第8回知事会合　
復命書
・「自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク」第8回知事会合　
次第等

要審査 無 無

R3-A-83 政策企画課 政策企画課 26 平成27年度の国の政策等に対する提言④

・平成27年3月27日（金）知事政策提言概要
・課ホームページ（「平成27年度に向けた国等に対する政策提言」、「平成
27年度に向けた国等に対する政策提言（実施）」）の更新
・政府予算案（平成26年度補正及び平成27年度当初）編成への対応について
・知事の政策提言活動（案）

要審査 無 無

R3-A-84 政策企画課 政策企画課 26 9県知事会　H26年4月～

・「南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める9県知事会
議」政策提言活動
・中央防災会議　防災対策実行会議（第6回）　平成26年10月20日　知事発
言要旨
・「南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める9県知事会
議」

要審査 無 無
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R3-A-85 政策企画課 政策企画課 26

24　平成25年度の国の政策等に対する政策提
言書
25　平成26年度の国の政策等に対する政策提
言書
26　平成27年度の国の政策等に対する政策提
言書

・平成27年度の国の政策等に対する政策提言書（知事項目、部局長項目）
・平成26年度の国の政策等に対する政策提言書（知事項目、部局長項目）
・平成25年度の国の政策等に対する政策提言書（知事項目、部局長項目）

要審査 無 無

R3-A-86 政策企画課 政策企画課 26 全国知事会議
・H26.11.7　全国知事会議
・H26.7.16　全国知事会議終了後の記者会見概要
・H26.7.14～16　全国知事会議　佐賀県開催

要審査 無 無

R3-A-87 政策企画課 政策企画課 26
国の施策並びに予算に関する提案・要望　平
成27年度要求

・平成27年度国の施策並びに予算に関する提案・要望に関する要請活動の実
施について（依頼）　全国知事会長
・平成27年度国の施策並びに予算に関する提案・要望（政策要望部分）　平
成26年7月15日　全国知事会

要審査 無 無

R3-A-88 政策企画課 政策企画課 26

平成26年度　全国知事会　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　    下村文部科学大臣兼教育再生担
当大臣との意見交換

・下村文部科学大臣兼教育再生担当大臣と全国知事会との意見交換　
H26.11.6

要審査 無 無

R3-A-89 政策企画課 政策企画課 26
平成26年度　平成27年度の国の政策等に対す
る提言（部局長項目）

・平成27年度の国の政策等に対する政策提言書（部局長項目） 要審査 無 無

R3-A-90 政策企画課 政策企画課 26
平成26年度　平成27年度の国の政策等に対す
る提言

①平成26年度　平成27年度の国の政策等に対する提言①（知事項目、
H26.4.14～5.23）
②平成26年度　平成27年度の国の政策等に対する提言②（知事項目、
H26.6.11～8.15）
③平成26年度　平成27年度の国の政策等に対する提言③（知事項目、
H26.8.22～10.7）
④国への政策提言書　平成26年8月～11月

要審査 無 無

R3-A-91 政策企画課 政策企画課 26 日本遺産（四国遍路）

・平成27年度日本遺産「四国遍路」の申請書類について
・「四国遍路」の日本遺産認定に向けた事業計画について
・文化庁「日本遺産魅力発信推進事業」について
・四国遍路の日本遺産認定にかかる4県担当者会概要
・「四国遍路」の日本遺産認定に向けた申請について（依頼）

要審査 無 無

R3-A-92 政策企画課 政策企画課 26 第二十四回中四国サミット①
・第24回中四国サミット配付資料一覧
・第24回中四国サミット意見交換テーマ
・第24回中四国サミット課長会議　議事概要

要審査 無 無

R3-A-93 政策企画課 政策企画課 26 第二十四回中四国サミット①
・第24回中四国サミット　H26.9.3
・第24回中四国サミット課長会議　H26.8.21

要審査 無 無

R3-A-94 政策企画課 政策企画課 26 H26年度四国知事会

・全国知事会地方税財政常任委員会常任委員への就任について
・平成26年度四国知事会　提言活動
・平成26年度四国知事会議　平成26年6月3日
・四国知事会担当課長会議（H26.5.7）

要審査 無 無

R3-A-95 不明 広報広聴課 S37 県庁舎落成記念アルバム ・県庁舎落成記念アルバム　高知県 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-96 秘書広報課 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.1【1959．4．1号】

【県民グラフ№1】
【表紙】 金剛力士像（長岡郡香長村十市の禅師峰寺）
珍しいお祭り　無形文化財・秋葉神社祭礼“練り”
南米の広野は招く　海外移住の道しるべ
県民生活の向上に重点　96億円をこす34年度予算決まる　
・木炭の出荷調整制度生る・木炭生産者災害共済制度を活かせ
県政はどうなっているか
【裏表紙】・練習船“むろと”完成・面目を一新した高知空港

要審査 無 無

R3-A-97 秘書広報課 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.2【1959．5．1号】

【県民グラフ№2】
【表紙】足摺岬の展望台に立つ清宮さま
清宮さま春の土佐路へ
清宮さま春の土佐路へ
にこやかに土佐路を御見学
喜びに湧く初の修了式
・身体障害者更生指導所・結核後保護指導所
知事沖縄へ飛ぶ
【裏表紙】・がんばりましょう(就職)・よみがえった古城(お城まつり)

要審査 無 無

R3-A-98 秘書広報室 広報広聴課 S55 県民グラフ臨時増刊号

財政調整基金
近く発足する高知縣林業公社の構想
台風が来るのはこれから
自主納税と税金
小児マヒも赤痢も病原菌は口から！　日本脳炎
基礎（選挙）が狂えば家（政治）も狂う。

要審査 無 無

R3-A-99 用地管理課 用地対策課  H25H26 砂利採取業務主任者試験
・平成26年度都道府県砂利採取法連絡協議会
・砂利採取業務主任者試験の試験問題
・合格者発表及び合格証交付

要審査 無 無

R3-A-100 秘書広報課 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.5【1959．11．1号】

【県民グラフ№5】
【表紙】 高知を訪れた、世界陸上競技会の王者西ドイツの選手。
老後をたのしく
はげ山が10億円の山に　立川の県行造林
林業改良指導員　山のことならなんでもこの人に
湾をしめきって　ハマチの養殖
土佐の真珠は世界一（浦ノ内湾）
健康を守るかげの人　保健婦
台風15号　県東部を荒らす
楽しくすごす施設のひとびと
【裏表紙】・すばらしいお母さんの施設　土佐村母子健康センター
・秋の夜長は読書ですごそう　県立図書館

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-101 秘書広報課 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.6【1960．3．1号】

【県民グラフ№6】
【表紙】ハンドレー（アメリカインディアナ州）知事と溝渕知事
貧しい人々のお医者さん　社会福祉主事
未開林にともす光　林道
道路港湾工事は急ピッチ
生まれかわった我々の町や村　町村合併の経緯
南国土佐のよいところ　県立公園紹介(その一)
酪農村をたずねて(土佐山田町)
“あしずり”に乗りて　県水産試験場所属船
【裏表紙】・南国土佐のお巡りさん
（高知市柳原、市設補助グラウンド）
・高知以西へもヂーゼルカーを（窪川駅）

要審査 無 無

R3-A-102 秘書広報課 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.7【1960．5．1号】

【県民グラフ№7】
【表紙】 夜空に映える高知城
子供をしあわせに（児童相談所）
南海学園の子供たち
犬はつないで飼いましょう
南国土佐のよいところ(県立公園紹介その二)
安心して買物ができるように（計量検定所）
開拓の理想郷　唐岩開拓地（大月町）
おばあさんも大喜び（国民年金の支給）
生まれかわる農地（土地改良事業）
【裏表紙】・県庁は中新町へ移転（仮庁舎）・新庁舎完成想像図

要審査 無 無

R3-A-103 秘書広報課 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.8【1960．7．1号】

【県民グラフ№8】
【表紙】高知港を出発する海外移住団
夢に見た電灯つく　宿毛市鵜来島
バラグワイに土佐人の村を
県民の夢を実現する　開発財団
みんなの力で明るい交通
凶悪重要犯人全国手配（高知県警察本部）
健康を守るかげの人　食品衛生監視員
【裏表紙】・“南国土佐”の記念歌碑できる（高知市吾台山公園）
・交通事故ともさようなら
（県道中村－清水線“伊豆田トンネル”完工）

要審査 無 無

R3-A-104 秘書広報課 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.9【1960．9．1号】

【県民グラフ№9】
【表紙】 牧野植物園に咲くアマゾン河のオーオニバス
僕らはボーイスカウト
招かざる暴客　台風に備えよう
修路工手　道路とともに29年
夏の夜の水中ショー　仁淀川鵜飼
あなたは狙われている　スリ
【裏表紙】・県九州物産あっせん所が店開
・ファイター号の二世ぞくぞく生る

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-105 秘書広報課 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.10【1960．11．1号】

【県民グラフ№10】
【表紙】県下の保健婦さんにスクーターが配属
県下にひろがる共同炊事
この子らに太陽をいっぱい（県立整肢子鹿園）
名声おとろえぬ土佐木炭
みんなの道路みんなで広く
一銭を笑うものは一銭に泣く
暴力　みんなの力で追放しよう
【裏表紙】・県立の「消防学校」生る
・いらぬ犬は引き取ります

要審査 無 無

R3-A-106 秘書広報課 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.11【1961．1．1号】

【県民グラフ№11】
【表紙】溝渕知事とファイター君親子
山北の棒おどり（香美郡香我美町山北の浅上王子宮）
よくきてくれた 移動保健所
中小企業者のための商工会法について
高まる栽培熱“しいたけ”
大阪進出は百年前　安芸かわら 
県民のまもり（警察）
【裏表紙】『見国嶺展望台』と命名（高知市五台山公園）
・おごそかに県庁舎起工（高知市丸ノ内の旧庁舎跡）

要審査 無 無

R3-A-107 秘書広報課 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.12【1961．3．1号】

【県民グラフ№12】
【表紙】県下に広がる促成栽培のビニールハウス
新しい納税秩序をつくる（納税貯蓄組合）
・納税貯蓄組合のあらまし・県税完納特別融資金の利用を
有利な条件で全員就職　職業訓練生
1960年のあゆみ
新春対談（高知新聞経済部長と知事）
建設へ力強いツチ音…大阪窯業セメント高知工場…
新しい道路交通法　守ろう文化人のエチケット
【裏表紙】・「県行造林」オノ入れを開始
・「青年育成林」第1号を開山

要審査 無 無

R3-A-108 秘書広報課 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.13【1961．5．1号】

【県民グラフ№13】
【表紙】 高知城
よい子の学校給食－体位向上に大きくプラス－
よごさぬように美しく
県下最大の“魚礁”完成（桂浜沖合）
農家よろず相談役　生活改良普及員
県議会常任委の新しいメンバー
“蚊とはえ”のいない生活を
ボクらの友だち　おまわりさん
刃ものを持たない持たせない
1961カメラパトロール　2月～3月
【裏表紙】・「竜河洞」の整備終わる
・「農村青年研修館」完成(高岡郡窪川町東又)

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-109 秘書広報室 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.14【1961．7．1号】

【県民グラフ№14】
【表紙】大阪窯業セメント高知工場建設譜
赤ちゃんの祭典（第31回赤ちゃん審査会）
14隻が海上パレード　奈半利町の同和対策事業
奇祭“御田祭り”（室戸市吉良川町の八幡宮）
脱皮した営農　東又農業協同組合の養豚事業
夏の健康を守りましょう
幡蛇ヶ森に中継所完成　高知・中村間即時通話（須崎市桑田山）
紅茶　5年計画で増産
水に親しむ季節　水の事故から子供を守ろう
農薬事故を追放しよう
1961カメラパトロール　4月～5月
【裏表紙】・土讃線の輸送近代化なる
・四国初の林木育種場店開き

要審査 無 無

R3-A-110 秘書広報室 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.15【1961．9．1号】

【県民グラフ№15】
【表紙】 よさこい祭
勇壮なテングサ採り　渭南海岸
生まれかわる奈半利川ー急ピッチの電源開発ー
北海のアザラシを生けどり－包囲網敷いて大さわぎ－
暑さにもめげず　県庁新入職員の研修
和紙
脚光浴びる黒真珠養殖　宿毛市栄喜漁協組
年内操業めざす　大阪窯業高知工場（須崎市押岡）
ききなれない鑑識という仕事
陸の孤島に電灯ともる－安芸市正藤部落－
1961カメラパトロール　6月～7月
【裏表紙】・大がかりな防災訓練（高知市鏡川橋上流）
・『能津・柳瀬橋』完成（仁淀川中流）

要審査 無 無

R3-A-111 秘書広報室 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.16【1961．11．1号】

【県民グラフ№16】
【表紙】施設の子らにバナナを贈る－牧野植物園－
明るい町づくりに活躍－高知市旭地区少年少女団－
 湖水祭り（香美郡物部村）
のびゆく高知港－ 80億円の改修はじまる－
“海のまもり”海上パトロール
変死体にメスをふるって38年　警察医
宝の山を伐採　立川県行造林
消防学校拝見　規律正しい合宿訓練
ー筆啓上火の用心
社会と精神の調和　欲しい「精神衛生」への関心
1961カメラパトロール　8月～9月
【裏表紙】・呼吸麻痺に威力“鉄の肺”・待望の｢農協会館｣落成

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-112 秘書広報室 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.17【1962．1．1号】

【県民グラフ№17】
【表紙】謹賀新年　溝渕知事
俗塵を知らぬ清潔さ　県立自然公園・天狗高原
県政功労者五氏を表彰
活躍する婦人消防団　土佐清水市斧積地区
農村文化の担手　有線放送－職員研修会二題－
土佐の仏像　文化財を大切に
制服の楽士たち　高知県警察音楽隊
20年を迎えた保健婦制度　はなやかに記念式
1961カメラパトロール　36年10月～11月
【裏表紙】・待望の東南部線（後免～牟岐線）起工
・県警第二機動隊生まれる

要審査 無 無

R3-A-113 秘書広報室 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.18【1962．3．1号】

【県民グラフ№18】
【表紙】キッチンカー登場
1961年をかえりみて
南国ムードがいっぱい－四国の観光と物産展－
母と子のオアシス　母子健康センター
土佐の文化財　土佐神社
山はだ縫って－進む県下のトンネル造り－　県下トンネル分布図
子供らに太陽をいっぱいーご相談は県立児童相談所へー
もうすぐ第一線　高知県警察学校生
にぎわるサル山　大堂海岸（大月町）
1962年カメラパトロール　37年1月
【裏表紙】・牧野植物園にツツジの名所
・「青年育成林」第2号を開山

要審査 無 無

R3-A-114 秘書広報室 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.19【1962．5．1号】

【県民グラフ№19】
【表紙】 新入学児童
昭和37年度高知県の台所予算　重点施策6本の柱
伸びゆく土佐の促成栽培
小村神社奉納　農閉期を楽しむ　日下の素人カブキ
県議会常任委員の新しいメンバー
交通安全にスクラム組んで　おとなもこどもも総ぐるみ
土佐文化財　高知城
伝染病は忘れたころに（予防接種）
1962年カメラパトロール　2月～3月　
【裏表紙】・四国四県知事会議開かれる・緑で明るい学園を

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-115 秘書広報室 広報広聴課 S34-37 県民グラフNO.20【1962．7．1号】

【県民グラフ№20】
【表紙】地球33番地標示塔
土佐の文化財　最御崎寺
台風の季節　心得ておきたい水防対策
農薬事故をなくしよう！
災害を守る…自衛隊（香美郡香我美町岸本）
災害を防ぐ海岸堤防　海岸堤防保全計画数
世界に伸びる郷土人形－シバテン人形－
内職で明るいくらしを！
盗品Gメン　県警捜査課ぞう品係
漁村のみなさま
1962年カメラパトロール　37年4月～5月
【裏表紙】・京都に維新の志士銅像除幕式
・仁淀川名物観光う飼い始まる

要審査 無 無

R3-A-116 秘書広報室 広報広聴課 S37-38 県民グラフNO.21【1962．9．1号】

【県民グラフ№21】
【表紙】 室戸岬測候所気象用レーダー写真
県民待望のフェリーボート就航（長浜種崎渡船）
みんなで守ろう道路愛護（室戸市内）　室戸シットロト踊り
明るい健康 結核をなくしよう！
希望のもてる農業をつくる
警察展
土佐の文化財　西寺（室戸市金剛頂寺）
白い粉の恐怖　高知県の麻薬中毒者
1962年カメラパトロール　37年6月～7月
【裏表紙】・愛の開眼運動の手術・献穀田田植式

要審査 無 無

R3-A-117 秘書広報室 広報広聴課 S37-38 県民グラフNO.22【1962．11．1号】

【県民グラフ№22】
【表紙】土佐の象徴新県庁舎
神様の結婚式　不破八幡宮（中村市）
獲る漁業より育てる漁業　ハマチ放流
幡多路にのびる鉄道（国鉄中村線）
あなたの聖徳太子はホンモノですか（ニセ千円札）
伸びゆく土佐の象徴　県庁舎落成
防犯灯がいっぱい　明るくなった五台山地区
若人の祭典　全国高校体操選手権大会
ちょっと待てそこから先は悪の道（地域補導活動）
1962年カメラパトロール　37年8月～9月

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-118 秘書広報室 広報広聴課 S37-38 県民グラフNO.23【1963．1．1号】

【県民グラフ№23】
【表紙】 新装なった、新議事堂で初の県議会開かれる。
アナウンスコンクール　有線放送電話
県民行政相談　高知行政監察局
ことしも正しくつよく明るい警察に
晴れの受賞者（地方自治等功労者・教育委員会文化賞）
土佐の文化財　五台山（高知市竹林寺）
盛況だった県勢展　庁舎落成記念
1962年カメラパトロール　37年10月～11月
【裏表紙】・知事新庁舎移転で全庁員に訓示
・高知市で全国統計大会開かれる

要審査 無 無

R3-A-119 秘書広報室 広報広聴課 S37-38 県民グラフNO.24【1963．3．1号】

【県民グラフ№24】
【表紙】 急ピッチで進められていく高知港臨海工業用地
1962年をかえりみて
土佐の文化財　国分寺（南国市）
躍進する郷土（高知港、電源開発）
がっちり組んで構造改善（農業構造改善事業）
外貨をかせぐ　高知県輸出産業
落し主ヤーイ　警察には忘れ物がいっぱい
山間部に白魔大あばれ！　知事自衛隊に出動要請
うまいえさには釣がある　公明選挙
【裏表紙】・国立高専4月から開校　待望の工専設置決まる

要審査 無 無

R3-A-120 秘書広報室 広報広聴課 S37-38 県民グラフNO.25【1963．4．1号】

【県民グラフ№25】
【表紙】闘犬を見られるライシャワー大使御夫妻
工場は高知へ　新しい四国の産業立地展
土佐の民具民芸
38年度高知県当初予算
知事にきく　テレビ対談“大型予算はこうつくった”
38年度人づくりの文教施策
ジョン万次郎
島の駐在さん
ようこそ…　ライシャワー大使御夫妻
公明選挙　明るい一票でしあわせなくらしを
【裏表紙】・知事　就職の子らを慰問・五台山公園で植樹祭

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-121 秘書広報室 広報広聴課 S37-38 県民グラフNO.26【1963．5．1号】

【県民グラフ№26】
【表紙】牧野文庫(蔵書の収納式)
郷土の生んだ民主的政治家　片岡健吉
土佐日記
郷土づくりは広報活動から－第1回市町村広報研究大会－
オリンピックに協力を　オリンピック展開く
県政をになう人々
これも暴力だ!ーみんなでなくそう迷惑な行為ー
町から村へ文化を運ぶー移動図書館バスー
喜びにわく地元民ー四国循環鉄道ー（窪江線の工事再開）
陽春をかざるお城まつり
花と緑の牧野文庫落成
【裏表紙】・大志呂トンネル開通（土讃線土佐岩原～豊永間）
・花いっぱい運動（高知市第四小学校）

要審査 無 無

R3-A-122 秘書広報室 広報広聴課 S37-38 県民グラフNO.27【1963．6．1号】

【県民グラフ№27】
【表紙】 県庁の屋上へこいのぼりをあげるよい子たちと溝渕知事
人づくり県政のひとこま　活躍する少年補導センター
改修すすむ高知港　防災対策には万全を期して
長宗我部地検帳
議長･副議長　常任委員決まる!
むらのあちこち　嫁のくる村へ－幡多郡大月町－
高校生の急増と学科の再編成！
白バイ－違反ゼロを願って－
【裏表紙】・国立高知高専の開校式・辺地へ走る児童館
・県庁出先機関長会議

要審査 無 無

R3-A-123 秘書広報室 広報広聴課 S37-38 県民グラフNO.28【1963．7．1号】

【県民グラフ№28】
【表紙】献穀田の田植式
臨海工業地帯めざして整備進む＝産業道路と須崎港＝
美しい高知をつくる－県民のつどい－
健康を守るかげの人　食品監視員
日曜市（高知市追手筋）
空からの病虫害防除　ヘリコプターによる農薬散布
なくしようめいわく行為－みんなの協力で明るい町－
移動農林部開かれる　長岡郡大豊村
郷土を災害から守ろう　地域防災計画きまる
埋蔵文化財
【裏表紙】・保健婦総会開かれる・同和対策モデル事業
・道路整備に小型ダンプカー購入

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-124 秘書広報室 広報広聴課 S37-38 県民グラフNO.29【1963．8．1号】

【県民グラフ№29】
【表紙】 国鉄中村線の川奥に貫通した四国初のループ式トンネル
人類の敵ガン追放－四国初の集団検診スタート－
永遠の青年像　坂本龍馬
開発をよろこぶ　県道小島野根線改良　甲浦港改修完成
辺地にしあわせを－県移動厚生労働部開設－
この子らに光を! －伸びゆく特殊教育－
伸びゆく村ー吾川郡春野村ー
暴力追放にハッスル!（警察）
楽しく劇や踊りの交歓会　千松園と清香園のおとしより
カメラパトロール
【裏表紙】・栃の木せき　ため池完成・県漁業公社まぐろ漁船進水

要審査 無 無

R3-A-125 秘書広報室 広報広聴課 S37-38 県民グラフNO.30【1963．9．1号】

【県民グラフ№30】
【表紙】足摺国定公園のさんご礁
明るい町づくり　し尿処理
伸びゆく有線放送ー香北町ー
刑の今昔
郷土産業と輸出ーTV座談会ー
ダムの村のおまわりさん
移動教育委員会－へき地対策－
症病者への職業指導－後保護指導所－（高知市池）
町名･番地の改正
【裏表紙】・四国西南地方総合開発審議会
・道路愛護功労者を表彰・県庁課長研修会開く

要審査 無 無

R3-A-126 秘書広報室 広報広聴課 S37-38 県民グラフNO.31【1963．10．1号】

【県民グラフ№31】
【表彰】 激じんをきわめた9号台風の前ぶれ－桂浜－
土のいらない　れき耕栽培
はりまや橋 …お馬と純信…
老人に喜びと希望を（老人の日）
伸びゆく酪農　乳牛分布図
幡多の夜明け　高知放送テレビ座談会から
寒冷地を生かす村　長岡郡大豊村
楽しい学校給食…全員にミルク給食を…
台風9号　915ミリの豪雨県西部を寸断　災害復旧も軌道に
やさしいおばさん　ママポリス（婦人補導員）
【裏表紙】・特定未開発地域開発促進協議会　会長に知事を選任
・一般会計予算　総額250億円を突破

要審査 無 無

18 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-127 秘書広報室 広報広聴課 S37-38 県民グラフNO.32【1963．11．1号】

【県民グラフ№32】
【表紙】高知市仁井田地先に出来上がった木材集団地
機械力投入　道路舗装急ピッチ
伸びゆく村－幡多郡十和村－
金を生む近代養蚕　県内生糸生産高及価格
立川の関（長岡郡大豊町）
動く教室－室戸水産学校－　土佐海援丸航海状況
ここにも犠牲者が　交通事故のもたらす悲劇
公明選挙　明るい一票で明日のくらしを！
あすを担う農村青年…県立帰全農場…（窪川町黒石）
【裏表紙】・農業構造改善事業研修会・15日は「としよりの日｣
・国立高知工専の起工式

要審査 無 無

R3-A-128 秘書広報室 広報広聴課 S37-38 県民グラフNO.33【1963．12．1号】

【県民グラフ№33】
【表紙】三選なって初登庁の溝渕知事
中小企業の近代化へ　基本対策審議会を設置
土佐海事史…船･港･航海…
飛躍的にのびた県民所得－6年間に実質1.7倍－
晴れの受章者　地方自治等功労者　教育委員会文化賞
東京オリンピックへの道
野根山事件から百年－安芸郡田野町－
手当を受けて手に職を－職業訓練所－　職業訓練施設一覧表
奈半利港の開港を喜ぶ（安芸郡奈半利町）
ハイッ!こちら110番！（警察）
【裏表紙】・厳かに高知県戦没者追悼式
・県郷土文化会館分館青山文庫開館・自治消防15周年記念大会

要審査 無 無

R3-A-129 秘書広報室 広報広聴課 S37-38 県民グラフNO.34【1964．1．1号】

【県民グラフ№34】
【表紙】 窪川･土佐佐賀間開通
新知事に聞く　テレビ座談会
お役所への苦情なら　なんでもこの人に（行政監察局）
伸びゆく村　売り出す奥土佐…本川村…
野中兼山
前進する視聴覚教室
第一線をまもる　活躍する駐在巡査
新しく生まれた移住団地－奈半利川電源開発－
アナウンスコンクール
【裏表紙】・永年勤続県職員を知事表彰
・県中小企業基本対策審議会の初会合開く

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-130 秘書広報課 広報広聴課 S37-38 県民グラフNO.35【1964．2．1号】

【県民グラフ№35】
【表紙】｢青年育成林｣第4号を開山－室戸市佐喜浜町－
国鉄窪川～佐賀間　晴れの開通にわく歓声
科学の軌跡
明るい漁村の建設へ…活躍する沿岸漁業改良普及員…
松くい虫を駆除しましょう　年度別被害数量
四国の尾根を貫くずい道－県境の開発すすむ－
構造改善を担う若人　高校産業教育の近代化
市町村めぐり　新しい町づくり－幡多郡大月町－
警察署長の一日
【裏表紙】・四国の知事年の初めに多いに語る
・県営室内温水プール完成・御用初めに知事あいさつ

要審査 無 無

R3-A-131 秘書広報課 広報広聴課 S38-40 県民グラフNO.36【1964．3．1号】

【県民グラフ№36】
【表紙】悪書追放へ白いポスト誕生
成年育成林開山（室戸市佐喜浜町古畑県有林）
土佐の捕鯨
市町村めぐり　伸びゆく町本山町
県政のあゆみ1963年
重要文化財を火災から守ろう!
こんなところがネラわれる！ドロボーの告白
臨海工業地帯への福音　鏡川工業用水道
魚のアパートづくり
【裏表紙】・高知市で悪書炎上式・県社会福祉大会開かれる
・道路公団総裁足摺岬などを視察

要審査 無 無

R3-A-132 秘書広報課 広報広聴課 S38-40 県民グラフNO.37【1964．4．1号】

【県民グラフ№37】
【表紙】養殖ハマチの大群
改善される児童福祉施設　県下児童収容施設一覧
百周年を迎えて…武市瑞山
若さと成長の希望の持てる土佐づくりへ　39年度県当初予算額
39年度高知県当初予算額決まる
知事に聞く　新年度予算はこうつくった
すべての子どもにミルク給食を－美しく丈夫な体にするために－
市町村めぐり　新しい町づくり　安芸郡東洋町
科学捜査コンサルタント　県警察本部鑑識課法医理化学係
【裏表紙】・鏡川学園で植樹祭
・第2回市町村広報研究大会開かれる

要審査 無 無

R3-A-133 用地管理課 用地対策課 H26 平成26年度　地籍調査事業計画

・地籍調査事業計画の県からの協議に対する市町村の回答（平成26年4月）
・地籍調査事業計画の国土交通大臣承認（平成26年4月1日）
・地籍調査実施計画の告示（平成26年4月25日県告示第286号）
・地籍調査実施計画及び同作業規程の市町村からの届出（平成26年5月）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-134 秘書広報課 広報広聴課 S38-40 県民グラフNO.39【1964．6．1号】

【県民グラフ№39】
【表紙】 林道地芳線開通
中小企業共同研究所の役割を　高知県工業試験場
待望の起工式　国鉄土佐佐賀～中村間　42年度完成をめざして
伸びゆく国民年金　国民年金特別融資施設一覧表
郷土史シリーズ№14　乗物の歴史－陸から－
県議会組織の顔ぶれ
力を注いだへき地教育　今年の教育予算
市町村めぐり　県の西玄関　港町すくも（宿毛市）
警察の民主化をはかる　公安委員会のはたらき
【裏表紙】・第1回善行児童生徒､優良こども会表彰
・県政に仕上げはない・備えあれば憂いなし（総合防災訓練）

要審査 無 無

R3-A-135 秘書広報課 広報広聴課 S38-40 県民グラフNO.40【1964．7．1号】

【県民グラフ№40】
【表紙】県警察発足10周年特集号－活躍する交通機動巡ら隊－
県警発足10周年　高知県警察のしくみ
非行化防ぐために
暴力の根絶をめざして!
交通事故0を願って
家庭の愛情で少年を暖かく
歴史シリーズ№15　郷土航空史
市町村めぐり　若さと知性の産業都市　南国市
五輪への道　金メダル目指して
【裏表紙】・溝渕知事交通業者に花束を贈る
・走る児童館“プレゼント”積み幡多路へ
・献穀米の田植式（香美郡香我美町徳王子）

要審査 無 無

R3-A-136 秘書広報課 広報広聴課 S38-40 県民グラフNO.41【1964．8．1号】

【県民グラフ№41】
【表紙】県民の投票で決まった県民鳥（ヤイロチョウ）
伸びゆく農産食品加工－一貫した協力体制の確立へ－
台風に備えて！
郷土史シリーズ№15　酒･神とともにありき　土佐の酒造史話
中小企業の近代化へ！－金融－
この子らにこそ教育を! 　特殊教育く精神薄弱児〉
市町村めぐり　新しい町づくり　越知町
ノー･モア!水の事故＝なくそうみんなの協力で＝
【裏表紙】・境野ずい道開通
（吾川郡池川町と愛媛県を結ぶ開通式）
・初の栄養教室開催
・自然を生かし愛される公園に
（室戸、阿南海岸国定公園の指定祝賀式）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-137 秘書広報課 広報広聴課 S38-40 県民グラフNO.42【1964．9．1号】

【県民グラフ№42】
【表紙】第46回全国高校野球で全国制覇した高知高校ナイン
東京オリンピックの開幕を待つ！
土佐路にオリンピックの火を…　聖火コース
東京オリンピックへの道　国際陸上競技高知大会
金メダルを目ざして　五輪強化合宿
郷土歴史シリーズ№16　オリンピックに活躍した郷土選手
高知県貿易座談会　高知放送テレビ座談会
市町村めぐり　全国でも珍しい古文書のある町　池川町
音楽隊西へ東へ　高知県警察音楽隊
【裏表紙】・子宝出生のよろこびを記念して
・あなたの安全のために白タクを追放しましょう

要審査 無 無

R3-A-138 秘書広報課 広報広聴課 S38-40 県民グラフNO.43【1964．10．1号】

【県民グラフ№43】
【表紙】 聖火台に点火9月15日－県庁－
県民の暮しを高める！貯蓄推進
明るい町づくりの実践者に　土佐山田町勤労青年学校
すすむ木橋の永久橋化
漁民生活の向上をめざして　動きだした沿岸漁業構造改善事業
沿岸漁業の守り　活躍する監視船
市町村めぐり　福祉宣言の村＝檮原村＝
郷土史シリーズ№17　英学事始め　土佐藩庶幾の英語教育
ここに交通事故防止のカギが
【裏表紙】・山村振興特別対策事実施の運びへ
・ガン追放へ胃の集団検診車

要審査 無 無

R3-A-139 秘書広報課 広報広聴課 S38-40 県民グラフNO.44【1964．11．1号】

【県民グラフ№44】
【表紙】 完成間近い仁淀大橋建設工事
着々進む循環鉄道　窪江･中村･阿佐三線
郷土史シリーズ№18　飛脚の話
落成間近い 教育センター（高知市鴨部）
奥地に伸びる 林道
市町村めぐり　天然の良港をもつ　すさき（須崎市）
犯罪をシャットアウト！
観光の土佐を紹介　“南国土佐の観光と物産展”　北九州
【裏表紙】・模範老人を知事表彰・新準急｢南国｣の開通式
・希望ヶ丘学園完成

要審査 無 無
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作成課
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R3-A-140 秘書広報課 広報広聴課 S38-40 県民グラフNO.45【1964．12．1号】

【県民グラフ№45】
【表紙】39年県展作品から
同和問題の解決に　県民の総力を
－同和行政の使命を達成させよう－
味覚の王　土佐の養殖　活はまち
受賞に輝く人びと－地方自治等功労者、県文化賞受賞者－
中小企業の近代化へ！　答申に基づく対策の樹立へ
郷土史シリーズ NO.19　高知城（高知市）
へき地校で初の巡回診療　沖の島7校
市町村めぐり　後進性から脱皮へ!　たい頭する西土佐村
交番のおまわりさん
【裏表紙】・県食品工業団地着工（長岡郡大津村）
・県企業局が発足・県消防操法大会開く（県消防学校）

要審査 無 無

R3-A-141 秘書広報課 広報広聴課 S38-40 県民グラフNO.46【1965．1．1号】

【県民グラフ№46】
【表紙】四足峠トンネル開通
結核回復者の腕に技術を心に希望を！　後保護指導所
楽しくこの町に光を　土佐山田町
武家時代のお正月　庶民は庶民の楽しみ
両県結ぶ　四足峠トンネル　新開通　高知～木頭～徳島線
学校火災をおこさぬよう　その恐ろしさを知りましょう
ことしの願い　交通事故と犯罪をなくして明るいまちに！
皆さんのご協力で　県史編さんすすむ　県史編さん委員会事務局
近代的な漁業基地をめざして－佐喜浜港改修工事－
【裏表紙】・県総合開発審議会が発足
・第5回県農村教育青年会議開く

要審査 無 無

R3-A-142 秘書広報課 広報広聴課 S38-40 県民グラフNO.47【1965．2．1号】

【県民グラフ№47】
【表紙】山の子の総合作品展から－葉山村床鍋小・中学校－
農業の近代化をめざして－すすむ構造改善事業－
人は誰でも音楽がすきです　音楽村への夢　日高村
中・高年　技能労働力の開発へ－手当を受けて職業訓練－
郷土史シリーズ№21　昔の火消組　高知の火事と消防組織
お茶と草木に育つ村　仁淀村
高知県発明大会・四国地方発明者表彰式から
郷土文化の殿堂　高知県郷土文化会館分館青山文庫（佐川町）
現場鑑識班の出動！
【裏表紙】・県立中央病院の改築起工・献血へ愛の採血車

要審査 無 無

23 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）
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作成課
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作成
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R3-A-143 秘書広報課 広報広聴課 S38-40 県民グラフNO.48【1965．3．1号】

【県民グラフ№48】
【表紙】高知県東南アジア調査団特集号
東南アジア　貿易調査団出発
フィリピン　経済進出はこれから
タイ　日本ムードがいっぱい
マラヤ　工業化するゴムと錫の国
シンガポール　すっかり変わった古戦場
香港　東洋の自由港
台北　親近感を誘う現地の人びと！
東南アジア　訪問を終えて…
【裏表紙】帰高した調査団一行！

要審査 無 無

R3-A-144 秘書広報課 広報広聴課 S38-40 県民グラフNO.49【1965．4．1号】

【県民グラフ№49】
【表紙】山内一豊の妻と名馬の像－高知城花壇に建立－
山村発展の足がかり　希望へ努力する山村振興特別対策事業
知事に聞く新年度予算　高知放送テレビ座談会から
愛する郷土の建設へ　土木建設事業　産業開発　社会開発
近代化する農業高校教育　自信と夢　興味と意欲を！
郷土史シリーズ№22　寺小屋と学校　昔の教育機関
市町村めぐり　美林とダムに生きる村－馬路村－
みんなで気をつけよう　ドロボーは語る

要審査 無 無

R3-A-145 秘書広報課 広報広聴課 S38-40 県民グラフNO.50【1965．5．1号】

【県民グラフ№50】
【表紙】東京松竹歌劇団恒例の舞台でよさこい鳴子踊り
愛犬家の皆さん
祝仁淀川大橋開通（国道56号線）
郷土史シリーズ№23　中岡慎太郎と陸援隊
県議会組織の顔ぶれ
長宗我部地検帳の出版完成！（県立図書館）　土佐地検帳を語る
少年をすこやかに！
市町村めぐり　豊かな村づくり＝吾北村＝
【裏表紙】・県民待望の国鉄阿佐・宿毛線の2線が同時に着工
・職員の人づくりを　県出先機関長会議

要審査 無 無

R3-A-146 秘書広報課 広報広聴課 S40-41 県民グラフNO.51【1965．6．1号】

【県民グラフ№51】
【表紙】須崎港の一万トン岸壁
明るい村づくりをめざして　後継者を育てよう！
県民の生命を県民の血液で守ろう－愛の献血車のぞみ号活躍－
郷土史シリーズ№24　鰹節の歴史　土佐節の伝統
四国循環をめざして　鉄道建設はすすむ！　県内三線同時着工
教育キャンプ　よい人間をつくろう　高知県内のキャンプ場一覧
市町村めぐり　産業・交通の要衝地　奈半利町
若いパトロールマン
【裏表紙】今から災害にそなえよう！

要審査 無 無
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R3-A-147 秘書広報課 広報広聴課 S40-41 県民グラフNO.52【1965．8．1号】

【県民グラフ№52】
【表紙】ブラジル連邦共和国連邦議会議事堂と事務局
地球の裏の高知県
緑と黄金の国　ブラジル
南米から帰って…　高知放送テレビ座談会より
若い国パラグアイ
太陽と情熱の国　アルゼンチン
【裏表紙】・テーラロッシャ（紅土）に情熱を燃やす県人
・パラグアイ国　国際道路わきにある放牧場

要審査 無 無

R3-A-148 秘書広報課 広報広聴課 S40-41
県民グラフNO.53【1965←発行日の記載な
し】

【県民グラフ№53】
【表紙】 路地菊
力をあわせて高知県経済開発計画を達成さそう！
Ⅰ　蚕業の振興
Ⅱ産業基盤の整備
Ⅲ社会開発
市町村めぐり　田園文化都市＝安芸市＝
健康で明るい文化生活のために　もっと乳・肉・卵を！
交通事故防止のポイント
【裏表紙】10月1日は国勢調査

要審査 無 無

R3-A-149 秘書広報課 広報広聴課 S40-41 県民グラフNO.54【1965．10．1号】

【県民グラフ№54】
【表紙】 長寿を祝う老人の日に 表彰された"模範老人"
優美な土佐和紙　戦後の生産高推移
うねりをついて遭難訓練　海難テレビ座談会にて
市町村めぐり　幡多東部の玄関ロ＝佐賀町＝
中芸最大の穀倉地めざして　開田進む
郷土史シリーズ№26　三菱王国の建設者　岩崎弥太郎の生涯
3本指の魔術師－スリ－
大地のおいたちを語る天然記念物　郷土の化石
【裏表紙】・幡多総合庁舎誕生！
・宿毛湾入漁両県知事代理にて二年半ぶりに解決

要審査 無 無

R3-A-150 秘書広報課 広報広聴課 S40-41 県民グラフNO.55【1965．11．1号】

【県民グラフ№55】
【表紙】民俗芸能　安芸市赤野の獅子舞
近代性に富む隣保事業－行政推進の礎石的役割－
土佐の園芸　園芸振興の答申をめぐって…
秋空に若さみなぎる！　第18回県下高校体育大会
市町村めぐり　史蹟の村から工業村ヘ－大津村－
郷土シリーズ№27　戦国土佐の風雲児！　長宗我部元親
駐在所の奥さん
【裏表紙】毎月第1日曜日は家庭の日

要審査 無 無
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識別番号
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作成課
移管元
所属

作成
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有無

R3-A-151 秘書広報課 広報広聴課 S40-41 県民グラフNO.56【1965．12．1号】

【県民グラフ№56】
【表紙】地方自治等功労者並びに高知県文化賞受賞者
災害・水害　自然を守る　保安林
保健婦への道－県立保健婦専門学院－
郷土史シリーズ№28　高知城下町の創設者　山内一豊公
第20回岐阜国体の開会式
よく頑張った郷土選手　第20回国体秋季大会
市町村めぐり　山と申せど田どころです　大野見村
私は県民のボディガード（警察）
【裏表紙】・’66南国博高知
・高知県地方自治等功労・高知県文化賞受賞者

要審査 無 無

R3-A-152 秘書広報課 広報広聴課 S40-41 県民グラフNO.57【1966．1．1号】

【県民グラフ№57】
【表紙】 牧場を走る馬たち
郷土で働くよろこびを　1000人の若人のつどい
新春放談　県政の夢を語る　高知放送座談会から
産業経済の基盤をつくる　産業教育80年
市町村めぐり　香長平野の中核田園町－野市町－
郷土史シリーズ№29　郷土維新の群像
若いおまわりさん　高知県警察学校
【裏表紙】茶の間から県政を

要審査 無 無

R3-A-153 秘書広報課 広報広聴課 S40-41 県民グラフNO.58【1966．2．1号】

【県民グラフ№58】
【表紙】急ピッチで進む鏡ダム建設工事
躍進する農産加工　園芸蚕糸課
社会開発モデル地区　窪川町
歴史シリーズ№30　水道の歴史
建設進む循環鉄道　窪江･中村･阿佐3線
四国一の規模を誇る　大育ひな場－大正町－
コールサインＪＯＭＹ　本山小学校テレビ放送局です…
悲惨な交通禍に終止符を！　　みんなの注意と協力
【裏表紙】・県成年育成林開山式
・宿毛湾及び宇和海における入漁本協定書に正式調印

要審査 無 無

R3-A-154 秘書広報課 広報広聴課 S40-41 県民グラフNO.59【1966．3．1号】

【県民グラフ№59】
【表紙】高知県高等学校水産実習船"土佐海援丸"進水
あすの漁業を築く　海で働く若者たち
パラグアイでの山づくり
企業診断　警衛の合理化生産性の向上のために！
郷土史シリーズ№31　陶業の今昔　尾戸焼・能茶山焼・内原野焼
学校植林日本一　土佐清水市・三崎中学校
市町村めぐり　乳色の夢見る町－窪川町－
刑事　ホシを求めて
【裏表紙】・建設大臣来高－浦戸大橋建設予定地など視察－

要審査 無 無
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有無

R3-A-155 秘書広報課 広報広聴課 S40-41 県民グラフNO.60【1966．4．1号】

【県民グラフ№60】
【表紙】明石鳴門鉄道道路併設橋架設促進高知県大会
食品の安全はこうして守られている！
自由の使徒　板垣退助の生涯
産業に重みと厚さを！　魅力ある土佐づくりへ　41年度当初予算
ことしの予算は…　郷土の町づくりへ
市町村めぐり　誇り高き村－北川村－
へき地の実態をこの目で！
新入学児童を守る　交通安全七つのしつけ
【裏表紙】室戸・阿南海岸国定公園発行切手の贈呈式

要審査 無 無

R3-A-156 秘書広報課 広報広聴課 S40-41 県民グラフNO.61【1966．7．1号】

【県民グラフ№61】
【表紙】 観光特集
桂浜
竜河洞
五台山、正蓮寺高原、はりまや橋
室戸岬
高知城と長尾鶏
足摺岬　竜串・見残し、大堂海岸、足摺竜串の海底
産業観光
土佐と維新
土佐闘犬、郷土玩具
高知県観光地図
【裏表紙】土佐で育った踊りと祭り　太刀踊り、秋葉祭、鳴子踊り
 観光特集

要審査 無 無

R3-A-157 秘書広報課 広報広聴課 S40-41 県民グラフNO.62【1966．8．1号】

【県民グラフ№62】
【表紙】土讃本線豊永駅附近国道32号線
災害にそなえて　家庭に準備すべきもの
あなたの健康を守る！－成人病検診－
維新の烈士　吉村虎太郎　天誅組と勤王郷梼原の史蹟
四国カルスト牧草地をめざして
世界の願い交通安全
市町村めぐり　史蹟と園芸の発生地　安田町
海をゆく教室　高知県高等学校水産実習船　土佐海援丸
【裏表紙】みんなで架けよう　明石、鳴門に鉄道、道路の大橋を

要審査 無 無

R3-A-158 秘書広報課 広報広聴課 S40-41 県民グラフNO.63【1966．9．1号】

【県民グラフ№63】
【表紙】沖縄の慰霊塔できる　具志頭村で11月中旬に除幕式
新しい郷土のまちづくりへ－初の計画調査会議ひらく－
ジャリの違反採集をなくそう！－活躍する河川・海岸管理班－
物部村立大栃小中学校寄宿舎みかさ寮
水路伸び農業の近代化へ！
市町村めぐり　黒潮の流れる街－室戸市－
郷土史シリーズ№34　土佐の代表港として栄えた　下田港の歴史
美しいあなたの…　痴漢撃退法
【裏表紙】早明浦ダム基本計画決まる

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-159 秘書広報課 広報広聴課 S40-41 県民グラフNO.64【1966．10．1号】

【県民グラフ№64】
【表紙】県民の投票で決まった県の木　ヤナセスギ
児童の保育をめざして　明るく励む保育専門学生
佐川の人物群像－青山文庫を訪ねて－
通学は船に乗って…　「横浪三里｣を走る通学船
県民の財産を育てる！＝県営林＝
市町村めぐり　観光の村　奥物部－物部村－
うまい話には裏がある（警察）
中小企業従業員住宅の資金貸付
会計機四台による　給与支給事務の集中　県庁・出納室給与班
【裏表紙】明るく正しい選挙を推進しましょう(ポスター)

要審査 無 無

R3-A-160 秘書広報課 広報広聴課 S40-41 県民グラフNO.65【1966．11．1号】

【県民グラフ№65】
【表紙】地方自治等功労者並びに高知県文化省受賞者
漁村へ新しい光を　漁村振興特別対策事業の推進
三つ児の健康百まで　三才児検診
市町村めぐり　みかんの花の香る里－香我美町－
改築なった県立中央病院
若き整備士は育つ！－県立宿毛農工高校機械科－
郷土史シリーズ№36　須崎港の歴史　漁港から商港へ…
道路標識はあなたを守る
【裏表紙】・青少年育成高知県民会議結成大会・模範老人を表彰
・高知－宮崎空路開設

要審査 無 無

R3-A-161 秘書広報課 広報広聴課 S41-42 県民グラフNO.66【1966．12．1号】

【県民グラフ№66】
【表紙】明治17年牧野博士によって発見された「のじぎく」
伸びゆく茶業　園芸蚕糸課　製茶工場分布図
市町村めぐり　足摺国定公園の中心　土佐清水市
栄養教室　栄養を十分とりましょう
知っておきましょう　行政とあなたとのつながり
工業地帯に福音　県営鏡川工業用水道
明治百年の人物鉱脈　宿毛の人物群像
第21回国体をかえりみて…
みんなで防犯！（警察）
【裏表紙】・新青柳橋（仮称）の架設概要・町あげて梼原町誕生

要審査 無 無

R3-A-162 秘書広報課 広報広聴課 S41-42 県民グラフNO.67【1967．1．1号】

【県民グラフ№67】
【表紙】 羊の年
新春放談　高知放送“テレビ県民室”座談会から
国道32・33号線　土佐路へのVルート完成！
四国循環鉄道　東へ西への急ピッチ
昭和41年県政のあゆみ
土佐の塔　除幕式挙行される
若い韓国
郷土史シリーズ№38　山内容堂と反戦論　維新前夜の政情
鉄砲の取り扱いにはこんな注意を…
【裏表紙】・今年は選挙の年・お知らせ

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-163 秘書広報課 広報広聴課 S41-42 県民グラフNO.68【1967．2．1号】

【県民グラフ№68】
【表紙】大津村民具館にある藩政時代の嫁入り掛ぶとん
あすの漁港へ！
火の始末人に頼むなまかせるな！　火災を守る人々（消防）
郷土をしのぶ民具
躍進する…　土佐の花キ　主要花き出荷量
型破りの大人物　後藤象二郎
豆記者の国道（32号線）視察
豆陶工家は育つ　春野村西小学校仁西教場
県内ニュース　カメラ・ルポ
政治・文化発祥の地　佐川町
ある女性ドライバー（交通安全）
お知らせ　・献血・屋外広告物・交通・成人と年金
・火災と保険・成人病・住宅・三月のメモ
【裏表紙】火災シーズン

要審査 無 無

R3-A-164 秘書広報課 広報広聴課 S41-42 県民グラフNO.69【1967．3．1号】

【県民グラフ№69】
【表紙】秩父宮妃殿下…子鹿園を御慰問
明るい農村（住まい）づくり　農業技術課　融資制度利用状況
谷干城と日本主義　南学精神をつらぬくもの
ごとも銀行　大宮小学校と森小学校
県政ニュース　カメラパトロール
豆記者　鏡ダム見学　高知市立朝倉小学校
丈夫な子に育てましょう　中央保健所
市町村めぐり　鰤大敷創始の町　中土佐
颱風豪雨に土砂を守る！－砂防工事－
時代とともに脱皮する商業教育
警察通信　ごぞんじですか110番へのかけ方
おしらせ　・進学･就職・迷い子郵便物・借地権・損害賠償
・家庭の日・納税相談日・防犯の日・健康の日
【裏表紙】・毎月第1日曜は「家庭の日」・あぶない三悪追放…

要審査 無 無

R3-A-165 秘書広報課 広報広聴課 S41-42 県民グラフNO.70【1967．4．1号】

【県民グラフ№70】
【表紙】おもちゃを施設の子にプレゼントする溝渕知事
349億円　新年度予算を知事に聞く　テレビ県民室
資源と人的頭脳とエネルギーを活用して…
ことしの予算は　郷土の町づくりへ　・公共事業・商工観光
・農林水産業の振興・社会福祉
全国初の貝類展示館　土佐清水市竜串
県民のくらしをまもる－高知県警－
県立高校の施設整備　県予算に占める教育費
【裏表紙】・交通安全対策室新設される…
・出先機関長会議開かれる

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-166 秘書広報課 広報広聴課 S41-42 県民グラフNO.71【1967．5．1号】

【県民グラフ№71】
【表紙】国道（高知～高松　高知～松山）線Vルート完成パレード
みんなの願い交通安全　交通安全対策室
－異色ある論客－植木枝盛と民権論
市町村めぐり　土佐のデンマーク　芸西村
県政ニュース　カメラパトロール・食品加工研究所が店開き
・優良こども会を表彰・走る児童館おみやげをどっさり
・手すきに新鋭機“連続乾燥装置”・吉川英治賞を受賞
・笹ヶ峰トンネル開通・青年の森造林記念式
白書　犯罪・交通－高知県警察本部－
実を結んだ産業教育－田野中学校の学校茶園－
おしらせ・「白バラ」運動・日本脳炎・時は金なり・鉄砲､火薬類
・母の日･父の日・「つゆ」の食生活・家畜衛生・観光地
【裏表紙】・空陸一体で県総合防災訓練・Vルート完成

要審査 無 無

R3-A-167 秘書広報課 広報広聴課 S41-42 県民グラフNO.72【1967．6．1号】

【県民グラフ№72】
【表紙】完成間近い新青柳橋
奥地に伸びる林道　奥地開発の林道網
中江兆民の思想と人　東洋のルソー
集落補強　ベビータウン座談会
県政をになう人びと…
市町村めぐり　介良村 ー住宅団地の村ー
あなたも人工呼吸をおぼえましょう
こぞんじですか－交通相談所－
【裏表紙】・献穀田の田植え式・初の東部産業科学会議開かれる

要審査 無 無

R3-A-168 秘書広報課 広報広聴課 S41-42 県民グラフNO.73【1967．7．1号】

【県民グラフ№73】
【表紙】慶応三年長崎海援隊隊長当時撮影した坂本龍馬
テレビ県民室　谷間に光をあたえて50年（民生委員）
国際的な政治思想家　馬場辰猪の生涯
県政ニュース・南米移住の前物部村長壮行会
・四国四県正副議長会開かれる・派米農業研究生知事から激励
・高知空港整備拡張改修補償問題解決
・母子の健康保持に物部村へ指導車を配車
･高知県時を守る会運動功労者を表彰・県水防協議会開かれる
豆記者　道路軽舗装見学
交通ルールを守ろう！
“なぎなた”を正課に－県下のトップをきった－県立城山高校
市町村めぐり　紙の伊野町
【裏表紙】・6月定例高知県議会開かれる・水資源対策本部を設置

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-169 秘書広報課 広報広聴課 S41-42 県民グラフNO.74【1967．8．1号】

【県民グラフ№74】
【表紙】 焼津港に水揚げされるマグロ
先覚者　小野梓　明治青年のロマンとビジョン
窪川プランをたて　産地酪農にとりくむ－県立窪川高校－
－マグロルポ－遠洋基地をたずねて！
－カツオルポ－　県カツオ・まぐろ漁船・漁獲物の水揚地
市町村めぐり　躍動する土佐市
若い力を県民にまもりに！（警察）　昇進順序
おしらせ　・風水害・夏と栄養・年金の融資・入場税
・横断歩道・赤痢・社会を明るく・夏の防犯
【裏表紙】・新柏島橋の開通祝う・学校家庭交換学習開かれる

要審査 無 無

R3-A-170 秘書広報課 広報広聴課 S41-42 県民グラフNO.75【1967．9．1号】

【県民グラフ№75】
【表紙】万次郎が土佐へ帰国直後浦戸町で書いたアルファベット
Vルート国道32･33号線完成
四国Vルート完成　NHK特別番組
開成館の由来　明治百年を記念するもの
県政ニュース　カメラパトロール
・県清蘭会万国博バッジを街頭で売出す
・溝渕知事の一日衛生指導員・海外農業研修生の一行来高
・帰全農場開設30周年式に農民像の除幕
・県下の観光地で"清掃奉仕"・大渡ダム調査協定書に調印
・平和祈る子供の像台座に県から大理石贈る
おそろしい火薬事故
夏の視聴覚教室　活動はわれらの手で
市町村めぐり　新農村建設めざして－三原村－
【裏表紙】・県議会史完結をよろこぶ会・沖縄の豆記者来高

要審査 無 無

R3-A-171 秘書広報課 広報広聴課 S41-42 県民グラフNO.76【1967．10．1号】

【県民グラフ№76】
【表紙】模範老人表彰者一同
近代農業をめざして…－県立帰全農場－
隣人愛に燃えて50年…　民生委員･児童委員の活動
運命の漂流者　中浜万次郎
県政ニュース　カメラルポ　・模範老人15人を知事表彰
・愛の献血呼びかけ・住宅と建材展ひらく
・中国から28年ぶりに帰国
初の海中公園調査－足摺国定公園－
市町村めぐり　木材の町－田野町－
現場はそのまま届けは早く　警察署別の窃盗犯発生調べ
辺地に笑いと親しみを！　今日もゆく高知人形劇団｢ピコロ座｣
【裏表紙】工石山に県民の森が発足

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-172 秘書広報課 広報広聴課 S41-42 県民グラフNO.77【1967．11．1号】

【県民グラフ№77】
【表紙】野市町に完成した県立青少年センター
日本一　杉の種子採取（安芸郡馬路村魚梁瀬）
山地災害と治山事業
山内容堂　南海土佐の名太守
市町村めぐり　梅のふるさと　鏡村
高校にはめずらしい　船体性能実験室　県立須崎工業高校
じてんしゃには､防犯登録章を
おしらせ　・共同募金・公給領収証・発明工夫・退職金制度
・交通相談室・目を守れ・密造酒・火災多発期
【裏表紙】・県立青少年センター落成・高知市で初の総合消防訓練

要審査 無 無

R3-A-173 秘書広報課 広報広聴課 S41-42 県民グラフNO.78【1967．12．1号】

【県民グラフ№78】
【表紙】終着佐賀駅より開通を待つ四国循環鉄道中村線
明治百年記念　仁淀県民の森
市町村めぐり　みかんの村－葉山村－
理想の人　片岡健吉　信念に生きた政治家
故吉田茂先生　高知県追悼式典
飲酒運転を追放しよう！　死亡事故の原因別調べ
第22回国民体育大会　4たび招いた相撲の総合優勝
県政ニュース　カメラパトロール・県文化賞県政功労者表彰
・県立畜産試験場の起工式・新青柳橋が完成
・県紙業試験場本館完成
・後継者対策に農山村青少年大会・おきのしま丸進水
・経済交流のキズナ林道京桂線待望の開通
【裏表紙】・薩長土合同観光と物産展・有線放送アナウンス･コンクール

要審査 無 無

R3-A-174 秘書広報課 広報広聴課 S41-42 県民グラフNO.79【1968．1．1号】

【県民グラフ№79】
【表紙】青年育成林開山－室戸市羽根町
四選溝渕知事誕生
建設すすむ！鉄道四国循環　中村･窪江･阿佐線
新春放談　知事、高知新聞社社長、高知放送報道部部長
水揚げが始まった－高知港の遠洋漁業基地－
福岡孝弟の系譜功績　五ヶ条の誓文をめぐって
市町村めぐり　参勤交替の宿場－赤岡町－
県民とともに明るい町を！（警察）
二年目のみのり　みかん収穫に一貫作業－県立弘岡農業学校－
【裏表紙】・12月定例高知県議会・6人の中学豆記者沖縄派遣

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-175 秘書広報課 広報広聴課 S42-43 県民グラフNO.80【1968．2．1号】

【県民グラフ№80】
【表紙】郷土洋画の先駆者国沢新九郎が描いた龍馬肖像画
離島を結ぶ"おきのしま"就航（宿毛市）
沖ノ島保健衛生館　晴れの起工式（宿毛市）
雄大な要港めざして…　改修工事すすむ(室津港、室戸岬港）
旅順攻略の名将　独眼流の将軍　山地元治
市町村めぐり　山岳観光めざして－吾川村－
五人の刑事　空白の15分間を追って…（高知市岩ヶ渕）
土佐の古代史に脚光－舟岩古墳群の調査－（南国市岡豊町）
【裏表紙】・高知県と米国マサチューセッツ州との姉妹縁組を
・県開発総合計画を審議会に諮問

要審査 無 無

R3-A-176 秘書広報課 広報広聴課 S42-43 県民グラフNO.81【1968．3．1号】

【県民グラフ№81】
【表紙】 須崎港の一万トン岸壁
水中観測塔など整備　高知県水産試験場
土佐山田町に商工指導センター完成
違反建築をなくしましょう－建築課－
東南アジア七ヶ国の研修と交歓の旅を終えて　青年の船
明治洋画界の先駆者　国沢新九郎
市町村めぐり　鉱山のある村－大川村－
新入学のこどもに　正しい交通を！（警察）
ぼくらの学校　土佐清水市立下川口小学校松山分校
【裏表紙】・明治百年の記念植樹祭　県立青少年センターで
・オーストラリア駐日大使夫妻公式訪問

要審査 無 無

R3-A-177 秘書広報課 広報広聴課 S42-43 県民グラフNO.82【1968．4．1号】

【県民グラフ№82】
【表紙】筆山公園より高知市をのぞむ
新年度予算を語る　テレビ座談会
昭和43年度予算決まる　太平洋時代への新しい土佐づくりへ
新年度予算のつかいみち　
・過疎対策・交通安全・県民保健と社会保障
・治山治水事業・住宅対策・道路整備・観光開発・産業振興
・明治百年記念事業・鉄道新建設
姉妹州・県提携へ第一歩　マサチューセッツ州　高知県
竜馬がゆく　高知ロケ（ＮＨＫテレビドラマ）
防犯はまず家庭から　刑法犯発生状況
水産高校実習船　土佐海援丸の入港第1日－神奈川県三崎港－
【裏表紙】・第七回県交通安全県民会議開かる
・県開発計画書完成

要審査 無 無

33 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-178 秘書広報課 広報広聴課 S42-43 県民グラフNO.83【1968．5．1号】

【県民グラフ№83】
【表紙】室戸岬灯台より太平洋を望む
県漁船員養成所の一日－高知県漁船員養成所－
エプロンがけで働く婦人たち　婦人学級・龍河洞案内者
元帥　島村速雄のプロフィル　日本海軍の至宝
林野の開発　人材は土佐の山林から！
人材は､土佐の山林から!
市町村めぐり　地下資源の豊富な村－土佐山村－
働きながら学ぶ人のために！　定時制通信制教育センター
交通違反に反則金　交通反則制度7月1日から実施
【裏表紙】・明るく正しい選挙推進へ初の婦人大会
・高知城のお堀にコイ1000尾を放流

要審査 無 無

R3-A-179 秘書広報課 広報広聴課 S42-43 県民グラフNO.84【1968．6．1号】

【県民グラフ№84】
【表紙】近代ビルの立ちならぶ高知市街…県庁屋上より
四国一の魚粕乾燥　機械工場完成（土佐清水市）
防災はみんなで　消防防災課　過去5年間の被害額
十一烈士　愛国の賦－堺事変について－
交通戦争とたたかう幼児　幼児の交通事故
市町村めぐり　歌人吉井勇　隠棲の町＝香北町＝
若い力を県民のまもりに！（警察学校）
離島の教育実態を知る（宿毛市沖の島）
【裏表紙】・保育専門学校の新校舎落成
・献穀田の田植式（本山町）

要審査 無 無

R3-A-180 秘書広報課 広報広聴課 S42-43 県民グラフNO.85【1968．7．1号】

【県民グラフ№85】
【表紙】瓶ヶ森より石鎚をのぞむ
足摺岬で…　ジョン万次郎の銅像除幕式（土佐清水市）
海外移住100年のあゆみ　農地開拓課海外移住
維新の京都 土佐志士とその遺跡をめぐって
若い力で郷土を伸ばそう!(テレビ座談会) 
市町村めぐり　天然の良港をもつ　須崎市
幼児からの訓練で　実を結んだ聴能教育　県立高知ろう学校
フーテン族と非行少年
【裏表紙】高知県民貯蓄増強特別運動

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-181 秘書広報課 広報広聴課 S42-43 県民グラフNO.86【1968．8．1号】

【県民グラフ№86】
【表紙】土佐サンゴ原木
みんなの山を 愛しよう!
三つの銅像 中浜万次郎､坂本龍馬､中岡慎太郎
山紫水明の地 ー東津野村ー
建設すすむ早明浦ダム
杉の子読書会　土佐郡鏡村第二小学校
許せないひき逃げ
おしらせ　・台風シーズンに備えよう・シンナー遊びを追放しよう
・こどもを水の事故から守ろう
・旅行先でも自由におろせる「郵便貯金本人票」
・税金はみんなのために使われる
・老人福祉に関心と理解を深めよう
・不法建築をなくして住みよい生活・職場で健康体操をしましょう
【裏表紙】・溝渕知事一日食品衛生指導員に
・四国初の婦人ガン検診車

要審査 無 無

R3-A-182 秘書広報課 広報広聴課 S42-43 県民グラフNO.87【1968．9．1号】

【県民グラフ№87】
【表紙】山内容堂公陣羽織と海援隊船印
新装の高知城懐徳館で維新展（高知市）
一目でわかる郷土の物産＝高知県物産館＝（高知市中島町）
森林施業計画で豊かな山を！
輝く土佐の未来への開発　県開発総合計画書の中から
高知の城下町　その面影をもとめて
ドライバーの資格－運転免許－
じゃり採取と災害防止
ガン早期発見10ヶ条
【裏表紙】飲酒運転追放

要審査 無 無

R3-A-183 秘書広報課 広報広聴課 S42-43 県民グラフNO.88【1968．10．1号】

【県民グラフ№88】
【表紙】溝渕知事と模範老人表彰者一同
雨どきのダム放流について
市町村めぐり　二期作農業の中心地－吉川町－
住宅（その1）個人融資－建築課－　公庫融資種別
さよなら汽車ポッポ
新京橋界隈
県民の声（警察）
民族の遺産をみんなで守ろう！
【裏表紙】大渡ダム建設の基本計画概要

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-184 秘書広報課 広報広聴課 S42-43 県民グラフNO.89【1968．11．1号】

【県民グラフ№89】
【表紙】第三回土佐サンゴ名作コンテスト　知事賞
県民の健康を守って20年（本県保健婦）
山村資源の活用　窪川町桧生原婦人学級
県庁舎の今昔　明治百年のあゆみ…
県政ニュースハイライト　・西と東で有料道路の建設すすむ…
・街頭で献血よびかけ・郷土文化会館構想まとまる
・結核追放へ新鋭検診車・梼原町で初の過疎座談会開かれる
県民総参加で交通事故を無くしましょう！
現代の教育　ＬＬ教室（県立西高校、教育センター）
県境のまもり－大田口検門所－（長岡郡大豊村）

要審査 無 無

R3-A-185 秘書広報課 広報広聴課 S42-43 県民グラフNO.90【1968．12．1号】

【県民グラフ№90】
【表紙】徹農30周年を記念して建設した農民像　帰全農場
住宅№2　一般積立分譲紹介－建築課－住宅供給公社
地方自治等功労　文化賞　受賞式
土佐の山林史　やなせの杉
先人の偉業をしのぶ　明治百年記念式典
市町村めぐり　南四国をリードする－高知市－
信念を貫いた警察官
福井国体　高知県選手活躍のあと
【裏表紙】・長沢林道の完成－土予県境名越川越で祝う－

要審査 無 無

R3-A-186 秘書広報課 広報広聴課 S42-43 県民グラフNO.91【1969．1．1号】

【県民グラフ№91】
【表紙】長尾どり
後継者の技術教育　衛生検査技師養成所
過疎問題現地座談会から　・第1回梼原町・第2回西土佐村
・第3回十和村・第4回池川町
・第5回大豊村・第6回三原村
新春放談　知事、高知新聞社長、高知放送報道部部長
長尾鶏の話
みんなの力で 明るい郷土を！（警察）
へき地の子供たちの周辺　池川町立大野小学校
【裏表紙】
・米国マサチューセッツ州から県へ児童らの力作とどく
・公給領収証を受け取りましょう

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-187 秘書広報課 広報広聴課 S43-44 県民グラフNO.92【1969．2．1号】

【県民グラフ№92】
【表紙】室戸岬
改良工事すすむ国道56号線　高知・宿毛・松山
国道56号線　・焼坂トンネル・久礼坂
四国山脈を走る…　"嶺北山岳スカイライン"着工
武市安哉と聖園農場－明治のパイオニア精神－
全国初の水中カメラを使って砂利調査－県砂利対策協議会－
マグロにいどむ！　"土佐海援丸"操業の一日…
交通事故四国最高!！　四国四県交通事故発生状況
【裏表紙】
・里帰りの移民市長知事と交歓
－ブラジルのサンパウロ州コチア市長－
 ・あなたの住民登録は正しいでしょうか？

要審査 無 無

R3-A-188 秘書広報課 広報広聴課 S43-44 県民グラフNO.93【1969．3．1号】

【県民グラフ№93】
【表紙】早明浦ダムコンクリート打ち込みバケット
足摺岬　スカイライン　事業の概要
室戸岬有料スカイライン　事業の概要
住宅№3　社宅と寄宿舎　社宅建設融資制度等一覧
建設急ピッチですすむ早明浦ダム（土佐郡土佐町）
西日本随一の養豚経営－窪川町東又農業協同組合－
被害は2億5千万円（警察）　ドロボーはどうやって？
バレーボールで若がえりを　須崎市スポーツ婦人学級
【裏表紙】高知港の大掃除－沈廃船の引き揚げ処理始まる－

要審査 無 無

R3-A-189 知事公室 広報広聴課 S43-44 県民グラフNO.94【1969．4．1号】

【県民グラフ№94】
【表紙】五台山のつつじ
具体化めざす積極予算　大きく前進する"土佐づくりへ"
福祉　恵まれないかたがたに暖かい手を！
・母子臨床検査センター設置・乳児対策・不幸児の特別援護事業
・成人病対策・同和対策・県内労働力確保対策
都市対策　住みよいまちづくりに　
環境整備と広域都市計画の推進　
交通安全対策　
きびしい交通環境に備え体制づくりを　県民悲願の交通事故絶滅
新年度予算を知事に聞く…
過疎対策　魅力ある住みよい郷土を！
・基幹生活道整備・生産資金の増強・暮らしの環境つくりを柱に！
開発　距離を短縮する！－道路整備－
産業振興　
気候風土に定着した産業の開発育成を！
・農林業・沿岸漁業・商工業
観光　点から線の観光地づくり　500万人観光達成を目標に！
文教　青少年に豊かな人間性の育成を！
【裏表紙】・昭和44年度広報の紹介・こどもを交通事故からまもりましょう
・農業改良普及所・農業改良普及員・生活改善普及員配置状況

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-190 知事公室 広報広聴課 S43-44 県民グラフNO.95【1969．5．15号】

【県民グラフ№95】
【表紙】足摺の海底
過疎の波をはねかえす　村の音楽教室（室戸市羽根町）
すごやかに育て！－子どもの日に楽しい行事－
母子家庭　新入学児童に楽しい一日
山菜の利用加工　高知県工業試験場
坂本直寛と｢北光社｣－龍馬の夢を追うもの－
正しい犬の飼い方
子どもを交通事故から守ろう！　母の祈りもむなしく
土佐清水市立貝の川小学校藤の川分校
【裏表紙】・小さな貯蓄がお子さまの未来をつくる
・早明浦ダム定礎式

要審査 無 無

R3-A-191 知事公室 広報広聴課 S43-44 県民グラフNO.96【1969．6．15号】

【県民グラフ№96】
【表紙】足摺の海底
恐ろしいシンナー遊びをなくしましょう
施設めぐり　老いの学園をここに…　三宝荘－あなたも老人になる－
西原清東と開拓精神　アメリカのライスキング
浦戸湾を美しくしましょう　浦戸湾清掃に活躍する“さじま”
ともにあゆんだ20年　農業生活改良普及員
高原に結ぶ友情－教育キャンプ講習会－　県内キャンプ場
こどもを水の事故から守ろう！－やはり多い幼児の事故－
【裏表紙】・献穀田植式（香北町）・高知県警察官募集

要審査 無 無

R3-A-192 知事公室 広報広聴課 S43-44 県民グラフNO.97【1969．7．15号】

【県民グラフ№97】
【表紙】足摺の海底（潜水夫)
台風に備えて！　過去6年間の被害調
栄養のある…おいしい料理を！(栄養指導)
前進する畜産技術の開発センター－畜産試験場－
農業後継者と知事座談会　農林業制度金融資金一覧表
悲劇の将軍　山下奉文　異名「マレーの虎」
新時代の科学技術者をめざして－工業高校･工業化学科－
車と性犯罪　性犯罪1時間当り発生ひん度
【裏表紙】・牧野植物園新温室を建設
・国土建設週間で優良建設工事施工者等を表彰

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-193 知事公室 広報広聴課 S43-44 県民グラフNO.98【1969．8．15号】

【県民グラフ№98】
【表紙】完成した江ノロ川水門
しあわせをまもる－交通安全指導員の誕生－　県下の交通事故
躍進する農林業の技術に備えて…　高知県農業技術研究所
理学博士　寺田寅彦－その科学と文学－
海外移住県大会－高知県海外移住協会－
8年目をむかえた　せばやしこども文庫－本山町上関－
当たり屋事件を考える　事故の手口とその対策
おしらせ　・税金はみんなのために使われる・老人の福祉
・ＬＰガスによる事故の防止・子どもを水の事故か守ろう
・高山植物を大切に・夏期に多発する食中毒
・性病予防の健康診断を・台風シーズンに備えよう
【裏表紙】・結核予防は主婦の手で　結核追放へ組織づくり
･外国公館員ら県農業を視察

要審査 無 無

R3-A-194 知事公室 広報広聴課 S43-44 県民グラフNO.99【1969．9．15号】

【県民グラフ№99】
【表紙】 第4回サンゴまつり知事賞
検診でまもる郷土づくり－松原保健衛生相談所開設－（梼原町）
ひとりで悩まずに…　－高知県婦人相談所－
EXPO'70 万国博がやってくる展開かれる
花を恋して90年　植物学者　牧野富太郎
学童　交通安全はがき絵コンクール
ボーイスカウト四国大会（中村市）
くたばれ交通事故！　交通事故にいどむ白バイ隊員の活躍
【裏表紙】・敬老の日模範老人表彰
・県民総ぐるみで三悪追放－県交通安全県民会議総会－

要審査 無 無

R3-A-195 知事公室 広報広聴課 S43-44 県民グラフNO.100【1969．10．15号】

【県民グラフ№100】
【表紙】高知県庁舎
老人に暖かい手を！　高知県老人人口の推移
根腐れ病研究　高知県農業技術研究所､高知県園芸試験場
浦戸湾の歴史　世界の海につながるもの
土佐の海洋性開発　海洋性地域開発構想図
林業技術の開発をめざす…　－高知県林業試験場－
中学の覇者　バスケットボールの高野中（東津野村）
駐在さんはアイデアマン（警察）
【裏表紙】・新しい町づくりへ春野町発足・赤い羽根募金はじまる

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-196 知事公室 広報広聴課 S43-44 県民グラフNO.101【1969．11．15号】

【県民グラフ№101】
【表紙】土佐の闘犬（民芸みやげ品）
動く総合病院－無医地区の土佐村で店開き－
地方自治等功労・県文化賞受賞式（高知県庁正庁ホール）
文豪　大町桂月－土佐の酒と自然を象徴する－
赤ちゃん預金 
　
四国の尾根を抜く　矢筈トンネル貫通
同和対策事業特別措置法の目的を達成させよう！
高知県選手の顔　第24回長崎国体
スリ､あきす､ひったくりにご用心　年末の防犯（警察）
【裏表紙】・貯蓄が生みだす心のゆとり
・“文化の殿堂”が完成　県立幡多文化センター

要審査 無 無

R3-A-197 知事公室 広報広聴課 S43-44 県民グラフNO.102【1969．12．15号】

【県民グラフ№102】
【表紙】完成した郷土文化会館
文化の殿堂　郷土文化会館誕生（高知市）
町に村に工業を！　一地域一工業化進む
過疎問題　現金座談会より
躍進する果樹の技術センター－高知県果樹試験場－（高知市）
闘犬由来記
水産高校のマグロカン詰　室戸岬水産高校
四国一の設備を誇る　運転免許センター誕生（吾川郡伊野町）
【裏表紙】・万国博旗土佐路へ
・機械設備譲渡企業の視察　中小企業公社

要審査 無 無

R3-A-198 知事公室 広報広聴課 S43-44 県民グラフNO.103【1970．1．15号】

【県民グラフ№103】
【表紙】土佐の闘犬
伸びゆく施設園芸　園芸蚕糸課
活躍する婦人消防隊－鏡村－
図南の志士　坂本志魯雄
70年代は高知県の時代
あすの四国の建設へ　早明浦ダム
土佐だこを作って60年！　－こどもの夢をはぐくんできた－
県民に信頼されるために！　－県警ことしの目標－
【裏表紙】・シンナー･ボンド遊びは廃人への道
･新温室化石館完成（高知市五台山の県立牧野植物園）

要審査 無 無

R3-A-199 知事公室 広報広聴課 S43-44 県民グラフNO.104【1970．2．15号】

【県民グラフ№104】
【表紙】足摺有料スカイライン
開通まぢかい中村線
足摺有料スカイライン（土佐清水市）
室戸有料スカイライン（室戸市）
EXPO'70　日本万国博への招待　日本万国博覧会のあらまし
燃える志魂　志士　間崎滄浪
特別教育活動で成果をあげる　高知市江のロ小学校
足摺岬のおまわりさん－高知県警察本部－
【裏表紙】・郷土玩具そっくり寄贈－県立郷土文化会館－
・緑化の苗木を贈る－県林業試験場で－

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-200 知事公室 広報広聴課 S44-46 県民グラフNO.105【1970．3．15号】

【県民グラフ№105】
【表紙】石造　如意輪観音半跏像（最御崎寺）
新装なった牧野植物園（高知市五台山）
伸びゆく…　農業改良普及事業
若人よ来たれ！（県立青少年センター）
同和対策事業特別措置法の目的を達成させよう！
高知と法律学　明治の弁護士と教育機関
創造性豊かな2,500点　第4回高知県美術教育総合展
リーダーはおまわりさん（警察）
【裏表紙】・出先機関を一堂に集めて　須崎総合庁舎完成
・みどり豊かな郷土を

要審査 無 無

R3-A-201 知事公室 広報広聴課 S44-46 県民グラフNO.106【1970．4．15号】

【県民グラフ№106】
【表紙】山内容堂公の火事装束
高知県の時代をめざして　’70年代の基礎づくり積極予算
45年度予算を知事に聞く　高知放送“テレビ県民室”から
魅力ある住みよい郷土を！1
 ・道路･河川の整備・生活環境整備
魅力ある住みよい郷土を！2
 ・過疎対策・同和対策
土佐の海を開く…　海洋性地域開発
生産性の向上と近代化を！
・水産業・商工業
農林業経営の安定と発展！
 ・転換農作物振興対策・流通体制の整備・造林事業の推進
恵まれないかたがたに幸せを！　福祉
福祉均衡のとれた人格を育てる　文教
【裏表紙】・県からのお知らせ・南国総合庁舎完成

要審査 無 無

R3-A-202 知事公室 広報広聴課 S44-46 県民グラフNO.107【1970．5．15号】

【県民グラフ№107】
【表紙】｢鯉一匹運動｣のお堀の鯉がこんなに大きくなりました。
ハウス農家にレストルーム－日高村－　レストルーム配置図
明るく元気に！　一年目をむかえた県立日高養護学校
野中兼山の第四女　婉女の生涯
みんなの願いをこめて－交通安全こどもセンター開園－
明日を守る若いカ（県警察学校）
自動車税等の減免　全国にさきがけ身体障害者に対して
昭和45年度高知県海外移住大会（高知市農協会館）
県政ニュース　・納税表彰・完成した白石橋（香北町）
・悲願!!交通事故ゼロの日
・新しい街づくりのための公聴会
・県東部農業センター落成（田野町）
・創意工夫功労者の表彰状伝達式（県庁）
【裏表紙】けしと大麻の栽培に注意しましょう

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-203 知事公室 広報広聴課 S44-46 県民グラフNO.108【1970．6．15号】

【県民グラフ№108】
【表紙】海中調査器｢かいよう二号｣
県政のあゆみ　県営仁淀川土地 改良事業完成
NHK-TV「交通安全コーナー」をよろしく　交通安全キャンペーン
土佐医療史話－病院の町の沿革－
海洋調査－かいよう二号－
教育と科学の結合（教育工学）による学習指導の改善
野鳥をふやすこどもたち－大豊村西峯愛鳥少年団－
がけくずれ対策すすむ　危険箇所を着々施工
県政ニュース　・矢筈トンネル開通
・高知県金沢青果物あっせん所開設
・第15回全国身体障害者福祉大会
・災害に備えて総合防火訓練（室戸市吉良川町）
・献穀田の田植え式－梼原町－・県･市町村行政連絡協議会
【裏表紙】貯蓄で明るい明日を！

要審査 無 無

R3-A-204 知事公室 広報広聴課 S44-46 県民グラフNO.109【1970．7．15号】

【県民グラフ№109】
【表紙】海中公園　竜串の海底
県政のあゆみ　住みよい郷土づくり　集落補強事業進む
山峡をゆく"動く総合病院"
高知県4Hクラブ20年のあゆみ
ひらけゆく土佐の海－足摺海中公園誕生－
結核予防は主婦の手で－東津野村でも活発に動きだす－
土佐きりしたん史話
ぼくらの手で自主番組を－日章小学校校内テレビ局－（南国市）
【裏表紙】・献血はいつか身のため人のため！

要審査 無 無

R3-A-205 知事公室 広報広聴課 S44-46 県民グラフNO.110【1970．8．15号】

【県民グラフ№110】
【表紙】白石橋（国道195号線の香北町白石）
一日自治省開かれる　高知県庁正庁ホール
緑の郷土に　伸びる林道　県境を拓く林道網
台風に備えて！
愛の献血を！
要法寺の今昔－城下町に残るもの－（高知市）
生まれかわった蚕糸業　高知県養蚕試験場（土佐山田町）
親子が学ぶ科学教室－県教育センター－
暴力団壊滅作戦（警察）
【裏表紙】・10月1日国勢調査

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-206 知事公室 広報広聴課 S44-46 県民グラフNO.111【1970．9．15号】

【県民グラフ№111】
【表紙】良弁杉　土佐絵金画
看護婦への道－県立高等看護学院－
県政のあゆみ　すすむ農業近代化－農業構造改善事業－
住みよく豊かな　郷土の開発－高知県開発総合計画－
谷秦山の生涯　土佐学界のモニュメント
ラッパとおまわりさん　親しまれる警察音楽隊 
あしたの光　・身体障害者更正指導所・義肢製作所
 ・中央身体障害者更正相談所
県政ニュース　・大海洋展開かれる（東京・新宿）
・第10回県農村青少年技術交換大会（越知町）
・消費生活問題懇談会の開催・1日食品衛生指導員
・第23回高知県夏季労働大学開催・浦戸大橋の建設始まる
【裏表紙】・あなたの明日を約束する技能検定

要審査 無 無

R3-A-207 知事公室 広報広聴課 S44-46 県民グラフNO.112【1970．10．15号】

【県民グラフ№112】
【表紙】被災地塵茶処置に当る陸上自衛隊善通寺駐屯隊員
歴史的な直撃台風　被害総額743億円
台風10号の被害状況　・農林・水産・商工
・公共施設・家屋・救援活動
復旧と復興に78億9千余万円
【裏表紙】・台風10号の進路・災害救助法適用26市町村

要審査 無 無

R3-A-208 知事公室 広報広聴課 S44-46 県民グラフNO.113【1970．11．15号】

【県民グラフ№113】
【表紙】国道55号線道路整備
県政のあゆみ　進みゆく道路整備－国道194・195号線－
待望の中村線開通
老人のやさしい手足に…　－老人家庭奉仕員の日－
公害をなくして住みよい郷土に－公害課発足－
国学者　飛鳥井（鹿持）雅澄－万葉古義に生涯をかけた人－
同和対策に県民の総力を！　高校進学率の推移
高校男子バレーボールの活躍－第25回国民体育大会－
【裏表紙】火災予防

要審査 無 無

R3-A-209 知事公室 広報広聴課 S44-46 県民グラフNO.114【1970．12．15号】

【県民グラフ№114】
【表紙】室戸市金剛頂寺境内のヤッコソウ
老人と若人の集い（高知市農協会館）
地方自治等功労､文化賞受賞式（県庁正庁ホール）
わが家の家計簿－全国特選－
新時代をむかえた　高知県園芸界
兵部の墓は残った－伊達騒動余話－
社会の谷間に光を！　 ある女性ケースワーカーの一日
羽ばたく女性交通巡視員－県下に初めて誕生－
教師と父母が手を結び　教育効果あげる－大栃小学校－
【裏表紙】公害退治はみんなで　

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-210 知事公室 広報広聴課 S44-46 県民グラフNO.115【1971．1．15号】

【県民グラフ№115】
【表紙】土佐だこ（香我美町）
国道56号線久礼坂開通
浦戸湾の防災工事始まる　高知港防潮堤計画図
若人の夢をのせて…　青年の船
明治の青年群像－立志社と各社－
すこやかな成長を！－幡多児童相談所－
今度は四国一を!！　安芸市立清水が丘中学校吹奏学部
交通事故防止に県民のご協力を！（県警察）
【裏表紙】事故を呼ぶ酒は飲むまい飲ませまい

要審査 無 無

R3-A-211 知事公室 広報広聴課 S44-46 県民グラフNO.116【1971．2．15号】

【県民グラフ№116】
【表紙】牧野植物園のオウオニバス
すすむ浦戸大橋建設（高知市）
距離をちぢめる－橋･トンネル－
新装の高知県農事試験場（南国市）
－橋の歴史－近代化する橋の姿
安らかな老後を　伊野町立特別養護老人ホーム偕楽荘
芳樟栽培からリナロール生産－幡多農業高校林業科－
生まれ変わる…　高知警察署
【裏表紙】山火事を防ぎましょう

要審査 無 無

R3-A-212 知事公室 広報広聴課 S44-46 県民グラフNO.117【1971．3．15号】

【県民グラフ№117】
【表紙】完成まぢかい早明浦ダム
すすむ土佐湾防災工事
農業に取り組む若い力
カメラルポ　拓けゆく嶺北地方
土佐一條家の歴史　中村文化の跡をたずねて
学校めぐり　幡多郡大正町大奈路小･中学校
目の不自由な人びとに　愛の手を
"潜在する少年非行"（警察）
【裏表紙】毎月第3日曜日は家庭の日

要審査 無 無

R3-A-213 知事公室 広報広聴課 S44-46 県民グラフNO.118【1971．4．15号】

【県民グラフ№118】
【表紙】高知市をのぞむ
自然と生活と産業の共存をめざして　実質的な’70年代当初予算
・自然を生かした郷土づくりを！　自然保護生活環境の整備
・未来にわたり不動の体勢を！　防災対策
・若い力で土佐の未来を！　青年対策
・活力にみちた密度の高い郷土を！　道路河川などの整備
・明るく住みよい郷土を…　過疎対策
・暖かい手をすみずみに…　同和対策、福祉
・農林業経営の近代化と安定を！　農林業
・生産性の向上と安定を！　水産業
・産業の近代化と振興を！　商工業
・幸せを守り豊かな人間性を育てる　文教、警察
野中兼山の遺児たち　宿毛に史跡を訪ねて…
【裏表紙】県からのお知らせ

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-214 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.119【1971．5．15号】

【県民グラフ№119】
【表紙】七子峠の展望（国道56号線）
医療の手をすみずみに－幡西地域保健医療センターの活躍－
清水七浦と鰹漁業－土佐清水市の史蹟をたずねて－
すごやなか成長を！－児童福祉施設等の設備すすむ－
中小企業の技術の向上のために！　高知県工業試験場
点訳奉仕のおまわりさん
県民謡体操を普及させよう！
県政ニュース　・県農事試験場落成（南国市）
・国道56号線｢片坂｣開通する・立体交差（入明－一宮間）完成
・小規模企業設備近代化のために
・第1回高知県椎茸生産者大会開かれる（高知市中央公民館）
・交通事故の絶滅を誓う
【裏表紙】交通事故の被害者を救護された方に報奨金を

要審査 無 無

R3-A-215 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.120【1971．6．15号】

【県民グラフ№120】
【表紙】牧野植物園のカエンボ
商工業の振興へ　中小企業指導所の活躍
医療の手をすみずみに！－動く総合検診－
水産業の未来をひらく＝高知県水産試験場＝
吸江寺懐古　五台山文学の傳統 
設立20年すみれこども郵便局　土佐郡土佐町地蔵寺小学校
気軽にご利用を　移動交番　高知県警察本部
県政ニュース　・盛りあがるパワー・第1回4H祭開かれる
・全国治水大会開かれる・東部家畜保健衛生所落成（田野町）
・すわ！台風襲来・高知卸商センター起工式（高知市）
【裏表紙】愛の献血

要審査 無 無

R3-A-216 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.121【1971．7．15号】

【県民グラフ№121】
【表紙】ひなを育てる（県鳥）ヤイロチョウ（大正町下津井）
つくる漁業をめざして　人工による種苗（モジャコ）の生産
みんなで愛の献血を
稲作転換
県政をになう人びと…
浦戸湾海路図　土佐湾航海修練方作製
豊かな個性をのばそう！－へき地学校児童学習会－
県政ニュース　・献穀田の田植式（大正町）
・新装の高幡家畜保健衛生所
・中央農業センター落成（高知市）・三津坂トンネル開通（室戸市）
・｢国民年金｣拠出制　老齢年金の支給はじまる
・第7回高知県保育祭り開かれる（高知市）
【裏表紙】郷土の森林を護りましょう！

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-217 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.122【1971．8．15号】

【県民グラフ№122】
【表紙】土佐の塔に参拝する青年の船団員
黒潮の航跡－高知県青年の船－
・中華民国　台湾
船中生活
沖縄
青年の船祭り
帰高
海の志士たち－海援隊群像－
ニュースハイライト　・国連協会県本部総会と講演会開催
・韓国木浦市の共生園児、高知を訪問
・寄生虫予防･予防医学推進全国大会開催（高知市）
・｢勤労青少年の日のつどい｣開催さる（県民ホール）
・第1回｢かがみ川の日｣・高知県海外移住大会（農協会館）
【裏表紙】老後に健康と生きがいを　敬老の日

要審査 無 無

R3-A-218 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.123【1971．9．15号】

【県民グラフ№123】
【表紙】建設すすむ浦戸大橋
ー世帯ー住宅をめざして＝持家対策をすすめる＝
急がれる空港整備　空港利用需要見込み
住みよい郷土づくりを－わたしたちの道路－
大江戸の旗本無頼－加賀爪甲斐の墓－
高校総体終わって　本県勢活躍の跡　感謝された補助員の活躍
新装なった高知県警察学校－南国市に移転－
ニュースハイライト　・茶業伝習所落成・江の口川排水ポンプ竣工
・｢高知県長寿手帳｣の交付式・開所50周年を迎えた大阪事務所
・老人大学開かれる（高知市）
・プールが完成－交通安全こどもセンター充実
【裏表紙】幸福な家庭を築くために血液検査をうけましょう

要審査 無 無

R3-A-219 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.124【1971．10．15号】

【県民グラフ№124】
【表紙】 あすにかける土佐－新県計画基本構想案（特集）－
昭和60年の高知県のすがた　県勢発展のための基礎をきずく
生産性の高い産業の展開へ！
魅力のある生活圏をつくりあげる！
 明るく健康な生活を確保する！
英知と情操豊かな県民をつくる
高知藩委任統治領－伊予川之江の治績－
中国・四国地方知事会議開かれる（正庁ホール）
県政ニュース　・フェリー時代をむかえる
・過疎対策現地座談会開催（大野見村）
･はしる"こども図書館"…巡回はじまる
【裏表紙】すぐれた自然を次の世代に伝えよう！

要審査 無 無

46 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-220 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.125【1971．11．15号】

【県民グラフ№125】
【表紙】セイタカアワダチソウ(セイタカアキノキリンソウ)
47年度開通をめざして－窪江線建設すすむ－　窪江線計画略図
健やかなこどもを育てる…
豊かで住みよいくらしを！－農山漁家婦人グループの活躍－
楽しい老後を！
高知藩鋳銭史話
山峡に文化を運ぶ…－こども図書館なかよし号－
ニュースハイライト　・園芸試験場の落成（野市町）
・県立保育専門学校附属保育所落成
・第1回県内技能競技大会が開催される（高知市）
・高知県中小企業不況対策相談室開設（県中小企業指導所）
・第3回結核予防推進大会開かれる（農協会館）
・共同募金運動始まる
【裏表紙】いま燃えようとしている火がある…　秋の火災予防運動

要審査 無 無

R3-A-221 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.126【1971．12．15号】

【県民グラフ№126】
【表紙】天狗高原
職業訓練と技能向上　県内公共職業訓練一覧表
地方自治等功労者・県文化賞　表彰式（県庁正庁ホール）
県立病院の整備をすすめる…
同和問題の解決に　県民のすべての力を！
安芸氏滅亡の悲史
3つの初優勝を飾る！　黒潮国体にみる高知県選手
ニュースハイライト　・林業危機突破大会開かれる（県民ホール）
・横浪有料道路の起工式（土佐市）
・十和村山村開発センター落成
・公害測定に新威力・総合消防演習行われる
・納税貯蓄組合法施行20周年記念式典開かれる（県民ホール）
【裏表紙】交通三悪を追放しましょう！　年末年始の交通安全運動

要審査 無 無

R3-A-222 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.127【1972．1．15号】

【県民グラフ№127】
【表紙】海中展望塔足摺海底館
活動を始めた広域市町村圏
裏通りの整備をすすめる　農山村漁村集落補強事業5か年計画
新春放談　高知放送テレビ県民室より
殉節二十三士　野根山と奈半利の史蹟
へき地教育実験学校　幡多郡十和村広井小学校
警察署訪問－土佐清水警察署－
ニュースハイライト　・笑顔で初登庁　5選の溝渕新知事
・農業大学校の起工式（伊野町）・野市町で成人病の地域診断
・高知県農水産加工食品展開かれる（高知市）
【裏表紙】道路を広く正しく使いましょう

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-223 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.128【1972．2．15号】

【県民グラフ№128】
【表紙】完成近い早明浦ダム
フェリー時代を迎えて…　フェリー航路図
観光施設の整備をすすめる　足摺国定公園
物部川利水計画すすむ　物部川地区土地改良事業
大阪に残る土佐の歴史　大阪長堀界隈
教育機器を利用して学習指導の改善　土佐山田町立鏡野中学校
暴力団をつぶす－暴力のない明るい町づくりに県民の協力を－
ニュースハイライト　・大野村･介良村､高知市と合併
・林業試験場の起工式（土佐山田町）
・保健衛生総合庁舎起工式（高知市）
・消費生活センター起工式（高知市永国寺町）
【裏表紙】山火事は自然をこわすにくいやつ

要審査 無 無

R3-A-224 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.129【1972．3．15号】

【県民グラフ№129】
【表紙】牧野植物園のカトレア
横浪スカイラインの建設すすむ　事業の概要
公害をなくして　住みよい環境を！
施設園芸の技術向上を図る　高知県園芸試験場
河原町藩邸と高瀬川　京都に史蹟を訪ねて
第6回高知県美術教育総合展（県民ホール）
楽しまれる白バイ隊　一日一助運動を推進
ニュースハイライト　・第6回土佐さんごまつり
・本年度の過疎問題現地座談会・名古屋市に商工出張所設置
・環境緑化の苗木配布
・第2回県身体障害者福祉展の開催（高知大丸）
・かしこい消費生活展（高知大丸）
【裏表紙】こどもを交通事故から守ろう!

要審査 無 無

R3-A-225 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.130【1972．4．15号】

【県民グラフ№130】
【表紙】重要文化財　木造十二神将（高知市　雪蹊寺）
健康で明るい老後 　老人福祉
愛情と奉仕と－特別養護老人ホームの寮母さん－
老人に心の灯を－ホームヘルパーの一日－
寺田屋の今昔　伏見に残る史蹟
新市町村めぐり･№1　若い力うまい米　高南台地の窪川町
西南地域の光－開校した県立中村養護学校－
新装なった高知警察署　高知駅前に新築移転
【裏表紙】“おとしよりの医療費を助成”

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-226 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.131【1972．5．15号】

【県民グラフ№131】
【表紙】咲きほこる促成栽培のトサヒメユリ（園芸試験場）
若い力で郷土を築こう！　 農業にとりくむ
効率のある林業を！　物部林業研究会青年部
海の若人　高知県漁船員養成所
山崎　天王山の史蹟　忠勇隊の殉難
新市町村めぐり･№2　仏像の宝庫　安芸郡北川村
夏山のシーズン　山での事故をなくそう
こどもを水の事故から守ろう！
【裏表紙】交通安全の－ちかい－

要審査 無 無

R3-A-227 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.132【1972．6．15号】

【県民グラフ№132】
【表紙】瓶ケ森
明るく健康な生活！＜県民保健＞　
 
医療を身近に＜幡西地域保健医療センターの活動＞
看護の日々　医療スタッフの一員として…
医療のかけ橋　＜駐在保健婦の活動＞
土佐藩の住吉陣営－大阪湾警衛の本拠－
新市町村めぐり№3　土佐町連合青年団　郷土芸能保存会
スポーツ少年団高知少年サッカースクール
あなたを守る警察通信
【裏表紙】自然を愛し､次の世代へ伝えよう！

要審査 無 無

R3-A-228 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.133【1972．7．30号】

【県民グラフ№133】
【表紙】土砂の流出を防ぐ中内ダム（大豊町吉野川流域）
土佐山田町　繁藤山くずれ事故の状況　救援活動　復旧活動
治山－森林をしたて災害を防ぐ－
治水＜砂防＞－土砂害と闘う－
"激動期の政治家"　吉田東洋
新市町村めぐり№4　＜数百年の苦闘の遺蹟＞　空をゆく水路　香北町
【裏表紙】よごすまい　この村この町　この川を…

要審査 無 無

R3-A-229 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.134【1972．8．15号】

【県民グラフ№134】
【表紙】完成した浦戸大橋
＜施設園芸集中管理モデル地区＞完成した西島園芸団地
生産性の高い　畜産経営へ
伸びゆく　シイタケ産業
明日の農業をになう　若いカ－高知県立農業大学校－
新聞太平記
新市町村めぐり№5　開発すすむレジャーランド－夜須町－
ただいま先生勉強中…　先生の夏休み
【裏表紙】こどもの交通事故はおかあさんのおひざもとです

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-230 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.135【1972．9．15号】

【県民グラフ№135】
【表紙】香港の漁港（アバディーン）
第2回高知県青年の船　黒潮の航跡　船内研修　マニラ　香港　帰高
青年の船で招いたフィリピン青年
維新版　青年の船
【裏表紙】愛の献血…　想い出が心に残る

要審査 無 無

R3-A-231 知事公室 広報広聴課 S46-47 県民グラフNO.136【1972．10．15号】

【県民グラフ№136】
【表紙】高知県立農業大学校
ヤングのいる村＜農山村の工業化＞
活動を始めた　高知県消費生活センター
＜クロマグロの養殖試験＞　つくる漁業－高知県水産試験場－
土佐宗田節－その製造と入札－
戸次川古戦場＜戦国土佐の士魂を伝える＞
新市町村めぐり№6　＜土佐西南大規模公園＞幡多郡大方町
勝てる選手の養成を＜鹿児島国体を終えて＞
【裏表紙】日常生活を大切に…　
＜成人病予防＞脳卒中・高血圧・心臓病・胃がん

要審査 無 無

R3-A-232 知事公室 広報広聴課 S47-49 県民グラフNO.137【1972．11．15号】

【県民グラフ№137】
【表紙】大堂海岸
足摺宇和海国立公園　足摺国定公園昇格
野根山街道＜土佐の自然歩道＞
表彰式　地方自治等功労者　高知県文化賞受賞者
こんびら信仰　土佐灯籠のことなど
新市町村めぐり№7　＜蚕ととりくむ西土佐村＞
音楽科ができて4年　＜県立丸の内高等学校音楽科＞
皆さんの意見を聞く（県公安委員会主催　広聴会）
【裏表紙】慣れた火に新たな注意！

要審査 無 無

R3-A-233 知事公室 広報広聴課 S47-49 県民グラフNO.138【1972．12．15号】

【県民グラフ№138】
【表紙】新装なった高知県立西南病院
新装なった　高知県立西南病院（中村市右山）
県立病院の整備をすすめる
へき地医療のあゆみ　4力年
土佐の剣法
新市町村めぐり№8　緑の大野見　福祉村　高岡郡大野見村
文化財は県民の財産　みんなの力で火災から守りましょう…
第2回県下警察官　弁論大会（県警察本部）
【裏表紙】・「たばこ」の吸殻は必ず消すこと。
・「たき火」の跡始まつを完全にすること。
・「火入れ」は許可を得てから行うこと。

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-234 知事公室 広報広聴課 S47-49 県民グラフNO.139【1973．1．15号】

【県民グラフ№139】
【表紙】幡多路のマナヅル夫婦（中村市江ノ村）
進む道路整備！
マナヅル　幡多の自然を求めて…
四国新道の開設者　田辺良顯
新市町村めぐり№9　花嫁学校の発表会　大豊町立高等家政学校
高知県のあゆんだ　学制100年
RKC高知放送　交通情報をよろしく…　放送を担当する7人の素顔
【裏表紙】山をみどりに…

要審査 無 無

R3-A-235 知事公室 広報広聴課 S47-49 県民グラフNO.140【1973．2．15号】

【県民グラフ№140】
【表紙】ひめしゃらの林（東津野村天狗高原）
あすにひらく…　－東津野村高原総合センターの活動－
山村振興の拠点　＜完成した吾北村山村開発センター＞
都市周辺の　水路整備
社会主義の先駆者　幸徳秋水
美しい音を心の中に－高知市立旭小学校音楽部－
少年を守る－婦人補導員の活動－（警察）
昭和47年度県政ニュース　・瀬戸大橋完成
・土居正実県議会議員、藍綬褒章を受ける
・岡崎喜代志県議会議員、藍綬褒章を受ける
・台風、集中豪雨たびたび襲う・土佐山田町繁藤地区山崩れ事故
・西南病院と保健衛生総合庁舎の完成
・消費生活センターのオープン（高知市永国寺町）
・足摺宇和海国立公園の指定
【裏表紙】いったん停止！

要審査 無 無

R3-A-236 知事公室 広報広聴課 S47-49 県民グラフNO.141【発行日の記載なし】

【県民グラフ№141】
【表紙】茶堂（高岡郡梼原町四万川）
防災と福祉の年　県民のしあわせづくり　48年度予算
無災害・無事故の郷土づくり…　防災対策
太平洋の表玄関づくり…　基盤整備
福祉元年･県民健康の年
すべての人の健康としあわせを　福祉対策
自然を生かした産業の振興を…
地域特性を生かした産業の振興
快適な生活環境をととのえる　自然保護･生活環境の整備
心の豊かさと文化の香りを　教育文化関係
生産性の向上と環境の整備　同和対策
ふるさとの奥座敷の補強をはかる…　過疎対策
宗像政知事と＜県営水力発電事業＞
【裏表紙】県からのお知らせ

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-237 知事公室 広報広聴課 S47-49
県民グラフこうちNO.142【発行日の記載な
し】

【県民グラフこうち№142】
【表紙】奥物部県立自然公園の西熊山（物部村）
暖かい心のふれあいを＜ホームヘルパーの一日＞
新装の県民体育館
新分野の冷涼野菜づくり
ふるさと土佐　碁石茶の里…大豊町西久保
茶の歴史と豊永の碁石茶
新市町村めぐり№10　飛躍する土佐市の農業
片粕遺跡＜土佐清水市＞と＜大月町＞ムクリ山遺跡
正しくかけよう110番（警察）
【裏表紙】早期に健康診断を受けましょう。

要審査 無 無

R3-A-238 知事公室 広報広聴課 S47-49
県民グラフこうちNO.143【発行日の記載な
し】

【県民グラフこうち№143】
【表紙】花取り踊り（梼原町四万川）
第3回高知県青年の船　黒潮の航跡
船中生活 　マニラ　香港　沖縄
ふるさとづくり＜過疎地域の補強整備＞
ふるさと土佐　廓中…安芸市土居
津野山文化の史蹟[上] －東津野をたずねて－
新市町村めぐり№11　伝統を生かす　打刃物と和傘　土佐山田町
茶堂今昔　いまに残す藩政のなごり－梼原町－
こどもと老人を交通事故から守ろう！（警察）
【裏表紙】隣にも声かけあってよい防火

要審査 無 無

R3-A-239 知事公室 広報広聴課 S47-49
県民グラフこうちNO.144【発行日の記載な
し】

【県民グラフこうち№144】
【表紙】完成した早明浦ダム
四国循環鉄道をめざして…　全通まぢかい予土線
四国循環鉄道をめざして　宿毛線～阿佐線
防災工事すすむ－浦戸湾高潮対策－
地方自治等功労者･高知県文化賞表彰式（県庁正庁）
ふるとさ土佐　津野山舞台－梼原町円明寺
津野山文化の史蹟[下]－梼原をたずねて－
新市町村めぐり№12　自然休養村にあすをかける－東津野村－
めざましい高校生の活躍＜若潮国体千葉の記録＞
犯罪現場はそのまま　届けは早く！
【裏表紙】いつまでも自然の姿をそのままに…

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-240 知事公室 広報広聴課 S47-49
県民グラフこうちNO.145【発行日の記載な
し】

【県民グラフこうち№145】
【表紙】ー里塚（宿毛市押の川）
横浪黒潮ライン開通
躍動するオールドパワー…　老人体育大会
老人の県展　敬老の日記念式典
新市町村めぐり№13　レジャーゾーンにかける－鏡村－
ふるさと土佐　鵜来島（宿毛市）
自由は土佐の山間より出づ－立志社百年のあゆみ－
藤並の森にモダンな装い…　高知県立図書館
暴力団壊滅へ3CB(スリーシービ一)作戦
【裏表紙】・あせっている･今があなたの赤信号！
・止まります･待ちます車のきれるまで…
・きをつけようまいにちとおるみちだけど

要審査 無 無

R3-A-241 知事公室 広報広聴課 S47-49
県民グラフこうちNO.146【発行日の記載な
し】

【県民グラフこうち№146】
【表紙】黄金くじゃくひば－長岡郡本山町－
道路整備をすすめる
第5次漁港整備
島のくらし＝宿毛市鵜来島＝
幡西地域保健医療センターの活動
ふるさと土佐　ー安芸瓦ー　安芸市
会津若松の史蹟をたずねて　諸道軍監牧野茂敬の墓
新市町村めぐり№14　内原野焼　安芸市
国の重要文化財に指定された　二つの民家　その一＜関川家＞
すすむ運転免許証のカラー写真化
【裏表紙】・物を活かして使う・むだをなくする・くらしのちえを…

要審査 無 無

R3-A-242 知事公室 広報広聴課 S47-49
県民グラフこうちNO.147【発行日の記載な
し】

【県民グラフこうち№147】
【表紙】土佐手すき和紙（物部村の障子紙）
土佐打刃物
物部の手漉き和紙　土佐和紙
特産品をつくる　しいたけ　いちご　花木盆栽　すいか
ふるさと土佐　土佐打刃物－土佐山田町
ー里塚の話－昔の土佐街道をたずねて－
新市町村めぐり№15　見なおされた文化財－吾川郡春野町－
国の重要文化財に指定された　二つの民家
 その二＜立川番所書院＞旧鈴木友茂邸
飲酒運転を追放しよう！
【裏表紙】なくせ山火事､たやすなみどり

要審査 無 無

53 / 620
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-243 知事公室 広報広聴課 S47-49
県民グラフこうちNO.148【発行日の記載な
し】

【県民グラフこうち№148】
【表紙】急傾斜地崩壊対策事業で工事が行われた。（南国市）
防災　がけくずれにそなえて
防災　緑の山は災害を防ぐ　すすむ"高潮対策"
防災　水害を防ぐための河川改修　代行補償制度
くらしを守る！経済変動対策
ふるさと土佐　麻生堰と四ヵ村溝（中村市）
萩と下関　－土佐脱藩志士の史跡を訪ねて－
新市町村めぐり№16　新庄川の風物詩　しらうお漁－須崎市－
50年後に夢を託して ｢教育の森｣は育つ　“教育の森”一覧
夜を守る!！機動捜査隊
【裏表紙】食中毒にかかりやすい季節です。

要審査 無 無

R3-A-244 知事公室 広報広聴課 S47-49
県民グラフこうちNO.149【発行日の記載な
し】

【県民グラフこうち№149】
【表紙】 浦戸湾全景
昭和49年度予算
健康で明るい郷土づくりをめざして－福祉定着の年－
豊かな福祉社会をめざして
災害を防ぐために 
豊かな自然の保護と快適な生活環境づくり
明るく健康的な都市づくり
恵まれた教育環境づくりと県民の心にゆとりを
同和対策
ネットワークの整備
生産性の高い産業の育成
経済変動対策
水資源の確保とエネルギー対策
過疎対策
交通安全
警察

要審査 無 無

R3-A-245 知事公室 広報広聴課 S47-49
県民グラフこうちNO.150【発行日の記載な
し】

【県民グラフこうち№150】
【表紙】雪ヶ峰牧場（土佐山田町）
畜産経営を考える
みんなの台所　公共卸売市場
やなせ杉
明るく健康な郷土づくりをめざして
・もっとほしい看護婦さん・宿毛･安芸県立病院完成
ふるさと土佐　県立自然公園　安居渓谷（吾川郡池川町）
さんごの大敵　 "鬼ひとで"退治！
新市町村№17　自然は招く　大川村
三田尻招賢閣－土佐脱藩志士の史蹟を訪ねて－
フィリピンの青年と心の交流　第4回高知県青年の船から
【裏表紙】たすけあいをこだませよう！＜赤い羽根共同募金＞

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-246 知事公室 広報広聴課 S51-52 県民グラフこうちNO.161【1976．7号】

【県民グラフこうち№161】
【表紙】 全国高校総体に出場した県立ろう学校の選手
老人福祉の第一線－中村市ホームヘルパー室－
県立日高養護学校の寮母さん
興津県立自然公園－窪川町－　青少年旅行村5月に開村 
交通安全はみんなの力で…－土佐山田町交通安全指導員－
高知県手漉和紙用具製作技術保存会
蚕を人工飼料で育てる…　高知県蚕業試験場
ふるさと土佐　文化財探訪＜土佐の国分寺＞
土佐商会と長崎在留の外人たち（下）
県政ミニガイド　・物部川大橋完成・中国から帰国者あいつぐ
・総合防災訓練実施される－各市町村でも避難訓練を－
・初の｢農業者年金｣資格取得者・梼原バイパス開通－国道197号線－
・優良子ども会表彰・婦人の要望を県政に反映…－婦人レポーター－
【裏表紙】＜郷土産品の愛用を＞

要審査 無 無

R3-A-247 知事公室 広報広聴課 S51-52 県民グラフこうちNO.162【1976．11号】

【県民グラフこうち№162】
【表紙】皇太子殿下御夫妻中村駅でご降車の際（7月25日）
ようこそ土佐路へ　皇太子同妃両殿下　行啓の記録
カラーハイライト
第18回自然公園大会開かれる　足摺宇和海国立公園竜串地区
県立看護学園　訪問（高知市大津）←頁の一部が欠落
ふるさと土佐　大豊町八畝←頁の一部が欠落
駐日英国公使パークス　土佐藩後藤象二郎との関係について
県政ミニガイド　・日中友好高知県各界代表訪中
・郷土産品愛用運動を推進・近畿地区企業誘致懇話会開催
・ベンゲット州から初の農業研修員
・献血推進県民大会開かれる（県農協会館）
【裏表紙】都市に緑と公園を

要審査 無 無

R3-A-248 知事公室 広報広聴課 S51-52 県民グラフこうちNO.163【1976．12号】

【県民グラフこうち№163】
【表紙】満開"のじ菊"（高知県立牧野植物園）
未曾有の集中豪雨！台風17号　被害総額700億円を超す
復旧にたちあがる　台風17号による被害
すすむ災害復旧工事　県外応援も得て全力投球
創造し参加する芸術文化－第26回高知県芸術祭－
フィリピンからの技術研修員－高知県果樹試験場－
ふるさと土佐　石畳のある漁村－宿毛市沖ノ島－
土佐湾の漁業資源を探る－海洋資源調査船とさ－
板垣退助銅像写真集－その現代的意義－
地方自治等功労者　高知県文化賞　昭和51年度受賞者
県政ミニガイド　・納税貯蓄組合法施行25周年念記念表彰
・心身障害者雇用優良事業所など表彰
・財団法人｢高知県老人能力開発協会｣発足・薬事功労者表彰
【裏表紙】銃の操作には細心の注意を

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-249 知事公室 広報広聴課 S51-52 県民グラフこうちNO.164【1977．2号】

【県民グラフ№164】
【表紙】元日の高知市御畳瀬
園芸500億円突破　年次別販売数量及び金額
進む道路整備　国道195号線－国道197号線
文化の殿堂　県民文化ホール完成
県土に力を！　地域に結びついた工業誘致　工業適地
第31回国民体育大会　戦いの跡　葉隠れの里佐賀 
ふるさと土佐　高知城（重要文化財）
土佐とジャンセン博士－高知県知事から感謝状を贈呈－
県政ミニガイド　・オールドパワー展開かれる（高知市）
・県民こぞって老人福祉を考えよう－第7回老人と若人のつどい－
・日本一の快挙－高松宮杯全日本中学英語弁論－
・学生･アマ両横綱に長岡選手（近畿大）
・文部大臣賞－国連理解作文コンテスト－ 

要審査 無 無

R3-A-250 知事公室 広報広聴課 S51-52 県民グラフこうちNO.165【1977．3号】

【県民グラフこうち№165】
【表紙】交通安全子供センター（高知市比島町）
近代消防の人造り　高知県消防学校（伊野町枝川）
農村総合整備モデル事業－宿毛市東部地区－
伸びる花き園芸－ゆりは全国第一位－
ふえはじめた高知県人口　過疎のなかの過密　県人口の推移
自然環境の中で育つ　豊かな人間性－国立室戸少年自然の家－
みんなで防ごう飲酒運転…（警察）
ふるさと土佐　お弓祭り－北川村星神社－
明治の名医たち
県政ミニガイド　・長い間ご苦労さん　旧平山発電所取り壊しへ
・ねたきり老人にシーツの贈りもの
・ブラジル国･パラグアイ国へ移住
・中国からの帰国者　知事と歓談・三代目｢土佐開海援丸｣進水
・国立室戸少年自然の家開所式・阿佐線の建設工事すすむ
【裏表紙】くらしの中にスポーツを！

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-251 知事公室 広報広聴課 S51-52 県民グラフこうちNO.166【1977．6号】

【県民グラフこうち№166】
【表紙】第49回選抜高校野球大会で準優勝した中村高校チーム
活力ある郷土づくりと躍進する県政を！　 52年度高知県予算
安全で快適な環境づくり　・防災対策・都市･生活環境等対策
・住宅対策・交通安全対策
豊かな県づくり　・産業基盤の強化・産業の振興
・自治振興総合対策
同和行政の推進
明るい社会づくり　・老人対策・心身障害児者対策
・母子･児童対策・保健･医療対策
・社会保障対策・県民福祉関係対策
たくましい人づくり　・学校教育対策・社会教育対策
・体育振興対策・青少年婦人対策・芸術文化対策
ふるさと土佐　秋葉祭り－県指定無形文化財－（仁淀村）
土佐と剣法無外流－その伝統を探る－
県政ミニガイド　・新県議会議長　新県議会副議長
・新副知事に町田千秋氏・県部課長･出先機関長会議開かれる
・最新式小型胃検診車｢あおぞら2号｣
・"第1回全日本さんごまつり"開かれる（高知大丸）
【裏表紙】スポーツ県宣言

要審査 無 無

R3-A-252 知事公室 広報広聴課 S51-52 県民グラフこうちNO.167【1977．8号】

【県民グラフこうち№167】
【表紙】県高校体育大会の幕はひらく（高知市陸上競技場）
災害から身を守ろう！
高知空港と私達のくらし－急がれるその整備－
ふるさと土佐－安芸のしらす漁－（安芸市）
安心して買える　ミニJASマーク－高知県地域食品認証制度－
働くよろこびを－高知県老人能力開発協会－
＜県立幡多青少年の家＞オープン（大方町）
海の教室　三代目"海援丸"就航　
阿佐線／宿毛線の建設すすむ…
新撰組と土佐の志士たち
県政ミニガイド　・高知県工業技術者登録制度発足
・優良子供会表彰・第18回創意工夫功労者表彰伝達式
・家具の部で堂々銀メダル－第15回技能五輪全国大会－
・国立高知医科大学起工式（南国市）
・婦人の声を県政に反映－昭和52年度婦人レポーター30名－
・県立春野運動公園仮開放（春野町）
【裏表紙】・ "走る児童館"池川･本山へ…　・献穀田の田植え式

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-253 知事公室 広報広聴課 S51-52 県民グラフこうちNO.168【1977．11号】

【県民グラフこうち№168】
【表紙】やなせすぎ（県木）－安芸郡馬路村魚梁瀬－
無医地区に医療の光を！
辺地の足・過疎バス
完成した鏡川高層分譲住宅－高知市鴨部－
明日のすまい＜パーク団地＞鏡川高層分譲住宅
第17回高知県農村青少年技術交換大会
科学捜査（鑑識）
ふるさと土佐－安芸市安芸川－鮎釣りの醍醐味"友釣り"
三春｢正道館｣の歴史－高知と福島を結ぶもの－
県政ミニガイド　・｢老人福祉功労者｣を表彰（県正庁ホール）
・｢県老人と若人の集い｣開く（県農協会館）
・｢県婦人問題懇話会｣開かれる（電気ビル）
・中国国際旅行社　訪日友好参観団来高
【裏表紙】気軽にスポーツ身近なところで

要審査 無 無

R3-A-254 知事公室 広報広聴課 S51-52 県民グラフこうちNO.169【1977．12号】

【県民グラフこうち№169】
【表紙】宿毛湾のハマチ外海養殖
山村農林業のこれから－平野部との格差是正を目標－
悩みは　後継者…　－嶺北地域農林業振興現地懇談会から－
来春には第29回全国植樹祭
県立甫喜ヶ峰森林公園整備急ピッチ
自然の中で一日をゆっくり－南に太平洋・北に四国連山－
二百海里時代を迎えた高知県漁業！
山村にしのぶ先人のくらし－土佐の旧家－
ふるさと土佐　－山北の棒踊り－
解放運動の先駆者　大江卓
県政ミニガイド　・フィリピンベンゲット州から女性海外技術研修員
・第27回高知県芸術祭・植樹祭コンパニオン12人勢ぞろい
・目で見る県政バス走る
【裏表紙】第29回全国植樹祭　防災も緑できずくふるさとづくり

要審査 無 無

R3-A-255 知事公室 広報広聴課 S51-52 県民グラフこうちNO.170【1978.1号】

【県民グラフこうち№170】
【表紙】 県下初の女性農業士第1号－中村市横瀬－
県政30年をふりかえって－地方自治法施行30年－
大渡ダム建設“昼夜兼行で ” －仁淀川上流－
土佐湾に重油流出!－クエートタンカー〈アル･サビア号〉－
くらしの中に創意と工夫を…－昭和52年度発明くふう展から－
ふるさと土佐－能茶山･尾戸焼－
みちのくでの活躍 本県勢5つの準優勝－あすなろ国体－
音譜のパトロール＝高知県警察音楽隊＝
地方自治等功労者･文化賞受賞式
県政ミニガイド　･「四国横断自動車道」本格的調査へ
･第2回極東･南太平洋身体障害者スポーツ大会
･訪日中国青年団県庁表敬訪問･第1回｢お米まつり｣盛況
･大津バイパス開通

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-256 知事公室 広報広聴課 S51-52 県民グラフこうちNO.171【1978．3号】

【県民グラフこうち№171】
【表紙】 筆山公園より県庁をのぞむ
知事オーストラリア訪問　漁場確保と安全操業のため
統計の知識－県民所得－
建築すすむ高知医大（南国市岡豊町）
育ちゆく郷土の品に持つ誇り－県産品を愛用しましょう－
完成近い高知分水事業
山村の生活を支えた民具－大豊町立民族資料館－
ふるさと土佐－足摺岬－
生涯訓練の場をめざして！　県下の職業訓練校一覧
昭和52年度訓練生の科別・年令別入校状況
県政ミニガイド　・南来移住展開く（高知市）
・｢観光びらき｣開催（高知会館）
・県民総スポーヅの推進へ・県土を"ミドリ"に（県林業試験場）
【裏表紙】青少年保護育成条例改正

要審査 無 無

R3-A-257 知事公室 広報広聴課 S53-54 県民グラフこうちNO.172【1978．7号】

【県民グラフこうち№172】
【表紙】第29回全国植樹祭特集－天皇陛下ご旅行の記録－
ようこそ土佐路へ　天皇陛下ご旅行の記録
緑の祭典　第29回全国植樹祭
甫喜ヶ峰にこだまするファンファーレ
天皇陛下のおことば
お手まき行事－高知県林業試験場－
【裏表紙】甫喜ヶ峰森林公園で一日をどうぞ…
－家族連れで自然探索－

要審査 無 無

R3-A-258 知事公室 広報広聴課 S53-54 県民グラフこうちNO.173【1978．8号】

【県民グラフこうち№173】
【表紙】7月27日甫喜ヶ峰森林公園で行われた親子森林学習会
南米移住地を訪ねて…
－ブラジル日本移民70周年記念式典に参加－
県立香北青少年の家－山小屋風な落ち着き－（香北町）
活力ある豊かな郷土づくり－高知県総合開発計画のあらまし－
準備ＯＫ！－県土を結ぶ防災行政無線－
ふるさと土佐　東洋町青少年旅行村－生見浜－（東洋町）
大石円とその生涯－土佐国民派の系譜について－
県政ミニガイド　・県中央部に集中豪雨！－1時間に90mm－
・土佐湾に多量の廃油ボール
・姉妹県ベンゲット州から親善使節来県
・NHKから福祉施設ヘレコード贈呈・県庁の部組織改正
【裏表紙】－ゴミや廃棄物を川にすてないで下さい－

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-259 知事公室 広報広聴課 S53-54 県民グラフこうちNO.174【1978．12号】

【県民グラフこうち№174】
【表紙】9月定例高知県議会
緊急　不況対策に68億円　9月補正予算決まる
9月補正後の予算の概要　53年度重点施策の概要（当初予算）
スポーツで健やかな心身を－建設すすむ春野総合運動公園－
老人福祉の町　田野町（田野町老人福祉センター）
障害者に明るいあしたを！－心身障害者雇用促進－
犯罪を未然に防止しよう－毎月5日は｢防犯の日｣－（警察）
ふるさと土佐　消え行くたたずまい－旧高知刑務所の白壁－
土佐国民派の系譜－その伝統と陣容－
県政ミニガイド　・106歳－県下最長寿者－
・県教育長　離島の小･中学校訪問－子どもや先生と対話－
・おめでとう高知商業－準優勝･第60回全国高校野球選手権－
【裏表紙】花いっぱいあなたの手から心から

要審査 無 無

R3-A-260 知事公室 広報広聴課 S53-54 県民グラフこうちNO.175【1978．12号】

【県民グラフこうち№175】
【表紙】室戸市椎名八王子宮"みこし洗い"
県都の動脈づくり…－環状交通ネットワークの整備－
地方自治等功労者　文化賞－文化の日に県庁で表彰－
本四架橋　実現へのとりくみ－児島･坂出ルートも着工－
山村振興のあゆみ　村づくりの原点は農家の連携－十和村－
“好評”目で見る県政バス
柔道で結ぶ国際親善　エクアドルー日本
ふるさと土佐－立川御殿－＜長岡郡大豊町立川＞
信濃の空へ友情のこだま　やまびこ国体
県政ミニガイド　
・海外から技術研修－フィリピン、ブラジルなど5ヵ国から7人－
・第28回高知県芸術祭－鑑賞型から参加型へ－
・世界最優秀賞受賞－高知レオクラブ－
・不況の中で…－中央専修職業訓練校－
・世界フィールドアーチェリー優勝
【裏表紙】婦人問題にご意見を…

要審査 無 無

R3-A-261 知事公室 広報広聴課 S53-54 県民グラフこうちNO.176【1979．2号】

【県民グラフこうち№176】
【表紙】児童福祉施設｢愛仁園｣の子どもによるモチつき
心のかよいあう　明るく豊かな郷土を築こう！＜新春放談＞ 
一千万人観光を目指して…　四国のハイウェー計画
四季を演出する電照ハウス
オープン迫る　リハビリセンター－春野町内の谷－
世界にはばたく“県産品”－第13次巡航見本市船乗船記－
巻き返しを図る高知園芸　本県産青果物の販売高推移
ふるさと土佐　－津野山神楽－
総合落成した高知東高校（高知市一宮）
県政ミニガイド　
・第1回高知県畜産フェスティバル
・子供に明るい夢と未来を…－'78高知県子供フェスティバル－
・｢静と動｣の公園オープン－4番目の都市公園､鏡野公園完成－ 

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-262 知事公室 広報広聴課 S53-54 県民グラフこうちNO.177【1979．3号】

【県民グラフこうちこうち№177】
【表紙】県庁前
心のふれ合う地域社会づくりを…－昭和54年度当初予算－
不況対策に180億円
－不況対策と豊かな県づくり－890億円958万8千円
こどもの森をプレゼント
－たくましい人づくり－543億5178万9千円
みんなの心で｢福祉のまちづくり｣
－心のふれあう明るい社会づくり－229億6871万2千円
東部広域圏も総合調査
－安全･快適な環境づくり－478億9939万円
文化基金で初の買い物－県立郷土文化会館－
災害をくり返さないために…－工事進む鏡川水系改修事業－
ふるさと土佐　竹の子笠－芸西村和食－ 
県政拝見　優れた肉用牛造りに奮闘－高知県畜産試験場－
＜土佐のまつり＞秘境｢物部｣のいざなぎ流祈祷－御先様祭り－
県政トピックス　
・秩父宮妃殿下ご来県－第二回中四国地区結核予防関係
婦人団体幹部講習会にご臨席－
・高知市の｢みずがめ｣完成－高知分水･天神発電所完工式－
・県政日誌（昭和54年1月~2月）・新副知事に矢野始氏
・｢真の豊かさ｣を考えよう－初の｢くらしの見直し展｣開催－

要審査 無 無

R3-A-263 知事公室 広報広聴課 S53-54 県民グラフこうちNO.178【1979．6号】

【県民グラフこうちこうち№178】
10歳になった郷土文化会館
ハンディのある人に愛の手を－広げようボランティアの輪－
春風を走る…－伸びるサイクリングロード－
県政拝見　ヤナセ杉加工に情熱　高知県東部木材工業指導所
＜徒然＞土佐国衙跡　発掘調査によせて
生活豆知識　知っておきたいクーリング･オフ－苦情相談－
 ・5月30日は消費者の日です
あの町この村　・完成した民俗資料館－梼原町－
・百まで走ろう会－安芸市－
県民の広場　・老人と子供をつなぐ花いっぱい運動
・老人大学受講を終え
土佐の祭り　どろんこ祭り－高知市長浜－
お知らせ　・6月の行事予定・環境週間について
・食中毒を防ぎましょう・防災週間について
・芸術祭移動のご案内　県民体操
県政トピックス　・｢青年の翼｣中国へ
・宗田節産地入札会（土佐清水市）
・北村先生南米へ・優秀な成績を収めた技能五輪選手団
・溝渕前知事の記念碑建立
【裏表紙】県政日誌（3月～4月）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-264 知事公室 広報広聴課 S53-54 県民グラフこうちNO.179【1979．7号】

【県民グラフこうち№179】
県政をになう人々＜新県会議員の紹介＞
子々孫々の友好を願って　高知県青年の翼－訪中記－
県政拝見　－県教育センター－（高知市大津）
＜徒然＞狩猟は猟区だけで…
SGマーク製品の賠償が拡大
生活豆知識　暮らしの危険＝圧力ナベ＝
あの町この村　・完成した山村ヘルスセンター－西土佐村－
・ご詠歌でストレス解消－室戸市－
県民の広場　・四国肢体障害スポーツ大会に参加して
・青年農業士になって
座談会　平尾先生を偲んで
平尾先生略歴　著作目録
土佐の祭　猿猴まつり－南国市前浜－
お知らせ
県政トピックス　・目で見る県政バス
・全国植樹祭一周年記念県民大会開かれる
・県民相談コーナー新設
・高速時代への幕開け－四国横断自動車道起工式－
＜県政日誌＞5月～6月
【裏表紙】高知県立足摺海洋館

要審査 無 無

R3-A-265 知事公室 広報広聴課 S53-54 県民グラフこうちNO.180【1979．9号】

【県民グラフこうち№180】
【表紙】姫島の絶壁、沖ノ島（宿毛市）から海上5kmの孤島
いま県政は　石油対策の組織
生活豆知識　こどもの身のまわりの“危険”
無人島　"姫島の自然"＜学術調査団初の踏査＞
県政拝見　山間農業試験場を訪ねて－地道な研究に情熱を－
土佐の祭り　お接待－高岡郡仁淀村－
＜この人の意見を聞く＞精神薄弱者の鼓動
あの町この村　・ミカドアゲハ保護運動－中土佐町－
・レジャーと野外体育の場　運動公園が6月オープン－野市町－
県民の広場
お知らせ
県政トピックス　・高知レオクラブ　知事表彰…
・新漁場を追って－県海洋開発調査船完成－
・婦人の発展と平等をめざして
・ 第28回全国農業コンクール開催・イタプア県知事来高
県政日誌　7月～8月
【裏表紙】心身障害者雇用促進月間

要審査 無 無

R3-A-266 用地管理課 用地対策課 H26 平成26年度　地籍調査事業　事業計画変更
県が承認した高知県地籍調査事業費補助金交付要綱第5条第1号に基づく地籍
調査事業計画の変更

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-267 知事公室 広報広聴課 S53-54 県民グラフこうちNO.182【1980．1号】

【県民グラフこうち№182】
【表紙】大堂地区の野猿公園
80年代を高知県の夜明けに！＜新春放談＞
町ぐるみの健康づくり－保健文化賞受賞･野市町－
県政カラー　空から県都拝見
県政拝見　土に生き技術を研いて－農業大学校－（伊野町）
この人の意見　才覚の時代－高知の地場産業をみて－
県政の窓　ご利用下さい　皆さんの施設です
あの町この村　・時差12時間の姉妹都市－須崎市－
・文教の町づくり－赤岡町－
県民の広場　・代替親の子育て
・｢全国野鳥保護のつどい｣への期待
土佐の祭り　八代の地芝居－吾川郡伊野町－
お知らせ
風雨をついて健闘－宮崎国体－
県政トピックス　・中内知事初登庁・大西さん郵政大臣に就任
・南海大震災の記録写真展・溝渕君に最優秀賞・武市瑞山像建立
県政日誌　11月1日～12月31日

要審査 無 無

R3-A-268 知事公室 広報広聴課 S53-54 県民グラフこうちNO.183【1980．3号】

【県民グラフこうち№183】
【表紙】 
第1回高知県漫画大会に参加したやなせたかし､はらたいら両氏と子ども
80年代の新しい県勢発展を期して…
心豊かな人材の育成－たくましい人づくり－579億円
郷土にふさわしい福祉の風土を!－明るい社会づくり－243億円
総合的な水防警報システムを整備－安全快適な環境づくり－572億円
働く場の創出に全力!－豊かな県づくり－737億円
消えゆくシックなたたずまい－県西庁舎の改築－
この人に聞く　高知婦人少年室長
県政の窓
生活豆知識　訪問販売や通信販売のトラブルから
土佐の祭り　桃原の百手の祭り－長岡郡大豊町桃原－
あの町この町　成果をあげた子供のバス－田野町－
 資源を見直す研修も…－大野見青年の家－
県民の広場　・私の点字翻訳　・絶えざる自己の向上へ
お知らせ　･ご存じですか？老人能力開発協会
･6月末で締切　国民年金特例
事故防止は各人の自覚から
県政日誌　1月1日～2月29日
県政トピックス　･観光シーズン幕あけ ･身体障害者福祉展開く…
･全国こども会中央会議開催 ･郷土色豊かに「まちからむらから展」
 ･昭和54年度県民総スポーツ推進県民会議
･優良な土佐紙めざして
【裏表紙】・第34回愛鳥週間全国野鳥保護のつどい
・広報で結ぶあなたと県政

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-269 知事公室 広報広聴課 S55 県民グラフこうちNO.186【1980．9号】

【県民グラフこうち№186】
【表紙】10月1日オープンした「 月見山こどもの森」に集う子供たち
高知新港を考える ＜新しい計画案のあらまし＞
防災､空港整備などに重点－ 9月補正予算－
土佐の祭り“野菜祭 ” －宿毛市平田－
やいろちょう　恩讐を越えるもの 仏教大学教授 善波 周
あの町この村　・好評！移動図書館－土佐清水市－
・地域住民がつくった"子供の広場"－春野町－
高校総体の記録
県政トピックス　･台風13号に77億円の被害
･活発に「老人と若人の集い」
･さわやかに｢県民スポーツの日｣
･赤い羽根共同募金始まる・郷土産品愛用まつり開く
県政日誌　8月～9月
【裏表紙】 広報で結ぶあなたと県政

要審査 無 無

R3-A-270 用地管理課 用地対策課 H26 平成26年度　地籍調査実施面積等調書 地籍調査実施面積等の国土交通省土地・建設産業局への報告 要審査 無 無

R3-A-271 知事公室 広報広聴課 S55 県民グラフこうちNO.188【1981．1号】

【県民グラフこうち№188】
【表紙】 尾長鶏
＜新年を迎え知事に聞く＞県土に活力を!
付属病院､今秋に開院－高知医科大学－
県政拝見　児童相談所を訪ねて
土佐の祭り　孝山祭－高岡郡梼原町吉祥寺－
やいろちょう　国際障害者年によせて…高知医科大学教授
県政の窓　土木関係　生活豆知識　物価安定推進運動
あの町この村　自然保護へ新たな誓い－東津野村－
広がる町の文庫　本山町
県民の広場　追放したポルノ自販機　ミニ質問箱　県営住宅
お知らせ　･交通事故の相談 ･日本育英会奨学生
・ＳＦ商法にご注意！
県政日誌　12月～1月
県政トピックス　･四国知事会議開催
 ･全国同和教育研究大会開催･故塩見俊二氏の県民葬
 ･県芸術祭総合表彰など
【裏表紙】北方領土 燃える世論が早める復帰…

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-272 知事公室 広報広聴課 S55 県民グラフこうちNO.189【1981．3号】

【県民グラフこうち№189】
【表紙】 県立春野リハビリテーションセンターの訓練生たち
《昭和56年度当初予算》 一般会計 初の3,000億円台
県政拝見　清流と魚をまもる－ 内水面漁業センターをたずねて－
土佐の祭り 正月飾り －幡多郡大月町－
ハンディをこえてたくましく！－ がんばる障害者－
やいろちょう　日曜市雑感 国民金融公庫高知支店長 谷本治朗
県政の窓　
 
生活豆知識　国民年金の保険料改定
あの町この村・高まる武道熱－土佐山田町－
・完成待たれる 丸山運動公園ー越知町－
県民の広場　芽生えるものを待つ 　ミニ質問箱　市街化調整区域
お知らせ　･考え､話し､行動をー第33回婦人週間－
 ･昭和56年春の交通安全運動の実施 ･賢い消費者になりましょう
県政日誌　2月
県政トピックス･鏡川改修工事ほぼ完了 ･オーストラリア公使来県
 ･南国土佐観光びらき･第11回身体障害者福祉展
 ･第7回省資源運動推進会議総会開催・品質向上へ展示品評会
【裏表紙】 花いっぱい あなたの手から心から

要審査 無 無

R3-A-273 知事公室 広報広聴課 S56 県民グラフこうちNO.190【1981．6号】

【県民グラフこうち№190】
【表紙】交通管制センターに車の流れを送る自動カメラ
昭和60年への指針－高知県総合開発計画後期実施計画－
土佐の自然　大北川渓谷の山桜（大川村）
あの町この村　ディサービスさんご荘－大月町－
新茶摘み今盛り－鏡村－
人･ヒト･ひと　夫婦で点訳ボランティア
土佐の祭り　シットロト踊り－室戸市－
県政拝見　安全で住みよいまちづくり　交通管制センターを訪ねて
県民の広場　車イスガイドブック作りに関わって　
ミニ質問箱　救急医療情報センター
文化財を訪ねて　～国宝豊楽寺薬師堂～
お知らせ　･災害に備えよう ･歯の健康
生活豆知識　･水の事故防止
県政日誌　3月~4月
県政トピックス　･インドネシア大使来高
 ･天文学習館芸西村オープン･弘徳館オープン
 ･自由民権100年記念事業決まる
･高知新港計画原案どおり答申
【裏表紙】みんなでなくそう町の騒音。環境庁

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-274 知事公室 広報広聴課 S56 県民グラフこうちNO.191【1981．9号】

【県民グラフこうち№191】
【表紙】 中内知事 鵜来島､沖ノ島視察
沖ノ島　鵜来島を訪ねて
太い絆で明るくたくましく～母子､父子家庭交歓の集い～
土佐の自然 －奥物部の秘境－
 あの町この村　・守口市と友好提携ー東洋町－
・ 大規模林道　清水／東津野線にかける!－ 三原村－
人･ヒト･ひと　「コンニチワ､私が王立です　どうぞよろしく」
土佐の祭り 椿山太鼓踊り－池川町－
県政拝見　精神衛生センターを訪ねて
県民の広場・バスガイド見聞録
ミニ質問箱・ヤングテレホンコーナー
文化財を訪ねて 中村市不破八幡宮
お知らせ　･中小企業のための金融制度
・シートベルトをつけましょう
生活豆知識　消費生活相談員　 県政日誌　5月～7月
県政トピックス･国際障害者年キャラバン隊出発式
･オーストラリア第一次産業省係官来高･安芸市で総合防災訓練
 ･非行防止総決起大会･海洋開発調査船犠牲者合同祭

要審査 無 無

R3-A-275 知事公室 広報広聴課 S56 県民グラフこうちNO.192【1981．11号】

【県民グラフこうち№192】
【表紙】30万都市高知市のシンボル鏡川に新しい顔　鏡川大橋
高速自動車道時代の夜明け!　四国横断自動車道の建設始まる
不況対策にテコ入れ－9月補正予算－
土佐の自然　黒潮洗う無人島、神島～須崎市～
あの町この村　こちら役場放送局－夜須町－　
仁淀渓谷の記録－仁淀村－
人･ヒト･ひと　自動車会社からハウス園芸へ－青年農業士－
土佐の祭り　山里の祭り－土佐郡土佐山村弘瀬－
県政拝見　工業試験場を訪ねて
県民の広場　’81国際障害者年について…　
ミニ質問箱　中小企業退職金制度
文化財を訪ねて　－(国)重要文化財・山中家住宅－
お知らせ　･公給領収書は必ず受け取りましょう! ･やめよう
・やめさせよう！覚せい剤・シンナー・接着剤の乱用を
生活豆知識　ご存じですか国民年金
県政日誌　8月～9月
県政トピックス　･老人福祉週間 ･高知工相撲部高校総体で優勝
･県下各地で婦人問題集会・自由民権百年記念展ひらく
【裏表紙】北方領土

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-276 知事公室 広報広聴課 S56 県民グラフこうちNO.193【1982．1号】

【県民グラフこうち№193】
【表紙】香我美町の土佐凧
動きはじめた県民医療の中核－高知医科大付属病院－
土佐の自然　手箱山と長沢ダム
県政トピックス'81
土佐の祭り　神様の結婚式－中村市不破八幡宮－
県政拝見　福祉バスに乗って－心身障害者施設訪問記－
県民の広場　人権の主張
あの町この村　史蹟と民話の野根山街道－奈半利町－
西日本一の花き団地－大方町－
びわ湖国体　今年の成果を教訓に－来年へ向けて奮起－
生活豆知識　ご存じですか国民年金
お知らせ　高知県職員の給与等の現状について
正しい自動車の登録を!

要審査 無 無

R3-A-277 知事公室 広報広聴課 S56 県民グラフこうちNO.194【1982．2号】

【県民グラフこうち№194】
【表紙】 西武ライオンズ広岡監督と希望ヶ丘学園の生徒たち
世論調査にみる県民の意識
土佐の自然　奇観・出井渓谷－宿毛市－
あの町この村　・弥生の文化が目をさます－南国市－
・ぐるみ活動で村づくり －土佐山村－
人･ヒト･ひと　町ぐるみで少年相撲 中村市下田
土佐の祭り　名付け－吾川郡吾北村－
県政拝見　実践農大を訪ねて 農業技術者の養成
県民の広場　車いすバスケットと私
文化財を訪ねて　ひそやかに本格派－馬路村･金林寺本堂－
お知らせ　県立春野総合運動公園を利用するには　
お気軽にご相談下さい　･急病患者が発生したとき
･交通事故相談など 
生活の豆知識　電気は上手に使いましょう
県政トピックス　･東部臨海台地開発スタート 
･ブラジルから子供使節団
･明日の林業を担う青年林業士誕生 ･佐川保健所落成

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-278 知事公室 広報広聴課 S56 県民グラフこうちNO.195【1982．3号】

【県民グラフこうち№195】
【表紙】 安芸市を走る自転車道
明るくたくましく青少年＜座談会＞
土佐の自然　叶崎－土佐清水市－
あの町この村　・スポーツ天国憩ケ丘－芸西村－ 
・土曜市盛況－大正町－
人･ヒト･ひと　若き技能士 技能五輪ゴールドメダリスト
土佐の祭り　本川神楽－土佐郡本川村－
県政拝見　高知ろう学校を訪ねて＜ことばの教育＞
県民の広場　－わが町の老人クラブ活動－
文化財を訪ねて　浜田の泊り屋～宿毛市～
お知らせ　･ご利用下さい 高知県中小企業対策資金を
･年金は世代と世代の助け合い
生活豆知識　正しい薬草の使い方
県政トピックス　･県庁西庁舎落成 ･北方領土展'82高知開催
･中小企業団地の造成始まる･皿鉢とさんごで観光びらき

要審査 無 無

R3-A-279 知事公室 広報広聴課 S57 県民グラフこうちNO.196【1982．5号】

【県民グラフこうち№196】
【表紙】 県広報番組｢くらしと県政｣四国のみちガイド撮影現場
21世紀に向けて　西南地域総合開発計画のあらまし
活力ある郷土づくりを－昭和57年度当初予算－
 土佐の祭り　神々の仮面－土佐の神楽面－
人･ヒト･ひと　社会体育ひとすじ－老人大学講師－
県民の広場　広げよう国際交流の輪を
あの町この村　・山桜の西熊渓谷－物部村－
・待望の放水路完成－日高村－
お知らせ　･県庁西庁舎への電話は、直接ダイヤルで！！
･県庁の課室での配置が変わりました。
県政トピックス　･新しい時代の職業訓練を!
･障害者対策に総合的な取り組みを
･中央木材工業団地が完成 ･室戸に新しい保養施設
･がんばれ中国帰国者 ･香北青少年の家に別館

要審査 無 無

R3-A-280 知事公室 広報広聴課 S57 県民グラフこうちNO.197【1982．7号】

【県民グラフこうち№197】
【表紙】 安芸市浄貞寺の石庭
台風と高知県 災害への備え
 郷土を愛した青年の翼－東南アジア三国を訪問－
土佐の祭り　信仰の山－香美郡物部村神池－
あの町この村　－特集－おらんくの保養施設
  日中友好のシンボル　空海記念碑が完成－西安市で除幕式－
お知らせ　･ご利用ください 交通安全こどもセンター
･不快､不適当用語を追放しましょう。
･不動産取得税が軽減される場合
生活豆知識　食中毒とは? 
県政トピックス　･覚せい剤撲滅に向けて
･よりよい環境をもとめて…ー環境週間ー･安芸で父子家庭の集い
･初の査察実習－県消防学校－･児童福祉施設の運動会…

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-281 知事公室 広報広聴課 S57 県民グラフこうちNO.198【1982．10号】

【県民グラフこうち№198】
【表紙】 四国カルスト放牧場
老人福祉最前線
 土佐の自然　安居渓谷・飛龍の滝－池川町－
あの町この村　・沖の島開発総合センター－宿毛市－
・村民待望の吉川漁港開港－吉川村－
人･ヒト･ひと　土佐牛にかける若い力! 肉用牛生産者
土佐の祭り　東諸木八幡宮－吾川郡春野町－
県政拝見　紙業試験場を訪ねて
県民の広場　ボクらの川を美しく…
文化財を訪ねて　土佐神社－高知市－
お知らせ　あなたの部屋です＜県民コーナー＞－お気軽にどうぞ－
生活豆知識　海外に渡航される方へ－旅券申請の手続き－
県政トピックス　･待望の新空路 高知ー福岡線開設
･土佐和紙のすべて展開く
・第29回全国国公立幼稚園教育研究協議会･高知大会
 ･土佐牛10,000頭突破!

要審査 無 無

R3-A-282 知事公室 広報広聴課 S57 県民グラフこうちNO.199【1982．12号】

【県民グラフこうち№199】
【表紙】 イシヅチササが広がる瓶ヶ森 四国中央山地の学術調査
明日をひらく県民文化…
土佐の自然　四国中央山地
あの町この村　・姫野々上町遺跡－葉山村－
・若者に伝える本川神楽－本川村－
人･ヒト･ひと　打刃物に生きる 土佐打刃物二世会会長
土佐の祭り　広野神社－高岡郡中土佐町上ノ加江－
県政拝見　高知空港整備事務所を訪ねて…
県民の広場　南海大地震の思い出
文化財を訪ねて　鳴無神社－須崎市－
お知らせ　･中山間肉用牛振興資金のご活用を!
･受け取っていますか?公給領収書・みんなで歳末防犯を
･年末年始の交通事故を防こう
生活豆知識　･訪問販売QアンドA ･正しい薬草の使い方
県政トピックス　･春野総合運動公園にテニスコート
･老人福祉週間－各地で敬老行事－
･交通安全全国キャラバン隊来県
･第20回県民体育大会開く
･第1回四国地方科学技術振興会議開催

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-283 知事公室 広報広聴課 S57 県民グラフこうちNO.200【1983．3号】

【県民グラフこうち№200】
【表紙】 高知城をご見学の浩宮殿下
ようこそ浩宮殿下－土佐路の旅－
＜座談会＞これからの高知県
ふるさとへのメッセージ
土佐の祭り　春･秋葉祭　夏･よさこい祭り　秋･太刀踊り　冬･神楽
ふるさと今昔　・土佐の小京都 中村市・新しい歩みへ 土佐町
県政拝見　ガンバッテます県外で 1高知県北海道事務所
2高知県東京事務所   3高知県大阪事務所
人･ヒト･ひと 高知青年会議所理事長
浦戸湾随想 土佐民俗学会会員
県政トピックス’82
 グラフでつづる県政の歩み
土佐の海岸線をゆく
地場産品あれこれ
【裏表紙】 ｢県民グラフニ百号｣の発刊によせて 高知県知事

要審査 無 無

R3-A-284 知事公室 広報広聴課 S58 県民グラフこうちNO.201【1983．6号】

【県民グラフこうち№201】
【表紙】大豊町の立川御殿
昭和58年度当初予算
あの町･この村　にぎわう野根山街道－北川村－
文化財を訪ねて　立川御殿－大豊町－
新しく代表42人決まる－高知県議会議員紹介－
土佐の祭り　乱舞する花舞台－室戸市吉良川八幡宮－
県政トピックス　･交通安全指導員委嘱式
･南四国高知県･徳島県の物産と観光展開かれる
･婦人問題講演会開催･竹の川橋竣工
･豊かな緑と海の見える十市パークタウン起工
山本倉丘展
ご存知ですか？国民年金と通算年金
土佐の自然　程野の赤滝－香北町－
お知らせ　・郷土産品統一マーク　
・第3回高知県身体障害者技能競技大会

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-285 知事公室 広報広聴課 S58 県民グラフこうちNO.202【1983．8号】

【県民グラフこうち№202】
【表紙】発掘を終えた田村遺跡
災害への心構え－恐ろしい土砂災害－
●歴史と民話の道　野根山街道
県民の広場　識字学級生から学ぶもの
文化財を訪ねて　国分寺－南国市－
高知学区に高校（仮称・岡豊高）新設
土佐の祭り　海上渡御－土佐清水市鹿島神社－
県政拝見　頼もしい若い力－高知県立消防学校－
県政トピックス　･山本倉丘画伯自作展開催中に里帰り
･災害に備えて－中村市で総合防災訓練－　･田村遺跡展開く
･北幡地区しいたけ生産者大会開く
･(社)高岡郡高原畜産センター落成
･第21回高知県身体障害者スポーツ競技大会
グラフ美術館　入浴の女
土佐の自然　大引割－仁淀村－
あの町･この村　四万十川の鮎漁－十和村－
お知らせ

要審査 無 無

R3-A-286 知事公室 広報広聴課 S58 県民グラフこうちNO.203【1983．10号】

【県民グラフこうち№203】
【表紙】30周年を迎えたよさこい鳴子踊り
整備進む県民総スポーツの中核　高知県立春野総合運動公園
＜座談会＞婦人のバスに参加して
あの町･この村　美しい渓谷と酒造米の町－香北町－
生活豆知識･お知らせ　
土佐の祭り　大念仏－幡多郡十和村古城－
県政拝見　高知県立消費生活センター
県政トピックス　・地下道開通－県道前浜植野線－
 ･よさこい祭り30周年を祝って･県本庁舎を障害者に開放
･第15回献血推進大会開く･各地で県民懇談会開く
･こうち社会保険センター落成。
グラフ美術館　ノートルダム寺院
文化財を訪ねて　竹内家住宅－大正町－
これだけは知っておきたい　サラ金利用の心得

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-287 知事公室 広報広聴課 S58 県民グラフこうちNO.204【1983．11号】

【県民グラフこうち№204】
【表紙】高知県立春野総合運動公園
<県政NOW>・四国横断自動車道工事現場
･ジェット化まぢか…－高知空港－
･敬老行事の月 ･県民ぐるみで青少年によりよい環境を
高知県へようこそ 　・ベンゲット州友好親善使節　
・西安市訪日友好代表団
生活豆知識･お知らせ
土佐の祭り　頭人子と杜氏婆々－室戸市椎名八王子宮－
魚を作る－高知県栽培漁業センター－
文化財を訪ねて　朝倉神社－高知市－
土佐の自然　高知市五台山地区
県政トピックス　･交通安全全国キャラバン隊来高
 ･さあみんなでスポーツを･楽しい創作活動
･体育館がオープンー県立春野総合運動公園の体育館
･春野地区広域営農団地農道全面開通
グラフ美術館　ゴンドラ
あの町･この村　・肉用牛に託す山村振興－大川村－　
･郷土芸能を壁画に…－吾北村－

要審査 無 無

R3-A-288 知事公室 広報広聴課 S58 県民グラフこうちNO.205【1984.2号】

【県民グラフこうち№205】
【表紙】高知空港を飛び立つＢ－767型機
新しい時代に向かって　高知県知事
みんなで交通安全
高知空港ジェット時代へ
あの町･この村　・寒草城跡と菜の川神楽－吾川村－
･みんなで健康づくり－第4回中村市健康展－
消費生活センター便り　個別割賦購入あっせん契約について…
土佐の祭り　つんつく踊り－香美郡夜須町手結、八大龍王宮－
溝渕前高知県知事やすらかに…
グラフ美術館　「孔雀之図」
優しさを行動に－第2回障害者の日の集い－
文化財を訪ねて　旧山内家下屋敷長屋－高知市－
土佐の自然　越知面・草ぶきの里－梼原町－
県政トピックス　･人権宣言35周年 ･郷土の味展示即売会
･師走の街をパトロール ･選挙の年終わる
･航空機騒音調査始まる ･はたちの献血

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-289 知事公室 広報広聴課 S58 県民グラフこうちNO.206【1984.3号】

【県民グラフこうち№206】
【表紙】’84高知･黒潮博覧会
世論調査にみる県民の意識
北方領土の早期返還を求めて－高知県民会議が発足－
土佐の自然　横浪半島･五色ノ浜－土佐市－
文化財を訪ねて　関川家住宅－高知市－
県政拝見　高知県立高知高等技術学校
土佐の祭り　吉良川田楽能－室戸市吉良川八幡宮－
あの町･この村　コミュニティセンター－池川町－
消費生活センター便り　マルチまがいの紹介商法について
グラフ美術館　「享保の頃」
四国の未来を見つめて　'84高知･黒潮博覧会
高知県職員の給与等の現状について
県政トピックス　･大渡ダム大橋開通
･県の野菜花き園芸を県民にＰＲ
･臨空港型企業の誘致実現･故溝渕前知事追悼式
･第23回高知県青年農業者会議 ･県立希望が丘学園寮舎完成

要審査 無 無

R3-A-290 知事公室 広報広聴課 S59 県民グラフこうちNO.207【1984.8号】

【県民グラフこうち№207】
【表紙】4月28日に開園した県立横浪こどもの森
ふれあい日中友好の旅－高知県民希望の翼訪中団帰国報告－
わたしたちの学校　高知市立高須小学校
土佐のまつり　先祖祭り－土佐郡土佐町和田城跡－
県政拝見　高知県立看護学園
土佐の自然　野見湾のハマチ養殖－須崎市－
県政トピックス　・30歳を迎えた警察・副知事交代
・吉田茂元首相銅像建立
国への重要要望事項紹介
消費生活センター便り　クリーニング事故を防ぐために
グラフ美術館　「縞馬」1940年
【裏表紙】・2つの議決・高知県の広報番組

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-291 知事公室 広報広聴課 S59 県民グラフこうちNO.208【1984.9号】

【県民グラフこうち№208】
【表紙】シラサギの鳴く四万十川。
みんな元気かな●三歳児健診
過疎バス､どうなる?
みんなの足－国鉄予土線・中村線－
こんにちは県警です
わたしたちの学校　ｰ大豊町立立川小学校-
土佐の祭り　洞穴の祈り－南国市石土神社－
あの町･この村　朝市でふれあう心と心－梼原町朝市会－
●土佐特産工芸品　土佐硯づくりｰ三原村硯石加工生産組合ｰ
土佐の自然　生見のサーフィン－東洋町－
南加高知県人会創立75周年　祝賀訪米団報告
県政トピックス
･県に-億円のプレゼント-'84高知黒潮博覧会実行委員会から
･森田さん銀･銅メダル獲得－第7回世界車椅子競技大会－
･｢婦人のバス｣大阪･奈良へ
･ゆず娘4人決まる ･中国安徽省から友好訪問団来高
県政日誌　七月～八月
消費生活センター便り　SF商法にご注意!
郷土の味に親しもう
グラフ美術館　「ばら」1947年

要審査 無 無

R3-A-292 知事公室 広報広聴課 S59 県民グラフこうちNO.209【1985.1号】

【県民グラフこうち№209】
【表紙】春野運動公園体育館での健康・体育つくり教室
台地に響く交響曲－青少年芸術劇場－
地方自治等功労者　高知県文化賞受賞者　表彰式
楽しい子供フェスティバル－野市会場－
たかがベルト　されどベルト
わかくさ国体の記録－ソフトボールで総合優勝－
土佐の祭り　長谷地蔵尊夏祭り－安芸郡芸西村西分－
県政拝見　－県立高知女子大学－
わたしたちの学校　－香美郡野市町立野市小学校－
土佐の自然　久礼湾の朝－中土佐町－
県政トピックス　･｢目で見る県政バス｣ｰ西南バス走る
 ･世界連邦県宣言20周年記念大会
･県立高知ろう学校女子二連続制覇
 ･原子力発電所-立地可能性等調査調印
･浮漁礁｢土佐黒潮牧場1号｣を設置
県政日誌　九月～十一月
消費生活センター便り　ステンレス鍋の販売について
郷土の味に親しもう
グラフ美術館　「春秋遊楽図」

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-293 知事公室 広報広聴課 S59 県民グラフこうちNO.210【1985.3号】

【県民グラフこうち№210】
【表紙】さっぽろ雪まつり真駒内会場の坂本龍馬と高知城の雪像
昭和六十年午前零時龍馬の年が始まった。
私の坂本龍馬　高知県知事
北海道に白銀の龍馬像
龍馬と私－龍馬に思いを寄せる8人の随筆－
青春･ロマン･龍馬
土佐の祭り　・－香美郡香我美町山北の棒踊り－
・勤王の里の祭り－高岡郡梼原町三島神社－
中村線各駅停車
県広報番組新春座談会から　龍馬と土佐の明日
維新の銅像・坂本龍馬･中岡慎太郎･武市半平太･吉村虎太郎
明日のやま･かわ･うみを考える四万十会議
【裏表紙】坂本龍馬先生生誕150周年記念行事一覧

要審査 無 無

R3-A-294 知事公室 広報広聴課 S59 県民グラフこうちNO.211【1985.3号】

【県民グラフこうち№211】
【表紙】4月21日にオープンする高知市長浜の新競馬場
新競馬場､4月21日オープン
わたしたちの学校　－東津野村立中央小学校－
紙の博物館オープン
昭和五十九年｢人権の主張｣発表会作品から
土佐の祭り　－安芸郡東洋町甲浦熊野神社－
こんにちは県警です　暴力団を締め出せ
土佐の自然　赤野の地引網－安芸市－
消費生活センター便り　クレジットカードの利用は計画的に…
郷土の味に親しもう
高知県職員の給与等の現状について
県政トピックス　･高知-鹿児島に空路開設 
･三菱電機高知工場5月着工決定
県政日誌　十二月～二月
グラフ美術館　「父」

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-295 知事公室 広報広聴課 S60 県民グラフこうちNO.212【1985.6号】

【県民グラフこうち№212】
【表紙】県庁を凱旋する伊野商野球部員
優勝おめでとう県立伊野商業高等学校
にゅーふあみりーの家
国際青年年　始めよう今･見つめよう未来　21世紀の若きランナー
今年は国際森林年
わたしたちの学校　－ 土佐清水市立中浜小学校－
土佐の祭り　－吾川郡吾北村柿薮安之丞若宮八幡宮－
県政拝見　高知県立人権啓発センターを訪問して…
あの町･この村　村おこしに活躍する若い力！－馬路村－
土佐の自然　巡航船到着－宿毛市－
県政トピックス　･夜須町にサイクリングターミナル落成
 ･高橋虎之助遺作展開催･朝潮関県庁に表敬訪問 
･新競馬場オープン･国勢調査県実施本部設置
県政日誌　三月～四月
消費生活センター便り　トラブルの多い布団販売
郷土の味に親しもう
グラフ美術館　「漁村の冬」
【裏表紙】地震にそなえて

要審査 無 無

R3-A-296 知事公室 広報広聴課 S60 県民グラフこうちNO.213【1985.8号】

【県民グラフこうち№213】
【表紙】緑化木展示見本園
県民を洪水から守る　水防情報ネットワークシステム
歩いてみませんか　四国の道＜長距離自然歩道＞
緑はいかが　緑化木展示見本園
横浪大規模年金保養基地のあらまし
こんにちは県警です　－地域に溶け込んだ活動｢外勤警察｣－
わたしたちの学校　－南国市立国府小学校－
土佐の祭り　－安芸郡馬路村魚梁瀬熊野神社の百手－
県政拝見　紹介します警察学校
あの町･この村　若者たちがつくる村の音楽会－日高村－
三世代で夏と遊ぼう!　厚生年金健康福祉センターサンピア高知
土佐の自然　岡ノ内の人工林－物部村－
県政トピックス　
･マリウス･ジャンセン教授講演会開催-龍馬生誕150周年記念ｰ
･保養基地いよいよ着工･出納長交代
 ･浦戸湾東部流域下水道の建設促進に弾み
･高知市区県議会議員補欠選挙
県政日誌　五月～六月
消費生活センター便り　－資格商法－
郷土の味に親しもう
グラフ美術館　「静物」
【裏表紙】昭和60年国勢調査

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-297 知事公室 広報広聴課 S60 県民グラフこうちNO.214【1985.10号】

【県民グラフこうち№214】
【表紙】8月4日、中村市で催された水と音と光の祭典
個性を活かした県土づくり－県勢の長期ビジョンまとまる－
県政拝見　－高知県立保健婦専門学院－
あの町･この村　ｰ土佐山田町ｰ
県勢トピックス　･ＩＹＹ記念青年フォーラム開く
･｢土佐婦人会議｣開く
県政日誌　七月～八月
土佐の祭り　お十七夜－土佐郡土佐町中島観音堂縁日－
土佐の夏'85　 ･第32回よさこい祭り
・坂本龍馬展に15，630人－県立郷土文化会館－
 ･坂本龍馬生誕150周年記念司馬遼太郎講演会
・坂本龍馬生誕150周年記念学生弁論大会
・龍馬と子供海援丸
消費生活センター便り　健康食品とつき合う法
郷土の味に親しもう
グラフ美術館　「習作」
【裏表紙】考えよう！わたしもあなたも人権問題

要審査 無 無

R3-A-298 知事公室 広報広聴課 S60 県民グラフNO.215【1985.12号】

【県民グラフこうち№215】
【表紙】新鮮受精卵により本県で初めて生まれた赤牛の赤ちゃんとおなかを
貸した母親牛
受精卵移植で赤牛誕生－県畜産試験場－
中山間地帯の牧草のホープ“野シバ”
ＩＹＹ記念｢中国青年訪日友好の船｣を迎えて
わたしたちの学校　新しい校風づくり－土佐郡鏡村立鏡小学校－
土佐の祭り　離島の祭り－宿毛市母島－
県政拝見　－高知県立帰全農場－
あの町･この村
　郷土芸能の保存に努める「藤ノ川神楽保存会」－西土佐村－
土佐の自然　秋の矢筈山－物部村－
県政トピックス　･香北町で外国青年との交流会
･青年海外協力隊発足20周年記念キャラバン隊来高
･明神トンネル貫通－四国横断自動車道･大豊町－
･四国のいのち嶺北会議開く
県政日誌　九月～十月
消費生活センター便り　どう違う?せっけんと合成洗剤
郷土の味に親しもう
グラフ美術館　「黄昏」

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-299 知事公室 広報広聴課 S60 県民グラフこうちNO.216【1986.2号】

【県民グラフこうち№216】
【表紙】製品化された様々な“郷土の味”
小さな町の大きな芸術　国際彫刻シンポジウム作品群・大月町
＜県広報番組＞新春座談会から　個性ある郷土に
●こんにちは県警です－犯罪鑑識活動－
わたしたちの学校－幡多郡大月町立姫の井小学校－
土佐の祭り　配流の里の秋祭り－幡多郡大方町有井川－
城から出て攻めよ土佐商人
あの町･この村　「佐川星を観る会」－佐川町－
県政トピックス　･初めて青年漁業士を認定
･高知西南中核工業団地着工
県政日誌　11月～12月
＜人間週間啓発事業＞児童・生徒の意見発表会から
●消費生活センター便り　未成年者の契約は取り消せるか
郷土の味に親しもう
グラフ美術館　眉をおとした少女

要審査 無 無

R3-A-300 知事公室 広報広聴課 S60 県民グラフこうちNO.217【1986.3号】

【県民グラフこうち№217】
【表紙】改良進む国道321号
クローズアップ西南開発　・宿毛湾開発･高知西南中核工業団地
･西南国営農地
土佐の自然　宿毛湾と四万十川
土佐の祭り　幻想の神楽－土佐郡本川村中ノ川－桟敷石
わたしたちの学校　香美郡赤岡町立赤岡小学校
高知県職員の給与等の現状について
こんにちは県警です
県政トピックス　･鉄道として残すために－中村線－
･高知県キャプテンシステムの情報提供者に
県政日誌　一月～二月
消費生活センター便り　善意を悪用した商法にご注意
郷土の味に親しもう
グラフ美術館　「叡山の雪」
【裏表紙】献血って何？

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-301 知事公室 広報広聴課 S61 県民グラフこうちNO.218【1986.6号】

【県民グラフこうち№218】
【表紙】大川村の自然教育センター「白滝」での自然観察
献血あれこれ
阿佐･宿毛両新線建設に一歩前進　土佐くろしお鉄道（株）創立
よみがえる土佐の歴史　●田村遺跡発掘調査報告書から
土佐の祭り　盆のまつり－高岡郡葉山村－
地場産業の発展に期待！●ちばさんセンターＯＰＥＮ
●第3回地場産業フェア開催
あのまち･このむら　山里にほら貝の音－秋葉祭・仁淀村－
県政トピックス　･田村遺跡群発掘調査報告書完成
・四国4県で外人向け観光パンフレット
･国際化相談キャラバン高知市で開催 ･県保健環境センター落成
･多目的ホール完成－県立追手前高校－
県政日誌　3月～4月
ぢばさんニュース　「土佐刃物流通センター」完成－土佐山田町－
郷土の味に親しもう
グラフ美術館　七条河原惣嫁宿

要審査 無 無

R3-A-302 知事公室 広報広聴課 S61 県民グラフこうちNO.219【1986.7号】

【県民グラフこうち№219】
【表紙】高知市内の鏡川で行われた水生生物調査
－横浜ニュータウン造成完了・高知市横浜－
ファミリーレジャーゾーンよこなみ
川を大切に！－水生生物調査－
わたしたちの学校　土佐郡土佐町立森小学校
土佐の祭り　お舟流し－幡多郡西土佐村津野川－
県政拝見　婦人就業援助センターを訪ねて…
あのまち･このむら　台風・漁師・空海のまち－室戸市－
県政トピックス　･新設高校来春開校へ 
･新高須トンネル開通－国道439号･大豊町－
･水道週間･環境週間で知事表彰
･第5回クリーニング四国のみち開催
･中国帰国者に料理講習会
県政日誌　5月～6月
ぢばさんニュース　高知県統一銘柄『酒国土佐』
郷土の味に親しもう
グラフ美術館　画家と鴉

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-303 知事公室 広報広聴課 S61 県民グラフこうちNO.220【1986.10号】

【県民グラフこうち№220】
【表紙】いの町紙の博物館で歓迎をお受けになる皇太子殿下
ようこそ皇太子殿下　第二十二回献血運動推進全国大会御臨席
郷土に一言－第1回県外在住高知県人里がえり交流会－
わたしたちの学校　南国市立大篠小学校
土佐の祭り　神の峯から人里へ－安芸郡安田町神峯神社－
ジャンボ和紙誕生
健康づくりの提言まとまる
白滝こども自然王国　－土佐郡大川村白滝－
四万十川ふれあいの旅とシンポジウム
県政トピックス　･河川愛護月間で知事表彰
 ･射撃場完成－県立春野総合運動公園－
･婦人問題アドバイザー制度発足 ･参議院から教育実情視察
･高須浄化センター着工
県政日誌　七月～八月
【裏表紙】「土佐の高知の商いおこし」ふれあいの店

要審査 無 無

R3-A-304 知事公室 広報広聴課 S61 県民グラフこうちNO.221【1986.12号】

【県民グラフこうち№221】
【表紙】10月21日、越知町の横倉山での野鳥教室
建設進む高速道－四国横断自動車道(大豊－南国間)－
高速道の早期完成に向けて　高知県知事
西に東に文化を運ぶ－県立図書館自動車文庫－
親子で巣箱掛け－横倉山野鳥教室－
わたしたちの学校　土佐郡本川村立越裏門小学校
土佐の祭り　－土佐清水市下ノ加江天満宮－
県政拝見　高知地域職業訓練センター
あのまち･このむら　ｰ馬路村ｰ
県政トピックス　･あすの商業を考える講演とシンポジウム開催
･にぎわった老人生産品展示即売会 ･フィジー青年10人来高
･腎不全を考える集い開催 ･三菱電機高知工場完成
県政日誌　九月～十月
ぢばさんニュース　ぢばさんショップオープン－高知市－
郷土の味に親しもう
グラフ美術館　「玄宗皇帝図」
【裏表紙】人権週間

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-305 知事公室 広報広聴課 S61 県民グラフこうちNO.222【1987.2号】

【県民グラフこうち№222】
【表紙】室戸岬のいそ釣り
行ってみたい住んでみたい－新春対談－
わたしたちの学校　高知市立御畳瀬小学校
土佐の祭り　鱶の御神体－中村市下田･水戸柱神社－
｢人権の主張｣発表会より－一着の背広に学ぶ－
地方自治等功労者　高知県文化賞受賞者　表彰式
県政トピックス　･ー日中小企業庁開く 
･ローカル技術ネットワークシステム始動
･地域改善対策の立法化を決議 ･大渡ダム竣工
･大岐の浜　高級リゾート地に－観光開発基本協定書調印－
県政日誌　十一月～十二月
ぢばさんニュース　"好評"｢とさのさと｣－高知市－
郷土の味に親しもう
グラフ美術館　「海岸」

要審査 無 無

R3-A-306 知事公室 広報広聴課 S61 県民グラフこうちNO.223【1987.3号】

【県民グラフこうち№223】
【表紙】高知市内で催された第19回南国土佐皿鉢まつり
国民休暇県・高知　土佐の日曜市
身近な健康アドバイザー－駐在保健婦－
県政拝見　園芸試験場
わたしたちの学校　吾川郡吾北村立下八川小学校
土佐の祭り　－高岡郡東津野村高野の農村歌舞伎－
高知県職員の給与等の現状について
あのまち･このむら　歴史と文化とタイガース－安芸市－
県政トピックス　･県農村婦人フォーラム ･青年農業士認定
･川之江ｰ大豊間起工式ｰ四国横断自動車道ｰ 
･第1回地場産業大賞表彰
･宿毛線で鉄道免許3月工事再開ｰ土佐くろしお鉄道ｰ
県政日誌　一月~二月
ぢばさんニュース　郷土の逸品｢土佐硯｣
郷土の味に親しもう
グラフ美術館　「北京風景水中亭」

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-307 知事公室 広報広聴課 S62 県民グラフこうちNO.224【1987.5号】

【県民グラフこうち№224】
【表紙】電柱が消えすっきりした県庁前
牧野博士の情熱を今に　未来に…－牧野植物園･学習館－
緑が育つ　人が育つ　緑のふれあいゾーン－土佐山田町宮ノロ－
線路は西へ
わたしたちの学校　安芸郡馬路村立馬路小学校
土佐の祭り　普賢様の夏祭り－香美郡物部村笹－
新しい県民の代表42人決まる－高知県議会議員－
あのまち･このむら　『こけらブッチョウまぜの海』ｰ安芸郡東洋町ｰ
県政トピックス　･痴呆老人対策について提言
･長期構想に対する答申
 ･土佐黒潮牧場2号設置･64総体実行委員会発足
･県立南高校開校
県政日誌　三月～四月
ぢばさんニュース　地場産品 in 大阪
グラフ美術館　「ベニスの海」

要審査 無 無

R3-A-308 知事公室 広報広聴課 S62 県民グラフこうちNO.225【1987.7号】

【県民グラフこうち№225】
【表紙】カツオの一本釣り（土佐丸）
ナブラを追って－土佐丸乗船記－
わたしたちの学校　幡多郡大月町立春遠小学校
土佐の祭り　春の浜辺の神祭り－安芸郡東洋町白浜－
モデル木造施設の新しい試み－高知市江陽町に建設－
あのまち･このむら　－高岡郡東津野村－
県政トピックス　･姉妹盟約四県老人クラブ交歓大会 
･『エンヴィ･リゾートまぜの海』第1回開発研究会開かれる
･エイズ･ATLの検査体制整う ･高知県青年の翼訪中
･高知新港漁業補償調印
県政日誌　五月～六月
ぢばさんニュース　『地場産業フェア』と『農畜産物フェア』
グラフ美術館　「夕空」

要審査 無 無

R3-A-309 知事公室 広報広聴課 S62 県民グラフこうちNO.226【1987.9号】

【県民グラフこうち№226】
【表紙】大堂海岸観音岩
ウォッチング足摺サニーロード
64高校総体　競え技 結べ友情 さわやかに
わたしたちの学校　高知市立行川小学校
土佐の祭り　花鳥の少年たち－須崎市多の郷・賀茂神社－
犯罪のない明るい社会をめざして－（社）高知県防犯協会－
あの町･このむら　－高岡郡佐川町－
県政トピックス　･人権啓発講演会
 ･自然･人･グルメの旅-国民休暇県･高知のPRｰ
･語学指導外国青年教師来高 ･第2回里がえりフォーラム
･'88れいほく高速博へ向けて－キャンペーンガール来庁－
県政日誌　七月～八月
ぢばさんニュース　広がる土佐和紙の文化
グラフ美術館　「漁村」

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-310 知事公室 広報広聴課 S62 県民グラフこうちNO.227【1987.11号】

【県民グラフこうち№227】
【表紙】高知自動車道開通式
高速道の贈りもの
海と緑のヒューマンリゾート－グリーピア土佐横浪－
わたしたちの学校　土佐郡大川村立川口小学校
土佐の祭り
　神輿にコスモスの花咲き乱れて－土佐清水市下益野天満宮－
縁の下の力もち－用地担当職員－
あのまち･このむら　山岳と渓流とゆずのむら－香美郡物部村－
県政トピックス　･国道321号全線開通
･中小企業情報センター開所
･春野陸上競技場オープン ･テクノウィーク ｉｎ 高知
･元郵政大臣故大西正男氏告別追悼式
県政日誌　九月～十月
ようこそ高知へ　高円宮妃久子さま
グラフ美術館　「ハイビスカス」
【裏表紙】書のメッカ／安芸市立書道美術館

要審査 無 無

R3-A-311 知事公室 広報広聴課 S62 県民グラフこうちNO.228【1988.1号】

【県民グラフこうち№228】
【表紙】生誕150年を迎えた中岡慎太郎の銅像
四国新時代に向けて－中内知事に聞く－
人権の尊重を
一歩の前進に明日への期待を－沖縄海邦国体－
土佐の祭り　秘められた壺の祭り－安芸市古井住吉神社－
昭和62年度　地方自治等功労者・高知県文化賞受章者
あのまち･このむら　松原と花と伝説のまち－幡多郡大方町－
県政トピックス　･ふるさとの味まつり
 ･中内知事4選－県勢発展の責任を背負って－
･進む国際交流－ジョン万次郎が日米の懸け橋－
･170人の善意通訳者誕生･桐見ダム試験たん水開始
県政日誌　十一月～十二月
ぢばさんニュース　柚子ジャム
グラフ美術館　「女性」

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-312 知事公室 広報広聴課 S62 県民グラフこうちNO.229【1988.3号】

【県民グラフこうち№229】
【表紙】4月10日開通の瀬戸大橋
スポーツキャンプのメッカ－早春の土佐路－
『ノンちゃんの夢』－ＮＨＫ朝の連続テレビ小説－高知ロケ
HOW DO YOU DO ? －外国青年英語指導助手－
わたしたちの学校　須崎市立久通小学校
土佐の祭り　焼畑の祈り－吾川郡池川町椿山－
高知県職員の給与等の現状について
あのまち･このむら　柚子と香りと中岡慎太郎－安芸郡北川村－
県政トピックス　･西日本の表玄関へ－高知新港起工－ 
･休肝長寿講演会･花き園芸の発表を－日本花き生産者大会－
･県民総スポーツ推進県民会議開催
･物と物から､心と心へ－国際交流交歓大会－
県政日誌　一月～二月
ぢばさんニュース　'88れいほく高速博
グラフ美術館　「風景」

要審査 無 無

R3-A-313 知事公室 広報広聴課 S63 県民グラフこうちNO.230【1988.5号】

【県民グラフこうち№230】
【表紙】土佐くろしお鉄道（佐賀町白浜）
生まれ変われ中村線－土佐くろしお鉄道スタート－
'88れいほく高速博、大成功で幕閉じる。
外国の目･高知の顔　国際交流の第一歩
わたしたちの学校　南国市立十市小学校
土佐の祭り　田ノ神をまつる－稲作絵馬－
国民休暇県局発足－国民リフレッシュの郷土づくり本格始動－
あのまち･このむら　－幡多郡佐賀町－
県政トピックス　･阿佐線の工事再開 ･笹ヶ峰トンネル着工
･瀬戸大橋開通 ･高速輸送試験車発車!･中岡慎太郎生誕150年祭
県政日誌　三月～四月
ぢばさんニュース　山村から都会への木くばり展
グラフ美術館　「春日図」

要審査 無 無

R3-A-314 知事公室 広報広聴課 S63 県民グラフこうちNO.231【1988.8号】

【県民グラフこうち№231】
【表紙】トンボ自然公園の礼宮殿下
礼宮文仁親王殿下初のこ来高－土佐の自然とトンボ紀行－
外国の目･高知の顔　－東洋にあこがれて、やって来た高知－
わたしたちの学校　幡多郡十和村立昭和小学校
土佐の祭り　－絵馬･明治の激動－
南米の土佐人を訪ねて　高知県南米移住現地調査団帰国報告
あのまち・このむら　平家伝説とコスモスの町－高岡郡越知町－
県政トピックス　･学芸高校上海列車事故合同慰霊式
･人権啓発講演会･副知事交代
県政日誌　5月～6月
ぢばさんニュース　 ｢日本の101村展｣大賞受賞
グラフ美術館　雨の夕

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-315 知事公室 広報広聴課 S63 県民グラフこうちNO.232【1988.10号】

【県民グラフこうち№232】
【表紙】カーター前米大統領ご夫妻
カーター前米大統領招きJC全国会員大会
21世紀のための友情計画－アジア･太平洋諸国青年との交流－
外国の目･高知の顔　土佐の人情と伝統・文化にふれて
わたしたちの学校　吾川郡伊野町立伊野南小学校
土佐の祭り　桜の町の秋祭り－香美郡土佐山田町八王子宮－
協同組合高知機械工業団地紹介
あのまち･このむら　－幡多郡十和村－
県政トピックス　･四国初の全国知事会議開催される
 ･双胴高速船｢コーラル｣就航
･高知西南中核工業団地完成･分譲開始
･波の躍動感を図案化－64総体入賞メダル参加章決まる－
･消費者保護法制定20周年
県政日誌　7月～8月
国民休暇家県・高知まんがフェスティバル'88開催
グラフ美術館　ポンクロア

要審査 無 無

R3-A-316 知事公室 広報広聴課 S63 県民グラフこうちNO.233【1988.11号】

【県民グラフこうち№233】
【表紙】11月22日に竣工した桐見ダム（越知町）
姉妹州フィリピン･ベンゲット州知事一行来県
大阪事務所新庁舎落成
外国の目･高知の顔　ＪＥＴ（語学指導外国青年招致事業）
京都国体　新しい歴史に向かって走ろう
土佐の祭り　－室戸市三津・杉尾神社－
＜昭和63年度＞地方自治等功労者・高知県文化賞受章者
あのまち･このむら　－高岡郡中土佐町－
県政トピックス　･ヤイロチョウが告げる高校総体までの残日数
･仁淀村消防団第2分団見事に栄冠 ･愛と健康の贈り物･献腎
･信頼される自治体病院像をめざして･こうちテクノピア'88開催
県政日誌　9月～10月
ぢばさんニュース　園芸品販売750億円突破
グラフ美術館　練習場の少女達

要審査 無 無

R3-A-317 知事公室 広報広聴課 S63 県民グラフこうちNO.234【1989.1号】

【県民グラフこうち№234】
【表紙】昭和54年元旦に賜った御製
昭和天皇崩御
土佐路の昭和天皇をしのぶ
わたしたちの学校　高岡郡窪川町立興津小学校
土佐の祭り　冬籠る霜月の祭り－須崎市多ノ郷賀茂神社－
県政紹介　県立消防学校
人権週間
県政トピックス
･平成3年春オープンをめざし県立歴史民俗資料館着工
･放置自転車クリーンキャンペーン ･桐見ダム完成
･深層水取水管敷設作業が完了 ･｢土佐の魚｣デザイン決まる
県政日誌　11月～12月
ぢばさんニュース　酒国文化を育てよう
グラフ美術館　塚の原風景

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-318 知事公室 広報広聴課 S63 県民グラフこうちNO.235【1989.3号】

【県民グラフこうち№235】
【表紙】四国横断自動車道で実験輸送を重ねる園芸輸送トラック
よみがえれ園芸王国－高速輸送時代に向けて－
外国の目･高知の顔　じかに日本の伝統・文化にふれエキサイト
わたしたちの学校　南国市立白木谷小学校
土佐の祭り　浦戸湾･吸江絵馬
高知県職員の給与等の現状について
あのまち･このむら　－香美郡野市町－
県政トピックス　･県工業技術センター起工
 ･世界ろうあ者協議大会卓球競技で金と銅の快挙
･県の玄関に歓迎のオブジェ設置
･北方領土の日啓発キャンペーン
･高知県情報公開懇話会発足　県政日誌1月～2月
県庁は四月から第二、第四土曜日を閉庁に
グラフ美術館　俥夫

要審査 無 無

R3-A-319 知事公室 広報広聴課 H元 県民グラフこうちNO.236【1989.5号】

【県民グラフこうち№236】
【表紙】山峡を走る振り子電車（長岡郡大豊町）
｢県民グラフこうち｣創刊30年記念　その時高知は…
平成元年高校総体　開幕間近
土佐の祭り　流れゆく精霊舟－長岡郡大豊町－
県立養護老人ホーム｢千松園｣と救護施設｢浦戸園｣完成。
あのまち･このむら　長岡郡大豊町
県政トピックス　･おもしろカントリー高知情報発信 
･県下11の市村が生誕100歳
･新月橋完成 ･日本旅行作家協会の作家14人来高
･室戸から全国へ､未来へ－第1回全国岬サミット開催
県政日誌　3月～4月
四月一日から県税のしくみが変わります。
グラフ美術館　海

要審査 無 無

R3-A-320 知事公室 広報広聴課 H元 県民グラフこうちNO.237【1989.7号】

【県民グラフこうち№237】
【表紙】春野水泳場
合い言葉は"あったか高知"
南十字星のかなたに青年の翼
わたしたちの学校　吾川郡吾川村立下名野川小学校
土佐の祭り　青春の祭り太鼓－南国市前浜伊都多神社－
実験研究の準備が着々と整う海洋深層水研究所
あのまち･このむら　四万十源流の桃源郷－高岡郡大野見村－
県政トピックス　･本県初の美術館､中土佐町久礼にオープン
･建依別のさとづくりシンポジウム開催
･水泳王国高知の再建担い－県立春野総合運動公園水泳場完成
･笹ヶ峰トンネル本坑千メートルに到達
･県議会で虚礼廃止等を決議
暴力団対策推進員を設置　県政日誌5月～6月
県警に暴力団対策推進員を設置
グラフ美術館　尾戸焼茶碗

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-321 知事公室 広報広聴課 H元 県民グラフこうちNO.238【1989.9号】

【県民グラフこうち№238】
【表紙】高校総体開会式
皇太子殿下迎え、全国高校総体開催される
土佐の祭り　－安芸郡東洋町野根八幡宮－
県政紹介　幡多地域の明日を創ろう　高知西南中核工業団地
あのまち･このむら　人間再生の村づくり－土佐郡鏡村－
県政トピックス　･非行防止は地域･家庭･学校が一体で
･第16回｢部落差別をなくする運動｣強調旬間記念講演会
･｢ふるさとの明日を考えよう｣－知事と若者が意見交換
･｢四万十の水紀行｣売行き好調
･もうすぐ待望の動物園－野市総合公園起工式
県政日誌　7月～8月
ぢばさんニュース　蚕業文化の継承へ－越知町
･蚕糸資料館オープン－
グラフ美術館　長宗我部元親像

要審査 無 無

R3-A-322 知事公室 広報広聴課 H元 県民グラフこうちNO.239【1989.11号】

【県民グラフこうち№239】
【表紙】国道194号安望大橋
広がる道路網－21世紀へのアプローチ－
「土佐浜街道リゾート構想」で進める国民休暇県・高知
新教育の森　大樹に育て－新「教育の森」
土佐の祭り　横倉山の祭りいまむかし－高岡郡越知町－
平成元年度地方自治等功労者・高知県文化賞受章者
あのまち･このむら　断崖美と海の町－幡多郡大月町－
県政トピックス　･｢国際花と緑の博覧会｣キャラバン隊来高
 ･土佐ジローくん製､大好評
･犯罪と非行のない郷土を築こう－全国防犯運動
･本県初の｢あったか高知･国際協力シンポジウム｣開催される
･土佐てっぺんサミット開催される
県政日誌　9月～10月　大都会でよさこい乱舞
グラフ美術館　みどりの静物

要審査 無 無

R3-A-323 知事公室 広報広聴課 H元 県民グラフこうちNO.240【1990.2号】

【県民グラフこうち№240】
【表紙】予土線を走るＳＬ（十和村浦越）
進む企業立地　企業誘致で進ある産業集積の核づくり
第6回を迎えた地場産業フェア
人権週間　人権はあなたのわたしの命の基本
わたしたちの学校　高知県立高知ろう学校
土佐の祭り　高岡郡日高村能津四社神社神踊り
県民総ボランティア運動
あのまち･このむら　土佐郡土佐町
県政トピックス　
・第11回全国地域保健学術研究会開催
・健康長寿県づくりに､いきいき健康フェスティバル
・第9回商工会議所青年部全国大会開催される
・交通安全願い｢県民交通安全の日｣200回記念行事
・高校生招き｢こうちテクノピア'89｣　県政日誌11月～12月
国際化の推進に　国際相談員
グラフ美術館　岩井玉洲書＜田園楽＞

要審査 無 無

87 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-324 知事公室 広報広聴課 H元 県民グラフこうちNO.241【1990.3号】

【県民グラフこうち№241】
【表紙】クジラウォッチングで若者交流（室戸岬沖）
グラフ美術館　力士図
ロサンゼルス農産物フェアとアメリカ農業市場調査団
"県のアンテナ"県外事務所の紹介
｢長寿県づくり構想｣だより　健康科学情報システムを開発中
土佐の祭り　神を拾った家の祭り－須崎大谷－
わたしたちの学校　土佐郡大川村立大川中学校
あのまち･このむら　－幡多郡三原村－
県政トピックス　・宿毛湾港と中筋川ダムの本格工事スタート
・あったかネット開局－パソコン通信で県観光PR
・21世紀の農業の夢担い農業技術センター起工
・ふるさと婦人フォーラム開かれる
・ストップ･ザ交通事故－県下に交通死亡事故非常事態を宣言
県政日誌　1月～2月
高知県職員の給与等の現状について

要審査 無 無

R3-A-325 知事公室 広報広聴課 H2 県民グラフこうちNO.242【1990.5号】

【県民グラフこうち№242】
【表紙】高知県から出展した「フラワーオーシャン・鯨もおるぜよ！」
第1回高知国際版画トリエンナーレ展開催
文化財団の設立へ
土佐の祭り　常念さんの盆踊り－宿毛市小筑紫町伊与野－
工業技術センターオープン
あのまち･このむら　あじさい薫る田園都市－吾川郡春野町－
｢国民休暇県･高知｣四万十体験ゾーンに四万十トンボ自然館
県政トピックス　･国勢調査に備え実施本部を設置
 ･自由民権記念館オープン･坂本龍馬記念館起工
･情報発信基地れいほく21世紀センター落成
･第42回婦人週間記念講演会開催
県政日誌　5月7日から県庁の電話番号が変わりました
グラフ美術館　梅文寿

要審査 無 無

R3-A-326 知事公室 広報広聴課 H2 県民グラフこうちNO.243【1990.7号】

【県民グラフこうち№243】
【表紙】梼原町に県か市町村では初めて常設ヘリポートが開港
グラフ美術館　植木鉢
カシオ計算機南国市へ進出決定
浦戸湾東部流域下水道　高須浄化センター通水開始
「国際花と緑の博覧会」国民休暇県･高知を世界にアピール
土佐の祭り　小さな港の秋祭り－安芸郡奈半利町加領郷－
わたしたちの学校　－土佐清水市立中浜小学校－
国際交流の館「ジョン万ハウス」開館
県立総合看護専門学校発足
あのまち･このむら　夜須町
県政トピックス　･高知県道路公社発足 
･はらたいらさん自動車税ステッカー配る
･葉山村にふれあいウッディハウス誕生
･手結マリンタウン漁業補償妥結確認書調印 ･人権の集い開催
県政日誌　5月～6月

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-327 知事公室 広報広聴課 H2 県民グラフこうちNO.244【1990.9号】

【県民グラフこうち№244】
【表紙】「巨大な鯨と41人のピエロ」の完成式
グラフ美術館　尾戸焼茶碗＜雲鶴＞
第1回あったか県民大会開催
守ろう美しい川と水－高知県清流保全条例施行－
快適･おしゃれなトイレ－新しい観光地のシンボルに－
輝け青春光のごとく－全国中学校選抜体育大会開催－
土佐の祭り　海からの踊り子たち－須崎市野見－
高知県南米移住現地調査団
地域づくり海外調査団ヨーロッパへ
国際花と緑の博覧会｢高知県の日｣－土佐よさこい祭り再現－
あのまち･このむら　都市との交流による村づくりを進める葉山村
県政トピックス　･高知の街に西ドイツの路面電車が登場
･財団法人｢こうち長寿センター｣発足
･人権はみんなが持つもの守るもの
･全国有数規模の屋内多目的広場起工
･安芸市･芸西村選挙区県議会議員補欠選挙
県政日誌　7月～8月

要審査 無 無

R3-A-328 知事公室 広報広聴課 H2 県民グラフこうちNO.245【1990.11号】

【県民グラフこうち№245】
【表紙】高知聖母幼稚園児と「やすらぎの家」の高齢者
グラフ美術館　サタイアニッポン
手結港マリンタウンプロジェクト起工式
健康飲酒のすすめ
生きがいづくりを応援する｢こうち長寿センター｣
わたしたちの学校　南国市立国府小学校
土佐の祭り　安居神楽－吾川郡池川町－
｢高知県女性のバス｣関東へ
あのまち･このむら　変わりゆくみかんとハイテクの里香我美町
平成2年度地方自治等功労者・高知県文化賞受賞者
県政トピックス　･9県の知事らが出席して中四国サミット開催
･第42回全国漁港大会開催 ･県特産農産物米国へ初の輸出
･優良農林業者(あすを担う緑のリーダー)を表彰
･障害者に雇用の場を
県政日誌　9月～10月

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-329 知事公室 広報広聴課 H2 県民グラフこうちNO.246【1991.1号】

【県民グラフこうち№246】
【表紙】四国横断自動車道・笹ヶ峰トンネル貫通式
グラフ美術館　鳳凰孔雀図
｢ジョン万次郎の会｣発足－ジョン万次郎漂流百五十周年－
整備が進む高速道路網　四国横断自動車道笹ヶ峰トンネル貫通
土佐くろしお鉄道が新型振子特急導入
あたたかみのある教育環境づくり－復活する木造校舎－
土佐の祭り　奉納絵馬･高瀬舟
人権週間　人権はみんなが持つもの守るもの
あのまち･このむら　神、紙と水のまち伊野町
世界に開かれた高知をめざして－高知県国際交流協会設立－
よさこい鳴子踊り－御堂筋パレード「国際親善パーティ」－
県政日誌　11月～12月
県政トピックス　･県下有数規模の｢青少年の家体育館｣起工
･車いす100メートル走で本県選手が大会新記録
･越知町に四国部品(株)高知工場完成

要審査 無 無

R3-A-330 知事公室 広報広聴課 H2 県民グラフこうちNO.247【1991.3号】

【県民グラフこうち№247】
【表紙】ジョン万次郎漂流150周年記念日米友好フェスティバル
グラフ美術館　尾戸焼香爐［禽獣］
明日を拓く手づくりシンポジウム開催
若者に雇用の場を…　－西南中核工業団地本格操業へ－
交通安全は家庭から－第2次交通戦争の終結に向けて－
オーストラリア　ローンセストン･カレッジ校生来高
土佐の祭り　土佐俄か－室戸市佐喜浜八幡宮－
高知県職員の給与等の現状について
あの町･このむら　若者に魅力のある町をめざす池川町
ジョン万次郎漂流150周年記念事業スタート
ご存じですか?婦人相談所
県政トピックス
・全国有数規模の春野ドーム(屋内運動場)オープン
・女性と男性が共に参加する社会の実現をめざして
・聴覚障害者のための｢県ビデオライブラリー｣オープン
・米の消費拡大を願い米飯給食コンクール
・県下各地で在宅介護者のつどい開催
県政日誌　1月～2月

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-331 知事公室 広報広聴課 H3 県民グラフこうちNO.248【1991.5号】

【県民グラフこうち№248】
【表紙】高知カシオ(株)の落成を記念してコウヤマキを植樹
グラフ美術館　面影
土佐の海や川をもっと豊かに－水産県高知は今…－
海と漁業の話がいっぱい　海洋漁業センターオープン
週末スポット1　春野総合運動公園「ちびっ子広場」
最新機器を搭載　四代目「土佐海援丸」
寄稿　黒潮と鳥島
土佐の祭り　息づく捕鯨の伝統－室戸市津呂･浮津－
人口問題を考える1　人口対策の新たなスタートの年に
大切です　心の健康づくり－精神保健センター
あのまち･このむら　－香美郡土佐山田町－
和紙文化･紙画芸術の飛躍を願い－高知国際紙画展開催
新しい高知県議会議員決まる。
県政トピックス　
･県警が初めてヘリコプターを導入－高知県警察航空隊発足
･高知－大阪線に最新鋭ジェット機A320就航
･ドイツ･ゼーバッハ村長来県･地球SUN33SUNフェスティバル開催
･中央公園に｢あったかいこっそう龍馬｣登場
県政日誌　3月～4月

要審査 無 無

R3-A-332 知事公室 広報広聴課 H3 県民グラフこうちNO.249【1991.7号】

【県民グラフこうち№249】
【表紙】5月3日にオープンした県立歴史民俗資料館
グラフ美術館　黒猫と女
ハイテク時代の技術開発の中核施設　農業技術センターオープン
歴史の薫り漂う南国市岡豊山に歴史民俗資料館がオープン
寄稿　一盆の春色－土佐歴史エッセイ
土佐の祭り　手結の盆踊り－香美郡夜須町手結真行寺－
人口問題を考える2　若者定着が人口増への鍵
あのまち･このむら　－土佐郡大川村－
東京土佐寮･井の頭寮増改築落成
戦争のない平和な世界を
事故に遭ったら“まず”相談！！　交通事故相談所
週末スポット2　高知市立自由民権記念館
県政トピックス　･副知事交代
 ･車いすバスケットボールで本県チームが優勝
･初めての外国人による日本語弁論大会開催
･あったか高知を北海道へPR
･県下各地の7団体が集い｢土佐の神楽大会｣
県政日誌　5月～6月

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-333 知事公室 広報広聴課 H3 県民グラフこうちNO.250【1991.9号】

【県民グラフこうち№250】
【表紙】県下で初めて「ペアレント体験学習」（佐川保健所）
グラフ美術館　振出（かぼちゃ型）
海洋深層水国際フォーラム開催
四国横断自動車道川之江･大豊間来年早々に開通
適切な医療機関をお教えします－救急医療情報センター
わたしたちの学校　高知市立昭和小学校
土佐の祭り　鳥毛の力競べ－香美郡香北町美良布神社－
人口問題を考える3　県土の8割を占める中山間地域は今…
あの町･このむら　どろめと絵金の里－香美郡赤岡町－
全国育樹祭平成4年秋開催へ向け急ピッチで進む受入れ準備
県政トピックス　
・若者らのリレーで｢氷室の道｣よみがえる
・高知県福祉人材情報センター開所
・国際数学オリンピックで田村君が銅賞に
・清水國明さんを迎え交通安全セミナー開催
・人権学習はぼくらの明日をひらくまど
県政日誌　7月～8月

要審査 無 無

R3-A-334 知事公室 広報広聴課 H3 県民グラフこうちNO.251【1991.11号】

【県民グラフこうち№251】
【表紙】「国際交流サミットｉｎ　ＫＯＣＨＩ」
グラフ美術館　雁
［ジョン万次郎漂流150周年］ジョン万精神で草の根交流を
ジョン万次郎ゆかりのアメリカそしてカナダへ－高知県青年の翼
万次郎と海と日米青少年の国際交流　ジョン万シップ出航
急ピッチで進む県下の国道整備　国道197号布施ヶ坂道路開通
梼原町で全国神楽フェスティバル
吉川村立吉川小学校と若竹会
土佐の祭り　－安芸郡北川村小積星神社－
人口問題を考える4
特別県勢功労者･地方自治等功労者･高知県文化賞受賞者
県政トピックス　･阿佐海岸鉄道･阿佐東線レール締結式
･オペラよさこい節－華やかに高知公演
･高知県林業公社斧入式･地球みがきフォーラム開催
県政日誌　9月～10月

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-335 知事公室 広報広聴課 H3 県民グラフこうちNO.252【1992.1号】

【県民グラフこうち№252】
【表紙】昨年11月15日にオープンした県立坂本龍馬記念館
グラフ美術館　土佐四手峠
新しい知恵と工夫でゆったりとした変更を－橋本知事初登庁－
ごくろうさま中内前知事
龍馬の軌跡が甦る－県立坂本龍馬記念館
新たな地域間交流へ第一歩－龍馬･海援隊クルージング
全国初の「土佐寒蘭センター」オープン
「県立のいち動物公園」オープン
土佐の祭り　－高岡郡梼原町越知面二十日念仏－
人口問題を考える5　仕事と育児の両立は困難?
あの町･このむら　－安芸郡芸西村
応援します　子どもたちの健やかな成長－児童相談所
人権週間
県政トピックス
・植物学者牧野富太郎博士のスケッチ･原稿など寄贈
・初の高知県学生文化賞
・県内初の｢樹木医｣に入交さんを認定
・大豊町に四国初の砂防資料館
・本山町に県内初の文学館｢大原富枝文学館｣
県政日誌　11月～12月

要審査 無 無

R3-A-336 知事公室 広報広聴課 H3 県民グラフこうちNO.253【1992.3号】

【県民グラフこうち№253】
【表紙】1月30日に開通した四国横断自動車道川之江・大豊間。
グラフ美術館　雲房老人呂洞賓
21世紀に向け大きく変貌　陸･海･空の交通ネットワーク
海外技術研修員の見た日本･高知
人口問題を考える6　県も市町村も真剣です　人口定着対策
土佐の祭り　錦の御旗の上棟祭－香美郡野市町－
わたしたちの学校　大方町立北郷小学校
中央保健所
高知県職員の給与等の現状について
県政トピックス　･高知職業訓練短期大学校敷地造成工事起工
･来春開学に向け土佐女子短大起工
･県民総ぐるみで交通事故防止を
･県内献血者100万人到達 ･早春の土佐路でプロ野球3球団始動
県政日誌　1月～2月

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-337 知事公室 広報広聴課 H4 グラフこうちNO.254【1992.5号】

【グラフこうち№254】
【表紙】4月27日開庁した、高知県庁北庁舎。
県政浮揚の基本戦略づくり－平成4年度当初予算－
ふるさとは地球の緑発進地－全国育樹祭
ふるさと宝さがし事業
土佐の歴史とくらし　近世(1)山内康豊の書状
衛生研究所紹介
あの町･このむら　まほろばの里　南国市
県政トピックス　･阿佐東線開通 ･本気です暴力追放
･財務会計オンラインシステム始動 ･国際宇宙年
県政日誌　3月～4月
お知らせ　県庁北庁舎開庁
グラフ美術館　孔雀の見える窓

要審査 無 無

R3-A-338 知事公室 広報広聴課 H4 グラフこうちNO.255【1992.7号】

【グラフこうち№255】
【表紙】嶺北木材（協）の原木市場
グラフ美術館　樹
嶺北の地域おこし－林業による地域活性化－
社会の高齢化にむけてⅠ　高齢者の地域活動
土佐の歴史とくらし　土佐捕鯨図絵
祭りをつくった大学生　よさこいソーラン祭り
楽しく学ぶ新教科｢生活科｣が始まった
あの町･このむら　香美郡香北町
県政トピックス　･｢野鳥の看護里親｣第一号
 ･｢地球33番地｣正式地点認定
･国立競技場のプールに高知の技術
 ･工科系大学設置に向けて始動･副知事交代
県政日誌　5月～6月

要審査 無 無

R3-A-339 知事公室 広報広聴課 H4 グラフこうちNO.256【1992.9号】

【グラフこうち№256】
【表紙】第30回全国スポーツ少年大会開会式
土佐路の常陸宮殿下､常陸宮妃殿下
夏、室戸に咲かせた友情の輪－第30回全国スポーツ少年大会
漫画文化を土佐より発信－第1回まんが甲子園開催
「新しい高知県のあり方」をさぐる－(財)高知県政策総合研究所
土佐の歴史とくらし　岡豊城跡
社会高齢化にむけてⅡ　在宅福祉の現況と今後の方向
あのまち･このむら　鮎踊る遊水の里－安芸郡安田町－
県政トピックス　･高知県医療廃棄物処理センター操業開始
･非行の芽知らぬふりから甘えから
･第19回｢部落差別をなくする運動｣強調旬間記念講演会
･第34回日本公園緑地全国大会開催 ･第1回県政車座談議開催
県政日誌　7月～8月
宝くじの収益金は、身近な公共事業などでお役に立っています。
グラフ美術館　楓林停車図

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-340 知事公室 広報広聴課 H4 グラフこうちNO.257【1992.11号】

【グラフこうち№257】
【表紙】皇太子殿下をお見送りする緑の少年団員
グラフ美術館　奈良公園
皇太子殿下をお迎えして第16回全国育樹祭
対談｢時代をとらえよ｣　橋本知事VS星野理事長
土佐の歴史とくらし　吸江寺の石茶臼
人権週間－人権は人と人とをつなぐもの－
平成4年度地方自治等功労者・高知県文化賞受賞者
県政トピックス
･インターナショナルクイーンジョッキーシリーズ'92開催
･明日を創る山村シンポジウム開催
･本県農業の活性化を願って－農業振興フェア初開催
･プロ野球｢'92黒潮リーグ｣開催
県政日誌　9月～10月

要審査 無 無

R3-A-341 知事公室 広報広聴課 H4 グラフこうちNO.258【1993.1号】

【グラフこうち№258】
【表紙】第1回佐川車いすロードレース大会
グラフ美術館　裸婦
ふるさとの暮らしを支えるために－土佐のみちづくり十ヶ年戦略
「近くて遠い国」から「近くて近い国」に　高知県教員団韓国を訪問
土佐の歴史とくらし　程野のまつり（1）
社会の高齢化にむけてⅢ－老人ホームが変わる
こころのふるさと四国の休日　四国観光立県推進地方会議開催
あの町･このむら　鏡川源流の里－土佐郡土佐山村－
県政トピックス　･高知職業能力開発短期大学校起工
 ･ごみ減量化･再生利用推進会議発足
･グレードアップ県都･グレードアップ高知駅
･社会参加の新しい風－第1回佐川車イスロードレース大会
県政日誌　11月～12月

要審査 無 無

R3-A-342 知事公室 広報広聴課 H4 グラフこうちNO.259【1993.3号】

【グラフこうち№259】
グラフ美術館　女の顔
新年度の予算と施策　新しい時代に向けて発想を転換
土佐の歴史とくらし　程野のまつり（2）
国際色豊かに国際交流のつどい開催
社会の高齢化にむけてⅣ　21世紀の高齢化社会への道しるべ
高知県職員の給与等の現状について
’93インターナショナルコーラルフェスティバル開催
県政トピックス　･自然と調和した住民参加のむらづくりに向けて
･第1回SE総合研修修了式
県政日誌　1月～2月

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-343 知事公室 広報広聴課 H5 グラフこうちNO.260【1993.6号】

【グラフこうち№260】
【表紙】宗田節（メジカ節）の産地入札即売会
グラフ美術館　ピークォド号、薔薇蕾号に遭う
人　高知県立美術館館長
高知県水産業振興基本計画
資源管理型漁業の先進地－池ノ浦のイセエビ漁
看護職員の養成と確保をめざして
貴重な文化遺産の記録保存－埋蔵文化財センターの活動
あの町･このむら　－土佐郡本川村－
物部村山林火災とその後
四国カルストふるさと自然公園完成
県政トピックス　･新高知県防災行政無線電話落成
 ･第1回工科大学計画策定委員会開催
･高速道用地事務所開所
･流域市町村長が集まり四万十川サミット開催
･全国に先駆けて｢健康管理情報システム｣始動
県政日誌　3月～4月
【裏表紙】高知県立総合看護専門学校入学式

要審査 無 無

R3-A-344 知事公室 広報広聴課 H5 グラフこうちNO.261【1993.7号】

【グラフこうち№261】
【表紙】カヌーの浮かぶ四万十川（西土佐村岩間）
グラフ美術館　小さな宇宙
動き出した四万十川保全への取り組み
若者に魅力ある地域づくりを目指して
ひと　 (株)高知県商品計画機構社長 
高知県立幡多農業高等学校園芸科学科
まち・むらネットワーク　美しい砂浜が美術館です－幡多郡大方町
青年の翼　－デンマーク･ドイツ･スイス3力国訪問
県政トピックス　･県下5会場で県政フォーラム開催
･動き始めた空港再拡張
･高知ブランドを全国発信－(株)高知県商品計画機構設立－
･県立病院の経営改善に着手 ･高知県企業誘致推進協議会設立
県政日誌　5月～6月
【裏表紙】勝間の沈下橋（中村市勝間）

要審査 無 無

R3-A-345 用地管理課 用地対策課 H25 平成26年度　地籍調査負担金事業概算要望 地籍調査費負担金事業に関する国への概算要望等 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-346 知事公室 広報広聴課 H5 グラフこうちNO.263【1993.11号】

【グラフこうち№263】
【表紙】歴史民俗資料館にご到着された天皇皇后両陛下
グラフ美術館　アタノール
［特別対談］これからの地域医療を考える
ようこそ土佐路へ　天皇皇后両陛下ご来県
高知県で初の文部大臣奨励賞を受賞－高知県立岡豊高等学校
本格化する工科大設置の取り組み
県民の声を教育行政に－「一日教育懇談会」
まち・むらネットワーク　葉山村ふるさとセンター
平成5年度地方自治等功労者・高知県文化賞受賞者
県政トピックス　･平成5年度ガン征圧全国大会開催
･川談義TOSA'93国際水辺環境フォーラム開催
･末期医療を考える講演会 ･豊かな森づくりをめざして
･ぶっちゃけトーク開催
県政日誌　9月～10月
【裏表紙】特別機で高知を後にされる両殿下

要審査 無 無

R3-A-347 知事公室 広報広聴課 H5 グラフこうちNO.264【1994.2号】

【グラフこうち№264】
【表紙】仁淀村秋葉祭り
21世紀への自立と挑戦－高知県総合計画の概要
人権週間－人権をくらしにいかして明るい未来
ひと　池川自然学園園長
27回高知県高等学校定時制通信制生徒生活体験発表会
まち・むらネットワーク　大荒の滝世話人会
県政トピックス　･健康文化都市国際フォーラム開催
･"海の新幹線"TSLの高知寄港を目指して
･こうちこども未来塾'93
･都市づくりシンポジウム開催
･クジラに乗った!－高知空港ジェット化10周年記念
県政日誌　11月～12月
四国横断自動車道〈南国～伊野間〉全面着工へ!!
グラフ美術館　天猛星霹靂火

要審査 無 無

R3-A-348 知事公室 広報広聴課 不明 県民グラフNO.186～
県民グラフ№186、189､191､194～200､203､205～215､217､220～234の38冊（2
冊目）

要審査 無 無

R3-A-349 広報広聴課 広報広聴課 不明 県民グラフ使用写真　NO.226～NO.230 ・県民グラフNO.226～NO.230　使用写真ネガ 要審査 無 無

R3-A-350 広報広聴課 広報広聴課 不明 県民グラフ使用写真　NO.232～NO.237
・県民グラフNO.232～NO.237　使用写真ネガ　

要審査 無 無

R3-A-351 広報広聴課 広報広聴課 不明 県民グラフ使用写真　NO.238～NO.245
・県民グラフNO.238～NO.245　使用写真ネガ　
　

要審査 無 無

R3-A-352 広報広聴課 広報広聴課 不明 県民グラフ使用写真　NO.246～NO.255 ・県民グラフ使用写真　NO.246～NO.255 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-353 知事公室 広報広聴課 S56 県民グラフこうち　目次
・県民グラフ№1～263　目次
・県民グラフ発行状況№1～180（発行月日、号数、備考）

要審査 無 無

R3-A-354 知事公室 広報広聴課 S60 ジャンセン教授講演会

・坂本龍馬生誕百五十周年記念講演会（チラシ、リーフレット）
・ジャンセン講演会経費
・原稿（英文のコピー）
・ジャンセン教授講演会次第
・ジャンセン教授行動日程表
・ジャンセン教授日本滞在計画
・ジャンセン氏講演に至る経緯
・司会者用原稿
・副知事あいさつ用原稿
・マリウス・ジャンセン氏へのメッセージについて（伺）
・マリウスＢ・ジャンセン氏を囲む会御案内
・ジャンセン教授講演会のパンフレットの作成について（伺）
・知事ご挨拶原稿
・行事概要書
・坂本龍馬生誕百五十周年記念講演会の開催について（伺）

要審査 無 無

R3-A-355 知事公室 広報広聴課 S56 自由民権百年記念事業

・外崎光広著「植木枝盛著『立志社』始末記要」
・昭和56年8月20日高知新聞「自由民権の炎　燎原を駆ける」
・高知県立図書館蔵「自由民権運動文献目録　主要人物編－高知県関係分
－」
・自由民権百年記念展要覧　自由民権百年高知県記念事業実行委員会
・自由民権百年　自由民権百年高知県記念事業実行委員会
・記念碑移設工事写真
・自由民権百年高知県記念事業実行委員会設立総会議案
・自由民権百年記念事業に関する懇話会（第2回）
・自由民権百年記念　巡行経路略図　土佐史談会

要審査 無 無

R3-A-356 知事公室 広報広聴課 S56-60 吉田茂記念事業（銅像）

・吉田茂先生銅像の維持管理について（吉田茂先生銅像会事務局）
・吉田茂先生銅像建立期成会（昭和60年6月13日、高知商工会議所）
・吉田茂先生銅像除幕式リーフレット
・吉田茂先生銅像建立趣意書　吉田茂先生銅像建立期成会
・吉田茂先生銅像建立期成会資料
・吉田茂先生銅像建立期成会発起人会次第等

要審査 無 無

R3-A-357 知事公室 広報広聴課 S56-59 吉田茂先生銅像

・会長あいさつについて（伺）
・吉田茂先生銅像建立期成会幹事会
・陳情書　吉田茂先生銅像建立について　吉田茂先生銅像建立期成会
・復命書　吉田茂先生の銅像建立闘打合せ
・吉田茂先生銅像建立期成会役員会　昭和57年9月4日
・吉田茂先生銅像建立期成会設立総会　昭和57年5月4日
・吉田茂先生銅像建立に関する第1回発起人会について（伺）
・武市半平太先生銅像建立事業報告書　昭和55年6月17日

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-358 知事公室 広報広聴課 S57 銅像関係

・陳情書　吉田茂先生銅像建立について　高知県
・特別番組　吉田茂　リーフレット
・小説吉田学校　パンフレット
・吉田茂先生銅像建立発起人会次第等
・吉田茂先生銅像建立期成会資料
・吉田茂先生銅像建立期成会設立総会
・吉田茂先生銅像製作について（ご依頼）高知商工会議所（写）
・吉田茂先生銅像建立期成会役員会　昭和57年9月4日
・吉田茂先生銅像建立期成会幹事会　

要審査 無 無

R3-A-359 知事公室 広報広聴課 S58 故溝渕増巳高知県知事追悼式典

・故溝渕増巳前高知県知事追悼式典進行予定表　昭和59年2月13日
・溝渕増巳前知事をしのぶ　リーフレット
・取材についてのお願い　昭和59年2月10日
・前知事のあゆみ
・溝渕増巳先生のあゆみ
・故溝渕増巳前高知県知事追悼式典実施要領
・故溝渕増巳前高知県知事追悼式典実行委員会規約
・故溝渕増巳前高知県知事追悼式典主催者団体
・故溝渕増巳前高知県知事追悼式典（案）
・故溝渕増巳前高知県知事追悼式典実行委員会

要審査 無 無

R3-A-360 知事公室 広報広聴課 S62-63 インフォメーションタワー

・完成図書　昭和63年度　工事名インフォメーションタワー設置工事　高知
県建築課殿納　名古屋電機工業株式会社（製作仕様書、予備品リスト、シス
テム構成図、配線系統図、単線結線図、機器図、操作機、取扱説明書、試験
成績書）

要審査 無 無

R3-A-361 知事公室 広報広聴課 S63
完成図書（インフォメーションタワー設置工
事）

・インフォメーションタワー贈呈式（落成式）に係る知事のお礼の言葉につ
いて（伺）
・インフォメーションタワーの宝くじ協会からの贈呈式について（伺）
・高知県建築課殿　昭和63年度インフォメーションタワー設置工事　御承諾
図　名古屋電機工業株式会社
・インフォメーションタワー操作機　簡易操作説明書　名古屋電機工業株式
会社
・検査成績書　名古屋電機工業株式会社
・高知県庁殿　広報塔設置イメージ図　名古屋電機工業株式会社
・高知県建築課殿インフォメーションタワー設置工事　打合せ図　名古屋電
機工業株式会社　
・広報塔設置イメージ図　名古屋電機工業株式会社
・広報塔表示装置　仕様書　名古屋電機工業株式会社
・高知県庁舎広告塔　参考図　名古屋電機工業株式会社
・営繕課協議
・組合協議
・インフォメーションタワー設置事業に対する助成方法決定について（通
知）　財団法人日本宝くじ協会
・助成申請書
・見積書

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-362 企画課 広報広聴課 S50 東京宿泊所（設立・規程・契約）

・県有財産の貸付について（伺）
・規程集　昭和50年4月　財団法人高知県東京宿泊所運営会
・規程の制定について（伺）
・財団法人高知県東京宿泊所運営会の登記について（伺）
・財団法人高知県東京宿泊所運営会設立許可申請について（伺）
・財団法人高知県東京宿泊所運営会設立準備会議事録、次第等

要審査 無 無

R3-A-363 企画調整課 広報広聴課 S50-55 東京宿泊所（理事会・役員任命）

・財団法人高知県東京宿泊所運営会理事会の開催について
・財団法人高知県東京宿泊所運営会の役員の任命について（伺）
・財団法人高知県東京宿泊所運営会の理事長の推薦について（伺）
・財団法人高知県東京宿泊所運営会の役員の解任について（伺）
・財団法人高知県東京宿泊所運営会の役員の任免について（伺）
・財団法人高知県東京宿泊所運営会の副理事長の推薦について（伺）
・財団法人高知県東京宿泊所運営会規程の一部改正について（伺）
・昭和51年度事業及び決算報告書について
・「財団法人高知県東京宿泊所運営会」幹事会の幹事について

要審査 無 無

R3-A-364 企画課 広報広聴課 S43-50 東京宿泊所関係綴（企画課）

・高知県東京宿泊所運営会会議の開催について
・50年度からの東京宿泊所の運営について
・東京宿泊所の休業の周知方について（伺）
・東京職員宿舎、宿泊所改築事業について
・東京職員宿舎等改築事業の技術援助について（伺）
・東京職員宿舎等改築関係設計委託調査について
・東京宿泊所利用料金の一部改訂について
・高知県東京宿泊所誘導灯及び感知器設置工事費について
・県有財産無償貸付契約更新について（伺）
・工事請負に関する権限の委任について（伺）
・交通事故による県有車破損等に対する求償のための示談に関する権限の委
任について（伺）
・運営会諸規程　昭和42年3月27日　高知県東京宿泊所運営会

要審査 無 無

R3-A-365
企画課
地方課

広報広聴課 S39-40 東京宿泊所関係

・東京宿泊所利用料金の改正について
・東京宿泊所運営会規約並びに東京宿泊所利用規程一部改正について（伺）
・東京宿泊所の災害保険加入について（伺）
・業務員震災について
・運営会会議の開催について
・東京宿泊所の利用について
・東京宿泊所の運営について
・県有財産（東京宿泊所）の無償貸付について（伺）

要審査 無 無

R3-A-366 企画調整課 広報広聴課 S59-61 宿泊所特殊建築物の定期報告

・特殊建築物定期調査報告報告書　昭和61年10月21日
・特殊建築物定期調査報告について（伺）
・東京宿泊所建築設備の定期検査について（伺）
・特殊建築物定期報告について　伺

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-367 知事公室 広報広聴課 S63 高知学芸高校上海列車事故合同慰霊式

・おもかげ　高知学芸高校上海列車事故合同慰霊式　昭和63年5月29日
・追悼の辞
・報道関係者へのお願い
・報道のしおり
・高知学芸高校上海列車事故合同慰霊式取材方について（報告）
・高知学芸高校上海列車事故合同慰霊式　取材用料等
・合同慰霊式の打ち合わせ会（第2回）
・高知学芸高校上海列車事故合同慰霊式　次第
・5月13日の知事表敬　知事挨拶
・中国上海列車事故慰問団訪日日程（高知県内分）

要審査 無 無

R3-A-368 広報広聴課 広報広聴課 H24-26 県内テレビ広報特別番組　ＤＶＤ

・平成23年度高知県中山間地域総合対策広報番組～時代を生き抜く地域への
処方箋～（制作：ＲＫＣ高知放送）
・Ｈ24．6．21高知県特番みんなの絆で健康長寿　支えあいながら生き生き
と番組ナビ（おトク屋ＴＶ！）（制作著作：テレビ高知）
・Ｈ24．6．24ステージアップ！産業振興計画（制作著作：ＲＫＣ高知放
送）
・Ｈ24．9．22リョーマの休日　ミステリーハンターと巡る土佐の旅
・リョーマの休日　高知県観光ガイドキャンペーンビデオ（2枚有り）
・Ｈ24．12．29明日へジャンプ～高知っ子のさらなる体力向上をめざして～
（さんさんテレビ）（2枚有り）
・Ｈ24．12．21生命を守る－南海トラフ巨大地震への備え－（高知放送）
（2枚有り）
・夢をカタチに～メイドイン高知を全国発信～（制作著作：テレビ高知）
・Ｈ25．2．24すてきな笑顔にあうために～高知県が取り組む安全・安心な
出産環境づくり～（さんさんテレビ）（2枚有り）
・Ｈ25．6．15すこやかレシピ～よさこい健康プラン21のすすめ～（ＲＫＣ
高知放送）（2枚有り）
・Ｈ25．6．16サクセス産業振興計画～秘薬への挑戦～（ＲＫＣ高知放送）
（2枚有り）
・Ｈ25．8．21リョーマの休日　人生もっと楽しまんと！（テレビ高知）（2
枚有り）
・リョーマの休日　人生もっと楽しまんと！プロモーション用（テレビ高
知）
・Ｈ25．9．22平成25年度「健やかな子どもの成長・発達」広報番組（ＲＫ
Ｃ高知放送）
・Ｈ25．12．22高知家～みんなあひとつの大家族やき～（テレビ高知）（2
枚有り）
・Ｈ26．1．19高知家1188応援団～婚活・子育て…、高知家みんなが応援団
～（さんさんテレビ）（3枚有り）
・Ｈ26．1．17「さんさんＰｉｃｋＵｐ」～高知県少子化対策課～（さんさ
んテレビ）
・Ｈ26．3．19　3．11から3年　高知県～命をつなぐ対策へ～（テレビ高
知）（2枚有り）
・Ｈ26．10．11みんなあで健康になるで！高知家の健康づくり（制作・著
作：ＲＫＣ高知放送）
・Ｈ26．11．25「さんさんサーパーニュース」（さんさんテレビ）（“集落

要審査 無 無

R3-A-369 港湾課 港湾・海岸課 S61 補償額算定調書　高知港整備事業　　2/2 高知港整備事業に関する補償額算定調書 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-370 広報広聴 広報広聴 H26 H26　県民世論調査（中間報告・最終報告）

・平成26年度県民世論調査の活用結果について（照会）
・平成26年度高知県県民世論調査の結果について
・平成26年度高知県県民世論調査の結果について（送付）
・平成26年度高知県県民世論調査の中間報告への対応について（伺）
・平成26年度高知県県民世論調査の中間報告について（案）

要審査 無 無

R3-A-371
文書学事課
県政情報課

法務文書課 S55～ 昭和55年度～　マイクロフィルム複製表 昭和55年度～　マイクロフィルム複製表 要審査 有 有

R3-A-372 文書学事課 法務文書課 S47S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57S58S59S60
マイクロフィルム撮影･再撮影・閲覧依頼書　
S47.10～S61.3

マイクロフィルム撮影･再撮影・閲覧依頼書　S47.10～S61.3 要審査 有 有

R3-A-373 知事公室 法務文書課 S63 昭和63年度　情報公開推進委員会

・高知県情報公開推進委員会の設置（伺）
・情報公開推進委員会の開催（通知）
・情報公開推進委員会幹事会の開催（通知）
・高知県情報公開推進委員会幹事会メンバーの選任（伺）
・情報公開推進委員会の設置及び今後のスケジュール（通知）
・情報公開制度における非開示情報の調査
・情報公開への取組み（通知）
・「文書管理システムの手引」

要審査 有 有

R3-A-374 知事公室 法務文書課 H元 平成元年度　情報公開推進委員会

・情報公開推進委員会幹事会の開催（通知）
・情報公開及び文書管理改善に関する説明会の開催（通知）
・情報公開推進委員会の開催（通知）
・高知県情報公開条例議案の平成2年2月議会への提案　伺

要審査 有 有

R3-A-375 知事公室 法務文書課 H元 平成元年度　情報公開懇話会議事録
・平成元年度第2回～第4回　情報公開懇話会議事録
・昭和63年度第1回　情報公開懇話会議事メモ

要審査 有 有

R3-A-376 河川課 法務文書課 S54S55
鏡川水害訴訟　証人調書綴（その一）
高知県土木部河川課

鏡川水害訴訟　証人調書綴（その一）
高知県土木部河川課

要審査 有 有

R3-A-377 文書学事課 法務文書課 S52S53S54S5555年度 共有物分割請求事件　文書学事課

①昭和53年（ワ）第24号　共有物分割事件　裁判資料
②昭和53年（ワ）第24号　共有物分割事件　分筆登記書類
③昭和53年（ワ）第24号　共有物分割事件　甲号証
④平面図、土地登記簿謄本等

要審査 有 有

R3-A-378 文書学事課 法務文書課 S62Ｈ1 昭和62年（ワ）第168号損害賠償請求事件

①鏡川堤防バイク転落死亡事故に係る訴訟事件の報告及び成功謝金の支払
（伺）
②昭和62年（ワ）第168号　損害賠償請求事件
③準備書面の提出（伺）等

要審査 有 有

R3-A-379 文書学事課 法務文書課 H元 法規文書(条例･規則原本)

・高知県の休日を定める条例等の公布
・地方自治法第二百三条に規定する者の報酬、期末手当、費用弁償等に関す
る条例の一部を改正する条例等の公布
・高知県通訳案内業法施行細則の一部を改正する規則の公布　等
・高知県工業試験場手数料徴収条例施行規則の一部を改正する規則の公布　
等
・半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則の
公布　等
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例施行規則の一部を改正す
る規則の公布　等
・高知県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則の公布　等
・災害救助法施行細則の一部を改正する規則の公布　等

要審査 無 無

102 / 620
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-380 文書学事課 法務文書課 S62S63 法規文書(条例･規則原本)

・外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例等の
公布
・職員の退隠料等に関する条例等の一部を改正する条例等の公布
・職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例等の公布
・生活保護法施行細則の一部を改正する規則の公布　等
・高知県衛生研究所手数料徴収条例施行規則の一部を改正する規則の公布　
等
・高知県税規則の一部を改正する規則の公布　等
・高知県行政組織規則の一部を改正する規則の公布　等
・精神薄弱者福祉法第二十七条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関
する規則の一部を改正する規則の公布　等
・有料道路の料金徴収事務の委任に関する規則の一部を改正する規則の公布　
等
・保健所使用料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則の公布　等

要審査 無 無

R3-A-381 人事課 行政管理課 S50 組織・機構（総括） ・機構改革に伴う関係規則等の改正 要審査 有 有

R3-A-382 考査管理課 行政管理課 S42 S42事務決裁規程及び事務委任規則制定要領
・事務決裁規程及び事務委任規則制定要領
・事務決裁規程及び事務委任規則の整備改善要綱
・事務決裁区分の実態調査

要審査 有 有

R3-A-383
人事課
港湾課

行政管理課 S51～S56
行政組織規則・処務・専決規定等改正　51～
56

・高知県行政組織規則の一部改正及び機構改革等に伴う関係訓令の整備に関
する訓令の制定（伺）
・高知県行政組織規則の一部改正及び高知県処務規程等の一部を改正する訓
令の制定（伺）
・高知県行政組織規則の一部改正（伺）

要審査 有 有

R3-A-384 人事課 行政管理課 S40～S57 職員定数条例等綴　S40～57

・高知県職員定数条例の一部改正（伺）
・職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の制定（伺）
・高知県職員定数条例の一部を改正する条例議案の提出（伺）
・高知県部設置条例の一部を改正する条例議案の提出（伺）
・職員団体の登録に関する条例の一部を改正する条例議案の提出（伺）
・附属機関の整理に関する条例議案の提出（伺）
・出先機関の整理に関する条例議案の提出（伺）

要審査 有 有

R3-A-385 行政管理課 行政管理課 H21 21次世代育成支援行動計画（後期） 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定（伺） 要審査 有 有

R3-A-386 財政課 行政管理課 S29 ①第1類 県行政 4冊の3　44

・議決事項の送付（昭和29年9月定例会）
・会議の結果報告（昭和29年9月定例会）
・出席要求（昭和29年12月定例会）
・議決事項の送付（昭和29年12月定例会）
・休会の決定（昭和29年12月定例会）
・会期の延長（昭和29年12月定例会）

要審査 無 無
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電子データの
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R3-A-387 財政課 行政管理課 S29 ②第1類 県行政 4冊の2　43

・意見書の送付（昭和29年2月定例会）
・議決事項の送付（昭和29年2月定例会）
・会議の結果報告（昭和29年2月定例会）
・議決に伴う希望条件の送付（昭和29年2月定例会）
・意見書の送付（昭和29年4月臨時会）
・議決事項の送付（昭和29年4月臨時会）
・会議の結果報告（昭和29年4月臨時会）
・議決事項の送付（昭和29年6月定例会）
・会議の結果報告（昭和29年6月定例会）
・意見書及び決議書の送付（昭和29年6月定例会）

要審査 無 無

R3-A-388 財政課 行政管理課 S29 ③第1類 県行政 3冊の2　46
・議決事項の送付（昭和30年2月定例会）
・会議の結果報告（昭和30年2月定例会）
・議決事項の送付（昭和30年3月臨時会）

要審査 無 無

R3-A-389 財政課 行政管理課 S30 ④第1類 県行政 3冊の1　45

・第52回高知県議会定例会会議録
・第53回高知県議会臨時会会議録
・第54回高知県議会臨時会会議録
・第55回高知県議会定例会会議録
・第56回高知県議会定例会会議録
・第56回高知県議会合同審査会会議録
・第57回高知県議会定例会会議録

要審査 無 無

R3-A-390 財政課 行政管理課 S31 ⑤第1類 県行政 3冊の1　48

・第58回高知県議会合同審査会会議録
・第59回高知県議会定例会会議録
・第60回高知県議会臨時会会議録
・第61回高知県議会定例会会議録
・第62回高知県議会定例会会議録

要審査 無 無

R3-A-391
庶務課
警察本部秘書
企画課

行政管理課 S24 ⑥第1類 県行政 5冊の2　19

・高知県議会定例会招集（昭和24年2月定例会）
・昭和24年2月高知県議会定例会議案提出
・2月高知県議会定例会議案追加提出
・高知県公安委員任命
・條例制定並びに條例改正
・條例改正
・監査委員の選任
・2月県議会定例会議決諸件報告
・昭和24年4月高知県議会定例会議案提出
・高知県議会定例会招集（昭和24年6月定例会）

要審査 無 無

R3-A-392 庶務課 行政管理課 S24 ⑦第1類 県行政  5冊の5　22

・高知県議会定例会招集（昭和24年12月定例会）
・高知県職員定数條例の一部を改正する條例議案提出　伺
・高知県公会堂條例廃止條例議案提出
・12月定例議会に対する條例の提案
・12月県議会に対する條例議案提案
・12月高知県議会定例会議案提出
・12月県議会定例会議決諸件報告

要審査 無 無
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R3-A-393 庶務課 行政管理課 S24 ⑧第1類 県行政  5冊の3　20

・高知県議会定例会招集（昭和24年6月定例会）
・昭和24年6月高知県議会定例会議案提出
・高知県職員定数條例提案　伺
・監査委員の選任

要審査 無 無

R3-A-394 庶務課 行政管理課 S24 ⑨第1類 県行政  5冊の4　21

・稲熱病被害対策委員会設置條例制定並びに臨時議会提出
・県議会臨時会議決諸件報告
・意見書送付
・昭和24年8月高知県議会定例会議案提出
・一時借入金借入に関する変更議案提出　伺
・8月県議会定例会議決諸件報告
・高知県職員定数條例の一部を改正する條例議案提出　伺
・高知県社会教育委員に関する條例議案
・諮問提出
・10月県議会定例会議決諸件報告

要審査 無 無

R3-A-395 庶務課 行政管理課 S25 ⑩第1類 県行政  4冊の2　24

・昭和25年2月高知県議会定例会議案の提出
・高知県立城山高等学校の校舎及び敷地に関する所有権確認訴訟事件の和解
・高知県公安委員の任命
・高知県公安委員の辞任
・2月県議会定例会議決諸件報告
・昭和25年県議会　知事施政演説
・昭和25年4月高知県議会定例会議案の提出
・監査委員の辞任に伴う後任補充

要審査 無 無

R3-A-396 庶務課 行政管理課 S25 ⑪第1類 県行政  4冊の2　28
・昭和26年2月高知県議会定例会議案説明書（其の1）
・昭和26年2月高知県議会定例会議案説明書（其の2）
・昭和26年2月高知県議会定例会議案説明書（其の3）

要審査 無 無

R3-A-397 庶務課 行政管理課 S24 ⑫第1類 県行政  4冊の1　23

・昭和25年2月高知県議会定例会議案
・昭和25年2月高知県議会定例会追加議案
・昭和25年2月高知県議会定例会議案説明書（其の1）
・昭和25年2月高知県議会定例会議案説明書（其の2）

要審査 無 無

R3-A-398 企画調整課 行政管理課 S50S51S52
①昭和50・51年度　公社財団等予算決算報告
②昭和51・52年度　公社財団等予算決算報告

①・地方自治法第221条第3項に規定する法人の昭和50年度決算報告書及び昭
和51年度事業計画書等（提出）
（財団法人高知県心身障害者扶養財団、高知県開発財団、財団法人高知県林
業公社、高知県住宅供給公社、財団法人高知県中小企業公社、高知県土地開
発公社、財団法人高知県農業公社、財団法人高知県福祉基金、財団法人高知
県東京宿泊所運営会、高知県競馬施設公社、株式会社高知県漁業公社）
②・昭和51年度事業及び決算報告書、昭和52年度事業計画及び収支予算書の
提出（通知）
（財団法人高知県心身障害者扶養財団、高知県開発財団、株式会社高知県漁
業公社、財団法人高知県林業公社、高知県住宅供給公社、財団法人高知県中
小企業公社、高知県土地開発公社、財団法人高知県福祉基金、財団法人高知
県東京宿泊所運営会、高知県競馬施設公社、財団法人高知県農業公社、財団
法人県民文化ホール）

要審査 無 無
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識別番号
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作成課
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作成
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ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の
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電子データの

有無

R3-A-399 企画調整課 行政管理課 S53S54S55

①昭和53・54年度　公社財団等　予算決算報
告書
②昭和54・55年度　公社財団等　予算決算報
告書

①・地方自治法第221条第3項に規定する法人の昭和53年度事業及び決算報告
書、昭和54年度事業計画及び収支予算書（提出）
・昭和53年度事業及び決算報告書、昭和54年度事業計画及び収支予算書の提
出（通知）
（財団法人高知県心身障害者扶養財団、高知県開発財団、株式会社高知県漁
業公社、財団法人高知県林業公社、高知県住宅供給公社、財団法人高知県中
小企業公社、高知県土地開発公社、財団法人高知県農業公社、財団法人高知
県福祉基金、財団法人高知県東京宿泊所運営会、高知県競馬施設公社、財団
法人県民文化ホール、財団法人高知県空港周辺整備基金、財団法人高知県ス
ポーツ振興会、財団法人高知県教育造林事業団）
②・地方自治法第221条第3項に規定する法人の昭和54年度事業及び決算報告
書、昭和55年度事業計画及び収支予算書（提出）
・昭和54年度事業及び決算報告書、昭和55年度事業計画及び収支予算書の提
出（通知）
（財団法人高知県心身障害者扶養財団、高知県開発財団、財団法人高知県林
業公社、高知県住宅供給公社、財団法人高知県中小企業公社、高知県土地開
発公社、財団法人高知県農業公社、財団法人高知県福祉基金、財団法人高知
県東京宿泊所運営会、高知県競馬施設公社、財団法人県民文化ホール、財団
法人高知県空港周辺整備基金、財団法人高知県スポーツ振興会、財団法人高
知県教育造林事業団）

要審査 無 無

R3-A-400
企画振興課
企画調整課

行政管理課 S58S59S60S61

①昭和58・59年度　公社･財団等予算決算報
告書　
②昭和59・60年度　公社･財団等予算決算報
告書　
③昭和60・61年度　公社･財団等予算決算報
告書

①・地方自治法第221条第3項に規定する法人の昭和58年度事業及び決算報告
書並びに昭和59年度事業計画及び収支予算書
・昭和58年度事業及び決算報告書並びに昭和59年度事業計画及び収支予算書
の提出（通知）
(※対象は、(社)高知県林業公社、高知県住宅供給公社、(財)高知県中小企
業公社、(財)高知県心身障害者扶養財団、(財)高知県農業公社、高知県土地
開発公社、(財)高知県福祉基金、(財)高知県東京宿泊所運営会、(財)高知県
競馬施設公社、(財)県民文化ホール、(財)高知空港周辺整備基金、空港ビル
株式会社、(財)高知県スポーツ振興会、(財)高知県地域改善協会、(財)高知
県公園協会の15団体)
②・地方自治法第221条第3項に規定する法人の昭和59年度事業及び決算報告
書並びに昭和60年度事業計画及び収支予算書
・県1/2以上出資の公社等の経営内容の議会への報告（通知）
(※対象は、上記15団体から(財)高知県スポーツ振興会を除く14団体)
③・地方自治法第221条第3項に規定する法人の昭和60年度事業及び決算報告
書並びに昭和61年度事業計画及び収支予算書
(※対象は、上記15団体に土佐くろしお鉄道(株)を加えた16団体)
・昭和60年度事業及び決算報告書並びに昭和61年度事業計画及び収支予算書
の提出

要審査 無 無

R3-A-401 人事課 行政管理課 S24S25
①昭和24年　新給与切替に関する書類
②昭和25年　給与関係綴

①・地方職員の新給与（6，307円ベース）切替調査
②・語学手当
・超過勤務手当単価引上げ
・寒冷地手当及び石炭手当の支給
・県職員に対する年末手当の支給

要審査 無 無
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R3-A-402 人事課 行政管理課 S23S24
①昭和23年8月　新給与に関する資料
②昭和23・24年中　給与関係綴（2）

①昭和23年8月　新給与に関する資料
②・昭和22年法律第140号による臨時手当支給
・法令に基かざる年末諸手当
・昭和23年法律第8号による一時手当
・暫定加給支給要綱改正
・未復員職員に係る給与の支給等
・特別昇給による追給
・扶養手当の支給方
・未復員職員の新給与
・給与の支給日
・新給与実施に関する法律の運用
・語学手当
・給料の日割計算
・臨時年末手当の支給

要審査 無 無

R3-A-403 人事課 行政管理課 S26 昭和26年　給与関係通帳綴

・特殊勤務手当支給内規並びに要領制定
・長期療養者に対する年末手当の支給
・改正給与（8，000円ベース）の実施
・昇給の基準
・給料の支給日の繰上げ
・特殊勤務手当支給内規改正
・超過勤務手当の単価引上げ
・県職員に対する年末手当の支給
・給与の一部前借
・一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行

要審査 無 無

R3-A-404 人事課 行政管理課 S27 昭和27年　給与関係書類綴

・新給与切替に関する調査
・給与調
・給与の一部前借
知事、副知事、出納長、退職報償金
・給与の支給定日の繰上廃止
・特別昇給に関する内規制定
・特殊勤務手当支給内規の一部改正
・県職員に対する臨時手当支給
・勤務地手当地域区分改訂
・地方公共団体に勤務する国家公務員の給与実態調査

要審査 無 無

R3-A-405 人事課 行政管理課 S23

①昭和23年8月 新給与切替前の補正に関する
書類 総務部人事課
②昭和23年8月 新給与（2920円ベース）決定
に関する書類 総務部人事課

①・職員の給与
②・新給与
・新給与発令
・視学の新給与
・傭人の給与の切替

要審査 無 無

R3-A-406 人事課 人事課 S62 外国の機関等への派遣条例（原議）

・外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の制
定（伺）
・外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の制
定等の依頼（伺）

要審査 無 無

R3-A-407 人事課 人事課 S63 天皇陛下崩御 ・天皇崩御新聞記事等 要審査 無 無
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電子データの
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R3-A-408 知事公室 人事課 S61 S61  献血大会関係

・今回の行啓対応の特徴及び覚書　62.2.12メモ
・皇太子殿下行啓に係る報道関係者への現地説明会
・皇太子殿下行啓関係資料
・行啓各種資料
・献血大会資料
・献血大会行啓青森県（前回開催県）資料

要審査 無 無

R3-A-409 知事公室 人事課 S53 植樹祭（53年）資料

・植樹祭（53年）資料　知事公室
・行幸啓フィルム貸出簿　S55.2.8～
・土佐路の天皇陛下
・S53植樹祭写真ネガ

要審査 無 無

R3-A-410 人事課 人事課 S53 植樹祭（53年）記者会見
・各施設での説明者一覧表
・各説明者説明資料

要審査 無 無

R3-A-411
知事公室
人事課

人事課 S53 S53　第29回全国植樹祭（事前準備資料）

・行幸関係新聞切抜
・第29回全国植樹祭行幸関係資料　高知県行幸本部　等
・宮内記者宿泊案内等
・宮内記者会名簿等
・第29回全国植樹祭会場施設配置図等
・取材位置図詳細図等
・第29回全国植樹祭リハーサル関係　記録報道班
・第29回全国植樹祭行幸資料（総括）
・第29回全国植樹祭記念誌　高知県
・黒潮の航跡
・行幸記念誌　第29回全国植樹祭　昭和53年　高知県
・第29回全国植樹祭並行幸フィルム貸出・プリント申込表
・第29回全国植樹祭並天皇陛下行幸記念フィルム整理票　S53.5.20～
S53.5.24　行幸本部・記録報道班
・第二十九回全国植樹祭行幸（S53.5.20～S53.5.24）植樹祭関係
・第二十九回全国植樹祭行幸（S53.5.20～S53.5.24）二十日、二十一日、二
十二日、二十三日、二十四日
・第29回全国植樹祭関係資料
・S53植樹祭写真ポジフィルム①、②（アルバム使用分）

要審査 無 無

R3-A-412 知事公室 人事課 S61～S62
61年　献血大会（皇太子）　62年　高円宮妃
関係資料

①第22回献血運動推進全国大会皇太子殿下御日程　行啓関係参考資料①
②日赤高知県支部100周年大会高円宮妃来高
③S51.7　皇太子殿下　同妃殿下　自然公園大会ネガフィルム
④、⑤S61.7.22～24　皇太子殿下　献血運動推進全国大会ネガフィルム

要審査 無 無
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R3-A-413 人事課 人事課 S40～S49 叙勲　昭和40年代　通知文書　その他文書①

・叙勲及び褒章授与候補者
・市町村長等の在職年数調査（依頼）
・国の栄転を受けた委員等に記念品を贈ること（伺）
・紺綬褒章の授与基準等（通知）
・昭和46年秋の叙勲候補者
・春の叙勲候補者の犯罪歴等の調査
・名誉県民表彰制度
・明治百年記念外国人叙勲候補者の推せん
・消防関係藍綬褒章の具申（伺）
・中小企業関係者の褒章授与具申（伺）
・藍綬褒章の授与具申（伺）

要審査 無 無

R3-A-414 人事課 人事課 S40～S49 叙勲　昭和40年代　通知文書　その他文書②

①「改定栄転制度のあらまし」の作成配布（伺）
②市　給与等級別職務区分表、管手支給率表（S45.4.1～S55.4.1）
③叙勲にかかる理由書等参考例
④叙位・叙勲審査表綴（県吏員）
⑤叙勲・褒章参考綴
⑥昭和48年5月　栄典事務の手引（総理府賞勲局事務用）等
⑦勲章百年の歩み　昭和48年11月　総理府賞勲局

要審査 無 無

R3-A-415 地方課 人事課 H1 平成元年皇太子行啓 ・奉送迎実施要綱及び特別奉送迎者選定基準（伺） 要審査 無 無

R3-A-416 人事課 人事課 H1 H元　総体関係
・平成元年全国高等学校総合体育大会　御日程細々目
・63総体視察　開会式・弓道・バスケット　兵庫県
・元年高校総体行啓下検分資料

要審査 無 無

R3-A-417
人事課
人事企画課

人事課  H18H19 職員賞誉　H18～
・知事賞誉の授与
・職員賞誉の実施方法及び推薦（伺）
・職員賞誉の推薦の依頼（伺）

要審査 無 無

R3-A-418 人事課 人事課 H19 職員賞誉　H19後期
・知事賞誉の授与
・職員賞誉の推薦の依頼（伺）

要審査 無 無

R3-A-419 人事課 人事課 H20 知事賞誉　平成20年度

・知事賞誉授与式における知事コメント
・知事賞誉の授与
・部長賞誉賞（H20年度後期分）及び知事賞誉の実施（H20年度分）
・職員賞誉の実施

要審査 無 無

R3-A-420 人事課 人事課 H21 職員賞誉　平成21年度

・知事賞誉授与式における知事コメント
・知事賞誉の授与
・部長賞誉賞（H21年度後期分）及び知事賞誉の実施（H21年度分）
・職員賞誉の実施

要審査 無 無

R3-A-421 人事課 人事課 H19 職員表彰（内申書） ・表彰内申書、調書、人事記録カード 要審査 無 無

R3-A-422 人事課 人事課 H19 職員表彰
・職員表彰（勤続）の対象者
・職員表彰の内申

要審査 無 無

R3-A-423 人事課 人事課 H20 職員表彰（内申書） ・表彰内申書、調書、人事記録カード 要審査 無 無

R3-A-424 人事課 人事課 H20 職員表彰
・職員表彰（勤続）の対象者
・職員表彰の内申

要審査 無 無

R3-A-425 人事課 人事課 H21 職員表彰（内申書） ・表彰内申書、調書、人事記録カード 要審査 無 無
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R3-A-426 人事課 人事課 H21 職員表彰
・職員表彰（勤続）
・職員表彰の内申

要審査 無 無

R3-A-427 人事課 人事課 S63～H1 平成元年春の叙勲

・昭和64年春の叙勲（地方自治関係）候補者の上申（伺）
・昭和64年春の叙勲（環境庁関係）の推薦
・昭和64年春の叙勲（中小企業庁関係）の推薦
・昭和64年春の叙勲及び褒章候補者の推薦（農林水産関係）
・昭和64年春の叙勲（厚生省関係）候補者の推薦
・昭和64年春の叙勲候補者（建設省関係）の推薦
・昭和64年春の叙勲（消防庁関係）候補者の推薦
・平成元年春の叙勲・褒章の拝謁（伺）

要審査 無 無

R3-A-428 人事課 人事課 S63～H1 平成元年秋の叙勲

・平成元年秋の叙勲（地方自治関係）候補者の上申（伺）
・平成元年秋の叙勲（厚生省関係）候補者の推薦
・平成元年秋の叙勲候補者の推薦（農林水産関係）
・平成元年秋の叙勲候補者（建設省関係）の推薦
・平成元年秋の叙勲（消防庁関係）候補者の推薦（伺）
・平成元年秋の叙勲内定者にかかる伝達及び拝謁の通知（伺）

要審査 無 無

R3-A-429 人事課 人事課 S63～H1 平成元年褒章

・昭和64年春の褒章候補者（建設省関係）の推薦
・昭和64年春の褒章（消防庁関係）候補者の推薦（伺）
・昭和64年春の褒章（労働省関係）候補者の推薦
・昭和64年春の地方自治関係藍綬褒章受章候補者の具申（伺）
・藍綬褒章（地方自治関係）の辞退（伺）
・平成元年秋の黄綬褒章及び藍綬褒章授与候補者の推薦

要審査 無 無

R3-A-430 人事課 人事課 H26 27春、27秋地方自治叙勲通知文書他
・平成27年秋の叙勲候補者選考要領（地方自治関係）制定及び候補者の推薦
・平成27年春の叙勲候補者選考要領（地方自治関係）制定及び候補者の推薦

要審査 無 無

R3-A-431 人事課 人事課 H21～H26 記者発表資料平成21年秋～26年秋 ・叙勲･褒章に関する記者発表資料　平成21年秋～26年秋 要審査 無 無

R3-A-432 人事課 人事課 H21～H26 記者発表起案文書綴り　平成21春～26秋 ・叙勲に係る記者提供資料　平成21年春～26年秋 要審査 無 無

R3-A-433
人事課
人事企画課

人事課 H6～H18 県議会議員表彰関係文書
・議事概要（県議会議員県政功労者表彰式）
・県議会議員県政功労者表彰式における知事挨拶
・県議会議員の知事表彰の実施

要審査 無 無

R3-A-434 人事課 人事課 H26 高知県議会議員県政功労者表彰
・高知県議会議員県政功労者表彰の県政記者室への配付資料等（伺）
・県議会議員県政功労者表彰式における知事挨拶
・県議会議員の知事表彰の実施

要審査 無 無

R3-A-435 人事課 職員厚生課 S30 昭和30年度退職手当裁定原議　人事課

・退職手当の支給　
・失業者の退職手当の支給　
・失業者の退職手当の受給資格証交付　
・退職票の交付

要審査 無 無

R3-A-436 人事課 職員厚生課 S31 昭和31年度退職手当裁定原議　人事課

・退職手当の支給　
・失業者の退職手当の支給　
・失業者の退職手当の受給資格証交付　
・職員退職票の交付　
・退職手当の追給

要審査 無 無
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R3-A-437 人事課 職員厚生課 S32 昭和32年度退職手当裁定原議　人事課

・退職手当の支給　
・退職手当の差押金
・失業者の退職手当の支給　
・失業者の退職手当の受給資格証交付　
・職員退職票の交付　
・退職手当の裁定

要審査 無 無

R3-A-438 人事課 職員厚生課 S33 昭和33年度退職手当裁定原議　人事課

・勧しょうによる退職手当の裁定
・退職手当の支給　
・失業者の退職手当の受給資格証交付　
・退職手当の請求（返送）
・職員の退職手当の支給（照会）
・失業者の退職手当の支給
・退職手当の裁定
・職員の退職票の交付

要審査 無 無

R3-A-439 人事課 職員厚生課 S34 昭和34年度退職手当裁定原議　人事課

・退職手当の支給
・退職手当の裁定
・退職手当の裁定取消　
・退職手当の追給裁定　
・失業者の退職手当の受給資格証交付　
・職員の退職票の交付　
・失業者の退職手当の支給

要審査 無 無

R3-A-440 人事課 職員厚生課 S35 昭和35年度退職手当裁定原議　人事課

・給与条例の改正に伴う退職手当の裁定
・勧しょう退職による退職手当の裁定　
・退職手当の裁定　
・失業者の退職手当の支給　
・失業者の退職手当の受給資格証交付　
・失業者の退職手当の　
・職員の退職票の交付

要審査 無 無

R3-A-441 人事課 職員厚生課 S36 昭和36年度退職手当裁定原議　人事課

・勧奨退職による退職手当の裁定　
・退職手当の裁定　
・失業者の退職手当の支給
・失業者の退職手当の受給資格証交付

要審査 無 無

R3-A-442 人事課 職員厚生課 S37 昭和37年度退職手当裁定原議　人事課
・退職手当の裁定替
・退職手当の裁定

要審査 無 無

R3-A-443 人事課 職員厚生課 S38 昭和38年度退職手当裁定原議　人事課
・退職手当の裁定
・退職手当の裁定替
・特殊退職による退職手当の裁定

要審査 無 無

R3-A-444 人事課 職員厚生課 S39
昭和39年度退職手当裁定原義（勧奨、普通）　
人事課

・退職手当の裁定替
・退職手当の裁定
・失業者の退職手当の受給資格証交付
・退職票の交付

要審査 無 無
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R3-A-445 人事課 職員厚生課 S40
昭和40年度退職手当裁定原義（勧奨、普通、
過年度、死亡、失業者）　人事課

・退職手当の裁定替
・退職手当の裁定
・差押債権の支払い
・失業者の退職手当の受給資格証交付
・退職票の交付
・失業者の退職手当の（就職支度金）の支給

要審査 無 無

R3-A-446 人事課 職員厚生課 S41
昭和41年度退職手当裁定原義（勧奨、普通、
過年度、死亡、失業者）　人事課

・退職手当の裁定
・退職手当の裁定替
・失業者の退職手当の（就職支度金）の支給
・退職票の交付
・退職手当の戻入

要審査 無 無

R3-A-447 人事課 職員厚生課 S42 昭和42年度退職手当裁定原議　人事課
・退職手当の裁定
・退職手当の裁定替

要審査 無 無

R3-A-448 人事課 職員厚生課 S43 昭和43年度退職手当裁定原議　人事課

・退職手当の裁定
・人夫頭としての在職の確認
・退職手当の裁定替
・差押債権の支払い

要審査 無 無

R3-A-449 人事課 職員厚生課 S44
昭和44年度退職手当裁定原議　人事課　1冊
の1

・退職手当の裁定
・退職手当の裁定替

要審査 無 無

R3-A-450 人事課 職員厚生課 S45
昭和45年度退職手当裁定原議　人事課　1冊
の1

・退職手当の裁定
・退職手当の裁定替
・失業者の退職手当の受給資格証の交付
・職員退職票の交付

要審査 無 無

R3-A-451 人事課 職員厚生課 S46
昭和46年度退職手当裁定原議（勧奨、普通、
過年度、死亡）　2冊の1　人事課

・退職手当の裁定
・退職手当の裁定替

要審査 無 無

R3-A-452 人事課 職員厚生課 S46
昭和46年度退職手当裁定原議（臨時）　2冊
の2　人事課

・退職手当の裁定 要審査 無 無

R3-A-453 人事課 職員厚生課 S47
昭和47年度　第1類　退職手当裁定原議（勧
奨、普通、過年度、死亡）　人事課　2冊の1

・退職手当の裁定替
・退職手当の裁定

要審査 無 無

R3-A-454 人事課 職員厚生課 S47
昭和47年度　第1類　退職手当裁定原議（臨
時）人事課　2冊の2

・退職手当の裁定 要審査 無 無

R3-A-455 人事課 職員厚生課 S48
昭和48年度　第1類　退職手当裁定原議（臨
時、過年度、死亡）人事課　2冊の2

・退職手当の裁定
・退職手当の裁定替

要審査 無 無

R3-A-456 人事課 職員厚生課 S48
昭和48年度　第1類　退職手当裁定原議（勧
奨、普通）人事課　2冊の1

・退職手当の裁定替
・退職手当の裁定
・退職手当の支払先の変更

要審査 無 無

R3-A-457 人事課 職員厚生課 S49
昭和49年度　第1類　退職手当裁定原義（勧
奨、普通、過年度、死亡）　人事課　2冊の1

・退職手当の裁定替
・退職手当の裁定

要審査 無 無

R3-A-458 人事課 職員厚生課 S49
昭和49年度退職手当裁定原議（臨時）　2の2　
人事課

・退職手当の裁定 要審査 無 無
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R3-A-459 人事課 職員厚生課 S24 昭和24年度　退職手当裁定原案綴　第1冊 ・退職手当の支給 要審査 無 無

R3-A-460 人事課 職員厚生課 S23
昭和23年10月　昭和24年4月　行政整理　退
職手当

・退職手当の支給 要審査 無 無

R3-A-461 人事課 職員厚生課 S24
昭和24年6月行政整理に依る退職手当裁定原
案　人事課

・退職手当の支給 要審査 無 無

R3-A-462 人事課 職員厚生課 S23
昭和23年11月　昭和24年4月　行政整理　退
職手当　人事課

・退職手当の支給 要審査 無 無

R3-A-463 人事課 職員厚生課 S23、S24 23年24年度裁定退職手当 ・退職手当の支給 要審査 無 無

R3-A-464 人事課 職員厚生課 S26
自26年7月至同年12月退職手当等裁定原案綴　
高知県

・退職手当の支給　
・退職手当の裁定

要審査 無 無

R3-A-465 人事課 職員厚生課 S27 27年度退職手当裁定綴
・退職手当の支給　
・退職手当の追払　
・失業者の退職手当の支給

要審査 無 無

R3-A-466 人事課 職員厚生課 S27 27年1月至同年4月退職手当裁定原案綴その1
・退職手当の支給　
・退職手当の追給　
・失業者の退職手当の支給

要審査 無 無

R3-A-467
人事課
医務課

職員厚生課 S24
（24年8月昭和25年3月退職手当裁定原案綴第
二冊

・退職手当の支給 要審査 無 無

R3-A-468 人事課 職員厚生課 S25
昭和25年4月至同年8月間第一冊退職手当（一
般警職）裁定原案

・退職手当の支給　
・退職給与金裁定

要審査 無 無

R3-A-469 人事課 職員厚生課 S25
25年8月以降12月退職手当裁定原案つづり高
知県

・退職手当の支給　
・一時恩給裁定　
・一時扶助料裁定　
・失業者の退職手当の支給　
・退職給与金裁定　
・死亡賜金支給

要審査 無 無

R3-A-470 人事課 職員厚生課 S26 26年1月以降退職手当等裁定原案綴（1）
・退職手当の支給　
・失業者の退職手当の支給

要審査 無 無

R3-A-471 人事課 職員厚生課 S29 29年度（NO.1～99）退職手当裁定綴
・退職手当の支給　
・退職手当の条例第4条の規定による退職手当の支給

要審査 無 無

R3-A-472
人事課
國警縣本部会
計課

職員厚生課 S28 28年度退職手当支給伺綴
・退職手当の支給　
・退職金請求　
・退職手当の追給

要審査 無 無

R3-A-473 人事課 職員厚生課 S29 昭和29年度NO.2退職手当裁定綴
・退職手当の支給　
・退職給与金裁定

要審査 無 無

R3-A-474 人事課 職員厚生課 S27 昭和27年5月同年8月退職手当裁定綴その2 ・退職手当の支給 要審査 無 無

R3-A-475 人事課 職員厚生課 S28 昭和28年勇退職員退職手当伺綴 ・退職手当の支給 要審査 無 無

R3-A-476 人事課 職員厚生課 S28 昭和28年一．退職手当裁定原議
・退職手当の支給　
・失業者の退職手当の支給

要審査 無 無

R3-A-477 人事課 職員厚生課 S28 昭和28年勇退職員退職手当伺綴 ・退職手当の支給 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-478 人事課 職員厚生課 S28 昭和28年3月行政整理関係書類

・高知県退職手当の条例の臨時特例の施行に伴う関係者名簿
・昭和24年行政整理（平均額算出表）
・明治35年3月31日以前生まれ職員名簿
・高知県職員退職手当の条例の一部を改正する条例議案
・書翰案
・部課長等の恩給年限、現給等一覧表
・機構改正案
・新聞切抜（機構改革、人員整理）昭27.10.9～昭28.4.3

要審査 無 無

R3-A-479 人事課 職員厚生課 S29
昭和29年度一時恩給退職給与金一時扶助料裁
定原議

・一時恩給裁定　
・一時恩給請求書進達
・一時扶助料裁定　
・退職給与金裁定

要審査 無 無

R3-A-480
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S26
昭和26年9月～昭和27年7月一時恩給、一時扶
助料、死亡、賜金

・一時恩給裁定　
・死亡賜金支給　
・死亡賜金裁定　
・一時扶助料裁定

要審査 無 無

R3-A-481 人事課 職員厚生課 S28
昭和28年退職給与金、一時恩給、一時扶助料
裁定伺綴

・退職給与金裁定　
・一時恩給裁定　
・一時扶助料裁定　
・死亡賜金裁定

要審査 無 無

R3-A-482 人事課 職員厚生課 S28
昭和28年昭和28年法律第155号による恩給裁
定原議

・普通恩給裁定　
・普通恩給改定取り消し　
・普通恩給改定　
・普通恩給支給　
・扶助料改定　
・扶助料裁定

要審査 無 無

R3-A-483 人事課 職員厚生課 S23
昭和23年法律第190号に依る県吏員扶助料年
額改定伺綴

・扶助料年額改定 要審査 無 無

R3-A-484
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S29 昭和29年度退職給与金一時扶助料裁定原案

・退職給与金裁定　
・死亡賜金裁定　
・一時扶助料裁定　
・一時扶助料等の請求

要審査 無 無

R3-A-485 人事課 職員厚生課 S25
昭和26年1月以降一時恩給、一時扶助料、退
職給与金、死亡賜金裁定原案綴　第1冊

・一時扶助料裁定　
・死亡賜金支給　
・昭和に十一年勅令第六十八号による恩給改定　
・一時恩給支給　
・一時恩給裁定　
・退職給与金裁定　
・軍人扶助料改定

要審査 無 無

R3-A-486 人事課 職員厚生課 S27
昭和27年一時恩給、退職給与金、一時扶助
料、死亡賜金、裁定伺綴

・退職給与金裁定　
・一時恩給裁定　
・一時扶助料裁定　
・死亡賜金支給　
・死亡賜金裁定　
・死亡給与金裁定

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-487
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S27～S28
昭和27年8月起より28年6月まで一時恩給、一
時扶助料、死亡賜金綴　教育委員会

・死亡賜金裁定　
・一時扶助料裁定　
・一時恩給裁定　
・死亡賜金裁定　
・死亡給与金裁定

要審査 無 無

R3-A-488 人事課 職員厚生課 S20～S23
昭和20年12月～昭和23年10月恩給関係進達書
綴

・昭和に十一年勅令第六十八号による恩給証書改訂の件
・普通恩給請求
・一時扶助料請求
・一時恩給請求
・扶助料請求書進達
・普通恩給請求書進達
・恩給証書送付
・普通恩給改定請求
・普通恩給証書送付

要審査 無 無

R3-A-489 人事課 職員厚生課 S21 昭和21年度恩給裁定原議

・退隠料請求の件
・普通恩給請求の件
・普通恩給裁定の件
・退隠料証書下附の件
・退隠料証書交付の件
・退隠料裁定の件
・恩給裁定の件
・普通恩給裁定　
・恩給証書廃止の件

要審査 無 無

R3-A-490 人事課 職員厚生課 S20～S21
自昭和20年11月至昭和21年9月一般職員扶助
料裁定伺綴

・扶助料証書下附申請の件
・扶助料証書下附の件
・扶助料請求の件
・扶助料裁定

要審査 無 無

R3-A-491
学務課
教学課
人事課

職員厚生課 S23～S26
自昭和23年10月至昭和26年7月一時恩給裁定
原案（教員）

・一時恩給金の支給
・一時恩給支給に就て
・一時恩給裁定　
・一時恩給再裁定　
・普通恩給改定支給

要審査 無 無

R3-A-492 教委庶務課 職員厚生課 S24 昭和24年死亡賜金裁定原案 ・死亡賜金支給の件 要審査 無 無

R3-A-493 人事課 職員厚生課 S28
昭和28年昭和28年法律第155号による恩給裁
定原議

・普通恩給改定　
・扶助料裁定　
・普通恩給裁定

要審査 無 無

R3-A-494
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S27～S29 昭和27年9月～29年5月退職給与金綴（教員） ・退職給与金裁定 要審査 無 無

R3-A-495 人事課 職員厚生課 S24～S26 昭和24年3月至26年7月一時扶助料裁定原案
・一時扶助料支給
・一時扶助料裁定　
・一時扶助料改定支給

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-496
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S27
①昭和27年法律第244号による恩給改定案
②及び計算書（教委）

①・恩給退隠料の増額改定　
・昭和27年法律第244号に基づく恩給改定調書（県吏員退隠料､県吏員扶助
料､文官普通恩給､文官扶助料､警察職員普通恩給､警察職員扶助料､文官公務
扶助料､警察職員増加恩給､警察職員公務扶助料）
・普通恩給改定　
②・恩給改定通知
・恩給増額改定　
・昭和22年7月1日より昭和23年6月30日の間に於ける退職者の恩給改定計算
書
・扶助料増額改定計算書
・恩給改定計算書
・改姓に伴う恩給証書の書換へ
・普通恩給証書の再交付　
・扶助料証書の再交付

要審査 無 無

R3-A-497 警務課 職員厚生課 S11 一時恩給警部補巡査（Ｓ11以降） ・昭和11年以降警部補　巡査恩給証書判決簿 要審査 無 無

R3-A-498
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S28.29

自昭和28．8．1～至昭和30．3．1間死亡、革
姓、再交付関係書類綴
及び昭和28年法律第157号による恩給金額改
定計算書

・恩給額の改定　
・受給権消滅通知
・恩給受給権
・扶助料証書
・改姓による恩給証書の書換
・受給権消滅　
・受給権調査
・恩給証書の再交付
・恩給年額増額改定通知
・恩給（扶助料）年額改定支給額票の交付
・受給権消滅に伴う台帳整理
・受給権消滅に伴う恩給台帳の処理
・死亡届と恩給未受領分
・死亡に伴う届出書
・扶助料証書の再交付
・普通恩給権者の死亡に伴う届け

要審査 無 無

R3-A-499 人事課 職員厚生課 S28
昭和28年1月分以降｢昭和23年6月30日以前に
給付事由の生じた恩給の特別措置に関する法
律｣にもとづく恩給全額改定計算書（教委）

・恩給増額改定
・恩給退隠料等の年額改定　
・遺族扶助料年額改定　
・恩給年額改訂　
・普通恩給年額更正　
・扶助料年額更正　
・公務扶助料年額更正

要審査 無 無

R3-A-500
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S25
昭和25年法律第184号による恩給金額改定計
算書（教委）

・昭和25年5月法律第184号の公布に伴い教育職員分の恩給並びに扶助料年額
を改定増額　
・恩給証書再交付　
・増額改定恩給証書の交付
・扶助料証書再交付　
・恩給金の支払等

要審査 無 無

R3-A-501 人事課 職員厚生課 S23 昭和23年法律第109号に依る扶助料改定伺 ・扶助料年額改定 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-502
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S26
昭和26年法律第306号による恩給増額改定計
算書(教委）

・恩給年額の増額改定
・扶助料証書の交付
・普通恩給証書の交付
・氏名変更　
・恩給証書の再交付　
・扶助料年額更正　
・扶助料証書再交付　
・改姓に伴う恩給証書の書換へ　
・恩給証書の名義是正

要審査 無 無

R3-A-503 人事課 職員厚生課 S26 昭和26年　恩給等　警察、一般職員裁定原議

・扶助料裁定　
・扶助料改定　
・扶助料支給　
・退隠料裁定　
・普通恩給裁定　
・普通恩給請求
・普通恩給証書再交付　
・増加恩給の改定
・恩給証書再交付　
・恩給の取消裁定
・履歴事項の誤謬による再認改定
・在職年計算
・恩給支給　
・十月分警察職員普通恩給追加支給

要審査 無 無

R3-A-504 人事課 職員厚生課 S25
昭和25年　法律第184号に依る恩給改定綴　
警察職員

・普通恩給（扶助料）年額更正 要審査 無 無

R3-A-505 教委庶務課 職員厚生課 S23～S26
昭和24年3月　昭和26年7月　死亡賜金裁定原
案

・元教育職員遺族に対する死亡賜金支給 要審査 無 無

R3-A-506 人事課 職員厚生課 S28
昭和28年　退隠料　普通恩給　扶助料　裁定
原議

・扶助料裁定　
・普通恩給裁定　
・履歴事項　回答
・普通恩給再任改定　
・履歴事項の証明（依頼）
・退隠料裁定　
・扶助料改定　
・普通恩給支払　
・履歴事項　照会
・未受領普通恩給支給　
・未受領退隠料支払　
・一時恩給支給の有無　照会
・加給員数の変動による扶助料改定

要審査 無 無

R3-A-507
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S24
昭和24年度　普通恩給裁定原議　その2（教
員）

・普通恩給裁定　
・普通恩給
・恩給法第64条の2の適用方

要審査 無 無

R3-A-508 人事課 職員厚生課 S23
昭和23年法律第190号に依る文官普通恩給年
額改定伺綴

・普通恩給年額改定 要審査 無 無

R3-A-509
教学課
社寺教学課

職員厚生課 S21
昭和21年4月から5月　普通恩給裁定原案（教
員）

・普通恩給支給の件
・普通恩給再任改定の件

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-510
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S24
昭和24年度　普通恩給裁定原議その1（教
員）

・普通恩給支給
・普通恩給再任改定
・普通恩給裁定　
・普通恩給再任改定　
・一時恩給支給

要審査 無 無

R3-A-511 人事課 職員厚生課 S21.22
昭21・22年度恩給・（含退隠料）（知事部
局）

・一時恩給請求の件
・退職給与金請求の件
・退職給与金裁定の件
・一時恩給裁定の件
・一時恩給支給　
・一時恩給裁定
・退職給与金裁定　
・一時扶助料請求の件

要審査 無 無

R3-A-512
社寺教学課
教学課

職員厚生課 S21.22
自昭和21年1月　至同年3月普通恩給裁定原案
綴

・普通恩給支給の件 要審査 無 無

R3-A-513
社寺教学課
教学課

職員厚生課 S20
昭和20年10月より昭和21年3月扶助料裁定原
案

・扶助料支給の件
・扶助料裁定の件
・扶助料証書再発行ニ関スル件

要審査 無 無

R3-A-514 教学課 職員厚生課 S21.22 扶助料裁定原案　昭21年分　1冊 ・扶助料支給の件 要審査 無 無

R3-A-515 教学課 職員厚生課 S22 扶助料裁定原案　昭22年分　1冊
・扶助料支給
・扶助料受給権者改定に就て
・扶助料支給に就て

要審査 無 無

R3-A-516 警務課 職員厚生課 S20 昭和21年警察恩給裁定伺

・普通恩給支給の件
・一時恩給支給の件
・扶助料支給の件
・恩給証書再申請ニ関スル件
・一時扶助料支給の件
・恩給証書再交付願に就て

要審査 無 無

R3-A-517 警務課 職員厚生課 S18 昭和18年　恩給関係書類　警務課

・普通恩給支給の件
・死亡賜金支給の件
・扶助料証書再交付ニ関スル件
・扶助料支給の件
・公務ニ依ル死亡承認ニ関スル件

要審査 無 無

R3-A-518 社寺教学課 職員厚生課 S20
自昭和20年10月至昭和21年1月　普通恩給裁
定原案

・普通恩給支給の件
・普通恩給裁定の件
・普通恩給再任改定の件

要審査 無 無

R3-A-519 警務課 職員厚生課 S19 恩給裁定関係昭和19年

・受恩給舎死亡届の件
・扶助料証書返納届の件
・普通恩給支給の件
・在職年及加算年に関する件
・扶助料支給の件
・恩給証書再交付に関する件
・恩給証書名前書換の件

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-520 人事課 職員厚生課 S26～S28
自昭和26年1月至昭和29年3月恩給進達伺綴　
人事課

・普通恩給請求書の進達
・一時恩給請求書進達
・普通恩給請求書再進達
・所得税に関する通報書の送付
・履歴事項及び加算の証明
・履歴事項の照会
・扶助料請求書の進達
・普通恩給改定請求書の進達
・扶助料請求書再進達

要審査 無 無

R3-A-521
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S26
昭和26年法律第87号恩給増額改定計算書　教
育委員会

・普通恩給並びに遺族普通扶助料年額の増額改定　
・恩給証書の再交付
・恩給証書の紛失
・改姓に伴う恩給証書の書換
・昭和26年法律第87号施行に伴う改定恩給証書の交付
・恩給増額に伴う死亡者の追加支給
・扶助料証書再交付

要審査 無 無

R3-A-522 人事課 職員厚生課 S27 昭和27年普通恩給・退隠料・扶助料裁定綴

・扶助料裁定　
・覚書解除による普通恩給裁定　
・普通恩給裁定　
・扶助料請求書類
・恩給証書の記載事項の訂正　
・扶助料支給　
・再任改定
・普通恩給再任改定　
・履歴及び加算の証明
・普通恩給失権通知
・恩給証書提出
・扶助料請求書式

要審査 無 無

R3-A-523
教委庶務課
人事課

職員厚生課 S28
昭和28年8月～29年3月まで　一時恩給・一時
扶助料・死亡賜金裁定綴(教育委員会)

・死亡賜金裁定　
・一時恩給裁定　
・一時扶助料裁定　
・死亡給与金裁定　
・履歴事項照会
・一時扶助料等の請求

要審査 無 無

R3-A-524
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S29 昭和29年度一時恩給裁定原議(教員)

・一時恩給裁定　
・一時恩給請求
・一時恩給の基礎俸給
・一時恩給並びに退職手当の請求
・履歴事項照会
・一時恩給並びに退職手当の支給

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-525 人事課 職員厚生課 S24.25
昭和24・25年中に於ける恩給(警職）裁定原
案綴　高知県

・一時恩給裁定　
・普通恩給裁定　
・昭和33年法律第190号に依る普通恩給改定　
・普通恩給改定　
・履歴事項照会
・扶助料改定　
・扶助料裁定

要審査 無 無

R3-A-526

警察部警務課
警察隊会計課
警察部会計課
警察本部会計
課

職員厚生課 S22～S24
自昭和22年4月至昭和24年4月警察職員恩給裁
定伺綴

・一時恩給支給の件
・普通恩給支給の件
・扶助料支給の件
・一時扶助料支給の件
・昭和23年法律第190号ニ依ル扶助料改定計算書
・昭和23年法律第190号ニ依ル普通恩給改定計算書
・恩給年金改定計算書
・扶助料金額計算書
・扶助料金額改定計算書

要審査 無 無

R3-A-527 人事課 職員厚生課 S25 昭和25年度恩給裁定原案　第1冊

・退職給与金裁定　
・一時扶助料裁定　
・死亡賜金支給　
・扶助料裁定　
・一時恩給裁定　
・死亡給与金支給　
・一時扶助料請求書進達
・普通恩給裁定　
・普通公務傷病に因る給請求書進達
・扶助料年額改定　
・履歴事項照会
・普通恩給進達
・普通恩給支給の件

要審査 無 無

R3-A-528
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S28.29
昭和28年8月以降昭和29年7月迄　扶助料裁定
原案　教育委員会

・扶助料裁定　
・扶助料請求
・履歴事項等照会
・履歴事項
・扶助料の請求
・普通恩給請求書の送付

要審査 無 無

R3-A-529
人事課
教委庶務課
教学課

職員厚生課 S28.29
自昭和28年8月至昭和29年7月普通恩給裁定原
案　高知県教育委員会

・普通恩給裁定　
・履歴事項照会
・氏の変更
・普通恩給の請求
・再任改定上の資料
・俸給等発令事項照会
・教職並びに公職追放解除による普通恩給の請求
・恩給及び退職手当の請求
・恩給証書送付
・再任改定通知
・普通恩給金額計算書（照会）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-530
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S26～S28
扶助料裁定原案自昭和26年9月至昭和28年7月　
扶助料裁定原案高知県教育委員会

・扶助料裁定　
・扶助料改定　
・扶助料請求
・扶助料受給権
・扶助料裁定　
・恩給請求
・恩給証書の交付
・扶助料支給
・生死調書
・恩給過払金
・戸籍謄本
・死亡届及び扶助料の請求

要審査 無 無

R3-A-531
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S26～S28
昭和26．9～28．7普通恩給裁定原案(教員）
人事課

・普通恩給裁定　
・改定恩給証書の交付
・普通恩給金額の是正
・普通恩給年額改定　
・普通恩給裁定　
・元教員の在外地加算
・元教員の履歴事項
・普通恩給の請求
・若年停止排除　
・履歴事項照会
・退職手当の並びに恩給請求

要審査 無 無

R3-A-532 人事課 職員厚生課 S24 普通恩給裁定原案　昭和24年度　その3 ・普通恩給裁定 要審査 無 無

R3-A-533 人事課 職員厚生課 S25 普通恩給裁定原案　昭和25年度 ・普通恩給裁定 要審査 無 無

R3-A-534 人事課 職員厚生課 S25 扶助料裁定原案　昭和25年度 ・扶助料裁定 要審査 無 無

R3-A-535 教学課 職員厚生課 S22
昭和22年中2冊のうち第2冊普通恩給裁定原案　
高知県　勅令第68号による除算年調査済

・普通恩給支給の件
・普通恩給支給

要審査 無 無

R3-A-536
学務課
教学課
人事課

職員厚生課 S23
昭和23年度1月12月間普通恩給裁定原案（昭
和23年度恩給裁定原議高知県1冊）

・普通恩給支給
・普通恩給支給の件

要審査 無 無

R3-A-537 教学課 職員厚生課 S22 昭和22年度普通恩給裁定原案　2冊の第1冊 ・普通恩給支給の件 要審査 無 無

R3-A-538 人事課 職員厚生課 S24
昭和24年度　扶助料裁定原案　昭和24．4～
昭和25．3

・扶助料裁定　
・扶助料支給

要審査 無 無

R3-A-539
警察部警務課
警察部会計課

職員厚生課 S22 昭和22年度警察職員恩給裁定伺綴

・一時恩給支給の件
・普通恩給支給の件
・扶助料支給の件
・一時扶助料支給の件
・恩給証書再交付
・恩給等の改定に付て

要審査 無 無

R3-A-540 職員厚生課 職員厚生課 S23
昭和23年法律第190号に依る警察職員普通恩
給年額改定伺綴

・昭和23年法律第190号に依る普通恩給改定計算書 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-541

学務課
教学課
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S23 扶助料裁定原案　昭和23年分1冊

・元教育職員遺族に対し扶助料支給
・元教育職員履歴事項　照会
・扶助料権者の死亡の届出に依り次順位者に扶助料証書交付　
・扶助料

要審査 無 無

R3-A-542 人事課 職員厚生課 S23
昭和23年法律第190号に依る退隠料年額改定
伺綴

・退隠料年額改定 要審査 無 無

R3-A-543 農政課 職員厚生課 S25.27 農産物検査員履歴書（人事課）
・食糧検査員の高知県在勤中の勤務に対し勤務時間に対し勤務をなした事の
証明

要審査 無 無

R3-A-544
人事課
教委庶務課

職員厚生課 S25～S26
自昭和25．10至昭和26．8　普通恩給裁定原
案

・昭和26年法律第87号施行に伴う改定恩給証書の交付
・裁定済の普通恩給受給者の当該基礎在職年数記載誤りの申出通り改定　
・普通恩給裁定　
・扶助料受給者の年額に誤算があり改正等　
・元教員の履歴事項

要審査 無 無

R3-A-545 警察部警務課 職員厚生課 S21
昭和21年（イ以下オ）　恩給受給報告書綴　
（一）　国警高知県本部

・扶助料受給報告書
・普通恩給受給報告書

要審査 無 無

R3-A-546 警察部警務課 職員厚生課 T9～12
大正9～12年　大正9年法律第19号　大正11年
法律第18号　大正12年法律第48号　に依る恩
給改定伺　人事課

・大正9年法律第19号に依る恩給改定　
・大正11年法律第18号に依る恩給改定　
・大正12年法律第48号に依る恩給改定

要審査 無 無

R3-A-547

教学課
社寺教学課
学務課
人事課

職員厚生課 S22、S23 一時扶助料裁定原案　(昭22・23年度）

・元教育職員遺族に対する一時扶助料支給
・元教育職員の履歴事項に関する件
・元教育職員の履歴事項調査　照会
・一時扶助料

要審査 無 無

R3-A-548 人事課 職員厚生課 S25 一時恩給裁定裁定原案　昭和25年度 ・一時恩給裁定 要審査 無 無

R3-A-549
教学課
学務課
教委庶務課

職員厚生課 S21～S23
昭和21・22・23年度　死亡賜金裁定原案　高
知県

・死亡賜金支給の件
・死亡賜金支給

要審査 無 無

R3-A-550 人事課 職員厚生課 S23、S24 昭和24年1月　24年12月　一般職員裁定

・扶助料裁定　
・普通恩給裁定　
・退隠料裁定　
・死亡給与金支給　
・死亡賜金支給　
・退職給与金裁定　
・一時扶助料裁定　
・一時恩給裁定　
・昭和21年勅令第68号に依る恩給改定

要審査 無 無

R3-A-551 人事課 職員厚生課 S29 昭和29年度　普通恩給・扶助料　裁定綴

・普通恩給裁定　
・扶助料裁定　
・未受領扶助料支給　
・恩給証書交付　
・恩給証書再交付　
・恩給証書廃止　
・普通恩給年額改定支給額票再交付　
・未支払普通恩給支給　
・未支払退隠料の支給　
・遺族扶助料の裁定　
・扶助料改定

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-552

人事課
警務課
警察部会計課

職員厚生課 S28
昭和28年　昭和28年法律第155号による恩給
裁定伺綴

・普通恩給裁定　
・普通恩給改定　
・裁定

要審査 無 無

R3-A-553 教学課 職員厚生課 S21
自　昭和21年6月　至　昭和21年9月　普通恩
給裁定原案　高知県

・普通恩給支給の件 要審査 無 無

R3-A-554
社寺教学課
教学課

職員厚生課 S20
昭和20年分　一時恩給・死亡賜金・一時扶助
料　高知県

・一時恩給支給の件
・死亡賜金支給の件
・死亡賜金給与ニ関スル件
・一時扶助料支給の件
・扶助料ニ関スル件

要審査 無 無

R3-A-555 人事課 職員厚生課 S20～22
昭和20年以降23年末　恩給・死亡（給与）賜
金　裁定原案綴　(人事課)

昭和20年以降23年末　恩給・死亡（給与）賜金　裁定原案綴　(人事課) 要審査 無 無

R3-A-556 人事課 職員厚生課 S20 昭和20年　高等官以下任免進退　2　人事課 昭和20年　高等官以下任免進退　2　人事課 要審査 無 無

R3-A-557 人事課 職員厚生課 S24.25
普通恩給台帳　永年保存　自昭和24年9月　
至昭和25年12月

普通恩給台帳　永年保存　自昭和24年9月　至昭和25年12月 要審査 無 無

R3-A-558
學務課
教学課
人事課

職員厚生課 S23 一時恩給裁定原案　昭和23年度　(教員) 一時恩給裁定原案　昭和23年度　昭和23年2月～昭和24年3月(教員) 要審査 無 無

R3-A-559 人事課 職員厚生課 S21・Ｓ24 退職手当裁定原案

・Ｓ21年　行政整理　退官　退職手当の書類（写）
・昭和23年､24年度裁定　退職手当の　人事課（写）
・昭和23年11月､24年3月行政整理　退職手当の　人事課（写）
・昭和24年度（会計年度）　昭和24年3月～7月並びに警察職員を含む　退職
手当の裁定原案綴　第1冊　高知県（写）

要審査 無 無

R3-A-560 人事課 職員厚生課 S21 行政整理退官退職手当書類 ・昭和21年行政整理退官退職手当の書類　人事課 要審査 無 無

R3-A-561 財政課 財政課 26 H26決算特別委員会

・決算特別委員会（総務部）における審議の概要
・決算特別委員会　総務部長、各課長説明メモ
・平成25年度　決算審査資料　総務部
・平成25年度決算審査資料の提出（伺）

要審査 無 無

R3-A-562 財政課 財政課 26 26年度　2月議会　～総務部

・総務委員会（総務部）における審議の概要
・平成27年2月定例会　総務委員会　総務部長、各課長説明
・総務委員会資料　平成27年2月高知県議会定例会　議案補足説明資料　総
務部
・総務委員会資料　平成27年2月高知県議会定例会　報告事項　総務部
・平成27年2月定例会　予算委員会、一般質問　総務部関係答弁
・平成27年2月定例会　会派説明資料
・平成27年2月定例会において可決した意見書議案に係る経過措置　税務課

要審査 無 無

R3-A-563 財政課 財政課 26 26年度　12月議会　～総務部

・総務委員会（総務部）における審議の概要
・総務委員会資料　平成26年12月高知県議会定例会　議案補足説明資料　総
務部
・平成26年12月定例会　総務委員会　総務部長、各課長説明
・平成26年12月定例会　一般質問　総務部関係答弁
・平成27年2月定例会　会派説明資料

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-564 財政課 財政課 26 26年度　9月議会　～総務部

・議会での発言の訂正
・総務委員会（総務部）における審議の概要
・総務委員会資料　平成26年9月高知県議会定例会　議案補足説明資料　総
務部
・平成26年9月高知県議会定例会　総務委員会　総務部長、各課長説明
・平成26年9月定例会　予算委員会、一般質問　総務部関係答弁
・平成26年9月定例会　会派説明資料
・平成27年2月定例会において可決した意見書議案に係る経過措置　総務部
関係
・総務委員会資料（出先機関等の調査事項の取りまとめ）総務部
・総務委員会資料（出先機関等の調査事項の取りまとめ）　報告事項　総務
部

要審査 無 無

R3-A-565 財政課 財政課 26 26　決算特別委員会（25年度決算）

・決算特別委員会（総務部）における審議の概要
・決算特別委員会　総務部長、各課長説明メモ
・平成25年度　決算審査資料　総務部
・決算特別委員会の提出資料

要審査 無 無

R3-A-566 財政課 財政課 26 26年度　6月議会　～総務部

・平成26年度常任委員会における業務概要説明資料の提出（伺）
・平成26年度　総務委員会　業務概要説明　総務部長、各課長説明
・平成26年度　業務概要説明資料　報告事項　総務部
・総務委員会（総務部）における審議の概要
・議会での発言の訂正
・総務委員会資料　平成26年6月高知県議会定例会　議案補足説明資料　総
務部

要審査 無 無

R3-A-567 財政課 財政課 26 26議会・委員会関係

・平成26年度　総務委員会　業務概要説明　総務部長、各課長説明
・平成26年度　業務概要説明資料　総務部
・総務委員会資料　平成26年6月、9月、12月、2月高知県議会定例会　議案
補足説明資料　総務部
・平成26年6月、9月、12月、2月定例会　総務委員会　総務部長、各課長説
明
・総務委員会資料（出先機関等の調査事項の取りまとめ）総務部
・総務委員会資料（出先機関等の調査事項の取りまとめ）　報告事項　総務
部
・総務委員会（総務部）における審議の概要
・総務委員会資料　平成26年12月高知県議会定例会　報告事項　総務部

要審査 無 無

R3-A-568
財務課
財政課

財政課 S30
①昭和30年度　起債関係通達
②昭和30年度　起債許可申請書綴
③昭和30年度　県債償還関係

①・縣金庫運用金一時融通
・昭和29年度公募地方債登録
・貸付金受入
・地方債増減報告書提出
・証券受領書送付
②・昭和30年度職員退職手当起債許可（申請）
・昭和30年度発生災害単独復旧事業費起債許可（申請）
・昭和30年度病院転貸事業起債許可（申請）
・昭和30年度起債許可（申請）
③・県債償還
・公債償還

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-569 財政課 財政課 S52 昭和52年度　県債償還

・特定郵便局舎建設資金転貸貸付金の償還
・当座借越金に対する利子の支払い
・一時借入金の償還
・一時借入金の一部償還
・高知県企業局への償還
・県債の償還
・県債の利子支払

要審査 無 無

R3-A-570 財政課 財政課 S53 昭和53年度　県債償還

・特定郵便局舎建設資金転貸貸付金の償還
・高知県企業局への償還
・一時借入金の償還
・当座借越金に対する利息の支払い
・中小企業従業員住宅建設事業債の繰上償還
・県債の繰上償還
・転貸債の繰上償還
・転貸貸付金の繰り上げ償還
・県債の償還
・県債の利子支払

要審査 無 無

R3-A-571 財政課 財政課  S50S51
①昭和50年度　県債償還
②昭和51年度　県債償還

①・県債の利子支払
・県債前借利子の支払
・県債の償還
・当座借越金に対する利息の支払い
・一時借入金の償還
・一時借入金の利子支払
・特定郵便局舎建設資金転貸貸付金の償還
②・特定郵便局舎建設資金転貸貸付金の償還
・県債登録手数料の支払
・昭和50年度発行の県債に係る手数料の支払い
・当座借越金に対する利子の支払い
・一時借入金の償還
・一時借入金利子の支払い
・高知県電気事業会計への償還
・県債の利子支払
・県債前借利子の支払
・県債の償還

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-572 財政課 財政課 S30

①昭和30年度　単独起債査定資料
②昭和30年度　起債査定資料　その2
③昭和30年度　起債査定資料　その3
④昭和30年度　厚生年金積立還元融資書類

①・昭和30年度　一般単独事業　過年度単独災復旧事業　病院事業　起債調
査票
②・昭和30年度一般補助事業費、過年度補助災害復旧事業費起債許可予定額
の充当結果
・昭和30年度一般補助事業起債予定予定額変更申請
③・昭和30年発生災害復旧補助事業費及び過年度単独災害復旧事業費起債許
可予定額配分の充当結果
・昭和30年発生単独災害の復旧事業費に対する起債許可予定額配分の充当結
果
④・病院建設事業に対する厚生年金保険積立金の還元融資
・昭和30年度厚生年金保険積立金の還元融資による病院建設事業に対する転
貸
・昭和30年度起債事前調査資料提出
・昭和30年度日赤高知支部病院事業起債計画書送付

要審査 無 無

R3-A-573 財政課 財政課 S45S46S47
①昭和45年度　県債償還関係綴
②昭和46年度　県債償還関係綴
③昭和47年度　県債償還関係綴

①・県債の償還
・県債の償還及び支払手数料の支払
・転貸貸付金の償還（通知）
・起債前借に対する利子の支払
・財政調整資金（災害つなぎ資金）の利子支払
・当座借越金に対する利息の支払い
②・県債の償還及び支払手数料の支払
・財政調整資金の利子支払
・当座借越金に対する利息の支払い
・県債の償還
・特定郵便局舎建設資金転貸貸付金の償還（通知）
・起債前借に対する利子の支払
・県債の繰上償還
③・県債の償還
・県債の利子支払
・特定郵便局舎建設資金転貸貸付金の償還（通知）
・県債の償還及び支払手数料の支払
・当座借越金に対する利息の支払い
・県債の繰上償還

要審査 無 無

R3-A-574 財政課 財政課 S33
①昭和33年度　起債査定資料（一）
②昭和33年度　起債査定資料（三）
③昭和33年度　県債償還伺綴

①・昭和33年度一般補助事業費に対する起債充当結果
・昭和33年度現年発生補助災害復旧事業費及び現年発生単独災害復旧事業費
に対する起債許可予定額の充当結果
・昭和33年度発生単独災害復旧事業計画書の変更
・電力株の増資引受けに対する起債許可
・電力株の増資引受けに対する全額起債措置の要望
・昭和33年度発生単独災害復旧事業費起債計画書提出
②・昭和33年度発生単独災害復旧事業費起債計画書
・過年度単独災害復旧事業起債計画書提出
③・県債償還

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-575 財政課 財政課  S48S49 
①昭和48年度　県債償還
②昭和49年度　県債償還

①・県債の償還
・県債の償還及び支払手数料の支払
・利子の支払
・当座借越金に対する利息の支払い
・特定郵便局舎建設資金転貸貸付金の償還
・登録手数料の支出
②・特定郵便局舎建設資金転貸貸付金の償還
・登録手数料の支出
・一時借入金の利子の支払
・当座借越金に対する利子の支払い
・県債の利子の支払
・県債の償還

要審査 無 無

R3-A-576
財務課
庶務課

財政課  S27S28

①昭和27年度　長期借入書類綴
②昭和27年度　県債償還関係綴
③昭和27年度　起債許可稟請綴
④昭和28年度　地方職員共済組合住宅資金借
入書類
⑤昭和27・28年度　厚生年金保険転貸書類綴

①・資金運用部長期資金借入
・資金運用部資金借入
・資金運用部資金に関する調書提出
・住宅建設転貸貸付金借入
・住宅建設資金借入
・住宅建設資金転貸
②・縣債償還
・所得税法附則第五條による所得税納付
・経過利子支拂
・政府貸付金償還
③・電力株引受に要する起債申請
・昭和27年度第三回分起債許可申請
・昭和27年度起債許可書送附
④・職員住宅建設費起債及び償還方法議案提出
・住宅資金借入
・保養所又は宿泊所の設置等の福祉事業資金借入
・保養所又は宿泊所の設置等の福祉事業計画　伺
⑤・住宅施設に対する厚生年金保険積立金の還元融資
・住宅施設事業起債及び償還方法議案提出
・厚生年金保険積立還元融資による住宅建設転貸資金
・建物抵当権設定登記に関する件
・勤労者住宅建設資金の繰上償還に伴う貸付契約の破棄

要審査 無 無

R3-A-577
庶務課
財務課

財政課   S22S23S26S29

①昭和22・23年度　県債償還書類
②昭和26年度以降　登録債券領収証綴　庶務
課
③昭和29年度　起債許可申請書

①・預金部資金元利金支払計算書
・縣債償還
・縣債遅延利子
・特別會計繰入金利子支払
・縣債取扱手数料の改訂
・縣債繰上償還
②・證券受領通知
③・昭和29年度起債許可申請
・電力増資株引受けに要する起債許可申請

要審査 無 無

R3-A-578 財政課 財政課 S36S37
①昭和36年度　借入書類
②昭和37年度　起債許可

①・昭和36年度長期資金借入れ書類の整備
・四国電力出資債、高校整備事業債（土地）の借り入れ　伺
・渡船建造事業起債長期借入申込書
・交通事業起債借入期日の延期
・昭和36年度長期資金の借入れ
・昭和36年度地方債事業計画変更
②・地方債の許可申請

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-579 財政課 財政課 S34
①昭和34年度　起債借入書類
②昭和34年度　起債査定書類

①・長期資金の受入
・種畜場建設事業新旧対照表提出
・昭和34年度長期資金の借入
・歳計現金の振替
・昭和34年度簡保資金の長期借換並びに借入
・長期資金借入申込
・四国電力出資債の借入
②・昭和34年度現年度補助災害復旧事業起債充当
・昭和34年度過年度補助災害復旧事業費に対する起債充当
・昭和34年度発生単独災害復旧事業計画の一部変更
・昭和34年度現年度発生補助災害復旧事業費及び現年度発生単独災害復旧事
業費に対する起債許可予定額の充当結果
・昭和34年度発生単独災害復旧事業計画書の提出
・昭和34年度過年度単独災害復旧事業費に対する起債充当
・過年度単独災害復旧事業起債計画書
・昭和34年度起債の充当替
・昭和34年度一般補助事業に対する起債充当結果
・昭和34年度一般補助事業に対する起債充当
・昭和34年度港湾整備事業起債計画変更
・昭和33年度起債の融通期限再延伸
・昭和34年度単独事業起債計画書の提出
・警察庁舎火災復旧事業の起債計画書
・一般単独事業（県庁舎改築事業）計画変更

要審査 無 無

R3-A-580 財政課 財政課 S34S35

①昭和34年度　短期債借入書類
②昭和34年度　県債償還書類
③昭和34年度　起債許可書類
④昭和34年度　起債関係書類
⑤昭和34・35年度　特例債会計検査院検査書
類

①・起債前借の利子支払
・一時借入金の借入申込
・一時借入金の支払
・県債の償還（一時借入金）
・一時借入金の受入
・簡保資金の起債前借借入申込
・起債前借申請書類の追加
・簡保積立金の昭和35年度短期融通借入希望調査
②・県債償還
③・昭和34年度地方債の許可
④・資金運用部資金に関する調書
・公営金融公庫理事の来高
・フェリーボート関係資料
・渡船事業の決算状況
・過年度発生補助災害復旧事業費
・収益事業の償還計画等
・昭和34年度消防施設整備費公債元利金支拂事務取扱の契約
・本年発生単独災害起債資料
・一般公共事業起債の追加配分資料
・昭和34年度退職手当債
・繰上償還
・高知港（東孕）港湾整備事業計画等
・高知港の現状（報告）
⑤・単独災害箇所付表（34･35年度分）の送付

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-581 財政課 財政課 S35S36

①昭和35年度　起債借入書類（大蔵）
②昭和36年度　元利補給債
③昭和36年度　転貸債関係
④昭和36年度　許可申請

①・昭和35年度簡保資金の長期借換並びに借入
・起債前借り
保管金（一時借入金）の振替
②・小水害特例債元利補給金の返還
・昭和34年発生（35年度借入）特例債台帳
③・昭和36年度厚生年金保険積立金還元融資申請
④・地方債の許可申請
・退職手当債の許可申請
・昭和35年度地方債の許可

要審査 無 無

R3-A-582 財政課 財政課 S31
①昭和31年度　起債借入書類
②昭和31年度　起債関係通達綴

①・簡保資金の借入
・簡保資金長期借入申込書提出
・資金運用部資金長期借入申込
・昭和31年度簡保積立長期資金借入
・資金運用部長期資金借入申込書提出
②・簡易生命保険及び郵便年金積立金融通事業の現況報告書
・昭和31年度起債許可書写提出
・資金運用部資金繰上償還
・一般補助事業費起債許可予定額の変更
・公募債の利率（照会）
・公債費合理化等に関する特別措置法案要綱試案に基づく試算調査書作成方
・決算審査資料の提出
・昭和31年発生単独災害復旧事業費起債の調査
・昭和31年度公債費借換債承認
・昭和31年度一般補助事業起債充当状況
・地方債台帳の整備及び地方債現在高調
・地方債の消化状況調
・地方債現債高及び・昭和31年度以降の元利償還金調
・地方公共団体の公債費に関する調査
・昭和31年度過年度災害単独復旧事業起債計画の提出
・災害復旧補助事業の残事業費調査
・地方債増減報告
・昭和31年度資金計画

要審査 無 無

R3-A-583 庶務課 財政課  S22S23 昭和22・23年度　長期資金借入書綴

・預金部資金借入
・預金部資金借入申込
・預金部資金交付申請
・縣債登録
・歳入済縣債の拂出
・縣債繰上償還
・縣債利子引上
・預金部資金交付申請書

要審査 無 無

R3-A-584 財政課 財政課 S57 昭和57年度　県債償還伺

・県債の償還
・当座借越金に対する利息の支払い
・調整資金に対する利息の支払い
・県債登録手数料の支払
・一時借入金の償還

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-585 財政課 財政課 S56 昭和56年度　県債償還伺

・県債の償還
・当座借越契約による借入金利子及び調整資金利子の支払い
・高知県企業局への償還
・一時借入金の償還
・中小企業従業員住宅建設事業債の繰上償還
・調整資金に対する利息の支払い
・当座借越金に対する利息の支払い
・県債借入れに伴う県債登録手数料の支払
・県債の利子支払

要審査 無 無

R3-A-586 財政課 財政課 S55 昭和55年度　県債償還伺

・県債の償還
・一時借入金の償還
・高知県企業局への償還
・当座借越金及び調整資金に対する利息の支払い
・中小企業従業員住宅建設事業債の繰上償還
・当座借越金に対する利息の支払い

要審査 無 無

R3-A-587 財政課 財政課 S54 昭和54年度　県債償還伺

・当座借越金に対する利息の支払い
・県債借入れに伴う当初登録手数料の支払
・高知県企業局への償還
・県債の利子支払
・県債繰上償還に係る手数料の支払い
・特例地方債（中小企業従業員住宅建設事業債）の繰上償還
・転貸債（日赤病院建設事業債）の繰上償還
・県債の償還

要審査 無 無

R3-A-588
財務課
財政課

財政課  S30S31
①昭和30年度　県議会関係
②県議会関係書綴　
自昭和30年12月  至昭和31年12月

①・一時借入金借入の専決処分
・九月県議会定例会議決事項
・議会報告
昭和二十九年度高知県電気事業会計の審査
・議案提出
・九月県議会における知事説明の誤謬訂正
・請願書の処理
・昭和三十年度台風被害概況の報告
・昭和三十年九月高知県議会定例会議案提出
・六月県議会定例会議決事項
・臨時県議会提出の議案
・再議案
②・議決事項に対する希望意見
・請願書の処理
・九月定例県議会提出議案
・議案提出

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-589 財政課 財政課 S34 昭和34年度　県議会関係書類

・議案の追加提出
・議案提出
・知事説明資料及び質疑應答資料の提出
・十二月定例県議会提出議案
・昭和34年度一般会計歳入歳出追加予算専決処分
・請願書の処理
・昭和34年度水産指導実習船歳入歳出追加予算及び水産指導実習船土佐海援
丸の修繕に要する資金の債務に関する予算外義務負担の専決処分
・病院事業会計追加更正予算議案の提出
・昭和33年度高知県電気事業会計決算報告
・昭和33年度高知県病院事業会計決算報告
・九月定例県議会提出議案
・昭和33年度地方公営企業会計予算の繰越使用報告
・各種委員の選挙
・昭和33年度直轄事業費負担金起債及び利息の定率並びに償還方法の専決処
分
・昭和34年度高知県病院事業会計予算内容説明の追加提出
・二月定例県議会提出議案

要審査 無 無

R3-A-590 財政課 財政課 S33 昭和33年度　県議会関係

・二月定例県議会提出議案
・昭和32年度歳入歳出追加予算専決処分
・議案提出
・議案の追加提出
・昭和32年度一般会計歳入歳出追加予算専決処分
・昭和32年度起債及び利息の定率並びに償還方法変更議案専決
・六月定例県議会提出議案
・昭和32年度決算審査の資料
・昭和32年度地方公営企業会計予算の繰越使用報告
・昭和33年度一般会計歳入歳出追加予算専決処分
・請願書の処理
・県が当事者である訴訟の専決処分
・九月定例県議会提出議案
・議決事項に対する希望意見等
・十二月定例県議会提出議案
・知事説明資料及び質疑應答資料の提出

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-591 財政課 財政課 S32 県議会関係書綴　昭和32年2月

・歳出予算説明種目中の節更正
・議案提出
・知事説明資料及び質疑應答資料の提出
・十二月定例県議会提出議案
・請願書の処理
・決算書送付
・昭和32年12月追加更正予算
・電力復元
・議案の追加提出
・九月定例県議会提出議案
・議決事項に対する希望意見等
昭和31年度高知県電気事業会計決算報告
・電気事業会計の決算
・議案の撤回
・昭和32年六月定例県議会議案提出
・昭和31年度高知県立病院歳出更正予算専決処分
・昭和31年度起債及び利息の定率並びに償還方法の一部を変更することの専
決処分
・人事委員会の委員並びに監査委員の選任
・昭和32年度宝くじ発売総額の議案提出
・昭和32年二月定例県議会議案提出
・健全財政の確立

要審査 無 無

R3-A-592 財政課 財政課  S33S36

①昭和33年度　県庁舎改築計画による起債申
請書類関係綴
②昭和33年度　資金運用部実地調査資料　　
昭和36年度7月
③昭和33年度　起債計画書 高知県
④高知県庁舎設計図
⑤種畜場 改築工事設計書

①・資金融通打切期限の延期（申請）
・県庁舎改築事業起債申請
②・昭和33年度資金運用部地方資金の実地調査資料の提出
③・資金融通打切期限の延期　申請
・昭和33年度地方債単独事業起債計画書提出
④・高知県庁舎設計図
⑤・種畜場 改築工事設計書

要審査 無 無

132 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-593 財政課 財政課  S30S32

①昭和30年度　起債借入書類
②昭和30年度　起債査定資料（退職手当）
③昭和32年度　起債借入書類
④昭和32年度　起債査定資料

①・昭和30年度公募県債借入
・教員保養所建設資金借入
・昭和30年度簡易保険積立金長期資金受入
・昭和30年発生災害復旧補助事業費起債の借入申込
・資金運用部資金長期借入
・昭和30年発生災害単独復旧事業費起債長期資金借入申込
・昭和30年度退職手当債借入申込
・医療施設資金貸付申請に関する資料
・高知県立教員保養所設置資金借入
・昭和30年度簡保積立長期資金借入
②・昭和30年度職員退職手当に要する経費の起債
③・公募資金（長期債）の借入並に受入　伺
・簡保資金（長期債）の受入
・簡保資金長期借入申込書提出
・資金運用部資金（長期債）の受入
・長期資金借入
・退職手当債の受入
・資金運用部資金長期借入申込
・簡保資金の借入
・転貸資金の借入
・資金運用部長期資金借入申込書提出
・一時借入金（起債前貸）借入申込
④・昭和30年発生（九月以降）単独災害復旧事業費起債事業計画書提出
・過年度単独災害復旧事業費に対する昭和32年度起債許可予定額の配分の充
当結果（変更）
・昭和32年度一般補助事業費及び過年度補助災害復旧補助事業費起債充当結
果
・昭和32年度単独事業起債査定資料提出

要審査 無 無

R3-A-594
財務課
財政課

財政課 S30
①昭和30年度　単独災害復旧事業査定資料
②昭和30年度　起債査定資料
③昭和30年度　起債借入申請綴

①・昭和30年発生単独災害復旧事業費起債計画書の提出
②・昭和30年度地方債事業計画書の提出
・昭和30年度公営企業（病院）起債資料提出
・昭和30年度一般単独事業起債査定資料提出方
③・一時借入金（起債前貸）借入

要審査 無 無

R3-A-595 財政課 財政課 S31
①昭和31年度　起債査定資料　（1）
②昭和31年度　起債許可申請
③昭和31年度　起債償還関係

①・現年度災害補助事業充当結果の変更
・昭和31年度一般補助事業費起債許可予定額変更（申請）
・昭和31年度発生災害復旧補助事業及び単独災害復旧事業費起債許可予定額
の配分の充当結果
・過年度補助災害復旧事業費に対する昭和31年度起債許可予定額配分の充当
結果
・昭和31年度発生単独災害復旧事業費起債事業起債計画書提出
・昭和31年度過年度補助災害復旧事業費起債許可予定額の充当結果
・昭和31年度一般補助事業費起債充当結果
・昭和31年度地方債一般単独事業計画書提出
②・昭和31年度職員退職手当債許可申請
・昭和31年度起債許可（申請）
・昭和31年度直轄事業負担金にかかる地方債の許可申請
・昭和31年度母子福祉資金貸付金（国庫貸付金）にかかる起債許可（申請）
・昭和31年度病院建設、休養所建設、転貸事業起債許可（申請）
・昭和31年度借換債起債許可（申請）
③・県債の償還
・元利金の償還

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-596 財務課 財政課 S29 昭和29年度　議会関係綴

・昭和29年度二月議会に議案として提案すること
・公安委員の任命
・昭和28年度高知県電気事業決算の審査
・請願書の処理

要審査 無 無

R3-A-597
財務課
庶務課

財政課  S27S28
①昭和27年度　高知県議会関係
②昭和28年度　高知県議会関係文書綴

①・地方自治法第79条第1項の規亭による知事の専決処分
・部設置條例設定上の疑義
・昭和26年度追加更正予算並びに昭和27年度予算の見積書の提出
・昭和27年2月議会定例会議案並びに県有財産表送付
・昭和27年度予算の編成資料
・昭和27年度豫算の編成
②・昭和27年度高知縣歳入歳出追加豫算専決処分
・昭和28年2月議会定例会議案等の提出
・監査委員の選任
・昭和28年2月議会定例会議案送付
・縣の公務員のための縣設宿舎に関する条例施行規則の制定
・昭和27、28年度豫算概算見積書の提出
・昭和28年3月高知縣議会臨時會議案の提出
・高知縣監査委員の任命
・請願に対する處理
・昭和28年9月議会定例会議案等の提出
・昭和28年12月議会定例会議案送付
・昭和27年度高知縣電気事業決算の審査
・県行造林立木売却処分契約締結に関する専決処分議案の追加提出
・公安委員の任命
・昭和28年度豫算の繰越

要審査 無 無

R3-A-598 財政課 財政課 S38
①昭和38年度　借入書綴（その他・簡保）
②昭和38年度　許可申請

①・昭和37年度起債許可事業に対する長期融通の借入申込み
・起債前借り
・昭和37年度起債前借り
・地方債借入
・長期債借入
・地方債償還年次表の送付
・昭和37年度地方債借入申込み
・簡保積立金長期借入申込み
・簡保積立金にかかる起債前借り
・簡保積立金借入
・長期借入金の償還期限延長（申請）
・昭和37年度債の融通期限再延伸（申請）
・昭和37年度債の融通期限延伸（申請）
・起債借入
・昭和38年度地方債借入れ
・昭和38年度地方債の登録
・昭和38年度地方債発行
②・地方債発行許可（申請）
・地方債発行（申請）

要審査 無 無

R3-A-599 財政課 財政課  S37S38
①昭和37年度　借入書類（大蔵省）
②昭和38年度　借入書類（簡保その他）

①・昭和37年度起債許可事業に対する長期融通の借入申込み
・起債前借り
・県庁舎建設事業起債前借り
②・資金運用部資金長期借入申込み

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-600 財政課 財政課  S32S33
①昭和33年度　起債許可借入書類
②昭和32・33年度　起債関係文書

①・昭和33年度直轄事業負担金にかかる地方債の許可申請
・昭和33年度地方債の許可（申請）
・昭和33年度退職手当債許可申請
・昭和33年度電力出資費の起債許可（申請）
・昭和33年度収益事業債の起債許可（申請）
・昭和33年度住宅建設、休養所建設、転貸事業費起債許可（申請）
・長期資金（簡保）の受入
・電力債の受入
・長期資金（簡保、運用部）の受入
・歳計現金の振替
・運用部資金（長期債）の受入
・資金運用部資金借入申込書提出
・昭和33年度簡保資金の長期借換並びに借入
・昭和33年度長期資金の借入
②・昭和33年7月8月及び9月の風水害による地方税の減免額等の調査（回
答）
・一般補助事業及び過年度補助災害復旧事業の起債充当
・一時借入金に関する調
・昭和33年度単独災害発生額（報告）
・昭和33年度における地方債の消化状況（回答）
・地方債台帳分類表（送付）
・公営企業等の月別資金需要（回答）
・長期債の融通期限延伸（申請）
・記載台帳の整備に関すること（報告）
・都道府県単独災害復旧事業執行状況の調査（変更）
・昭和33年度退職手当債所要見込額の調査
・資金運用部資金繰上償還
・事業計画の変更（報告）
・昭和32年度一般補助事業及び過年度公共災害の充当結果

要審査 無 無

R3-A-601 財政課 財政課   S31S32S33
①昭和31年度　退職手当債
②昭和31～33年度　厚生年金還元融資
③昭和32年度　起債許可申請

①・退職手当債許可申請予定額に関する調査
・退職手当債の申請
②・昭和31年度厚生年金保険積立金の還元融資申請
・昭和31年度地方債長期融通打切期限延長許可（申請）
・昭和31年度勤労者厚生資金不用額　報告
・休養施設の事業計画変更（申請）
③・昭和32年度起債許可（申請）
・昭和32年度直轄事業負担金にかかる地方債の許可申請
・昭和32年度退職手当債許可申請

要審査 無 無

R3-A-602 財政課 財政課 S32

①昭和32年度　起債査定資料
②昭和32年度　県債償還綴
③昭和32年度　厚生年金保険積立金還元融資
関係綴
④昭和32年度　特別地方債関係綴

①・昭和32年度一般補助事業費に対する起債許可予定額の追加配分による充
当結果
・昭和32年度現年発生補助災害復旧事業費起債充当結果
・昭和32年発生単独災害復旧事業起債充当結果（報告）
・昭和32年発生単独災害復旧事業費起債事業計画書提出
・昭和32年度発生（8月末迄）単独災害復旧事業費起債事業計画書提出
・昭和32年度発生単独災害復旧事業費起債事業計画書提出
②・縣債償還
③・昭和32年度厚生年金保険還元融資取下げ申請
・昭和32年度厚生年金保険積立金の還元融資（申請）
④・特別措置債等の昭和32年度分償還金の調

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-603 財政課 財政課 S59
昭和59年度　許可債借入書類（60への繰越）
（政府）

・資金運用部貸付金償還年次表受領書の提出
・県債の借入
・地方債許可に係る不用額報告

要審査 無 無

R3-A-604 財政課 財政課 S60 昭和60年度　許可債借入書類　政府 ・県債の借入 要審査 無 無

R3-A-605 財政課 財政課 S60 昭和60年度　許可債借入書類　縁故
・県債の借入
・地方債許可予定額に係る不用額報告
・昭和60年度国立公園区域内用地取得事業交付公債の発行

要審査 無 無

R3-A-606 財政課 財政課 S60
昭和60年度　許可債借入書類（61への繰越）
（政府）（縁故）

・県債の借入
・県債借入日の変更

要審査 無 無

R3-A-607 財政課 財政課 S61
昭和61年度　許可債借入書類（簡保）（縁
故）

・県債の借入 要審査 無 無

R3-A-608 財政課 財政課 S61 昭和61年度　許可債借入書類（運用部） ・県債の借入 要審査 無 無

R3-A-609 財政課 財政課 S61 昭和61年度　許可債借入（62への繰越） ・県債の借入 要審査 無 無

R3-A-610 財政課 財政課 S62 昭和62年度　許可債借入書類　No.1　全
・県債の借入
・昭和62年度起債許可書等

要審査 無 無

R3-A-611 財政課 財政課 S62 昭和62年度　許可債借入書類（63への繰越） ・県債の借入 要審査 無 無

R3-A-612 財政課 財政課 S63
昭和63年度　許可債借入書類（元への繰越
分）

・県債の借入
・資金運用部普通地方長期資金等貸付期日再延長承認申請

要審査 無 無

R3-A-613 財政課 財政課 S63 昭和63年度　許可債借入書類　運用部以外

・県農業協同組合中央会の起債事業に対する同意書にかかる原本証明
・起債許可書及び専決処分報告にかかる原本証明
・県債の借入
・県債の発行
・議決済の証明

要審査 無 無

R3-A-614 財政課 財政課 S63 昭和63年度　許可債借入書類（運用部）
・年金積立金還元融資対象事業の完了にともなう周知状況報告書の提出
・県債の借入

要審査 無 無

R3-A-615 財政課 財政課 S58 昭和58年度　県債償還

・県債の償還
・県債の繰上償還
・資金運用部資金（公園緑地事業債）の繰上償還
・中小企業従業員住宅建設事業債の繰上償還
・一時借入金の利子の支払

要審査 無 無

R3-A-616 財政課 財政課 S59 昭和59年度　県債償還伺綴

・資金運用部貸付金残高表の提出
・高知県企業局への償還
・県債の償還
・県債の繰上償還
・中小企業従業員住宅建設事業債の繰上償還

要審査 無 無

R3-A-617 財政課 財政課 S60 昭和60年度　県債償還伺綴

・県債の償還
・高知県企業局への償還
・借受条件の変更
・県債の利子支払

要審査 無 無

R3-A-618 財政課 財政課 S61 昭和61年度（上半期）　県債償還伺綴
・県債の償還
・中小企業従業員住宅建設事業債の繰上償還
・県債登録手数料の支払

要審査 無 無

R3-A-619 財政課 財政課 S61 昭和61年度（下半期）　県債償還伺綴

・県債の繰上げ償還
・県債の償還
・長期借入金の償還
・中小企業従業員住宅建設事業債の繰上償還

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-620 財政課 財政課 S62 昭和62年度（上半期）　県債償還伺綴

・県債の償還
・中小企業従業員住宅建設事業債の繰上償還
・県債登録手数料の支払
・昭和62年3月31日現在における資金運用部貸付金残高表の突合

要審査 無 無

R3-A-621 財政課 財政課 S62 昭和62年度（下半期）　県債償還伺

・県債の償還
・県債引受手数料の支払
・長期借入金の償還
・中小企業従業員住宅建設事業債の繰上償還

要審査 無 無

R3-A-622 財政課 財政課 S51 昭和51年度　県債借入　縁故
・昭和50年度及び昭和51年度許可地方債の借入れ
・昭和51年度地方債の発行
・昭和51年度国立公園区域内用地取得事業交付公債の発行

要審査 無 無

R3-A-623 財政課 財政課 S52 昭和52年度　県債借入　縁故

・昭和52年度交通安全施設整備事業債の発行
・地方職員共済組合の資金による地方債の起債予定日等
・昭和52年度県債の発行
・昭和52年度国立公園区域内用地取得事業交付公債の発行

要審査 無 無

R3-A-624 財政課 財政課 S52 昭和52年度　県債借入　大蔵 ・昭和52年度県債の借入れ 要審査 無 無

R3-A-625 財政課 財政課 S53 昭和53年度　県債借入　縁故
・昭和53年度交通、警察施設整備事業債の発行
・県債の借入れ

要審査 無 無

R3-A-626 財政課 財政課 S53 昭和53年度　県債借入　大蔵
・昭和53年度県債の借入れ
・地方債許可予定額に係る不用額報告
・県債の借入れ

要審査 無 無

R3-A-627 財政課 財政課 S54 昭和54年度　県債借入　縁故
・昭和54年度交通安全施設整備事業債の発行
・県債の借入れ
・県債に係る応募者登録請求書の証明

要審査 無 無

R3-A-628 財政課 財政課 S54 昭和54年度　県債借入　政府 ・県債の借入れ 要審査 無 無

R3-A-629 財政課 財政課 S55 昭和55年度　県債借入　縁故

・地方債許可予定額に係る不用額報告
・県債の借入れ
・県信連に係る借入申込
・昭和55年度西庁舎整備事業債の発行
・地方職員共済組合の資金による地方債（回答）
・昭和55年度警察施設整備事業債の発行

要審査 無 無

R3-A-630 財政課 財政課 S55 昭和55年度　県債借入　政府 ・県債の借入れ 要審査 無 無

R3-A-631 財政課 財政課 S56 昭和56年度　県債借入　政府
・地方債許可予定額に係る不用額報告
・県債の借入れ

要審査 無 無

R3-A-632 財政課 財政課 S56 昭和56年度　県債借入　縁故 ・県債の借入れ 要審査 無 無

R3-A-633 財政課 財政課 S57 昭和57年度　県債借入　政府
・県債の借入れ
・県債の借入期日の延長申請

要審査 無 無

R3-A-634 財政課 財政課 S57 昭和57年度　県債借入　縁故 ・県債の借入れ 要審査 無 無

R3-A-635 財政課 財政課 S58 昭和58年度　県債借入　政府 ・県債の借入れ 要審査 無 無

R3-A-636 財政課 財政課 S58 昭和58年度　県債借入　縁故

・県債の借入れ
・資金運用部貸付金償還年次表受領書の提出
・簡易生命保険積立金貸付期限再延伸承認申請
・地方債許可（予定額）に係る不用額報告

要審査 無 無

R3-A-637 財政課 財政課 S59 昭和59年度　県債借入　政府
・県債の借入れ
・償還表受領書の提出

要審査 無 無

R3-A-638 財政課 財政課 S59 昭和59年度　県債借入　縁故
・地方債許可（予定額）に係る不用額報告
・県債の借入れ

要審査 無 無

R3-A-639
庶務課
財政課

財政課 S29 第1類　縣行政(財政課）　4冊の4　53号 ・昭和29年度決算説明書　高知県 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-640 財政課 財政課 S41 昭和41年度　普通交付税算定資料
・交付税の検査に基づく錯誤
・昭和41年度地方交付税の額の算定

要審査 無 無

R3-A-641 財政課 財政課 S41 昭和41年度　普通交付税基礎資料
・昭和41年度地方交付税の算定に用いる基礎数値（照会）
・法人税割及び法人事業税の課税標準額等の調査

要審査 無 無

R3-A-642 財政課 財政課 S41 昭和41年度　特別交付税算定資料 ・昭和41年度の財政事情調 要審査 無 無

R3-A-643 財政課 財政課 S42 昭和42年度　特別交付税算定資料 ・財政事情等 要審査 無 無

R3-A-644 財政課 財政課 S42 昭和42年度　普通交付税算出資料

・昭和42年度　普通交付税算出資料（道府県分）
・昭和42年度の再算定
・法人税割及び法人事業税の課税標準額等の調査（照会）
・昭和42年度地方交付税の算定に用いた資料の検査結果

要審査 無 無

R3-A-645 財政課 財政課 S43 昭和43年度　特別交付税算定資料
・昭和43年度　特別財政事情（特別交付税資料）　県分　高知県
・法人税割および法人事業税の課税標準額等の調査（照会）

要審査 無 無

R3-A-646 財政課 財政課 S43 昭和43年度　普通交付税算出資料
・昭和43年度地方交付税の額の算定
・昭和43年度　普通交付税算出資料（道府県分）
・法人税割及び法人事業税の課税標準額等の調査（照会）

要審査 無 無

R3-A-647 財政課 財政課 S44 昭和44年度　特別交付税算定資料

・財政事情等
・昭和44年度特別交付税算定にかかる基礎資料
・昭和44年度公営企業繰出金
：公共不採算バス路線維持費補助金地方負担額

要審査 無 無

R3-A-648 財政課 財政課 S44 昭和44年度　普通交付税算出資料

・昭和44年度地方交付税の額の算定
・昭和44年度　普通交付税算出資料（道府県分）
・法人税割及び法人事業税の課税標準額等の調査（照会）
・昭和44年度普通交付税の再算定
・法人税割および法人事業税の課税標準額等の調査

要審査 無 無

R3-A-649 財政課 財政課 S44
会計検査（大蔵検査課）交通安全対策特別交
付金　その他様式等　資料

・総理府、外務省、大蔵及び自治省関係会計検査実地検査概要（決定）　
49.4.9
・昭和48年度　交通安全施設整備事業箇所別調書　高知県（県分）

要審査 無 無

R3-A-650 財政課 財政課 S39 昭和39年度　県債償還・その他

・県債の償還
・転貸貸付金の償還（通知）
・資金運用部資金にかかる長期借入金の繰上げ償還
・公募地方債の消化状況
・起債台帳の整備
・償還済通知書送付
・昭和38年度起債許可書の送付
・昭和39年度地方債許可予定額の不用見込額（報告）

要審査 無 無

R3-A-651 財政課 財政課 S39 昭和39年度　一時借入（前借利子）

・起債前借利子支払
・前借利子支払
・一時借入金借入
・一時借入金支払
・一時借入金借入申込み
・短期融通資金借入要望
・一時借入金の償還
・簡易生命保険、郵便年金積立金短期融通（申請）
・簡保積立金短期融通の第3／4半期借入要望額
・短期融通資金の償還
・資金運用部資金の償還
・運用金の一時借入

要審査 無 無
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作成
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ファイル名 ファイルの概要
利用制限
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有無
電子データの
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R3-A-652 財政課 財政課 S40 昭和40年度　短期借入金起債償還関係書類

・県債の償還
・転貸貸付金の償還（通知）
・起債前借利子の支払
・前借利子の支払
・一時借入金の支払
・一時借入金借入
・一時借入金の償還
・一時借入れ
・一時借入金の利子支払
・一時借入金の返済

要審査 無 無

R3-A-653 財政課 財政課 S41 昭和41年度　県債償還

・県債の償還
・転貸貸付金の償還（通知）
・転貸債残高証明
・長期貸付借用証書（港湾整備事業）の送付
・繰上償還
・昭和33年度電力出資債の繰り上げ償還

要審査 無 無

R3-A-654 財政課 財政課 S41 昭和41年度　一時借入
・一時借入金の支払
・一時借入金の借入

要審査 無 無

R3-A-655 財政課 財政課 S42 昭和42年度　起債償還関係書類（仮）

・県債の償還
・一時借入金の支払
・一時借入金の借入れ
・転貸貸付金の償還（通知）
・前借利子支払
・県債の償還および償還金支払手数料の支出
・電力出資債の繰り上げ償還

要審査 無 無

R3-A-656 財政課 財政課 S43 昭和43年度　県債償還綴

・県債及び支払手数料の支出
・高知県郷土文化会館用地取得事業交付公債の登録依頼及び経費支出
・転貸貸付金の償還（通知）
・県債の償還
・県債の繰り上げ償還
・一時借入金の支払

要審査 無 無

R3-A-657 財政課 財政課 S43 昭和43年度　起債償還（繰上等一般）伺

・普通会計職員数及び人件費調
・公共災害復旧事業債にかかる繰上償還
・昭和43年度公共土木施設等の小災害に係る地方債の元利補給金交付申請書
・公共下水道事業補給金の交付
・年末超短期資金の所要見込額調
・41年度過年発生公共土木小災害復旧事業債の繰上償還
・小災害地方債にかかる元利補給金
・昭和43年度地方交付税基準財政需要額に算入された公共災害復旧事業債の
繰上償還額
・地方公共団体における土地の保有状況（依頼）

要審査 無 無

R3-A-658 財政課 財政課 S50
昭和50年度　県債借入　四銀・相互・地共
済・県信連・共済農協連・警察共済

・昭和49年度及び昭和50年度許可地方債の借入れ
・知事の変更届
・昭和50年度交通安全施設整備事業債の借入れ
・昭和50年度地方債の発行

要審査 無 無

R3-A-659 財政課 財政課 S50 昭和50年度　県債借入　大蔵
・昭和50年度許可債の借入れ
・地方債の借入れ

要審査 無 無

R3-A-660 財政課 財政課 S51 昭和51年度　県債借入　大蔵
・昭和51年度許可債の借入れ
・県債の借入れ

要審査 無 無

R3-A-661 財政課 財政課 S56 昭和46年度　県債借入書類（前借分）
・昭和46年度資金運用部普通長期資金融通期限延長承認申請書の提出
・昭和46年度地方債の借入（前借）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-662 財政課 財政課  S46S47
昭和46・47年度許可　昭和47年度借入　起債
借入（郵政・その他）

・昭和47年度地方債の借入
・昭和47年度地方債の前借
・昭和46年度地方債の借入
・昭和47年度許可地方債の前借
・昭和47年度地方債の発行
・昭和46年度及び昭和47年度許可地方債の借入れ

要審査 無 無

R3-A-663 財政課 財政課 S46S47
昭和46年度許可・昭和47年度借入　起債借入
（大蔵）

・昭和46年度地方債の借入
・資金運用部資金普通長期資金融通期限園長承認申請書の提出

要審査 無 無

R3-A-664 財政課 財政課 S47
昭和47年度　資金運用部起債借入書類（起債
前借含む）

・昭和47年度地方債の借入
・昭和47年度資金運用部資金普通長期資金融通期限延長承認申請書の提出

要審査 無 無

R3-A-665 財政課 財政課  S48S49 昭和48年度～　県債借入　郵政

・簡易生命保険積立金借入事業現況報告書の提出
・昭和50年度公営住宅建設事業債の借入れ
・昭和49年度公営住宅建設事業債の借入れ
・昭和49年度県債の借入
・昭和48年度地方債の前借
・昭和47年度県債の借入

要審査 無 無

R3-A-666 財政課 財政課  S48S49 昭和48年度～　県債借入　大蔵
・昭和48年度県債の借入資料の作成
・県債の償還期間の変更申請

要審査 無 無

R3-A-667 財政課 財政課 S48
昭和48年度　県債借入　郵政・四銀・地共
済・警察共済

・昭和47年度及び昭和48年度許可地方債の借入
・昭和48年度地方債の発行

要審査 無 無

R3-A-668 財政課 財政課 S49 昭和49年度　県債借入　大蔵
・昭和48年度及び昭和49年度許可地方債の借入
・昭和49年度国立公園区域内用地取得事業交付公債の発行

要審査 無 無

R3-A-669 財政課 財政課 S49
昭和49年度　県債借入　郵政・四銀・地共
済・警察共済

・資金運用部借入金償還年次表の受領書の送付
・昭和49年度県債の借入申込及び貸付期日延長承認申請並びに不用額報告
・地方債の借入
・起債（長期資金）の融通期限の再延長

要審査 無 無

R3-A-670 財政課 財政課 S42 昭和42年度　元利補給金

・公共土木施設等の小災害に係る地方債の元利補給金交付申請書
・昭和42年度公共土木施設等の小災害に係る地方債の元利補給金交付申請書
・小災害債元利補給金所要見込額の調査（回答）
・昭和36年小災害地方債元利補給金台帳の提出

要審査 無 無

R3-A-671 財政課 財政課 S43 昭和43年度　県債借入関係綴

・起債許可申請
・昭和43年度許可地方債の借り入れ
・昭和43年度現過年発生補助災害復旧事業にかかる地方負担額
・昭和43年度許可債の借り入れ
・昭和43年度現年単独災害復旧事業起債許可予定額の充当結果
・昭和43年度一般補助事業および直轄事業に対する起債許可予定額の充当
・昭和43年度一般補助事業および直轄事業に対する起債（第1次分）の充当
結果
・昭和43年度許可起債の借り入れ
・昭和43年度許可起債の前借
・昭和42年度中小企業従業員住宅建設事業起債の借り入れ

要審査 無 無

R3-A-672 財政課 財政課 S44
昭和44年度　地方債借入書類（簡保資金その
他）

・昭和43年度及び昭和44年度許可地方債の借り入れ
・昭和44年度地方債の借り入れ
・昭和44年度地方債の発行
・昭和43年度地方債の発行

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-673 財政課 財政課 S44 昭和44年度　県債償還関係綴

・県債の繰上償還
・転貸貸付金の償還（通知）
・県債の償還
・小災害特例債元利償還金および元利補給金所要見込額（報告）
・転貸債（特定郵便局舎三原郵便局）の質権設定承認請求
・昭和44年度公共土木施設等の小災害に係る地方債の元利補給金申請書
・転貸貸付金の残高証明
・融通現在高の突合
・転貸債の繰上償還

要審査 無 無

R3-A-674 財政課 財政課 S44
昭和44年度（期限延長45年度借入）大蔵省・
郵政省県債借入書類

・昭和44年度地方債融通期限の延長申請
・昭和44年度地方債の借入
・昭和44年度水産試験場整備事業計画の変更

要審査 無 無

R3-A-675 財政課 財政課 S44 昭和44年度　県債借入関係綴

・昭和44年度過年単独災害復旧事業（一般単独災害、公共土木等小災害およ
び農地等小災害）に対する起債許可予定額の枠配分に対する充当結果
・昭和43年度幡多文化センター建設事業起債の借入
・昭和43年度許可にかかる起債の借り入れ

要審査 無 無

R3-A-676 財政課 財政課 S45 昭和45年度　県債借入書類　郵政省縁故

・昭和45年度地方債の借入れ
・昭和45年度地方債の借入
・昭和45年度地方債の前借
・昭和44年度地方債の前借期間の延長
・昭和45年度地方債の前借期間の延長
・地方債借入申込（四国銀行）に関する依頼
・昭和44年度及び昭和45年度許可地方債の借入れ

要審査 無 無

R3-A-677 財政課 財政課 S45
昭和45年度（期限延長分を含む）県債借入書
類（大蔵省）

・昭和45年度地方債の借入れ
・昭和45年度地方債の借入（前借）

要審査 無 無

R3-A-678 財政課 財政課 S46
昭和46年度　県債借入関係　郵政省・四国銀
行・その他

・昭和46年度地方債の発行
・転用水田取得資金借入申込書の提出
・昭和45年度及び昭和46年度許可地方債の借入れ
・昭和46年度地方債の借入
・地方債の前借
・地方債の借入

要審査 無 無

R3-A-679 財政課 財政課 S45 昭和45年度　起債借入申込書（災害復旧） ・昭和45年度地方債の借入 要審査 無 無

R3-A-680 財政課 財政課 S46
昭和46年度　県債借入書類　大蔵・一般公共
事業・災害復旧事業

・昭和46年度地方債の借入 要審査 無 無

R3-A-681 財政課 財政課 S39
昭和39年度　起債借入書類（現年補助災・過
年補助災・国直轄事業）

・資金運用部資金の借入申込み
・地方債発行（申請）

要審査 無 無

R3-A-682 財政課 財政課 S39
昭和39年度　起債借入関係書類（港湾整備・
高校整備・一般補助事業　・地域開発）

・昭和39年度起債借入
・昭和39年度一般補助事業起債配分額の充当替え
・昭和39年度一般補助事業に対する起債許可予定額の充当（報告）
・昭和39年度一般補助事業に係る地方負担額の調査ついて
・昭和39年度港湾整備事業及び地方開発事業（臨海）に係る起債借入申込書
に添付すべき起債許可書写の提出ついて

要審査 無 無

R3-A-683 財政課 財政課 S39
昭和39年度　起債許可（待機宿舎・高校整備
（校舎）・臨海土地・港湾整備・過年単災）

・地方債発行（申請）
・昭和39年度高等学校施設整備事業に対する起債充当結果
・昭和39年度高等学校施設整備事業に対する起債許可予定額の充当結果
・昭和39年度過年発生単独災害復旧事業にかかる起債許可予定額の充当結果

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-684 財政課 財政課 S39
昭和39年度　起債借入書類（三八　鏡川・三
八　現年補災・三八　小災害・現年単災・過
年単災）

・起債前借申込み
・昭和38年度発生公共土木施設等小災害復旧事業債の充当箇所変更（申請）
・長期融通金の借入申込
・昭和38年度小災害復旧事業完了報告書
・昭和38年度起債借入期限の再延期
・昭和38年度起債借入期限の延期
・資金運用部資金長期借入れ申込み

要審査 無 無

R3-A-685 財政課 財政課 S39

昭和39年度　起債借入書類（退職手当・警察
官待機宿舎・高校危険校舎・高校用地・郵便
局舎・中小企業高度化資金・母子福祉資金・
理科教育センター）

・昭和39年度地方債借入れ
・公立高等学校危険改築事業計画
・地方債登録
・昭和39年度地方債発行
・昭和39年度起債借入れ
・退職手当債計画書
・簡保積立金長期借入申込

要審査 無 無

R3-A-686 財政課 財政課 S40
昭和40年度　起債借入　起債許可書類　大蔵　
1

・地方債の発行
・昭和40年度資金運用部資金の融通期限の延長（通知）
・資金運用部長期借入れ申込
・昭和40年度県債の借入れ
・昭和40年度過年単独災害復旧事業起債計画書の提出
・昭和40年度過年単独災害復旧事業起債充当（報告）
・昭和40年度火災復旧事業起債計画書の提出

要審査 無 無

R3-A-687 財政課 財政課 S40 昭和40年度　起債借入書類　大蔵　2

・資金運用部資金の長期借入れ
・昭和40年度直轄事業起債配分額の充当替え
・昭和40年度一般補助事業および直轄事業に対する起債許可予定額（最終
分）の充当（報告）
・昭和40年度一般補助事業および直轄事業に対する起債許可予定額（第2次
分－地方税減収補填のための地方債）の充当
・昭和40年度一般補助事業に対する起債許可予定額第1次分の充当（報告）
・昭和40年度直轄事業負担金に対する起債許可予定額の充当（報告）
・昭和40年度現年補助災害復旧事業費に対する起債充当結果
・昭和40年度現年単独災害復旧事業（一般単独災害債、公共土木施設小災害
債）に対する起債充当結果
・資金運用部資金の長期借入れ申込み
・昭和39年度地方債事業の起債計画書（提出）

要審査 無 無

R3-A-688 財政課 財政課 S40 昭和40年度　起債借入書類　その他　簡保

・簡保積立金の借り入れ
・地方債の登録
・昭和40年度地方債発行
・昭和40年度地方債の借入れ
・水産実習船建造計画計画
・青少年福祉センター用地等取得事業交付公債の登録依頼及び経費支出
・青少年福祉センター用地等取得事業交付公債の元利金支払事務取扱い依頼
・高知県青少年福祉センター用地等取得事業交付公債の発行
・起債の借入れ
・昭和39年度港湾整備事業起債借入れ
・昭和39年度地方債受入れ
・昭和40年度小災害復旧事業完了報告書

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-689 財政課 財政課 S41 昭和41年度　県債借入

・起債許可申請
・事業計画の変更及び融通期限の延長
・昭和41年度起債借入れ期限の延長（通知）
・長期借入金の融通期限の延長
・昭和41年度起債融通期限の延長
・昭和41年度現年補助災害復旧事業に対する起債許可予定額の充当（報告）
・資金運用部資金の長期借入れ

要審査 無 無

R3-A-690 財政課 財政課 S41 昭和41年度　起債借入書類　大蔵　2

・昭和41年度歳入　県債の前借
・昭和41年度歳入　資金運用部長期資金の借入れ
・昭和41年度一般補助事業および直轄事業に対する起債許可予定額の充当
（報告）

要審査 無 無

R3-A-691 財政課 財政課 S41 昭和41年度　起債借入書類　大蔵　3 ・昭和41年度現年単独災害復旧事業起債充当（報告） 要審査 無 無

R3-A-692 財政課 財政課 S41 昭和41年度　起債借入書類　簡保　その他

・地方債の登録
・昭和41年度地方債発行
・高知県畜産試験場用地取得事業交付公債の登録依頼及び経費支出
・高知県畜産試験場用地取得事業交付公債の元利金支払事務取扱い依頼
・昭和41年度地方債（銀行）の借入れ
・長期資金借入れ
・昭和41年度公営住宅建設事業に対する起債許可予定額（最終分）の充当
（報告）
・昭和40年度地方債の借り入れ（延伸分）

要審査 無 無

R3-A-693 財政課 財政課 S42 昭和42年度　借入書類（大蔵）

・昭和42年度歳入県債の前借
・長期借入金の融通期限の延長
・資金運用部長期資金借入れ
・資金運用部普通長期資金借入れ
・資金運用部長期資金借入れ

要審査 無 無

R3-A-694 財政課 財政課 S42 昭和42年度　借入書類（大蔵）

・起債許可申請
・昭和42年度公営住宅建設事業に対する起債許可予定額の充当（報告）
・昭和42年度過年発生単独災害復旧事業（一般単独災害債）起債充当（報
告）
・昭和42年度現過年補助災地方負担額調（回答）
・昭和42年度過年補助災害復旧事業に対する起債許可予定額（第2次分）の
充当（報告）
・起債の借り入れ
・特別地方債融資にかかる不用額の報告

要審査 無 無

R3-A-695 財政課 財政課 S42 昭和42年度　借入書類（その他　簡保）

・長期借入金の融通期限の延長
・昭和42年度地方債の借入れ
・昭和42年度一般補助事業および直轄事業に対する起債許可予定額の充当
（報告）
・昭和42年度一般補助事業および直轄事業に対する起債枠の充当（報告）
・昭和41年度港湾整備事業債の借入れ
・昭和42年度公営住宅建設事業に対する起債許可予定額の充当（報告）
・起債の借り入れ
・昭和41年度地方債の借入れ
・地方債の発行条件の変更
・地方債の登録
・昭和42年度地方債発行
・郷土文化会館用地取得事業交付公債の発行
・郷土文化会館用地取得事業交付公債の元利金支払事務取扱依頼
・昭和42年度借換債

要審査 無 無
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R3-A-696 財政課 財政課 S43 昭和43年度　起債借入書類（簡保　その他）

・昭和43年度地方債の借り入れ
・昭和43年度地方債の前借
・前借り資金の借り換
・長期借入金の融通期限の延長
・昭和43年度地方債発行
・応募者登録請求書の送付
・昭和42年度及び43年度許可地方債の借り入れ
・地方債の借入計画

要審査 無 無

R3-A-697 財政課 財政課 S58S60
昭和58年・60年度　使用料・手数料検討（条
例根拠）

・使用料、手数料検討　昭和58年9月～昭和60年9月 要審査 無 無

R3-A-698 財政課 財政課 S60 昭和60年度　使用料・手数料改定資料

・使用料・手数料日程（1月）
・使用料条例関係
・手数料条例関係
・高知県財産条例等（写）

要審査 無 無

R3-A-699 財政課 財政課 S60 昭和60年度　使用料・手数料各課検討表 ・昭和60年度　手数料使用料各課検討表 要審査 無 無

R3-A-700 財政課 財政課 S60 消費税　使用料・手数料

・消費税関連の質疑応答（写）
・使用料・手数料等条例、規則の改正
・使用料及び手数料の額の改定に関する條例議案要綱（写）
・歳入調整
・使用料・手数料改定試算
・使用料及び手数料の額の改定に関する條例議案の提出
・使用料・手数料改定に伴う影響額調
・消費税導入に伴う県予算措置
・消費税関連経費の調整
・消費税制度基礎資料（団体委託）

要審査 無 無

R3-A-701 財政課 財政課 S55S56S60 事務事業の見直し　S55　第3～第5様式　1班
・調査事業点検調書
・補助金整理合理化検討表
・各種審議会、協議会等点検調書

要審査 無 無

R3-A-702 財政課 財政課 S55
事務事業の見直し　S55　第1～第2様式＆S56　
第5様式　1班

・事務事業の見直し（写）
・事務事業等見直し結果整理表（写）
・昭和57年度当初予算物件費等増減事由別一覧表
・事務事業見直し検討表
・昭和56年度当初予算編成に係る事前点検表
・今後における施策の基本的方向

要審査 無 無

R3-A-703 財政課 財政課 S55S56S60 事務事業見直し　～60　1班

・基金現在高の状況
・単独補助事業一覧表（消費）
・国庫補助率の変更による影響額調（60年度内示ベース）
・団体補助一覧
・「国民休暇県構想」関連予算
・見直し点検項目選定一覧表
・補助金見直し総括表
・委託料見直し検討調書
・貸付金見直し調書
・制度金融見直し検討調書
・法令に基づかない分担金・負担金見直し調書集計表
・県立施設整備検討一覧表
・県単医療費、扶助費見直し検討表
・事務事業の見直し（60年度当初～56当初予算）

要審査 無 無
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R3-A-704 財政課 財政課 S55 昭和55年度　特別交付税

・昭和55年度　特別交付税の配分要望
・普通交付税の公債費等に算入できなかった地方債の元利償還金に関する調
・地域経済振興対策に要した経費に関する調
・急傾斜対策事業及び砂丘地帯農業振興等の事業に要する地方負担額の調べ
・大規模林道の受益者賦課金に対する補助に関する調
・昭和55年度特別交付税算定に係る基礎資料
・昭和55年度法人関係税の調定見込額等に関する調
・流域下水道債の元利償還金に関する調
・公営競技の収支に関する調
・公害対策経費に関する調
・防衛施設周辺整備事業に関する調
・島しょに存在する都道府県の出先機関等に関する調
・昭和55年度特別交付税算定に係る基礎資料（照会）

要審査 無 無

R3-A-705 財政課 財政課 S56 昭和56年度　特別交付税
・昭和57年度　特殊財政事情（特別交付税説明資料）　県分　高知県
・昭和57年度特別交付税算定に係る基礎資料（報告）

要審査 無 無

R3-A-706 財政課 財政課 S57 昭和57年度　特別交付税（12月ルール分）
・昭和57年度の特別交付税の12月交付額の決定（写）
・昭和57年度特別交付税算定に係る基礎数値の照会

要審査 無 無

R3-A-707 財政課 財政課 S57 昭和57年度　特別交付税（3月分）
・昭和57年度の特別交付税の3月交付額の決定（写）
・昭和56年度特別交付税算定に係る基礎資料（照会）

要審査 無 無

R3-A-708 財政課 財政課 S58 昭和58年度　特別交付税（3月分）
・昭和58年度　特別交付税の要望額
・昭和58年度特別交付税算定に係る基礎資料
・昭和58年度特別交付税算定に用いる基礎数値

要審査 無 無

R3-A-709 財政課 財政課 S58 昭和58年度　特別交付税（12月ルール分）
・昭和58年度の特別交付税の12月交付額の決定（写）
・昭和58年度特別交付税算定に係る基礎資料
・昭和58年度特別交付税算定に係る基礎資料の照会

要審査 無 無

R3-A-710 財政課 財政課 S59 昭和59年度　特交　3月ルール分
・昭和59年度特別交付税算定に係る基礎資料（回答）
・昭和59年度特別交付税（3月ルール）の算定に係る基礎数値の照会

要審査 無 無

R3-A-711 財政課 財政課 S60 昭和60年度　特別交付税　12月分
・昭和60年度特別交付税算定に係る基礎資料（報告）
・昭和60年度特別交付税算定に係る基礎資料

要審査 無 無

R3-A-712 財政課 財政課 S60 昭和60年度　特別交付税　3月分 ・昭和60年度特別交付税算定に係る基礎資料（回答） 要審査 無 無

R3-A-713 財政課 財政課 S61 昭和61年度　特別交付税

・昭和61年度の特別交付税の12月交付額の決定（写）
・昭和61年度の特殊財政事情（特別交付税説明資料）の提出
・昭和61年度特別交付税の基礎数値（スパイクタイヤ対策経費）（回答）
・昭和61年度特別交付税の算定に係る基礎資料（回答）
・昭和61年度特別交付税の算定に係る基礎資料

要審査 無 無

R3-A-714 財政課 財政課 S47 昭和47年度　普通交付税算出資料

・昭和47年度地方交付税の額の算定
・台風9号等の被害に伴う普通交付税の早期交付および11月交付予定額の繰
り上げ交付（要望）
・昭和47年度普通交付税の再算定
・法人税割および法人事業税の課税標準額並びに8月算定における誤りに関
する調査
・法人税割および法人事業税の課税標準額の調査

要審査 無 無

R3-A-715 財政課 財政課 不明 昭和48年度　普通交付税算出資料

・昭和48年度地方交付税の額の算定
・昭和48年度普通交付税の再算定
・法人税割および法人事業税の課税標準額の調査
・法人税割および法人事業税の課税標準額の調査（照会）
・8月算定における基準財政需要額の誤り等に関する調査

要審査 無 無

R3-A-716 財政課 財政課 S50 昭和50年度　普通交付税算出資料 ・昭和48年度地方交付税の額の算定 要審査 無 無
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R3-A-717 財政課 財政課 不明 昭和49年度　普通交付税算出資料

・昭和49年度地方交付税の額の算定
・昭和49年度普通交付税の再算定
・法人税割および法人事業税の課税標準額の調査
・法人税割および法人事業税の課税標準額の調査（照会）

要審査 無 無

R3-A-718 財政課 財政課 S51 昭和51年度　普通交付税算出資料 ・昭和51年度地方交付税の額の算定 要審査 無 無

R3-A-719 財政課 財政課 S52 昭和52年度　普通交付税算出資料 ・昭和52年度地方交付税の額の算定 要審査 無 無

R3-A-720 財政課 財政課 S53 昭和53年度　普通交付税算出資料 ・昭和53年度地方交付税の額の算定 要審査 無 無

R3-A-721 財政課 財政課 S54 昭和54年度　普通交付税算出資料 ・昭和54年度地方交付税の額の算定 要審査 無 無

R3-A-722 財政課 財政課 S55 昭和55年度　普通交付税算出資料

・昭和55年度地方交付税の額の算定
・昭和55年度地方交付税の額の算定に用いる基礎数値等
・昭和55年度地方交付税の額の算出に用いる基礎数値等
・過疎地域等人口に関する調べ
・法人関係税の調定額等に関する調べ
・地方税の課税免除等が行われた場合に基準財政収入額から控除する額に関
する調べ
・昭和54年度の流域下水道事業に係る地方負担額の異動
・昭和55年度普通交付税算出資料集計表（送付）

要審査 無 無

R3-A-723 財政課 財政課 S56 昭和56年度　普通交付税算出資料 ・昭和56年度地方交付税の額の算定 要審査 無 無

R3-A-724 財政課 財政課 S57 昭和57年度　普通交付税算出資料
・昭和57年度地方交付税の額の再算定
・昭和57年度地方交付税の額の算定

要審査 無 無

R3-A-725 財政課 財政課 S58 昭和58年度　普通交付税算出資料 ・昭和58年度地方交付税の額の算定 要審査 無 無

R3-A-726 財政課 財政課 S59 昭和59年度　普通交付税算出資料 ・昭和59年度地方交付税の額の算定 要審査 無 無

R3-A-727 財政課 財政課 S59 昭和59年度　交付税基礎数値（各課回答） ・昭和59年度地方交付税の額の算定に用いる基礎数値の照会 要審査 無 無

R3-A-728 財政課 財政課 S60 昭和60年度　交付税算出資料 ・昭和60年度地方交付税の額の算定 要審査 無 無

R3-A-729 財政課 財政課 S61 昭和61年度　交付税基礎数値（各課回答） ・昭和61年度地方交付税の算定に用いる基礎数値等の照会 要審査 無 無

R3-A-730 財政課 財政課 S61 昭和61年度　普通交付税算出資料 ・昭和61年度地方交付税の額の算定 要審査 無 無

R3-A-731 財政課 財政課 S63
昭和63年度　起債計画書・要望額一覧表・起
債充当報告等　№1

・昭和63年度公有林整備事業債に係る起債許可予定額の充当
・公共用地先行取得等事業債許可予定額に係る不用額報告書の提出
・昭和63年度における住宅宅地関連公共施設整備事業等（回答）
・昭和63年度下水道事業に係る起債許可予定額の充当
・特定資金枠外債の不用報告
・起債計画書の提出

要審査 無 無
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R3-A-732 財政課 財政課 S63 昭和63年度　起債充当報告等　№2

・昭和63年度臨時河川整備事業に係る起債許可予定額の充当
・昭和63年度自然災害防止事業に係る起債許可予定額の充当
・昭和63年度現年発生単独災害復旧事業に係る起債許可予定額の充当
・昭和63年度一般単独（一般）事業に係る起債許可予定額の充当
・昭和63年度特定資金公共事業に係る起債計画書及び起債許可予定額の充当
・昭和63年度公営住宅建設事業に係る起債許可予定額の充当
・昭和63年度許可に係る臨時高等学校整備事業債の不用報告書の提出
・昭和63年度臨時高等学校整備事業に係る起債許可予定額の充当
・昭和63年度高等学校整備事業に係る起債許可予定額の充当
・昭和63年度許可に係る補助・直轄災害復旧事業債の不用報告書の提出
・昭和63年度補助・直轄災害復旧事業に係る起債許可予定額の充当
・昭和63年度臨時地方道整備事業に係る起債許可予定額の充当
・昭和63年度一般単独（公園緑地）事業に係る起債許可予定額の充当

要審査 無 無

R3-A-733 財政課 財政課 S63 昭和63年度　起債充当報告等　№3

・昭和63年度一般公共事業に係る起債許可予定額の充当
・昭和63年度厚生福祉施設整備事業に係る起債許可予定額の充当
・昭和63年度地域財政特例対策に係る起債許可予定額の充当
・昭和63年度調整債に係る起債許可予定額の充当
・昭和63年度臨時財政特例債（普通会計分）に係る起債許可予定額の充当

要審査 無 無

R3-A-734 財政課 財政課 H元 平成元年度　起債充当報告等　№1

・平成元年度臨時高等学校整備事業に係る起債許可予定額の充当
・平成元年度調整債に係る起債許可予定額の充当
・平成元年度地域総合整備資金貸付事業起債充当結果
・平成元年度公営住宅建設事業に係る起債許可予定額の充当
・平成元年度下水道事業に係る起債許可予定額の充当
・平成元年度自然災害防止事業に係る起債許可予定額の充当
・平成元年度における住宅宅地関連公共施設整備事業等
・平成元年度特定資金枠外債の起債申請（最終分）

要審査 無 無

R3-A-735 財政課 財政課 H元 平成元年度　起債充当報告等　№2

・平成元年度補助・直轄災害復旧事業に係る起債許可予定額の充当
・平成元年度地域財政特例債に係る起債許可予定額の充当
・平成元年度一般公共事業に係る起債許可予定額の充当
・公共用地先行取得等事業債許可予定額に係る不用額報告書の提出
・平成元年度臨時財政特例債（普通会計分）に係る起債許可予定額の充当

要審査 無 無

R3-A-736 財政課 財政課 H元 平成元年度　起債充当報告　№3

・平成元年度一般単独（一般）事業に係る起債許可予定額の充当
・平成元年度特定資金公共事業に係る起債計画書及び起債許可予定額の充当
・平成元年度臨時地方道整備事業に係る起債許可予定額の充当
・平成元年度厚生福祉施設整備事業に係る起債許可予定額の充当
・平成元年度臨時河川整備事業に係る起債許可予定額の充当
・平成元年度一般単独（公園緑地）事業に係る起債許可予定額の充当
・平成元年度現年発生単独災害復旧事業に係る起債許可予定額の充当
・平成元年度公有林整備事業債に係る起債許可予定額の充当
・平成元年度義務教育施設整備事業に係る起債許可予定額の充当

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の
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電子データの
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R3-A-737 財政課 財政課 S45 昭和45年度　予算編成資料

・昭和45年度3月専決予算財源対策
・昭和45年度2月補正予算の概要
・昭45.2月補正予算純計表
・昭和45年度12月補正予算総括表
・昭45.12月補正の主な項目
・昭和45年度12月補正予算財源対策
・昭和45年度10月補正予算総括表
・昭45.10月補正予算純計表
・昭和45年度9月補正予算財源対策
・台風10号関係災害応急対策
・昭和45年度高知県一般会計補正予算
・昭和45年度8月補正予算財源対策
・昭和45年度当初予算総括表

要審査 無 無

R3-A-738 財政課 財政課 S46 昭和46年度　予算編成資料

・昭和46年度3月専決予算財源対策　
・昭和46年度2月補正予算財源対策
・昭和46年度12月補正予算財源対策
・昭和46年度12月議会財政課関係資料
・昭和46年度専決予算財源対策
・昭和46年度9月補正予算総括表
・昭和46年度当初予算総括表
・昭和46年度当初予算純計表

要審査 無 無

R3-A-739 財政課 財政課 S47 昭和47年度　予算編成資料

・昭和47年度9月議会財政課関係資料
・昭和47年度6月議会財政課関係資料
・昭和47年度当初財政関係資料
・昭47・当初予算査定資料

要審査 無 無

R3-A-740 財政課 財政課 S48 昭和48年度　予算編成資料

・昭和48年度3月専決予算財源対策　
・病院事業会計予算の専決処分概要
・昭和48年度2月補正予算の概要、財源対策
・昭和48年度12月補正予算の概要、純計表、財源対策
・昭和48年度9月補正予算財源対策、財源調書
・昭和48年度9月追加補正予算の概要
・昭和48年度9月定例会提出予定議案説明資料
・昭和48年度6月補正予算の概要
・昭和48年度予算編成の概要
・昭和48年度当初予算財源対策　
・昭和48年度当初財源調書
・昭和47年度限り経費総括表（9月現計）
・昭和48年度当初予算要求概要（一般会計）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-741 財政課 財政課 S49 昭和49年度　予算編成資料

・昭和49年度3月専決予算財源対策
・昭和49年度2月補正予算の概要、財源対策
・昭和49年度一般会計災害予算の専決
・昭和49年度災害専決予算財源対策
・昭和49年度12月議会追加議案の概要
・昭和49年度12月補正予算の概要、財源対策、財源調書
・昭和49年度12月高知県議会定例会提出予定案件概要
・昭和49年度12月補正知事項目
・49.9月補正予算の編成
・昭和49年度9月定例会提出予定議案
・昭和49年度9月補正予算財源対策
・昭和49年度9月知事項目
・昭和49年度9月補正見積分析
・昭和49年度7月補正予算の概要
・昭和49年度参議院地方選出議員補欠選挙執行経費専決予算　49.4
・昭和49年度当初予算編成の概要
・49年度当初予算
・昭和49年度当初予算財源対策　
・昭和49年度当初財源調書

要審査 無 無

R3-A-742 財政課 財政課 S50 昭和50年度　予算編成資料

・昭和50年度2月補正予算の概要、財源対策
・50年度財政収支の見通し
・昭和50年度12月補正予算財源対策
・昭和50年度9月補正予算編成の概要
・50.9補正知事説明資料
・昭和50年度9月補正予算編成にあたっての基本方針
・旅費条例の改正に伴う旅費検討資料
・機構改革等に伴う所管予算調整調書
・昭和50年度当初知事項目

要審査 無 無

R3-A-743 財政課 財政課 S51 昭和51年度　予算編成資料

・昭和51年度12月補正予算編成の概要、財源対策
・昭51.9月補正知事項目
・昭和51年9月高知県議会定例会提出予定議案
・昭和51年度9月補正予算編成の概要
・台風17号災害対策予算の概要
・昭和51年度2月補正予算編成の概要
・昭和51年度予算執行方針
・昭和51年度建設事業早期発注施行管理実施要領
・昭和51年度市町村援助額等比較表

要審査 無 無

R3-A-744 財政課 財政課 S62 昭和62年度　普通交付税算出資料

・昭和62年度地方交付税の額の再算定
・昭和62年度の河川事業及び港湾（漁港を含む）事業に係る地方負担額等の
調査（回答）
・昭和62年度地方交付税の額の算定

要審査 無 無

R3-A-745 財政課 財政課 S63 昭和63年度　普通交付税算出資料
・昭和63年度地方交付税の額の再算定
・昭和63年度地方交付税の額の算定

要審査 無 無

R3-A-746 財政課 財政課 H元 平成元年　普通交付税算出資料
・平成元年度［再算定］普通交付税算出資料
・平成元年度普通交付税算出資料

要審査 無 無

R3-A-747 財政課 財政課 H元 平成元年　特別交付税 ・平成元年度特別交付税算定に係る基礎資料 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-748 財政課 財政課 S63 昭和63年2月　議会資料

・議会運営委員会協議事項
・総務委員会資料（昭和63年度当初予算）　総務部
・総務委員会資料（昭和62年度2月補正予算）　総務部
・昭和63年2月県議会定例会に関連する日程メモ　63.2.5
・配付資料　昭和63年2月12日
・昭和63年2月高知県議会定例会提出予定議案

要審査 無 無

R3-A-749 財政課 財政課 S63 昭和63年6月　議会資料

・議会等の日程　63.6.20
・議会運営委員会協議事項
・昭和63年6月高知県議会定例会・6月27日提出予定案件概要
・昭和63年6月高知県議会定例会提出予定案件概要
・63年6月定例会への提出予定議案
・委員会の中央要望（通知）
・総務部説明資料（昭和63年4月18日）
・昭和63年度　業務概要説明資料　総務部

要審査 無 無

R3-A-750 財政課 財政課 S63 昭和63年9月　議会資料
・議会運営委員会協議事項
・昭和63年9月高知県議会定例会提出予定案件概要
・総務委員会資料（昭和62年度9月補正予算）　総務部

要審査 無 無

R3-A-751 財政課 財政課 S63 昭和63年12月　議会資料
・議会運営委員会協議事項
・昭和63年12月高知県議会定例会提出予定案件概要
・総務委員会資料（昭和62年度12月補正予算）　総務部

要審査 無 無

R3-A-752 財政課 財政課 H元 平成元年2月　議会資料
・議会運営委員会協議事項
・総務委員会資料（平成元年度当初予算）　総務部
・総務委員会資料（昭和63年度2月補正予算）　総務部

要審査 無 無

R3-A-753 財政課 財政課 H元 平成元年6月（7月臨時会）　議会資料

・議会運営委員会協議事項
・総務部長総括説明（平成元年4月19日）
・平成元年度　業務概要説明資料　総務部
・常任委員会における業務概要説明資料の提出

要審査 無 無

R3-A-754 財政課 財政課 H元 平成元年9月　議会資料

・議会運営委員会協議事項
・総務委員会資料（平成元年度9月補正予算）　総務部
・平成元年度　出先機関等の要望事項に対する意見又は措置状況　総務委員
会

要審査 無 無

R3-A-755 財政課 財政課 H元 平成元年12月　議会資料
・議会運営委員会協議事項
・総務委員会資料（平成元年度12月補正予算）　総務部

要審査 無 無

R3-A-756 財政課 財政課 S35
昭和35年度　都道府県歳出決算及び財源内訳
に関する調

・昭和35年度　都道府県歳出決算及び財源内訳に関する調　（自治省　全国
知事会）

要審査 無 無

R3-A-757 財政課 財政課 S36
昭和36年度　都道府県歳出決算及び財源内訳
に関する調

・昭和36年度　都道府県歳出決算及び財源内訳に関する調　（自治省　全国
知事会）

要審査 無 無

R3-A-758 財政課 財政課 S37
昭和37年度　都道府県歳出決算及び財源内訳
に関する調

・昭和37年度　都道府県歳出決算及び財源内訳に関する調　（自治省　全国
知事会）

要審査 無 無

R3-A-759 財政課 財政課 S38
昭和38年度　都道府県歳出決算及び財源内訳
に関する調

・昭和38年度　都道府県歳出決算及び財源内訳に関する調　（自治省　全国
知事会）

要審査 無 無

R3-A-760 財政課 財政課 S39
昭和39年度　都道府県歳出決算及び財源内訳
に関する調

・昭和39年度　都道府県歳出決算及び財源内訳に関する調　（地方財政統計
研究会）

要審査 無 無
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R3-A-761 財政課 財政課 S41
昭和41年度　都道府県歳出決算及び財源内訳
に関する調

・昭和41年度　都道府県歳出決算及び財源内訳に関する調　（地方財政統計
研究会）

要審査 無 無

R3-A-762 財政課 財政課 S42
昭和42年度　都道府県歳出決算及び財源内訳
に関する調

・昭和42年度　都道府県歳出決算及び財源内訳に関する調　（地方財政統計
研究会）

要審査 無 無

R3-A-763 財政課 財政課 S43
昭和43年度　都道府県歳出決算及び財源内訳
に関する調

・昭和43年度　都道府県歳出決算及び財源内訳に関する調　（地方財政統計
研究会）

要審査 無 無

R3-A-764 財政課 財政課 S44
昭和44年度　都道府県歳出決算及び財源内訳
に関する調

・昭和44年度　都道府県歳出決算及び財源内訳に関する調　（地方財政統計
研究会）

要審査 無 無

R3-A-765 財政課 財政課 S45
昭和45年度　都道府県歳出決算及び財源内訳
に関する調

・昭和45年度　都道府県歳出決算及び財源内訳に関する調　（地方財政統計
研究会）

要審査 無 無

R3-A-766 財政課 財政課 S46
昭和46年度　都道府県歳出決算及び財源内訳
に関する調

・昭和46年度　都道府県歳出決算及び財源内訳に関する調　（地方財政統計
研究会）

要審査 無 無

R3-A-767 財政課 財政課 S60 昭和60年2月　議会資料

・議会運営委員会協議事項
・総務委員会資料（昭和60年度9月補正予算）　総務部
・総務委員会資料（昭和59年度2月補正予算）　総務部
・役員会資料目次

要審査 無 無

R3-A-768 財政課 財政課 S60 昭和60年6月・9月　議会資料
・議会運営委員会協議事項
・総務委員会資料（昭和60年度当初予算）　総務部
・昭和60年度　業務概要説明資料　総務部

要審査 無 無

R3-A-769 財政課 財政課 S60 昭和60年12月　議会資料
・議会運営委員会協議事項
・党役員会協議事項

要審査 無 無

R3-A-770 財政課 財政課 S60 昭和61年2月　議会資料
・議会運営委員会協議事項
・総務委員会資料（昭和61年度当初予算）　総務部
・役員会資料目次

要審査 無 無

R3-A-771 財政課 財政課 S61 昭和61年6月　議会資料
・議会運営委員会協議事項
・昭和61年度　業務概要説明資料　総務部

要審査 無 無

R3-A-772 財政課 財政課 S61 昭和61年9月　議会資料
・議会運営委員会協議事項
・総務委員会資料（昭和61年度9月補正予算）　総務部

要審査 無 無

R3-A-773 財政課 財政課 S61 昭和61年12月　議会資料
・議会運営委員会協議事項
・総務委員会資料（昭和61年度12月補正予算）　総務部

要審査 無 無

R3-A-774 財政課 財政課 S61 昭和62年2月　議会資料

・議会運営委員会協議事項
・総務委員会資料（昭和62年度当初予算）　総務部
・総務委員会資料（昭和62年度2月補正予算）　総務部
・役員会配布資料

要審査 無 無

R3-A-775 財政課 財政課 S62 昭和62年5月（臨）・6月　議会資料

・議会運営委員会協議事項
・中央官庁への要望事項　（昭62.6.8総務委員会資料）　総務部
・各派代表者会協議事項（昭和62年5月7日）
・県政役員会協議事項

要審査 無 無
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R3-A-776 財政課 財政課 S62 昭和62年9月　議会資料
・議会運営委員会協議事項
・総務委員会資料（昭和62年度9月補正予算）　総務部
・昭和62.9月補正　知事説明資料

要審査 無 無

R3-A-777 財政課 財政課 S62 昭和62年12月　議会資料
・議会運営委員会協議事項
・総務委員会資料（昭和62年度12月補正予算）　総務部

要審査 無 無

R3-A-778 財政課 財政課 S53S54 昭和53年・54年度　県債台帳　S56.4.13
・昭和53年度　県債台帳　S56.4.13作成
・昭和54年度　県債台帳　S56.4.13作成

要審査 無 無

R3-A-779 財政課 財政課 S55S56 昭和55年・56年度　県債台帳　S57.4.26
・昭和55年度　県債台帳　S57.4.26作成
・昭和56年度　県債台帳　S57.4.26作成

要審査 無 無

R3-A-780 財政課 財政課 S59S60 昭和59年・60年度　県債台帳　№8
・昭和59年度　県債台帳　S60.11.14作成
・昭和60年度　県債台帳　S61.12.11作成

要審査 無 無

R3-A-781 財政課 財政課 H元
平成元年度　県債台帳　新規・修正（元.11
打出）

・昭和63年度　県債台帳　H元.11.17作成　
・平成元年度　県債台帳　H元.11.17作成
・昭和45､47､48､54､57､61～63年度　県債台帳　H元.11.17作成（修正）
・昭和54～59､61～63年度　県債台帳　H元.11.17作成（災害（修正）予算区
分分）

要審査 無 無

R3-A-782 財政課 財政課 S62 昭和62年度　県債台帳　新規入力分 ・昭和61､62年度　県債台帳　S62.12.16作成 要審査 無 無

R3-A-783 財政課 財政課 S62 昭和62年度　県債台帳（修正分） ・昭和43､46､48､50～60年度　県債台帳　S62.12.16作成（修正） 要審査 無 無

R3-A-784 財政課 財政課 S63 昭和63年度　県債台帳　新規入力分 ・昭和62､63年度　県債台帳　S63.12.8作成 要審査 無 無

R3-A-785 財政課 財政課 S63 昭和63年度　県債台帳　修正分 ・昭和44､45､47､49､52～62年度　県債台帳　S63.12.8作成（修正） 要審査 無 無

R3-A-786 財政課 財政課 S45S46S47S48S49S50S51S52S53S54①昭和45～54年度　起債許可申請･許可書 ・起債許可申請 要審査 無 無

R3-A-787 財政課 財政課 S55S56S58S59S60S61②昭和55～61年度　起債許可申請 ・起債許可申請 要審査 無 無

R3-A-788 財政課 財政課 S62S63 ③昭和62･63年度　起債許可申請･許可書

・起債許可変更申請
・起債許可申請
・昭和63年度許可に係る臨海土地造成事業債の不用額報告書の提出
・起債許可申請及び議決済の証明
・昭和63年度許可に係る一般公共事業債の不用額報告書の提出

要審査 無 無

R3-A-789 財政課 財政課 不明 ④貸付金使途状況調査(公営企業金融公庫)
・貸付金使途状況調査表
・公営企業金融公庫貸付金使途状況調査日程

要審査 無 無

R3-A-790 財政課 財政課 S57S59S60S61S63昭和57年度～　金利関係資料

・市場公募債の条件改定　（自治省財政局地方債課）
・貸付利率の改定　（公営企業金融公庫）
・簡易生命保険積立金の長期貸付等貸付利率の改定（通知）　（四国郵政局
長）
・資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金に係る貸付条件の改定　（自治
省財政局地方債課長）
・資金運用部地方資金の貸付利率の改定　（四国財務局高知財務事務所長）
・地方公務員共済組合連合会が引受ける地方債の引受条件の改定　（地方公
務員共済組合連合会事務局長）

要審査 無 無

R3-A-791 財政課 財政課 S59S60S61 昭和59年～61年度　減収補てん債
・昭和59年～61年度　法人事業税、道府県民税法人割税の調定見込額に関す
る調

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-792 財政課 財政課 S63
昭和63年度　資金運用部地方資金貸付先調査
及び繰上償還関係

・公営企業金融公庫借入金繰上償還承認申請書の提出
・資金運用部借入金繰上償還確認書の提出
・資金運用部地方資金貸付先実地調査に関する調書の提出

要審査 無 無

R3-A-793 財政課 財政課 S50 昭和50年度　特別交付税算出資料
・昭和50年度　特殊財政事情（特別交付税説明資料）　県分　高知県
・昭和50年度特別交付税算定に係る基礎資料（報告）

要審査 無 無

R3-A-794 財政課 財政課 S52 昭和52年度　特別交付税算出資料
・昭和52年度　特殊財政事情（特別交付税説明資料）　県分　高知県
・除雪対策に要する経費の調査
・昭和52年度特別交付税算定に係る基礎資料（報告）

要審査 無 無

R3-A-795 財政課 財政課 S56 昭和56年度　交付税基礎数値Ⅰ ・昭和56年度地方交付税の算定に用いる基礎数値等 要審査 無 無

R3-A-796 財政課 財政課 S57 昭和57年度　交付税基礎数値Ⅱ
・法人関係税の調定額等に関する調べ
・昭和57年度地方交付税の算定に用いる基礎数値等（照会）

要審査 無 無

R3-A-797 財政課 財政課 S60
昭和60年度　交付税基礎数値（59.10.31報告
分）

・昭和60年度普通交付税の算定に用いる基礎数値等（回答）
・普通交付税の算定に用いる基礎数値の変更

要審査 無 無

R3-A-798 財政課 財政課 S61
昭和61年度　普通交付税基礎数値（60.10報
告）

・昭和61年度地方交付税の算定に用いる基礎数値（回答）
・昭和61年度普通交付税の算定に用いる基礎数値

要審査 無 無

R3-A-799 財政課 財政課 S61
昭和61年度　交付税基礎数値（本省照会・報
告）

・昭和61年度の都道府県・指定都市分地方道路譲与税及び石油ガス譲与税の
譲与額の算定に用いる基礎数値（回答）
・昭和61年度普通交付税の算定に用いる基礎数値等（報告）
・普通交付税教育関係費目に係る教職員数及び生徒数等の最終確認等（回
答）
・その他土木費等の事業費補正に用いる昭和61年度の第一種流域下水道事業
の地方負担額（回答）
・昭和60年度・61年度の河川費、港湾（漁港）費に係る自治大臣通知額及び
基礎数値等の最終確認（回答）
・法人関係税の調定額等に関する調（回答）

要審査 無 無

R3-A-800 財政課 財政課 S63 昭和63年度　交付税基礎数値（62.10報告）
・昭和62年度法人関係税の調定見込額等に関する調（回答）
・昭和63年度地方交付税の算定に用いる基礎数値

要審査 無 無

R3-A-801 財政課 財政課 S60 昭和60年度　予算編成

・昭和60年度12月補正財政資料
・昭60・9月補正財政資料
・昭60・9月補正知事説明資料
・昭和60・9月補正部長説明資料
・昭和60年6月議会財政資料
・昭和60年当初財政資料
・昭和59年度2月補正予算概要
・昭和60年度当初知事説明資料
・昭和60年度当初知事項目
・昭和60年度当初部長説明資料

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-802 財政課 財政課 S61 昭和61年度　予算編成

・昭和61年度予算編成の概要
・昭和61年度予算編成の基本的な考え方
・昭和61年度財政収支見通し
・昭和61年2月議会提出予定議案説明
・昭和61年度の当初予算編成（知事コメント）
・事務事業の見直し
・行啓関係経費に関する調べ
・新規事業調書
・昭和61年度当初知事項目
・党部会資料　60.12.16
・昭和61年度当初予算編成　60.10.10
・61年度当初予算検討資料　60.7.19
・S61予算フレーム作成（S60.9.26）

要審査 無 無

R3-A-803 財政課 財政課 S61 昭和61年度　予算編成

・昭和61･9月補正知事説明資料
・昭和61年度9月補正予算概要
・昭和61･9月補正部長説明資料
・昭和61年度当初知事説明資料
・昭和61年度当初知事項目
・昭和61年度当初部長説明資料

要審査 無 無

R3-A-804 財政課 財政課 S62 昭和62年度　予算編成

・昭和63年度当初知事説明資料
・昭和63当初知事項目
・主要施設整備年次計画表
・昭和63当初部長説明資料
・昭和63年度予算編成の背景
・長寿県づくり構想の推進
・主要項目
・昭和63年度当初予算編成の概要

要審査 無 無

R3-A-805 財政課 財政課 S62 昭和62年度　当初予算編成資料

・昭和61年度2月補正予算編成の概要
・昭和62年度当初予算編成の概要
・62当初予算主要増減表
・配付資料（役員会）
・昭和62年2月高知県議会定例会提出予定議案
・総務委員会資料（昭和62年度当初予算）　総務部
・総務委員会資料（昭和61年度2月補正予算）　総務部
・昭和62年度当初知事説明資料
・総務部会資料（昭和62年1月28日）　総務部
・昭和62年度当初知事項目

要審査 無 無

R3-A-806 財政課 財政課 S63 昭和63年度　当初予算編成

・昭和62年度当初知事説明資料（第2回、62.1.28）
・知事説明手持資料
・昭和62年度予算編成の概要
・昭和62年度当初知事説明資料（第1回）
・昭和62年度当初知事項目
・昭和62年度当初部長説明資料
・昭和62年度当初課長査定保留調書
・62年度予算シーリング確認表
・昭和62年度予算要求額調べ
・昭和62年度シーリング確認表

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-807 財政課 財政課 S63 昭和63年度　県債償還伺　No.1
・県債の償還
・資金運用部貸付金残高の突合

要審査 無 無

R3-A-808 財政課 財政課 S63 昭和63年度　県債償還伺　No.2
・長期借入金の償還
・県債の償還
・借受条件の変更

要審査 無 無

R3-A-809 財政課 財政課 S63 昭和63年度　県債償還伺　No.3 ・県債の償還 要審査 無 無

R3-A-810 財政課 財政課 H元 平成元年度　県債償還伺　No.1

・県債の償還
・県債登録手数料の支払
・資金運用部貸付金残高の突合
・地方債元利金支払事務取扱契約

要審査 無 無

R3-A-811 財政課 財政課 H元 平成元年度　県債償還伺　No.2
・県債の償還
・県債の繰上償還（通知）
・長期借入金の償還

要審査 無 無

R3-A-812 財政課 財政課 S54 昭和54年度　予算編成資料

・今後の補正見込み（一般会計）
・旅費条例改正に伴う予算措置
・昭和54年度予算純計総括表
・昭和54年度起債申請事業一覧表（一般会計）
・55年度Ｃ項経費調整総括表
・昭和54年度限り経費調書
・昭和54年度10月補正予算追加提示予算の概要
・昭和54年度10月補正予算財源対策表
・昭和54年度10月補正財政資料
・昭和54年度9月補正予算財源対策表
・昭和54年度補正予算編成の概要
・昭和54年度9月補正知事説明資料
・昭和54年度9月補正部長説明資料
・昭和54年6月議会財政資料
・昭和54年2月議会財政資料
・党説明資料
・昭54当初知事説明資料
・昭和54年2月県議会定例会提出予定議案
・昭和54年度公共事業費

要審査 無 無

R3-A-813 財政課 財政課 S56 昭和55年度　予算編成資料

・昭和55年12月議会財政資料
・昭和55年度財政状況　財政課
・昭和55年2月議会財政資料
・昭和55年度当初予算編成の概要
・昭和54年度2月補正予算編成の概要
・昭和55年当初知事説明資料
・昭和55年当初部長説明資料

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-814 財政課 財政課 S56 昭和56年度　予算編成資料

・昭和56年度12月補正予算編成の概要
・昭和56年度12月補正予算財源対策表
・昭和57年度財政見通しと編成の主なスケジュール
・昭和57年度国の概算要求
・昭和56年度9月補正財政資料
・昭56・9月補正知事説明資料
・昭56・9月補正部長説明資料
・昭和56年2月議会財政資料
・昭和56年度当初予算編成の概要
・昭和56年度予算編成の概要
・昭和55年度2月補正予算の概要
・昭和56年2月県議会定例会提出予定議案
・昭和56年度当初知事説明資料
・昭和56年度当初予算財源対策表
・昭和56年度当初部長説明資料
・昭和56年度Ｃ項経費調整（案）　55.11.22
・昭和55年度限り経費調書

要審査 無 無

R3-A-815 財政課 財政課 S57 昭和57年度　予算編成資料

・昭和57年度限り経費調書
・昭和57年度12月補正知事説明資料
・昭和57年度12月補正部長説明資料
・昭和57年9月補正財政資料
・昭和57年度当初財政資料
・昭和57年度知事復活増減調書（第2次）
・昭和55年度2月補正予算財源対策表
・昭和57年度当初予算財源対策表
・党役員会、議員総会説明資料
・昭和57年2月県議会定例会提出予定議案
・昭和57年度予算編成の背景
・昭和57年度予算編成の概要
・昭和57年度当初知事説明資料
・昭和57年度当初知事項目
・昭和57年度当初部長説明資料

要審査 無 無

R3-A-816 財政課 財政課 S38 予算編成　執行方針通知S38～

・昭和38～39､41年度予算編成要領
・昭和39､43～46､48～50年度予算編成方針
・昭和39､41年度9月補正予算編成要領
・12月補正予算
・昭和42､45～48年度予算執行方針
・昭和44～45年度人件費の見積（照会）
・昭和45年度予算編成方針及び見積要領
・昭和45年度12月補正予算の見積（通知）
・昭和45年度予算の執行留保
・昭和46年度予算見積要領
・建設事業の執行促進（依命通達）
・昭和46～47年度12月補正予算見積要領
・昭和47年度予算編成方針
・昭和48年度予算見積要領

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-817 財政課 財政課 S52 昭和52年度　予算編成資料

・昭和52年度2月補正予算編成の概要
・昭和52年度一般会計補正予算の専決処分概要
・昭和52年度10月補正予算編成の概要
・昭和52年12月財政資料
・昭和52年度12月補正予算編成の概要
・昭和52年度9月補正予算編成の概要
・昭和52年9月議会財政資料
・昭52.9月補正知事項目
・昭52.9月主要補正項目
・昭52.9月補正予算説明資料
・昭和52年6月議会財政資料
・昭和52年度当初予算編成の概要
・昭和52年2月議会財政資料
・議会説明資料　S52.2.12
・昭和52年当初知事説明資料
・昭和52年度当初知事項目
・昭和52年度当初第1次増減調書
・昭和52年度当初部長説明資料
・昭和52年度当初財源調書（一般財源）

要審査 無 無

R3-A-818 財政課 財政課 S58 昭和58年度　予算編成

・昭58.12月補正財政資料
・昭和58年度12月補正予算編成の概要、財源対策表
・昭58.12月補正知事説明資料
・昭58.9月補正財政資料
・昭58.9月補正知事説明資料
・昭58.9月補正部長説明資料
・昭和58年度9月補正予算見積り
・昭和58年6月議会財政資料
・昭和57年度高知県一般会計事故繰越し繰越使用報告
・昭和57年度繰越明許費等の繰越計算書等の提出
・昭和58年度予算執行方針（通知）
・昭和58年度当初財政資料
・役員会資料　58.2.9
・昭和58年度当初知事説明資料
・昭和58年度当初知事項目
・昭和58年度部長査定復活増減調書（第1次）
・昭和58年度当初予算部長説明資料
・部長説明項目
・課長査定保留調書

要審査 無 無

R3-A-819 財政課 財政課 S59 昭和59年度　当初予算編成資料①

・総務委員会資料（昭和59年度当初予算）　総務部
・総務委員会資料（昭和58年度2月補正予算）　総務部
・昭和59年度県財政フレーム
・昭和59年度予算編成に対する基本的な考え方（通知）
・使用料・手数料の見直しの考え方

要審査 無 無

R3-A-820 財政課 財政課 S59 昭和59年度　当初予算編成資料②

・県政定例会説明要旨
・昭和59年度当初予算見積額（人件費を除く）　59.1.3
・記者レク配付資料　59.2.18
・昭和59年度重点施策体系表
・昭和59年度当初知事説明資料
・昭和59年度当初部長説明資料

要審査 無 無
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R3-A-821 財政課 財政課 S59 昭和59年度　当初予算編成

・昭59.9月補正財政資料
・昭59.9月補正知事説明資料
・昭59.9月補正部長説明資料
・昭和59年9月議会財政資料
・昭和59年度当初財政資料
・昭和59年度当初知事説明資料
・昭和59年度当初知事項目
・昭和59年度当初部長説明資料
・昭和59年度当初予算陳情事項　知事公室

要審査 無 無

R3-A-822 財政課 財政課 S62
昭和62年度　地域総合整備事業債・公共用地
先行取得債

・公共用地先行取得等事業債許可予定額に係る不用額報告書の提出
・昭和62年度まちづくり特別対策事業計画事業等調査
・昭和62年度まちづくり特別対策事業の画定本年度事業費の報告
・昭和62年度地域総合整備事業に係る起債許可予定額の充当結果
・昭和62年度地域総合整備事業債の資金振替希望額及び追加所要額
・地域総合整備事業債の申請

要審査 無 無

R3-A-823 財政課 財政課 S63
昭和63年度　地域総合整備事業債（まちづく
り緊急プロジェクト）

・昭和63年度地域総合整備事業に係る起債許可予定額の充当結果 要審査 無 無

R3-A-824 財政課 財政課 S63
昭和63年度　地域総合整備事業債（ふるさと
づくり）

・昭和63年度ふるさとづくり特別対策事業（二次分）事業計画書の提出
・昭和63年度ふるさとづくり特別対策事業（一次分）事業計画書の提出
・春野総合運動公園整備事業
・昭和63年度のふるさとづくり特別対策事業に係る事業費に関する調（回
答）

要審査 無 無

R3-A-825 財政課 財政課 H元 平成元年度　地域総合整備事業債

・平成元年度地域総合整備事業債に係る起債許可予定額の充当結果
・半島地域の振興に資する道路整備事業に係る地域総合整備事業実施計画書
の提出
・平成元年度のふるさとづくり特別対策事業に係る事業費に関する調
・まちづくり事業計画書の提出

要審査 無 無

R3-A-826 財政課 財政課 H元 平成元年度　ふる特関係
・ふるさとづくり特別対策事業総括表
・ふるさとづくり事業計画

要審査 無 無

R3-A-827 財政課 財政課 H元 平成元年度　地域総合整備事業債

・リーディング･プロジェクト要望調書
・まちづくり事業計画
・ふるさとづくり特別対策事業（新規事業）
・ふるさとづくり事業計画

要審査 無 無

R3-A-828 財政課 財政課 S27S28S29S30S31S32S33S34S35S36S37S38昭和27年度～38年度　県債台帳　№1 ・昭和27～38年度　県債台帳　S57.10.25作成 要審査 無 無

R3-A-829 財政課 財政課 S39S40S41S42S43S44S45S46昭和39年度～46年度　県債台帳　№2 ・昭和39～46年度　県債台帳　S57.10.25作成 要審査 無 無

R3-A-830 財政課 財政課 S46S47S48S49S50昭和47年度～50年度　県債台帳　№3 ・昭和46～50年度　県債台帳　S57.10.25作成 要審査 無 無

R3-A-831 財政課 財政課 S52S53S54 昭和53年度・54年度　県債台帳　№5 ・昭和52～54年度　県債台帳　S57.10.25作成 要審査 無 無

R3-A-832 財政課 財政課 S54S55S56S57昭和55年度・56年度　県債台帳　№6
・昭和54､55年度　県債台帳　S57.10.25作成
・昭和54～56年度　県債台帳　S57.12.2作成（修正）

要審査 無 無

R3-A-833 財政課 財政課 S56S57S58S59昭和57年度～59年度　県債台帳　№7 ・昭和56～58年度　県債台帳　S58.12.7作成 要審査 無 無

R3-A-834 財政課 財政課 S35 昭和35年度　都道府県決算状況調 ・昭和35年度　都道府県決算状況調　（自治省財政局調査課）　全国知事会 要審査 無 無

R3-A-835 財政課 財政課 S36 昭和36年度　都道府県決算状況調 ・昭和36年度　都道府県決算状況調　（自治省財政局調査課） 要審査 無 無

R3-A-836 財政課 財政課 S37 昭和37年度　都道府県決算状況調 ・昭和37年度　都道府県決算状況調　（自治省財政局調査課） 要審査 無 無

158 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-837 財政課 財政課 S38 昭和38年度　都道府県決算状況調 ・昭和38年度　都道府県決算状況調　（自治省財政局調査課） 要審査 無 無

R3-A-838 財政課 財政課 S39 昭和39年度　都道府県決算状況調 ・昭和39年度　都道府県決算状況調　（自治省財政局調査課） 要審査 無 無

R3-A-839 財政課 財政課 S40 昭和40年度　都道府県決算状況調 ・昭和40年度　都道府県決算状況調　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-840 財政課 財政課 S41 昭和41年度　都道府県決算状況調 ・昭和41年度　都道府県決算状況調　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-841 財政課 財政課 S42 昭和42年度　都道府県決算状況調 ・昭和42年度　都道府県決算状況調　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-842 財政課 財政課 S43 昭和43年度　都道府県決算状況調 ・昭和43年度　都道府県決算状況調　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-843 財政課 財政課 S44 昭和44年度　都道府県決算状況調 ・昭和44年度　都道府県決算状況調　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-844 財政課 財政課 S45 昭和45年度　都道府県決算状況調 ・昭和45年度　都道府県決算状況調　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-845 財政課 財政課 S50 昭和50年度　都道府県決算状況調 ・昭和50年度　都道府県決算状況調　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-846 財政課 財政課 S51 昭和51年度　都道府県決算状況調 ・昭和51年度　都道府県決算状況調　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-847 財政課 財政課 S58 昭和57年度　都道府県決算状況調 ・昭和57年度　都道府県決算状況調　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-848 財政課 財政課 S57 昭和57年度　都道府県決算の概況 ・昭和57年度　都道府県決算の概況　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-849 財政課 財政課 S58 昭和58年度　都道府県決算状況調 ・昭和58年度　都道府県決算状況調　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-850 財政課 財政課 S59 昭和59年度　都道府県決算の概況 ・昭和59年度　都道府県決算の概況　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-851 財政課 財政課 S59 昭和59年度　都道府県決算状況調 ・昭和59年度　都道府県決算状況調　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-852 財政課 財政課 S48 昭和47年度　都道府県決算の概況
・昭和48年10月　昭和47年度　都道府県決算の概況　（自治省財政局指導
課）

要審査 無 無

R3-A-853 財政課 財政課 S49 昭和48年度　都道府県決算の概況
・昭和49年10月　昭和48年度　都道府県決算の概況　（自治省財政局指導
課）

要審査 無 無

R3-A-854 財政課 財政課 S49 昭和49年度　都道府県決算の概況 ・昭和49年度　都道府県決算の概況　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-855 財政課 財政課 S50 昭和50年度　都道府県決算の概況 ・昭和50年度　都道府県決算の概況　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-856 財政課 財政課 S51 昭和51年度　都道府県決算の概況 ・昭和51年度　都道府県決算の概況　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-857
高知土木事務
所

高知土木事務
所

H26
平成26年度　高港臨第01-02号　高知新港臨
海土地造成工事

高知港三里地区の高台企業用地造成工事
実施設計書、中間検査結果報告、完成写真、完成検査結果報告、検査調書等

要審査 無 無

R3-A-858 財政課 財政課 S32
昭和32年3月　地方財政の状況／昭和31年3月　
地方財政の状況／昭和29年度　地方財政概要

・昭和32年3月　地方財政の状況　（自治庁）
・昭和31年3月　地方財政の状況　（自治庁）
・昭和29年度　地方財政概要　昭和30年12月　（自治庁）

要審査 無 無

R3-A-859 財政課 財政課 S29

昭和29年度　都道府県決算見込額調／事業繰
越額、支払繰越額に関する調／都道府県別歳
出経費別一般財源充当額調／都道府県の事業
の実施状況及び財源調／昭和29年度の基準財
政需要額と決算見込額における一般財源充当
額との比較／昭和29年度　都市人口段階別歳
入歳出決算見込額調

・昭和29年度　都道府県決算見込額調　（自治庁長官官房調査課）
・昭和29年度　事業繰越額、支払繰越額に関する調　－都道府県分－　（自
治庁長官官房調査課）　
・昭和29年度　都道府県別歳出経費別一般財源充当額調　（自治庁長官官房
調査課）　
・昭和29年度　都道府県の事業の実施状況及び財源調　（自治庁長官官房調
査課）
・－都道府県分－　昭和29年度の基準財政需要額と決算見込額における一般
財源充当額との比較　（自治庁長官官房調査課）
・昭和29年度　都市人口段階別歳入歳出決算見込額調　（自治庁長官官房調
査課）

要審査 無 無
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R3-A-860 財政課 財政課 S31

昭和31年度　都道府県款別経費別決算見込額
調／昭和31年度　都道府県決算見込額調／昭
和30年度　都道府県の事業の実施状況及び財
源調／昭和30年度　都道府県決算見込額調

・昭和31年度　都道府県款別経費別決算見込額調　（自治庁長官官房調査
課）
・昭和31年度　都道府県決算見込額調　（自治庁長官官房調査課）
・昭和30年度　都道府県決算見込額調　（自治庁長官官房調査課）
・昭和30年度　都道府県の事業の実施状況及び財源調　（自治庁長官官房調
査課）

要審査 無 無

R3-A-861 財政課 財政課 S32

都道府県職員数及び給与月額調（昭和33年1
月1日現在）／昭和32年度　地方公共団体決
算概要／昭和31年度　都道府県財政関係指数
表／昭和31年度　都道府県款別経費別決算見
込額調／高知県財政資料

・都道府県職員数及び給与月額調（昭和33年1月1日現在）　（自治庁長官官
房調査課）
・昭和31年度　都道府県款別経費別決算見込額調　（自治庁長官官房調査
課）
・昭和32年度　地方公共団体決算概要　（自治庁財政局）
・昭和31年度　都道府県財政関係指数表　（自治庁長官官房調査課）
・高知県財政資料　昭和31年6月　総務部企画課

要審査 無 無

R3-A-862 財政課 財政課 S63
昭和63年度　査定調書   （農業、林業、水
産）

・昭和63年度予算査定調書   （農業、林業、水産） 要審査 無 無

R3-A-863 財政課 財政課 S63 昭和63年度　査定調書   （土木、教委） ・昭和63年度予算査定調書   （教委、土木） 要審査 無 無

R3-A-864 財政課 財政課 S63 昭和63年度　12月補正査定調書 ・昭和63年度予算査定調書　（12月補正） 要審査 無 無

R3-A-865 財政課 財政課 H元
平成元年度　査定調書   （商工、保環、福
祉）

・平成元年度予算査定調書   （商工、福祉、保環） 要審査 無 無

R3-A-866 財政課 財政課 H元
平成元年度　査定調書   （農業、林業、水
産）

・平成元年度予算査定調書   （水産、農業、林業） 要審査 無 無

R3-A-867 財政課 財政課 S35 昭和35年度　都道府県財政指数表 ・昭和35年度都道府県財政指数表　（自治省財政局財政再建課） 要審査 無 無

R3-A-868 財政課 財政課 S37
　　
　
昭和37年12月　都道府県財政指数表

・都道府県財政指数表　昭和37年12月　（自治省財政局財政再建課） 要審査 無 無

R3-A-869 財政課 財政課 S38 昭和38年11月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和38年11月　（自治省財政局財政再建課） 要審査 無 無

R3-A-870 財政課 財政課 S39 昭和39年12月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和39年12月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-871 財政課 財政課 S40 昭和40年12月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和40年12月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-872 財政課 財政課 S41 昭和41年11月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和41年11月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-873 財政課 財政課 S42 昭和42年11月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和42年11月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-874 財政課 財政課 S43 昭和43年11月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和43年11月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-875 財政課 財政課 S44 昭和44年11月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和44年11月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-876 財政課 財政課 S45 昭和45年12月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和45年12月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-877 財政課 財政課 S46 昭和46年12月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和46年12月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-878 財政課 財政課 S47 昭和47年12月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和47年12月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-879 財政課 財政課 S48 昭和47年12月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和48年12月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-880 財政課 財政課 S49 昭和49年12月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和49年12月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-881 財政課 財政課 S50 昭和50年12月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和50年12月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-882 財政課 財政課 S51 昭和51年12月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和51年12月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-883 財政課 財政課 S52 昭和52年12月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和52年12月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-884 財政課 財政課 S53 昭和53年12月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和53年12月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無
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R3-A-885 財政課 財政課 S54 昭和54年12月　都道府県財政指数表 ・都道府県財政指数表　昭和54年12月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-886
高知土木事務
所

高知土木事務
所

H26
平成26年度　高港臨第01-03号　高知新港臨
海土地造成工事

高知港三里地区の掘削土砂仮置場造成工事
実施設計書、工事請負契約、工事請負変更契約、完成写真、完成検査結果報
告、精算金請求書等

要審査 無 無

R3-A-887 財政課 財政課 S37 昭和37年度　都道府県建設事業調 ・昭和37年度　都道府県建設事業調　（自治省財政局） 要審査 無 無

R3-A-888 財政課 財政課 S38 昭和38年度　都道府県建設事業調 ・昭和38年度　都道府県建設事業調　（自治省財政局） 要審査 無 無

R3-A-889 財政課 財政課 S39 昭和39年度　都道府県建設事業調 ・昭和39年度　都道府県建設事業調　（自治省財政局） 要審査 無 無

R3-A-890 財政課 財政課 S40 昭和40年度　都道府県建設事業調 ・昭和40年度　都道府県建設事業調　（自治省財政局） 要審査 無 無

R3-A-891 財政課 財政課 S41 昭和41年度　都道府県建設事業調 ・昭和41年度　都道府県建設事業調　（自治省財政局） 要審査 無 無

R3-A-892 財政課 財政課 S42 昭和42年度　都道府県建設事業調 ・昭和42年度　都道府県建設事業調　（自治省財政局） 要審査 無 無

R3-A-893 財政課 財政課 S43 昭和43年度　都道府県建設事業調 ・昭和43年度　都道府県建設事業調　（自治省財政局） 要審査 無 無

R3-A-894 財政課 財政課 S44 昭和44年度　都道府県建設事業調 ・昭和44年度　都道府県建設事業調　（自治省財政局） 要審査 無 無

R3-A-895 財政課 財政課 S35S36S37S38
昭和35～38年度 主要な施策の成果及び予算
執行に関する報告書の概要

・昭和35～38年度 主要な施策の成果及び予算執行に関する報告書　高知県 要審査 無 無

R3-A-896 財政課 財政課 S39S40S41
昭和39～41年度 主要な施策の成果及び予算
執行に関する報告書

・昭和39～41年度 主要な施策の成果及び予算執行に関する報告書　高知県 要審査 無 無

R3-A-897 財政課 財政課 S42S43S44S45S46昭和42～46年度 主要な施策の成果の概要 ・昭和42～46年度 主要な施策の成果の概要　高知県 要審査 無 無

R3-A-898 財政課 財政課 S46S47S48S49昭和46～49年度 主要な施策の成果の概要 ・昭和46～49年度 主要な施策の成果の概要　高知県 要審査 無 無

R3-A-899 財政課 財政課 S50S51S52S53S54S55S56S57S58昭和50～58年度 主要な施策の成果の概要 ・昭和50～58年度 主要な施策の成果の概要　高知県 要審査 無 無

R3-A-900 財政課 財政課 S40S41S42S43S44S45
昭和40～45年度　決算統計指数表（地方財政
状況調査）自治省報告控

・昭和40～42、44、45年度地方財政状況調査
・昭和43年度都道府県決算状況調査表（普通会計分）
・昭和42年度地方公営企業決算状況調査（法非適用分）
・地方公営企業法の適用状況

要審査 無 無

R3-A-901 財政課 財政課 S46S47S4849
昭和46～49年度　 決算統計指数表（地方財
政状況調査）自治省報告控

・昭和46～49年度地方財政状況の調査 要審査 無 無

R3-A-902 財政課 財政課 S60
昭和60年度　査定調書    （水産、林業、土
木、教育委員会、商工、その他（議会、企
業、各種委員会））

・昭和60年度予算査定調書  （水産、林業、土木、教育委員会、商工、議
会、各種委員会、公安委員会、企業局、病院局）

要審査 無 無

R3-A-903 財政課 財政課 S61
昭和61年度　査定調書    （農林水産部、土
木部、教育委員会、議会、各種委員会、警
察、企業、病院）

・昭和61年度予算査定調書  （農林水産部、水産局、土木部、教育委員会、
議会、各種委員会、警察、企業局、病院局）

要審査 無 無

R3-A-904 財政課 財政課 S61
昭和61年度　査定調書    （総務部、企画
部、福祉生活部、保健環境部、商工労働部）

・昭和61年度予算査定調書  （総務部、企画部、福祉生活部、保健環境部、
商工労働部）

要審査 無 無

R3-A-905 財政課 財政課 S62
昭和62年度　査定調書   （総務部、企画
部、保健環境部、福祉生活部、商工労働部）

・昭和62年度予算査定調書  （総務部、出納室、企画部、福祉生活部、保健
環境部、商工労働部、議会、各種委員会、警察、企業局、病院局）

要審査 無 無

R3-A-906 財政課 財政課 S62
昭和62年度　査定調書   （農林水産部、土
木部、教育委員会、警察、企業、病院、議
会、各種委員会）

・昭和62年度予算査定調書   （農林水産部、土木部、教育委員会） 要審査 無 無
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R3-A-907 財政課 財政課 S63 昭和63年度　新型間接税
・消費税の導入と64予算対策　S63.11.22
・63当初予算と消費税の影響
・昭和63年4月　税制改革の中間答申　税制調査会

要審査 無 無

R3-A-908 財政課 財政課 S30S31S32S33S34S35S36S37S38S39知事説明要旨　昭和30年12月～昭和39年9月
・知事説明要旨　昭和30年12月～昭和39年9月
・知事説明要旨　昭和40年9月追加議案

要審査 無 無

R3-A-909 財政課 財政課 S39S40S41S42S43S44S45S46S47S48知事説明要旨　昭和39年12月～昭和48年12月 ・知事説明要旨　昭和39年12月～昭和48年12月 要審査 無 無

R3-A-910 財政課 財政課 S48S49S50S51S52S53知事説明要旨　昭和49年2月～昭和54年2月 ・知事説明要旨　昭和49年2月～昭和54年2月 要審査 無 無

R3-A-911 財政課 財政課 S30S31S32S33S34知事説明要旨　昭和31年2月～昭和35年2月 ・知事説明要旨　昭和31年2月～昭和35年2月 要審査 無 無

R3-A-912 財政課 財政課 S35S36S37S38S39S40知事説明要旨　昭和36年2月～昭和40年12月 ・知事説明要旨　昭和36年2月～昭和40年12月 要審査 無 無

R3-A-913 財政課 財政課 S40S41S42S43S44S45知事説明要旨　昭和41年2月～昭和45年12月 ・知事説明要旨　昭和41年2月～昭和45年12月 要審査 無 無

R3-A-914 財政課 財政課 S43S44S45S46S47S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57S58S59S60S61S62S63H元知事説明要旨　昭和44年2月～平成元年12月 ・知事説明要旨　昭和44年2月～平成元年12月 要審査 無 無

R3-A-915 財政課 財政課 S39S40S41S42S43S44S45S46S47S48S49S50S51S52知事説明資料　昭和40年2月～昭和53年2月 ・知事説明資料　昭和40年2月～昭和53年2月 要審査 無 無

R3-A-916 財政課 財政課 S53S54S55S56S57S58S59知事説明資料　昭和53年6月～昭和60年2月 ・知事説明資料　昭和53年6月～昭和60年2月 要審査 無 無

R3-A-917 財政課 財政課 S38S39S40
決算審査意見書　昭和38年度、昭和39年度、
昭和40年度

・昭和38～40年度決算審査意見書 要審査 無 無

R3-A-918 財政課 財政課 S58 他県知事説明　昭和59年2月 ・他県の昭和59年2月定例会における知事提案理由説明要旨 要審査 無 無

R3-A-919 財政課 財政課 S31 昭和31年度　地方財政統計年報 ・昭和31年度　地方財政統計年報　昭和33年3月　（自治庁） 要審査 無 無

R3-A-920 財政課 財政課 S33 昭和33年度　地方財政統計年報 ・昭和33年度　地方財政統計年報　昭和35年3月　（自治庁） 要審査 無 無

R3-A-921 財政課 財政課 S34 昭和34年度　地方財政統計年報 ・昭和34年度　地方財政統計年報　昭和36年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-922 財政課 財政課 S36 昭和35年度　地方財政統計年報 ・昭和35年度　地方財政統計年報　昭和37年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-923 財政課 財政課 S36 昭和36年度　地方財政統計年報 ・昭和36年度　地方財政統計年報　昭和38年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-924 財政課 財政課 S37 昭和37年度　地方財政統計年報 ・昭和37年度　地方財政統計年報　昭和39年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-925 財政課 財政課 S39 昭和39年度　地方財政統計年報 ・自治省編　地方財政統計年報　　昭和39年度版　（地方財務協会刊） 要審査 無 無

R3-A-926 財政課 財政課 S40 昭和40年度　地方財政統計年報 ・自治省編　地方財政統計年報　　昭和40年度版　（地方財務協会刊） 要審査 無 無

R3-A-927 財政課 財政課 S41 昭和41年度　地方財政統計年報 ・自治省編　地方財政統計年報　　昭和41年度版　（地方財務協会刊） 要審査 無 無

R3-A-928 財政課 財政課 S43 昭和43年度　地方財政統計年報 ・昭和43年度　地方財政統計年報　昭和45年4月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-929 財政課 財政課 S44 昭和44年度　地方財政統計年報 ・昭和44年度　地方財政統計年報　昭和46年4月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-930 財政課 財政課 S45 昭和45年度　地方財政統計年報 ・昭和45年度　地方財政統計年報　昭和47年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-931 財政課 財政課 S47 昭和47年度　地方財政統計年報 ・昭和47年度　地方財政統計年報　昭和49年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-932 財政課 財政課 S48 昭和48年度　地方財政統計年報 ・昭和48年度　地方財政統計年報　昭和50年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-933 財政課 財政課 S50 昭和50年度　地方財政統計年報 ・昭和50年度　地方財政統計年報　昭和52年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-934 財政課 財政課 S51 昭和51年度　地方財政統計年報 ・昭和51年度　地方財政統計年報　昭和53年3月　（自治省） 要審査 無 無
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R3-A-935 財政課 財政課 S52 昭和52年度　地方財政統計年報 ・昭和52年度　地方財政統計年報　昭和54年6月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-936 財政課 財政課 S53 昭和53年度　地方財政統計年報 ・昭和53年度　地方財政統計年報　昭和55年6月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-937 財政課 財政課 S54 昭和54年度　地方財政統計年報
・自治省編　地方財政統計年報　　昭和54年度版　（財団法人地方財務協会
刊）

要審査 無 無

R3-A-938 財政課 財政課 S55 昭和55年度　地方財政統計年報 ・昭和55年度　地方財政統計年報　昭和57年6月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-939 財政課 財政課 S57 昭和57年度　地方財政統計年報 ・昭和57年度　地方財政統計年報　昭和59年6月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-940 財政課 財政課 S58 昭和58年度　地方財政統計年報 ・昭和58年度　地方財政統計年報　昭和60年6月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-941 財政課 財政課 S59 昭和59年度　地方財政統計年報 ・昭和59年度　地方財政統計年報　昭和61年6月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-942 財政課 財政課 S60 昭和60年度　地方財政統計年報 ・昭和60年度　地方財政統計年報　昭和62年6月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-943 財政課 財政課 S61 昭和61年度　地方財政統計年報 ・昭和61年度　地方財政統計年報　昭和63年6月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-944 財政課 財政課 S62 昭和62年度　地方財政統計年報 ・昭和62年度　地方財政統計年報　平成元年6月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-945 財政課 財政課 S63 昭和63年度　地方財政統計年報 ・昭和63年度　地方財政統計年報　平成2年6月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-946 財政課 財政課 S55 昭和55年度～　決算統計 ・昭和63～55年度地方財政状況調査表（都道府県分）の写し 要審査 無 無

R3-A-947 財政課 財政課 S56 昭和56年度～　決算統計

・昭和56～60年度地方財政状況調査（報告）
・昭和57年度決算関係資料の提出
・昭和59年度決算における定年により退職した職員に係る退職金額等の調
（報告）

要審査 無 無

R3-A-948 財政課 財政課 S61 昭和61年度　　決算統計マスターファイル ・昭和61年度地方財政状況調査表（都道府県分）の写し 要審査 無 無

R3-A-949 財政課 財政課 S57
昭和57年度　地方交付税制度解説（補正係
数・基準財政収入額篇）

・昭和57年度　地方交付税制度解説（補正係数・基準財政収入額篇）　自治
省財政局交付税課・財政課編　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-950 財政課 財政課 S38S39
普通交付税関係参考資料（部内用）昭和38年
度再算定/昭和39年度再算定/昭和40年度再算
定

・（第50回国会）　（昭和40年度再算定）　普通交付税関係参考資料　（部
内用）　（自治省財政局）
・第47国会　（昭和39年度再算定）　普通交付税関係参考資料　（部内用）
・・第44国会　地方交付税関係計数資料

要審査 無 無

R3-A-951 財政課 財政課 S36 昭和36年度　改正地方財政詳解 ・改正地方財政詳解　昭和36年　（財団法人地方財務協会） 要審査 無 無

R3-A-952 財政課 財政課 S37 昭和37年度　改正地方財政詳解 ・改正地方財政詳解　昭和37年　（財団法人地方財務協会） 要審査 無 無

R3-A-953 財政課 財政課 S38 昭和38年度　改正地方財政詳解 ・改正地方財政詳解　昭和38年　（財団法人地方財務協会） 要審査 無 無

R3-A-954 財政課 財政課 S39 昭和39年度　改正地方財政詳解 ・改正地方財政詳解　昭和39年　（財団法人地方財務協会） 要審査 無 無

R3-A-955 財政課 財政課 S40 昭和40年度　改正地方財政詳解 ・改正地方財政詳解　昭和40年　（財団法人地方財務協会） 要審査 無 無

R3-A-956 財政課 財政課 S41 昭和41年度　改正地方財政詳解 ・改正地方財政詳解　昭和41年　（財団法人地方財務協会） 要審査 無 無

R3-A-957 財政課 財政課 S42 昭和42年度　改正地方財政詳解 ・改正地方財政詳解　昭和42年　（財団法人地方財務協会） 要審査 無 無

R3-A-958 財政課 財政課 S43 昭和43年度　改正地方財政詳解 ・改正地方財政詳解　昭和43年　（財団法人地方財務協会） 要審査 無 無

R3-A-959 財政課 財政課 S44 昭和44年度　改正地方財政詳解
・自治省財政局長他著　改正地方財政詳解　昭和44年　（財団法人地方財務
協会）

要審査 無 無

R3-A-960 財政課 財政課 S45 昭和45年度　改正地方財政詳解
・自治省財政局長他著　改正地方財政詳解　昭和45年　（財団法人地方財務
協会）

要審査 無 無

R3-A-961 財政課 財政課 S46 昭和46年度　改正地方財政詳解
・自治省財政局長他著　改正地方財政詳解　昭和46年　（財団法人地方財務
協会）

要審査 無 無
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R3-A-962 財政課 財政課 S47 昭和47年度　改正地方財政詳解
・自治省財政局長他著　改正地方財政詳解　昭和47年　（財団法人地方財務
協会）

要審査 無 無

R3-A-963 財政課 財政課 S48 昭和48年度　改正地方財政詳解
・自治省財政局長他著　改正地方財政詳解　昭和48年　（財団法人地方財務
協会）

要審査 無 無

R3-A-964 財政課 財政課 S49 昭和49年度　改正地方財政詳解
・自治省財政局各担当課長他著　改正地方財政詳解　昭和49年　（財団法人
地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-965 財政課 財政課 S50 昭和50年度　改正地方財政詳解
・自治省財政局審議官・課長他著　改正地方財政詳解　昭和50年　（財団法
人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-966 財政課 財政課 S51 昭和51年度　改正地方財政詳解
・改正地方財政詳解　自治省財政局長・審議官・課長他著　昭和51年　（財
団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-967 財政課 財政課 S52 昭和52年度　改正地方財政詳解
・改正地方財政詳解　自治省財政局長・審議官・課長他著　昭和52年　（財
団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-968 財政課 財政課 S53 昭和53年度　改正地方財政詳解
・改正地方財政詳解　自治省財政局長・審議官・課長他著　昭和53年　（財
団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-969 財政課 財政課 S54 昭和54年度　改正地方財政詳解
・改正地方財政詳解　自治省財政局長・審議官・課長他著　昭和54年　（財
団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-970 財政課 財政課 S55 昭和55年度　改正地方財政詳解
・改正地方財政詳解　自治省財政局長・審議官・課長他著　昭和55年　（財
団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-971 財政課 財政課 S56 昭和56年度　改正地方財政詳解
・改正地方財政詳解　自治省財政局長・審議官・課長他著　昭和56年　（財
団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-972 財政課 財政課 S55 昭和55年度　公社・公団経営状況報告 ・公社等の経営状況を説明する書類を県議会へ提出すること 要審査 無 無

R3-A-973 財政課 財政課 S56 昭和56年度　公社・公団経営状況報告 ・公社等の経営状況を説明する書類を県議会へ提出すること 要審査 無 無

R3-A-974 財政課 財政課 S57 昭和57年度　公社・公団経営状況報告 ・公社等の経営状況を説明する書類を県議会へ提出すること 要審査 無 無

R3-A-975 財政課 財政課 S58 昭和58年度　公社・公団経営状況報告 ・公社等の経営状況を説明する書類を県議会へ提出すること 要審査 無 無

R3-A-976 財政課 財政課 S59 昭和59年度　公社・公団経営状況報告 ・公社等の経営状況を説明する書類を県議会へ提出すること 要審査 無 無

R3-A-977 財政課 財政課 S59S60
昭和59年度決算報告書・昭和60年度事業計画
書綴（公社・公団等）（昭和60年6月議会提
出）

・公社等の経営状況を説明する書類を県議会へ提出すること 要審査 無 無

R3-A-978 財政課 財政課 S61 昭和61年度　公社・公団経営状況報告 ・公社等の経営状況を説明する書類を県議会へ提出すること 要審査 無 無

R3-A-979 財政課 財政課 S62 昭和62年度　公社・公団経営状況報告 ・公社等の経営状況を説明する書類を県議会へ提出すること 要審査 無 無

R3-A-980 財政課 財政課 S53S54S55S56S60昭和53年度～　決算統計 ・昭和53～56、60年度地方財政状況調査表（都道府県分）の写し 要審査 無 無

R3-A-981 財政課 財政課 S59S60S61 昭和59年度～昭和61年度　決算統計
・昭和61年度地方財政状況の調査（報告）
・昭和59、60年度地方財政状況調査表（都道府県分）の写し

要審査 無 無

R3-A-982 財政課 財政課 H元 平成元年　決算統計マスターファイル ・平成元年度地方財政状況調査表（都道府県分）の写し 要審査 無 無

R3-A-983 財政課 財政課 H元 平成元年　公共施設状況調査
・平成元年度都道府県公共施設状況調査表の写し
・昭和63年度都道府県公共施設状況調査　検収調書　（検収月日　平成元年
10月3日）の写し

要審査 無 無

R3-A-984 財政課 財政課 S43S44S45S46S47S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57S58
昭和43年度～昭和58年度　公営企業（非・適　
港湾）決算状況

・昭和58年度地方公営企業（法非適用）決算の状況
・昭和43～49、51年度地方公営企業の決算状況調査
・地方公営企業事業数調

要審査 無 無

R3-A-985 財政課 財政課 S33S34S35S36
昭和33年9月～昭和36年12月　高知県財政状
況

・県財政の状況　昭和36年12月1日　財政課
・高知県財政の現状　昭和36年5月　高知県総務部財政課編
・高知県財政の状況（昭和35年度当初予算）　総務部財政課　昭和35年4月
・昭和34年11月　高知県財政の状況　総務部財政課
・高知県財政の現状　昭和34年4月　総務部財政課
・高知県財政の現状　昭和33年9月　総務部財政課

要審査 無 無
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R3-A-986 財政課 財政課 S41 昭和42年1月　公共施設の状況調 ・公共施設の状況調　昭和42年1月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-987 財政課 財政課 S42 昭和42年12月 　公共施設の状況調 ・公共施設の状況調　昭和42年12月　（自治省財政局指導課） 要審査 無 無

R3-A-988 財政課 財政課 S42 昭和42年度　公共施設状況調
・昭和42年度　公共施設状況調　昭和43年3月末日現在　（自治省財政局指
導課）

要審査 無 無

R3-A-989 財政課 財政課 S43 昭和43年度　公共施設状況調
・昭和43年度　公共施設状況調　昭和44年3月末日現在　（自治省財政局指
導課）

要審査 無 無

R3-A-990 財政課 財政課 S44 昭和44年度　公共施設状況調
・昭和44年度　公共施設状況調　昭和45年3月末日現在　（自治省財政局指
導課）

要審査 無 無

R3-A-991 財政課 財政課 S45 昭和45年度　公共施設状況調
・昭和45年度　公共施設状況調　昭和46年3月末日現在　（自治省財政局指
導課）

要審査 無 無

R3-A-992 財政課 財政課 S46 昭和46年度　公共施設状況調
・昭和46年度　公共施設状況調　昭和47年3月末日現在　（自治省財政局指
導課）

要審査 無 無

R3-A-993 財政課 財政課 S47 昭和47年度　公共施設状況調
・昭和47年度　公共施設状況調　昭和48年3月末日現在　（自治省財政局指
導課）

要審査 無 無

R3-A-994 財政課 財政課 S49 昭和49年度　公共施設状況調
・昭和49年度　公共施設状況調　昭和50年3月末日現在　（自治省財政局指
導課）

要審査 無 無

R3-A-995 財政課 財政課 S50 昭和50年度　公共施設状況調
・昭和50年度　公共施設状況調　昭和51年3月末日現在　（自治省財政局指
導課）

要審査 無 無

R3-A-996 財政課 財政課 S51 昭和51年度　公共施設状況調
・昭和51年度　公共施設状況調　昭和52年3月末日現在　（自治省財政局指
導課）

要審査 無 無

R3-A-997 財政課 財政課 S52 昭和52年度　公共施設状況調
・昭和52年度　公共施設状況調　昭和53年3月末日現在　（自治省財政局指
導課）

要審査 無 無

R3-A-998 財政課 財政課 S53 昭和53年度　公共施設状況調
・昭和53年度　公共施設状況調　昭和54年3月末日現在　（自治省財政局指
導課）

要審査 無 無

R3-A-999 財政課 財政課 S54 昭和54年度　公共施設状況調
・昭和54年度　公共施設状況調　昭和55年3月末日現在　（自治省財政局指
導課）

要審査 無 無

R3-A-1000 財政課 財政課 S55S56 昭和56年度版　公共施設状況（55年度） ・昭和56年度版　（55年度）公共施設状況調　（財団法人地方財務協会） 要審査 無 無

R3-A-1001 財政課 財政課 S56 昭和56年度　公共施設状況調
・昭和56年度　公共施設状況調　昭和57年3月末日現在　（自治省財政局指
導課）

要審査 無 無

R3-A-1002 財政課 財政課 S57 昭和57年度　公共施設状況調
・昭和57年度　公共施設状況調　昭和58年3月末日現在　（自治省財政局指
導課）

要審査 無 無

R3-A-1003 財政課 財政課 S35 地方財政の状況 ・昭和36年3月　地方財政の状況　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1004 財政課 財政課 S34 昭和35年3月　地方財政の状況 ・昭和35年3月　地方財政の状況　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1005 財政課 財政課 S36 昭和37年　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和37年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1006 財政課 財政課 S37 昭和38年　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和38年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1007 財政課 財政課 S39 昭和40年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和40年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1008 財政課 財政課 S40 昭和41年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和41年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1009 財政課 財政課 S41 昭和42年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和42年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1010 財政課 財政課 S42 昭和43年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和43年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1011 財政課 財政課 S43 昭和44年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和44年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1012 財政課 財政課 S44 昭和45年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和45年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1013 財政課 財政課 S45 昭和46年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和46年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1014 財政課 財政課 S46 昭和47年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和47年3月　（自治省） 要審査 無 無
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R3-A-1015 財政課 財政課 S47 昭和48年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和48年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1016 財政課 財政課 S48 昭和49年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和49年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1017 財政課 財政課 S49 昭和50年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和50年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1018 財政課 財政課 S50 昭和51年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和51年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1019 財政課 財政課 S51 昭和52年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和52年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1020 財政課 財政課 S52 昭和53年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和53年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1021 財政課 財政課 S53 昭和54年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和54年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1022 財政課 財政課 S54 昭和55年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和55年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1023 財政課 財政課 S55 昭和56年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和56年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1024 財政課 財政課 S56 昭和57年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和57年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1025 財政課 財政課 S57 昭和58年3月　地方財政の状況 ・地方財政の状況　昭和58年3月　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1026 財政課 財政課 S24 昭和24年度　高知県歳入歳出決算報告書 ・昭和24年度高知県歳入歳出決算報告書　高知県 要審査 無 無

R3-A-1027 財政課 財政課 S25 昭和25年度　高知県歳入歳出決算報告書 ・昭和25年度高知県歳入歳出決算報告書　高知県 要審査 無 無

R3-A-1028 財政課 財政課 S26 昭和26年度　高知県歳入歳出決算報告書 ・昭和26年度高知県歳入歳出決算報告書　高知県 要審査 無 無

R3-A-1029 財政課 財政課 S27 昭和27年度　高知県歳入歳出決算書 ・昭和27年度高知県歳入歳出決算書　高知県 要審査 無 無

R3-A-1030 財政課 財政課 S28 昭和28年度　高知県歳入歳出決算書 ・昭和28年度高知県歳入歳出決算書　高知県 要審査 無 無

R3-A-1031 財政課 財政課 S29 昭和29年度　高知県歳入歳出決算書 ・昭和29年度高知県歳入歳出決算書　高知県 要審査 無 無

R3-A-1032 財政課 財政課 S30 昭和30年度　高知県歳入歳出決算書 ・昭和30年度高知県歳入歳出決算書　高知県 要審査 無 無

R3-A-1033 財政課 財政課 S31 昭和31年度　高知県歳入歳出決算書 ・昭和31年度高知県歳入歳出決算書　高知県 要審査 無 無

R3-A-1034 財政課 財政課 S32 昭和32年度　高知県歳入歳出決算書
・昭和32年度高知県歳入歳出決算書　高知県
・昭和32年度特別会計電気基金歳入歳出決算書　高知県
・昭和32年度決算に係る報告書　高知県

要審査 無 無

R3-A-1035 財政課 財政課 S33 昭和33年度　高知県歳入歳出決算書
・昭和33年度高知県歳入歳出決算書　高知県
・昭和33年度決算に係る報告書　高知県

要審査 無 無

R3-A-1036 財政課 財政課 S34 昭和34年度　高知県歳入歳出決算書
・昭和34年度高知県歳入歳出決算書　高知県
・昭和34年度決算に係る報告書　高知県
・昭和34年度決算に係る報告書附加資料　高知県

要審査 無 無

R3-A-1037 財政課 財政課 S35 昭和35年度　高知県歳入歳出決算書 ・昭和35年度高知県歳入歳出決算書　高知県 要審査 無 無

R3-A-1038 財政課 財政課 S36 昭和36年度　高知県歳入歳出決算書 ・昭和36年度高知県歳入歳出決算書　高知県 要審査 無 無

R3-A-1039 財政課 財政課 S41S42S43S44S45S46S47S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57S58S59S60S61S62
一般会計・各特別会計決算書綴（昭和41年度
～昭和62年度議会認定に係るもの）

・昭和41～62年度高知県歳入歳出決算書　高知県
・昭和42～43年度の決算の認定
・決算議案の認定議決
・決算議案の認定
・昭和49年度高知県一般会計歳入歳出決算及び各特別会計歳入歳出決算の認
定
・昭和60年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定
・昭和61､62年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算議案の認定

要審査 無 無

R3-A-1040 財政課 財政課 S54S55S56S57S58S59
昭和54年度～昭和59年度　査定調書　（厚・
老・障)

・昭和59～57年度予算査定調書　（2､12､9月補正、当初）（厚生援護課、老
人福祉課、障害福祉課）
・昭和56～54年度予算査定調書　（2､12､9月補正、当初）（厚生課、老人福
祉課、障害福祉課）

要審査 無 無
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R3-A-1041 財政課 財政課 S60S61S62S63
昭和60年度～昭和63年度　査定調書　(厚・
老・障)

・昭和63～60年度予算査定調書　（2､12､9月補正、当初）（厚生援護課、老
人福祉課、障害福祉課）

要審査 無 無

R3-A-1042 財政課 財政課 S60
昭和60年度　査定調書　(総務､企画､福祉､保
健､農業)

昭和60年度予算査定調書  （総務部、企画部、福祉生活部、保健環境部、農
林水産部）

要審査 無 無

R3-A-1043 財政課 財政課 S62 昭和62年度　売上税

・地方財政計画における売上税の影響額
・62年度税制改正と本県予算への影響の試算
・地方財政計画における売上税相当額
・税制改革
・税制改革　業種別Ｑ&Ａ　滋養民主党税制改革推進本部

要審査 無 無

R3-A-1044 財政課 財政課 S31
昭和31年度　地方交付税制度解説（単位費用
編）

・自治庁財政部財政課編　昭和31年度　地方交付税制度解説　（単位費用
編）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1045 財政課 財政課 S31
昭和31年度　地方交付税制度解説（補正係
数・基準財政収入額編）

・自治庁財政部財政課編　昭和31年度　地方交付税制度解説　（補正係数・
基準財政収入額編）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1046 財政課 財政課 S33
昭和33年度　地方交付税制度解説（単位費用
編）

・自治庁財政部財政課編　昭和33年度　地方交付税制度解説　（単位費用
編）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1047 財政課 財政課 S33
昭和33年度　地方交付税制度解説（補正係
数・基準財政収入額編）

・自治庁財政部財政課編　昭和33年度　地方交付税制度解説　（補正係数・
基準財政収入額編）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1048 財政課 財政課 S34
昭和34年度　地方交付税制度解説（単位費用
編）

・自治庁財政部財政課編　昭和34年度　地方交付税制度解説　（単位費用
編）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1049 財政課 財政課 S34
昭和34年度　地方交付税制度解説（補正係
数・基準財政収入額編）

・自治庁財政部財政課編　昭和34年度　地方交付税制度解説　（補正係数・
基準財政収入額編）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1050 財政課 財政課 S35
昭和35年度　地方交付税制度解説（単位費用
編）

・自治庁財政部財政課編　昭和35年度　地方交付税制度解説　（単位費用
編）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1051 財政課 財政課 S35
昭和35年度　地方交付税制度解説（補正係
数・基準財政収入額編）

・自治省財政部財政課編　昭和35年度　地方交付税制度解説　（補正係数・
基準財政収入額編）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1052 財政課 財政課 S36
昭和36年度　地方交付税制度解説（単位費用
編）

・自治省財政部財政課･交付税課編　昭和36年度　地方交付税制度解説　
（単位費用編）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1053 財政課 財政課 S36
昭和36年度　地方交付税制度解説（補正係
数・基準財政収入額編）

・自治省財政部財政課･交付税課編　昭和36年度　地方交付税制度解説　
（補正係数・基準財政収入額編）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1054 財政課 財政課 S37
昭和37年度　地方交付税制度解説（単位費用
編）

・自治省財政部交付税課･財政課編　昭和37年度　地方交付税制度解説　
（単位費用編）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1055 財政課 財政課 S37
昭和37年度　地方交付税制度解説（補正係
数・基準財政収入額編）

・自治省財政部交付税課･財政課編　昭和37年度　地方交付税制度解説　
（補正係数・基準財政収入額編）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1056 財政課 財政課 S43
昭和43年度　地方交付税制度解説（単位費用
編）

・自治省財政部交付税課･財政課編　昭和43年度　地方交付税制度解説　
（単位費用編）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1057 財政課 財政課 S35S36S37 昭和35・36・37年度　地方交付税計数資料

・昭和37年度　地方交付税関係計数資料Ⅰ　（普通交付税総括及び道府県
分）　（自治省財政局）
・昭和37年度　地方交付税関係計数資料Ⅲ　（昭和38年6月）　（自治省財
政局）
・昭和37年度　各行政項目別単位費用算定基礎　（都道府県分）　37.2　
（自治省）
・昭和36年8月　地方交付税関係計数資料Ⅰ　　（昭和36年度　普通交付税
総括及び都道府県分）　（自治省財政局）
・昭和36年度　地方交付税関係計数資料Ⅲ　（道府県分・市町村分）　（自
治省財政局）
・昭和36年7月　地方交付税関係計数資料Ⅲ　昭和35年度（道府県分・市町
村分）　（自治省財政課･交付税課）

要審査 無 無
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R3-A-1058 財政課 財政課 S38 昭和38年度　地方交付税計数資料

・昭和38年度　地方交付税関係計数資料Ⅰ　（普通交付税総括及び道府県
分）　（自治省財政局）
・地方交付税関係計数資料Ⅱ　（昭和38年度普通交付税市町村分）　（自治
省財政局）
・昭和38年度　地方交付税関係計数資料Ⅲ　（昭和39年7月）　（自治省財
政局）

要審査 無 無

R3-A-1059 財政課 財政課 S39 昭和39年度　地方交付税計数資料

・昭和39年度　地方交付税関係計数資料Ⅲ　（昭和40年7月）　（自治省財
政局）
・昭和39年度　地方交付税関係計数資料Ⅰ　（普通交付税総括及び道府県
分）　（自治省財政局）

要審査 無 無

R3-A-1060 財政課 財政課 S40 昭和40年度　地方交付税計数資料

・昭和40年度　地方交付税関係計数資料Ⅲ　（再算定）　（昭和40年7月）　
（自治省財政局）
・昭和40年度　地方交付税関係計数資料Ⅰ　（普通交付税総括及び道府県
分）　（自治省財政局）

要審査 無 無

R3-A-1061 財政課 財政課 S41 昭和41年度　地方交付税計数資料

・昭和41年度　地方交付税関係計数資料Ⅰ　（普通交付税総括及び道府県
分）　自治省財政局
・昭和41年度　地方交付税関係計数資料Ⅱ　（普通交付税市町村分）　自治
省財政局
・昭和41年度　地方交付税関係計数資料Ⅲ　（再算定）　（昭和42年3月）　
自治省財政局

要審査 無 無

R3-A-1062 財政課 財政課 S42 昭和42年度　地方交付税計数資料

・昭和42年度　地方交付税関係計数資料Ⅰ　（普通交付税総括及び道府県
分）　（自治省財政局）
・昭和42年度　地方交付税関係計数資料Ⅱ　（普通交付税市町村分）　（自
治省財政局）
・昭和42年度　地方交付税関係計数資料Ⅲ　（再算定）　（自治省財政局）

要審査 無 無

R3-A-1063 財政課 財政課 S43 昭和43年度　地方交付税計数資料

・昭和43年度　地方交付税関係計数資料Ⅰ　（普通交付税総括及び道府県
分）　（自治省財政局）
・昭和43年度　地方交付税関係計数資料Ⅱ　（普通交付税市町村分）　（自
治省財政局）
・昭和43年度　地方交付税関係計数資料Ⅲ　（再算定）　（自治省財政局）

要審査 無 無

R3-A-1064 財政課 財政課 S44 昭和44年度　地方交付税計数資料

・昭和44年度　地方交付税関係計数資料（Ⅰ）　（普通交付税総括及び道府
県分）　（自治省財政局）
・昭和44年度　地方交付税関係計数資料（Ⅱ）　（普通交付税市町村分）　
（自治省財政局）
・昭和44年度　地方交付税関係計数資料（Ⅲ）　（自治省財政局）

要審査 無 無

R3-A-1065 財政課 財政課 S45 昭和45年度　地方交付税計数資料

・昭和45年度　地方交付税関係計数資料（Ⅰ）　（普通交付税総括及び道府
県分）　（自治省財政局）
・昭和45年度　地方交付税関係計数資料（Ⅱ）　（普通交付税市町村分）　
（自治省財政局）
・昭和45年度　地方交付税関係計数資料（Ⅲ）　（再算定）　（自治省財政
局）

要審査 無 無

R3-A-1066 財政課 財政課 S46 昭和46年度　地方交付税計数資料

・昭和46年度　地方交付税関係計数資料（Ⅰ）　（普通交付税総括及び道府
県分）　（自治省財政局）
・昭和46年度　地方交付税関係計数資料（Ⅱ）　（普通交付税市町村分）　
（自治省財政局）
・昭和46年度　地方交付税関係計数資料（Ⅲ）　（再算定）　（自治省財政
局）

要審査 無 無
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R3-A-1067 財政課 財政課 S47 昭和47年度　地方交付税計数資料

・昭和47年度　地方交付税関係計数資料（Ⅰ）　（普通交付税総括及び道府
県分）　（自治省財政局）
・昭和47年度　地方交付税関係計数資料（Ⅱ）　（普通交付税市町村分）　
（自治省財政局）
・昭和47年度　地方交付税関係計数資料（Ⅲ）　（再算定）　（自治省財政
局）

要審査 無 無

R3-A-1068 財政課 財政課 S48 昭和48年度　地方交付税計数資料

・昭和48年度　地方交付税関係計数資料（Ⅰ）　（普通交付税総括及び道府
県分）　（自治省財政局）
・昭和48年度　地方交付税関係計数資料（Ⅱ）　（普通交付税市町村分）　
（自治省財政局）
・昭和48年度　地方交付税関係計数資料（Ⅲ）　（再算定）　（自治省財政
局）

要審査 無 無

R3-A-1069 財政課 財政課 S49 昭和49年度　地方交付税計数資料

・昭和49年度　地方交付税関係計数資料（Ⅰ）　（普通交付税総括及び道府
県分）　（自治省財政局）
・昭和49年度　地方交付税関係計数資料（Ⅱ）　（普通交付税市町村分）　
（自治省財政局）
・昭和49年度　地方交付税関係計数資料（Ⅲ）　（再算定）　（自治省財政
局）

要審査 無 無

R3-A-1070 財政課 財政課 S50 昭和50年度　地方交付税計数資料

・昭和50年度　地方交付税関係計数資料（Ⅲ）　（再算定）　（自治省財政
局）
・昭和50年度　地方交付税関係計数資料（Ⅰ）　（普通交付税総括及び道府
県分）　（自治省財政局）
・昭和50年度　地方交付税関係計数資料（Ⅱ）　（普通交付税市町村分）　
（自治省財政局）

要審査 無 無

R3-A-1071 財政課 財政課 S51 昭和51年度　地方交付税計数資料

・昭和51年度　地方交付税関係計数資料（Ⅱ）　（普通交付税市町村分）　
（自治省財政局）
・昭和51年度　地方交付税関係計数資料（Ⅰ）　（普通交付税総括及び道府
県分）　（自治省財政局）
・昭和51年度　地方交付税関係計数資料（Ⅲ）　（本年度は再算定なし）　
（自治省財政局）

要審査 無 無

R3-A-1072 財政課 財政課 S52 昭和52年度　地方交付税計数資料

・昭和52年度　地方交付税関係計数資料（Ⅱ）　（普通交付税市町村分）　
（自治省財政局）
・昭和52年度　地方交付税関係計数資料（Ⅰ）　（普通交付税総括及び道府
県分）　（自治省財政局）
・昭和52年度　地方交付税関係計数資料（Ⅲ）　（本年度は再算定なし）　
（自治省財政局）

要審査 無 無

R3-A-1073 財政課 財政課 S53 昭和53年度　地方交付税計数資料

・昭和53年度　地方交付税関係計数資料（Ⅲ）　（本年度は再算定なし）　
（自治省財政局）
・昭和53年度　地方交付税関係計数資料（Ⅱ）　（普通交付税市町村分）　
（自治省財政局）
・昭和53年度　地方交付税関係計数資料（Ⅰ）　（普通交付税総括及び道府
県分）　（自治省財政局）

要審査 無 無

R3-A-1074 財政課 財政課 S54 昭和54年度　地方交付税計数資料

・昭和54年度　地方交付税関係計数資料（Ⅰ）　（普通交付税総括及び道府
県分）　（自治省財政局）
・昭和54年度　地方交付税関係計数資料（Ⅱ）　（普通交付税市町村分）　
（自治省財政局）
・昭和54年度　地方交付税関係計数資料（Ⅲ）　（本年度は再算定なし）　
（自治省財政局）

要審査 無 無
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R3-A-1075 財政課 財政課 S55 昭和55年度　地方交付税計数資料

・第94回国会　地方税法等の一部を改正する法律案関係資料　（自治省）　
・昭和55年度　地方交付税関係計数資料（Ⅲ）　（本年度は再算定なし）　
（自治省財政局）
・昭和55年度　地方交付税関係計数資料（Ⅰ）　（普通交付税総括及び道府
県分）　（自治省財政局）
・昭和55年度　地方交付税関係計数資料（Ⅱ）　（普通交付税市町村分）　
（自治省財政局）

要審査 無 無

R3-A-1076 財政課 財政課 S56 昭和56年度　地方交付税計数資料

・昭和56年度　地方交付税関係計数資料（Ⅲ）　（本年度は再算定なし）　
（自治省財政局）
・第96回国会　地方税法等の一部を改正する法律案関係資料　（自治省）　
・昭和56年度　地方交付税関係計数資料（Ⅰ）　（普通交付税総括及び道府
県分）　（自治省財政局）
・昭和56年度　地方交付税関係計数資料（Ⅱ）　（普通交付税市町村分）　
（自治省財政局）

要審査 無 無

R3-A-1077 財政課 財政課 S57 昭和57年度　地方交付税計数資料

・昭和57年度　地方交付税関係計数資料（Ⅰ）　（普通交付税総括及び道府
県分）　（自治省財政局）
・昭和57年度　地方交付税関係計数資料（Ⅲ）　（再算定）　（自治省財政
局）
・昭和58年度　地方交付税関係計数資料（Ⅰ）　（普通交付税総括及び道府
県分）　（自治省財政局）
・昭和58年度　地方交付税関係計数資料（Ⅱ）　（普通交付税市町村分）　
（自治省財政局）
・昭和58年度　地方交付税関係計数資料（Ⅲ）　（本年度は再算定なし）　
（自治省財政局）

要審査 無 無

R3-A-1078 財政課 財政課 S58 昭和58年度　地方交付税計数資料

・第101回国会　地方税法等の一部を改正する法律案関係資料　（自治省）
・第96回国会　地方税法等の一部を改正する法律案関係資料　（自治省）
・昭和58年度　地方交付税関係計数資料（Ⅲ）　（本年度は再算定なし）　
（自治省財政局）
・昭和58年度　地方交付税関係計数資料（Ⅱ）　（普通交付税市町村分）　
（自治省財政局）
・昭和58年度　地方交付税関係計数資料（Ⅰ）　（普通交付税総括及び道府
県分）　（自治省財政局）

要審査 無 無

R3-A-1079 税務課 税務課 S33 昭和33年度高知県税条例・規則等原議1

・高知県税条例の制定
・個人の県民税に係る徴収取扱費のうち加算する金額を定める規程の一部改
正
・高知県税規則の一部を改正する規則の制定
・専決処分に係る県税条例の議会えの報告及び承認
・県税事務所長に対する事務委任規則の制定

要審査 無 無

R3-A-1080 税務課 税務課 S33 昭和33年度高知県税条例・規則等原議2

・六月定例県議会に提出する条例の議案
・税務駐在所規程の一部改正
・高知県税規則の一部改正（通知）
・県税事務所設置条例の一部を改正する条例の制定
・九月定例県議会に提出する条例の議案
・滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規
則の制定
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・高知県証明事務手数料条例施行規則の一部改正
・高知県税規則の一部を改正する規則の制定
・高知県税条例の一部改正（通知）

要審査 無 無
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R3-A-1081 税務課 税務課 S34 昭和34年度高知県税条例・規則等原議

・高知県税規則の一部を改正する規則の制定
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・税務駐在所規程を廃止する訓令
・高知県税規則の一部改正
・高知県税規則の一部改正に伴う関係書類の様式及びその作成要領（通知）
（通知）
・滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規
則の一部改正（通達）
・県税及び県税外諸収入金郵便振替貯金払込規則の一部改正
・補助金及び委託料
・高知県証明事務手数料条例施行規則の一部改正
・高知県証明事務手数料条例及び同施行規則の一部改正（通達）

要審査 無 無

R3-A-1082 税務課 税務課 S35 昭和35年度高知県税条例・規則等原議

・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・地方税法及び同法施行令並びに同法施行規則の一部改正（通知）
・地方税法及び同法施行に関する取扱の依命通達の一部改正（通知）
・過誤納金の還付の取扱い（通達）
・6月定例県議会へ提出予定の議案及び同説明書の写の提出（回答）
・高知県税規則の一部改正
・遊興飲食税にかかる公給領収証（報告）
・高知県税規則の一部を改正する規則の制定
・県税事務所設置条例の一部を改正する条例の制定
・県税事務所設置条例の一部改正（通達）
・納税貯蓄組合補助金交付規則の一部改正

要審査 無 無

R3-A-1083 税務課 税務課 S36 昭和36年度高知県税条例・規則等原議

・納税貯蓄組合補助金交付規則の一部改正
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・自動車税の徴収令書等の臨時特例に関する規則の制定
・高知県税規則の一部改正
・専決処分に係る県税条例の一部を改正する条例の議会えの報告及び承認
・高知県税条例の一部改正（通知）
・県税の引継、引受による調定の所属年度（通達）

要審査 無 無

R3-A-1084 税務課 税務課 S37 昭和37年度高知県税条例・規則等原議

・納税貯蓄組合補助金交付規則の一部改正
・滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規
則の一部改正
・高知県税規則の一部改正
・県税事務の集中管理とこれに伴う機構の一部改正
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・専決処分に係る県税条例の一部を改正する条例の議会への報告及び承認

要審査 無 無

R3-A-1085 税務課 税務課 S38 昭和38年度高知県税条例・規則等原議

・高知県税規則の一部改正
・納税貯蓄組合補助金交付規則の一部改正
・県民税に係る徴収取扱費のうち加算する金額を定める規程の廃止
・地方自治法施行令の一部改正（通知）

要審査 無 無

R3-A-1086 税務課 税務課 S39 昭和39年度高知県税条例・規則等原議

・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・県税事務所設置条例の一部改正
・県税規則等の一部改正
・滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規
則の一部改正
・印紙等模造証紙の発行に関する申請

要審査 無 無
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R3-A-1087 税務課 税務課 S40 昭和40年度高知県税条例・規則等原議

・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・昭和41年2月高知県議会定例会への提出予定の議案の草案（報告）
・高知県税規則の一部改正
・納税貯蓄組合補助金交付規則の一部改正

要審査 無 無

R3-A-1088 税務課 税務課 S41 昭和41年度高知県税条例・規則等原議1

・昭和41年度税務運営方針
・県税条例の一部改正（通知）
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・納税貯蓄組合補助金交付規則の一部改正

要審査 無 無

R3-A-1089 税務課 税務課 S41 昭和41年度高知県税条例・規則等原議2
・県税規則の一部改正（通知）
・高知県税規則の一部改正
・県税通達集の発行

要審査 無 無

R3-A-1090 税務課 税務課 S42 昭和42年度高知県税条例・規則等原議

・県税条例の一部を改正（通知）
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・高知県税規則の一部改正

要審査 無 無

R3-A-1091 税務課 税務課 S43 昭和43年度高知県税条例・規則等原議
・高知県税規則の一部改正
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・印紙等模造証紙の発行に関する申請

要審査 無 無

R3-A-1092 税務課 税務課 S44 昭和44年度高知県税条例・規則等原議1
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・地方税法施行規則の一部を改正する省令等の送付

要審査 無 無

R3-A-1093 税務課 税務課 S44 昭和44年度高知県税条例・規則等原議2
・高知県税条例の一部改正
・県税規則の一部改正の通知
・高知県税規則の一部改正

要審査 無 無

R3-A-1094 税務課 税務課 S45 昭和45年度高知県税条例・規則等原議

・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則の制定
・過疎地域における県税の課税免除に関する条例の制定
・高知県税規則及び高知県証明事務手数料条例施行規則の一部改正
・災害による納期限等の延長
・知事提案説明資料の提出

要審査 無 無

R3-A-1095 税務課 税務課 S46 昭和46年度高知県税条例・規則等原議
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・高知県税規則の一部改正
・過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定

要審査 無 無

R3-A-1096 税務課 税務課 S47 昭和47年度高知県税条例・規則等原議

・過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正
・農村地域工業導入指定地域における県税の課税免除に関する条例の制定

要審査 無 無

R3-A-1097 税務課 税務課 S48 昭和48年度高知県税条例・規則等原議

・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・農村地域工業導入指定地域における県税の課税免除に関する条例の一部を
改正する条例の制定
・過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制
定
・高知県税条例の一部改正
・高知県税規則の一部改正

要審査 無 無

R3-A-1098 税務課 税務課 S49 昭和49年度高知県税条例・規則等原議

・高知県税規則の一部改正
・過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正
・農村地域工業導入指定地域における県税の課税免除に関する条例施行規則
の一部改正
・高知県税条例の一部改正　
　
・農村地域工業導入指定地域における県税の課税免除に関する条例の一部を
改正する条例の制定

要審査 無 無
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R3-A-1099 税務課 税務課 S50 昭和50年度高知県税条例・規則等原議

・農村地域工業導入指定地域における県税の課税免除に関する条例の一部を
改正する条例の制定
・過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制
定
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・高知県税条例の一部改正　
　
・高知県税規則の一部改正
・過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則及び農村地域工業
導入指定地域における県税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正
・納税貯蓄組合補助金交付規則の一部改正

要審査 無 無

R3-A-1100 税務課 税務課 S51 昭和51年度高知県税条例・規則等原議

・過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正　
・高知県証明事務手数料条例施行規則の一部改正
・高知県税規則の一部改正
・高知県工場、事業場設置奨励条例等一部改正（通知）
・高知県税条例の一部改正（県民税の法人税割の税率の引上げ）（通知）
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定

要審査 無 無

R3-A-1101 税務課 税務課 S52 昭和52年度高知県税条例・規則等原議

・高知県税規則の一部改正
・昭和52年度地方税制改正に伴う改正県税条例の制定手続（昭和52年7月21
日付け税第107号に対する回答）
・高知県税条例及び過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部
改正（通知）
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の
制定
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・納税貯蓄組合補助金交付規則の一部改正

要審査 無 無

R3-A-1102 税務課 税務課 S53 昭和53年度高知県税条例・規則等原議

・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・高知県税規則の一部改正
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の
制定
・高知県税条例の一部改正

要審査 無 無

R3-A-1103 税務課 税務課 S54 昭和54年度高知県税条例・規則等原議
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・高知県税規則の一部改正
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部改正（通知）

要審査 無 無

R3-A-1104 税務課 税務課 S55 昭和55年度高知県税条例・規則等原議

・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の
制定
・高知県税規則の一部改正
・高知県税条例の一部改正

要審査 無 無

R3-A-1105 税務課 税務課 S56 昭和56年度高知県税条例・規則等原議

・高知県税規則の一部改正
・過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正　
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の
制定
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・高知県税条例の一部改正（通知）

要審査 無 無

R3-A-1106 税務課 税務課 S57 昭和57年度高知県税条例・規則等原議

・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の
制定
・高知県税規則の一部改正

要審査 無 無
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R3-A-1107 税務課 税務課 S58 昭和58年度高知県税条例・規則等原議

・高知県税規則の一部改正
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の
制定

要審査 無 無

R3-A-1108 税務課 税務課 S59 昭和59年度高知県税条例・規則等原議1
・地方税法等及び高知県税条例の一部改正（通知）
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部改正（通知）
・高知県税規則の一部改正

要審査 無 無

R3-A-1109 税務課 税務課 S59 昭和59年度高知県税条例・規則等原議2

・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部改正
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の
制定

要審査 無 無

R3-A-1110 税務課 税務課 S60 昭和60年度高知県税条例・規則等原議

・納税貯蓄組合補助金交付規則の一部改正（通知）
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・高知県税規則の一部改正
・高知県証明事務手数料条例施行規則の一部改正
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の
制定

要審査 無 無

R3-A-1111 税務課 税務課 S61 昭和61年度高知県税条例・規則等原議

・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部改正（通知）
・高知県税規則の一部改正（通知）
・高知県証明事務手数料条例施行規則の一部改正（通知）
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定

要審査 無 無

R3-A-1112 税務課 税務課 S62 昭和62年度高知県税条例・規則等原議
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部改正（通知）
・高知県税規則の一部改正

要審査 無 無

R3-A-1113 税務課 税務課 S63 昭和63年度高知県税条例・規則等原議1
・高知県税規則の一部改正
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部改正
・高知県税条例の一部を改正する条例の制定

要審査 無 無

R3-A-1114 税務課 税務課 S63 昭和63年度高知県税条例・規則等原議2

・「高知県税条例」の罰則に関する条項（照会）
・県税条例の一部改正
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部改正
・半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例

要審査 無 無

R3-A-1115 税務課 税務課 H1 平成元年度高知県税条例・規則等原議1
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部改正
・県税条例の一部を改正する条例の制定

要審査 無 無

R3-A-1116 税務課 税務課 H1 平成元年度高知県税条例・規則等原議2

・高知県税条例の一部改正（通知）
・半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則
・高知県税規則等の一部改正
・過疎地域等における県税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正

要審査 無 無

R3-A-1117 市町村振興課 市町村振興課 H24 平成24年度市町村財政事情説明書
・平成24年10月16日　市区町村財政事情説明書　高知県
・復命書（平成24年度　総務省財政事情･特別交付税ヒアリング及び国会議
員レク）

要審査 無 無

R3-A-1118 市町村振興課 市町村振興課 H23 平成23年度市町村財政事情説明書
・平成23年10月21日　1　市区町村財政事情説明書　高知県
・復命書（平成23年度　総務省財政事情･特別交付税ヒアリング及び国会議
員レク）

要審査 無 無

R3-A-1119 市町村振興課 市町村振興課 H22 平成22年度市町村財政事情説明書
・平成22年10月15日　1　市区町村財政事情説明書　高知県
・平成22年10月15日　財務調査官ヒアリングの概要

要審査 無 無

R3-A-1120 市町村振興課 市町村振興課 H21 平成21年度市町村財政事情説明書
・平成21年9月14日　1　市区町村財政事情説明書　高知県
・平成21年10月14日　財務調査官ヒアリングの概要

要審査 無 無

R3-A-1121 市町村振興課 市町村振興課 H26 知事表彰

・高知県表彰規則に基づく知事表彰
・高知県功労者表彰実績概要
・平成26年11月3日　知事表彰（高知県表彰規則）
　　高知県功労者表彰事績概要　高知県
・平成26年度　高知県功労者表彰・高知県文化賞表彰式

要審査 無 無
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R3-A-1122 地方課 市町村振興課 Ｓ28 町村の合併について

・昭和28年10月　町村の合併（二）
　　附町村合併促進法
・地方自治の当面の諸問題
　　（町村合併と地方財政）
・昭和31年10月1日現在　町村合併のしおり
　　（町村合併計画及び進捗状況調　町村合併一覧　表　市町村人口及び面
積表　地図）
・昭和34年10月1日現在（昭和34年4月1日現在調製）　町村合併のしおり
　　（町村合併計画及び進捗状況調　町村合併一覧表　市町村人口及び面積
表　高知県新市町村建設促進審議会条例　高知県新市町村建設促進協議会規
程　地図）
・町村合併のあゆみ

要審査 無 無

R3-A-1123 地方課 市町村振興課 S56 大豊町議員審決関係

・大豊町議会議員除名に関する審決申請書の受理
・議会の違法な除名処分に対する審決の促進に関する要望書
・大豊町議会議員除名に関する反論書の受理
・執行停止の申立に関する意見書の受理
・自治紛争調停委員の任命
・大豊町議会議員の除名議決の取消しに関する審決の職員による審理手続
・知事に対する報告（通知）
・自治紛争調停の打ち切り（通知）
・審決書作成　伺
・大豊町議会議員除名処分にかかる審決申請に対する審決書（謄本）の送致

要審査 無 無

R3-A-1124 地方課 市町村振興課 S56 自治紛争調停委員会 ・第1回～第7回自治紛争調停委員会（議題、資料、会議記録等） 要審査 無 無

R3-A-1125 地方課 市町村振興課 S62 高幡消防組合の給与関係
・昭和62年8月21日高幡消防組合市町村長､助役合同協議会（資料）
・高幡消防組合職員の給与等
・給与条例に関する「質問状」

要審査 無 無

R3-A-1126 地方課 市町村振興課  S61H2 芸西村西分財産区の財産処分認可 ・芸西村西分財産区の財産処分に関する認可 要審査 無 無

R3-A-1127 地方課 市町村振興課 S48 幡多郡十和村の中学校問題審決 ・幡多郡十和村の中学校の学校区設定の審決申請に対する審決 要審査 無 無

R3-A-1128 地方課 市町村振興課 S45 吾北村審決関係綴

・吾北村小川地区議会議員（8名）を解職投票に付する旨の告示処分関する
審決申請に対する審決
・吾北村議会における議員除名処分の審決申請に対する審決（除名処分の取
消）
・自治紛争調停委員の任命
・執行停止
・審決申請に係る弁明書の提出を要求すること

要審査 無 無

R3-A-1129 地方課 市町村振興課 S61
昭和61年（ワ）第167号損害賠償請求事件関
係文書綴

・本山町長発の事業実績報告書（昭和52年3月31日、本発第617号）の写し
・本山町長を被告とする昭和61年（ワ）第167号損害賠償請求事件の裁判資
料の写し

要審査 無 無

R3-A-1130 市町村振興課 市町村振興課 H20 集中改革プラン
・集中改革プラン及び18年指針の実施状況に関する調査
・地方公共団体における行政改革の取組事例に関する調査の回答

要審査 無 無

R3-A-1131 市町村振興課 市町村振興課 H20 集中改革プラン（随意契約の見直し） ・地方公共団体における随意契約の見直しに関する調書 要審査 無 無

R3-A-1132 広域行政 市町村振興 21 市町村への権限移譲計画
・条例による事務処理の特例制度の活用状況等の調査について（伺）
・基礎自治体への権限委譲に係る調査について（伺）
・県からの権限委譲の希望照会について（伺）

要審査 無 無

R3-A-1133 広域行政 市町村振興 21 市町村への権限移譲計画（見直し） ・「市町村への権限移譲計画」の変更（見直し）について 要審査 無 無
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R3-A-1134 市町村振興 市町村振興 26

旧合併特例事業　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・発
行状況調査　　・第二次分　　・国の補正予
算（第一号）分　　・最終協議分

・合併特例事業に係る地方債発行状況調査について（回答）
・平成26年度合併特例事業の事業計画等の追加提出及び変更等について
・平成26年度旧合併特例事業に係る起債協議等予定額一覧表の提出について
（第1次分）
・平成26年度旧合併特例事業に係る同意等予定額（第2次分）について
・平成26年度旧合併特例事業の起債の同意について
・平成26年度合併特例事業に係る同意等予定額（最終協議分）について（通
知）

要審査 無 無

R3-A-1135 市町村振興 市町村振興 26
旧合併特例事業　　・第一次　　・8月届け
出分

・平成26年度合併特例事業の事業計画等の提出について
・平成26年度旧合併特例事業に係る起債協議等予定額一覧表の提出について
（第1次分）
・平成26年度旧合併特例事業に係る同意等予定額（第1次分）について
・平成26年度旧合併特例事業の起債の同意について（第1次分）
・平成26年度一般会計債の起債に係る報告について（報告）

要審査 無 無

R3-A-1136 市町村振興 市町村振興 26
過疎対策事業債　いの町・仁淀川町・中土佐
町・越知町

・平成26年度　起債申請書
・平成26年度過疎対策事業起債計画書
・平成26年度過疎対策事業起債協議等予定額一覧表

要審査 無 無

R3-A-1137 市町村振興 市町村振興 26
過疎対策事業債　東洋町・奈半利町・田野
町・安田町・北川村・馬路村

・平成26年度　起債申請書
・平成26年度過疎対策事業起債計画書
・平成26年度過疎対策事業起債協議等予定額一覧表

要審査 無 無

R3-A-1138 市町村振興 市町村振興 26 過疎対策事業債　高知市・室戸市・安芸市
・平成26年度　起債申請書
・平成26年度過疎対策事業起債計画書
・平成26年度過疎対策事業起債協議等予定額一覧表

要審査 無 無

R3-A-1139 市町村振興 市町村振興 26
過疎対策事業債　本山町・大豊町・土佐町・
大川村

・平成26年度　起債申請書
・平成26年度過疎対策事業起債計画書
・平成26年度過疎対策事業起債協議等予定額一覧表

要審査 無 無

R3-A-1140 市町村振興 市町村振興 26
過疎対策事業債　梼原町・津野町・四万十
町・大月町・三原村・黒潮町

・平成26年度　起債申請書
・平成26年度過疎対策事業起債計画書
・平成26年度過疎対策事業起債協議等予定額一覧表

要審査 無 無

R3-A-1141 地方課 市町村振興課 S40S41
昭和40年度～昭和41年度　字区域の変更、新
たに生じた土地

・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
奈半利町、宿毛市、須崎市、高知市、土佐市、土佐清水市、土佐山田町

要審査 無 無

R3-A-1142 地方課 市町村振興課 S50 昭和50年度　字の区域及び名称の変更
・字の区域及び名称の変更
高知市、須崎市、土佐市、大野見村、梼原町、春野町

要審査 無 無

R3-A-1143 地方課 市町村振興課 S51 昭和51年度　あらたに生じた土地
・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
宿毛市、佐賀町、大月町、須崎市

要審査 無 無

R3-A-1144 地方課 市町村振興課 S52 昭和52年度　あらたに生じた土地　その1
・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
東洋町、宿毛市、須崎市、大月町

要審査 無 無

R3-A-1145 地方課 市町村振興課 S52
昭和52年度　字の区域及び名称の変更並びに
字の廃止　その1

・字の区域及び名称の変更
伊野町、春野町、北川村、日高村、須崎市、梼原町、大川村、大野見村、土
佐清水市、大方町、中村市、安芸市、南国市、安田町、夜須町、宿毛市

要審査 無 無

R3-A-1146 地方課 市町村振興課 S53 昭和53年度　字の区域及び名称の変更
・字の区域及び名称の変更
土佐市、佐川町、須崎市、夜須町、春野町、大川村、大月町、大野見村、梼
原町、安芸市、伊野町、須崎市

要審査 無 無

R3-A-1147 地方課 市町村振興課 S54
昭和54年度　字の区域及び名称の変更、あら
たに生じた土地の確認

・字の区域及び名称の変更
野市町、中土佐町、梼原町、夜須町、高知市、大野見村、春野町、吉川村、
香北町、田野町、土佐山田町、大豊町、須崎市、香我美町、室戸市、吾北村

要審査 無 無

R3-A-1148 地方課 市町村振興課 S55
昭和55年度　字の区域及び名称の変更、あら
たに生じた土地の確認 №1

・字の区域及び名称の変更
十和村、中土佐町、田野町、安田町、宿毛市、中村市、三原村
・あらたに土地を生じたこと並びに町及び字区域の画定
高知市、宿毛市

要審査 無 無
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R3-A-1149 地方課 市町村振興課 S55
昭和55年度　字の区域及び名称の変更、あら
たに生じたこと　№2

・字の区域及び名称の変更
吉川村、須崎市、春野町、野市町、安芸市
・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
窪川町、大月町、土佐清水市、須崎市
・町の区域及び名称の変更並びに字の区域及び名称の廃止
高知市

要審査 無 無

R3-A-1150 地方課 市町村振興課 S55
昭和55年度　字の区域若しくは名称の変更
（あらたに生じた土地）

・字の区域及び名称の変更
香北町、大野見村、伊野町、梼原町、東洋町、安芸市、春野町、須崎市
・あらたに土地を生じたこと並びに町及び字区域の画定
宿毛市、高知市
・町及び字の区域の変更
高知市
・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
窪川町

要審査 無 無

R3-A-1151 地方課 市町村振興課 S50 中村市・宿毛市　境界変更　昭和51年1月1日
・中村市と宿毛市の境界の一部を変更する決定（通知）
・中村市と宿毛市の境界の一部を変更する決定及び自治大臣への届出

要審査 無 無

R3-A-1152 地方課 市町村振興課  S49S51S55 香我美町・野市町　境界変更
・香我美町と野市町の境界の一部を変更する決定（通知）
・香我美町と野市町の境界の一部を変更する決定及び自治大臣への届出
・町の境界変更

要審査 無 無

R3-A-1153 地方課 市町村振興課  S49S51S55 字区域及び名称の変更（宿毛市山田工区）
・字の区域及び名称の変更並びに廃止
中村市、宿毛市

要審査 無 無

R3-A-1154 地方課 市町村振興課 S49 昭和49年度　字区域変更

・字の区域の変更
須崎市、夜須町、芸西村
・字の区域及び名称の変更
春野町、中村市
・字の区域の変更及び廃止
梼原町、大川村、梼原町
・町区域及び町名の変更並びに字区域の廃止
高知市
・字区域及び字名の変更並びに字の廃止
中村市
・字区域及び字名の変更
須崎市
・町区域及び町名の変更等
伊野町
・字区域及び名称の変更並びに字の廃止
土佐市

要審査 無 無

R3-A-1155 地方課 市町村振興課  S49S51S55 高知市（朝倉・鴨部）　住居表示

・町の区域及び町名の変更並びに字区域の廃止
高知市
・住居表示の実施
・高知市朝倉及び鴨部の各一部の住居表示の実施（送付）

要審査 無 無

R3-A-1156 地方課 市町村振興課 S55 高知市・南国市　境界変更　昭和55年1月
・高知市と南国市との境界の変更にかかる届出の補足資料提出
・高知市と南国市の境界の一部を変更する決定

要審査 無 無

R3-A-1157 地方課 市町村振興課 S50 昭和50年度　あらたに生じた土地

・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
宿毛市、須崎市、土佐清水市、土佐市、室戸市、大月町
・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定の高知県告示の変更
大月町

要審査 無 無

R3-A-1158 地方課 市町村振興課  S50S51S52 あらたに生じた土地と字区域の画定
・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
須崎市、高知市、宿毛市、大月町、土佐市

要審査 無 無

R3-A-1159 地方課 市町村振興課 S51
昭和51年度　字区域及び名称の変更　宿毛市
松田川土地改良区

・字の区域及び名称の変更
宿毛市

要審査 無 無
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R3-A-1160 地方課 市町村振興課 S51
昭和51年度　字の区域及び名称の変更並びに
字の廃止　№1

・町、字の区域及び町名の変更並びに字区域の廃止
窪川町
・字の区域及び名称の変更
大野見村、安芸市、田野町、日高村、窪川町
・字の区域及びその名称の変更並びに字の廃止
野市町

要審査 無 無

R3-A-1161 地方課 市町村振興課 S52
昭和52年度　字の区域及び名称の変更並びに
字の廃止　その2

・字区域及び名称の変更並びに廃止
宿毛市
・字の区域及び名称の変更
中村市、田野町

要審査 無 無

R3-A-1162 地方課 市町村振興課 S51
昭和51年度　字の区域及び名称の変更並びに
字の廃止　№2

・字の区域の変更及び廃止
宿毛市、梼原町

要審査 無 無

R3-A-1163 地方課 市町村振興課 S63 昭和63年度　住居表示実施状況調査
・住居表示実施状況
・住居表示実施状況調査

要審査 無 無

R3-A-1164 地方課 市町村振興課 H元 平成元年　住居表示実施状況調査 ・住居表示実施状況調査 要審査 無 無

R3-A-1165 地方課 市町村振興課 S60 昭和60年度　住居表示調査 ・住居表示実施状況調査 要審査 無 無

R3-A-1166 地方課 市町村振興課  S57S60S63H元中村市（中村）住居表示関係

・町区域及び町名の変更並びに字区域の廃止
中村市
・住居表示の実施
中村市

要審査 無 無

R3-A-1167 地方課 市町村振興課  S57S60S63H元
中村市（中村・佐岡・右山地区）住居表示関
係

・町の区域及び町の名称の変更並びに字の区域の廃止
中村市
・中村市中村・佐岡・右山地区の住居表示の実施（送付）

要審査 無 無

R3-A-1168 地方課 市町村振興課 H元
平成元年度　宿毛市（高砂地区）住居表示　
（H元.7.15）

・町の区域及び名称の変更並びに字の廃止
宿毛市

要審査 無 無

R3-A-1169 地方課 市町村振興課 S57S60S63H元高知市秦南部地区住居表示関係

・高知市秦南部地区の住居表示制度の実施（送付）
・町の区域及び町の名称の変更並びに字の区域の廃止
高知市
・住居表示の実施（進達）

要審査 無 無

R3-A-1170 地方課 市町村振興課 S57 高知市住居表示　（昭和57年8月1日）
・町の区域及び名称の変更並びに字の廃止
高知市
・住居表示の実施

要審査 無 無

R3-A-1171 地方課 市町村振興課 S57
小高坂北部・旭地区（一部）　住居表示新旧
対照簿（昭和57年8月1日実施）高知市

・小高坂北部・旭地区（一部）　住居表示新旧対照簿（昭和57年8月1日実
施）高知市

要審査 無 無

R3-A-1172 地方課 市町村振興課 S63
昭和63年度　字区域・あらたに生じた土地・
事前協議　宿毛市

・字の区域及び名称の変更（宿毛市長職務代理者から高知県知事宛て）
・あらたに生じた土地の確認及び字の区域の画定（宿毛市長から高知県知事
宛て）

要審査 無 無

R3-A-1173 地方課 市町村振興課  H元
平成元年度　字区域・新たに生じた土地等　
平成元年11月16日～平成2年1月18日起案分

・字の区域及び名称の変更
西土佐村、窪川町、佐川町、大野見村、宿毛市、十和村、中村市、田野町、
大月町、日高村

要審査 無 無

R3-A-1174 地方課 市町村振興課  H元
平成元年度　字区域・新たに生じた土地　平
成2年1月25日～平成2年2月17日起案分

・字の区域及び名称の変更
窪川町、宿毛市、十和村

要審査 無 無

R3-A-1175 地方課 市町村振興課  S54S62S63 沖ノ島・篠山　国境争い ・市町村の境界研究委員会現地調査の御礼 要審査 無 無

R3-A-1176 地方課 市町村振興課  S54S62S63
字の区域及び名称の変更並びに字の区域の廃
止について　宿毛市

・字区域及び名称の変更並びに字の区域の廃止（宿毛市長から高知県知事宛
て）

要審査 無 無

R3-A-1177 地方課 市町村振興課 S54 昭和54年度　南国・吉川境界確定
・南国市と吉川村との境界の決定
・字区域及び字名の変更の効力（照会）

要審査 無 無
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R3-A-1178 地方課 市町村振興課 S63
昭和63年度　潮見台ニュータウン（高知市・
南国市）境界変更

・市の境界変更（通知）
・高知市と南国市の境界の一部を変更する決定及び自治大臣への届け出
・高知市と南国市の境界の一部を変更する議案

要審査 無 無

R3-A-1179 地方課 市町村振興課 S63
昭和63年度　室戸市と奈半利町の境界変更
（関係文書綴）

・市と町の境界変更（通知）
・室戸市と奈半利町の境界の一部を変更する決定及び自治大臣への届け出
・室戸市と奈半利町の境界の一部を変更する議案

要審査 無 無

R3-A-1180 地方課 市町村振興課 S62 昭和62年度　字区域変更関係一般文書綴 ・市町村の境界変更に係る関係書類の送付 要審査 無 無

R3-A-1181 地方課 市町村振興課  S54S62S63
新たに生じた土地・町又は字の区域変更（取
扱通知関係）

・県市町村別面積の確認（回答） 要審査 無 無

R3-A-1182 地方課 市町村振興課  S54S62S63 境界変更

・中村市（字の区域及び名称の変更届出書）
・宿毛市（字の区域及び名称の変更並びに字の区域の廃止、字の区域及び名
称の変更、町の区域及び名称の変更並びに字の廃止、公有水面埋立地一途、
従前図、宿毛市住居表示新旧対照案内図、第7次住居表示新旧対照簿、補正
表）
・境界の一部を変更する議案
・立川下名字ムギカケの切図
・歸全報徳社定款、定款人か申請書　等
・南国市住居表示案内図
・赤岡町新たに生じた土地位置図
・国土地理院四国地方測量部の調査関係
・春野町字区域の変更
・字の区域の変更につき議決を求める件（大野見村）
・土佐市浅井和田の丸土地改良事業換地図
・新たに生じた土地の確認並びに字の区域の画定（室戸市）
・国道55号線（新付）図
・大月町（字の区域の変更届出書）
・窪川町（字区域変更届、窪川町市街地の住居表示制度の実施、窪川町市街
地新住居表示図）
・安芸市町名変更関係
・伊野町（字の区域及び名称の変更）
・越知町（越知甲切図合わせ図）

要審査 無 無

R3-A-1183 地方課 市町村振興課  S54S62S63
高知市・潮見台団地　町字区域変更申出書添
付資料（変更前全体図・切図、変更後全体
図・切図）

・町字区域変更申出書（写）
・変更前全体図1及び2
・変更前切図1～4
・変更後切図1～4

要審査 無 無

R3-A-1184 地方課 市町村振興課 S41 昭和41年度　国民健康保険税に関する調
・昭和41年度　国民健康保険税に関する調　（昭和42年10月）　（自治省税
務局市町村税課）

要審査 無 無

R3-A-1185 地方課 市町村振興課 S42 昭和42年度　国民健康保険税に関する調
・昭和42年度　国民健康保険税に関する調　（昭和43年11月）　（自治省税
務局市町村税課）

要審査 無 無

R3-A-1186 地方課 市町村振興課 S43 昭和43年度　国民健康保険税に関する調
・昭和43年度　国民健康保険税に関する調　（昭和44年12月）　（自治省税
務局市町村税課）

要審査 無 無

R3-A-1187 地方課 市町村振興課 S44 昭和44年度　国民健康保険税に関する調
・昭和44年度　国民健康保険税に関する調　（昭和46年1月）　（自治省税
務局市町村税課）

要審査 無 無

R3-A-1188 地方課 市町村振興課 S45 昭和45年度　国民健康保険税に関する調 ・昭和45年度　国民健康保険税に関する調　（自治省税務局市町村税課） 要審査 無 無

R3-A-1189 地方課 市町村振興課 S46 昭和46年度　国民健康保険税に関する調 ・昭和46年度　国民健康保険税に関する調　（自治省税務局市町村税課） 要審査 無 無

R3-A-1190 地方課 市町村振興課 S47 昭和47年度　国民健康保険税に関する調 ・昭和47年度　国民健康保険税に関する調　（自治省税務局市町村税課） 要審査 無 無

R3-A-1191 地方課 市町村振興課 S48 昭和48年度　国民健康保険税に関する調 ・昭和48年度　国民健康保険税に関する調　（自治省税務局市町村税課） 要審査 無 無
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R3-A-1192 地方課 市町村振興課 S49 昭和49年度　国民健康保険税に関する調 ・昭和49年度　国民健康保険税に関する調　（自治省税務局市町村税課） 要審査 無 無

R3-A-1193 地方課 市町村振興課 S50 昭和50年度　国民健康保険税に関する調 ・昭和50年度　国民健康保険税に関する調　（自治省税務局市町村税課） 要審査 無 無

R3-A-1194 地方課 市町村振興課 S51 昭和51年度　国民健康保険税に関する調 ・昭和51年度　国民健康保険税に関する調　（自治省税務局市町村税課） 要審査 無 無

R3-A-1195 地方課 市町村振興課 S53 昭和53年度　国民健康保険税に関する調 ・昭和53年度　国民健康保険税に関する調　（自治省税務局市町村税課） 要審査 無 無

R3-A-1196 地方課 市町村振興課 S54 昭和54年度　国民健康保険税に関する調 ・昭和54年度　国民健康保険税に関する調　（自治省税務局市町村税課） 要審査 無 無

R3-A-1197 地方課 市町村振興課 S55 昭和55年度　国民健康保険税に関する調 ・昭和55年度　国民健康保険税に関する調　（自治省税務局市町村税課） 要審査 無 無

R3-A-1198 地方課 市町村振興課 S56 昭和56年度　国民健康保険税に関する調 ・昭和56年度　国民健康保険税に関する調　（自治省税務局市町村税課） 要審査 無 無

R3-A-1199 地方課 市町村振興課 S57 昭和57年度　国民健康保険税に関する調 ・昭和57年度　国民健康保険税に関する調　（自治省税務局市町村税課） 要審査 無 無

R3-A-1200 地方課 市町村振興課 S58 昭和58年度　国民健康保険税に関する調 ・昭和58年度　国民健康保険税に関する調　（自治省税務局市町村税課） 要審査 無 無

R3-A-1201 地方課 市町村振興課 S59 昭和59年度　国民健康保険税に関する調 ・昭和59年度　国民健康保険税に関する調　（自治省税務局市町村税課） 要審査 無 無

R3-A-1202 地方課 市町村振興課 S60 昭和60年度　国民健康保険税に関する調 ・昭和60年度　国民健康保険税に関する調　（自治省税務局市町村税課） 要審査 無 無

R3-A-1203 地方課 市町村振興課 S62 昭和62年度　国民健康保険税に関する調 ・昭和62年度　国民健康保険税に関する調　（自治省税務局市町村税課） 要審査 無 無

R3-A-1204 地方課 市町村振興課 S39 昭和39年度　市町村税課税状況等の調 ・市町村税課税状況等の調　昭和39年7月1日現在　（自治省税務局） 要審査 無 無

R3-A-1205 地方課 市町村振興課 S40 昭和40年度　市町村税課税状況等の調 ・市町村税課税状況等の調　昭和40年7月1日現在　（自治省税務局） 要審査 無 無

R3-A-1206 地方課 市町村振興課 S41 昭和41年度　市町村税課税状況等の調
・昭和41年度　市町村税課税状況等の調その2（昭和41年7月1日現在　市町
村別税率一覧表）　　　（自治省税務局）

要審査 無 無

R3-A-1207 地方課 市町村振興課 S42 昭和42年度　市町村税課税状況等の調
・昭和42年度　市町村税課税状況等の調その1（昭和42年7月1日現在）　
（自治省税務局）

要審査 無 無

R3-A-1208 地方課 市町村振興課 S43 昭和43年度　市町村税課税状況等の調
・昭和43年度　市町村税課税状況等の調（昭和43年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1209 地方課 市町村振興課 S44 昭和44年度　市町村税課税状況等の調
・昭和44年度　市町村税課税状況等の調（昭和44年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1210 地方課 市町村振興課 S45 昭和45年度　市町村税課税状況等の調
・昭和45年度　市町村税課税状況等の調（昭和45年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1211 地方課 市町村振興課 S46 昭和46年度　市町村税課税状況等の調
・昭和46年度　市町村税課税状況等の調（昭和46年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1212 地方課 市町村振興課 S47 昭和47年度　市町村税課税状況等の調
・昭和47年度　市町村税課税状況等の調（昭和47年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1213 地方課 市町村振興課 S48 昭和48年度　市町村税課税状況等の調
・昭和48年度　市町村税課税状況等の調（昭和48年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1214 地方課 市町村振興課 S49 昭和49年度　市町村税課税状況等の調
・昭和49年度　市町村税課税状況等の調（昭和49年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1215 地方課 市町村振興課 S50 昭和50年度　市町村税課税状況等の調
・昭和50年度　市町村税課税状況等の調（昭和50年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1216 地方課 市町村振興課 S51 昭和51年度　市町村税課税状況等の調
・昭和51年度　市町村税課税状況等の調（昭和51年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1217 地方課 市町村振興課 S52 昭和52年度　市町村税課税状況等の調
・昭和52年度　市町村税課税状況等の調（昭和52年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無
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R3-A-1218 地方課 市町村振興課 S53 昭和53年度　市町村税課税状況等の調
・昭和53年度　市町村税課税状況等の調（昭和53年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1219 地方課 市町村振興課 S54 昭和54年度　市町村税課税状況等の調
・昭和54年度　市町村税課税状況等の調（昭和54年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1220 地方課 市町村振興課 S55 昭和55年度　市町村税課税状況等の調
・昭和55年度　市町村税課税状況等の調（昭和55年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1221 地方課 市町村振興課 S56 昭和56年度　市町村税課税状況等の調
・昭和56年度　市町村税課税状況等の調（昭和56年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1222 地方課 市町村振興課 S57 昭和57年度　市町村税課税状況等の調
・昭和57年度　市町村税課税状況等の調（昭和57年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1223 地方課 市町村振興課 S58 昭和58年度　市町村税課税状況等の調
・昭和58年度　市町村税課税状況等の調（昭和58年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1224 地方課 市町村振興課 S59 昭和59年度　市町村税課税状況等の調
・昭和59年度　市町村税課税状況等の調（昭和59年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1225 地方課 市町村振興課 S60 昭和60年度　市町村税課税状況等の調
・昭和60年度　市町村税課税状況等の調（昭和60年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1226 地方課 市町村振興課 S61 昭和61年度　市町村税課税状況等の調
・昭和61年度　市町村税課税状況等の調（昭和61年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1227 地方課 市町村振興課 S62 昭和62年度　市町村税課税状況等の調
・昭和62年度　市町村税課税状況等の調（昭和62年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1228 地方課 市町村振興課 S63 昭和63年度　市町村税課税状況等の調
・昭和63年度　市町村税課税状況等の調（昭和63年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1229 地方課 市町村振興課 H元 平成元年度　市町村税課税状況等の調
・平成元年度　市町村税課税状況等の調（平成元年7月1日現在）　（自治省
税務局）

要審査 無 無

R3-A-1230 地方課 市町村振興課 S42
昭和54年度　家屋にかかる総評価見込額、総
見込床面積、平均価額等調　昭和54年3月

・昭和54年度　家屋にかかる総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　
昭和54年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1231 地方課 市町村振興課 S55
昭和55年度　固定資産の価格等の概要調書
（償却資産、市町村交付金及び都市計画税）
（総括表）

・昭和55年度　固定資産の価格等の概要調書（償却資産、市町村交付金及び
都市計画税）（総括表）　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1232 地方課 市町村振興課 S54
昭和54年度　固定資産の価格等の概要調書
（償却資産、市町村交付金及び都市計画税）
（総括表）

・昭和54年度　固定資産の価格等の概要調書（償却資産、市町村交付金及び
都市計画税）（総括表）　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1233 地方課 市町村振興課 S54
昭和54年度　固定資産の価格等の概要調書
（都道府県別表）

・昭和54年度　固定資産の価格等の概要調書　（償却資産）　（都道府県別
表）　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1234 地方課 市町村振興課 S51
昭和51年度　固定資産の価格等の概要調書
（償却資産、市町村交付金及び都市計画税）
（総括表）

・昭和51年度　固定資産の価格等の概要調書　（償却資産、市町村交付金及
び都市計画税）　（総括表）　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1235 地方課 市町村振興課 S55
昭和55年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（総括表）

・昭和55年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（総括表）　（自治
省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1236 地方課 市町村振興課 S54
昭和54年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（総括表）

・昭和54年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（総括表）　（自治
省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1237 地方課 市町村振興課 S54
昭和54年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（都道府県別表）

・昭和54年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（都道府県別表）　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1238 地方課 市町村振興課 S51
昭和51年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（都道府県別表）

・昭和51年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（都道府県別表）　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1239 地方課 市町村振興課 S49
昭49年度　固定資産の価格等の概要調書（土
地）（都道府県別表）

・昭49年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（都道府県別表）　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無
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R3-A-1240 地方課 市町村振興課 H元
平成元年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（都道府県別表）

・平成元年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（都道府県別表）　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1241 地方課 市町村振興課 S63
昭和63年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（都道府県別表）

・昭和63年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（都道府県別表）　
（自治省税務局固定資産税課　）

要審査 無 無

R3-A-1242 地方課 市町村振興課 S62
昭和62年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（都道府県別表）

・昭和62年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（都道府県別表）　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1243 地方課 市町村振興課 S60
昭和60年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（都道府県別表）

・昭和60年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（都道府県別表）　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1244 地方課 市町村振興課 S59
昭和59年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（都道府県別表）

・昭和59年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（都道府県別表）　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1245 地方課 市町村振興課 S58
昭和58年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（都道府県別表）

・昭和58年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（都道府県別表）　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1246 地方課 市町村振興課 S57
昭和57年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（都道府県別表）

・昭和57年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（都道府県別表）　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1247 地方課 市町村振興課 S39 昭和39年度　市町村税徴収実績調
・昭和39年度　（昭和40年5月末現在）　市町村税徴収実績調　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1248 地方課 市町村振興課 S40 昭和40年度　市町村税徴収実績調
・昭和40年度　（昭和41年5月末現在）　市町村税徴収実績調　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1249 地方課 市町村振興課 S41 昭和41年度　市町村税徴収実績調
・昭和41年度　（昭和42年5月末現在）　市町村税徴収実績調　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1250 地方課 市町村振興課 S42 昭和42年度　市町村税徴収実績調
・昭和42年度　（昭和43年5月末現在）　市町村税徴収実績調　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1251 地方課 市町村振興課 S40
昭和40年度固定資産評価額（土地）　土地平
均価額、総地籍、総評価見込額、等一覧

・昭和40年度固定資産評価額（土地）　土地平均価額、総地籍、総評価見込
額、等一覧　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1252 地方課 市町村振興課 S40
昭和40年度　固定資産（家屋）総評価見込
額、見込床面積及び平均価額等の一覧

・昭和40年度　固定資産（家屋）　総評価見込額、見込床面積及び平均価額
等の一覧　昭和40年5月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1253 地方課 市町村振興課 H元
平成元年度　家屋に係る総評価見込額、総見
込床面積、平均価額等調

・平成元年度　家屋に係る総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　平
成元年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1254 地方課 市町村振興課 S63
昭和63年度　家屋に係る総評価見込額、総見
込床面積、平均価額等調

・昭和63年度　家屋に係る総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　昭
和63年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1255 地方課 市町村振興課 S62
昭和62年度　家屋に係る総評価見込額、総見
込床面積、平均価額等調

・昭和62年度　家屋に係る総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　昭
和62年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1256 地方課 市町村振興課 S61
昭和61年度　家屋に係る総評価見込額、総見
込床面積、平均価額等調

・昭和61年度　家屋に係る総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　昭
和61年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1257 地方課 市町村振興課 S60
昭和60年度　家屋に係る総評価見込額、総見
込床面積、平均価額等調

・昭和60年度　家屋に係る総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　昭
和60年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1258 地方課 市町村振興課 S59
昭和59年度　家屋に係る総評価見込額、総見
込床面積、平均価額等調

・昭和59年度　家屋に係る総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　昭
和59年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1259 地方課 市町村振興課 S58
昭和58年度　家屋に係る総評価見込額、総見
込床面積、平均価額等調

・昭和58年度　家屋に係る総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　昭
和58年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1260 地方課 市町村振興課 S57
昭和57年度　家屋に係る総評価見込額、総見
込床面積、平均価額等調

・昭和57年度　家屋に係る総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　昭
和57年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1261 地方課 市町村振興課 S56
昭和56年度　家屋に係る総評価見込額、総見
込床面積、平均価額等調

・昭和56年度　家屋に係る総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　昭
和56年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1262 地方課 市町村振興課 S55
昭和55年度　家屋に係る総評価見込額、総見
込床面積、平均価額等調

・昭和55年度　家屋に係る総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　昭
和55年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無
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R3-A-1263 地方課 市町村振興課 S44
昭和44年度　家屋に係る指示平均価額の算定
の基礎となった総評価見込額、総見込床面積
及び平均価額調

・昭和44年度　家屋に係る指示平均価額の算定の基礎となった総評価見込
額、総見込床面積及び平均価額調　昭和44年3月　（自治省税務局固定資産
税課）

要審査 無 無

R3-A-1264 地方課 市町村振興課 H元
平成元年度　土地平均価額・総地籍・総評価
見込額等調

・平成元年度　土地平均価額・総地籍・総評価見込額等調　平成元年3月　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1265 地方課 市町村振興課 S63
昭和63年度　土地平均価額・総地籍・総評価
見込額等調

・昭和63年度　土地平均価額・総地籍・総評価見込額等調　昭和63年3月　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1266 地方課 市町村振興課 S62
昭和62年度　土地平均価額・総地籍・総評価
見込額等調

・昭和62年度　土地平均価額・総地籍・総評価見込額等調　昭和62年3月　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1267 地方課 市町村振興課 S61
昭和61年度　土地平均価額・総地籍・総評価
見込額等調

・昭和61年度　土地平均価額・総地籍・総評価見込額等調　昭和61年3月　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1268 地方課 市町村振興課 S60
昭和60年度　土地平均価額・総地籍・総評価
見込額等調

・昭和60年度　土地平均価額・総地籍・総評価見込額等調　昭和60年3月　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1269 地方課 市町村振興課 S59
昭和59年度　土地の平均価額・総地籍・総評
価見込額等調

・昭和59年度　土地の平均価額・総地籍・総評価見込額等調
　昭和59年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1270 地方課 市町村振興課 S58
昭和58年度　土地の平均価額・総地籍・総評
価見込額等調

・昭和58年度　土地の平均価額・総地籍・総評価見込額等調
　昭和58年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1271 地方課 市町村振興課 S57
昭和57年度　土地平均価額・総地籍総評価見
込額等調

・昭和57年度　土地平均価額・総地籍総評価見込額等調　昭和57年3月　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1272 地方課 市町村振興課 S56
昭和56年度　土地平均価額・総地籍総評価見
込額等調

・昭和56年度　土地平均価額・総地籍総評価見込額等調　昭和56年3月　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1273 地方課 市町村振興課 S55
昭和55年度　土地平均価額・総地籍総評価見
込額等調

・昭和55年度　土地平均価額・総地籍総評価見込額等調　昭和55年3月　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1274 地方課 市町村振興課 S54
昭和54年度　土地平均価額・総地籍総評価見
込額等調

・昭和54年度　土地平均価額・総地籍総評価見込額等調　昭和54年3月　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1275 地方課 市町村振興課 S53
昭和53年度　土地平均価額・総地籍総評価見
込額等調

・昭和53年度　土地平均価額・総地籍総評価見込額等調　昭和53年3月　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1276 地方課 市町村振興課 S52
昭和52年度　土地平均価額・総地籍総評価見
込額等調

・昭和52年度　土地平均価額・総地籍総評価見込額等調　昭和52年3月　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1277 地方課 市町村振興課 S51
昭和51年度　土地平均価額・総地籍総評価見
込額等調

・昭和51年度　土地平均価額・総地籍総評価見込額等調　昭和51年3月　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1278 地方課 市町村振興課 S44
昭和44年度　土地平均価額・総地籍・総評価
見込額等調

・昭和44年度　土地平均価額・総地籍・総評価見込額等調　昭和44年3月　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無
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R3-A-1279 地方課 市町村振興課 S46

①昭和46年度　高知市･大津村･介良村
合併事務研究会資料
②昭和46年度　合併協議資料
③昭和46年度　大津村・介良村合併資料
④合併資料

①・編入合併に大津村の利点
・高知市･大津村･介良村合併にともなう基準財政需要額試算
・住宅地区改良事業経費調べ
・昭和46年2月12日　研究資料　（その1）
・高知市･大津村･介良村の合併にともなう検討事項　46.3.19　高知市企画
室、企画課
②・高知市･大津村･介良村合併協定書案
・高知市･大津村･介良村合併協議事項　昭和46年9月　高知市･大津村･介良
村合併協議会
③・県民グラフの原稿（伺）
・専決処分の議会への報告
・市町の配置分合
・大津村及び介良村の高知市への編入合併
・高知市、大津村、介良村の配置分合に関する決定
・高知市、大津村および介良村の県営工事の促進等
・高知市へ大津村、介良村の編入合併の準備のための組織の設立
・大津村および介良村の高知市への編入合併の事務の指導
④・高知市･大津村･介良村合併協議会規約検討会
・大津村、介良村への要望資料一覧表
・高知市へ大津村、介良村の編入合併の事務の進め方（案）

要審査 無 無

R3-A-1280 地方課 市町村振興課 S63 昭和63年度　地方税に関する参考係数資料
・昭和63年度　地方税に関する参考係数資料　昭和63年2月　（自治省税務
局）

要審査 無 無

R3-A-1281 地方課 市町村振興課 S62 昭和62年度　地方税に関する参考資料
・昭和62年度　地方税に関する参考資料　（第109回国会）　昭和62年8月　
（自治省税務局）

要審査 無 無

R3-A-1282 地方課 市町村振興課 S62 昭和62年度　地方税に関する参考係数資料
・昭和62年度　地方税に関する参考係数資料　昭和62年2月　自治省税務局　
（財団法人地方財務協会刊）

要審査 無 無

R3-A-1283 地方課 市町村振興課 S61 昭和61年度　地方税に関する参考係数資料
・昭和61年度　地方税に関する参考係数資料　昭和61年2月　（自治省税務
局）

要審査 無 無

R3-A-1284 地方課 市町村振興課 S60 昭和60年度　地方税に関する参考係数資料
・昭和60年度　地方税に関する参考係数資料　昭和60年2月　（自治省税務
局）

要審査 無 無

R3-A-1285 地方課 市町村振興課 S59 昭和59年度　地方税に関する参考係数資料
・昭和59年度　地方税に関する参考係数資料　昭和59年2月　（自治省税務
局）

要審査 無 無

R3-A-1286 地方課 市町村振興課 S54 昭和54年度　地方税に関する参考係数資料
・昭和54年度　地方税に関する参考係数資料　昭和54年2月　（自治省税務
局）

要審査 無 無

R3-A-1287 地方課 市町村振興課 S56 昭和56年度　地方税に関する参考係数資料
・昭和56年度　地方税に関する参考係数資料　昭和56年2月　（自治省税務
局）

要審査 無 無

R3-A-1288 地方課 市町村振興課 S39
昭和39年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）

・昭和39年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（自治省税務局固定
資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1289 地方課 市町村振興課 S41
昭和41年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）

・昭和41年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（自治省税務局固定
資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1290 地方課 市町村振興課 S41
昭和41年度　固定資産の価格等の概要調書
（償却資産）

・昭和41年度　固定資産の価格等の概要調書（償却資産）　（自治省税務局
固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1291 地方課 市町村振興課 S41
昭和41年度　固定資産（家屋）総評価見込
額、見込床面積及び平均価額等の一覧

・昭和41年度　固定資産（家屋）総評価見込額、見込床面積及び平均価額等
の一覧　昭和41年5月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1292 地方課 市町村振興課 S41
昭和41年　固定資産の価格等の概要調書（家
屋）

・昭和41年　固定資産の価格等の概要調書（家屋）　（自治省税務局固定資
産税課）

要審査 無 無

R3-A-1293 地方課 市町村振興課 S42
昭和42年　固定資産の価格等の概要調書（土
地・家屋）

・昭和42年　固定資産の価格等の概要調書（土地・家屋）　（自治省税務局
固定資産税課）

要審査 無 無
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R3-A-1294 地方課 市町村振興課 S42 昭和42年度　概要調書補足調査
・昭和42年度　概要調書補足調査　昭和42年10月　（自治省税務局固定資産
税課）

要審査 無 無

R3-A-1295 地方課 市町村振興課 S42
昭和42年度　固定資産の価格等の概要調書
（償却資産）

・昭和42年度　固定資産の価格等の概要調書（償却資産）　（自治省税務局
固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1296 地方課 市町村振興課 S42
昭和42年度　家屋に係る指示平均価額の算定
の基礎となった総評価見込額、総見込床面積
等の一覧

・昭和42年度　家屋に係る指示平均価額の算定の基礎となった総評価見込
額、総見込床面積等の一覧　昭和42年5月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1297 地方課 市町村振興課 S43 昭和43年度　概要調書補足調査（土地） ・昭和43年度　概要調書補足調査（土地）　（自治省税務局固定資産税課） 要審査 無 無

R3-A-1298 地方課 市町村振興課 S43
昭和43年度　固定資産の価格等の概要調書
（家屋）

・昭和43年度　固定資産の価格等の概要調書（家屋）　（自治省税務局固定
資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1299 地方課 市町村振興課 S43
昭和43年度　固定資産の価格等の概要調書
（償却資産）

・昭和43年度　固定資産の価格等の概要調書（償却資産）　（自治省税務局
固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1300 地方課 市町村振興課 S43
昭和43年度　家屋に係る指示平均価額の算定
の基礎となった総評価見込額、総見込床面積
及び平均価額一覧

・昭和43年度　家屋に係る指示平均価額の算定の基礎となった総評価見込
額、総見込床面積及び平均価額一覧　昭和43年3月　（自治省税務局固定資
産税課）

要審査 無 無

R3-A-1301 地方課 市町村振興課 S43
昭和43年度　土地平均価額、総地籍、総評価
見込額等一覧

・昭和43年度　土地平均価額、総地籍、総評価見込額等一覧　昭和43年3月　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1302 地方課 市町村振興課 S44
昭和44年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）

・昭和44年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（自治省税務局固定
資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1303 地方課 市町村振興課 S44
昭和44年度　固定資産の価格等の概要調書
（家屋）

・昭和44年度　固定資産の価格等の概要調書（家屋）　（自治省税務局固定
資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1304 地方課 市町村振興課 S45
昭和45年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）

・昭和45年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（自治省税務局固定
資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1305 地方課 市町村振興課 S45
昭和45年度　固定資産の価格等の概要調書
（家屋）

・昭和45年度　固定資産の価格等の概要調書（家屋）　（自治省税務局固定
資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1306 地方課 市町村振興課 S45
昭和45年度　固定資産の価格等の概要調書
（償却資産）

・昭和45年度　固定資産の価格等の概要調書（償却資産）　（自治省税務局
固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1307 地方課 市町村振興課 S45
昭和45年度　土地平均価額、総地籍、総評価
見込額等調

・昭和45年度　土地平均価額、総地籍、総評価見込額等調　昭和45年3月　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1308 地方課 市町村振興課 S45
昭和45年度　家屋にかかる総評価見込額、総
見込床面積、平均価額等調

・昭和45年度　家屋にかかる総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　
昭和45年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1309 地方課 市町村振興課 S45
昭和45年度　宅地にかかる基準地価額に関す
る調

・昭和45年度　宅地にかかる基準地価額に関する調　昭和45年8月　（自治
省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1310 地方課 市町村振興課 S46
昭和46年度　固定資産の価格等の概要調書
（家屋）

・昭和46年度　固定資産の価格等の概要調書（家屋）　（自治省税務局固定
資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1311 地方課 市町村振興課 S46
昭和46年度　家屋にかかる総評価見込額、総
見込床面積、平均価額等調

・昭和46年度　家屋にかかる総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　
昭和46年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1312 地方課 市町村振興課 S46
昭和46年度　土地平均価額、総地籍、総評価
見込額等調

・昭和46年度　土地平均価額、総地籍、総評価見込額等調　（自治省税務局
固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1313 地方課 市町村振興課 S47
昭和47年度　固定資産の価格等の概要調書
（家屋）

・昭和47年度　固定資産の価格等の概要調書（家屋）　（自治省税務局固定
資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1314 地方課 市町村振興課 S47
昭和47年度　家屋にかかる総評価見込額、総
見込床面積、平均価額等調

・昭和47年度　家屋にかかる総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　
昭和47年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1315 地方課 市町村振興課 S47
昭和47年度　土地平均価額、総地籍、総評価
見込額等調

・昭和47年度　土地平均価額、総地籍、総評価見込額等調　昭和47年3月　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無
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R3-A-1316 地方課 市町村振興課 S50
昭和50年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（総括表）

・昭和50年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）（総括表）　（自治省
税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1317 地方課 市町村振興課 S51
昭和51年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（総括表）

・昭和51年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）（総括表）　（自治省
税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1318 地方課 市町村振興課 S52
昭和52年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（総括表）

・昭和52年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）（総括表）　（自治省
税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1319 地方課 市町村振興課 S46
昭和46年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）

・昭和46年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（自治省税務局固定
資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1320 地方課 市町村振興課 S47
昭和47年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）

・昭和47年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（自治省税務局固定
資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1321 地方課 市町村振興課 S47
昭和47年度　固定資産の価格等の概要調書
（償却資産、市町村交付金および都市計画
税）

・昭和47年度　固定資産の価格等の概要調書　（償却資産、市町村交付金お
よび都市計画税）　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1322 地方課 市町村振興課 S48
昭和48年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（総括表）

・昭和48年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（総括表）　（自治
省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1323 地方課 市町村振興課 S48
昭和48年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（都道府県別表）

・昭和48年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（都道府県別表）　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1324 地方課 市町村振興課 S48
昭和48年度　固定資産の価格等の概要調書
（家屋）

・昭和48年度　固定資産の価格等の概要調書　（家屋）　（自治省税務局固
定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1325 地方課 市町村振興課 S48
昭和48年度　固定資産の価格等の概要調書
（償却資産、市町村交付金および都市計画
税）（総括表）

・昭和48年度　固定資産の価格等の概要調書（償却資産、市町村交付金およ
び都市計画税）（総括表）　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1326 地方課 市町村振興課 S48
昭和48年度　固定資産の価格等の概要調書
（償却資産）（都道府県別表）

・昭和48年度　固定資産の価格等の概要調書　（償却資産）　（都道府県別
表）　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1327 地方課 市町村振興課 S48
昭和48年度　宅地にかかる基準地価額の関す
る調

・昭和48年度　宅地にかかる基準地価額の関する調　（自治省税務局固定資
産税課）

要審査 無 無

R3-A-1328 地方課 市町村振興課 S49
昭和49年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（総括表）

・昭和49年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）（総括表）　（自治省
税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1329 地方課 市町村振興課 S49
昭和49年度　固定資産の価格等の概要調書
（家屋）

・昭和49年度　固定資産の価格等の概要調書（家屋）　（自治省税務局固定
資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1330 地方課 市町村振興課 S49
昭和49年度　固定資産の価格等の概要調書
（償却資産、市町村交付金および都市計画
税）（総括表）

・昭和49年度　固定資産の価格等の概要調書（償却資産、市町村交付金およ
び都市計画税）（総括表）　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1331 地方課 市町村振興課 S49
昭和49年度　固定資産の価格等の概要調書
（償却資産）（都道府県別表）

・昭和49年度　固定資産の価格等の概要調書（償却資産）　（都道府県別
表）　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1332 地方課 市町村振興課 S50
昭和50年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（都道府県別表）

・昭和50年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）（都道府県別表）　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1333 地方課 市町村振興課 S50
昭和50年度　固定資産の価格等の概要調書
（償却資産、市町村交付金および都市計画
税）（総括表）

・昭和50年度　固定資産の価格等の概要調書（償却資産、市町村交付金およ
び都市計画税）（総括表）　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1334 地方課 市町村振興課 S50
昭和50年度　家屋にかかる総評価見込額、総
見込床面積、平均価額等調　昭和50年3月

・昭和50年度　家屋にかかる総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　
昭和50年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1335 地方課 市町村振興課 S51
昭和51年度　固定資産の価格等の概要調書
（償却資産）（都道府県別表）

・昭和51年度　固定資産の価格等の概要調書（償却資産）　（都道府県別
表）　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無
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R3-A-1336 地方課 市町村振興課 S51
昭和51年度　家屋にかかる総評価見込額、総
見込床面積、平均価額等調　昭和51年3月

・昭和51年度　家屋にかかる総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　
昭和51年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1337 地方課 市町村振興課 S52
昭和52年度　固定資産の価格等の概要調書
（土地）（都道府県別表）

・昭和52年度　固定資産の価格等の概要調書（土地）　（都道府県別表）　
（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1338 地方課 市町村振興課 S52
昭和52年度　固定資産の価格等の概要調書
（償却資産、市町村交付金および都市計画
税）（総括表）

・昭和52年度　固定資産の価格等の概要調書（償却資産、市町村交付金およ
び都市計画税）　（総括表）　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1339 地方課 市町村振興課 S52
昭和52年度　固定資産の価格等の概要調書
（償却資産）（都道府県別表）

・昭和52年度　固定資産の価格等の概要調書（償却資産）　（都道府県別
表）　（自治省税務局固定資産税課　）

要審査 無 無

R3-A-1340 地方課 市町村振興課 H元 平成元年度　市町村税徴収実績調
・平成元年度　市町村税徴収実績調　（平成2年5月末現在）　（自治省税務
局）

要審査 無 無

R3-A-1341 地方課 市町村振興課 S63 昭和63年度　市町村税徴収実績調
・昭和63年度　市町村税徴収実績調　（平成元年5月末現在）　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1342 地方課 市町村振興課 S62 昭和62年度　市町村税徴収実績調
・昭和62年度　市町村税徴収実績調　（昭和63年5月末現在）　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1343 地方課 市町村振興課 S61 昭和61年度　市町村税徴収実績調
・昭和61年度　市町村税徴収実績調　（昭和62年5月末現在）　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1344 地方課 市町村振興課 S60 昭和60年度　市町村税徴収実績調
・昭和60年度　市町村税徴収実績調　（昭和61年5月末現在）　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1345 地方課 市町村振興課 S59 昭和59年度　市町村税徴収実績調
・昭和59年度　市町村税徴収実績調　（昭和60年5月末現在）　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1346 地方課 市町村振興課 S58 昭和58年度　市町村税徴収実績調
・昭和58年度　市町村税徴収実績調　（昭和59年5月末現在）　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1347 地方課 市町村振興課 S57 昭和57年度　市町村税徴収実績調
・昭和57年度　市町村税徴収実績調　（昭和58年5月末現在）　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1348 地方課 市町村振興課 S56 昭和56年度　市町村税徴収実績調
・昭和56年度　市町村税徴収実績調　（昭和57年5月末現在）　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1349 地方課 市町村振興課 S55 昭和55年度　市町村税徴収実績調
・昭和55年度　市町村税徴収実績調　（昭和56年5月末現在）　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1350 地方課 市町村振興課 S54 昭和54年度　市町村税徴収実績調
・昭和54年度　市町村税徴収実績調　（昭和55年5月末現在）　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1351 地方課 市町村振興課 S53 昭和53年度　市町村税徴収実績調
・昭和53年度　市町村税徴収実績調　（昭和54年3月末現在）　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1352 地方課 市町村振興課 S52 昭和52年度　市町村税徴収実績調
・昭和52年度　市町村税徴収実績調　（昭和53年3月末現在）　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1353 地方課 市町村振興課 S51 昭和51年度　市町村税徴収実績調
・昭和51年度　市町村税徴収実績調　（昭和52年3月末現在）　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1354 地方課 市町村振興課 S50 昭和50年度　市町村税徴収実績調
・昭和50年度　市町村税徴収実績調　（昭和51年3月末現在）　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1355 地方課 市町村振興課 S49 昭和49年度　市町村税徴収実績調
・昭和49年度　市町村税徴収実績調　（昭和50年3月末現在）　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1356 地方課 市町村振興課 S48 昭和48年度　市町村税徴収実績調
・昭和48年度　市町村税徴収実績調　（昭和49年3月末現在）　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1357 地方課 市町村振興課 S47 昭和47年度　市町村税徴収実績調
・昭和47年度　（昭和48年3月末現在）　市町村税徴収実績調　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1358 地方課 市町村振興課 S46 昭和46年度　市町村税徴収実績調
・昭和46年度　（昭和47年3月末現在）　市町村税徴収実績調　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1359 地方課 市町村振興課 S45 昭和45年度　市町村税徴収実績調
・昭和45年度　（昭和46年3月末現在）　市町村税徴収実績調　（自治省税
務局）

要審査 無 無
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R3-A-1360 地方課 市町村振興課 S44 昭和44年度　市町村税徴収実績調
・昭和44年度　（昭和45年5月末現在）　市町村税徴収実績調　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1361 地方課 市町村振興課 S43 昭和43年度　市町村税徴収実績調
・昭和43年度　（昭和44年5月末現在）　市町村税徴収実績調　（自治省税
務局）

要審査 無 無

R3-A-1362 地方課 市町村振興課 S48
昭和48年度　家屋にかかる総評価見込額、総
見込床面積、平均価額等調

・昭和48年度　家屋にかかる総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　
昭和48年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1363 地方課 市町村振興課 S49
昭和49年度　家屋にかかる総評価見込額、総
見込床面積、平均価額等調　昭和49年3月

・昭和49年度　家屋にかかる総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　
昭和49年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1364 地方課 市町村振興課 S52
昭和52年度　家屋にかかる総評価見込額、総
見込床面積、平均価額等調　昭和52年3月

・昭和52年度　家屋にかかる総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　
昭和52年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1365 地方課 市町村振興課 S53
昭和53年度　家屋にかかる総評価見込額、総
見込床面積、平均価額等調　昭和53年3月

・昭和53年度　家屋にかかる総評価見込額、総見込床面積、平均価額等調　
昭和53年3月　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1366 地方課 市町村振興課 S51
昭和51年度　地方税法第389条第1項の規定に
より自治大臣が価格等を決定する船舶所有者
名簿

・昭和51年度　地方税法第389条第1項の規定により自治大臣が価格等を決定
する船舶所有者名簿　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1367 地方課 市町村振興課 S51
昭和53年度　地方税法第389条第1項の規定に
より自治大臣が価格等を決定する船舶所有者
名簿

・昭和53年度　地方税法第389条第1項の規定により自治大臣が価格等を決定
する船舶所有者名簿　（自治省税務局固定資産税課）

要審査 無 無

R3-A-1368 地方課 市町村振興課 S45
地方税法の一部を改正する法律案関係資料
（昭和45年）

・地方税法の一部を改正する法律案関係資料（昭和45年） 要審査 無 無

R3-A-1369 地方課 市町村振興課 S47
地方税法の一部を改正する法律案関係資料
（昭和47年）

・地方税法の一部を改正する法律案関係資料　付　地方税に関する参考係数
資料（昭和47年度）　　（地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1370 地方課 市町村振興課 不明 地方税法の一部を改正する法律案関係資料 ・第六十五国会　地方税法の一部を改正する法律案関係資料　　（自治省） 要審査 無 無

R3-A-1371 地方課 市町村振興課 S61
昭和61年分　政治資金規正法関係実態調査報
告書

・政治資金規正法関係実態調査 要審査 無 無

R3-A-1372 地方課 市町村振興課 S50
昭和50年　地価調査価格・地価公示価格一覧
表

・昭和50年地価調査価格・地価公示価格一覧表　高知県 要審査 無 無

R3-A-1373 地方課 市町村振興課 S51
昭和51年度　税制改正の要綱　租税及び印紙
収入予算の説明（第77回国会）

・昭和51年度　税制改正の要綱　租税及び印紙収入予算の説明　（第77回国
会）　昭和51年1月　（大蔵省主税局編）

要審査 無 無

R3-A-1374 地方課 市町村振興課 S45 昭和45年分　相続税財産評価基準書等正誤表 ・昭和45年分相続税財産評価基準書等　正誤表　（高松国税局） 要審査 無 無

R3-A-1375 地方課 市町村振興課 S51 昭和51年度　地方税に関する参考計数資料
・昭和51年度　地方税に関する参考計数資料　昭和51年2月　（自治省税務
局）

要審査 無 無

R3-A-1376 地方課 市町村振興課 S53 昭和53年度　地方税に関する参考計数資料
・昭和53年度　地方税に関する参考計数資料　昭和53年2月　（自治省税務
局）

要審査 無 無

R3-A-1377 地方課 市町村振興課 S48
昭和48年度　土地の評価額の上昇割合に関す
る調

・昭和48年度　土地の評価額の上昇割合に関する調　昭和48年3月　（自治
省税務局固定資産税課）

要審査 無 無
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R3-A-1378 地方課 市町村振興課  S39S40
①昭和39・40年度　高知県町村職員退職手当
組合
②昭和40年度　高知県町村職員退職手当組合

①・職員退職手当組合の設立（通知）
・町村職員退職手当組合の設立
・市町村職員退職手当組合
・高知県町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加にかかる
許可
②・高知県町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加にかか
る許可
・高知県町村職員退職手当組合規約の一部変更の許可
・高知県町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少の許可

要審査 無 無

R3-A-1379 地方課 市町村振興課 S52

①高幡道路整備機械センター組合設立昭和46
年8月24日
解散昭和52年3月31日
②須崎市外二箇町村併設隔離病舎組合　昭和
53年解散

①・高幡道路整備機械センター組合の設立許可
・高幡道路整備機械センター組合の解散
②・須崎市外五ヶ町村併設隔離病舎組合及び土佐市春野町伝染病院組合の解
散
・須崎市外三ヶ町村併設隔離病舎組合を組織する地方公共団体の数の増加及
び規約の変更許可
・一部事務組合の設置

要審査 無 無

R3-A-1380 地方課 市町村振興課 S53

①香南広域行政事務組合 昭和54年3月31日　
解散
②嶺北し尿処理組合 高知中央衛生事務組合 
設立39年10月22日
解散昭和54年3月31日
③高知中央地区衛生事務組合　設立昭和50年
1月30日
解散昭和53年12月27日

①・香南広域行政事務組合の設立許可
・香南広域行政事務組合の解散
②・嶺北し尿処理組合の解散
・嶺北し尿処理組合規約の一部変更
・嶺北し尿処理組合を組織する地方公共団体の数の増加の許可
・嶺北し尿処理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更に関
する許可
・し尿処理組合設立の許可
③・高知中央地区衛生事務組合の解散
・高知中央地区衛生事務組合の設置に関する許可

要審査 無 無

R3-A-1381 地方課 市町村振興課 S53

①本山町外四ヶ町村隔離病舎組合 　設立
S28.8.22　解散S54.3.31
②嶺北消防組合 設立S48.5.17 解散S54.3.31
③嶺北養護老人ホーム一部事務組合 　設立
S42.7.28　解散S54.3.31
④嶺西学校給食組合　設立S45.9.4  解散
S54.3.31
⑤土佐本山ごみ処理組合　設立S43.8.3  解
散S54.3.31

①・本山町外四ヶ町村隔離病舎組合の解散
・本山町外四ヶ町村隔離病舎組合規約の変更許可
・一部事務組合規約の改正
・本山町外六ヶ村伝染病院組合の設立の許可
②・高知県嶺北消防組合の解散
・嶺北消防組合規約の変更許可
・嶺北消防組合の設立許可
③・嶺北養護老人ホーム一部事務組合の解散
・本山町外四ヶ村嶺北養護老人ホーム一部事務組合の規約の変更
・本山町ほか四ヶ村嶺北養護老人ホーム一部事務組合の設立許可
④・嶺西学校給食組合の解散
・嶺西学校給食組合の設立
⑤・土佐本山ごみ処理組合の解散
・土佐本山ごみ処理組合の規約変更の許可
・土佐本山ごみ処理組合の設立許可

要審査 無 無

R3-A-1382 地方課 市町村振興課 S54

①高北伝染病舎組合昭和54年4.1　解散
②中芸地区少年補導センター組合 昭和55年
3.31解散
③中芸衛生組合 昭和55年3.31解散

①・高北伝染病舎組合の解散
・高北伝染病舎組合の設立の許可
②・一部事務組合の解散届出書
・中芸地区少年補導センター組合の設立許可
③・中芸衛生組合及び中芸地区少年補導センター組合の解散
・中芸衛生組合の規約変更の許可
・中芸衛生組合設立の許可

要審査 無 無
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R3-A-1383 地方課 市町村振興課 S53S55

①高知県広域食用センター事務組合 設立昭
和53年11月30日
②高知県広域食用センター事務組合　議決書
昭和55年8月16日（土佐市加入時）

①・高知県広域食用センター事務組合を組織する地方公共団体の数の増加
・組合議会の議員の選出方法
・高知県広域食用センター事務組合の設立許可
②・高知県広域食用センター事務組合を組織する地方公共団体の土佐市加入
時の議会議決証明
・高知県広域食用センター事務組合を組織する地方公共団体の土佐市加入時
の議会会議録写し

要審査 無 無

R3-A-1384 地方課 市町村振興課 S58
昭和57年度　中村市と大方町の境界変更
昭和58年1月1日

・市と町の境界変更（通知）
・中村市と大方町の境界の一部を変更する決定及び自治大臣への届出
・中村市と大方町の境界の一部を変更する議案

要審査 無 無

R3-A-1385 地方課 市町村振興課 S59
字の区域及び名称の変更
土佐山田町、土佐清水市、土佐市、高知市、
南国市、窪川町、土佐町、大方町、大方町

・字の区域及び名称の変更
窪川町、大方町、土佐町、南国市、高知市、土佐市、土佐清水市、土佐山田
町

要審査 無 無

R3-A-1386 地方課 市町村振興課 S60 町の区域及び名称の変更並びに字の廃止
・町の区域及び名称の変更並びに字の廃止
・住居表示の実施
・字の区域及び名称の変更並びに字の廃止

要審査 無 無

R3-A-1387 地方課 市町村振興課 S61
昭和61年7月 皇太子皇太子妃殿下特別奉送迎
者名簿

・昭和61年7月 皇太子皇太子妃殿下特別奉送迎者名簿　高知県
・奉送迎実施要綱等の制定及び特別奉送迎者の決定
・各種団体に関する調査（依頼)
・第22回献血運動推進全国大会　皇太子殿下　皇太子妃殿下　行啓御日程

要審査 無 無

R3-A-1388 地方課 市町村振興課 S60 昭和60年度　字の区域･新たに主じた土地

・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
土佐市、東洋町、須崎市、土佐清水市、中土佐町、奈半利町、大月町、東津
野村、高知市、須崎市、宿毛市、土佐市、中村市
・字の区域及び名称の変更
大川村、安芸市、宿毛市、須崎市、夜須町、大方町、高知市、東津野村、大
豊町、窪川町、中土佐町、中村市、大正町

要審査 無 無

R3-A-1389 地方課 市町村振興課 S60

①昭和60年度　字の区域･新たに主じた土地　
Ⅱ
②昭和60年度　字の区域･新たに主じた土地　
Ⅲ

①・字の区域及び名称の変更
安田町、窪川町、須崎市、野市町、中村市、大正町、東洋町、土佐市、大方
町
②・字の区域及び名称の変更
香我美町、窪川町、大月町、須崎市、中村市

要審査 無 無

R3-A-1390 地方課 市町村振興課 S62

①昭和62年度　字区域及び名称変更等
(62.10.17～63.1.16起案分)
②昭和62年度　字区域及び名称変更等
(63.3.7～3.3.25起案分)

①・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
東洋町、宿毛市
・字の区域及び名称の変更
宿毛市、中土佐町、佐川町、日高村、香北町、西土佐村、須崎市、大正町
②・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
赤岡町
・字の区域及び名称の変更
日高村、大正町、大月町、伊野町、野市町、土佐清水市、芸西村、土佐市、
窪川町、佐川町

要審査 無 無

R3-A-1391 地方課 市町村振興課 S62

①昭和62年度　字区域及び名称変更等(62･8･
27～62･10･9起案分)
②昭和62年度　字区域及び名称変更等(62･
10･17 63･1･14～63･2･9起案分)

①・字の区域及び名称の変更
野市町、土佐山田町、大野見村、佐川町、中土佐町、大豊町、中村市
・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
土佐清水市
②・字の区域及び名称の変更
三原村、大豊町、春野町、日高村、宿毛市

要審査 無 無
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電子データの

有無

R3-A-1392 地方課 市町村振興課 S62 昭和62年度　字区域及び名称等変更事務

・字の区域及び名称の変更
中村市、佐川町、大豊町、中土佐町、中村市、土佐市、大正町、十和村、伊
野町、南国市、須崎市
・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
大月町

要審査 無 無

R3-A-1393 地方課 市町村振興課 S46S47

①昭和46年度　過疎債許可指令（昭和47年1
月7日～3月31日）
②昭和47年度　辺地債許可指令（昭和48年1
月11日～3月31日）
③昭和46年度　過疎債許可指令（昭和47年1
月8日～3月31日）

①昭和46年度　過疎債許可指令（昭和47年1月7日～3月31日）
②昭和47年度　辺地債許可指令（昭和48年1月11日～3月31日）
③昭和46年度　過疎債許可指令（昭和47年1月8日～3月31日）

要審査 無 無

R3-A-1394 地方課 市町村振興課 S56
昭和56年度　新たに土地を生じたこと字の区
域の変更

・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
東洋町、須崎市、大月町
・字の区域及び名称の変更
土佐市、梼原町、室戸市、野市町、安田町、高知市、香我美町、窪川町、野
市町、大川村、伊野町、北川村、大豊町、宿毛市、佐川町、中村市、中土佐
町

要審査 無 無

R3-A-1395 地方課 市町村振興課 S59S60
①昭和59年度　住基年報
②昭和59年度　住基人口月報
③昭和60年度　住基月報

①・住民基本台帳年報（報告）
・住民基本台帳年報の報告（依頼）
②・住民基本台帳月報
③・住民基本台帳年報（報告）
・住民基本台帳月報

要審査 無 無

R3-A-1396 地方課 市町村振興課 S61S62
①昭和61年度　住民基本台帳月報
②昭和62年度　住民基本台帳月報

①・住民基本台帳年報（報告）
・住民基本台帳月報
②・住民基本台帳年報（報告）
・住民基本台帳月報

要審査 無 無

R3-A-1397 地方課 市町村振興課 S63

昭和63年度
①字区域及び名称変更　№3（S63.9.30～
S63.12.13起案分）
②字区域及び名称変更　№5（H元.2.21～H
元.3.16起案分）

①・字の区域及び名称の変更
大月町、野市町、大野見村、窪川町、大豊町、奈半利町、宿毛市、香我美
町、大正町、中土佐町
・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
土佐清水市、大方町
②・字の区域及び名称の変更
中村市、土佐山田町、佐川町、中土佐町、宿毛市、安田町、芸西村、伊野
町、越知町

要審査 無 無

R3-A-1398 地方課 市町村振興課 S63
昭和63年度　字の区域及び名称の変更  
（1989.1.11～1989.2.13）　広報登載分

・字の区域及び名称の変更
香北町、土佐町、大野見村、佐賀町、大正町、野市町、窪川町、宿毛市、高
知市、日高村、芸西村、土佐市
・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
宿毛市

要審査 無 無

R3-A-1399 地方課 市町村振興課 S63

昭和63年度
①字の区域及び名称変更　№1　S63.4.28～
S63.7.4　公報登載分
②字の区域及び名称変更　H元.3.16～H
元.3.30　起案分
③字の区域及び名称変更　№2　S63.8.15～
S63.9.27　公報登載分

①・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
土佐清水市、宿毛市
・字の区域及び名称の変更
大正町、大野見村、安芸市、宿毛市、葉山村、三原村、窪川町
②・字の区域及び名称の変更
土佐町、宿毛市、大月町、大正町、安芸市、東洋町
③・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
土佐清水市、宿毛市
・字の区域及び名称の変更
大正町、大野見村、安芸市、宿毛市、葉山村、三原村、窪川町

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1400 地方課 市町村振興課 S63

①住居表示実施に伴う町区域の新設・変更な
ど
S62.7.14 ～S63.11.7　起案分
②昭和63年度 高知市と南国市の境界線変更
(関係文書綴り)
③字の区域及び名称の変更
(変更区域･十和村大字大井川字①古谷→又口
②三ﾂ串,坂本,下モ沖→鷺ノ巣③防泰→下モ
沖④大首,田ノ向イ→上防泰⑤大本,宮越,寿
徳→中嶋⑥宮越→寿徳⑦岸ノ越,沖駄馬→山
口⑧鎌下田→九畠⑨池田→一本木⑩寺屋敷→
平野⑪平野,奈路脇,奈路→砂田⑫新開→奈路
⑬マツバノクリ→ゴミダ)

①・町の区域及び名称の変更並びに字の廃止
南国市、土佐清水市、高知市、宿毛市
・住居表示の実施に係る自治大臣への報告（進達）
②・高知市と南国市との境界の一部を変更する議案（写）　等
③・字の区域及び名称の変更
中村市、大方町、十和村、中土佐町

要審査 無 無

R3-A-1401 地方課 市町村振興課 S56

①昭和56年度　字の区域及び名称の変更（新
たに生じた土地）
②昭和56年度　南国市住居表示に関する件
③昭和56年度　宿毛市住居表示関係　昭和56
年12月1日

①・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
伊野町
・字の区域及び名称の変更
須崎市、大川村、窪川町、南国市、野市町、宿毛市
②・住居表示の実施
・町の区域及び名称の変更並びに字の廃止
③・住居表示の実施
・町若しくは字の区域及び名称の変更並びに廃止

要審査 無 無

R3-A-1402 地方課 市町村振興課 S58
昭和58年度　新たに生じた土地 
字の区域の変更

・字の区域及び名称の変更
窪川町、土佐市、大豊町、大川村、土佐山村、南国市、中村市
・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
大月町、宿毛市、土佐清水市

要審査 無 無

R3-A-1403 地方課 市町村振興課 S58
昭和58年度　新たに生じた土地
字の区域の変更

・字の区域及び名称の変更（伺)
大豊町、土佐市、大川村、中土佐町、大方町、越知町、宿毛市、春野町
・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
大方町、宿毛市、土佐市

要審査 無 無

R3-A-1404 地方課 市町村振興課 S58
昭和58年度　あらたに生じた土地 
字の区域変更　檮原町

・字の区域及び名称の変更
梼原町

要審査 無 無

R3-A-1405 地方課 市町村振興課 S32S33S34S35S36S37S38S39S40S41S42S43

①昭和32年度　一部事務組合　雑件綴
②昭和33～39年度　市町村互助会関係
③昭和34年度　恩給組合関係資料
④昭和39年度　中芸地区広域行政推進協議会
⑤昭和39・40年度　安芸・芸西広域行政資料
⑥昭和40～43年度　香美郡広域行政推進協議
会
⑦昭和42年度　共済関係参考資料

①・元高北伝染病院組合の設立許可に関する証明願
②・高知県市町村職員互助会規約規程内規
・昭和39年度高知県市町村職員互助会事業計画及び予算
・互助会設立新市協議会議案　S39.2.19
③・退職年金の支給時期（通知）
・出納計算表（進達）
・決算書提出の件　高知県市町村職員恩給組合
④・中芸地区町村合併研究資料　昭和39年11月20日
・新市町村建設促進法に基づく町村合併に関する勧告
・中芸地区町村合併の推進
⑤・広域行政の推進
⑥・香美郡香南五ヶ町村の合併
・香美郡広域行政連絡協議会規約案（送付）
・香美郡広域行政連絡協議会の活動に関する報告
⑦・昭和41年度地方公務員共済組合の監査の手引
・昭和42年度における地方公務員共済組合の事業運営の基本方針

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1406 地方課 市町村振興課 S51S52

①昭和51年度　過疎債許可指令（昭和51年3
月31日）
②昭和51年度過　辺地債許可指令（昭和52年
2月25日～3月31日）
③昭和52年度　過疎債許可指令（昭和53年3
月14日～3月31日）
④昭和52年度過　辺地債許可指令 （昭和53
年3月31日）

①昭和51年度　過疎債許可指令（昭和51年3月31日）
②昭和51年度過　辺地債許可指令（昭和52年2月25日～3月31日）
③昭和52年度　過疎債許可指令（昭和53年3月14日～3月31日）
④昭和52年度過　辺地債許可指令  （昭和53年3月31日）

要審査 無 無

R3-A-1407 地方課 市町村振興課 S30
高知県町村消防団員公務員災害補償組合
地方課

・高知県町村消防団員公務員災害補償組合の設立許可 要審査 無 無

R3-A-1408 地方課 市町村振興課 S22S23S24S29S31S32S33S34S35S36S37S39S42S50

①日高村・佐川町・国民健康保険加茂診療所
組合　(S50.2.28廃止)
②北幡地区広域行政推進協議会
③幡多中央地区広域行政推進協議会
④赤岡町外二ヵ町村伝染病隔離病舎組合　
(S42.4.14廃止)
⑤一部事務組合に関する綴 　地方課
⑥山田堰土功組合 S44.3.31 解散

①・日高村・佐川町・国民健康保険加茂診療所組合の設立許可
・組合の規約の変更許可
・一部事務組合解散の届出
②・北幡地区広域行政推進協議会設立準備会　昭和42年12月13日
③・幡多中央地区広域行政推進協議会規約　等
④・組合の規約の変更許可
・赤岡町外二ヵ町村伝染病隔離病舎組合の解散（通知）
⑤・一部事務組合一覧表　昭和33年6月10日現在
・一部事務組合の指導
・し尿処理組合設立許可申請書
⑥・山田ぜき土功組合の解散届出
・山田堰土功組合
・組合の規約の変更許可

要審査 無 無

R3-A-1409 地方課 市町村振興課 S47S48

①昭和47年度 過疎債許可指令（昭和48年1月
11日～3月31日）
②昭和48年度 過疎債許可指令（昭和49年1月
17日～3月30日）
③昭和48年度 辺地債許可指令（昭和49年1月
17日～3月30日）

①昭和47年度 過疎債許可指令（昭和48年1月11日～3月31日）
②昭和48年度 過疎債許可指令（昭和49年1月17日～3月30日）
③昭和48年度 辺地債許可指令（昭和49年1月17日～3月30日）

要審査 無 無

R3-A-1410 地方課 市町村振興課 S58 新たに生じた土地字の区域の変更

・字の区域及び名称の変更
宿毛市、大正町、梼原町、野市町、窪川町、土佐町、北川村、三原村、土佐
清水市
・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
宿毛市、室戸市、須崎市、安芸市

要審査 無 無

R3-A-1411 地方課 市町村振興課 S57 字の区域変更　窪川町

・字の区域及び名称の変更
窪川町、中土佐町、宿毛市、中村市、三原村、土佐清水市、大方町、本山
町、佐賀町
・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
須崎市、土佐市

要審査 無 無

R3-A-1412 地方課 市町村振興課 S57

①字の区域変更　土佐清水、大野見村
②新たに生じた土地字の区域変更
佐賀町、高知市、安芸市、中土佐町、大月
町、宿毛市、大野見村、檮原町

①・字の区域及び名称の変更
土佐清水市、大野見村、高知市、安芸市、大月町、大野見村、梼原町
・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
佐賀町、中土佐町
②・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
土佐市
・字の区域及び名称の変更
安田町、香北町、春野町、大野見村、土佐山田町、中村市、葉山村、南国
市、大方町

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1413 地方課 市町村振興課 S32S33S41S44S45S50S51

①昭和45年4月1日　
組合規約変更許可申請書　高知県消防補償等
組合
②土佐市春野町高吾伝染病院組合
③高知県町村植林組合
④高知県消防補償等組合規程集
⑤高知県消防補償等組合規程集(その一)
⑥仁淀中学校組合
⑦昭和51年度　高知県町村職員退職手当組合
歳入歳出決算書
⑧規約の一部を改正する許可申請書
高知県消防補償組合規約改正許可申請

①・高知県消防補償等組合規約の一部変更
②・高岡町ほか十一箇町村伝染病院組合の設立許可
・組合規約の変更許可
・土佐市春野町高吾伝染病院組合解散届出
③・高知県町村植林組合の設立許可
・高知県町村植林組合の解散
④高知県消防補償等組合規程集
⑤高知県消防補償等組合規程集(その一)
⑥・名野川村学校組合の設立許可
・一部事務組合の規約
・組合規約の変更許可
・仁淀中学校組合の解散届出
⑦昭和51年度　高知県町村職員退職手当組合歳入歳出決算書
⑧高知県消防補償組合規約改正許可申請
・組合規約の変更許可

要審査 無 無

R3-A-1414 地方課 市町村振興課 S56

①昭和56年度　字の区域及び名称の変更届書
香我美町　昭和56年6月1日
②昭和56年度　新たに生じた土地字の区域・
名称の変更

①・字の区域及び名称の変更
香我美町
②・字の区域及び名称の変更
北川村、高知市、大豊町、春野町、佐川町、大月町、土佐市、東洋町、香我
美町、中村市、安芸市
・あらたに土地を生じたこと及び字区域の画定
土佐市、宿毛市、吾北村

要審査 無 無

R3-A-1415 地方課 市町村振興課 S53
昭和53年度　地方交付税制度解説（単位費用
額）

・昭和53年度　地方交付税制度解説（単位費用額）　自治省財政局交付税
課･財政課編　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1416 地方課 市町村振興課 S53
昭和53年度　地方交付税制度解説（補正係
数・基準財政収入額篇）

・昭和53年度　地方交付税制度解説（補正係数・基準財政収入額篇）　自治
省財政局交付税課･財政課編　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1417 地方課 市町村振興課 S54
昭和54年度　地方交付税制度解説（単位費用
額）

・昭和54年度　地方交付税制度解説（単位費用額）　自治省財政局交付税
課･財政課編　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1418 地方課 市町村振興課 S54
昭和54年度　地方交付税制度解説（補正係
数・基準財政収入額篇）

・昭和54年度　地方交付税制度解説（補正係数・基準財政収入額篇）　自治
省財政局交付税課･財政課編　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1419 地方課 市町村振興課 S55
昭和55年度　地方交付税制度解説（単位費用
額）

昭和55年度　地方交付税制度解説（単位費用額）　自治省財政局交付税課･
財政課編　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1420 地方課 市町村振興課 S55
昭和55年度　地方交付税制度解説（補正係
数・基準財政収入額篇）

・昭和55年度　地方交付税制度解説（補正係数・基準財政収入額篇）　自治
省財政局交付税課･財政課編　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1421 地方課 市町村振興課 S56
昭和56年度　地方交付税制度解説（単位費用
額）

・昭和56年度　地方交付税制度解説（単位費用額）　自治省財政局交付税
課･財政課編　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1422 地方課 市町村振興課 S56
昭和56年度　地方交付税制度解説（補正係
数・基準財政収入額篇）

・昭和56年度　地方交付税制度解説（補正係数・基準財政収入額篇）　自治
省財政局交付税課･財政課編　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1423 地方課 市町村振興課 S57
昭和57年度　地方交付税制度解説（単位費用
額）

・昭和57年度　地方交付税制度解説（単位費用額）　自治省財政局交付税
課･財政課編　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1424 地方課 市町村振興課 S58
昭和58年度　地方交付税制度解説（単位費用
額）

・昭和58年度　地方交付税制度解説（単位費用額）　自治省財政局交付税
課･財政課編　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1425 地方課 市町村振興課 S58
昭和58年度　地方交付税制度解説（補正係
数・基準財政収入額篇）

・昭和58年度　地方交付税制度解説（補正係数・基準財政収入額篇）　自治
省財政局交付税課･財政課編　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1426 地方課 市町村振興課 S59
昭和59年度　地方交付税制度解説（単位費用
額）

・昭和59年度　地方交付税制度解説（単位費用額）　自治省財政局交付税
課･財政課編　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無
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R3-A-1427 地方課 市町村振興課 S59
昭和59年度　地方交付税制度解説（補正係
数・基準財政収入額篇）

・昭和59年度　地方交付税制度解説（補正係数・基準財政収入額篇）　自治
省財政局交付税課･財政課編　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1428 地方課 市町村振興課 S60
昭和60年度　地方交付税制度解説（単位費用
額）

・昭和60年度　地方交付税制度解説（単位費用額）　自治省財政局交付税
課･財政課編　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1429 地方課 市町村振興課 S60
昭和60年度　地方交付税制度解説（補正係
数・基準財政収入額篇）

・昭和60年度　地方交付税制度解説（補正係数・基準財政収入額篇）　自治
省財政局交付税課･財政課編　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1430 地方課 市町村振興課 S38
昭和38年度　地方交付税制度解説　 （単位
費用額）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和38年度　地方交付税制度解説　 
（単位費用額）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1431 地方課 市町村振興課 S38
昭和38年度　地方交付税制度解説   （補正
係数・基準財政収入額篇）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和38年度　地方交付税制度解説   
（補正係数・基準財政収入額篇）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1432 地方課 市町村振興課 S39
昭和39年度　地方交付税制度解説   （単位
費用額）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和39年度　地方交付税制度解説   
（単位費用額）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1433 地方課 市町村振興課 S39
昭和39年度　地方交付税制度解説   （補正
係数・基準財政収入額篇）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和39年度　地方交付税制度解説   
（補正係数・基準財政収入額篇）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1434 地方課 市町村振興課 S40
昭和40年度　地方交付税制度解説   （単位
費用額）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和40年度　地方交付税制度解説   
（単位費用額）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1435 地方課 市町村振興課 S40
昭和40年度　地方交付税制度解説   （補正
係数・基準財政収入額篇）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和40年度　地方交付税制度解説   
（補正係数・基準財政収入額篇）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1436 地方課 市町村振興課 S41
昭和41年度　地方交付税制度解説   （単位
費用額）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和41年度　地方交付税制度解説   
（単位費用額）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1437 地方課 市町村振興課 S41
昭和41年度　地方交付税制度解説   （補正
係数・基準財政収入額篇)

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和41年度　地方交付税制度解説   
（補正係数・基準財政収入額篇)　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1438 地方課 市町村振興課 S42
昭和42年度　地方交付税制度解説   （単位
費用額）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和42年度　地方交付税制度解説   
（単位費用額）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1439 地方課 市町村振興課 S42
昭和42年度　地方交付税制度解説　 （補正
係数・基準財政収入額篇）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和42年度　地方交付税制度解説　 
（補正係数・基準財政収入額篇）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1440 地方課 市町村振興課 S43
昭和43年度　地方交付税制度解説   （補正
係数・基準財政収入額篇）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和43年度　地方交付税制度解説   
（補正係数・基準財政収入額篇）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1441 地方課 市町村振興課 S44
昭和44年度　地方交付税制度解説   （単位
費用額）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和44年度　地方交付税制度解説   
（単位費用額）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1442 地方課 市町村振興課 S44
昭和44年度　地方交付税制度解説   （補正
係数・基準財政収入額篇）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和44年度　地方交付税制度解説   
（補正係数・基準財政収入額篇）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1443 地方課 市町村振興課 S45
昭和45年度　地方交付税制度解説   （単位
費用額）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和45年度　地方交付税制度解説   
（単位費用額）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1444 地方課 市町村振興課 S45
昭和45年度　地方交付税制度解説   （補正
係数・基準財政収入額篇）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和45年度　地方交付税制度解説   
（補正係数・基準財政収入額篇）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1445 地方課 市町村振興課 S46
昭和46年度　地方交付税制度解説  （単位費
用額）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和46年度　地方交付税制度解説  
（単位費用額）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1446 地方課 市町村振興課 S46
昭和46年度　地方交付税制度解説  （補正係
数・基準財政収入額篇）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和46年度　地方交付税制度解説  
（補正係数・基準財政収入額篇）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1447 地方課 市町村振興課 S47
昭和47年度　地方交付税制度解説  （単位費
用額）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和47年度　地方交付税制度解説  
（単位費用額）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1448 地方課 市町村振興課 S47
昭和47年度　地方交付税制度解説  （補正係
数・基準財政収入額篇）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和47年度　地方交付税制度解説  
（補正係数・基準財政収入額篇）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1449 地方課 市町村振興課 S48
昭和48年度　地方交付税制度解説  （単位費
用額）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和48年度　地方交付税制度解説  
（単位費用額）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無
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R3-A-1450 地方課 市町村振興課 S48
昭和48年度　地方交付税制度解説  （補正係
数・基準財政収入額篇）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和48年度　地方交付税制度解説  
（補正係数・基準財政収入額篇）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1451 地方課 市町村振興課 S49
昭和49年度　地方交付税制度解説  （単位費
用額）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和49年度　地方交付税制度解説  
（単位費用額）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1452 地方課 市町村振興課 S49
昭和49年度　地方交付税制度解説  （補正係
数・基準財政収入額篇）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和49年度　地方交付税制度解説  
（補正係数・基準財政収入額篇）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1453 地方課 市町村振興課 S50
昭和50年度　地方交付税制度解説  （単位費
用額）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和50年度　地方交付税制度解説  
（単位費用額）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1454 地方課 市町村振興課 S50
昭和50年度　地方交付税制度解説  （補正係
数・基準財政収入額篇）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和50年度　地方交付税制度解説  
（補正係数・基準財政収入額篇）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1455 地方課 市町村振興課 S51
昭和51年度　地方交付税制度解説  （単位費
用額）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和51年度　地方交付税制度解説  
（単位費用額）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1456 地方課 市町村振興課 S51
昭和51年度　地方交付税制度解説  （補正係
数・基準財政収入額篇）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和51年度　地方交付税制度解説  
（補正係数・基準財政収入額篇）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1457 地方課 市町村振興課 S52
昭和52年度　地方交付税制度解説  （単位費
用額）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和52年度　地方交付税制度解説  
（単位費用額）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1458 地方課 市町村振興課 S52
昭和52年度　地方交付税制度解説  （補正係
数・基準財政収入額篇）

・自治省財政局交付税課･財政課編　昭和52年度　地方交付税制度解説  
（補正係数・基準財政収入額篇）　（財団法人地方財務協会）

要審査 無 無

R3-A-1459 地方課 市町村振興課 S32、47、48、50高知県消防補償等組合

・組合の規約変更の許可
・高知県消防補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少に関する許可
・高知県消防補償等組合規約変更許可
・高知県消防補償等組合を組織する地方公共団体の数の増減
・高知県消防補償等組合規約の一部変更の許可

要審査 無 無

R3-A-1460 地方課 市町村振興課 S39、46 高知県消防補償等組合　№1
・組合規約の変更許可
・高知県消防補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少に関する許可

要審査 無 無

R3-A-1461 地方課 市町村振興課 S52、54 高知県消防補償等組合　№3 ・高知県消防補償等組合を組織する地方公共団体の数の増減 要審査 無 無

R3-A-1462 地方課 市町村振興課 S61 高知県消防補償等組合　№4 ・高知県消防補償等組合規約の変更許可 要審査 無 無

R3-A-1463 地方課 市町村振興課 S50 香南消防組合　19
・香南消防組合に係る捜査関係事項の回答
・香南消防組合規約の変更の許可
・香南消防組合の設立

要審査 無 無

R3-A-1464 地方課 市町村振興課 S50 安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合
・安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合の設立許可
・安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合規約の変更

要審査 無 無

R3-A-1465 地方課 市町村振興課 S50 北幡火葬場組合　昭和62年12月31日解散
・北幡火葬場組合（一部事務組合）の解散
・一部事務組合の設立許可

要審査 無 無

R3-A-1466 地方課 市町村振興課 H元
南国市土佐山田町火葬場組合　平成元年9月
30日解散

・土佐山田町南国市火葬場組合（一部事務組合）の解散
・土佐山田町南国市火葬場組合の規約変更の許可
・土佐山田町外八ｹ村火葬場組合設立許可

要審査 無 無

R3-A-1467 地方課 市町村振興課 S50 高知県町村交通災害共済組合　18 ・高知県町村交通災害共済組合の設立許可 要審査 無 無

R3-A-1468 地方課 市町村振興課 S50 赤岡町吉川村中学校組合　13
・赤岡町ほか二か町村中学校組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同
組合規約の変更
・赤岡町外二ｹ町村中学校組合設立許可

要審査 無 無

R3-A-1469 地方課 市町村振興課 S50 高知県町村議会議員公務災害補償組合　№2
・高知県町村議会議員公務災害補償組合の共同処理する事務及び規約の変更
許可（伺）

要審査 無 無

R3-A-1470 地方課 市町村振興課 S50 高吾北広域町村事務組合　№1
・高吾北広域町村事務組合の規約の一部改正
・し尿処理組合設立の許可
・高吾北し尿処理組合の規約の変更

要審査 無 無
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R3-A-1471 地方課 市町村振興課 S50 幡多中央消防組合　地方課
・幡多中央消防組合規約の変更
・一部事務組合規約の変更
・幡多中央消防組合の設立許可

要審査 無 無

R3-A-1472 地方課 市町村振興課 S50 嶺北広域行政事務組合
・嶺北広域行政事務組合を組織する地方公共団体の数の増加並びに同組合の
規約の変更
・嶺北広域行政事務組合の設立許可

要審査 無 無

R3-A-1473 地方課 市町村振興課 S50 高知県市町村職員共済組合
・市町村職員共済組合法の一部改正（通知）
・出納計算表（進達）
・市町村職員共済組合法の一部を改正する法律の施行（通知）

要審査 無 無

R3-A-1474 地方課 市町村振興課 S61 香美郡衛生組合（香長し尿処理組合）　№2 ・香長し尿処理組合規約の変更許可 要審査 無 無

R3-A-1475 地方課 市町村振興課 S50 香美郡特別養護老人ホーム組合　付録　12 ・香美郡特別養護老人ホーム組合条例規則 要審査 無 無

R3-A-1476 地方課 市町村振興課 S27、46、59林道桐見川白石川線管理組合
・林道桐見川線管理組合の設立許可
・林道桐見川白石川線管理組合規約の変更の許可

要審査 無 無

R3-A-1477 地方課 市町村振興課 S38、44、53香美郡衛生組合　香長し尿処理組合
・組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更の許可
・香長し尿処理組合規約の変更許可

要審査 無 無

R3-A-1478 地方課 市町村振興課 S47、57 高陵木材センター組合
・高陵木材センター組合の設立許可
・高陵木材センター組合の解散

要審査 無 無

R3-A-1479 地方課 市町村振興課 S29、32、33、34、41高知県競馬組合

・岡豊村大津村競馬組合設立の許可
・岡豊村大津村競馬組合の組織及び規約の変更許可
・高知県町村競馬組合規約の変更の許可
・高知県競馬組合規約の変更の許可

要審査 無 無

R3-A-1480 地方課 市町村振興課 S45、48、49幡多広域市町村圏組合
・幡多広域市町村圏組合の設立
・幡多広域市町村圏組合規約の変更

要審査 無 無

R3-A-1481 地方課 市町村振興課 S46、H7
中央広域市町村圏協議会　昭和46年12月6日　
46

・自治法上の協議会設置の届出
・中央広域市町村圏協議会の廃止

要審査 無 無

R3-A-1482 地方課 市町村振興課 S50
高知県競馬　土佐・本山ごみ処理　土佐山田
町南国市火葬場　日高村佐川町学校

・土佐山田町南国市火葬場組合規約
・津野山広域町村事務組合規約
・高知県競馬組合規約

要審査 無 無

R3-A-1483 地方課 市町村振興課 S61 香美郡老人ホーム組合 ・香美郡特別養護老人ホーム組合の規約の変更許可 要審査 無 無

R3-A-1484 地方課 市町村振興課 S61、H3、5、7高吾北広域町村事務組合　№2　10
・高吾北広域町村事務組合の規約の変更許可
・一部事務組合が存在することの証明

要審査 無 無

R3-A-1485 地方課 市町村振興課 S55、H3
高幡身体障害者療護施設組合　設昭和56年2
月14日　43

・高幡身体障害者療護施設組合の設立許可
・高幡身体障害者療護施設組合の規約変更に関する許可

要審査 無 無

R3-A-1486 地方課 市町村振興課 H4 香美郡殖林組合規約　4 ・香美郡町村殖林組合の規約変更に関する許可 要審査 無 無

R3-A-1487 地方課 市町村振興課 S40 昭和40年度　判決書採決書
・判決書の送付
・裁決書（送付）
・決定書の送付

要審査 無 無

R3-A-1488 地方課 市町村振興課 S40
昭和40年2月12日執行　大月町長選挙爭訟審
査申立関係書類②

・選挙の効力に関する審査の請求に対する弁明書等の提出
・反論書の提出
・大月町長選挙の効力に関する異議申立棄却に対する審査申立事項にかかる
審尋
・審査申立に関する現地調査
・大月町長選挙の効力に関する審査申立事項に係る調査
・大月町長選挙の選挙無効の審査申立に対する調査
・大月町長選挙の効力に関する審査申立て（通知）
・大月町における選挙の執行管理の適正化

要審査 無 無

R3-A-1489 地方課 市町村振興課 S42 昭和42年度　①　選挙争訟・判決集
・裁決書の送付
・判決書の送付

要審査 無 無
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R3-A-1490 地方課 市町村振興課 S42 昭和42年度　②　選挙争訟・判決集
・裁決書の送付
・決定書の送付
・判決書の送付

要審査 無 無

R3-A-1491 地方課 市町村振興課 S41、42
安芸市市議選当選争訟関係書類　③
昭和41年9月6日（現物の表記は昭和42年9月6
日）

・裁決書（送付）
・安芸市議会議員選挙の当選の効力に関する審査申立の審査に必要な書類の
提出
・昭和41年9月6日執行の安芸市議会議員選挙に係る当選訴訟の第1回～3回、
5、7回口頭弁論の概要
・準備書面等
・昭和41年9月6日執行の安芸市議会議員選挙に係る当選訴訟の証人調の概要
・判決

要審査 無 無

R3-A-1492 地方課 市町村振興課 S45 昭和45年　選挙争訟・判決集
・裁決書の送付
・判決書の送付
・昭和四十五年四月十八日執行　土佐市議会議員選挙投票録

要審査 無 無

R3-A-1493 地方課 市町村振興課 S45 東洋町直接請求

・吾北村直接請求関係（新聞記事、吾北村議会議員解職請求を受理したので
請求代表者及び請求の要旨を公表、吾北村議会議員解職請求に関する弁明
書、吾北村紛争の沿革、吾北村議会解散投票結果、吾北村議会解散請求に対
する吾北村議会の弁明書、署名の効力に対する異議申立棄却決定取消事件の
期日呼出状、小川地区選出8議員解職請求、臨時選挙管理委員会協議・報告
事項、吾北村の直接請求、吾北村議会議員解職請求書、署名に関する異議の
申出、吾北村庁舎移転問題の経過、執行停止申立てに対する決定書、吾北村
小河内区選出議員解職請求事件経過）
・大月町の町長退職関係（大月町問題、大月町の町長退職）
・東洋町直接請求関係（東洋町における直接請求事務日程表、新聞記事、市
町村議会議員解職請求事務日程表、東洋町議会議員解職請求事務処理期間
表）

要審査 無 無

R3-A-1494 地方課 市町村振興課 S45
昭和45年9月20日執行
土佐山田町議会議員選挙争訟　2の1　④

・反論書提出期日の延期
・裁決書の交付
・裁決書の告示
・証拠書類等の返還
・審査申立人に対する審尋
・審査申立てに関する現地調査（通知）
・土佐山田町議会議員選挙の審査申立てにかかる現地調査（投票点検）処理
要領
・公職選挙法第216条第2項により準用する行政不服審査法第31条の規定に基
づく権限を有する職員の指定

要審査 無 無

R3-A-1495 地方課 市町村振興課 S45
昭和45年9月20日執行
土佐山田町議会議員選挙争訟　2の2　④

・判決書（写）の送付
・当選人の更正決定（照会）
・昭和46年（行ケ）第1号当選の効力に関する裁決取消請求事件にかかる
「弁明書」の提出
・費用の予納
・答弁書
・土佐山田町議会議員の一般選挙の当選の効力に関する異議申出に対する決
定（照会）
・証拠書類の提出
・土佐山田町議会議員一般選挙の当選の効力に関する不服の申立てに係る事
件に関するアンケート調査の実施

要審査 無 無

R3-A-1496 地方課 市町村振興課 S45 吾北村直接請求関係資料

・吾北村直接請求関係（吾北村直接請求、異議申立書、決定書、吾北村長解
職請求事件経過、吾北村議会解散請求事件経過、吾北村の紛争はその後どう
なっているか、署名の効力に対する異議申立棄却決定取消事件の期日呼出
状、弁明書、吾北村議会解散投票結果、吾北村直接請求署名簿審査状況）

要審査 無 無
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R3-A-1497 地方課 市町村振興課 S46 昭和46年度　選挙制度審議会発言要旨綴

・第7次選挙制度審議会（第4回）総会発言要旨
・第一委員会（第1～2、6～13回）発言要旨
・第二委員会（第1、6～13回）発言要旨
・合同委員会（第3回）

要審査 無 無

R3-A-1498 地方課 市町村振興課 S46 昭和46年度(補）　選挙争訟判決書綴

・昭和41年8月13日執行の土佐清水市長選挙における選挙の効力に関する審
査申立の裁決書
・訴取下げ同意書
・決定書
・昭和42年7月5日執行の東洋町議会議員選挙の当選の効力に関する審査申立
の決定書（写）
・昭和42年（行ケ）第一号判決
・裁決書
・昭和46年（行ケ）第一号判決

要審査 無 無

R3-A-1499 地方課 市町村振興課 S46 昭和46年度1月～6月　選挙争訟・判決集
・決定書
・裁決書
・判決

要審査 無 無

R3-A-1500 地方課 市町村振興課 S46 昭和46年度7月～12月　選挙争訟・判決集
・裁決書
・判決
・決定書

要審査 無 無

R3-A-1501 地方課 市町村振興課 0
昭和46年4月25日執行　吉川村議会議員選挙
審査申立

・裁決書の交付
・吉川村議会議員選挙審査申立てにかかる審尋および吉川村選挙管理委員会
の関係人の出頭ならびに証言のための召喚
・審査請求に関する現地調査（通知）
・吉川村議会議員選挙の審査請求にかかる現地調査の要領
・吉川村議会議員選挙の当選無効の審査請求に関する参考書類の交付（依
頼）
・反論書の提出
・弁明書の提出（通知）

要審査 無 無

R3-A-1502 地方課 市町村振興課 S46
昭和46年4月25日執行　池川町長選挙審査申
立て　⑤

・参考書類の返還
・裁決書の交付
・池川町長選挙の無効に関する異議申出棄却に対する審査申立てにかかる関
係人の召喚
・池川町長選挙の審査申立てにかかる審査申立人の審尋および池川町選管関
係人の出頭ならびに証言のための召喚
・昭和46年4月25日執行の池川町長選挙の選挙無効の審査請求にかかる参考
書類の提出
・反論書の提出（通知）
・弁明書の提出期限の延長（通知）
・弁明書の提出（通知）

要審査 無 無

R3-A-1503 地方課 市町村振興課 S46
昭和46年4月25日執行　三原村長選挙争訟　
⑥

・裁決書の交付
・関係書類の返還
・裁決書の告示
・証拠書類等の返還
・公職選挙法第212条の規定に基づく出頭及び証言（依頼）
・審尋日程（通知）
・昭和46年4月25日執行三原村長選挙にかかる争訟審査に要する関係書類の
提出
・弁明書提出期日延期

要審査 無 無

R3-A-1504 地方課 市町村振興課 S46 昭和46年11月28日知事選挙争訟
・昭和47年（行ケ）第一号判決
・昭和46年11月28日執行の高知県知事選挙に関する訴訟にかかる答弁書の提
出

要審査 無 無
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R3-A-1505 地方課 市町村振興課 S46 昭和48年度　選挙争訟・判決集　①
・判決書の送付
・訴訟の判決
・裁決書（写）の送付

要審査 無 無

R3-A-1506 地方課 市町村振興課 S48 昭和48年度　選挙争訟・判決集　②
・判決書（写）の送付
・裁決書の送付

要審査 無 無

R3-A-1507 地方課 市町村振興課 S48
昭和48年4月8日執行
香北町長選挙争訟　⑧

・裁決書の送付
・香北町長選挙争訟に係る裁決の告示
・香北町長選挙争訟にかかる関係人の召喚
・香北町長選挙争訟にかかる審査申立人の審尋のための召喚
・香北町長選挙の無効に関する異議申出棄却に対する審査申立てにかかる関
係人の召喚
・香北町長選挙争訟に係る弁明書の送付
・香北町長選挙争訟に係る審査申立書の送付

要審査 無 無

R3-A-1508 地方課 市町村振興課 S48
昭和48年8月14日執行
十和村議会議員一般選挙争訟　⑨

・十和村議会議員一般選挙争訟に係る裁決の告示
・復命書
・十和村議会議員選挙争訟にかかる証拠書類の提出
・十和村議会議員選挙の審査申立てにかかる審査申立人の審尋および十和村
選管関係人の出頭ならびに証言のための召喚等
・弁明書の送付
・公職選挙法第216条第2項により準用する行政不服審査法第31条の規定に基
づく権限を有する職員の指定
・十和村議会議員選挙に係る審査申立書の送付
・審査申立書の補正

要審査 無 無

R3-A-1509 地方課 市町村振興課 S48 佐川町繰上補充資料
・佐川町議会議員選挙における議員の繰上補充
・選挙会次第（案）

要審査 無 無

R3-A-1510 地方課 市町村振興課 S48
昭和51年度　選挙争訟裁決書（中村市長選
挙）

・裁決書（写） 要審査 無 無

R3-A-1511 地方課 市町村振興課 S51
昭和51年8月22日執行　中村市長選挙争訟　3
冊の1分冊　審査申立書・弁明書

・弁明書の送付
・弁明書の提出（通知）
・署名簿

要審査 無 無

R3-A-1512 地方課 市町村振興課 S51
昭和51年8月22日執行　中村市長選挙争訟　3
冊の2分冊

・昭和51年8月22日執行の中村市長選挙無効争訟の審査に要する関係書類の
提出

要審査 無 無

R3-A-1513 地方課 市町村振興課 S51
昭和51年8月22日執行　中村市長選挙争訟　3
冊の3分冊

・裁決書（通知）
・審査の申立てに対する裁決の告示
・裁決書の交付
・委員会の開催

要審査 無 無

R3-A-1514 地方課 市町村振興課 S51 昭和53年度　選挙争訟判決書 ・判決書の送付 要審査 無 無

R3-A-1515 地方課 市町村振興課 S53 昭和53年度　選挙争訟裁決書 ・裁決書の送付 要審査 無 無

R3-A-1516 地方課 市町村振興課 S53 昭和53年度　宿毛市議会議員一般選挙
・昭和53年（行ケ）第1号裁決取消等請求控訴事件呼出状（写）
・昭和53年（行ケ）第1号裁決取消等請求控訴事件判決
・選挙に関する訴訟の結果

要審査 無 無

R3-A-1517 地方課 市町村振興課 S53 昭和53年9月　争訟裁決書（宿毛市議）

・裁決書（写）
・宿毛市議会議員選挙の当選の効力の審査申立にかかる尋問調書
・宿毛市議会議員選挙の当選の効力に関する審査申立に係る関係人の尋問要
領
・7月定例選挙管理委員会次第等

要審査 無 無
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R3-A-1518 地方課 市町村振興課 S53
昭和53年4月22日執行　宿毛市議会議員選挙
争訟　審査申立書　弁明書　反論書　論証結
界　2の1

・審査の申立に係る補正命令
・弁明書の提出（通知）
・弁明書の送付
・判例等資料の閲覧（依頼）
・公職選挙法第212条の規定に基づく出頭及び証言
・宿毛市議会議員の当選の効力の審査申立にかかる現地検証及び尋問調書
・裁決書（通知）
・審査の申立てに対する裁決の告示

要審査 無 無

R3-A-1519 地方課 市町村振興課 S53
昭和53年4月22日執行　宿毛市議会議員選挙
争訟　証拠書類　採決案　裁決書　2の2

・物件の提出
・裁決書（写）

要審査 無 無

R3-A-1520 地方課 市町村振興課 S53
昭和57年4月18日執行　越知町長選挙争訟・
審査申立　№1

・選挙権等の要件（照会）
・物件の提出
・越知町長選挙に関する審査の申立
・越知町長選挙に関する弁明書の受理と審査申立人に対する反論書の提出要
求
・越知町長選挙に関する反論書の受理と補正書等の提出要求
・越知町長選挙に関する口頭による意見陳述申立書並びに参加許可申請書の
受理及び通知等
・事実関係の証言（依頼）
・審査の申立に関する現地調査と事情聴取
・選挙効力に関する審査申立に係る現地検証および関係人の尋問
・審査申立に対する裁決の告示
・裁決書の交付

要審査 無 無

R3-A-1521 地方課 市町村振興課 S57
昭和57年4月　越知町長選挙争訟・審査申立　
委員会審理　陳述録等　№2

・定例選挙管理委員会次第、資料 要審査 無 無

R3-A-1522 地方課 市町村振興課 S57
昭和57年12月4日執行　越知町長選挙に係る
「県選挙管理委員会の裁決の取消を求める
訴」

・書証の提出並びに証拠の申出及び書証の受領
・書証及び証拠の申出の受領

要審査 無 無

R3-A-1523 地方課 市町村振興課 S57 昭和57年4月18日　越知町長選挙争訟
・越知町長選挙に関する裁決取消請求事件の資料等（訴状、呼出し状、訴訟
に関する双方の主張、答弁書、準備書面、口頭弁論の概要、書証等の写）

要審査 無 無

R3-A-1524 地方課 市町村振興課 S57 昭和57年　越知町長選挙争訟　証拠説明書
・証拠説明書（高松高裁）
・証拠の提出（高松高裁）

要審査 無 無

R3-A-1525 地方課 市町村振興課 S57
昭和57年　越知町長選挙争訟　選挙無効の審
査申立

・選挙無効の審査申立に関する物件の提出
・審尋録（写）

要審査 無 無

R3-A-1526 地方課 市町村振興課 S57
昭和57年9月17日執行　土佐山田町議会議院
選挙当選無効意義申出

・当選の効力に関する異議の申出書（写）
・当選の効力に関する異議の申出審査結果（通知）（写）

要審査 無 無

R3-A-1527 地方課 市町村振興課 S57
昭和57年度　土佐山田町議会議員　昭和57年
9月12日

・新聞記事
・当選の効力に関する異議の申出書（写）
・当選の効力に関する異議の申出審査結果（通知）（写）

要審査 無 無

R3-A-1528 地方課 市町村振興課 S57 大豊町議会議員解職請求関係
・新聞記事
・大豊町議会議員解職請求
・異議申出書（写）

要審査 無 無

R3-A-1529 地方課 市町村振興課 S57
昭和57年8月22日執行土佐清水市議会議員選
挙争訟

・異議の申出に関する決定（報告） 要審査 無 無
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R3-A-1530 地方課 市町村振興課 S57
昭和58年度
昭和57年4月18日執行　越知町長選　争訟・
審議申立

・判決書（写）
・復命書
・書証の提出
・選挙訴訟に係る証拠の申出
・準備書面受領
・選挙訴訟に係る準備書面の受領
・訴訟の提起

要審査 無 無

R3-A-1531 地方課 市町村振興課 S58
昭和58年4月24日執行　日高村議会議員選挙
当選無効事件

・日高村議会議員選挙の当選当選の効力に関する審査の申立
・審査申立に係る職員の審理手続
・物件の提出
・日高村議会議員に関する弁明書の受理と審査申立人に対する反論書の提出
要求
・裁決書の交付（通知）
・審査申立に対する裁決の告示
・裁決書（通知）

要審査 無 無

R3-A-1532 地方課 市町村振興課 S58
昭和58年4月24日執行　日高村議会議員選挙
当選無効争訟関係資料

・日高村議会議員選挙当選無効争訟関係資料（異議申出書、決定書、審査申
立書、開票録、反論書、開票書見取図、投票開披による疑問票一覧表等）

要審査 無 無

R3-A-1533 地方課 市町村振興課 S58
昭和58年4月24日執行　中土佐町長選挙選挙
無効異議の申出

・決定書 要審査 無 無

R3-A-1534 地方課 市町村振興課 S58
昭和58年4月24日執行　宿毛市議会議員選挙
当選争訟関係資料

・宿毛市議会議員選挙当選争訟関係資料（異議申出書、決定書、審査申立
書、選挙録、宿毛市選管の弁明書、反論書、投票開披による疑問票一覧表
等）

要審査 無 無

R3-A-1535 地方課 市町村振興課 S58
昭和58年4月24日執行　宿毛市議会議員選挙
当選無効審査申出

・審査申立に係る職員の審理手続
・物件の提出
・宿毛市議会議員選挙の当選の効力に関する審査の申立
・反論書の受領
・審査申立に係る審理手続
・裁決書の交付（通知）
・審査申立に対する裁決の告示
・裁決書（通知）

要審査 無 無

R3-A-1536 地方課 市町村振興課 S58
昭和58年4月24日執行　宿毛市議会議員選挙
当選無効争訟高裁判決(確定）

・判決書（写）
・復命書
・指定代理人の指定
・答弁書
・昭和58年（行ケ）第3号裁決取消請求事件　期日呼出状

要審査 無 無

R3-A-1537 地方課 市町村振興課 S58 昭和58年度　選挙争訟・裁決集
・裁決書（写）の送付
・決定書の送付

要審査 無 無

R3-A-1538 地方課 市町村振興課 S58 昭和58年度　選挙争訟・判決集 ・判決書（写）の送付 要審査 無 無

R3-A-1539 地方課 市町村振興課 S58
裁決書・判決書　昭和62年選挙分②昭和63年
選挙分

・裁決書の送付
・決定書の送付
・判決書（写）の送付

要審査 無 無

R3-A-1540 地方課 市町村振興課 S63
昭和63年10月30日執行　佐賀町長選挙審査申
立

・選挙権等の要件（照会）
・選挙の申立てに係る補正命令
・審査申立に係る職員の審理手続
・佐賀町長選挙に関する審査の申立て
・物件の提出
・物件提出依頼
・裁決書の交付（通知）
・審査申立に対する裁決の告示

要審査 無 無

R3-A-1541 地方課 市町村振興課 S63 [紙袋]選挙管理委員会委員長殿 ・不在者投票外封筒、送致用封筒 要審査 無 無
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R3-A-1542 地方課 市町村振興課 S30 昭和30年　第一類　選挙　地方課　332

・訴願書の還付
・訴願
・訴願の裁決
・選挙争訟
・選挙争訟の提起状況
・今次地方選挙における異議申立状況（回答）
・県議選高岡郡選挙区選挙無効申立（昭和30年（ナ）第1号選挙無効請求事
件　期日呼出状、決定書）
・窪川町長選挙無効争訟（訴の取下の同意書、町長選挙無効に関する訴状の
提出、答弁書、答弁書の提出の遅延、訴願の裁決、裁決書、復命書、聴取
書）
・大方町議選挙当選争訟（訴願の裁決、訴願の提起）
・奈半利町議選挙無効争訟（訴願の提起、訴願書の補正）

要審査 無 無

R3-A-1543 地方課 市町村振興課 S35 昭和35年度　第一類　選挙　地方課　308

・訴願裁決書の送付
・選挙及び当選の効力に関する訴願の裁決
・裁決書の送付
・判決書写の送付
・当選の効力に関する訴願の裁決
・選挙争訟事件の判決書送付
・議員選挙の当選の効力に関する訴願に対する裁決
・訴願の裁決
・当選に関する訴願の裁決
・村長の解職投票の効力に関する上告事件の判決書（写）の送付

要審査 無 無

R3-A-1544
選挙管理委員
会

市町村振興課 S36S37
昭和36・37年度　第一類　選挙　地方課　
335

・大正町議会議員選挙当選無効争訟綴（訴願裁決書の送付　等）
・安芸市議会議員選挙当選無効裁決綴（裁決書の送付　等）
・昭和37年市町村選挙争訟関係（土佐清水市議会議員の当選の効力に関する
異議申立　等）

要審査 無 無

R3-A-1545
選挙管理委員
会

市町村振興課 S38 県議会議員選挙当選無効争訟　①

・県議会議員選挙中村市選挙区における当選の効力に関する異議の申出
・異議申出書の補正
・公職選挙法第212条の規定に基づく出頭
・異議申出に関する現地調査
・決定書の送付

要審査 無 無

R3-A-1546 地方課 市町村振興課 S41 昭和41年度　判決書・裁決書
・判決書及び裁決書の送付
・選挙無効に関する審査申立てに対する裁決

要審査 無 無

R3-A-1547 地方課 市町村振興課 S43 昭和43年度　①　選挙争訟・判決集
・判決書の送付
・裁決書の送付
・審査申立に対する裁決

要審査 無 無

R3-A-1548 地方課 市町村振興課 S43 昭和43年度　②　選挙争訟・判決集

・判決書（送付）
・判決書の送付
・裁決書の送付
・当選無効事件にかかる判決書の送付
・当選無効訴訟に関する判決（通知）

要審査 無 無

R3-A-1549
選挙管理委員
会

市町村振興課 S59
昭和57年8月8日執行　土佐清水市長選挙　争
訟関係書類

・準備書面、書証等の受領
・書証の提出
・書証番号の訂正、書証の提出、準備書面の訂正、送付嘱託の申出

要審査 無 無

R3-A-1550 地方課 市町村振興課 S59 土佐清水争訟関係書類 ・準備書面（案） 要審査 無 無
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R3-A-1551 地方課 市町村振興課 S59 昭和59年度　判決集　その1

・昭和59年1月　定数訴訟関係判例集（その1）　自治省選挙部
・昭和59年1月　定数訴訟関係判例集（その2）　自治省選挙部
・判決書の送付
・選挙及び当選の効力に係る訴訟の判決
・選挙無効請求事件の判決
・最高裁判所の判決

要審査 無 無

R3-A-1552 地方課 市町村振興課 S59 昭和59年度　判決集　その2 ・判決書及び裁決書写しの送付 要審査 無 無

R3-A-1553 地方課 市町村振興課 S59 昭和59年度　判決集　その3
・判決書（写）の送付
・当選無効裁決取消請求事件に係る判決（送付）

要審査 無 無

R3-A-1554 地方課 市町村振興課 S59 昭和59年度　裁決集

・裁決書の交付
・決定書の送付
・判決書の送付
・審査の申立ての裁決

要審査 無 無

R3-A-1555 地方課 市町村振興課 S59 検証・事情聴取等原本

・候補者氏名を記載した投票用紙のコピー
・高知県土佐清水市選挙管理委員会が調製した選挙人名簿の抄本
・土佐清水市議会議員一般選挙選挙結果報告等のコピー
・昭和57年8月8日執行の土佐清水市長選挙に関する審査の申し立てに係る事
情聴取の録音テープの翻訳　等

要審査 無 無

R3-A-1556 地方課 市町村振興課 S49 昭和49年4月23日執行　宿毛市議選　その1

・判決書（写）
・裁決書の交付
・審査申立に関する現地調査（通知）
・公職選挙法第216条第2項により準用する行政不服審査法第31条の規定に基
づく権限を有する職員の指定
・弁明書の送付
・宿毛市議会議員選挙にかかる審査申立書の送付

要審査 無 無

R3-A-1557 地方課 市町村振興課 S49S50 宿毛市選挙訴訟関係文書綴　その2　⑪
・復命書
・答弁書

要審査 無 無

R3-A-1558 地方課 市町村振興課 S57
土佐清水市長選挙争訟に関する証言調書　そ
の①

・土佐清水市長選挙争訟に関する証言調書
・口頭による意見陳述の概要
・昭和57年8月8日執行の土佐清水市長選挙の無効並びに当選の無効を求める
審査申立に係る口頭による意見陳述録

要審査 無 無

R3-A-1559 地方課 市町村振興課 S57
土佐清水市長選挙争訟に関する証言調書　そ
の②

・土佐清水市長選挙争訟に関する証言調書
・口頭による意見陳述の概要
・昭和57年8月8日執行の土佐清水市長選挙の無効並びに当選の無効を求める
審査申立に係る口頭による意見陳述録

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1560 地方課 市町村振興課 S57S58
土佐清水市長選挙争訟関係綴　高知県選挙管
理委員会

・裁決書
・審査申立に対する裁決の告示
・捜査関係事項の照会（回答）
・審査の申立てに関する現地検証
・選挙及び当選の効力に関する審査申立に係る関係人の尋問
・審査の申立に関する証言と現地検証
・口頭による意見陳述の聴取
・口頭による意見陳述の申立て
・土佐清水市長選挙に関する反論書
・土佐清水市長選挙に関する弁明書の受理と審査申立人に対する反論書の提
出要求
・審査申立てに係る職員の審理手続
・土佐清水市長選挙に関する審査の申立て
・物件の提出
・選挙権等の要件（照会）

要審査 無 無

R3-A-1561 地方課 市町村振興課 S59 土佐清水選挙争訟
・上告理由書の写し
・控訴状の写し

要審査 無 無

R3-A-1562 地方課 市町村振興課 S57 土佐清水市長選挙に関する争訟資料

・異議申出書
・土佐清水市選挙管理委員会の決定書
・審査申立書
・異議申出及び決定の要旨
・土佐清水市選挙管理委員会の選挙権等の要件（回答）
・土佐清水市選挙管理委員会の異議の申出に関する決定（報告）
・審査申立書
・弁明書
・反論書
・審査申立書と市選管の弁明書の要旨
・反論書と要点
・口頭による意見陳述（通知）
・昭和57年8月8日執行の土佐清水市長選挙の効力及び当選の効力に関する審
査申立てに係る口頭意見陳述要領

要審査 無 無

R3-A-1563 地方課 市町村振興課 S57 土佐清水市長選挙に関する争訟資料

・異議申出書
・土佐清水市選挙管理委員会の決定書
・審査申立書
・異議申出及び決定の要旨
・土佐清水市選挙管理委員会の選挙権等の要件（回答）
・土佐清水市選挙管理委員会の異議の申出に関する決定（報告）
・弁明書
・反論書
・審査申立書と市選管の弁明書の要旨
・反論書と要点
・口頭による意見陳述（通知）
・昭和57年8月8日執行の土佐清水市長選挙の効力及び当選の効力に関する審
査申立てに係る口頭意見陳述要領

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1564 地方課 市町村振興課 S58
昭和57年8月8日執行　土佐清水市長選挙　争
訟関係書類

・訴訟の提起
・指定代理人の指定
・答弁書の提出
・復命書
・証人尋問調書（供覧）
・昭和57年8月8日執行の土佐清水市長選挙選挙無効裁決取消請求事件の指定
解除

要審査 無 無

R3-A-1565 地方課 市町村振興課 S58
昭和57年8月8日執行　土佐清水市長選挙　争
訟関係書類　高松校長裁判所

・民事予納金の納付（伺）のコピー
・土佐清水市長選挙選挙無効裁決取消請求事件公判経緯
・高松高等裁判所判決のコピー
等

要審査 無 無

R3-A-1566 地方課 市町村振興課 S59
昭和57年8月8日執行　土佐清水市長選挙選挙
無効裁決取消請求事件高松高等等裁判所判決
について

・昭和57年8月8日執行土佐清水市長選挙選挙無効裁決取消請求事件高松高等
裁判所判決
・判決書（写）
・昭和57年8月8日執行土佐清水市長選挙に関する選挙無効裁決取消請求事件
に係る上告状
・上告理由書の提出

要審査 無 無

R3-A-1567 地方課 市町村振興課 S48S49 十和村選挙訴訟関係文書　その2　⑨

・復命書
・裁決書の交付
・口頭弁論期日変更に伴う新期日指定の照会（回答）
・高松高等裁判所あて答弁書の送付
・昭和48年8月14日執行の十和村議会議員一般選挙に関する訴訟にかかる答
弁書の提出

要審査 無 無

R3-A-1568 地方課 市町村振興課 S59
昭和59年度　伊野町議会議員西川かず子解職
投票無効請求事件

・伊野町選挙管理委員会の異議申出への決定書の写し 要審査 無 無

R3-A-1569 地方課 市町村振興課 S59 昭和59年8月12日　伊野町解職投票　資料
・伊野町選挙管理委員会の異議申出への決定書の写し
・参考資料（59.8.30作成）　伊野町議会議員解職投票に関する異議申出

要審査 無 無

R3-A-1570 管財課 管財課 S44 重要書類
・高知県庁自家用電気工作物保安規程の制定
・高知県庁守衛服務規程の改正
・横断幕掲揚ポール使用内規

要審査 無 無

R3-A-1571 管財課 管財課  S46S56 県印刷所の歴史

・高知県印刷所概要
・県印刷所改善対策（案）
・県印刷所の運営
・昭和35年4月1日　高知県印刷所概要
・昭和36年11月　5ヶ年計画の再検討　県立印刷所
・高知県印刷所再建案

要審査 無 無

R3-A-1572
用度課
管財課

管財課  S31～S37 重要規定規則通達綴

・高知県用品調達及び自動車管理事業特別会計規則の一部改正
・高知県用品調達及び自動車管理事業特別会計に属する自動車の使用基準
（通知）
・自動車代替に関する覚書
・売買契約の締結に関する専決処分報告

要審査 無 無

R3-A-1573 管財課 管財課 S55・S56
永年保存（昭和55年～昭和56年）西庁舎建設　
車庫関係

・交渉記録 要審査 無 無

R3-A-1574 管財課 管財課  S53S54 旧陸軍戦闘機”飛燕”払下げ関係
・旧日本軍戦闘機の部品の払下げ
・旧日本軍戦闘機の払下げ
・残存旧軍用物件の処理（照会）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1575
総務課
文書学事課

管財課 S37～S40 高専・高知学園関係覚書（正本）

・国立高知工業高等専門学校設立準備委員長と学校法人高知学園理事長並び
に高知県知事との三者覚書案の提示
・国立高専関係覚書の調印（報告）
・高知学園工業高等学校の財産処理に関する覚書

要審査 無 無

R3-A-1576 考査管理課 管財課 S43 宗教法人問題
・宗教法人の境内地問題に関する書類
・宗教法人関係、告訴状（控）

要審査 無 無

R3-A-1577 管財課 管財課 S48～S58 中村都市計画右山区画整理事業

・中村都市計画右山区画整理事業施行地区内における県有地の清算金
・換地処分通知
・仮換地変更指定通知
・中村都市計画右山区画整理事業の仮換地指定の変更申請
・仮換地の指定の通知

要審査 無 無

R3-A-1578
危機管理・防
災課

危機管理・防
災課

H26
Ｈ21～　Ｈ24即応体制　幹部職員庁舎　近傍
居住

・危機管理部職員等の庁舎近傍への居住義務付け
・県職員宿舎の部局間使用
・入明職員宿舎の入居
・危機管理部職員等の庁舎近傍への居住体制に係る居住者の決定
・危機管理部職員等の庁舎近傍への居住体制に係る単身赴任手当に関する規
則第5条に規定する権衡職員に関する申請
・24時間即応体制　市町村調査　集計表
・全国幹部職員体制集計

要審査 無 無

R3-A-1579
危機管理・防
災課

危機管理・防
災課

H26 平成26年度　新型インフルエンザ等対策訓練

・新型インフルエンザ等発生時の行政対応訓練・研修ツール　訓練・研修用
テキスト（内閣官房　新型インフルエンザ等対策室）
・平成26年度高知県新型インフルエンザ等対策訓練実施概要（実施訓練当日
資料等）
・新型インフルエンザ等対策訓練に係るメーリングリスト等の導通試験の実
施
・平成26年度高知県新型インフルエンザ等対策訓練の実施

要審査 無 無

R3-A-1580
危機管理・防
災課

危機管理・防
災課

H26 災害記録　須崎地域本部

・令和元年台風第10号災害　災害対応業務日誌（須崎地域本部）等
・平成30年台風第12号災害　須崎地域本部　業務日誌等
・平成30年台風第7号災害　須崎地域本部　業務日誌等
・平成29年台風第18号災害　須崎地域本部　業務日誌等
・平成29年台風第5号災害　須崎地域本部　業務日誌等
・平成27年9月24日　大雨・洪水警報　土砂災害警戒情報　須崎地域本部　
業務日誌等
・平成27年9月　チリ中部沖地震（津波注意報）　須崎地域本部　業務日誌
等
・平成27年7月　台風第10号　須崎地域本部　業務日誌等
・平成26年10月　台風第19号　須崎地域本部　業務日誌等
・平成26年8月　台風第11､12号　須崎地域本部　資料等
・平成26年7月　台風第8号　須崎地域本部　業務日誌等

要審査 無 無

R3-A-1581
危機管理・防
災課

危機管理・防
災課

H26 災害記録　安芸地域本部
・平成26年10月　台風第19号　安芸地域本部　資料等
・平成26年8月　台風第11､12号　安芸地域本部　資料等
・平成26年7月　台風第8号　安芸地域本部　資料等

要審査 無 無

R3-A-1582
南海トラフ地
震対策課

南海トラフ地
震対策課

H25～26 南海地震対策推進本部　Ｎｏ．6

・第35～39回　南海トラフ地震対策推進本部会議　議事概要（質疑・知事発
言部分のみ）
・第34、32、31回南海地震対策推進本部会議の開催について（伺）
・高知県南海地震対策推進本部会議への出席について（依頼）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1583
南海トラフ地
震対策課

南海トラフ地
震対策課

H26
ナショナル・レジリエンス懇談会　
地域活性化連携ワーキング

・地域活性化と連携した国土強靱化の取組について　平成27年3月20日　ナ
ショナル・レジリエンス（防災・減災）懇談会
・（第1～4回）地域活性化連携ワーキング議事次第
・（第1～3回）地域活性化連携ワーキング議事録

要審査 無 無

R3-A-1584
南海トラフ地
震対策課

南海トラフ地
震対策課

H25 ナショナル・レジリエンス懇談会①

・国土強靱化に向けた取組みについて　平成26年1月20日
・ナショナル・レジリエンス（防災・減災）懇談会(第10回)議事次第（案）
・ナショナル・レジリエンス（防災・減災）懇談会(第9～7、3回)議事概要
（未定稿）
・第6、5回ナショナル・レジリエンス懇談会　議事概要報告

要審査 無 無

R3-A-1585
南海トラフ地
震対策課

南海トラフ地
震対策課

H25～26 ナショナル・レジリエンス懇談会②

・内閣官房国土強靱化推進室から知事への説明（ナショナル・レジリエンス
懇談会関係）
・国土強靱化地域計画策定ガイドライン検討ＷＧ（第1回、第2回）・知事へ
の説明
・ナショナル・レジリエンス（防災・減災）懇談会(第11回)議事概要（未定
稿）
・ナショナル・レジリエンス（防災・減災）懇談会（土木企画課）

要審査 無 無

R3-A-1586
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26 Ｈ26南海トラフ地震対策啓発広報番組

・平成26年度南海ﾄﾗﾌ地震対策啓発広報番組制作放送委託業務の実施につい
て（伺）
・平成26年度南海ﾄﾗﾌ地震対策啓発広報番組制作放送委託業務に係る委託先
の候補者決定及び通知について
・平成26年度南海ﾄﾗﾌ地震対策啓発広報番組制作放送委託業務委託契約書
・みんなぁで生き抜くために～南海ﾄﾗﾌ地震へ、高知家の備え～（決定稿）
・支出命令書

要審査 無 無

R3-A-1587
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26 Ｈ26地域防災対策総合補助金　№1　高知市
・高知県地域防災対策総合補助金の確定について（伺）
・「自助」につなげる対策実績調書
・「共助」を高める対策実績調書

要審査 無 無

R3-A-1588
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26 Ｈ26地域防災対策総合補助金　№2　高知市 ・高知県地域防災対策総合補助金実績報告書の事業実績内訳 要審査 無 無

R3-A-1589
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26 Ｈ26地域防災対策総合補助金　№3　高知市 ・高知県地域防災対策総合補助金実績報告書の事業実績内訳 要審査 無 無

R3-A-1590
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26 Ｈ26地域防災対策総合補助金　№4　高知市 ・高知県地域防災対策総合補助金実績報告書の事業実績内訳 要審査 無 無

R3-A-1591
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26 Ｈ26地域防災対策総合補助金　№5　高知市
・「公助」として取り組むべき対策実績調書
・高知県地域防災対策総合補助金の変更承認について（伺）

要審査 無 無

R3-A-1592
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26 Ｈ26地域防災対策総合補助金　№6　高知市
・高知県地域防災対策総合補助金実績報告書の事業実績内訳
・高知県地域防災対策総合補助金の変更承認について（伺）

要審査 無 無

R3-A-1593
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26 Ｈ26地域防災対策総合補助金　№1　土佐市

・高知県地域防災対策総合補助金の確定について（伺）
・補助金等検査調書兼確定書
・高知県地域防災対策総合補助金の変更承認について（伺）
・高知県地域防災対策総合補助金の交付決定について（伺）

要審査 無 無

R3-A-1594
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26
Ｈ26地域防災対策総合補助金　№1　四万十
町

・高知県地域防災対策総合補助金の確定について（伺）
・補助金等検査調書兼確定書
・高知県地域防災対策総合補助金の変更承認について（伺）
・高知県地域防災対策総合補助金の交付決定について（伺）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1595
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26
Ｈ26地域防災対策総合補助金　№1　　2室戸
市～3安芸市

・高知県地域防災対策総合補助金の確定について（伺）
・補助金等検査調書兼確定書
・高知県地域防災対策総合補助金の変更承認について（伺）
・高知県地域防災対策総合補助金の交付決定について（伺）

要審査 無 無

R3-A-1596
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26
Ｈ26地域防災対策総合補助金　№2　　4南国
市～7宿毛市

・高知県地域防災対策総合補助金の確定について（伺）
・補助金等検査調書兼確定書
・高知県地域防災対策総合補助金の変更承認について（伺）
・高知県地域防災対策総合補助金の交付決定について（伺）

要審査 無 無

R3-A-1597
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26
Ｈ26地域防災対策総合補助金　№3　　8土佐
清水市～10香南市

・高知県地域防災対策総合補助金の確定について（伺）
・補助金等検査調書兼確定書
・高知県地域防災対策総合補助金の変更承認について（伺）
・高知県地域防災対策総合補助金の交付決定について（伺）

要審査 無 無

R3-A-1598
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26
Ｈ26地域防災対策総合補助金　№4　　11香
美市～14田野町

・高知県地域防災対策総合補助金の確定について（伺）
・補助金等検査調書兼確定書
・高知県地域防災対策総合補助金の変更承認について（伺）
・高知県地域防災対策総合補助金の交付決定について（伺）

要審査 無 無

R3-A-1599
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26
Ｈ26地域防災対策総合補助金　№5　　15安
田町～23いの町

・高知県地域防災対策総合補助金の確定について（伺）
・補助金等検査調書兼確定書
・高知県地域防災対策総合補助金の変更承認について（伺）
・高知県地域防災対策総合補助金の交付決定について（伺）

要審査 無 無

R3-A-1600
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26
Ｈ26地域防災対策総合補助金　№6　24仁淀
川町～28梼原町

・高知県地域防災対策総合補助金の確定について（伺）
・補助金等検査調書兼確定書
・高知県地域防災対策総合補助金の変更承認について（伺）
・高知県地域防災対策総合補助金の交付決定について（伺）

要審査 無 無

R3-A-1601
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26
Ｈ26地域防災対策総合補助金　№7　　29日
高村～34黒潮町

・高知県地域防災対策総合補助金の確定について（伺）
・補助金等検査調書兼確定書
・高知県地域防災対策総合補助金の変更承認について（伺）
・高知県地域防災対策総合補助金の交付決定について（伺）

要審査 無 無

R3-A-1602
南海トラフ地
震対策

南海トラフ地
震対策

26 平成26年度　南海トラフ地震対策行動計画

・第2期南海トラフ地震対策行動計画の平成26年度第4四半期実績及び平成27
年度実施計画の作成と平成27年度版行動計画の最終確認について（伺）
・南海トラフ地震対策行動計画の平成26年度第3四半期実績とりまとめにつ
いて（伺）
・南海トラフ地震対策行動計画の平成26年度第2四半期実績とりまとめにつ
いて（伺）
・南海トラフ地震対策行動計画の平成26年度第1四半期実績とりまとめにつ
いて（伺）
・南海トラフ地震対策行動計画平成26年度一部改訂版の送付について
・第2期南海トラフ地震対策行動計画の平成25年度実績確認及び平成26年度
実施計画の作成について（伺）

要審査 無 無

R3-A-1603 消防防災室 消防政策課 S51 昭和51年殉職 ・高知県表彰規程に基づく随時表彰及び報償金の額の決定 要審査 無 無

R3-A-1604 消防防災室 消防政策課 S53 昭53.7.12豪雨災害　殉職関係
・高知県表彰規程に基づく随時表彰及び賞じゅつ金の額の決定
・高知県表彰規程に基づく表彰の授与
・特別（殉職）叙勲（上申）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1605 消防防災室 消防政策課 S51 表彰（高知市関係）51年度

・高知南消防団南街分団部長消防団葬実施要領（案）
・高知県表彰規程に基づく随時表彰及び賞じゅつ金の額の決定
・高知県表彰規程に基づく表彰の授与（具申）
・特別（殉職）叙勲（上申）

要審査 無 無

R3-A-1606
危機管理課
商工政策課
商工課

消防政策課 S42 （社）高知県LPガス保安協会 ・社団法人高知県ＬＰガス保安協会の定款変更の認可 要審査 無 無

R3-A-1607 商工課 消防政策課 S42 高知県LPガス保安協会設立 ・社団法人高知県ＬＰガス保安協会の定款変更の認可 要審査 無 無

R3-A-1608 工業課 消防政策課 S56～S57 56～57年度　液化石油ガス関係　通達等
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条報告の撤
収状況

要審査 無 無

R3-A-1609 工業課 消防政策課 S41～60 1　火薬類捜査関係照会　41～60

・火薬類譲受消費許可の有無
・火薬類取扱保安責任者免状交付の有無
・煙火消費許可の有無
・火薬類製造及び販売営業の許可
・火薬類を取扱う必要のある者について
・火薬類譲受許可申請等
・火薬類消費場所、保管場所の合同立入検査
・捜査関係事項照会
・火薬類の免状ならびに許可証の交付有無
・火薬類の許可の有無
・猟銃等製造の許可の有無
・火薬類廃棄許可証交付の有無
・火薬類譲受消費許可の状況ならびに消費の明細等
・「凍結」及び「固化」ダイナマイトの相違等
・打ち上げ煙火による災害事故の防止
・火薬類取扱保安責任者の選任
・猟銃等販売事業の廃止
・空気銃販売事業者に対する保安設備の改造命令

要審査 無 無

R3-A-1610 工業課 消防政策課 S60 電気事業法関係（立木補償）

・電気事業法第49条の適用等について（照会）
・土地立入許可及び植物伐採許可申請の取下げについて
・土地立入許可について
・送電線と植物との離隔距離実測調査に伴う作業員の委嘱について（伺）

要審査 無 無

R3-A-1611 工業課 消防政策課 S55～58 通商産業省関係文書通達
・高圧ガス製造保安責任者試験合格者名簿の送付(昭和54、55、57年度)
・高圧ガス取締法、ＬＰ法、火薬類取締法関係省令の一部改正
・所有者不明容器の処理状況

要審査 無 無

R3-A-1612
幡多事務所水
産商工課

消防政策課 S46～53
昭和46年7月～54年3月高圧ガス（第二種）製
造届

・高圧ガス第二種製造届 要審査 無 無

R3-A-1613
幡多事務所水
産商工課

消防政策課 S56～57
昭和56年4月～58年3月高圧ガス（第二種）製
造届

・高圧ガス第二種製造届 要審査 無 無

R3-A-1614 工業課 消防政策課 S45～54 高圧ガス取締法「例規」
・高圧ガス保安台帳に係る調査
・防液堤等対象事業所調査
・高圧ガス処理量等の調査

要審査 無 無

R3-A-1615 工業課 消防政策課 S58 LPガス通達関係③ ・LPガス一般消費者等事故報告要領等 要審査 無 無

R3-A-1616
安芸土木事務
所

安芸土木事務
所

Ｈ21
元・岩戸・奈良師海岸うみがめ生育地等保護
区内における工作物の新築について

2級河川奈良師川河口部（室戸市奈良師地区）の高強度フトンカゴ設置に関
する環境共生課との協議

要審査 無 無
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文書

作成課
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作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1617 商工課 消防政策課 S45 電気関係例規

・昭和44年度電気用品店頭調査結果
・電気工事士法の事務所掌部課
・都道府県において電気工事士法の施行に関する事務を分掌する課名の照会
・電気工事の業務の適正化に関する法律の施行

要審査 無 無

R3-A-1618
商工課
商工観光課

消防政策課 S48 植物伐採補償の調停
・送電線下支障立木伐採補償の調定
・送電線の支障木などの調査

要審査 無 無

R3-A-1619 工業課 消防政策課 S62 線下補償について（回答）
・地役権設定契約諸関係（四国電力、住友）
・特別高圧架空電線路関係（四国電力株式会社高知支店長）

要審査 無 無

R3-A-1620 工業課 消防政策課 S60 電気工事士法改正

・高知県電気工事士試験専門委員の任命
・附属機関の委員等の報酬に関する規則の一部改正
・電気工事士試験の民間委託
・電気工事士試験委員会の開催
・電気工事士試験に関する意向調査

要審査 無 無

R3-A-1621 工業課 消防政策課 S49 内閣通達関係文書
・火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令（案）
・火薬類取締法施行規則の一部改正
・コンクリート破砕器の取扱い

要審査 無 無

R3-A-1622 工業課 消防政策課 S51～60 「認定調査機関」関係

・液化石油ガス法履行状況等に関する調査
・ＬＰガス消費者保安啓蒙活動の実施状況の調査
・ＬＰガス保安センターに対する助成金等
・ＬＰガス消費設備調査代行機関に関する調査
・液化石油ガス保安センター実態調査
・液化石油ガス保安調査等

要審査 無 無

R3-A-1623 商工政策課 消防政策課 S62 高取法通達　昭和62年～

・ＬＰガス製造事業所保安対策推進（融資制度の創設）
・高圧ガス関係等事故措置要綱
・高圧ガス取締法及びＬＰ法の施行に関する行政監察
・高圧ガス取締法施行令の一部改正に伴う同令の運用及び解釈

要審査 無 無

R3-A-1624 工業課 消防政策課 S58～ 高取法通達　昭和58年～
・高圧ガス及び火薬類保安審議会答申
・高圧ガス取締法における通商産業大臣特別認可申請手続

要審査 無 無

R3-A-1625 消防政策 消防政策 26 26危険物取扱者・消防設備士試験関係

・危険物取扱者試験の実施に関する文書の掲示について
・平成26年度後期危険物取扱者試験の実施に伴う試験監督員の派遣について
・平成26年度消防設備士試験の実施に伴う試験監督員の派遣について
・平成26年度前期危険物取扱者試験の実施に伴う試験監督員の派遣について

要審査 無 無

R3-A-1626 消防政策 消防政策 21 平成20年度　消防年報 ・平成20年消防年報の作成及び配布について 要審査 無 無

R3-A-1627 医務課
健康長寿政策
課

S52～S62
保健所運営協議会　委員委嘱　綴　　　　永
年保存

①保健所運営協議会委員62・61年度
　　・人事異動通知書等委員の任免関係文書
②保健所運営協議会昭58・10月～
　　・人事異動通知書等委員の任免関係文書
③保健所運営協議会委員関係・52・10以降
　　・人事異動通知書等委員の任免関係文書

要審査 無 無

R3-A-1628 医務課
健康長寿政策
課

S62～H1 保健所運営協議会　委員委嘱　綴 人事異動通知書等委員の任免関係文書 要審査 無 無
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R3-A-1629 厚生援護課
健康長寿政策
課

H元 S63　叙勲関係
・功績調書
・候補者名簿
・受章者名簿

要審査 無 無

R3-A-1630
農業技術課・
土建課

健康長寿政策
課

H元 平元　須崎総合庁舎新設関係 新庁舎（須崎市東古市町）建築主体工事に関する平面図等 要審査 無 無

R3-A-1631 厚生援護課
健康長寿政策
課

H元 H62～63　庁舎管理関係　書類綴
・県有財産の工事に関する通知文書
・県有財産の用途廃止に関する文書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-1632
健康長寿政策
課

健康長寿政策
課

H24～H26 ～H26　職員賞誉　№1

・功績調書
・賞詞（写し）
・受賞者名簿
・職員賞誉取扱要綱
・当時の写真（写し）

要審査 無 無

R3-A-1633
健康長寿政策
課

健康長寿政策
課

H24～H26
知事表彰（高知県功労者表彰）H25年度～26
年度

・功績調書
・知事表彰選考基準
・候補者名簿
・知事表彰推薦要領
・高知県功労者表彰実績概要
・受賞者一覧

要審査 無 無

R3-A-1634
健康長寿政策
課

健康長寿政策
課

H23～H26
H23～H26　読売医療功労賞（第40回～第43
回）

・受賞者一覧総括（第1回～第41回含む）
・医療功労賞募集要項
・候補者推薦書
・都道府県受賞者決定および表彰式（各地域版）
・医療功労賞受賞者決定（全国一面社告、編集特集ほか）

要審査 無 無

R3-A-1635
健康長寿政策
課

健康長寿政策
課

H26 H26　政策提言

・政策提言の概算要求への反映状況
・知事の政策提言活動（案）
・国の施策並びに予算に関する提案・要望
・国の政策等に対する提言活動年間スケジュール
・知事による政策提言に対する関係文書

要審査 無 無

R3-A-1636 医務課
健康長寿政策
課

H21 安芸総合庁舎基本設計委託業務　設計図
・計画概要（完成予想図、基本計画説明書、施設概要等）
・意匠計画（配置図、面積表、各階平面図、立面図、断面図等）等

要審査 無 無

R3-A-1637 医務課
健康長寿政策
課

H21 安芸総合庁舎建替電気設備工事　設計図 特記仕様書、配置図、工事手順図等関係図面 要審査 無 無

R3-A-1638 医務課
健康長寿政策
課

H21
安芸総合庁舎建替衛生・空調設備工事　設計
図

特記仕様書、配置図、工事区分表等関係図面 要審査 無 無

R3-A-1639 医務課
健康長寿政策
課

H21 安芸総合庁舎建替え建築主体工事 特記仕様書、付近見取図、建物求積図等関係図面 要審査 無 無

R3-A-1640 医務課
健康長寿政策
課

H21
地　第21-2号　安芸総合庁舎地質調査委託業
務　報告書　平成22年1月

・業務概要
・地形・地質概要
・調査方法
・調査結果
・考察

要審査 無 無

R3-A-1641 医務課
健康長寿政策
課

S63～H1 平成元年度保健所施設整備費補助金　起債
・事業起債計画書
・事業費支出状況調
・利用計画及び事業費算出内訳書

要審査 無 無

R3-A-1642 医務課
健康長寿政策
課

H1 土佐山田保健所　財産
・香美郡土佐山田町岩積地区等
・当時の写真
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-1643 医務課 医療政策課 S44 県立高等看護学院指定申請書 臨床実習指導要領、学科課程内容、関係図面等申請書関係書類 要審査 無 無

R3-A-1644 医務課 医療政策課 S40 国立高等看護学院　関係綴
・入学生名簿、卒業生名簿
・学院学則準則

要審査 無 無
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R3-A-1645 医務課 医療政策課 S35 看護婦関係重要書類綴　議会資料 養成計画、充足整備計画、看護婦の実態等関係書類 要審査 無 無

R3-A-1646 医務課 医療政策課 S59 高知市立高看実習施設変更申請書　59.7．18

・実習要綱
・看護基準
・看護手順
・養成所の概要・運営状況

要審査 無 無

R3-A-1647 医務課 医療政策課 S40 高知中央高等学校衛生看護科指定申請書

・申請書
・学則
・配置図、平面図
・専門教科進度表及び看護実習計画一覧表

要審査 無 無

R3-A-1648 医務課 医療政策課 S36 県立高知准看護婦養成所 准看護婦養成所入学試験関係書類 要審査 無 無

R3-A-1649 医務課 医療政策課 S38
国立高知病院附属高等看護学院（二2年課
程）

・申請調書
・実習指導要綱
・学院学則準則

要審査 無 無

R3-A-1650 医務課 医療政策課 S50 県立高知東高等学校衛生看護科指定申請書
・学校要覧
・指定申請書

要審査 無 無

R3-A-1651 医務課 医療政策課 S43 高知赤十字高等看護学院指定申請書 高知赤十字高等看護学院学則等関係文書 要審査 無 無

R3-A-1652 医務課 医療政策課 S47 高知県農協総合病院付附属准看護学院 学院学則、　看護法の教授要項、実習指導要項、関係図面等申請書関係書類 要審査 無 無

R3-A-1653 医務課 医療政策課 S30 高知女子大学家政学部看護学科　指定申請書 申請書、職員組織等関係書類 要審査 無 無

R3-A-1654 医務課 医療政策課 S45 高知市立高等看護学院　指定申請書
学院学則、学院業務指針、学院運営会議、教科進度表、実習計画表、校舎の
面積等申請書関係書類

要審査 無 無

R3-A-1655 医務課 医療政策課 S51 国立高知病院付附属高等看護学院　変更申請
・学院学則変更申請書
・学院学則
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-1656 医務課 医療政策課 S41
国立高知病院付附属高等看護学院（三3年課
程）

・学院学則準則
・申請書（関係図面、調書等）

要審査 無 無

R3-A-1657 医務課 医療政策課 S27
国立高知療養所付附属准看護学院　幡多准看
護学院

・看護学院収支予算書
・学院学則準則

要審査 無 無

R3-A-1658 医務課 医療政策課 S33
香北准看護学院　香長病院付課長高等附属准
看護学院

申請書、学院学則、香長病院二階平面図等関係書類 要審査 無 無

R3-A-1659 医務課 医療政策課 S59 県立看護学園実習施設承認申請書　59.12.1

・実習要項・手引き
・当時の写真
・実習施設の概要
・実習予定表（実習計画）

要審査 無 無

R3-A-1660 医務課 医療政策課 S50
看護学園・幡多高看　安芸准看養成所　関係
書類綴

衛生看護科設置計画等関係文書 要審査 無 無

R3-A-1661 医務課 医療政策課 S27 女子大　県立高等看護学院指定関係綴
・工事設計書仕様書
・関係図面
・設置条例・授業料徴収条例・学院規則の廃止に関する関係書類

要審査 無 無

R3-A-1662 医務課 医療政策課 S29 高陵病院付附属准看護学院　指定申請書 申請書、指定規則等関係書類 要審査 無 無

R3-A-1663 医務課 医療政策課 S55 高知県医師会准看護学院　55～

・施設整備事業計画書
・実習施設変更承認申請書
・工事概要
・学院学則
・教育課程

要審査 無 無

R3-A-1664 医務課 医療政策課 S41 県立高等看護学院　指定申請書
・学院学則
・平面図
・学習指導者名簿

要審査 無 無
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R3-A-1665 医務課 医療政策課 S28
県医師会准看護婦養成所　土佐市立土佐市民
病院付附属准看護婦養成所

・養成所学則、宿舎規則、学院学則
・収支予算表
・増改築工事仕様書
・関係図面
・実習進度表、実習指導要項

要審査 無 無

R3-A-1666 医務課 医療政策課 S47 県立幡多高等看護学院　　概要 経過についての報告書、設置計画、学院学則、事業計画、実習指導要領等 要審査 無 無

R3-A-1667 医務課 医療政策課 S39 清和准看護学院　指定申請書
・校舎平面図
・学院学則
・申請書

要審査 無 無

R3-A-1668 医務課 医療政策課 S50 県立看護学園（助産婦課程）指定申請書 指定申請書等関係書類 要審査 無 無

R3-A-1669 医務課 医療政策課 S45 土佐准看護学院指定申請書 学院学則、関係図面等申請書関係書類 要審査 無 無

R3-A-1670 医事薬務課 医事薬務課 H23H24H25H26平成23～26年度　巡回診療計画・開設

・巡回診療実施計画書
・歯科診療所開設届
・巡回検診計画表
・国民健康・栄養調査実施要綱
・大豊町立立川公民館関係図面
・大豊町立中和刈屋多目的集会所関係図面
・大豊町旧西峰へき地診療所関係図面
・大豊町立久寿軒公民館関係図面

要審査 無 無

R3-A-1671 医事薬務課 医事薬務 26
平成26年度巡回診療計画書（総合保健協会
他）

・平成26年4月～平成27年3月巡回検診・健診計画書（高知県総合保健協会、
高知検診クリニック、勤労クリニックほか）

要審査 無 無

R3-A-1672 医事薬務課 医事薬務 26 毒物劇物取扱者試験　平成26年度～
・平成26年度及び過去10年間の全国毒物劇物取扱者試験受験者・合格者数
・平成26年度毒物劇物取扱者試験及び試験結果（一般、農業、特定）

要審査 無 無

R3-A-1673 国保指導課
国民健康保険
課

H21 厚生労働大臣表彰
・国民健康保険関係功績者厚生労働大臣表彰
・国民健康保険関係者功績表彰被表彰候補者推せん調書
・国民健康保険関係功績者表彰要綱

要審査 無 無

R3-A-1674 国保指導課
国民健康保険
課

S49～S56 赤字解消基本計画書

・赤字解消計画実施状況報告書
・歳入歳出年次別総合計画
・赤字解消基本計画書（宿毛市、大月町）
・算出・策定の基礎
・国保関係参考資料（中村市）
・国民健康保険事業特別会計予算書（宿毛市）
・国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

要審査 無 無

R3-A-1675 健康づくり課 健康対策課 H18～19 H18～19 健康づくり課 条例・規則

・結核予防法施行細則の廃止
・高知県栄養士法施行細則の一部改正
・高知県調理師法施行細則の一部改正
・結核の診査に関する協議会条例施行規則の廃止等

要審査 無 無

R3-A-1676 健康政策課 健康対策課 H13
H13　ハンセン病を正しく理解するフォーラ
ム

・H13.6.22開催（ふくし交流プラザ）知事あいさつ等
・H13.8.8開催（大方あかつき館）
・H13.8.9開催（安田町文化センター）

要審査 無 無

R3-A-1677 環境衛生課 食品・衛生課 S44～50 厚生大臣表彰（44～50）

・表彰候補者の推薦
・厚生大臣表彰の決定
・功績調書
・表彰者名簿（参考）

要審査 無 無
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R3-A-1678 衛生課 食品・衛生課 S50～53 厚生大臣表彰（50～53）
・表彰候補者の推薦
・厚生大臣表彰の決定
・功績調書

要審査 無 無

R3-A-1679 衛生課 食品・衛生課 ～S62 知事表彰関係（～62）
知事表彰及び知事感謝状の贈呈関係文書（候補施設一覧、推薦調書、表彰実
施要綱、功績調書等）

要審査 無 無

R3-A-1680 衛生課 食品・衛生課 S59 59年　叙勲関係書類 功績調書、事業概況調書等関係文書 要審査 無 無

R3-A-1681 衛生課 食品・衛生課 S55～S59 叙勲（55.57.58.59）
叙勲及び賜杯並びに藍綬及び黄綬褒章受章者に関する関係文書（功績調書、
受章候補者、功労者表彰一覧表等）

要審査 無 無

R3-A-1682 薬務衛生課 食品・衛生課 H26
26災　復旧計画書1/2　四万十市　本山町　
土佐町

・災害に対する復旧計画書等関係文書
・四万十市江川﨑
・本山町上関
・土佐町井上・日浦、溜井・伊勢川

要審査 無 無

R3-A-1683 薬務衛生課 食品・衛生課 H26 26災　復旧計画書2/2　四万十町
・災害に対する復旧計画書等関係文書
・四万十町窪川

要審査 無 無

R3-A-1684
厚生課
厚生援護課

地域福祉政策
課

S48～S61 災害救助基金
昭和48～61年度災害救助基金の積立
利子収入繰入れ
災害救助基金の異動

要審査 無 無

R3-A-1685 厚生援護課
地域福祉政策
課

S62 61　災害援護資金実績

災害弔慰金の支給等に関する法律第12条第1号に基づく国庫貸付金の貸付事
業報告（S63.130)
国庫貸付金償還状況報告（S49～S54）
昭和61年度償還実績報告書（高知市ほか22市町村）

要審査 無 無

R3-A-1686 厚生課
地域福祉政策
課

S51 災害援護資金国庫申請書

災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律第10条第1項に基
づく昭和51年度国庫貸付金の申請（S51.11.5　高知市）（S51.11.20　高知
市）（S51.12.20　高知市ほか9市町村）（S52.2.10　高知市ほか9市町村）
台風17号被害状況調

要審査 無 無

R3-A-1687 厚生課
地域福祉政策
課

S51 昭和51年度　災害弔慰金補助金

昭和51年度災害弔慰金補助金の交付（S51.12.24）台風17号災害（S51.9.8～
13発生）
申請書/実績報告書（高知市ほか5市町村）
高知県災害弔慰金補助金交付要綱

要審査 無 無

R3-A-1688 厚生課
地域福祉政策
課

S56 55　災害援護資金実績報告

災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律第9条第1号に基づ
く県貸付金に係る償還実績報告書（S56.710)
昭和55年度償還実績報告書（高知市ほか29市町村）
高知県災害援護貸付金貸付要綱

要審査 無 無

R3-A-1689 厚生課
地域福祉政策
課

 S56S57 社会福祉センター振興会借入申請　Ｎｏ．1

社会福祉センター建設資金借入申込（DS57.3.30　知事あて）高知県社会福
祉協議会回議書（写し）資金借入申込書/法人の沿革及び事業実施の理由ほ
か
貸付内定通知書（S57.5.12）（写し）社会福祉事業振興会　ほか

要審査 無 無

R3-A-1690 厚生課
地域福祉政策
課

S49
昭和四十九年度　災害援護資金貸付金実績報
告書

・昭和49年度災害援護貸付事業に係る事業実績報告書等の提出（通知）
（S50.5.7）昭和49年9月1日発生台風16号災害貸付内訳書/高知県災害援護貸
付金貸付要綱/災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律第9
条第1項に基づく県貸付金に係る事業実績報告書

要審査 無 無
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R3-A-1691
厚生課

更生援護課

地域福祉政策
課

S49,S48,S49,S50,S51,S52,S53,S54,S55,S56,S57,S58,S59,S60,S61,S62,S63,H元世帯更生資金の制度改正　49年度～

世帯更正資金貸付制度の改正（S49～S63）
　貸付限度額の引き上げ、貸付対象範囲の拡大等
世帯更正資金生業費貸付の取扱い（S55.1.16）　
　はり・あんま等店舗新設資金→職業訓練施設等の訓練終了者が新たに生業
を営む場合に拡大
専修学校生徒に対する修学資金の貸付（通知）（S55.9.18）　
世帯更正資金運営要領の一部改正（S60.4.30）
　福祉資金、療養資金、災害援護資金は調査委員会の意見を聞かずに可否を
決定できる
世帯更正資金貸付制度要項の一部改正（S60.5.25）国庫補助率の改正
世帯更正資金の貸付け（S61.5.30　厚生事務次官）　低所得者層に向けての
改正（世帯更正資金貸付制度改正新旧対照表）
世帯更正資金貸付制度要綱の一部改正（H1.4.1)（H1.6.14）精神薄弱者世帯
を追加、身体障害者の自動車購入資金の新設

要審査 無 無

R3-A-1692 厚生課
地域福祉政策
課

S32,S33,S35,S36,S37,S38,S39

更生資金
昭和35年度更正資金関係綴
昭和36年度更正資金関係綴
昭和36年度以降　更正資金関係歳入調定綴　
ほか

①昭和35年度更正資金関係綴
更正資金貸付事業運営計画/更正資金回収協力団体等に対する固定補助金並
びに回収協力奨励金の交付/厚生償還元金の振替措置/更正資金の回収促進実
施計画及び回収目標額/更正資金四国ブロック会議/引揚者給付金事務指導並
びに更正資金債務者実態調査及び現地回収/更正資金の回収実績額報告
②昭和36年度更正資金関係綴
更正資金貸付回収促進計画/更正資金回収目標額及び事業実施計画/更正資金
関係協議会/更正資金四国ブロック会議要望書
③昭和36年度以降　更正資金関係歳入調定綴
歳入調定（S36～S38）　更正資金回収奨励金、更正資金特別奨励金、引揚者
国債担保貸付業務委託費、更正資金償還元金、更正資金回収元金/昭和39年
度引揚者国債担保貸付業務委託費の支払い
④（紙挟み）更正資金関係資料
更正資金(引揚者）貸付調書（S32.11.1現在）/更正資金貸付実態調査要領/
更正資金回収対策要綱/厚生事業協力会名簿

要審査 無 無

R3-A-1693 厚生課
地域福祉政策
課

S50
昭和五十年度
災害援護貸付金　実績報告書

・昭和50年度災害援護貸付事業に係る事業実績報告書並びに償還状況報告書
の提出（S51.4.26）
昭和50年8月17日発生台風5号災害
災害援護貸付金受入・貸付状況/貸付状況（県→市町村）/高知県災害援護貸
付金貸付要綱/災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律第9
条第1項に基づく県貸付金に係る事業実績報告書

要審査 無 無

R3-A-1694
厚生課
厚生援護課

地域福祉政策
課

S55～S59 第31～35回社会福祉大会における知事表彰

①～⑤（白表紙5冊）昭和55（第31回）～59（第35回）年度高知県社会福祉
大会における知事表彰
社会福祉事業関係者知事表彰要綱/推薦調書、履歴書　他
【一般表彰】民生委員・児童委員表彰、民間社会福祉事業関係者表彰、優良
民生委員・児童委員協議会表彰、優良市町村職員表彰、優良母子家庭・寡婦
家庭、、母子家庭優良児童、市町村母子相談員、公立社会福祉施設嘱託医
⑥昭和57年度第33回知事表彰　推薦書

要審査 無 無
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R3-A-1695 厚生援護課
地域福祉政策
課

S60,S61 第36回～社会福祉大会　知事表彰

①昭和60（第36回）年度高知県社会福祉大会における知事表彰
②61（第37回）年度高知県社会福祉大会における知事表彰
社会福祉事業関係者知事表彰要綱/推薦調書、履歴書　他
社会福祉大会におけるボランティアの表彰状（S60.8.29）ボランティア表彰
の新設
【一般表彰】民生委員・児童委員表彰、民間社会福祉事業関係者表彰、優良
民生委員・児童委員協議会表彰、優良市町村職員表彰、優良母子家庭・寡婦
家庭、、母子家庭優良児童、市町村母子相談員、公立社会福祉施設嘱託医、
ボランティア（個人）、ボランティア（グループ）
③（紙ファイル1冊）第36回高知県社会福祉大会「決議等」関係書類綴
行事内容の概要書/大会会議資料用原稿の提出/決議/昭和60年度決議（決議
事項、回答）/第36回高知県社会福祉大会（昭和60年10月16日）会議資料/記
念講演・意見発表要旨/表彰者名簿/進行表　ほか
④昭和40～61年度高知県社会福祉大会表彰者（名簿）ほか

要審査 無 無

R3-A-1696 厚生課
地域福祉政策
課

S49～S54 第26　25回～第30回　社会福祉大会知事表彰

・（白表紙6冊）昭和49（第25回）～54（第30回）年度高知県社会福祉大会
における知事表彰
社会福祉事業関係者知事表彰要綱/推薦調書、履歴書　他
【一般表彰】民生委員・児童委員表彰、民間社会福祉事業関係者表彰、優良
民生委員・児童委員協議会表彰、優良市町村職員表彰、優良母子家庭・寡婦
家庭、、母子家庭優良児童、市町村母子相談員、公立社会福祉施設嘱託医
【特別表彰】共同募金運動関係者
・共同募金30周年記念知事顕彰規程（案）

要審査 無 無

R3-A-1697 厚生課
地域福祉政策
課

S42～S48
県社会福祉大会　知事表彰
昭42年度～48年度

①～⑦（白表紙7冊）昭和42（第18回）～48（第24回）年度高知県社会福祉
大会における知事表彰
社会福祉事業関係者知事表彰要綱/推薦調書、履歴書　他
【一般表彰】民生委員・児童委員表彰、民間社会福祉事業関係者表彰、優良
民生委員・児童委員協議会表彰、優良市町村職員表彰、社会事業功労者（同
和事業）、公立社会福祉施設嘱託医、優良母子家庭・寡婦家庭、、母子家庭
優良児童、市町村母子相談員
【特別表彰】民生委員・児童委員、地域福祉事業関係者、共同募金運動関係
者、社会福祉事業関係者
⑧民生委員制度創設60周年記念高知県民生委員児童委員大会における知事表
彰（昭和42年度）
⑨再交付文書等2部

要審査 無 無

R3-A-1698 厚生援護課
地域福祉政策
課

S57 社会福祉センター振興会借入申請　Ｎｏ．3
高知県社会福祉センター、高知県同和会館（仮称）建築主体工事　内訳明細
書/給排水衛生暖冷房設備工事　内訳書/電気設備工事/社会福祉センター備
品請書/事業区分表ほか

要審査 無 無

R3-A-1699 高齢者福祉課 高齢者福祉課 H元
・千松園・浦戸園変更設計書  （1）～（3）
工区

関係図面 要審査 無 無

R3-A-1700 高齢者福祉課 高齢者福祉課 H元
・千松園・浦戸園改築（第2工区）主体工事
（建第85号）

関係図面 要審査 無 無

R3-A-1701 高齢者福祉課 高齢者福祉課 H元
建第84号 千松園･浦戸園(第1工区)改築主体
工事

関係図面 要審査 無 無

R3-A-1702 高齢者福祉課 高齢者福祉課 H元
建第86号 千松園･浦戸園改築(第3工区)主体
工事

関係図面 要審査 無 無

R3-A-1703 高齢者福祉課 高齢者福祉課 S53S54
昭和53・54年度　県立養護老人ホーム白藤園
改築主体工事

・白藤園改築工事の繰越
・検査調書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-1704 高齢者福祉課 高齢者福祉課 S49
昭和49年度　建第24号 県立養護老人ホーム
双名園追加工事 野村組

・県立養護老人ホーム双名園追加工事関係図面 要審査 無 無
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R3-A-1705 高齢者福祉課 高齢者福祉課 S49
昭和49年度　建第50号　県立養護老人ホーム
双名園改築工事　野村組(債務)

・県立養護老人ホーム双名園改築工事関係図面 要審査 無 無

R3-A-1706 高齢者福祉課 高齢者福祉課 H元 県立養護老人ホーム双名園改築工事 関係図面 要審査 無 無

R3-A-1707 高齢者福祉課 高齢者福祉課 S48 昭和48年度　双名園改築関係　老人班 ・県立養護老人ホーム双名園旧建物撤去工事関係図面 要審査 無 無

R3-A-1708 高齢者福祉課 高齢者福祉課 S53
昭和53年度　県立養護老人ホーム付設作業所
（双名園）

・県立養護老人ホーム双名園増築工事関係図面 要審査 無 無

R3-A-1709 高齢者福祉課 高齢者福祉課 S53
昭和53年度　県立養護老人ホーム双名園増築
工事（建第5号）

・県立養護老人ホーム双名園増築工事関係図面 要審査 無 無

R3-A-1710 厚生課 高齢者福祉課 S40S41

①昭和41年度　千松園改築　国庫補助　№2
②昭和40年度　（老人福祉法による老人福祉
施設の整備計画について）
昭和40年度　（復命書･老人福祉事務指導調
査の状況について･大豊村･本山町･土佐村）
昭和41年度　（伺）県立千松園改築にかかる
国民年金特別融資（特別地方債）借入につい
て
老人福祉施設資料

①県立養護老人ホーム千松園（高知市仁井田）の価格評定調書の作成依頼、
昭和41年度社会福祉施設整備協議総括表、陳情書、関係図面
②昭和40年度における社会福祉施設整備計画の協議、緊急救護施設の整備及
び運営、運営要綱、社会福祉施設災害復旧費国庫負担（補助）の協議、昭和
41年度厚生福祉施設整備事業起債計画書、老人福祉法による老人福祉施設の
整備計画（安芸郡・香美郡・土佐長岡郡・高岡郡・幡多郡・高知市・須崎
市・宿毛市・安芸市福祉事務所長、大月町、中村市、土佐山田町）

要審査 無 無

R3-A-1711
老人障害福祉
課

障害福祉課 S48,S49,S50,S51重要　県立大津寮用地の一部払下げ

・県有地（精神薄弱者通勤寮「県立大津寮」用地）使用許可について（伺）
（S49.3.11)　（高知市大津字岩崎他）　高知市大津配水池築造工事用資材
運搬道として　（封筒入り）位置図、配置図
・県有地使用許可の延長について伺（S49.4.30)
・精神薄弱者通勤寮「県立大津寮」用地の鑑定評価について（伺）
（S49.5.2)不動産鑑定評価書
・精神薄弱者通勤寮「県立大津寮」の用地の一部の用途廃止及び売却処分に
ついて（伺）（S49.6.4)県有財産売買契約書（S49.7.1)/公図（字岩崎他）/
県有地払下げ申請書（S49.3.8)工事概要（大津補助水源工事関連の大津配水
池工事用道路）位置図、配置図、平面図
・県有地払下げについて（通知）（S50.8.29）高知市大津字庵ヶ谷
配置図、平面図
不動産鑑定評価書（S49.5.24）高知市大津字勇仙谷、現地写真、切図
・精神薄弱者通勤寮「県立大津寮」の用地の一部の用途廃止及び売却処分に
ついて（伺）（S50.9.20）　大津字庵ヶ谷　大津配水池築造工事排水管布設
用地として　県有財産売買契約書（S50.10.31）
・所有権移転登記の再承諾について（伺）（S51.12.3)

要審査 無 無

R3-A-1712 障害福祉課 障害福祉課 S33～H3 財産台帳　大津寮

県立大津寮
土地総括台帳/土地明細台帳/登記簿謄本（S61.2.7)
建物総括台帳/建物明細台帳/工作物総括台帳/工作物明細台帳
林業指導所・林業試験場　土地明細台帳

要審査 無 無

R3-A-1713
老人障害福祉
課
障害福祉課

障害福祉課 S49,S60,H2,H4財産異動報告　大津寮

・公有財産の取得について（報告）（S49.8.5)
しゅん功検査通知書　精神薄弱者（大津寮）通勤寮建築追加工事第2号
配置図
・施設整備に伴う公有財産の修繕について（S60.7.10）
県立大津寮浴室改修実施設計書/図面　異動報告（S61.3.31)
・公有財産（高知市大津字岩崎の土地）の異動について（H2.3.31)
土地開発基金からの所属換　
・県立大津寮の敷地に係る土地切図の交付申請について（H4.11.5)/土地境
界確認申請書/登記簿謄本ほか

要審査 無 無
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R3-A-1714
老人障害福祉
課

障害福祉課 S46,S48,S49,S50
高知県立大津寮の設置及び管理に関する条例
の制定について

・精神薄弱者通勤寮の設置および運営について（S46.12.14)
・精神薄弱者通勤寮「大津寮」建設についての地元地区会長との確認書の交
換について（伺）（S48.7.17)　確認書（控）
・高知県立大津寮の設置及び管理に関する条例の制定について（伺）
（S49.5.18）　高知県立大津寮の設置及び管理に関する条例議案要綱
・高知県立大津寮の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について
（伺）（S50.6.16)　精神薄弱者通勤寮運営費補助金交付要綱の一部改正に
伴う改正　費用徴収額基準表の改正

要審査 無 無

R3-A-1715 障害福祉課 障害福祉課 S61 福祉ホーム建設敷地造成工事設計表・取得

精神薄弱者福祉ホーム建設にかかる敷地造成工事等の設計について（依頼）
（S60.10.9)
精神薄弱者福祉ホーム敷地造成工事設計書/精神薄弱者福祉ホーム敷地造成
測量、設計、積算施工管理委託業務設計書/県立精神薄弱者福祉ホームの見
積資料/平面図
・土地取得要求書（S61.8.5)精神薄弱者福祉ホームの用地として（高知市大
津字岩崎）　理由書、鑑定評価について（依頼）　位置図、切図、実測図ほ
か/土地売買契約書（写）（S62.3.20)価格評定調書/境界確認書

要審査 無 無

R3-A-1716
老人障害福祉
課
障害福祉課

障害福祉課 S47,S48,S49,S55大津寮　創設関係

・建物の新築について（伺）（S49.1.30)　（封筒入り）位置図、平面図、
立面図
ボイラー設備届出書（S49.8.6)　図面
・旧林業試験場の敷地等の所管換えについて（伺）（S48.3.5)土地総括台
帳、切図　長岡郡大津村岩崎
・登記嘱託について（S49.4.20)　登記嘱託書
・県立大津寮の一部用途変更について（伺）（S55.6.14)
委託先社会福祉法人高知県精神薄弱者育成会の車庫新設

要審査 無 無

R3-A-1717 営繕課 障害福祉課 S50
建第29号　県立子鹿園外構及び運動場整備工
事
建業社

工事の施行について（伺）県立子鹿園外構及び運動場整備工事（S51.3.3)　
実施設計書/図面
建設工事請負契約書（S51.3.5)/検査調書（S51.3.31）ほか

要審査 無 無

R3-A-1718
老人障害福祉
課

障害福祉課 S49,S50
建第29号　子鹿園整備に係る農道用水路関係
書類

・子鹿園改築に伴う仮園舎用地としての県立若草養護学校敷地の一部使用に
ついて（申請）
・子鹿園整備事業の追加工事について（依頼）エレベーター（図面）
・子鹿園整備事業に伴う農業用水路の移設について（依頼）（S49.3.25）　
県立子鹿園仮施設平面図
・児童福祉法による肢体不自由児施設「県立子鹿園」の用地取得について
（伺）（S49.6.12)　覚書（S49.7.22)/配置図/平面図/農道廃止申請　図面
・農業用水路の付替について（申請）（S51.3.8)　ほか

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1719
営繕課
老人障害福祉
課

障害福祉課 S49,S50,S51,S55
51　子鹿園施設整備　1プール新設工事　2外
構運動場整備工事　3浴室改造その他工事

①建27　県立子鹿園訓練用プール新設工事設計委託業務
設計の委託について（S51.2.6）設計図/設計業務委託契約書（S51.2.20）検
査調書（S51.3.11)
②建30県立子鹿園訓練用プール新築工事　岡本工務店
県立子鹿園訓練用プール新設工事の施行について（S51.3.10）
実施設計書/図面/建設工事請負契約書（S51.3.29）
③設25　県立子鹿園訓練用プール新設電気衛生設備工事　
工事の施行について（S51.3.10）実施設計書/図面
建設工事請負契約書（S51.3.28)/検査調書（S51.7.20）
④昭和50年度　子鹿園整備事業協議・申請・事業実績報告
国庫補助に伴う施設整備事業の協議について（伺）（S50.3.5)
昭和50年度社会福祉施設当施設整備費補助金の交付申請について
（S50.10.27）建築主体、電気設備、衛生暖房設計書・図面
昭和50年度児童福祉施設等整備計画適合承認及び児童福祉施設等施設整備費
国庫負担（補助）金交付決定通知書（S50.12.2)
昭和50年度児童福祉施設等施設整備費補助金の事業実績報告について
（S51.4.7)事業実績報告書（完成写真、図面）
⑤子鹿園浴室改造その他整備工事
工事の施行について（S55.5.27）実施設計書/図面
建設工事請負契約書（S55.6.23）　検査調書（S55.8.22）

要審査 無 無

R3-A-1720 障害福祉課 障害福祉課 S56 昭56　重度棟子鹿園国庫補助金関係

①子鹿園重度棟及び義肢製作所設計委託関係
・地質調査委託業務（S56.6.8）実施設計書/図面/設計業務委託契約書
（S56.7.3)
・県立子鹿園重度棟及び義肢製作所改築設備工事設計の委託について
（S56.6.8）設計業務委託契約書　（S56.6.16）
・県立子鹿園重度棟及び義肢製作所改築主体工事設計の委託について
（S56.6.8)　設計業務委託契約書（S56.6.16）
②昭56　子鹿園国庫補助申請書
昭和56年度児童福祉施設整備計画適合承認申請及び社会福祉施設等施設整備
費国庫負担金の交付申請につて（S56.10.26）
子鹿園重度棟及び義肢製作所改築主体工事、電気設備、衛生暖房設備、追加
工事実施設計書/図面
③昭56子鹿園国庫補助実績報告書
昭和56年度社会福祉施設当施設整備費補助金の事業実績報告について
（S57.4.3)
子鹿園重度棟及び義肢製作所改築主体工事、電気設備、衛生暖房設備、追加
工事実施設計書/図面/完成写真
④子鹿園（衛生暖房設備工事）　
子鹿園重度棟及び義肢製作所改築衛生暖房設備工事の施行について
（S56.10.15)　実施設計書/建設工事請負契約書（S56.11.16)

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1721 障害福祉課 障害福祉課 S55,S56 昭56　子鹿園重度棟改築支払関係

①施設整備協議（子鹿園）
昭和56年度における社会福祉施設整備協議書の提出について（S56.2.18）社
会福祉施設整備計画協議書/施設の配置図及び施設の経歴/施行前平面図・整
備の平面図
②子鹿園重度棟・義肢製作所
昭和56年度社会福祉施設等施設整備費補助金の交付申請について
（S56.10.26)　事業計画書/実施設計書（改築主体工事、改築電気設備工
事・追加工事、改築衛生暖房設備工事）/配置図/平面図/立面図
進ちょく状況報告
③子鹿園（主体工事）
子鹿園重度棟及び義肢製作所改築主体工事（S56.10.15）実施設計書/建設工
事請負契約書（S56.11.16)/検査調書（S57.3.30)
④子鹿園（電気設備工事）
子鹿園重度棟及び義肢製作所改築電気設備工事（S56.10.15)実施設計書/建
設工事請負契約書（S56.11.7)/検査調書（S57.2.20)
⑤子鹿園（冷暖房設備工事）
子鹿園重度棟及び義肢製作所改築冷暖房設備工事（S56.12.18）実施設計書/
図面/建設工事請負契約書（S57.1.23)/検査調書（S57.3.30)
③昇降機
子鹿園重度棟及び義肢製作所改築昇降機設備工事（S56.10.15)実施設計書/
図面/建設工事請負契約書（S56.11.19)/検査調書（S57.3.30)

要審査 無 無

R3-A-1722
営繕課
児童家庭課

障害福祉課 S40,S41,S50
昭51　子鹿園施設整備　51年度看護婦宿舎整
備　40年度重度棟整備

①建17　50　県立子鹿園看護婦宿舎建築工事　建業社
子鹿園看護婦宿舎建築主体工事の施行について（伺）（S50.10.16）
実施設計書/図面（仕様書、配置図、平面図、立面図ほか）/建築工事請負契
約書（S50.12.26)/検査調書（S51.3.31)
②設14　子鹿園看護婦宿舎建築電気設備工事　四国電業
子鹿園看護婦宿舎建築電気設備工事の施行について（伺）（S50.11.10）
実施設計書/図面（電灯コンセント設備、放送・電話・テレビ共聴設備、火
災報知器設備ほか）/建築工事請負契約書（S50.12.26)/検査調書
（S51.3.31)
③設第13号　子鹿園看護婦宿舎建築衛生暖房設備工事　北川設備
子鹿園看護婦宿舎建築衛生暖房設備工事の施行について（伺）
（S50.11.10）　実施設計書/図面（仕様書、配置図、平面図ほか）/建築工
事請負契約書（S51.1.6)/検査調書（S51.3.31)
④40子鹿園重度病棟関係書類綴
・昭和40年度社会福祉施設（重度肢体不自由児施設）整備費国庫補助協議に
ついて（S40.8.20）
・伺　重度病棟増設建築について（S40.11.17）図面
・公有財産の所属換えについて（S40.12.13）
・昭和40年度社会福祉施設整備費補助金の交付申請について（S41.1.14）設
計書/図面
・昭和40年度社会福祉施設整備費補助金の事業実績報告について（S41.4.5)　
完成図面/完成写真　ほか

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1723
老人障害福祉
課

障害福祉課 S49
49年度　肢体不自由児施設・子鹿園整備　国
庫補助事業

①昭和49年度社会福祉施設（子鹿園）整備
昭和49年度児童福祉施設整備計画適合承認申請及び児童福祉施設等施設整備
費国庫負担金の交付申請について（S50.3.5)　図面ほか
昭和49年度児童福祉施設等整備計画適合承認及び児童福祉施設等施設整備費
国庫負担金交付決定通知（S50.3.20)
昭和49年度社会福祉施設等施設整備費補助金の事業実績報告（S50.4.9）
施設整備費精算書/施設内容表/検査調書/建設工事請負契約書（写）
完成写真/図面

要審査 無 無

R3-A-1724 営繕課 障害福祉課 S56
子鹿園重度棟及び義肢製作所改築電気設備工
事　完成図

子鹿園重度棟及び義肢製作所改築電気設備工事　完成図
（工期着工S56.11.17～竣工S57.3.20）四国電設興業株式会社
仕様書、配置図/電灯・動力設備/幹線・冷暖房用電源設備/照明設備/誘導
灯・自動火災報知器設備ほか

要審査 無 無

R3-A-1725 営繕課 障害福祉課 S50
設第14号　子鹿園看護婦宿舎建築電気設備工
事　完成図

設第14号　子鹿園看護婦宿舎建築電気設備工事　完成図　
（着工S50.12.26～完成S51.3.31）

要審査 無 無

R3-A-1726 障害福祉課 障害福祉課 S53,S54,S55
54年度（難聴幼児通園センター）設備整備費
国庫補助金社会福祉施設等施設

①昭53　難聴幼児通園施設整備（施設協議）
社会福祉施設整備協議書/事業認定申請書（S54.2.5）/難聴幼児通園施設に
ついて/図面/新聞記事切抜（コピー）
大方生華園新築工事設計図
②昭和55年度社会福祉施設整備計画協議書（難聴幼児通園施設）障害福祉課
昭和55年度における社会福祉施設整備計画について（協議）（S55.2.16）/
変更協議（S56.1.12）/交付決定通知書（S56.3.26)/補助金調書（S56.4.28)
③昭54　社会福祉施設等施設整備費補助金交付申請書（難聴通園センター）
昭和54年度児童福祉施設整備計画適合承認申請及び社会福祉施設等施設整備
費国庫負担金の交付申請について（S54.8.31）事業計画書/予算書/配置図/
平面図/実施設計書（主体、衛生冷暖房設備、電気設備）
昭和54年度社会福祉施設等施設整備補助金に係る事業内容変更承認申請につ
いて（S55.2.25)
④昭54　社会福祉施設等施設整備費補助金事業実績報告書（難聴通園セン
ター）　昭和54年度社会福祉施設等施設整備費補助金の事業実績報告につい
て（S55.8.30）　図面/完成写真　ほか
⑤資料　難聴幼児通園センター関係　精神薄弱者施設「大方生華園」関係

要審査 無 無

R3-A-1727 営繕課 障害福祉課 S62
昭和62年度　県立子鹿園改修主体工事設計委
託(委24)キウチ建築設計事務所

子鹿園園舎改修の実施案について（S62.6.18）子鹿園園舎改修実施案（子鹿
園園舎改修委員会）平面図ほか
設計の委託について　委第24号　県立子鹿園改修主体工事設計委託
設計委託要項/平面図/委託契約書（S62.7.4）/検査調書（S62.9.14）

要審査 無 無

R3-A-1728 営繕課 障害福祉課 S62
昭和62年度　県立子鹿園改修設備工事設計委
託(委25)高知設備設計事務所

設計の委託について　委第25号　県立子鹿園改修設備工事設計委託
設計委託要項/平面図/委託契約書（S62.7.4）/検査調書（S62.9.16）

要審査 無 無

R3-A-1729 営繕課 障害福祉課 S52
県立子鹿園自動火災報知設備工事　完成図　
四国電業株式会社

県立子鹿園自動火災報知設備工事　完成図
（着工S52.2.8～完成S52.3.31）

要審査 無 無

R3-A-1730 障害福祉課 障害福祉課 S62
昭和63年度　社会福祉施設整備協議書　高知
県肢体不自由児施設高知県立子鹿園　大規模
修繕

子鹿園・本館の大規模修繕の厚生省協議にかかる理由書について
（S63.3.17）
理由書/昭和63年度社会福祉施設整備（負担金分）協議総括表（大規模修繕
分）/協議書/施設の配置及び施設の経歴/施行前平面図/施行後平面図
復命書（S63.3.9～11）　厚生省「昭和63年度社会福祉施設整備ヒアリング　
県立子鹿園大規模修繕」現況写真（コピー）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1731 障害福祉課 障害福祉課 S61,S62 昭和62年度　子鹿園舎改修計画　障害福祉課

子鹿園改修検討委員会・委員名簿、第1～7回検討委員会
子鹿園病棟及び勤務態勢等の見直しに伴う施設改修工事について
行政改革大綱への当面の対応交渉経緯（62.1.28）
子鹿園における病棟体制、勤務態勢等の見直しに伴う財政効果（S62.1.29）
昭和62年度当初予算歳出見積書（子鹿園）
子鹿園園舎改修実施案の提出について
園舎改修実施案（子鹿園園舎改修委員会）平面図/子鹿園園舎改修実施案・
骨子
昭62.6.16　子鹿沿海州委員会における課長の説明要旨
62.6.9　第13回委員会要旨/62.6.2改修検討委員かにおける課長説明・要旨/
手書きメモ

要審査 無 無

R3-A-1732 障害福祉課 障害福祉課 S63
昭和63年度　障害福祉施設整備協議書　高知
県肢体不自由児施設　高知県立子鹿園　大規
模修繕

昭和63年度社会福祉施設整備計画協議について（S63.2.26）肢体不自由児施
設　高知県立子鹿園大規模修繕
協議書/理由書/施設の配置図及び施設の経歴/施行前平面図/施行後平面図/
現況写真　ほか

要審査 無 無

R3-A-1733 障害福祉課 障害福祉課 S61,S63 昭和63年度　子鹿園改修整備計画

昭和63年度　子鹿園改修計画及び実施内容
昭和63年度子鹿園改修計画経費等一覧表
園舎改修実施案（子鹿園園舎改修委員会）平面図・展開図・断面図（第1訓
練棟、2病食堂、2病浴室、1・2病棟病室、ナースセンター・便所、図書・学
習室、遊戯治療室、指導員室・面接心理治療室、厨房、保育室、訓練室、洗
濯室、家事動作訓練室、資料室、作業療法室、母子訓練室、他）ほか
子鹿園改修運営委員会（概要）（63.8.26）
確認書（高知県福祉生活部長、高知県職労働組合書記長　S62.1.28）

要審査 無 無

R3-A-1734 障害福祉課 障害福祉課 S61 子鹿園施設整備（レントゲン装置）起債関係
昭和61年度年金積立金還元融資について（S61.6.3)
保健所等機械整備事業
資金運用部地方資金貸付先実地調査の実施について（S63.9.21）

要審査 無 無

R3-A-1735 障害福祉課 障害福祉課 S63 昭和63年度　子鹿園改修計画経費等一覧表

昭和63年度　子鹿園改修計画経費等一覧表
平面図・展開図・断面図（第1訓練棟、2病食堂、2病浴室、1・2病棟病室、
ナースセンター・便所、図書・学習室、遊戯治療室、指導員室・面接心理治
療室、厨房、保育室、訓練室、洗濯室、家事動作訓練室、資料室、作業療法
室、母子訓練室、他）ほか

要審査 無 無

R3-A-1736 障害福祉課 障害福祉課 S59
県立南海学園施設整備工事（電気設備工事）
設計図

県立南海学園施設整備工事（電気設備工事）
設計図連合・協和設計業務共同企業体（S59.5)
仕様書、配置図、変電設備・自家発電室・ポンプ室平面図、火災報知設備、
電灯・空調・火災報知器等設備（管理棟、生活女子棟、指導棟、講堂、サー
ビス棟）ほか

要審査 無 無

R3-A-1737 障害福祉課 障害福祉課 S59
県立南海学園施設整備工事（第1工区）設計
図

県立南海学園施設整備工事（第1工区）設計図
連合・協和設計業務共同企業体（S59.5)
仕様書、敷地配置図、平面図・立面図等（生活女子棟、管理棟、渡り廊下
棟、ポンプ室棟、サービス棟）、外構配置図ほか

要審査 無 無

R3-A-1738 障害福祉課 障害福祉課 S59
県立南海学園施設整備工事（機械設備工事）
設計図

県立南海学園施設整備工事（機械設備工事）設計図
連合・協和設計業務共同企業体（S59.5)
仕様書、給排水衛生設備配置図、給排水衛生設備平面図等（生活女子棟、管
理棟、生活男子棟、指導棟、講堂兼機能訓練棟、サービス棟、ポンプ室、浄
化槽）、空調設備配置図、空調設備平面図等（生活女子棟、管理棟、生活男
子棟、指導棟、講堂兼機能訓練棟、サービス棟）、ボイラー設備ほか

要審査 無 無

R3-A-1739 障害福祉課 障害福祉課 S60
昭和60年度　機第60号　県立南海学園施設整
備機械設備工事　竣工図　昭栄設備工業株式
会社

昭和60年度　機第60号　県立南海学園施設整備機械設備工事　竣工図
（工期着工S60.7.29～S61.2.28）
給排水衛生設備配置図、給排水衛生設備・空調設備竣工図（生活重度男子
棟、厚生棟、サービス棟、厨房、生活重度女子棟、学習棟）ほか

要審査 無 無
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R3-A-1740 障害福祉課 障害福祉課 S59
県立南海学園施設整備電気設備工事　完成図
書　(株)大東電機

県立南海学園施設整備電気設備工事　完成図書
（工期　自59.7.31～至60.3.20）　
照明設備、避難設備、AVシステム、放送設備ほか

要審査 無 無

R3-A-1741 障害福祉課 障害福祉課 S59
昭和59年度　機第14号　県立南海学園施設整
備機械設備工事　竣工図　昭栄・日東建設工
事共同企業体

昭和59年度　機第14号　県立南海学園施設整備機械設備工事　竣工図
（工期着工S59.8.8～竣工S60.3.20)
機器仕様書、給排水衛生設備配置図・系統図、給排水衛生設備平面図（生活
女子棟、管理棟、生活男子棟、指導棟、講堂棟、サービス棟）、浄化槽、空
調設備配置図、空調設備平面図（生活女子棟、管理棟、生活男子棟、指導
棟、講堂棟、サービス棟）ほか

要審査 無 無

R3-A-1742 障害福祉課 障害福祉課 H2
南海学園スプリンクラー設備工事　竣工図　
四国三和工業株式会社

南海学園スプリンクラー設備工事　竣工図　（工期着工H2.7.23～
H2.10.20）
完成図、機器完成図、機器取扱説明書ほか

要審査 無 無

R3-A-1743 障害福祉課 障害福祉課 S60
昭和60年度　電第9号　県立南海学園施設整
備電気設備工事　竣工図書

昭和60年度　電第9号　県立南海学園施設整備電気設備工事　竣工図書
（工期着工S60.7.29～竣工S61.2.28)
配置図、盤図、照明器具姿図、火災報知器、電灯設備図等（重度男子棟、厚
生等、サービス棟、重度女子棟、学習棟）ほか

要審査 無 無

R3-A-1744
老人障害福祉
課

障害福祉課 S51 昭和51ろうくすのき寮施設整備事業

昭和51年度民間心身障害児（者）収容施設整備費補助金の交付申請について
（S51.12.3)　ろうあ児施設くすのき寮　事業計画書/収支予算書/見積書
「ろうくすのき寮」新築工事
昭和51年度民間心身障害児収容施設整備費補助金の事業実績報告について
（S52.3.31）　図面/完成写真　検査調書（S52.3.5）

要審査 無 無

R3-A-1745

児童課
母子課
障害福祉課

障害福祉課 S40
(社)高知県盲ろうあ福祉協会
（許認可申請、財産処分等）No.1

財団法人高知県盲ろうあ福祉協会
・児童福祉施設設置認可について（S24.7.15)児童福祉施設（高知県盲聾唖
保護寮）設置要綱
・児童福祉施設設置認可について（S25.9.15)　児童福祉施設（わかふじ
寮）設置要綱/写真/施設付近略図/平面図/教職員写真/履歴書
・盲児施設くすのき寮の定員変更について（S30.5.10）（S29.2.1）
図面
・財団法人設立許可について（伺）（S31.10.1）　財団法人高知県盲ろうあ
福祉協会　　設立許可申請書（設立趣意書、事業計画書、寄附行為、財産目
録、履歴書　ほか
・盲ろう学校寄宿舎から盲ろうあ児施設への切換について（通知）
（S33.10.9)
・財団法人理事変更登記申請書（S37.2.5)　履歴書ほか
・児童福祉施設（盲児施設）の施設変更認可について（伺）（S39.4.28）　
新築移転　（封筒入り）図面
・基本財産担保提供承認申請について（伺）（S49.3.9)（S50.10.13）
社会福祉事業の用に供する不動産の証明について（伺）（S56.6.4)
（S57.4.14)

要審査 無 無
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R3-A-1746

児童家庭課
老人障害福祉
課
障害福祉課

障害福祉課 S40,S41,S42,S46,S49,S55
(社)高知県盲ろうあ福祉協会
（許認可申請、財産処分等）No.2

社会福祉法人高知県盲ろうあ福祉協会
・社会福祉法人設立認可申請の副申について（伺）（S40.9.1)
設立認可申請書　趣意書/定款/財産目録/事業計画書/平面図/財団法人高知
県盲ろうあ福祉協会解散届（S41.9.24)
・児童福祉施設（ろうあ児施設）の定員変更について（伺）（S41.3.19)
・定款変更認可について（S46.5.31）基本財産（わかふじ寮改築）処分承認
申請（S42.10.14）
・精神薄弱児施設付置並びにろうあ児施設わかふじ寮の定員変更認可につい
て（伺）（S46.3.26)　付置計画書/図面/履歴書（写真付き）
・定款変更認可申請進達について（伺）（S46.5.10）
・盲児施設くすのき寮の定員変更について（伺）（S46.6.28）
・社会福祉法人高知県盲ろうあ福祉協会定款変更認可申請について（伺）
（S47.1.31）精神薄弱児施設への切換/児童福祉施設（ろうあ児施設わかふ
じ寮）廃止認可について（伺）（S47.2.5 ）/児童福祉施設（精神薄弱児施
設わかふじ寮）設置認可について（伺）（S47.2.5)
・社会福祉法人高知県盲ろうあ福祉協会定款変更認可申請について（伺）
（S49.9.7)居室作業棟の整備にょる基本財産への編入
・社会福祉事業の甲に供する不動産の証明について（伺）（S55.6.9)

要審査 無 無

R3-A-1747 障害福祉課 障害福祉課 S55,S57,S58,S59
(社)高知県盲ろうあ福祉協会（就業規定等）　
ろうくすのき寮

・社会福祉事業の用に供する不動産の証明について（伺）（S55.4.22）登録
免許税法第4条第2項の規定による非課税証明願/社会福祉施設調書（ろうく
すのき寮）平面図
・知事感謝書簡について（伺）（S55.12.11）
・昭和55年度中四国盲ろうあ児施設長会、第28回中四国盲ろうあ児施設職員
研修会　研修資料
・くすのき寮の増築に伴う登録免許税法第4条第2項の規定による非課税証明
書の発行について（伺）（S58.10.11）位置図、平面図、敷地図
・昭和57年度お年玉付き郵便はがき寄附金配分の受入れについて（昭和57年
12月13日）
・老朽民間社会福祉事業施設整備費貸付金の償還一部免除の決定について
（S59.6.8）
・施設職員の定員変更の証明について（伺）（S59.5.7）ほか

要審査 無 無

R3-A-1748 障害福祉課 障害福祉課 S54,S55,S57,S58
(社)高知県盲ろうあ福祉協会（定款変更届
等）　盲くすのき寮

・社会福祉法人高知県盲ろうあ福祉協会定款/盲児施設くすのき寮職員就業
規則/管理規程/給与規程/経理規程/旅費規程/
・昭和54年度計画/昭和54年度運営方針/防災計画ほか
・昭和55年社会福祉事業功労者に対する厚生大臣表彰
・自動車保管場所使用承諾について（伺）（S57.6.10）
・住所表示変更届（S57.8.10）
・盲くすのき寮長の変更承認について（S58.7.1）
・（社）高知県盲ろうあ福祉協会定款変更届（くすのき寮の寮舎増築に伴う
基本財産増加）

要審査 無 無

R3-A-1749 障害福祉課 障害福祉課 S59,S60,H元,H2盲くすのき寮（財産処分申請等）

・盲児施設くすのき寮の概況報告について（S60.1.24）しおり
・盲精神薄弱者更生施設の設立についての陳情書（S59.9.11）（社）高知県
盲ろうあ福祉協会　設立計画概要
・精神薄弱者援護施設基準適合認定申請について（H元.9.16）
・くすのき寮の施設転換に伴う改装工事見積書（H元.11.1）平面図
・入所者にかかる障害状況調査について（H2.6.26）
・くすのき寮改修工事（案）図面
・精神薄弱者援護施設基準
・担当者手書きメモ

要審査 無 無
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R3-A-1750 障害福祉課 障害福祉課 S57,S58,S59,S60,S61,S62,S63,H元,H2盲ろう福祉会館運営委員会資料　他

・昭和57～平成2年度県盲ろう福祉会館運営委員会
事業報告、予算及び事業計画、施術料、会館目的外使用料、高知県視力障害
者協会教養室継続借り上げ、エイズ予防、平成元年度日盲社協ホーム部会総
会並びに研修会報告書ほか
・委員名簿、高知県盲ろう福祉会館管理規程

要審査 無 無

R3-A-1751 障害福祉課 障害福祉課 S60
財産台帳　（ろうくすのき寮）社会福祉施設
建設用地

社会福祉施設建設用地（高知市福井町字中平宗1595-1外）土地総括台帳/土
地明細台帳/登記簿謄本（字菖蒲田、字中平宗）/ろうあ児施設くすのき寮敷
地図/切り図/地積測量図

要審査 無 無

R3-A-1752
厚生課
母子課
障害福祉課

障害福祉課 S53
土地貸付契約書（北越前町県有地）盲くすの
き寮敷地

県財産の貸付契約の締結について（伺）（S38.6.3)県有土地無償貸与申請書
育児施設くすのき寮配置図、平面図
貸付契約書（高知市越前町字森ノ下）借受人財団法人高知県盲ろうあ福祉協
会（S38.7.1)
社会福祉法人高知県盲ろうあ福祉協会定款/盲児施設くすのき寮要覧
県有財産貸付について（S53.4.1)　貸付契約書（高知市越前町20番地）借受
人社会福祉法人高知県盲ろうあ福祉協会

要審査 無 無

R3-A-1753 障害福祉課 障害福祉課 S25～H3 財産台帳　南海学園
南海学園　土地総括台帳/土地明細台帳/登記簿謄本（S61.2.7）
建物総括台帳/建物明細台帳/工作物総括台帳/工作物明細台帳/建物配置図/
切図

要審査 無 無

R3-A-1754 障害福祉課 障害福祉課 S49,S55,S57,S59,S60,S61,S62財産異動報告　南海学園

・公有財産の取得について（報告）（S50.2.10）南海学園、小高坂更生セン
ター増築工事
・使用に耐えない建物の取りこわしについて（伺）（S55.8.13)南海学園女
子寮（白百合寮）学園見取図/写真/建物総括台帳/県有財産の異動報告
（S55.10.11）/登記嘱託
・行政財産の用途変更について（伺）（S57.4.1)　女子寮及び東寮舎を義務
教育終了児の学習棟に変更
・施設整備に伴う行政財産の新築、改造、用途変更及び行政財産の用途廃止
並びに取り壊し等について（伺）（S59.8.1)
改築：管理棟、生活棟（男子）、指導棟、講堂兼機能訓練棟新築：厚生棟　
現況図・平面図/計画図・平面図　　異動報告
・施設整備に伴う行政財産の新築、改造、用途変更及び行政財産の用途廃止
並びに取り壊し等について（伺）（S60.8.1)
改築：学習棟、生活棟、サービス棟、更衣室棟、新築：厚生棟
現況図・平面図/計画図・平面図　異動報告
・施設整備に伴う公有財産の取得及び行政財産の用途廃止について（伺）
（S61.1.6)　廃止：防火水槽、ボイラー、改修：囲障、新設：アスファルト
敷、自転車置き場、車庫棟等
・施設整備に伴う公有財産（工作物）の取得について（伺）（S61.6.10）ア
スファルト敷、遊具　異動報告
・施設整備に伴う建物の修繕について（伺）（S63.1.25）職業指導棟
・未登記県有地の登記に伴う分筆登記及び所有権移転登記について（伺）
（H2.7.17）
・南海学園敷地内への地区集会所建設用地の使用等について　陳情
（S63.2.16）

要審査 無 無

R3-A-1755 障害福祉課 障害福祉課 S59 県有地使用許可申請書

・行政財産の一部使用許可及び使用料の免除について（S60.11.1）
高知空港整備に係る吾岡山再カット工事用運搬道路としての使用許可
切図/使用許可申請書/覚書（S59.2.16　高知県高知空港整備事務所、南国
市、日本セメント(株)土佐工場、吾岡山周辺環境整備推進会）
・行政財産の一部使用許可及び使用料の免除について（伺）（H元.3.23）

要審査 無 無
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R3-A-1756 障害福祉課 障害福祉課 S55,S56 リハビリ（勤労体育館用地貸付）

土地使用貸借契約（写）（S56.3.25）吾川郡春野町内ノ谷北浅川（県、雇用
促進事業団）/勤労身体障害者体育施設の建設について（S55.9.25）勤労身
体障害者体育施設の設置運営に関する覚書（写）（S55.9.25）配置図勤労身
体障害者体育施設運営委託契約書（写）（S56.10.13)/

要審査 無 無

R3-A-1757 障害福祉課 障害福祉課 S48～H3
財産台帳　身体障害者リハビリテーションセ
ンター

身体障害者リハビリテーションセンター　土地総括台帳/土地明細台帳
建物総括台帳/建物明細台帳/工作物総括台帳/工作物明細台帳

要審査 無 無

R3-A-1758 障害福祉課 障害福祉課 S55 盲ろう福祉会館設置条例・施行規則

・高知県立盲ろう福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則の制定につ
いて（伺）（S55.6.25）
高知県会計規則の一部改正/県立盲ろう福祉会館の利用・使用許可及び使用
料徴収事務委託計画（素案）
・高知県立盲ろう福祉会館の設置及び管理に関する条例議案の6月県議会へ
の提出について（S55.6）
高知県立盲ろう福祉会館の設置及び管理に関する条例案要綱
「公の施設」としての管理に関する事項を定める

要審査 無 無

R3-A-1759 障害福祉課 障害福祉課 S40～H3
財産台帳（北越前町県有地）小高坂更生セン
ター　盲ろう福祉会館

1.盲ろう福祉会館敷地、2．県立小高坂更生センター敷地、財団法人高知県
盲ろうあ福祉協会（盲くすのき寮敷地）へ貸付　土地総括台帳/土地明細台
帳
建物総括台帳/建物明細台帳/電話加入権台帳
県有財産の異動報告について（S43.9.14）
越前町県有地と東隣境界の立合いについて　公図
・県有財産の所属替について（S43.9.20）旧ろうあ者共同作業所使用の電話
を小高坂更生センターに所属替え
・公有財産の取得について（S55.4.23)　盲ろう福祉会館の改築工事による　
配置図
・県有財産（高知県盲ろう福祉会館）の改築にともなう取りこわしについて
（伺）（S54.8.20）　建物評定調書/図面
・小高坂更生センター（図面）ほか

要審査 無 無

R3-A-1760 障害福祉課 障害福祉課 S54
高知県立盲ろう福祉会館の廃止改築にともな
う財産処分協議書

・国庫補助金の交付を受けた身体障害者福祉施設の廃止及び改築にともなう
財産処分の国への協議について（S54.6.18）建物評定調書/図面
・県立身体障害者更生指導所並びに盲ろう福祉会館の廃止、改築にともなう
財産処分協議書の再提出について（伺）（S54.8.7）
配置図/平面図/建物評定調書/建物現況写真/県立身体障害者リハビリテー
ションセンター整備計画等/施設の改築に伴う財産処分協議書
・身体障害者更生援護施設の財産処分承認通知書（S54.11.29）
・身体障害者更生援護施設の財産処分について（報告）（S54.12.24）
高知県盲ろう福祉会館解体撤去工事写真

要審査 無 無

R3-A-1761 障害福祉課 障害福祉課 S53
（永年）小高坂更生センター管理運営委託契
約　障害福祉課

昭和53年度身体障害者授産施設「高知県立小高坂更生センター」の管理委託
契約の締結（S53.4.1)　受託者：社会福祉法人小高坂更生センター　　委託
契約書（S53.4.1)

要審査 無 無

R3-A-1762 障害福祉課 障害福祉課 S52 小高坂センター委託料　契約
昭和52年度身体障害者授産施設「高知県立小高坂更生センター」の管理委託
契約の締結（S52.4.1)　受託者：社会福祉法人小高坂更生センター　　委託
契約書（S52.4.1)

要審査 無 無

R3-A-1763 障害福祉課 障害福祉課 S59,S63 小高坂更生センター定款変更

・社会福祉法人小高坂更生センターの定款変更認可申請について（伺）
（S59.7.5)　事業内容の明記、理事定数の変更及び常務理事の設置、新定款
準則に準じる改正
・社会福祉法人小高坂更生センターの定款変更認可申請について（伺）
（S63.7.20)　「地方公共団体の施行機関が国の機関として行う事務の整理
及び合理化に関する法律」による社会福祉法人の認可権限知事に委任された
ことによる変更

要審査 無 無

227 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1764 障害福祉課 障害福祉課 S53
昭和53年度身体障害者リハビリテーションセ
ンター施設整備費補助金実績報告

昭和53年度社会福祉施設等施設整備費補助金の事業実績報告について
（S54.1.24）県立リハビリテーションセンター施設整備費
訓練棟、更生宿舎棟
第2期主体工事実施設計書/第1回変更設計書/第2期電気設備工事実施設計書/
第2期衛生空調設備工事実施設計書/図面/完成写真

要審査 無 無

R3-A-1765 障害福祉課 障害福祉課 S54
54県立身体障害者リハビリテーションセン
ター施設整備費補助金実績報告

昭和54年度社会福祉施設等施設整備費補助金の事業実績報告について
（S55.4.10）県立リハビリテーションセンター施設整備費
重度授産宿舎棟、授産棟、機能回復訓練棟、外構
第3期主体工事実施設計書/第3期電気設備工事実施設計書/第3期衛生空調設
備工事実施設計書/図面/完成写真

要審査 無 無

R3-A-1766 障害福祉課 障害福祉課 S43,S54,S55,S56
財産異動報告（廃止）身体障害者更生指導所
児童福祉モデルキャンプ場

・塀垣の取得について（S43.6.18）身体障害者更生指導所　塀垣数量図面
・県有財産の用途廃止ならびに取りこわし（普通財産）について（伺）
（S54.4.2）高知県立身体障害者更生指導所の建物処分　図面/県有財産の異
動報告
・行政財産の用途廃止、用途変更及び建物等のとりこわし処分について
（伺）（S56.11.1)　身体障害者更生指導所を取壊し子鹿園用地に変更　位
置図/配置図/建物明細台帳/県有財産の異動報告
・公有財産の取得について（報告）（S55.4.22）
児童福祉モデルキャンプ場（国際児童年記念児童福祉モデルキャンプ場整備
工事）香美郡香北町吉野　図面/県有財産の異動報告（S56.4.1)

要審査 無 無

R3-A-1767 障害福祉課 障害福祉課 S56
社会福祉法人　カルスト会　設立・認可関係
資料

・社会福祉法人「梼原町身体障害者福祉会」設立認可申請書に係る知事副申
について(伺）（S56.8.25)　副申書　申請書　趣意書/定款/設置及び管理に
関する条例/委託契約書/事業計画書/履歴書/「梼原みどりの家」諸規程
・身体障害者療護施設「梼原みどりの家」開設届書の提出について
（S57.3.31）

要審査 無 無

R3-A-1768 障害福祉課 障害福祉課 S56
社会福祉法人　安芸市身体障害者福祉会　設
立・認可関係書類

・社会福祉法人安芸市身体障害者福祉会設立認可申請書に係る知事副申につ
いて(伺）（S55.10.4)
副申書　総括的意見/　申請書　趣意書/定款/設置及び管理に関する条例/委
託契約書/事業計画書/履歴書/施設建設計画書（身体障害者通所授産施設
「安芸市立ワークセンター」）/図面　ほか
社会福祉法人安芸市身体障害者福祉会の設立認可について（S56.2.28 )

要審査 無 無
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R3-A-1769 障害福祉課 障害福祉課 S51,S53,S54,S55,S56,S57,S58,S60,S61,S62,S63（福）県精神薄弱者育成会　№1

（社）高知県精神薄弱者育成会
・昭和51年度　県立施設への入場料免除についてのお願い
・昭和53年度　「愛のひとしずく運動」後援承認　趣意書/保護義務者がな
い精神障害者にかかる障害福祉年金等の管理について/決算書
・昭和54年度　第16回精神薄弱者愛護月間実施要綱/かがみの育成園（運営
機構、年間指導計画書
・昭和55年度　年金に関連しての報告等/社会福祉事業実施従事者功績表彰
対象者について
・昭和56年度　新聞記事（「障害者の年金を流用？」）/定款変更届（事務
所所在地の変更）定款/登記簿謄本
・昭和57年度　県立大津寮長の給与格付け/事務所（県社会福祉会館）改築
に伴う仮事務所への変更届/かがみの育成園の定数変更（図面）
・昭和58年度定款変更（中村通勤寮の設置運営、社会福祉センター開設に伴
う事務所移転、新定款準則に基づく諸規程整備）　変更認可申請書/定款/一
部変更認可/登記簿謄本
中村通勤寮長選任に係る承諾について
・昭和60年度　重度棟の設置、精神薄弱者援護施設の基準適合認定（重度棟
改築工事設計図）ほか/定款変更認可（食堂・寄宿舎改築、訓練棟新築、図
面）/昭和60年度要覧
・昭和61・62年度　基本財産処分/精神薄弱者援護施設基準適合認定
・昭和62年度　入所者死亡に関する顛末書/基本財産処分承認（事務所、寄
宿舎増改築）/定款変更/設置届変更/昭和62年度要覧/基本財産処分承認（作
業棟撤去）
昭和63年度　施設長変更届

要審査 無 無

R3-A-1770
母子課
厚生課

障害福祉課 S31,S36,S37,S38
社会福祉法人　登記関係書類　知的障害者育
成会設立認可

①社会福祉法人高知県精神薄弱者育成会　1
財団法人設立認可について（伺）（S31.9.28）
財団法人高知県精神薄弱児育成会　申請書（S31.9.28）趣意書/寄附行為/歳
入歳出予算/精神薄弱児事後補導施設「しらゆり学園」への入園案内/履歴書
・寄附行為の一部変更認可について（伺）（S36.6.19）変更認可申請書　
「精神薄弱児」→「精神薄弱者」
・法人名義変更について（S37.12.1)新「社会福祉法人高知県精神薄弱者育
成会」
・精神薄弱児施設の設置認可の内議について（伺）「白百合園」
・児童福祉施設（精神薄弱児施設）新設認可について（伺）（S37.9.15）
「かがみの学園」
②財団法人の解散について　財団法人高知県精神薄弱児育成会（S38.6.28）
③社会福祉法人高知県精神薄弱者育成会
社会福祉法人設立認可申請副申書（S37.8.16）総括的所見/調書/認可申請書
④財団法人の寄附行為変更認可について（伺）（S37.3.28)名称変更
⑤社会福祉法人の定款の一部変更認可について（S38.5.31）（S38.7.10）基
本財産の施設面積の訂正
⑥社会福祉法人の登記完了届について（進達）（S38.7.10）2部
⑦社会福祉法人の基本財産担保提供承認申請について（S38.7.21）ほか

要審査 無 無

R3-A-1771 障害福祉課 障害福祉課 S60
社会福祉法人　さくら福祉事業会　設立・認
可関係書類

・社会福祉法人「さくら福祉事業会」設立認可申請書の提出について（伺）
（S60.9.24）副申書　設立認可申請書（趣意書/定款/設置及び管理に関する
条例/委託契約書/事業計画書/履歴書/施設建設計画書（さくら福祉事業所）
/図面/建設予定地写真/諸規程　ほか
・社会福祉法人さくら福祉事業会の設立認可について（通知）（S61.1.21）
・社会福祉法人さくら福祉事業会の設立について（進達）（S61.3.31）

要審査 無 無
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R3-A-1772 障害福祉課 障害福祉課 H8,H12,H16高吾北事務組合　湖水園　№2
知的障害者入所更生施設　湖水園　施設長の変更について（H8.6.28）
（H12.4.27)（H12.10.13）(H16.7.29）

要審査 無 無

R3-A-1773 障害福祉課 障害福祉課 S62～S63 高吾北事務組合　湖水園　№1

・精神薄弱者福祉法第16条第3項の規定による精神薄弱者援護施設の基準適
合認定について（伺）（S63.4.1)　高吾北広域町村事務組合立精神薄弱者更
生施設（入所施設）湖水園　　申請書　配置図/図面/運営方針/設置条例ほ
か
・精神薄弱者重度棟の指定について（伺）（S63.4.1）図面
・精神薄弱者更生施設の設置について（伺）（S63.4.1)

要審査 無 無

R3-A-1774 障害福祉課 障害福祉課 S61,S62
社会福祉法人定款変更認可申請書　檮原町身
体障害者福祉会

社会福祉法人梼原町身体障害者福祉会定款変更認可申請について（伺）
（S61.12.8）　履歴書/梼原ふじの家諸規程/工事設計書/図面
社会福祉法人の定款の一部変更認可について（通知）（S62.4.16）
社会福祉法人梼原町身体障害者福祉会
目的の条文、在宅老人デイサービスセンター「梼原ふじの家」受託経営及び
身体障害者の更生相談事業の追加

要審査 無 無

R3-A-1775 障害福祉課 障害福祉課 H元
元年度　精神薄弱者更生施設おおなろ園重度
棟施設整備

・平成元年度社会福祉施設当施設整備費補助金交付申請書の提出（H
元.8.28）
おおなろ園申請額算出内訳/事業計画書/予算書/部屋別面積表/平成元年度精
神薄弱者更生施設おおなろ園重度棟建築、機械設備、電気設備ほか設計書/
配置図/平面図
・平成元年度社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費負担（補助）金の事
業実績報告について（伺）（H2.4.5)　事業実績報告書
・平成元年度社会福祉施設設備整備費国庫補助金交付申請書の提出（H
元.10.11）　設備整備（初度設備）、屋内消火栓設備
平成元年度社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費国庫負担（補助）金交
付決定通知書（H元.11.1）/追加交付決定通知書（H2.2.28）
・事業実績報告書　ほか

要審査 無 無

R3-A-1776 障害福祉課 障害福祉課 H元 H2春の叙勲候補者の推薦
平成2年春の叙勲候補者の推せんについて（伺）（H元.9.4）
功績調書（精神薄弱者福祉の向上）/履歴書/施設の規模等及び事業概況調書　
ほか

要審査 無 無

R3-A-1777
障害福祉課
障害保健福祉
課

障害福祉課 H13,H15,H16,H17,H18,H20高知県在宅障害者支援事業補助金交付要綱

・高知県障害者地域生活支え合い事業費補助金交付要綱（H13)/平成15～17
年度高知県健康福祉の地域づくり総合支援事業費補助金交付要綱
・高知県在宅障害者支援事業費補助金交付要綱及び各事業実施要領の制定に
ついて（伺）（H18.5.9）
高知県健康福祉の地域づくり総合支援事業費補助金の組み替え（案）につい
て
高知県在宅障害者支援事業費補助金交付要綱（案）/高知県重度身体障害
児・者福祉機器給付等実施要領/高知県障害児長期休暇支援事業実施要領/高
知県障害児・者地域支え合い支援事業実施要領/高知県発達障害児・者支援
事業実施要領
・高知県在宅障害者支援事業費補助金交付要綱及び補助対象事業実施要領の
改定について（伺）（H21.3.13）

要審査 無 無

R3-A-1778 障害福祉 障害福祉 21 平成21年度工賃倍増5か年計画

・平成19～23年度までの5か年計画の改訂及びその経緯
・受給者証の交付を受けている人が利用できる事業所一覧
・プラン策定の趣旨等を始めとした総論、事業所等の取り組みを始めとした
各論、アンケート調査結果を始めとした各資料
・5か年計画対象事業所一覧
・成長力底上げ戦略（基本構想）
・工賃水準ステップアップ事業の成果を踏まえた提言
・工賃倍増5か年計画支援事業実施要項

要審査 無 無

230 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1779 障害福祉 障害福祉 21 工賃実績報告及び公表（平成20年度）

・平成20年度工賃月額の実績
・地域別最低賃金の全国一覧
・施設別工賃の状況、実績の比較
・施設別利用者1人あたり平均工賃・平均売上月額実績比較
・障害者施設における平均工賃（H20年度）の公表について
・実雇用率、法廷雇用率達成企業の割合及び工賃実績
・平成20年度工賃実績報告書

要審査 無 無

R3-A-1780 障害福祉課
障害保健支援
課

S62S63
規則一部改正　施設入所者費用徴収　昭和
62・63年度まで

費用徴収制度の改正に伴う認定申請、改正に伴う保護者への周知、規則の一
部改正、徴収金基準額の改定等

要審査 無 無

R3-A-1781 障害保健支援 障害保健支援 26
平成25年度　障害者施設受注促進等広報資材
作成委託業務（公募型プロポーザル）

・プロポーザル実施に関するガイドライン及び諸条件と各書式
・プロポーザルに関する企画提案書
・広報資材作成委託業務の契約締結に向けた協議について
・平成26年度人権啓発資料法務大臣表彰受賞作品の決定について

要審査 無 無

R3-A-1782
母子課
児童家庭課
県民生活課

児童家庭課 S35,S36,S37,S38,S43,S45,S46,S51,S52,S53,S54児童遊園設置認可

・児童福祉施設（児童遊園）の設置認可について（伺）
認可申請書（設置計画書/設備計画書/設置条例案/運営管理方法/実測図/位
置図/図面/写真　ほか）
田野町立中央児童遊園（S45.8.4）/奈半利町立六本松児童遊園（S47.1.27）
/宿毛市立手代岡児童遊園（S51.4.1）/南国市立東部児童遊園（S54.7.1）/
南国市立第五児童遊園（S51.4.1）/南国市西部第二児童遊園（S38.5.11）/
（南国市）前浜児童遊園（S43.7.11）/南国市立西部第1児童遊園
（S36.10.3）/室戸市立上段児童遊園地（S54.4.1）/（室戸市）都呂児童遊
園地・行当児童遊園地（S53.5.18）/（室戸市）大谷児童遊園地
（S52.8.15）/（室戸市）吉良川児童遊園地（S51.4.1)/（高知市）江ノ上
西・宮の端・東久万・朝倉南横町・松田町児童遊園（S43.9.4)
・児童厚生施設（児童遊園）の設置認可について（伺）　土佐山田町児童遊
園（S35.9.19）/高知市河ノ瀬児童遊園（S37.5.31)/高知市朝倉児童遊園
（S36.10.24）

要審査 無 無

R3-A-1783
県民生活課
児童青少年課
児童家庭課

児童家庭課 S48～61 児童遊園　館設置認可（1／3）

・児童福祉施設（児童館）の設置認可について（伺）
認可申請書（設置計画書/予算書/条例案/設計書/平面図等図面/写真/施設長
及び職員の履歴書・資格証明　ほか
南国市立南児童館（S48.8.1）/安芸市児童センター（S54.5.1）/室戸市立羽
根児童館（S41.5.24）/高知市立小高坂児童センター（S60.5.28）/高知市西
山児童センター（S59.4.1）/高知市南横児童センター（S58.4.1）/高知市河
ノ瀬児童センター・小石木児童センター（S58.3.28）/高知市介良児童セン
ター（S55.10.1）/高知市朝倉児童センター(S54.5.1）/高知市長浜児童館
（S53.10.1）/高知市一宮児童館（S52.9.26）
・児童福祉施設（児童館）休止承認について（伺）室戸市立羽根児童館
（S59.3.30）（S60.4.1）（S61.5.14）
・児童厚生員の認定について（伺）（S59.4.1)履歴書

要審査 無 無

R3-A-1784 児童青少年課 児童家庭課 Ｓ59,S60,S61,S62,S63,H元高知県青少年問題協議会（任免関係）

・高知県青少年問題協議会委員・幹事の解嘱及び委嘱・任命について（伺）
高知県青少年問題協議会委員・幹事の委嘱換えについて（伺）
（任期S60.2.1～62.1.31）（任期S62.2.1～64.1.31）（任期H元.2.1～
H3.1.31）
委員名簿/幹事名簿/高知県青少年問題協議会条例/人事異動通知書・第35回
～第36回”社会を明るくする運動”

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1785
児童課
母子課
児童家庭課

児童家庭課 S26,S28,S29,S38,S46財団法人同朋会愛護会

・養護施設設置認可（S26.5.9）　斗賀野村児童福祉協会白蓮寮　
・養護施設白蓮寮変更承認（S29.1.18）　建物、定員変更/（S30.3.25）建
物、定員、職員変更/（S31.4.1)本寮を分寮に統合増築、定員減員変更
・財団法人設立認可について（S38.11.11)設立認可申請書　
・児童福祉施設経営移管認可について（伺）（S38.12.14）児童福祉施設経
営移管認可申請書
・寄付行為の一部変更認可について（伺）（S46.12.13）白蓮寮の新築移転

要審査 無 無

R3-A-1786 児童青少年課 児童家庭課 S63,H元,H2,H3,H4,H5児童福祉審議会・議事録　S63～

・昭和63～平成4年度児童福祉審議会
議事録、委員名簿　里親認定、里親等家庭養育運営要綱の制定（S63厚生
省）、児童福祉行政事業概要
・平成5年度　高知県児童福祉審議会（保育部会）　無認可保育施設実態調
査について

要審査 無 無

R3-A-1787 児童家庭課 児童家庭課 S45,S46,S47,S48,S49,S50,S51,S52,S53,S54児童福祉審議会委員等任免関係綴

・高知県児童福祉審議会委員の委嘱ならびに幹事及び書記の任免について
（伺）（S45～S54）
高知県児童福祉審議会運営規程
・高知県精神薄弱者（児）福祉対策協議会の解散ならびにこれに伴う委員の
解任及び児童福祉審議会臨時委員の委嘱（任命）について（伺）
（S56.3.25）/高知県児童福祉審議会運営規定の一部改正について（伺）
・児童福祉審議会臨時委員の委嘱（解嘱）について（伺）（S46）青少年の
健全育成に関する事項（かみしばい等の健全化）の調査に関する臨時委員
・高知県幼児教育振興対策協議会委員の推薦について（S47）
・高知県児童福祉審議会の臨時委員（有害図書等の審査並びに推奨に関する
事項の調査審議）の委嘱（S53）
・児童福祉法の一部改正に伴う児童福祉審議会委員の取扱いについて
（S53）委員及び臨時委員から関係行政機関職員の除外

要審査 無 無

R3-A-1788 児童青少年課 児童家庭課 S63,H元,H2,H3,H4,H5児童福祉審議会　任命関係　S63～

・高知県児童福祉審議会委員の委嘱について（伺）（S63～H5）
・高知県児童福祉審議会幹事の任免及び委嘱・解嘱並びに書記の任免につい
て（伺）（S63～H5）

要審査 無 無

R3-A-1789 児童青少年課 児童家庭課 S63,H元,H2,H3,H4,H5児童福祉審議会　開催通知等　S63～

・高知県児童福祉審議会の開催について（通知）（S63～H5）
議事進行/部長あいさつ/決定事項/里親認定委員会諮問、答申
・平成5年度高知県児童福祉審議会　議事録
・高知県児童福祉審議会保育部会の開催について（通知）（H5)　議事進行
・功績資料（S63 )

要審査 無 無

R3-A-1790
児童家庭課
児童青少年課

児童家庭課 S55,S56,S57,S58,S59,S60,S61,S62児童福祉審議会　任命関係

・高知県児童福祉審議会委員の委嘱並びに幹事及び書記の任免等について
（伺）（S55～S62）
・保育に関する事項の調査審議に関する高知県児童福祉審議会の臨時委員の
委嘱（S55)

要審査 無 無

R3-A-1791 児童青少年課 児童家庭課 S57,S58,S59,S60,S61,S62児童福祉審議会　開催通知等　57～62

・高知県児童福祉審議会の開催について（通知）（S57～S62）
議事進行/部長あいさつ/決定事項
・高知県児童福祉審議会保育部会の開催について（通知）（S58)　会議資料
・”社会を明るくする運動”実施結果報告について（S58、59、S61）
・中央児童福祉審議会推薦ならびに特別推薦文化財について（S62）

要審査 無 無
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R3-A-1792
児童家庭課

児童家庭課 S41,S42 高知県児童福祉審議会議事録

・高知県児童福祉審議会の開催について（S41,S42）委員名簿
児童福祉審議会保護育成部会の開催について（S41.8.29）育成部会委員名簿
・高知県児童福祉審議会施設部会の開催について（S42.1.24）施設部会委員
名簿/里親認定に関する諮問書（S42.1.31）/里親の認定について
（S41.12.23）里親登録に関する調書/審議会施設部会概要（S42.1.31 )
・児童福祉審議会の開催について（S42.4.19）委員名簿
里親認定に関する諮問書（S42.5.1)/里親登録に関する調書/高知県児童福祉
審議会　昭和42年5月1日
・高知県児童福祉審議会における質問j事項に対する回答（成人映画につい
て（成人映画関係のポスター、スチール写真）/
・高知県福祉保護審議会保護育成部会の開催について（S42）審議会保護育
成部会概要（S42.8.12）/審議会議事録（S43.2.23）
・審議会概要（S43.3.21）、

要審査 無 無

R3-A-1793 児童青少年課 児童家庭課 S50,S51,S52,S53,S54,S55,S56,S57,S58,S59厚生大臣表彰　50～60

昭和50年～60年社会福祉事業功労者に対する厚労大臣表彰の推薦について
（伺）(S50.9.25）
推せん調書/履歴書/戸籍謄本
厚生大臣表彰要綱/厚生大臣表彰候補者名簿/民生委員及び児童委員表彰規則
の制定について（S36.3.8）厚生省
社会福祉事業功労者に対する厚生大臣表彰受章者の決定について

要審査 無 無

R3-A-1794 児童青少年課 児童家庭課 S61,S62,S63,H元,H2,H3,H4,H5,H6,H7厚生大臣表彰　61～

・昭和62～平成7年度社会福祉事業功労者に対する厚生大臣表彰について
厚生大臣表彰要綱/推薦調書
昭和62～平成6年度年度社会福祉事業功労者に対する厚生大臣受彰者の決定
について
社会福祉施設の長及び社会福祉事業団関係者、社会福祉事業施設従事者、福
祉事務所等職員　
・養護事業従事者に対する厚生大臣表彰候補者の推薦について（S61、H3)
養護事業従事者に対する厚生大臣表彰実施要領、履歴書
・厚生統計功労者功績表彰について（H元）
・保育事業従事者に対する厚生大臣表彰について

要審査 無 無

R3-A-1795 児童青少年課 児童家庭課   S56～59S57,S58,S59,S60叙位・叙勲　S56～6059

・昭和58年春の藍綬褒章受章候補者の内申について（伺）（S57.9.1）
功績調書、履歴書、褒章審査票、在職証明書ほか）
昭和58年春の黄綬褒章及び藍綬褒章受章者の内定について（H58.3.7）
受章者名簿（厚生省）/褒章条例により褒章の賜与について（S58.4.5 )
・昭和59年春の叙勲候補者の推せん（伺）（S58.8.25）
叙勲及び賜杯候補者推せん要領 （功績調書、履歴書、ほか）
昭和59年春の叙勲及び賜杯受章者の内定について（H59.3.26）
受章者名簿（厚生省）/勲章受章者の拝謁について/昭和59年春の叙勲の伝達
について（S59.4.27）
・叙勲受章者候補者数の調査について
・昭和60年春の叙勲について（S60.4.27）
・昭和60年秋の叙勲候補者の推せんについて（S60.2.7）
（功績調書、履歴書、ほか）
昭和60年秋の叙勲について（S60.10.29）

要審査 無 無
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R3-A-1796
生活婦人課

こども課
児童家庭課 S60,S61,H12昭和61年　秋の叙勲候補者推薦資料

・昭和61年秋の叙勲及び賜杯候補者の推せんについて（通知）（S61.1.14）
功績調書/社会福祉事業施設長・団体関係被表彰候補者推薦調書/履歴書/団
体の規模及び事業概況等調/叙勲審査票
昭和61年秋の叙勲及び賜杯受章者の内定について（S61.9.30）/知事祝辞原
稿
・功績調書の作成について（H12.9.26）　こども課

要審査 無 無

R3-A-1797 生活婦人課 児童家庭課 S62 昭和62年　叙勲候補者推薦資料
・死亡叙勲の候補者の推薦について（伺）（S62.8.31）

功績調書/履歴書/団体の規模及び事業概況等調ほか
要審査 無 無

R3-A-1798 生活婦人課 児童家庭課 S59,S60,S62,S63第39回社会福祉大会 －63年度－

・県社会福祉大会における知事表彰選考基準/資料：大会表彰・感謝状等該
当者数/（参考）過去5年間の表彰状況/民生委員、社会福祉事業関係者、優
良民生委員協議会、優良市町村職員、優良母子家庭・寡婦家庭、市町村母子
相談員/福祉事務所推薦進達（S59.10.4）/市町村母子相談員表彰資料
（S59.9.29）
・経費支出伺（S60.9.30）第36回高知県社会福祉大会における知事表彰受賞
者に対する記念品
表彰候補者推薦調書/高知県社会福祉事業関係者知事表彰要綱

・第39回高知県社会福祉大会の開催について（S63.4.5）高知県社会福祉協
議会/昭和63年度高知県社会福祉大会（第39回）第2回運営委員会の開催につ
いて（S63.8.15）/高知県社会福祉大会における「被表彰者」審査委員会開
催について（S63.9.13）　「第38回高知県社会福祉大会　S62.10.6・7」/大
会運営委員
・昭和62年度社会福祉施設・新設・増改築状況調（生活婦人課）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1799

児童課
母子課
児童家庭課
児童青少年課

児童家庭課 S23,S24,S27,S38,S39,S40,S41,S43,S44S49,S50,S52,S53,S54,S55,S59,S60,S61,S63,H2,H3,H5,H7助産施設基本台帳 永久保存

①助産施設設置認可申請書　N0.1
・児童福祉施設（助産施設）の設置認可について（伺）伊野町母子健康セン
ター（S41）/大月町助産所（S44）
・助産施設への入所措置のための委託契約の締結について（伺）　県立宿毛
病院（S52）/県立西南病院（S59）
②助産施設設置認可申請書　No.2
・児童福祉施設（助産施設）の設置認可について（伺）土佐市立産院
（S50)/本山町立嶺北中央病院（S49）/仁淀地区国民健康保険組合病院
（S49）/十和村母子健康センター（S38）/西土佐母子健康センター（S40）/
梼原村立助産所（S38）
・児童福祉施設（助産施設）廃止承認及び同施設認可について（伺）
（S60）（新築移転による）西土佐村立助産所
③助産施設　変更申請書等・契約書
・宿毛病院の助産施設の運用等に関する契約の締結（S53）/県立中央病院へ
助産施設設置に伴う運用（伺）（S53）
大月町（S44）/梼原村立助産所（S39）/中村市（S53）/十和村立母子健康セ
ンター（S39）/宿毛病院（S53）/高知県立中央病院（S54）/農協総合病院
（S60）
・児童福祉施設（助産施設）廃止承認について（伺）
伊野町母子健康センター（S55）/高知助産所（S39）/大月母子健康センター
（S61）/梼原町母子健康センター助産施設（H7）/十和村母子健康センター
（H2）
・休止届　十和村母子健康センター（S61）/西土佐村立助産所（S63、H3、
H5)
④（封筒入り）助産施設設置認可について（伺）高知市立産院（S27）/財団
法人基督教婦人矯風会助産所（S23）/高知助産所（S24）
⑤児童福祉施設（助産施設）の設置認可について（伺）（S43）吾川村母子
健康センター
⑥助産施設参考資料　施設班
・助産施設問題への対処について（伺）（S50）　助産施設の増設について
・県立中央病院、県立安芸病院、県立宿毛病院に開設する助産施設の措置等
について（S52～53）　日本母性保護医協会
・児童福祉法（第22条）の措置に係る医療の給付に関する費用の請求事務の
簡素化（一本化）の実施について（S54）

要審査 無 無

R3-A-1800 児童家庭課 児童家庭課 S45～50 叙位・叙勲　S45～50

・高知県社会福祉協議会会長表彰　働く少年表彰　
・昭和45年世帯更生賞及び世帯更生資金貸付業務担当職員表彰
・感謝状の贈呈について（伺）（S46.5.24）
・紺綬褒章等の授与について（案）（S39.9.3）
・厚生大臣表彰被表彰候補者の推せんについて（伺）（S45.9.1）
・社会的貢献者（一般功労者）（（財）競艇記念日本顕彰会）の推せんにつ
いて（S46）　
・朝日賞受賞者候補者の推せんについて（伺）（S45）
・知事表彰　（S43)、（S45) 、（S46）、（S49）
・職員表彰内申
・昭和47年藍綬褒章/昭和48年春/昭和48年秋/昭和50年秋

要審査 無 無

R3-A-1801 児童家庭課 児童家庭課 S51,S52,S54,S55,S56,S57叙位・叙勲　S51～56

叙勲等候補者の推薦について
昭和51年秋/昭和52年春/昭和52年秋/昭和55年春/昭和56年春/昭和56年秋/昭
和57年春

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-1802 生活婦人課 児童家庭課 S61,S62,S63社会福祉大会　61～63

高知県社会福祉大会運営委員会（委員名簿他）
昭和61～63年度（第37回～第39回）高知県社会福祉大会における知事表彰
社会福祉事業関係者、優良母子寡婦家庭、母子家庭優良児童、父子家庭優良
児童、市町村母子相談員

要審査 無 無

R3-A-1803 児童家庭課 児童家庭課 S43 児童福祉法施行二十周年記念表彰関係

・児童福祉法施行20周年記念事業による知事表彰について（S43.10.2)
児童福祉法施行20周年記念表彰要綱/児童福祉法施行20周年記念表彰者選考
基準/推薦調書
・児童福祉法施行20周年記念事業による知事表彰について（S43.10.21）
被表彰者名簿
・児童福祉法施行20周年記念による表彰式（S43.10.30）記念写真

要審査 無 無

R3-A-1804
児童家庭課
児童青少年課

児童家庭課 S55,S55,S56,S57,S58S59,S60,S61,S62児童福祉審議会　議事録　S55～H元

・高知県児童福祉審議会議事録　委員名簿
(S55.6.16）（S56.9.25）（S57.3.29)（S57.7.23)（S58.1.31）
（S58.7.18）（S59.1.11）（S59.6.12）（S60年度）（S61.6.12）
（S62.618）
審議会運営規定の一部改正について/各部会構成員の決定/里親の認定/青少
年有害図書の審議方法/今後の保育行政のあり方/養護行政について/高知県
青少年保護育成条例の改正（有害図書・がん具等の規制強化）/保育と幼稚
園の適正配置/いじめ問題/白滝の自然王国/非行問題・中途退学者問題

要審査 無 無

R3-A-1805 厚生援護課 児童家庭課 H元 社会福祉大会表彰

平成元年度（第40回）高知県社会福祉大会における知事表彰について（伺）
（H元.8.18）
候補者推薦書
優良母子家庭・寡婦家庭、母子家庭の優良児童、市町村母子相談員
「第40回高知県社会福祉大会」（H元.10.18・19）（冊子コピー）

要審査 無 無

R3-A-1806

生活婦人課
児童家庭課
長寿社会政策
課

児童家庭課 S51,S52,S53,S56,S57,S59,S61,S63,H元,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9,H13表彰関係

候補者の推薦及び受章者の決定等
・昭和51、56年、61年（売春防止法制定30周年記念）、平成3年（婦人保護
事業35周年記念）、8年（婦人保護事業40周年記念）度婦人保護事業功労者
に対する厚生大臣表彰並びに感謝状　
　
・昭和52年度母子福祉事業功労者（団体）に対する厚生大臣表彰並びに感謝
状
・昭和53、59、平成元～6年度社会福祉事業功労者に対する厚生大臣表彰
母子相談員、社会福祉事業施設長・社会福祉事業団体関係者、社会福祉事業
施設従事者
・昭和57、63年度高知県表彰規則（婦人保護事業）による表彰
・平成9年度高知県表彰規則（社会福祉・保健衛生）による表彰
・昭和59年優良民間社会福祉施設・団体に対する御下賜金について
・昭和61年秋の叙勲について（S61.10.29）　
・総理招待「福祉・更生関係ボランティアの集い」（H2)
・平成2、7年度母子・寡婦福祉事業功労者に対する厚生大臣感謝状
・平成14年春の外国人叙勲候補者の推薦について（H13.10.3）

要審査 無 無

R3-A-1807 児童家庭課 児童家庭課 H26 平成26年度児童福祉審議会

・高知県児童福祉審議会委員、幹事及び書記の委嘱について（H26.6.12）
/高知県児童福祉審議会規則/委員名簿/組織図/部会の概要/里親認定委員会
運営規程/こども支援専門委員会運営規程/児童虐待検証部会運営規程/
・高知県児童虐待死亡事例検証委員会の提言への取組状況
・高知県児童福祉審議会総会（H26.7.30）議事概要/配付資料
・施設部会（H26.9.18）　議事概要/家庭的養護推進計画（素案）/原案
（H26.12.11）
・里親認定委員会（H26.11.6)　（H27.2.12)議事概要/答申

要審査 無 無
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ファイル名 ファイルの概要
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区分
複製物の
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電子データの

有無

R3-A-1808
幼保支援課
こども課

児童家庭課 H16 平成16年度新米ママ応援事業

・市町村説明会　
新米ママ応援事業実施要項/事業概要及び事業効果/「高知のこどもをどう育
てるかを考える会」政策の流れ/「新米ママ応援事業」相談機関委託につい
て/平成16年度当初予算知事査定/子育てバックアップ推進事業（新米ママ応
援事業、胎児期からの育成支援事業）こうちプレマｎｅｔ）/携帯電話を用
いた子育て支援について（(株)ＮＴＴドコモ四国）
ＣＤ（平成15年度新米ママ応援事業）

要審査 無 無

R3-A-1809 幼保支援課 児童家庭課 H16 平成16年度新米ママ応援事業委託業務

・新米ママ応援事業システム開発委託の施行伺い及び公報登載について
（H16.7.5）
招請公告/「新米ママ応援事業」システム開発提案依頼書
・新米ママ応援事業システム開発業者選定委員会（H16.8.17）
企画提案書/審査票/評価結果報告書/議事録/選定実施要領/システム基本仕
様書
・平成16年度新米ママ応援事業システム開発委託業務契約書（H16.9.8)
・新米ママ応援事業相談業務委託先（日本助産師会高知県支部）との協議
請書（新米ママ応援事業におけるメールマガジン情報の作成及び相談業務委
託）/計画書/業務完了報告書/業務実績
・フロッピーデスク2枚（新米ママ応援事業メルマガコンテンツ　パソコン
用・携帯用/更新分パソコン用・携帯用）

要審査 無 無

R3-A-1810 児童家庭 児童家庭 H26
Ｈ26　高知県更生保護事業功労者表彰、社会
貢献青少年表彰

・厚生保護制度施行65周年記念高知県大会（冊子）
・平成26年度功労保護司知事感謝状受賞候補者一覧
・表彰状原稿（写し）
・功労被表彰候補者調書
・保護区別保護司現況表

要審査 無 無

R3-A-1811 生活婦人課 児童家庭課 S26S27S28S29S30S31S32S33S34S35S36S37S38S39S40

①昭和26年度　社会福祉教育資金貸付金元帳
②母子福祉資金の貸付等に関する法律
③昭和26～40年度　高知県社会福祉教育資金
貸付者台帳

①各、保証人を記載した貸付元帳の綴り
②母子福祉資金の貸付等に関する法律冊子
③各、教育資金償還台帳（須崎市、中村市、香美郡、高岡郡、南国市、土佐
市、中村市、安芸郡、長岡郡、吾川郡、幡多郡、県外）

要審査 無 無

R3-A-1812 児童家庭課 児童家庭課 S47S48S50

①昭和47・48年度　市町村母子相談員　母子
係
②昭和50年度　母子相談員関係綴
③昭和55年度　市町村母子相談員研修会テキ
スト

①市町村母子相談員の委嘱及び報償費の支出、市町村母子相談員設置要綱、
市町村母子相談員推薦書綴り
②母子家庭医療費公費負担制度、はまゆう創刊号～第3号（写し）、昭和50
年度市町村母子相談員研修会テキスト、昭和47年母子世帯実態調査表、市町
村母子相談員名簿（S46～48）
③昭和55年度市町村母子相談員研修会テキスト

要審査 無 無

R3-A-1813 こども課 児童家庭課 S54
県立児童相談センター本館棟建築主体工事設
計図

・県立児童相談センター本館棟建築主体工事関係図面
・高知市大津

要審査 無 無

R3-A-1814 こども課 児童家庭課 S58
昭和58年度　希望が丘学園寮舎改築建築主体
工事

・希望ヶ丘学園寮舎改築建築主体工事関係図面 要審査 無 無

R3-A-1815 こども課 児童家庭課 S36
昭和36年度　社会福祉法人　高知県福祉事業
財団

・養護施設愛童園の設置認可
・児童福祉施設（養護施設）新設認可
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-1816 こども課 児童家庭課 S41
昭和41年度　社会福祉法人　鎌倉保育園高知
支部

・昭和41年度収支予算書・事業計画書・園舎工事経過報告書
・昭和40年度事業報告書並びに収入支出決算報告書
・児童福祉施設（若草園）の定員変更
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-1817 こども課 児童家庭課 S44
昭和44年度　社会福祉法人　聖心愛子会高知
支部

・児童福祉施設（乳児院）施設変更
・乳児施設聖園ベビー・ホーム施設変更認可申請書
・関係図面

要審査 無 無
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R3-A-1818 こども課 児童家庭課 S57S58S59S60S61S62S63H元
昭和57～平成元年度　分園方式による児童処
遇

・昭和58,59,61,63年度グループホーム（分園）実施報告書
・分園方式（グループホーム）による措置児童の処遇運営継続承認申請書
・家屋の見取図及び家屋内の写真
・分園方式（コミュニティグループホーム）による実験的児童養護展開の提
言書
・分園方式による措置児童の処遇計画の承認
・昭和53年新しい社会的養護計画に向かって－要養護児童をめぐるコミュニ
ティ・サービス展開の方策－

要審査 無 無

R3-A-1819 こども課 児童家庭課 S32 昭和32年度　若草園　児童福祉施設新設認可

・児童福祉施設新設認可
・若草園設置認可申請書
・関係図面
・家屋の写真

要審査 無 無

R3-A-1820 こども課 児童家庭課 S59 昭和59年度　南海少年寮　日本自転車振興会

・補助金の額の確定後の監査に関する監査実施
・高知県児童福祉施設整備（民間団体等補助）事業費補助金交付要綱
・養護施設南海少年寮の老朽化に伴う改築についての陳情書
・事業の概要
・現施設の現況写真
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-1821 こども課 児童家庭課 S59 昭和59年度　南海少年寮　施設整備

・補助金検査調書兼確定書
・事業実績報告書
・関係図面
・南海少年寮の外観・内観写真
・昭和59年度養護施設施設整備事業に係る工事完成（確認）検査の依頼
・昭和59年度高知県児童福祉施設整備費補助金の交付申請書
・高知県児童福祉施設整備（民間団体等補助）事業費補助金交付要綱

要審査 無 無

R3-A-1822 こども課 児童家庭課 S59
昭和59年度　南海少年寮　社会福祉事業振興
会

・市町村補助金分担一覧表
・社会福祉事業振興会の資金借入申込
・資金借入申込書
・補助事業の補助金交付決定通知

要審査 無 無

R3-A-1823 少子対策課 少子対策課 H24,H25 H25　少子化対策推進本部（こどもプラン）

・平成24年度第1回少子化対策推進本部会議の次第及び会議録等（平成24年
10月15日開催）
・平成24年度第1回高知県少子化対策推進本部幹事会の次第及び概要等（平
成24年6月21日開催）
・平成25年度第1回高知県少子化対策推進本部幹事会の次第等
・平成25年度少子化対策推進本部会議の次第及び会議録等（平成25年10月28
日開催）
・他、こうちこどもプラン（後期）目標事業量平成24年度進捗状況報告、平
成24年度少子化対策の取組等

要審査 無 無
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R3-A-1824 少子対策課 少子対策課 H26
平成26年度高知県少子化対策推進県民会議
（総会）

・高知県少子化対策推進県民会議の委員の委嘱替えについて（H26）　委員
名簿/設立趣意書/規約
・平成26年度第1回高知県少子化対策推進県民会議総会（H26.11.5）　次第
（取組状況、少子化の現状、関連施策、取り組みの方向性）/資料（次代を
担う「人づくり」に向けた少子化対策の抜本強化、平成26年度高知県県民世
論調査中間報告、「家族の幸せフォトコンテスト」募集チラシ、「高知家
あったか家族フェア」チラシ、「婚活中の人が読む本」、「高知の出会いと
結婚応援団」イベント開催マニュアルほか）議事概要、
・平成26年度第2回高知県少子化対策推進県民会議総会（H27.3.20）　次第
（活動報告、関連施策、高知県次世代育成支援行動計画、活動計画）/資料
（応援宣言に対する取組実績、高知県次世代育成支援行動計画（改定版）、
子育て応援の店協賛事業所募集チラシ、乳幼児検診チラシ　ほか）議事概要
・平成23年度第3回高知県少子化対策推進県民会議総会（H26.3.19）　次第
（活動報告、関連施策、活動計画）/資料（構成団体の応援宣言、次世代育
成支援認証企業一覧、こうち出会い応援団登録団体一覧、「ワークライフバ
ランス・ケーススタディー」、婚活サポートパンフレット　ほか)議事概要

要審査 無 無

R3-A-1825 少子対策課 少子対策課 H24
24～　子ども・子育て支援会議（条例制定）
①

・平成24年度高知県児童福祉審議会総会の次第等（平成24年7月20日開催）
・子ども・子育て支援に関する他県からの照会、問い合わせ等（子ども・子
育て関連3法の施行に伴う都道府県の対応等に関する調査（山梨県）等）
・子ども・子育て支援新制度にかかる関係課連絡会議（第2回）、部長協
議、知事協議等、検討資料
・平成25年3月議会に係る高知県子ども・子育て支援会議設置条例議案の法
制審議会への付議について
・「子ども・子育て会議」に関する全国保育協議会他からの要望、知事訪問
(平成25年2月14日）等
・常任委員会・特別員会における審議の概要（平成25年3月21日開催）

要審査 無 無

R3-A-1826 少子対策課 少子対策課 H24 高知県子ども・子育て支援会議　設置関係

・法制審議会「高知県子ども・子育て支援会議設置条例議案」についての議
事内容等
・「子ども・子育て会議」に関する全国保育協議会他からの要望、知事訪問
（平成25年2月14日）
・他、子ども・子育て会議に関する協議内容等

要審査 無 無

R3-A-1827 少子対策課 少子対策課 H26
高知県子ども子育て支援事業支援計画　意見
募集

・高知県子ども・子育て支援事業計画（案）の意見公募について
・意見書

要審査 無 無

R3-A-1828 少子対策課 少子対策課 H26
H26　H27　地域少子化対策強化交付金交付要
綱

・地域少子化対策強化交付金交付要綱の制定について（平成26年4月3日から
適用）
・地域少子化対策強化交付金交付要綱の一部改正について（平成27年度事業
から適用）

要審査 無 無
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R3-A-1829 少子対策課 少子対策課 H19,H20 20少子化対策推進県民会議

・第１回高知県少子化対策推進県民会議（仮称）設立準備会（平成19年12月
6日開催）の次第等
・第2回高知県少子化対策推進県民会議（仮称）設立準備会（平成20年1月16
日開催）の次第等
・高知県少子化対策推進県民会議（仮称）設立総会（平成20年2月14日開
催）の次第等
・高知県少子化対策推進県民会議（高知であい・子育て応援会議）平成20年
度第1回総会（平成20年4月21日開催）の次第等
・高知県少子化対策推進県民会議（高知であい・子育て応援会議）平成20年
度第2回総会（平成20年9月16日開催）の次第等
・高知県少子化対策推進県民会議第1～８回子育て応援部会の次第及び概要
等
・高知県少子化対策推進県民会議第１～５回であいのきっかけ応援部会の次
第及び概要等

要審査 無 無

R3-A-1830 少子対策課 少子対策課 H19,H20 高知県少子化対策推進県民会議　少子化対策

・高知県少子化対策推進県民会議（仮称）設立総会（平成20年2月14日開
催）に関する起案等（開催通知、次第等会議資料、知事レク資料、知事あい
さつ、会長あいさつ、議事録等）
・子育てを支える「家族・地域のきずな」フォーラム高知大会（H20.2.23開
催）に関する起案等（高知県少子化対策推進県民会議会長あいさつ、配付資
料）
・高知県少子化対策推進県民会議平成20年度第1回総会（平成20年4月21日開
催）に関する起案等（事前調査、開催通知、次第等会議資料、会長レク資
料、議事録等）
高知県少子化対策推進県民会議平成20年度第2回総会（平成20年9月16日）に
関する起案等（開催通知、次第等会議資料、議事概要、議事録等）
・高知県少子化対策推進県民会議における少子化対策の取組宣言について
・高知県少子化対策推進県民会議構成団体の「応援宣言」の取組状況等につ
いて
・少子化対策推進県民会議2部会（第1回）（であいのきっかけ応援部会（平
成20年5月27日開催）、子育て応援部会（平成20年5月26日開催））に関する
起案等（開催通知、次第等）
・少子化対策推進県民会議2部会（第2回）（であいのきっかけ応援部会（平
成20年6月26日開催）、子育て応援部会（平成20年6月30日開催））に関する
起案等（開催通知、次第、会議概要等）
・少子化対策推進県民会議2部会（第3回）（であいのきっかけ応援部会（平
成20年7月31日開催）、子育て応援部会（平成20年7月30日開催））に関する
起案等（開催通知、会議概要等）
・少子化対策推進県民会議2部会（第4回）（であいのきっかけ応援部会（平
成20年8月21日開催、子育て応援部会（平成20年8月25日開催））に関する起
案等（開催通知、会議概要等）
・少子化対策推進県民会議子育て応援部会（第5回）（平成20年9月25日開
催）に関する起案等（開催通知等）
・少子化対策推進県民会議子育て応援部会（第6回）（平成20年12月5日開
催）に関する起案等（開催通知、次第、会議概要等）

要審査 無 無
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R3-A-1831 少子対策課 少子対策課 H21
H21年度高知県少子化対策推進県民会議（総
会）

・少子化対策に関する各団体の「応援宣言」の取組状況等について
・平成21年度第1回高知県少子化対策推進県民会議総会（H21..5.19）　次第
（少子化の現状と取り組み/関連施策/活動報告、関連施策、活動計画）/資
料（であい・子育て応援宣言、子育て応援の店チラシ及び一覧表ほか）議事
概要し
・平成21年度第2回高知県少子化対策推進県民会議総会（H21.10.20）　次第
（こうち出会い応援団制度、子育て応援の店、広報の充実、ワーク・ライ
フ・バランス推進に関するアンケート結果、こうち子育て応援フォーラム
2009、こうちこどもプラン（後期計画）/資料（子育て応援の店一覧表、子
育て広報誌サンプル、Kプラスサンプル、企業誌掲載の素材ほか）議事概要
・平成21年度第3回高知県少子化対策推進県民会議総会（H22.3.24）　次第
（活動報告、関連施策、活動計画、こどもプラン（後期計画））/資料
（ワーク・ライフ・バランス推進に関するアンケート結果及び取組事例、こ
どもプラン（後期計画）概要版、、各団体会報誌記事、であい・子育て応援
宣言ほか）/議事概要
・各団体の広報媒体の状況について、県民会議HP

要審査 無 無

R3-A-1832 少子対策課 少子対策課 H22
H22年度高知県少子化対策推進県民会議（総
会）

・応援宣言のリニューアルについて（H22.4.20）
・高知県少子化対策推進県民会議の委員の委嘱替えについて（H22）　委員
名簿/設立趣意書/規約
・平成22年度第1回高知県少子化対策推進県民会議総会（H22.11.2）　次第
（少子化の現状、取組状況、活動計画、こうちこどもプランの進捗状況）/
資料（子どもを産み育てやすい環境づくり、子ども・子育て新システムの基
本制度要綱、ほか）

要審査 無 無

R3-A-1833 少子対策課 少子対策課 H23
平成23年度高知県少子化対策推進県民会議
（総会）

・高知県少子化対策推進県民会議の委員の委嘱替えについて（H23）　委員
名簿/設立趣意書/規約
・平成23年度第1回高知県少子化対策推進県民会議総会（H23.4.22）　次第
（活動報告、関連施策、活動計画）/資料（取り組み、関連予算、子育て応
援の店協賛事業所、こうち出会い応援団ほか）
・平成23年度第2回高知県少子化対策推進県民会議総会（H23.10.26）　次第
（少子化の現状、取組状況、取り組みの方向性）/資料（日本一の健康長寿
県構想、こうち子育て家庭応援事業、「仕事と生活の調和～ワーク・ライ
フ・バランス」、こうち出会い応援団募集チラシ、「高知の子育てを応援す
る情報誌おおきくなあれ」　ほか）/部長挨拶/議事概要
・平成23年度第3回高知県少子化対策推進県民会議総会（H24.3.19）　次第
（活動報告、関連施策、活動計画）/資料（構成団体の応援宣言、子育て応
援キャンペーン、子育て応援の店、こうち出会い応援団募集チラシ、婚活サ
ポートパンフレット、「高知の子育てを応援する情報誌おおきくなあれ」　
ほか）/部長挨拶/議事概要
・広報資料

要審査 無 無

R3-A-1834 少子対策課 少子対策課 H24 平成24年度少子化対策推進県民会議（総会）

・少子対策にかかる応援宣言の見直しについて（H24.4.5)
・高知県少子化対策推進県民会議の委員の委嘱替えについて（H24）　委員
名簿/設立趣意書/規約
・平成24年度第1回高知県少子化対策推進県民会議総会（H24.11.12）　次第
（取組状況、取り組みの方向性）/資料（子育て応援キャンペーン関連グッ
ズ、子育て応援の店PRカード、次世代育成支援認証企業一覧、こうち出会い
応援団案内チラシ、婚活サポーターパンフ、こうち出会いのきっかけ応援サ
イト・メールマガジンほか）/部長挨拶/議事概要

要審査 無 無
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R3-A-1835 少子対策課 少子対策課 H25
平成25年度高知県少子化対策推進県民会議
（総会）

・高知県少子化対策推進県民会議の委員の委嘱替えについて（H25）　委員
名簿/設立趣意書/規約
・平成25年度第1回高知県少子化対策推進県民会議総会（H25.4.24）　次第
（活動報告、関連施策、活動計画）/資料（構成団体の応援宣言、子育て応
援キャンペーンキャラクターグッズ、次世代育成支援認証企業パンフ、こう
ち子育て応援の店ガイドブック、子育て支援推進事業費補助金募集チラシ、
婚活サポーターパンフ、こうち出会いのきっかけ応援サイト・メールマガジ
ンほか）
・平成25年度第2回高知県少子化対策推進県民会議総会（H25.11.11）　次第
（少子化の現状、取組状況、関連施策、取り組みの方向性）/資料（次世代
育成支援認証企業パンフ及び「両立ライフのケーススタディー」、こうち子
育て応援の店募集チラシ、子育て支援推進事業費補助金募集チラシ、出会い
と結婚を応援するリーフレット「高知で恋しよ」　ほか）議事概要
・平成23年度第3回高知県少子化対策推進県民会議総会（H26.3.19）　次第
（活動報告、関連施策、活動計画）/資料（構成団体の応援宣言、次世代育
成支援認証企業一覧、こうち出会い応援団登録団体一覧、「ワークライフバ
ランス・ケーススタディー」、婚活サポートパンフレット　ほか）議事概要

要審査 無 無

R3-A-1836 少子対策 少子対策 21 出会いのきっかけ交流会実施委託業務

・テレビＣＭ　絵コンテ
・第二回開催概要及び結果
・委託業務に関する仕様書
・実施スケジュール
・ＨＰのトップページ（案）
・チラシ、ポスターの原本
・各入札者の提案書

要審査 無 無

R3-A-1837 少子対策 少子対策 26
平成26年度　子ども・子育て支援　新制度　
国正式通知綴

・実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
・多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱
・改正法令一覧表
・子ども・子育て支援法の一部の施行等について
・子ども・子育て支援新制度の施行に伴う私立学校退職金団体の退職手当資
金給付事業のと利扱いについて

要審査 無 無

R3-A-1838 少子対策 少子対策 26
平成26年度　子ども・子育て支援　支援計画　
市町村1

・子ども・子育て支援計画（室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿
毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市、東洋町）
・子ども・子育て支援事業計画書（高知市、南国市、宿毛市、土佐清水市、
四万十市、東洋町）

要審査 無 無

R3-A-1839 少子対策 少子対策 26
平成26年度　子ども・子育て支援　支援計画　
市町村2

・子ども・子育て支援事業計画書（奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬
路村、芸西村、本山町、大豊町、土佐町、大川村、いの町、仁淀川町、中土
佐町、佐川町、越知町、檮原町、日高村、津野町、四万十町、大月町、三原
村、黒潮町）

要審査 無 無

R3-A-1840 少子対策 少子対策 26
第3回高知県子ども・子育て支援会議（Ｈ
26．6．16）

・高知県子ども・子育て支援会議議事録の確認について
・高知県子ども・子育て支援会議の資料について
・市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出等のた
めの手引き
・子ども・子育て支援法（目次～附則）
・地域子育て支援拠点事業
・地域子ども・子育て支援新制度について

要審査 無 無
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R3-A-1841 少子対策 少子対策 26
第4回高知県子ども・子育て支援会議（Ｈ
26．9．16）

・子ども・子育て支援会議についての意見
・市町村調査等の結果について
・子どもの育ちをめぐる現状
・次世代を担う「人づくり」に向けた少子化対策の抜本強化（資料）
・子ども・子育て支援事業支援計画の骨子（案）と会議の論点（資料）
・地域子育て支援拠点事業利用者支援事業（資料）
・こうちこどもプラン（後期計画）に基づく取り組みについて（資料）

要審査 無 無

R3-A-1842 少子対策 少子対策 26
第5回高知県子ども・子育て支援会議（Ｈ
26．11．13）

・子ども・子育て支援会議委員からの意見に対する「高知県子ども・子育て
支援事業支援計画（原案）」への反映状況
・子ども・子育て支援事業支援計画（原案）
・保育の量の見込み、提供体制の確保の内容及びその実施時期
・子ども・子育て支援会議委員からの意見

要審査 無 無

R3-A-1843 少子対策 少子対策 26
第6回高知県子ども・子育て支援会議（Ｈ
27．1．19）

・量の見込みと確保方策について
・子ども・子育て支援会議委員からの意見に対する「高知県子ども・子育て
支援事業支援計画（最終案）」への反映状況
・子ども・子育て支援事業支援計画（最終案）、（素案）

要審査 無 無

R3-A-1844 少子対策 少子対策 26 26　四国少子化対策会議

・四国少子化克服戦略（案）
・四国連携プロジェクト及び各県プロジェクト
・シニア子育てサポーター育成事業委託業務仕様書
・四国4県連携事業計画書
・地方創生のための提言書
・国への提言（案）に対する事務局会メンバーの意見について
・四国における少子化の現状等について
・高知県における少子化対策について（資料）
・今後の四国における少子化対策の方向性（案）について
・高知県子育て支援施策　主な事業の概要
・「四国少子化対策推進会議（仮称）」のイメージとそれに対する意見の集
約結果
・少子化関連データ
・少子化対策に関する中間報告書

要審査 無 無

R3-A-1845
地域福祉政策
課

福祉指導課 H25 H25　生活困窮者自立促進支援モデル事業

・平成25年度セーフティネット支援対策等事業費補助金「生活困窮者自立促
進支援モデル事業」の協議について（高知県、須崎市、土佐清水市）及び厚
生労働省社会・援護局地域福祉課長からの内示
・平成25年度9月補正の概要及び資料（セーフティネット支援対策等事業費
補助金交付要綱等）、生活困窮者自立促進支援モデル事業スケジュール
・その他、厚生労働省からの生活困窮者支援制度等に関する資料

要審査 無 無

R3-A-1846 福祉指導課 福祉指導課 H26
平成26年度　生活困窮者自立促進支援モデル
事業

・平成26年度生活困窮者自立促進支援モデル事業等に係る特別対策事業計画
の事前調整について
・平成25年度緊急雇用創出事業臨時特例交付金（住まい対策拡充等支援事業
分）による「生活困窮者自立促進支援モデル事業」等に係る特別対策事業計
画の事前調整（交付金配分協議）について（高知市、室戸市、安芸市、南国
市、土佐市、須崎市、土佐清水市、香南市）及び厚生労働省社会・援護局地
域福祉課長からの承認
・「生活困窮者自立支援制度施行円滑化特別対策事業」に係る特別対策事業
計画の事前調整（追加交付金配分協議）について（南国市）及び厚生労働省
社会・援護局地域福祉課長からの承認

要審査 無 無

R3-A-1847 福祉指導 福祉指導 22
平成22年度介護保険指導監査№1　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　㈱みのり（訪問介護・

介護給付明細書、サービス提供票等 要審査 無 無

R3-A-1848 福祉指導 福祉指導 22
平成22年度介護保険指導監査№2　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　㈱みのり（訪問介護関

介護給付明細書、サービス提供票等 要審査 無 無
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R3-A-1849 福祉指導 福祉指導 22

平成22年度介護保険指導監査№3　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　㈱みのり（訪問介護・
居宅介護支援関係書類）

介護給付明細書、サービス提供票等 要審査 無 無

R3-A-1850 福祉指導 福祉指導 22

平成22年度介護保険指導監査№1　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　㈲明和総合サービス（訪問介
護関係書類）

介護給付明細書、サービス提供票等 要審査 無 無

R3-A-1851 福祉指導 福祉指導 22

平成22年度介護保険指導監査№2　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　㈲明和総合サービス
（訪問介護・居宅介護支援関係書類）

介護給付明細書、サービス提供票等 要審査 無 無

R3-A-1852 福祉指導 福祉指導 22

平成22年度介護保険指導監査№3　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　㈲明和総合サービス（居宅支援
関係書類）

介護給付明細書、サービス提供票等 要審査 無 無

R3-A-1853 福祉指導 福祉指導 23
監査書類・監査資料　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　有限会社身新健①

介護給付明細書、サービス提供票等 要審査 無 無

R3-A-1854 福祉指導 福祉指導 23
監査書類・監査資料　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　有限会社身新健②

介護給付明細書、サービス提供票等 要審査 無 無

R3-A-1855 福祉指導 福祉指導 23

監査書類・監査資料　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　有限会社身新健③　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

介護給付明細書、サービス提供票等 要審査 無 無

R3-A-1856 福祉指導 福祉指導 23
監査書類・監査資料　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

介護給付明細書、サービス提供票等 要審査 無 無

R3-A-1857 文化振興課 文化振興課 S54 国土利用計画法違反事案　歴民館
・南国市岡豊町八幡馬屋床における国土法違反事案の告発について（昭和54
年10月9日）
・国土法違反事案の処理について（S54.7．5）

要審査 無 無

R3-A-1858 文化振興課 文化振興課 S54
南国市　岡豊城後国指定条件整備
国土利用計画法違反事案（告発）

・南国市岡豊町八幡馬屋床における国土法違反事案の告発について（昭和54
年10月9日）
国土利用計画法違反事案について（告発）（昭和54年10月9日）
・昭和54年7月27日（金）土地対策協議会検討事項

要審査 無 無

R3-A-1859 文化振興課 文化振興課   S59S60S61

歴史民俗資料館雑文書
・県立歴史民俗資料館の土佐山田町への設置
について
・課税の特例（岡豊山）

・課税の特例（岡豊山）　昭和59年11月
・県立歴史民俗資料館及び歴史公園建設に係る事業計画の概要について
（伺）（昭和59年9月27日）　
・昭和60年度　歴史民俗資料館用地整備工事測量、設計、積算委託業務　
・昭和58年度　県立歴史民俗資料館空中写真撮影図化　用地測量委託業務実
施設計書
・59年度　歴史民俗資料館周辺整備工事（概算）設計書
・高知県立歴史民俗資料館建設に伴なう展示特殊設計業務に関する推薦者に
ついて（昭和62年1月23日）

要審査 無 無

R3-A-1860 文化振興課 文化振興課 S62 高知県立歴史民俗資料館建築主体工事
『高知県立歴史民俗資料館建築主体工事　昭和63年3月31日』
案内図・配置図/平面図/立面図/断面図/矩形詳細図/平面詳細図　ほか
冊子成果物

要審査 無 無

R3-A-1861 文化振興課 文化振興課 S62
昭和62年度地第4号高知県立歴史民俗資料館
地質調査委託業務

昭和62年度地第4号高知県立歴史民俗資料館地質調査委託業務　報告書　
位置平面図/調査概要/地形・地質概要/調査結果及び考察：調査ボーリング/
コア写真/現場記録写真/調査位置平面図/地質推定断面図

要審査 無 無

R3-A-1862 文書学事課 文化振興課 S51 県民文化ホール設立関係　諸規程
財団法人県民文化ホール設立関係
文化施設管理運営の方針
県民文化ホールの設置及び管理に関する条例及び同施行規則

要審査 無 無

R3-A-1863
文化施設建設
事務所

文化振興課 S51 文化施設管理運営の基本方針について
・文化施設管理運営の基本方針について
・文化施設の管理運営にかかる覚書の交換について

要審査 無 無
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R3-A-1864 文書学事課 文化振興課 S49
49設第28号文化施設建設衛生給排水空気調和
設備工事　消火施工図
県民文化ホール

49設第28号文化施設建設衛生給排水空気調和設備工事　消火施工図 要審査 無 無

R3-A-1865 文書学事課 文化振興課 S51
県民文化ホール建設に係る契約綴　生活婦人
課

県有財産無償貸付契約書（昭和51年10月30日）
覚書、高知市立中央公民館建築設計民館建設業務委託契約書　ほか

要審査 無 無

R3-A-1866 文書学事課 文化振興課  S49S50 県民文化ホール建設費関係綴　生活婦人課
県民文化ホール建設関係予算見積書、起債計画書
（昭和50年度、51年度）

要審査 無 無

R3-A-1867 文書学事課 文化振興課 S51
県民文化ホール備品購入に係る契約綴　生活
婦人課

県民文化ホール備品購入費負担金支出について（昭和52年3月29日）
備品購入費負担割合県市覚書

要審査 無 無

R3-A-1868 文化振興課 文化振興課 S63
昭和63年（営土第1号）　高知県立歴史民俗
資料館敷地造成工事　　実施設計書

昭和63年度（営土第1号）高知県立歴史民俗資料館敷地造成工事　実施設計
書　
平面図等あり

要審査 無 無

R3-A-1869 文化振興課 文化振興課 S63

昭和63年　委第26号　県立歴史民俗資料館境
界杭設置委託業務　成果報告書　高知県教育
委員会文化振興課　（株）西日本開発コンサ
ルタント

昭和63年　委第26号　県立歴史民俗資料館境界杭設置委託業務　成果報告書　
要審査 無 無

R3-A-1870 文化振興課 文化振興課 S63
昭和六十三年度　営土第1号　高知県立歴史
民俗資料館敷地造成工事　第2回変更設計書

昭和63年度　営土第1号　高知県南国市岡豊町大字八幡字岡豊山地区　高知
県立歴史民俗資料館敷地造成工事第2回変更設計書　
平面図等あり

要審査 無 無

R3-A-1871 文化振興課 文化振興課 S62
昭和六十二年度　高知県立歴史民俗資料館敷
地造成工事　第一回変更設計書　 社団法人 
高知県建設技術公社

・昭和62年度　営土第19号　高知県立歴史民俗資料館敷地造成工事　第一回
変更設計書　成果品について　　平面図等あり
・別冊

要審査 無 無

R3-A-1872 文化振興課 文化振興課 S63 資料館の構造設計書63　歴史民俗資料館
高知県歴史民俗資料館建築主体工事　構造設計概要書（JOB　No.1286　昭和
63年3月）

要審査 無 無

R3-A-1873 文化振興課 文化振興課 S63 歴民敷地状況　　重要
・歴史民俗資料館敷地管理問題（岡豊山）
・境界杭設置にかかる隣接地権者への通知について

要審査 無 無

R3-A-1874 文化振興課 文化振興課 S63
昭和63年度 営土第1号　高知県立歴史民俗資
料館敷地造成工事　第1回変更設計書

・昭和63年度　営土第1号　高知県立歴史民俗資料館敷地造成工事第1回変更
設計書

要審査 無 無

R3-A-1875 文書学事課 文化振興課    S32S49S50S51文化・国際課　県民文化ホール　基本設計書

・（仮称）高知県民会館及び高知中央公民館基本設計説明書（昭和49年）
・しゅん功検査通知書「文化施設建設工事　49建第43号」（昭和51年10月15
日）図面
・高知県民文化会館及び高知市中央公民館新築工事（50年1月）平面図
・旧県民ホール設計図面（昭和32年）

要審査 無 無

R3-A-1876 文化振興課 文化振興課 S63
昭和63年度　委第26号　県立歴史民俗資料館
境界杭設置委託業務　　原稿

昭和63年度　委第26号　県立歴史民俗資料館境界杭設置委託業務 要審査 無 無

R3-A-1877 文化振興課 文化振興課  S58S59 歴民用地　裁判関係　1
「岡豊山の処分禁止の仮処分に対する特別事情による取消申立事件」昭和五
八年（モ）第五六六号

要審査 無 無
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R3-A-1878 文化振興課 文化振興課   S58S59S60 歴史民俗資料館用地関係

①「訴訟」ファイル
昭和58年（ワ）第319号所有権移転登記請求事件に関する文書送付嘱託につ
いて
②県立歴史民俗資料館建設用地測量等業務（文振第6号）（昭和58年6月24日
契約）　
③歴史民俗資料館の土地環境調査について（昭和59年2月23日）
④岡豊山南端に隣接する無地番地報告（案）について（伺）
⑤歴史民俗資料館建設用地譲渡要請について（伺）（昭和59年2月1日）
⑥1月9日岡豊山に関する処分禁止の仮処分について
特別事情による教育長の想定発言について（昭和58年12月24日）
⑦土地協会立会依頼について（伺）（昭和58年11月22日）　立会証明書ほか
⑧土地売買に関する予約契約の予算的裏付けについて

要審査 無 無

R3-A-1879 文化振興課 文化振興課 S58 歴民用地　裁判関係　2

・昭和五八年（モ）第五六六号　特別事情による仮処分命令取消申立事件　
判決
・高知地方裁判所昭和五八年（モ）第五六六号特別事情による仮処分命令取
消申立事件（昭和59年1月20日）控訴状（高松高等裁判所）

要審査 無 無

R3-A-1880

文書学事課
企画課
郷土文化会館
開館準備事務
所

文化振興課    S42S43S44S45
会館設立経緯（基本構想・建設工事等）
高知県立郷土文化会館

高知県郷土文化会館　
設立経緯・基本構想　昭34.～昭45.11
建設工事関係　昭43.3ー昭44.11

要審査 無 無

R3-A-1881 文化振興課 文化振興課    S54S55S56S57昭和54年度以降　高知県文化振興功労者表彰
文化振興功労者表彰　昭和54年度（第1回）～平成元年度（第11回）

要審査 無 無

R3-A-1882
社会教育課
文化振興課

文化振興課    S45S46S48S50
昭和45年度より　永久　叙勲資料　53年度ま
で

①文化庁創設10周年記念功労者表彰について
②『文化庁創設十周年記念功労者表彰式　祝賀演奏　昭和五十三年六月二十
七日』
③公益信託委託者等に対する紺綬褒章の授与要領について
・昭和62年春の叙勲及び賜杯候補者の推薦手続等について
④昭和四十五・六年度　叙勲関係
・秋の叙勲・賜杯候補者推せんについて（昭和45、46年）
⑤春秋叙勲候補者推薦書類作成要領
・叙勲及び賜杯候補者の推薦手続等について
⑥昭和五十一年度　叙勲
・春の叙勲候補者の推薦について（昭和49、52、53年）
・秋の叙勲候補者の推薦について（昭和51、53年）
・昭和53年度文化賞授賞候補者の推薦について
⑦功績調書
⑧『栄典事務の手引（抜粋）　昭和五十二年六月』　ほか

要審査 無 無

R3-A-1883 文化振興課 文化振興課 H元
高知県立歴史民俗資料館（仮称）民家建築調
査委託業務報告書

平成元年度民家調査　高知県立歴史民俗資料館（仮称）民家建築調査委託業
務報告書　味元三猪家住宅　
民家位置図/堂ヶ市集落写真/堂ヶ市と味元家の歴史/建物概要/復元図

要審査 無 無

R3-A-1884 文化振興課 文化振興課 H元 展示工事施工管理委託　歴民
教文委第17号
高知県立歴史民俗資料館（仮称）展示工事施工監理委託業務

要審査 無 無

R3-A-1885 文化推進課 文化振興課  H14H26 四国八十八箇所霊場展示

・四国八十八ヶ所霊場開創1200年記念特別展企画会議
・県立文化施設における企画展観覧料等の決定について
・文化庁との協議と公開承認施設会議復命書
・四国霊場開創1200年記念「四国遍路展」（公財）仮称）学芸部会、同事務
部会

要審査 無 無
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R3-A-1886 文化推進課 文化振興課  H25H26
四国4県連携「四国へんろ展」開催協議会関
係

・四国八十八ヶ所霊場開創1200年記念特別展企画会議
・四国霊場開創1200年記念4県連携事業　空海の足音　四国へんろ展　学芸
担当者会議　
・文化庁及び四国4県担当者協議
・四国霊場開創1200年記念4県連携事業「空海の足音　四国へんろ展」開催
準備会

要審査 無 無

R3-A-1887 文化推進課 文化振興課 H26
四国5県連携「四国へんろ展」広報事業協議
会

・四国4県連携「四国へんろ展」広報事業協議会
・四国霊場開創1200年記念「空海の足音　四国へんろ展　」ＪＲ駅広告用ポ
スター掲出委託業務

要審査 無 無

R3-A-1888 文化推進課 文化振興課  H25H26
四国霊場開創1200年記念「空海の足音四国遍
路展」観光等との協議資料

・四国霊場開創1200年連絡協議会設立総会資料
・遍路1200年ロゴ＆キャッチコピー選定
・四国ツーリズム創造機構との協議
・文化財団との協議
・文化庁との協議と公開承認施設会議
・観光キャンペーン「リョーマの休日」推進アドバイザリー会議資料

要審査 無 無

R3-A-1889 文化・国際課 文化振興課 H21 建第21-49号　美術館外壁改修工事

建第21-49号　高知市高須353-2　美術館外壁改修工事実施設計書　
工事の施行（伺）（平成21年11月12日）/建設工事請負契約書　美術館外壁
改修工事（平成21年12月3日）　　　　図面
・建第21-49号　美術館外壁改修工事　第1回変更設計書
・建第21-49号　美術館外壁改修工事　第2回変更設計書/図面

要審査 無 無

R3-A-1890 文化・国際課 文化振興課 H21 美術館外壁改修工事　施工報告書1～14

美術館外壁改修工事　施工報告書
総合施工計画書/実施工程表/工種別施工計画書/施工図等　（平成21年12月4
日）ほか

要審査 無 無

R3-A-1891 文化・国際課 文化振興課 H21 美術館外壁改修工事　施工報告書15～24
美術館外壁改修工事　施工報告書
工事写真、完成写真/工事日誌/自主検査記録簿　ほか

要審査 無 無

R3-A-1892
資源・エネル
ギー課

文化振興課 H21 21　高知県文化環境功労者表彰
高知県文化環境功労者表彰実施要綱の改正について
平成21年度（第14回）高知県文化環境功労者表彰について

要審査 無 無

R3-A-1893
資源・エネル
ギー

文化振興 21 議会文化厚生委員会①

文化厚生委員会「審議の概要」
・業務概要委員会（平成21年4月16日）
・5月臨時議会（平成21年5月29日）
・7月議会（平成21年7月14日）
・出先機関等調査とりまとめ委員会
・9月議会（平成21年10月8日）
・11月議会（平成21年12月9日）
・臨時議会（22．1．26）

要審査 無 無

R3-A-1894
資源・エネル
ギー

文化振興 21 議会文化厚生委員会②

文化厚生委員会「審議の概要」
・2月議会（平成22年3月15日）

要審査 無 無

R3-A-1895 文化推進 文化振興 26 平成26年度　危機管理文化厚生委員会

危機管理文化厚生委員会「審議の概要」
・業務概要委員会（平成26年4月22日）
・出先機関調査
・6月議会（平成26年7月1日）
委員会県外調査

要審査 無 無
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R3-A-1896 文化推進 文化振興 26 平成26年度　危機管理文化厚生委員会②

危機管理文化厚生委員会「審議の概要」
・9月議会（平成26年10月6日）
・決算特別委員会（平成26年11月4日）
・12月議会（平成26年12月18日）
・2月議会　（平成27年3月12日）

要審査 無 無

R3-A-1897 知事公室 国際交流課 S61 知事招請状　木浦共生園
・知事の招請状について
木浦共生園長の招請
・書簡社会福祉法人共生福祉財団　理事長書簡　知事あて

要審査 無 無

R3-A-1898 国際交流課 国際交流課 H6 海外移住者名簿（作成状況） 各都道府県移住者名簿作成状況 要審査 無 無

R3-A-1899 農業経済課 国際交流課 S54 中南米移住者名簿　昭和54年4月　高知県 『中南米移住者名簿　昭和54年4月　高知県』 要審査 無 無

R3-A-1900
農地開拓課
農業経済課

国際交流課    S36S37S38S44永久保存　高知県海外移住者名簿

①昭和36～38年度ブラジル国移住者名簿
コチア単独青年移住者名簿
昭和36～38年度パラグアイ国移住者名簿
ドミニカ国移住者名簿
昭和38年度アルゼンチン国移住者名簿
アメリカ合衆国移住者（難民）名簿
ボリビア国移住者名簿
移住家族構成名簿（各国再開後）昭和37年度
②『高知県海外移住者名簿　昭和45年3月』
③『在伯高知県人人名住所録　1984年』
④『高知県海外移住者名簿　昭和45年3月』
⑤『中南米移住者名簿　昭和54年4月』

要審査 無 無

R3-A-1901
計画推進課
国際交流課

国際交流課  S63H10 県人会・移住関係実態調査

・日本人ペルー移住100周年　ペルー大使から知事あて書簡
・平成10年度海外移住に関する功労者の外務大臣表彰について
・台風被害への見舞い
・ブラジル高知県人会知事杯カップについて（平成11年3月8日）
・陳情書「パラグアイ高知県人会館」建設への資金援助（1988年9月20日）　

要審査 無 無

R3-A-1902
計画推進課
知事公室
国際交流課

国際交流課     H元H2H3H4Ｈ6アルゼンティン関係文書　平成元年度～

【平成元～8年度　在アルゼンチン高知県人会書簡ほか】
・平成元・2年度母県より補助金受領について、
・平成元・2・4年度海外技術研修員推薦等
・在アルゼンチン高知県人会定例総会（1989、90、92､93、96、97年度）総
会資料
・在ア県人会員の叙勲推薦について（平成8年2月10日）
・県人会館建設計画延期理由書

要審査 無 無

R3-A-1903 農業経済課 国際交流課  S59S60 アルゼンティン移住百周年関係

・PONES EN LA ARGENTINA紙記事「百年祭紛争と日本の新聞報道」（1985年9
月16日）
・亜国日報「日系大会の決議文について　日本人アルゼンチン移住百年祭委
員会」（昭和59年9月27日）ほか

要審査 無 無
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R3-A-1904 農業経済課 国際交流課  S57S58 アルゼンティン関係文書　No1

【昭和56・57・58年度　在アルゼンティン高知県人会書簡ほか】
・大雨による被害状況について（昭和58年6月8日）ブラジル、パラグアイ、
アルゼンティン高知県人会あて
高知県出身移住者水害調査について
・在亜高知県人会10周年記念行事
・ラプラタ100年祭（鳴子踊り衣装送付）
昭和56・57・59海外技術研修員の推薦等
高知県移住者実態調査の現地功労者に対する感謝状及び移住者結婚50年記念
品について
1981･82年度在亜高知県人会定例総会議案　
会員名簿作成
県人会活動費補助金の送付について

要審査 無 無

R3-A-1905
農業経済課
計画推進課

国際交流課    S59S60S61S62アルゼンチン関係文書　No2

【昭和59～63年度在アルゼンチン高知県人会書簡ほか】
昭和59・60年度海外技術研修員
海外技術員増員嘆願書
昭和59・60年度在亜高知県人会活動補助金
1983・85～88年度定例総会議案
昭和59年度農業移住推進指導者の訪亜について
全国拓殖農業協同組合連合会　新たなアルゼンチン農業移住者の推薦依頼
アルゼンチン日本移民百年祭
日ア文化会館建設
アルゼンチン国大統領からの県人会への書簡
在亜高知県人会15周年記念祭
在亜高知県人会館建設請願書

要審査 無 無

R3-A-1906 農業経済課 国際交流課    S55S56S57S58南米株式会社関係

【南米開発株式会社関係文書】
昭和55～57年度定時株主総会
営業報告書（第12～16期）
昭和56・57年度株主懇談会会議録
定款
日伯農牧開発株式会社営業概要（1979～81年度）/1980年度定時総会議事録
イグアス農牧株式会社営業報告（1979～81年）
南米開発（株）の今後の方針の事（昭和57年9月13日）　イグアス農牧
（株）の債務の件
昭和58年度臨時株主総会　南米開発（株）解散の件
解散時営業報告書（第16期）（昭和58年度）
清算確定第17期決算報告書

要審査 無 無

R3-A-1907 農業経済課 国際交流課    S53S54S55S56移住地から名簿等参考文書

『一九七八年六月七日　祝　高知県中内知事一行歓迎記念　在亜高知県人
会』（小冊子）
『イグアス移住地　入植20周年記念　1981年8月22日　社団法人イグアス日
本人会　パラグアイ国アルトバラナ県』（小冊子）
ボリビア国在留法人名簿/アスンシオン高知県人会会員名簿/ピラポ高知県人
会員名簿/パラグアイフラム高知県人名簿/在パラグアイ高知県人名簿/アマ
ンバイ地区高知県人会現況報告綴/ドミニカ在住高知県人名簿/アルトパラナ
移住地居住者名簿

要審査 無 無

R3-A-1908 農業経済課 国際交流課 S59
南米の教育事情（ブラジル・パラグァイ・ア
ルゼンティン）

・南米（ブラジル・パラグアイ・アルゼンティン）の教育事情に関する資料
百科事典や「海外移住」等の抜粋記事

要審査 無 無

R3-A-1909 農業経済課 国際交流課    S41S42S43S45南国土佐を後にして　ブラジル国県人会名簿
「南国土佐を後にして　在伯高知県人会」会報　　第五～十号（1966～75年
発行）

要審査 無 無
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R3-A-1910 農業経済課 国際交流課    S50S54S56
ドミニカ共和国高知県人会台帳　昭和55年度
（永久保存）

ドミニカに於ける日本人社会の現情　
ドミニカ在住高知県人名簿
ドミニカ移住二十周年に臨み（ドミニカ移住高知県人会　）
高知県出身者の農地所有（メホーラを含む）及び借地状況
・高知県人ドミニカ共和国在住者家族名簿
・高知県人ドミニカ在住者写真集

要審査 無 無

R3-A-1911 農業経済課 国際交流課 S55 移住者調査カード（アルゼンティン） 移住者調査カード（アルゼンティン） 要審査 無 無

R3-A-1912 農業経済課 国際交流課 S55 移住者調査カード（アルゼンティン）

移住者調査カード（アルゼンティン）
南米移住者実態調査表　アルゼンチン国・移住者調査表
高知県出身移住者実態調査、不明者等照会の件についての回答
不明者調査メモ
戦前移住者（アルゼンティン）名簿

要審査 無 無

R3-A-1913 農業経済課 国際交流課 S49
移住者調査カード（アメリカ　高岡郡、幡多
郡　ブラジル不明者）

高岡郡、幡多郡出身のブラジル国在住の不明者の「移住者調査カード」 要審査 無 無

R3-A-1914 農業経済課 国際交流課 S49 移住者調査カード（アメリカ）　不明分 移住先不明者の「移住者調査カード」 要審査 無 無

R3-A-1915 農業経済課 国際交流課 S55 移住者調査カード（ブラジル）　伊野町 移住者調査カード（ブラジル）　伊野町 要審査 無 無

R3-A-1916 農業経済課 国際交流課 S55
移住者調査カード（ブラジル）　高知市　安
芸市　室戸市　須崎市、土佐清水市、宿毛
市、中村市、南国市

移住者調査カード（ブラジル）高知市、土佐清水市、宿毛市、中村市、須崎
市、南国市、室戸市（安芸市なし）

要審査 無 無

R3-A-1917 農業経済課 国際交流課 S55 移住者調査カード（ブラジル）　吾川郡 移住者調査カード（ブラジル）　吾川郡 要審査 無 無

R3-A-1918 農業経済課 国際交流課 S55
移住者調査カード（ブラジル）　高岡郡　幡
多郡

移住者調査カード（ブラジル）　高岡郡　幡多郡 要審査 無 無

R3-A-1919 農業経済課 国際交流課 S55
移住者調査カード（ブラジル）　香美郡　安
芸郡

移住者調査カード（ブラジル）　香美郡　安芸郡　土佐郡　市町村名不明 要審査 無 無

R3-A-1920 農業経済課 国際交流課 S55
移住者調査カード（ブラジル）　吾川郡（不
明者）

吾川郡出身のブラジル在住現住所不明者の「移住者調査カード」 要審査 無 無

R3-A-1921 農業経済課 国際交流課 S55 移住者調査カード（パラグアイ）　市関係
移住者調査カード（パラグアイ）　高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐
市、須崎市、宿毛市

要審査 無 無

R3-A-1922 農業経済課 国際交流課 S55
移住者調査カード（パラグアイ）　長岡　土
佐　香美

移住者調査カード（パラグアイ）　長岡　土佐　香美 要審査 無 無

R3-A-1923 農業経済課 国際交流課 S55 移住者調査カード（パラグアイ）　吾川 移住者調査カード（パラグアイ）　吾川 要審査 無 無

R3-A-1924 農業経済課 国際交流課 S55 移住者調査カード（パラグアイ）　高岡 移住者調査カード（パラグアイ）　高岡 要審査 無 無

R3-A-1925 農業経済課 国際交流課 不明
移住者調査カード（パラグアイ）　幡多　市
町村不明

移住者調査カード（パラグアイ）　幡多　市町村不明 要審査 無 無

R3-A-1926 農業経済課 国際交流課 不明 移住者調査カード（パラグアイ）　不 移住者調査カード（パラグアイ）　現住所不明者 要審査 無 無

R3-A-1927 農業経済課 国際交流課 不明 移住者調査カード　土佐市　ブラジル 移住者調査カード（ブラジル）　土佐市 要審査 無 無

R3-A-1928 農業経済課 国際交流課 不明 移住者調査カード　不明分 移住者調査カード　不明分 要審査 無 無

R3-A-1929 農業経済課 国際交流課 不明 移住者調査カード　不明市関係 移住者調査カード（ブラジル）調査不明者 要審査 無 無

R3-A-1930 農業経済課 国際交流課 不明 移住者調査カード　土長　香美　安芸 移住者調査カード（ブラジル）　香美郡、安芸郡、土佐郡、長岡郡 要審査 無 無
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R3-A-1931 農業経済課 国際交流課 S59 高知県人会名簿

高知県人会名簿　農業経済課海外協力班、ブラジル国カスタニアール、パラ
グアイ国フラム、同国アマンバイ、同国アスンシオン、同国イグアス、同国
エンカルナシオン、アルゼンチン国ヴェノスアイレス、同国ウルキッサ、同
国サンタモニカ、同国ビリャエリーサ、同国ミッショネス、ドミニカ国、ア
メリカ国カルフォルニア
別冊：市町村別名簿

要審査 無 無

R3-A-1932 農業経済課 国際交流課  S57S58 ブラジル関係文書綴No1

【昭和57・58年度在伯高知県人会書簡　ほか】
・アマゾニア日伯援護協会援護基金造成のための慈善物産展及びバザーへの
協力依頼
・昭和58・59年度海外技術研修員の推薦等
・ブラジル国北伯高知県人会結成　会員名簿
・第1～3回高知県出身移住者実態調査（1980～81年）
・在伯高知県人会の歴史及び発刊の序のことば要請
・在伯高知県人会補助金使途明細報告書
・在伯高知県人会創立30周年記念
・行事内容の概要書「アマゾン日伯少年少女親善使節団来県に伴う知事表敬
訪問」
・高知県議会議員の訪伯（昭和58年8月1日）
・サンパウロ州内イグアツペ地帯の水害の件/水害パウリスタ新聞の記事
・ブラジル移住者一時帰国時の知事表敬訪問
・高知県技術研修生増員の要請

要審査 無 無

R3-A-1933 農業経済課 国際交流課  S53S54S55S56市町村家族会結成関係
市町村家族会（昭和53～平成元年度結成）
事業報告書、収支予算書、事業計画書、規約、役員名簿、会員名簿等 要審査 無 無

R3-A-1934 農業経済課 国際交流課 S55
S53.12.7　高知県南米移住家族会設立関係文
書

・高知県南米移住家族会発起人会の開催　
・高知県南米移住家族会創立総会通知
　規約（案）/業計画（案）・収支予算
・高知県南米移住家族会の役員就任依頼
・高知県南米移住家族会役員会の開催

要審査 無 無

R3-A-1935 農業経済課 国際交流課 S53
パラグアイ共和国イタブア県との姉妹県提携
に関する予備調査並びに高知県移住者の現地
調査　（S53.11.16～12．2）

復命書（昭和54年1月16日）　
パラグアイ共和国概観/イタプア県の概要/パラグアイ国における高知県移住
地の状況/姉妹県提携についてのイタプア県知事並びに高知県人会の調査概
要/予備調査団の意見

要審査 無 無

R3-A-1936 農業経済課 国際交流課 S61
61年度南米移住現地調査関係（パラグアイ移
住50周年）

南米移住現地調査団
パラグアイ国日本人移住50周年記念祭典
・高知県からの南米調査、視察等の経過
・記念祭展への招へい　「パラグアイ国日本人移住50周年記念祭　趣意書・
規約・予算書」小冊子
・南米移住長寿功労者に対する褒状及び記念品の授与
・高知県南米移住現地調査団壮行会
・『南米3ヶ国を訪れて　1986　高知県南米移住現地調査の報告　高知県農
業経済課』

要審査 無 無

R3-A-1937 計画推進課 国際交流課 S63 63年度　海外関係文書綴

・機構改革に伴う国民休暇県局計画推進課国際交流班の新設
・昭和63年度「海外農業拓殖研修生」の募集について（依頼）（昭和63年5
月13日）
・昭和63年度海外開発青年募集（国際協力事業団四国支部）
・昭和63年度「新コチア青年」並びに「農拓協青年（農高入学を含む）移住
希望者選考講習
・海外移住審議会答申（外務大臣官房領事移住部移住課長）
・上海雑技団高知講演の後援について（伺）（平成元年2月6日）

要審査 無 無
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R3-A-1938 計画推進課 国際交流課  S62S63
南米移住現地調査関係（ブラジル移住80周
年）

【昭和62・63年度在伯高知県人会等書簡ほか】
・ブラジル日本移民80年記念式典
・高知県南米移住現地調査
・在伯高知県人会創立35周年記念式典
・全パラグアイ高知県人会連合会創立功労者に対する感謝状及び記念品の授
与
・パラグアイ高知県人会設立10周年記念行事　感謝状授与の要請
・コチア市日本庭園落成式知事祝辞
・在伯高知県人会特別功労者及び長寿功労者に対する感謝状及び褒状並びに
記念品の授与
・『昭和63年度（1988年）高知県南米移住現地調査団報告書　高知県国民休
暇県局計画推進課』

要審査 無 無

R3-A-1939 農業経済課 国際交流課 S53
海外移住現地調査資料（ブラジル移住70周年
記念行事）
S53.6.1～6.22

・ブラジル移民70周年記念式典
・ブラジル国・パラグアイ国・アルゼンチン国現地訪問調査 要審査 無 無

R3-A-1940 農業経済課 国際交流課  S60S62 コチア市日本庭園関係
・コチア市長ほか　書簡　日本公園建設について県予算による支援の要請
・要請書　伊野町コチア姉妹都市締結二十周年記念　日本庭園建設委員会
・日本庭園平面図/スケッチほか

要審査 無 無

R3-A-1941 農業経済課 国際交流課   S42S45S46S47S48初1　海外移住関係写真

海外移住関係写真アルバム
伊野町祝賀会コチア市長母国訪問/昭和45年度高知県海外移住大会/昭和46年
度高知県海外移住大会/パラグアイ国アマンバイ移住者母国訪問現地報告/海
外留守家族大会/パラグアイ国日本領事館・移住事業団事務所等現地施設/パ
ラグアイ国アルトパラナ移住地/パラグアイ国フラム移住地にて郷土衣装で
よさこい鳴子踊り風景、桑園、養蚕場、入植記念碑/アルゼンチン国移住運
動会風景/吾川郡伊野町海外移住者留守家族会総会/「アルゼンチン国高知県
人会旗」の贈呈

要審査 無 無

R3-A-1942 農業経済課 国際交流課 S49 片岡治義翁領徳碑建立写真
故片岡治義翁頌徳碑について（説明文）
故片岡治義翁頌徳碑（高知県知事溝渕増巳書）写真
除幕式　ほか

要審査 無 無

R3-A-1943
農業経済課
計画推進課

国際交流課  S60S61S62S63家族会・海外協会　総会資料　S60～S63

・社団法人高知県海外協会総会資料
・社団法人高知県海外協会度理事・評議員会
・高知県南米移住家族会役員会・総会資料　ほか
・高知県南米移住家族会規約
・海外移住家族中国四国ブロック会議

要審査 無 無

R3-A-1944 計画推進課 国際交流課   H元H2H3 海外協会・家族会総会
・高知県南米移住家族会　平成2・3年度役員会・総会資料
・平成元年度高知県南米移住家族安芸支部総会
・南米移住家族会資料　大正町

要審査 無 無

R3-A-1945 国際交流課 国際交流課 H7 市町村家族会支部関係 高知県南米移住家族会名簿　高知支部 要審査 無 無

R3-A-1946 国際交流課 国際交流課 H6 高知県南米移住家族会　94～

高知新聞ほか切り抜きコピー
「ブラジルで農業研修へ」、「おらんく国際交流広場」、7「ブラジル移住　
60年ぶりに里帰り」、「パラグアイに福祉センターを」、「未決の戦後　半
世紀日本はいま1　棄てられた日本人移民」、「2　借金かさみ日本へ」、
「本年度の県勢功労者」　ほか

要審査 無 無
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R3-A-1947 農業経済課 国際交流課  S57S58 パラグアイ関係文書No1

【昭和57・58年度全パ高知県人会連合会等書簡ほか】
・フォークランド紛争の日系人への影響
・パラグアイ邦人移住地降雨被害状況
・被災者への農業移住者援助資金の要請
・陳情書　経済不況に伴う移住者の援助
・要望書　「パラグアイ国日本人移住者が被った水害に対する経済援助に関
する要望について」　（昭和59年1月9日　高知県）　
・昭和59年度海外技術研修員の推薦等
・高知県海外技術研修員の増員と県留学生制度、農業移住者援助資金に関す
る要望
・第三回全パ相撲選手権大会アスンシオン場所
※別冊　パラグアイ国移住

要審査 無 無

R3-A-1948
計画推進課
知事公室
国際交流課

国際交流課     H元H2H3H4H5パラグアイ関係文書　平成元年度～

【平成元～7年度パラグアイ高知県人会等書簡ほか】
・フラム高知県人会　鳴子踊り　写真
・パラグアイ高知県人会館
・高知県海外技術研修員制度に対する要望書
・ピラポ移住入植30周年記念祭
・イグアス移住地入植三十周年記念祭
・幹線道路アスファルト化の陳情
・高知県中南米留学生に関する要望書　
・平成6年度パラグアイ国ラミレス・イタプア県知事表敬訪問
・パラグアイ高知県人会　平成4・6年度事業報告書　収支決算書　事業計画
書　収支予算書
・サンタロサ入植40周年記念式典　写真
・パラグアイ国ピラポ移住地入植35周年記念式典への知事メッセージ

要審査 無 無

R3-A-1949 農業経済課 国際交流課    S59S60S61S62パラグアイ関係文書No2

【昭和59～63年度パラグアイ高知県人会連合会等書簡ほか】
・パラグアイ国日本人移住50周年記念祭典
・1985年度少年軟式野球大会へのパラグアイ選手団出場
・パラグアイ国移住者の長寿祝
・昭和59・61年度海外技術研修員の推薦等
・パ国フラム移住地サンタローサ地区入植三十周年記念「拓魂碑」建立、落
成式写真
・全パ高知県人会連合会　1986年度行事計画書、収支予算書
・昭和61年度高校生懸賞作文特選（文部大臣賞）入賞
・高知県中南米親善協会設立等
・全パ高知県人会連合会会員名簿
・アマンバイ県人会　農業

要審査 無 無

R3-A-1950 計画推進課 国際交流課  S63H元
63年度　パラグアイ・アルゼンチン県人会館
資料

【昭和63・平成元年度パラグアイ高知県人会書簡ほか】
南米高知県人会館建設助成に関する打ち合わせ会
・アルゼンチン県人会館建設計画、請願書、平面図ほか
・ブラジル高知県人会館建設
寄附金、高知県市町村補助金等要望収支予算書、平面図
・パラグアイ高知県人会館建設委員会設置　
陳情書、建設起工式写真（コピー）、図面、工事写真
（別冊ファイル「63アルゼンチン県人会要望書」は本ファイルのコピー）

要審査 無 無
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R3-A-1951 生活婦人課 国際交流課  S49S50S51S5230年　渡航事務例規・通達　S49～54

・旅券法の一部を改正する法律案の成立について（昭和52年12月1日）　外
務事務次官
　　　日航機ハイジャック事件の経験による「航空機強取等防止対策を強化
するための関係法律の一部改正による法律案」による
・昭和49年度～54年度　外務大臣官房領事移住部旅券課長通知　

要審査 無 無

R3-A-1952 生活婦人課 国際交流課   S55S56S57 30年　渡航事務例規・通達　S55～57

・「昭和55～57年都道府県旅券事務担当者会議の総括　昭和56年2月　領事
移住部旅券課」（小冊子）
・「一般旅券事務取扱要領（都道府県用）　昭和57年8月　領事移住部旅券
課）（冊子）
・「海外旅行・生活と在外公館」パンフレット
・昭和55年度～57年度　外務大臣官房領事移住部旅券課長通知

要審査 無 無

R3-A-1953 厚生課
県民生活・男
女共同参画課

  S32S38S39 高知婦人ホーム設立申請書

社会福祉法人愛泉会設立認可申請書（昭和32年11月20日）
社会福祉法人愛泉会の設立認可（昭和32年12月14日）
昭和38年度予算
昭和38年度事業報告並に決算報告
昭和40年度事業計画及び予算決定報告　　他

要審査 無 無

R3-A-1954
県民生活課
生活婦人課

県民生活・男
女共同参画課

 S50S51S52S53要望書

・昭和50年度～59年度要望書
（国際婦人年をすすめる高知県民の会、自治労高知県本部　高知県職員労働
組合、高知県総評婦人部、日本共産党高知県委員会、同県議会議員団、新日
本婦人の会高知県本部、高知県母親大会・高知県母親運動連絡会、母と女教
師の会合同集会、高知県母親運動連絡会　ほか）
・「高知県身体障害者連合会」の陳情に対する回答について（案）（昭和55
年8月14日）
県民文化ホール、県民体育館ほかの県立施設の使用料の減免
・高知県要望書「婦人に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の
早期批准について　（昭和57年2月12日）　高知県知事　内閣総理大臣あて

要審査 無 無

R3-A-1955 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

 S59S60S61S62要望書

・昭和60年度～平成元年度要求書
（日本共産党高知県委員会、同県議会議員団、高知県同和会、高知県総評、
新日本婦人の会高知県本部　ほか）

要審査 無 無

R3-A-1956 県民生活課
県民生活・男
女共同参画課

 S50Ｓ51 高知県消費者保護審議会　Ｓ50～

・第1回高知県消費者保護審議会（昭和50年8月29日）
消費者行政の推進、高知県消費者保護条例
・第2回高知県消費者保護審議会（昭和51年3月26日）　　議事録
・高知県消費者保護審議会運営要領
・第3回高知県消費者保護審議会（昭和51年6月29日）　議事録（要点筆記）
地域食品認証制度事業計画　ほか
・第4回高知県消費者保護審議会（昭和52年1月31日）　議事録（要点筆記）
・高知県消費者行政推進計画案（答申）（昭和51年6月10日）ほか

要審査 無 無
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R3-A-1957 県民生活課
県民生活・男
女共同参画課

S52
高知県消費者保護審議会　Ｓ52．53第5回～8
回

・第5回高知県消費者保護審議会（昭和52年6月8日）　議事録
単位価格表示制度の諮問、単位価格表示制度調査研究専門委員会の設置　ほ
か
・第6回高知県消費者保護審議会（昭和52年8月12日）　
高知県単位価格表示制度答申、調査専門委員会報告
・高知県消費者保護審議会並びに高知県消費者苦情処理委員会の合同会議
（昭和52年12月9日）
地域食品品目別認証事業者一覧表、年末・年始の生活必需物資等の価格需給
対策要綱　ほか
・第8回高知県消費者保護審議会（昭和53年8月30日）
高知県電気商業組合の家庭用電気製品の修理に関する自主基準　ほか

要審査 無 無

R3-A-1958 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

S58
58年度　消費者保護審議会　Ｓ58　12．8第
12回

・第12回高知県消費者保護審議会（昭和58年12月8日）　議事記録メモ
高知県の消費者行政の現状、年末年始の物価対策、高知県消費者保護条例の
一部改正、サラ金被害、「特殊販売」苦情件数の推移　ほか

要審査 無 無

R3-A-1959 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

S59 59年度　消費者保護審議会　第13・14回

・第13回高知県消費者保護審議会（昭和59年10月22日）
消費者保護施策の実施状況、高知県における消費者金融（サラ金）の現状及
び対策、割賦販売法の一部改正、,消費者行政サミット
・第14回高知県消費者保護審議会（昭和60年3月26日）
昭和60年度消費者行政関係予算の概要、健康食品に関する苦情、相談

要審査 無 無

R3-A-1960 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

S60 60年度　消費者保護審議会　第15・16回

・第15回高知県消費者保護審議会（昭和60年10月31日）
・第16回高知県消費者保護審議会（昭和61年2月4日）
「消費者啓発のあり方に関する意見書　昭和61年3月14日　高知県消費者保
護審議会」

要審査 無 無

R3-A-1961 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

S61 昭和61高知県消費者保護審議会第17回～18回

・第17回高知県消費者保護審議会（昭和61年11月4日）
意見書を受けての消費者行政の取り組み、円高等に伴う物価動向
・第18回高知県消費者保護審議会（昭和62年2月23日）
昭和62年度消費者行政関係予算の概要、最近の消費者苦情相談

要審査 無 無

R3-A-1962 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

S62 昭和62高知県消費者保護審議会第19回～20回

・第19回高知県消費者保護審議会（昭和62年12月15日）
消費者行政・物価行政の概要
・第20回高知県消費者保護審議会（昭和63年2月23日）
訪問販売及び通信販売並びに連鎖販売取引に類似した取引の適正化のための
方策の在り方について（答申）、昭和62年度県民世論調査結果

要審査 無 無

R3-A-1963 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

H1 　消費者保護審議会　第23・24回

・第23回高知県消費者保護審議会（平成元年10月27日）
・第24回高知県消費者保護審議会（平成2年1月24日）
・「高齢者に対する効果的な消費者啓発のあり方に関する意見書　平成元年
10月27日　高知県消費者保護審議会」
・県消費者保護審議会の知事への意見具申〔改正訪問販売法の施行日に当っ
て〕

要審査 無 無

R3-A-1964 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

S63 昭和63高知県消費者保護審議会第21回～22回

・第21回高知県消費者保護審議会（昭和63年11月8日）
訪問販売等に関する法律の一部改正、消費者啓発のあり方に関する意見書
・改正訪問販売法の施行日に当って消費者保護審議会からの知事への要請
（昭和63年11月15日）
・第22回高知県消費者保護審議会（平成元年3月18日）
高齢者に対する消費者啓発のあり方、消費税導入に伴う物価対策、訪問販売
法の運用

要審査 無 無

R3-A-1965
県民生活課
生活婦人課

県民生活・男
女共同参画課

S50
消費者保護審議会議事録第1回（昭和50年
～）

高知県消費者保護審議会議事録
第1回～第8回/消費者保護審議会及び消費者苦情処理委員会合同会議（昭和
55年1月29日）/第10回～第15回

要審査 無 無

R3-A-1966
安芸土木事務
所

安芸土木事務
所

Ｈ21
元・岩戸・奈良師海岸うみがめ生育地等保護
区内における工作物の新築について（協議）

2級河川奈良師川河口部（室戸市奈良師地区）の堆積土砂撤去と大型土のう
設置に関する環境共生課との協議

要審査 無 無
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R3-A-1967 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

 S62H元
消費者保護審議会委嘱関係文書（62.11～）
№3

高知県消費者保護審議会委員の解嘱並びに委嘱について
高知県消費者保護審議会委員の推薦について

要審査 無 無

R3-A-1968 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

 S58S60
消費者保護審議委員委嘱関係文書綴№2（58
年度～）

高知県消費者保護審議会委員の解嘱並びに委嘱について
高知県消費者保護審議会の次期委員について　候補者（案） 要審査 無 無

R3-A-1969
県民生活・男
女共同参画課

県民生活・男
女共同参画課

H20 生協関係厚生労働大臣表彰

消費生活協同組合（連合会）等に対する厚生労働大臣表彰
消費生活協同組合（連合会）推薦調書（個人表彰）
第50回通常総会議案書（2008年）高知県生活協同組合連合会
第23回通常総代会議案書（2008年）こうち生活協同組合
厚生労働大臣表彰実施要綱

要審査 無 無

R3-A-1970 県民生活課
県民生活・男
女共同参画課

S56 56高知県県民生活対策協議会　設置時
・高知県民生活対策協議会の設置について
・高知県県民生活対策協議会・幹事会議（昭和56年6月26日）

要審査 無 無

R3-A-1971 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

S60 昭和60年度　消費者保護功労者表彰
・昭和60年度消費者保護功労者表彰候補者の推薦について（案）（昭和60年
8月26日）　消費者保護功労者表彰規程
表彰候補者調書/功績調書/履歴書

要審査 無 無

R3-A-1972 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

 H元H2 (元）　消費者保護功労者表彰
・平成2年度消費者保護功労者表彰候補者の推薦について（伺）（平成2年1
月25日）　功績調書ほか　
・消費者保護功労者受賞者の公表について（平成2年4月26日）

要審査 無 無

R3-A-1973
県民生活・
男女共同参画
課

県民生活・男
女共同参画課

H20
20　功績調書（Ｓ57年度～Ｓ58年度生活婦人
課長）

福祉生活部生活婦人課長としての功績/昭和57年度～昭和58年度の女性問題
に対する県の取組み　ほか

要審査 無 無

R3-A-1974
県民生活・男
女共同参画課

県民生活・男
女共同参画課

 H23H24 平成24年度　消費者支援功労者表彰式関係

・平成24年度消費者支援功労者表彰等候補者の推薦について
表彰等候補者調書（個人）
・「消費者支援功労者表彰」について（平成24年4月24日）
内閣府特命担当大臣表彰/内閣総理大臣表彰
・消費者支援功労者表彰式　写真
平成24年度消費者月間シンポジウム　プログラム

要審査 無 無

R3-A-1975
県民生活・男
女共同参画課

県民生活・男
女共同参画課

H25 平成25年度　消費者支援功労者表彰式等 ・平成25年度消費者支援功労者表彰等候補者の推薦について 要審査 無 無

R3-A-1976 県民生活課
県民生活・男
女共同参画課

  S49S50 高知県消費者保護条例

・消費者保護条例について（依頼）（案）（昭和50年3月11日）
・消費者保護条例の制定に伴う意見を聴く会について（通知）
・高知県消費者保護条例の制定について（伺）（昭和50年5月8日）
・高知県消費者保護条例施行規則の制定について（伺）（昭和50年7月3日）
・「高知県消費者保護条例関係法規集　昭和0年7月　高知県生活環境部県民
生活課」

要審査 無 無

R3-A-1977 県民生活課
県民生活・男
女共同参画課

   S55S56S57 高知県消費者保護条例改正S57.3.23

・附属機関の統廃合等に伴う条例改正について
・高知県消費者保護審議会及び高知県消費者苦情処理委員会の統合等につい
て（要請）
・高知県消費者保護条例施行規則の一部改正について
・高知県消費者保護審議会運営要領の一部改正について
・高知県消費者保護条例の解釈と運用の一部改正について

要審査 無 無

R3-A-1978 県民生活課
県民生活・男
女共同参画課

S50 高知県消費者保護条例 50.7.16施行
高知県消費者保護条例（昭和50年7月16日公布）
高知県公報　号外第66号　高知県消費者保護条例施行規則　（昭和50年7月
16日公布）

要審査 無 無
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R3-A-1979
県民生活・男
女共同参画課

県民生活・男
女共同参画課

H20
Ｈ20社会貢献活動支援推進協議会第2次社会
貢献活動支援推進計画策定№1

・平成20年度第1回～第3回高知県社会貢献活動支援推進会議　議事録
高知県社会貢献活動支援推進会議策定委員会の設置について、次期計画の策
定方針等
・高知県社会貢献支援推進会議計画策定委員会（第1回～第3回）

要審査 無 無

R3-A-1980
県民生活・男
女共同参画課

県民生活・男
女共同参画課

H20
Ｈ20社会貢献活動支援推進協議会第2次社会
貢献活動支援推進計画策定№2

・「第2次高知県社会貢献活動支援推進計画（平成21年度～平成25年度）」
検討案
・第2次高知県社会貢献活動支援推進計画（案）の決定及び意見募集（パブ
リックコメント）について（平成20年12月16日）
・平成20年度第4回高知県社会貢献活動支援推進会議（平成21年2月19日）議
事録
「第2次高知県社会貢献活動支援推進計画【ダイジェスト版】」
「第2次高知県社会貢献活動支援推進計画」

要審査 無 無

R3-A-1981 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

 S63H元 婦人問題懇活会　小委員会　資料　Ｎｏ．1
・第1回～第6回高知県婦人問題懇話会小委員会（第4回は欠）
・提言（案）　平成元年10月　高知県婦人問題懇話会小委員会

要審査 無 無

R3-A-1982 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

H元
高知県婦人行動計画（重要施策）10年間の取
り組みと今後の課題一覧表

高知県婦人行動計画（主要施策）10年間の取り組みと今後の課題
関連施策の実施状況
課題に対する対応策

要審査 無 無

R3-A-1983 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

H元
婦人行動計画関連事業の成果の総括と今後の
課題について59

・高知県婦人行動計画関連事業の成果の総括と今後の課題について
高知県婦人行動計画関連事業実施状況調/事業項目一覧
・高知県婦人行動計画　前半期（昭和55～59年度）関連主要施策実施概要
（昭和60年1月22日）

要審査 無 無

R3-A-1984 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

H元
高知県婦人行動計画（主要施策）10年間の取
り組みと今後の課題

・第5回婦人問題懇話会　
高知県婦人行動計画（主要施策）10年間の取り組みと今後の課題
・懇話会と関係部局との勉強会について（資料：教育、労働、家庭、福祉、
社会参加）
・国際婦人年以降の歩み（世界・国・県）
・「高知県の婦人関係行政の概要　平成元年4月」ほか
・労働省告示第39号　パートタイム労働者の処遇及び労働条件等について考
慮すべき事項に関する指針（平成元年6月23日）

要審査 無 無

R3-A-1985 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

H元 提言起革　Ｎｏ．1

・第6回懇話会（7月26日）への提案「提言の骨子（素案）　平成元年7月」　
「提言の骨子（案）　平成元年8月　高知県婦人問題懇話会小委員会」　
・婦人問題懇話会で検討されている提言（原案）（平成元年9月20日）
「提言原案　平成元年9月27日　婦人問題懇話会小委員会」
校正原稿

要審査 無 無

R3-A-1986 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

H元 婦人問題　懇談会提言（案）
・「提言（案）　平成元年10月　高知県婦人問題懇話会小委員会」
基本的な考え方/提言の一般的な背景/提言の内容（1教育、2労働、3家庭、4
福祉、5社会参加、6国際化と平和への貢献/高知県の皆さまへ

要審査 無 無

R3-A-1987 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

H元 提言起革 No.2

・「提言（案）　平成元年10月　高知県婦人問題懇話会小委員会」
・第6回懇話会発言要旨　7月26日
・「提言（案）」校正原稿
・「提言の骨子（案）　平成元年8月　高知県婦人問題懇話会小委員会」校
正原稿

要審査 無 無
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R3-A-1988 生活婦人課
県民生活・男
女共同参画課

H元 提言起革（最終）Ｎｏ．3

・「提言（案）　平成元年11月　高知県婦人問題懇話会小委員会」校正原稿
・「提言付属資料（案）」
1高知県婦人問題懇話会　(1)設置要項　(2)委員　(3)審議経過　(4)県外視
察、県民意向の把握　(5)参考とした主要資料等　2「高知県における婦人問
題意識調査」から　3統計にみる高知の女性　4国際婦人年（1975年）以降の
歩み
・「ともに歩もう21世紀へ－こうち女性プランへの提言－　平成2年2月　高
知県婦人問題懇話会」校正原稿

要審査 無 無

R3-A-1989
県民生活課
生活婦人課

県民生活・男
女共同参画課

   S52S53S54S55Ｓ．52～Ｈ元　婦人問題懇話会

・第1回～第8回高知県婦人問題懇話会　議事録
・第1回～第12回小委員会結果
・第13回婦人問題懇話会小委員会
・「高知県婦人の発展と平等をめざしてー県計画策定への提言ー　昭和54年
8月　高知県婦人問題懇話会」
・高知県婦人行動計画について（伺）（昭和55年4月16日）
「高知県婦人行動計画（案）ー婦人の発展と男女の平等をめざしてー　55．
3．21」（部外秘）
（以下　再開した懇話会）
・第1回～第4回婦人問題懇話会

要審査 無 無

R3-A-1990
県民生活課
生活婦人課

県民生活・男
女共同参画課

 S51S54S61S63
高知県女性行政推進本部設置規程
（高知県男女共同参画推進本部設置規程）

・高知県婦人問題推進本部設置規程の制定について
・高知県婦人問題推進本部設置規程の一部改正について（平成6年4月1日）
・高知県女性行政推進本部設置規程の一部改正について（平成12年3月1日）
・高知県男女共同参画推進本部設置規程の一部改正について（平成13年10月
31日）
・高知県男女共同参画推進本部推進員の指名について（伺）（平成14年5月
14日）

要審査 無 無

R3-A-1991 0
県民生活・男
女共同参画課

S54
高知県における働く婦人の実態調査結果報告
書（Ｓ54．3）

「高知県における働く婦人の実態調査－調査結果報告書－昭和54年3月」
要審査 無 無

R3-A-1992 文書学事課
私学・大学支
援課

  S48S49S54 叙位・叙勲・褒章・表彰関係
高知県表彰規則に基づく知事表彰の候補者推薦
産業教育功労者表彰の候補者推薦
教育者表彰の候補者推薦
産業教育90年記念教育功績者の推薦

要審査 無 無

R3-A-1993 文書学事課
私学・大学支
援課

S55～63 表彰（叙勲）　　文部省 死亡叙勲表彰等
昭和55年叙勲候補者の選考
昭和56年叙勲候補者の選考
昭和62年度叙位叙勲

要審査 無 無

R3-A-1994 文書学事課
私学・大学支
援課

 S34S35S38S39S40S48
文部省 教育者表彰、私立学校関係藍綬褒章　
S40～S48

昭和40年度私立学校関係功労者に対する藍綬褒章授与（内申）
昭和39年度死亡叙位、叙勲（通知）
昭和39年度生存者叙勲
昭和38年度教育者表彰（推薦）
昭和35年度叙位叙勲（具申）
昭和34年度藍綬褒章受章（具申）
昭和48年度藍綬褒章受章候補者の選考
昭和48年度教育者表彰候補者（推薦）
昭和48年度叙勲候補者選考（進達）

要審査 無 無
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R3-A-1995 文書学事課
私学・大学支
援課

 S56S58S59S62高知県表彰規則に基づ知事表彰

昭和56・58・59・62年度
高知県表彰規則に基づく知事表彰（教育の振興）（内申）

要審査 無 無

R3-A-1996 文書学事課
私学・大学支
援課

S58 58　設置者変更認可　学則変更認可

学校法人寄付行為の認可（学校法人濱川学園（清明幼稚園））
私立学校の収容定員に係る学則変更の認可（高知中央高等学校、明徳高等学
校、フレンド幼稚園）
私立学校の設置者変更認可（清明幼稚園）
私立専修学校の設置者変更認可（高知中央経理専門学校）
私立各種学校の設置変更認可（高知芸術学園）、私立各種学校廃止認可（高
知トヨタ編物服飾学院）

要審査 無 無

R3-A-1998 文書学事課
私学・大学支
援課

S60～62
私立高等学校の新増設等に伴う建物整備計画
について（土佐塾中・高校関係）

・昭和60年度私立学校施設整備費補助金（私立高等学校生徒急増対策建物整
備費）に係る事業計画書
・昭和62年度私立高等学校の新増設等に伴う建物整備計画について（昭和61
年7月2日）　土佐塾高等学校（土佐塾予備校）
土佐塾中学校・高等学校設置計画概要書の補正について　収容定員・学級編
成表、施設概要書
・昭和63年度私立高等学校の新増設等に伴う建物整備計画について（昭和62
年7月2日）　土佐塾高等学校

要審査 無 無

R3-A-1999 文書学事課
私学・大学支
援課

 S53S54S55S56S57S58S59
高知県私立学校審議会諮問・答申関係書類昭
和55年度（第87回）～昭和59年度（第95回）

・第84回（昭和53年度）～95回（昭和59年度）高知県私立学校審議会に対す
る諮問/議事録
学校法人寄付行為の認可（沢田学園、楠瀬学園、三谷学園、上田学園、濱川
学園）、学校法人解散認定（南海学園）、私立学校設置認可（みさと幼稚
園、高須第2幼稚園、一宮幼稚園、へいわ幼稚園）、私立学校の廃止認可
（聖山幼稚園）、私立学校の収容定員に係る学則変更認可（桜井幼稚園、中
村幼稚園、土佐幼稚園、明徳高等学校、明徳中学校、しみず幼稚園、くるみ
幼稚園、土佐山田幼稚園、高知学芸高等学校、高知学芸中学校、高知中央高
等学校、フレンド幼稚園）、私立専修学校設置認可（高知医療学院）、私立
専修学校課程の設置認可（洋影編物専門学校、高知リハビリテーション学
院、山崎ブラザー編物専門学校、高知理容美容専門学校）、私立養護学校中
学部の設置認可（光の村養護学校）、私立養護学校の収容定員に係る学則の
変更認可（光の村養護学校高等部専攻科）、私立各種学校設置認可（土佐和
裁学校、オガワ・イングリッショ・スクール）、私立各種学校廃止認可（高
知医療学院、山田ドレスメーカー女学院洋影編物中村女学院、土佐編物技芸
高岡校、岡田ドレスメーカー女学院、梅原編物学院、高知商業高等専修学
校、高知赤十字高等看護学院、高知経理専門学校、聖母学園、谷服装学院、
洋影編物須崎女学院、洋影編物大方女学院、高知トヨタ編物服飾学院）、私
立学校設置計画（みさと幼稚園、秦泉寺幼稚園、高須第2幼稚園、オガワイ
ングリッショ・スクール、土佐和裁学校、一宮幼稚園、杉野和裁学園、へい
わ幼稚園）、私立学校設置者変更（旭珠算学校、ＲＫＣ調理師学校、聖心学
院、聖母幼稚園、海の星幼稚園、清明幼稚園、高知中央経理専門学校、高知
芸術学園）
学校法人の行うことのできる収益事業の種類の一部改正について
・昭和58年度私立学校審議会四国地区ブロック会議（昭和58年7月26日）

要審査 無 無
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R3-A-2000 文書学事課
私学・大学支
援課

 S55S56 保育短大用地取得（代替用地）

保育短大用地の交換について
土地売買契約書
高知女子大学保育短期大学部校地の代替用地の購入について
土地所属換決定通知書　大原住宅の交換について
交換契約書
隣地境界線証明書
所有権移転登記の承諾

要審査 無 無

R3-A-2001 文書学事課
私学・大学支
援課

H元

再課程認定申請書（正規の課程及び聴講生の
課程）高知女子大学
再課程認定申請書（正規の課程及び聴講生の
課程）高知短期大学
再課程認定申請書（正規の課程及び聴講生の
課程）高知女子大学保育短期大学部
課程認定申請書（聴講生の課程）高知女子大
学
再課程認定申請書（正規の課程）高知女子大
学
平成元年度　女子大・保短・短大　再課程認
定申請書

高知女子大学、高知女子大学保育短期大学部及び高知短期大学の教員の免許
状授与の所要資格を得させるための再課程認定の申請等について（伺）（平
成元年9月12日）
高知女子大学の免許状授与の所要資格を得させるための再課程認定申請書
（正規の課程）
高知女子大学保育短期大学部の免許状授与の所要資格を得させるための再課
程認定申請書（正規の課程及び聴講生の課程）
高知短期大学の免許状授与の所要資格を得させるための再課程認定申請書
（正規の課程及び聴講生の課程）
再課程認定申請要項/認定を受けようとする免許状の種類に関する書類/学
部・学科等別教員組織表/授業概要/教育実習に係わる事前及び事後の指導/
高知県立大学特別学生に関する規程/教育実習に係わる事前及び事後の指導/
学則

要審査 無 無

R3-A-2002
私学・大学支
援

私学・大学支
援

26 26・8月豪雨　災害復旧（高知学園）国庫

・平成26年7月30日から8月25日までの間の豪雨及び暴風雨による平成26年度
私立学校建物其他災害復旧費補助金
学校法人高知学園高知中学高等学校被災状況写真
高知学園附属幼稚園被災写真
高知学園短期大学被災状況写真

要審査 無 無

R3-A-2003 文書学事課
私学・大学支
援課

 S49S51S55

①昭和51年度　教員の免許状授与の所要資格
を得させるための課程の認定申請（保育短
大）　文書学事課
②昭和51年度　高知女子大学保育短期大学部
の免許状授与の所用資格を得させるための課
程（正規の課程）認定申請書　高知県　昭和
51年9月
③昭和55年度　保育短大代替地　登記済綴

①高知女子大学保育短期大学部に係る教員の免許状授与の所要資格を得させ
るための課程（正規の課程）の認定申請について（伺）（昭和51年9月3日）
文部大臣認定書（昭和52年1月13日）
・高知女子大学保育短期大学部に係る教員の免許状授与の所要資格を得させ
るための課程の認定申請について（聴講生の課程）（伺）（昭和51年11月15
日）
文部大臣認定書（昭和52年3月30日）
②高知女子大学保育短期大学部の免許状授与の所要資格を得させるための課
程（正規の課程）認定申請書（昭和51年9月）高知県
③高知女子大学保育短期大学部用地の代替地
高知市仁井田字北潮田の登記嘱託書（昭和55年）
地積測量図訂正申出書（昭和57年3月）
・保存文書引継簿（県立大学　51,53,55年度　永年）
・高知女子大学保育短期大学部学則
・高知女子大学保育短期大学部設置認可申請書（昭和49年6月22日）
短期大学の設置認可書（昭和50年1月10日）文部大臣
・高知女子大学保育短期大学部校舎増築工事図面2枚

要審査 無 無
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R3-A-2004 同和対策課 人権課 S57
永　手元資料　57人権啓発センター建設関係
資料

①57年度高知県社会福祉センター・高知県同和会館（仮称）建設工事《高知
県立人権啓発センター》分担金支払関係書
②（茶封筒入り）昭和56年度高知県社会福祉センター・高知県同和会館（仮
称）建築主体実施設計書ほか
③高知県社会福祉センター・高知県同和会館（仮称）建築主体工事内訳明細
書　他

要審査 無 無

R3-A-2005 同和対策課 人権課 S59
高知県立人権啓発センター・高知県社会福祉
センター管理規約等関係書

・高知県立人権啓発センター・高知県社会福祉センター管理規約
・高知県立人権啓発センター・高知県社会福祉センター管理規約に基づく協
議
・行政財産の目的外使用について
・協力職員の取扱いに関する協定書
・財団法人高知県地域改善協会運営審議会要綱ほか諸規程

要審査 無 無

R3-A-2006 同和対策課 人権課 S58 同和会館関係文書　S58

・覚書「同和会館（仮称）と高知県社会福祉センターの併合施設の建設につ
いて」
・同和に関する会館の建設に係る助成についての要望書
・寄付の承諾について
・県立人権啓発センターの施設の供用開始について
・人権啓発センター建設までの経緯

要審査 無 無

R3-A-2007 同和対策課 人権課 S58 永　同和会館資料綴

・同和会館建設問題検討　
・同和会館建設に伴う市町村負担について
・高知県社会福祉センター・高知県同和会館（仮称）に関する設計概念　
（株）ASA設計事務所
・同和に関する会館の構想（試案）
・関係団体事務所の使用料について

要審査 無 無

R3-A-2008 同和対策課 人権課 S58
永　高知県立人権啓発センター関係文書＜重
要書類綴＞

・同和会館（仮称）の建設に関する覚書の締結について
・高知県社会福祉センター・高知県同和会館（仮称）建築工事の施行に関す
る協議書の締結について
・高知県立人権啓発センター・高知県社会福祉センター管理規約及び協議書
の締結について
・高知県立人権啓発センターの建物の保存登記について
・高知県立人権啓発センターの建物の表示登記について
・財団法人の設立許可について
・高知県立人権啓発センターの設置及び管理に関する条例施行規則の制定に
ついて
・財団法人高知県地域改善協会に対する出えん金の払込について
・高知県立人権啓発センターの設置及び管理に関する条例の制定について
・高知県社会福祉センターの登記申請書
・協力職員の取扱いに関する協定書
ほか

要審査 無 無

R3-A-1997 港湾課 港湾・海岸課 H元
宿毛湾港(丸島)公有水面埋立免許願書
面積7,010.54㎡ 竣功認可平成元年11月20日
(-4.5m)

宿毛市大島地区
　埋立免許（昭和60年11月9日）

要審査 無 無

R3-A-2009 同和対策課 人権課 S61 60～61　（財）高知県地域改善協会　原本
・昭和59年度　財団法人高知県地域改善協会事業報告書　決算書
・高知県地域改善協会への協力職員の変更について
・財団法人高知県地域改善協会の理事長の推薦について　ほか

要審査 無 無
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R3-A-2010 人権課 人権課 H14
平成14年度第2回高知県人権尊重の社会づく
り協議会　（平成15年2月20日）

・平成14年第2回高知県人権尊重の社会づくり協議会
人権に関する県民意識調査
・高知県人権尊重の社会づくり協議会議事録（平成15年2月20日）

要審査 無 無

R3-A-2011 人権課 人権課 H14
平成14年度第1回高知県人権尊重の社会づく
り協議会　（平成14年9月4日）

・高知県人権尊重の社会づくり協議会
「人権に関する県民意識調査」について
人権に関する県民意識調査票（素案））
・高知県人権尊重の社会づくり協議会議事録（平成14年9月4日）

要審査 無 無

R3-A-2012 人権課 人権課 H13
平成13年度第1回人権尊重の社会づくり協議
会（平成13年11月22日）

・高知県人権尊重の社会づくり協議会委員の委嘱について
・知事説明資料　
・一般対策への移行　スケジュール
・平成13年度第2回高知県人権施策推進委員会
・高知県人権尊重の社会づくり協議会資料
人権施策について、各人権問題の現状と課題、今後の取り組み方針等につい
て
・高知県人権尊重の社会づくり協議会　議事録（平成13年11月22日）

要審査 無 無

R3-A-2013 人権課 人権課 H13
平成13年度第2回人権尊重の社会づくり協議
会（平成14年2月7日）

・人権施策関係課連絡会　ほか
・高知県人権尊重の社会づくり協議会
人権施策について、各人権問題の現状と課題、今後の取り組み方針等につい
て
・高知県人権尊重の社会づくり協議会　議事録（平成14年2月7日）

要審査 無 無

R3-A-2014 人権課 人権課 H15
H15高知県人権尊重の社会づくり協議会（平
成16年2月4日） 　人権実態の公表

・平成15年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会
「高知県の人権について」（素案）
・高知県人権尊重の社会づくり協議会議事録（平成16年2月4日）

要審査 無 無

R3-A-2015 人権課 人権課 H16 H16高知県人権尊重の社会づくり協議会

・平成16年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会（平成17年1月25日）
高知県の人権について（普及版）（案）/連続差別落書き事象への取り組み
状況（平成15年度）/高知県こども条例ができました！（資料集）/総合法律
支援法について（概要）
・高知県人権尊重の社会づくり協議会議事録（平成17年1月25日）

要審査 無 無

R3-A-2016 人権課 人権課 H17 H17高知県人権尊重の社会づくり協議会

・平成17年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会（平成18年2月20日）
高齢者虐待防止法の概要について/発達障害者支援法に基づく発達障害者支
援センターの整備について/女性に対する暴力関係資料/人権の尊重の取り組
みについて
・高知県人権尊重の社会づくり協議会議事録（平成18年2月20日）

要審査 無 無

R3-A-2017 人権課 人権課 H18 H18高知県人権尊重の社会づくり協議会

・平成18年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会（平成18年8月30日）
個人情報の保護・収集・提供について/人権啓発研修の取組について
・平成18年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会議事録（平成18年8月
30日）

要審査 無 無

R3-A-2018 人権課 人権課 H19 H19高知県人権尊重の社会づくり協議会

・平成19年度高知県人権尊重の社会づくり協議会（平成20年2月8日）
児童虐待死亡事案について/高齢者虐待について/肝炎について/高知県ＤＶ
被害者支援計画/拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に
関する法律　ほか
・平成19年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会議事録（平成20年2月
8日）

要審査 無 無

R3-A-2019 人権課 人権課 H20 H20高知県人権尊重の社会づくり協議会

・平成20年度高知県人権尊重の社会づくり協議会（平成21年2月13日）
児童虐待問題について　ほか
・平成20年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会議事録（平成21年2月
13日）

要審査 無 無
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R3-A-2020 人権課 人権課 H21 H21高知県人権尊重の社会づくり協議会

・平成21年度高知県人権尊重の社会づくり協議会（平成22年2月18日）
女性相談支援センター（配偶者暴力相談支援センター）における取組・現
状・課題/高知県における人権施策の概要について
・平成21年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会議事録（平成22年2月
18日）

要審査 無 無

R3-A-2021 人権課 人権課 H22
平成22年度高知県人権尊重の社会づくり協議
会（H23.1.20）

・平成22年度高知県人権尊重の社会づくり協議会（平成23年1月20日）
「高知県地域福祉支援計画」について/こうち男女共同参画プラン改定/
・平成22年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会議事録（平成23年1月
20日）

要審査 無 無

R3-A-2022 人権課 人権課 H26 H26高知県人権尊重の社会づくり協議会

・平成26年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会（平成26年11月20
日）
「平成25年度　高知県の人権について」「平成26年度　高知県人権施策基本
方針に基づく取組について」/「四国八十八箇所霊場と遍路道」に関する四
国4県緊急アピール　ほか
・平成26年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会議事録（平成26年11
月20日）

要審査 無 無

R3-A-2023 人権課 人権課 H25 H25高知県人権尊重の社会づくり協議会No.1

・平成25年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会（平成25年8月27日）
「人権に関する実態の公表」について/「高知県人権施策基本方針」改定に
ついて
・平成25年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会議事録（平成25年8月
27日）

要審査 無 無

R3-A-2024 人権課 人権課 H25 H25高知県人権尊重の社会づくり協議会No2

・平成25年度第2回高知県人権尊重の社会づくり協議会（平成25年10月17
日）
「高知県人権施策基本方針－改訂版－（素案）ほか
・平成25年度第2回高知県人権尊重の社会づくり協議会議事録（平成25年10
月17日）
・平成25年度第3回高知県人権尊重の社会づくり協議会（平成26年1月29日）
パブリックコメントに寄せられた意見への対応/高知県人権施策基本方針－
第1次改訂版－（最終案）ほか
・平成25年度第3回高知県人権尊重の社会づくり協議会議事録（平成26年1月
29日）

要審査 無 無

R3-A-2025 人権課 人権課 H24
平成二十四年度高知県人権尊重の社会づくり
協議会

・平成24年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会（平成24年10月19
日）
人権に関する県民意識調査「クロス集計」の提案について/高知県人権施策
基本方針に沿った取り組みの概要
・平成24年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会議事録（平成24年10
月19日）

要審査 無 無

R3-A-2026 人権課 人権課 H23
平成23年度高知県人権尊重の社会づくり協議
会

・平成23年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会（平成23年11月30
日）
「人権に関する県民意識調査」について/（案）人権に関する県民意識調査
調査票
・平成23年度第1回高知県人権尊重の社会づくり協議会議事録（平成23年11
月30日）

要審査 無 無
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R3-A-2027 体育保健課 スポーツ課 S48～49
48・49表彰　体育功労者及び社会体育優良団
体（地域･職場）

・昭和48年度体育功労者および社会体育優良団体表彰
選考委員会（委員名簿、推薦調書ほか）
功労者1名、優良団体2団体：室戸市体育会、株式会社四国銀行運動クラブ
・昭和49年度体育功労者及び社会体育優良団体表彰
選考委員会（委員名簿、推薦調書ほか）
優良団体2団体：大豊町体育会、株式会社高知相互銀行運動クラブ、体育功
労者1名

要審査 無 無

R3-A-2028 体育保健課 スポーツ課 S50～51
昭和50･51年度　体育功労者社会体育優良団
体表彰

・昭和50年度体育功労者及び社会体育優良団体表彰
選考委員名簿、推薦調書
功労者1名、優良団体2団体（伊野町体育会、旭食品（株）運動クラブ）
・昭和51年度体育功労者及び社会体育優良団体表彰
選考事情報告書/推薦調書ほか
功労者1名、優良団体2団体（新居体育振興会、協和農機（株）運動クラブ）

要審査 無 無

R3-A-2029 体育保健課 スポーツ課 S54
昭和54年度　体育功労者及び社会体育優良団
体表彰

昭和54年度体育功労者及び社会体育優良団体表彰
選考委員会（委員名簿、推薦調書）
功労者1名、優良団体2団体（安芸クラブ、高知職場早起き軟式野球振興会）

要審査 無 無

R3-A-2030 体育保健課 スポーツ課 S55
昭和55年度　体育功労者及び社会体育優良団
体表彰

昭和55年度体育功労者及び社会体育優良団体表彰
選考委員会（経過報告、委員名簿、過去の受賞者及び受賞団体一覧、実施要
領、推薦調書）
功労者1名、優良団体（越知町ママさんバレーボール部、芸西村体育会）

要審査 無 無

R3-A-2031 体育保健課 スポーツ課 S56
昭和56年度　体育功労者社会体育優良団体表
彰

昭和56年度体育功労者及び社会体育優良団体表彰
選考委員会（委員名簿、実施要領、推薦調書）
功労者1名、優良団体（土佐山田バレーボールクラブ、四国銀行水泳部、大
方町体育会）

要審査 無 無

R3-A-2032 体育保健課 スポーツ課 S51
昭和51年度社会体育功労者及び社会体育優良
団体推薦

昭和51年度体育功労者及び社会体育優良団体表彰
本山町教育委員会（報告）　　功労者2名推薦調書
社会体育優良団体候補推薦調書（地域）　新居体育振興会

要審査 無 無

R3-A-2033 体育保健課 スポーツ課 S59

59　社会体育　
県民総スポーツ推進・県民会議･協議会･顕彰
市町村社会体育担当者研修会　表彰式
県民総スポーツ強調月間行事

・昭和59年度県民総スポーツ推進県民会議
冊子「昭和59年度県民総スポーツ推進指針県民会議　昭和60年2月16日」
・昭和59年度県民総スポーツ推進協議会
・昭和56年度県民総スポーツ推進特別委員会
・昭和59年度県民総スポーツ推進県民会議顕彰
選考委員会（選考委員名簿、顕彰規程、顕彰推薦基準、候補者一覧）
・昭和59年度市町村社会体育担当者研修会
・県民総スポーツ強調月間行事「昭和59年度第8回県民総スポーツ健康・体
力づくり大会」

要審査 無 無
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R3-A-2034 体育保健課 スポーツ課 S60
60　社会体育　
体育功労者及び社会体育優良団体表彰
地区スポーツ指導者文部大臣感謝状

・昭和60年度体育功労者及び社会体育優良団体表彰
体育功労者及び社会体育優良団体表彰選考委員会設置要項について（伺）
選考委員会（委員名簿、候補一覧、推薦調書）
功労者1名、優良団体（三和地区体育会）
「昭和60年度　体育功労者一覧　文部省体育局」、「昭和60年度　社会体育
優良団体一覧（スポーツクラブ）　文部省体育局」、「昭和60年度　社会体
育優良団体一覧（スポーツクラブ以外の団体）　文部省体育局」
・総理を囲む社会体育・スポーツ関係者の集い
地区スポーツ指導者文部大臣感謝状

要審査 無 無

R3-A-2035 体育保健課 スポーツ課  S6261
62　61社会体育　
体育功労者及び社会体育優良団体表彰

昭和61年度体育功労者及び社会体育優良団体表彰
選考委員会（委員名簿、経過報告、実施要項、推薦候補一覧、推薦調書、過
去の受賞一覧）
功労者1名、優良団体（高知市鴨田体育会）

要審査 無 無

R3-A-2036 体育保健課 スポーツ課 S62
62　社会体育　
体育功労者及び社会体育優良団体表彰

・昭和62年度体育功労者及び社会体育優良団体表彰
選考委員会委員について（伺）新旧委員名簿、選考委員会設置要綱
選考委員会（委員名簿、候補一覧、推薦調書）
功労者1名、優良団体（若竹スポーツクラブ、須崎ラジオ体操愛好会、四国
カルストスキークラブ、瓶岩体育会）

要審査 無 無

R3-A-2037 体育保健課 スポーツ課  S6261

62　61社会体育　
県民総スポーツ推進県民会議･顕彰、県民総
スポーツ推進協議会、市町村社会体育担当者
研修会、県民総スポーツ強調月間行事

・昭和61年度県民総スポーツ推進県民会議
冊子「昭和61年度　県民総スポーツ推進県民会議」
・県民総スポーツ推進協議会調査部委員の委嘱について
・県民総スポーツ推進県民会議顕彰選考委員会
・県民総スポーツ推進協議会
県民総スポーツ推進協議会特別部会
・市町村社会体育担当者研修会
・県民総スポーツ強調月間行事「第10回県民総スポーツ健康・体力づくり大
会」

要審査 無 無

R3-A-2038 体育保健課 スポーツ課 S63 63　社会体育　文部大臣表彰（体育功労者）

・昭和63年度体育功労者及び社会体育優良団体表彰
選考委員会（委員名簿、候補一覧、推薦調書）
功労者1名、優良団体（高知市江陽体育会）

要審査 無 無

R3-A-2039
教育委員会事
務局スポーツ
健康教育課

スポーツ課 H26
指定管理の募集、選定（県民体育館、武道館
及び弓道場H27～31）

・高知県立県民体育館、高知県立武道館及び県立弓道場の指定管理者の募集
について（伺）
指定管理者参考価格調書、指定管理者募集要項
・指定管理者選定審査委員会委員の委嘱（任命）について（伺）
・指定管理者選定審査委員会
（公財）高知県スポーツ振興財団
指定管理者指定申請書/事業計画書/収支予算書/団体概要書ｊほか
指定管理者採点集計表①/採点表
・指定管理者候補者の決定について（伺）
・指定管理者の指定に関する議案
・指定管理者の指定・告示　「高知県公報第9723号」

要審査 無 無
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R3-A-2040 観光政策課 スポーツ課 H26 H26 予土県境地域連携協議会

・「予土県境サイクリング交流促進事業」企画提案書
「四万十・南伊予横断　2RIVER　VIEW　Ride」イベント概要
・「四万十・南伊予横断　2リバービューライド」写真展
・「四万十・南伊予横断　2リバービューライド」運営業務委託
・第7回土県境地域連携実行委員会担当者会
四万十南予土横断2リバービューライド2015大会要領
・予土県境地域連携実行委員会総会
・「四万十・南予横断　2リバービューライド2015」の概要
「四万十・南予横断2RIVER　VIEW　Ride　2015」チラシ
・「予土県境サイクリング広域連携事業助成金」応募事業の審査
四万十・南予横断2RIVER　VIEW　Ride　2015」実施運営マニュアル（最終
版）」

要審査 無 無

R3-A-2041
教育委員会事
務局スポーツ
健康教育課

スポーツ課 H26
県民体育館・武道館　利用料金の承認並びに
使用料減免及び還付に関する規則の廃止
（H26.4.1）

・高知県立県民体育館の利用料金の承認並びに使用料の減免及び還付に関す
る規則を廃止する規則について（伺）（平成26年3月26日）平成26年4月1日
施行
・高知県立武道館の利用料金の承認並びに使用料の減免及び還付に関する規
則を廃止する規則について（伺）（平成26年3月26日）平成26年4月1日施行

要審査 無 無

R3-A-2042
教育委員会事
務局スポーツ
健康教育課

スポーツ課 Ｈ26 平成26年度表彰（文科省・健康づくり財団）

平成26年度スポーツ推進委員功労者表彰
平成26年度生涯スポーツ功労者及び生涯スポーツ優良団体表彰
平成26年度体力つくり優秀組織表彰
選考委員会議事要旨
スポーツ推進委員功労者1名
生涯スポーツ功労者及び生涯スポーツ優良団体
功労者3名、優良団体（ライラック、高知市横内体育会、高知市介良潮見台
体育会）

要審査 無 無

R3-A-2043 計画推進課 計画推進課 26 平成26年度　業務概要委員会

・平成26年度産業振興推進部業務概要説明資料
・平成26年度産業振興推進部当初予算説明資料
・産業振興土木委員会出先機関業務概要調査
・産業振興土木委員会出先機関等の調査事項の取りまとめ

要審査 無 無

R3-A-2044 計画推進課 計画推進課 26
平成26年度決算特別委員会（産業振興推進部
調整担当）

・決算特別委員会審議概要（平成26年11月4日開催）
・平成25年度決算審査資料　産業振興推進部及び理事（中山間対策・運輸担
当）
・主要事業の実施状況調査票 
・定期監査報告
・平成24年度高知県歳入歳出決算審査報告書
・平成25年度高知県歳入歳出決算審査意見書、基金運用状況審査意見書
・平成25年度主要な施策の成果の概要
・平成25年度決算書、決算説明書及び説明資料

要審査 無 無

R3-A-2045 計画推進課 計画推進課 26
平成26年度決算特別委員会（平成25年度決
算）

・決算特別委員会産業振興推進部長説明及び計画推進課長説明
・決算特別委員会審議概要（平成26年11月4日開催）（伺）
・平成25年度決算審査資料　産業振興推進部
・主要事業の実施状況調査票 
・平成24年度高知県歳入歳出決算審査報告書
・平成25年度高知県歳入歳出決算審査意見書、基金運用状況審査意見書
・平成25年度主要な施策の成果の概要
・平成25年度決算書、決算説明書及び説明資料

要審査 無 無

R3-A-2046 計画推進課 計画推進課 26 産業振興推進本部会議（1/2）
・第1回～第4回産業振興推進本部会議資料
・会進行及び説明内容

要審査 無 無

R3-A-2047 計画推進課 計画推進課 26 産業振興推進本部会議（2/2）
・第5回～第7回産業振興推進本部会議資料
・会進行及び説明内容

要審査 無 無
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R3-A-2048 計画推進課 計画推進課 26 土佐経済同友会①

・土佐経済同友会と知事との懇談会に係る意見・要望等及びその回答
・土佐経済同友会の提言書に係る協議
・「高知家」の家族会議～高知県の幸福度を考える県民会議～（通称 ＧＫ
Ｈ県民会議）の事前検討会、設置、規約案、設立趣意書案、委員承諾書等
・高知県10年ビジョンの提言「日本一の幸福実感県・高知」～土佐的循環
型・共生社会の実現（2011年12月）

要審査 無 無

R3-A-2049 計画推進課 計画推進課 26 土佐経済同友会②

・土佐経済同友会と知事との懇談会に係る意見・要望等及びその回答、議事
録
・第1回「高知家」の家族会議～高知県の幸福度を考える県民会議～（通称 
ＧＫＨ県民会議）会議資料、議事録
・「高知家」の大家族会議（平成26年11月30日開催）配布資料、議事録
・幹事会協議概要

要審査 無 無

R3-A-2050 計画推進課 計画推進課 26
平成26年度産業振興計画フォローアップ委員
会

・第1回～第3回高知県産業振興計画フォローアップ委員会資料、知事挨拶、
部長説明、議事概要

要審査 無 無

R3-A-2051 計画推進課 計画推進課 26 フォローアップ委員会H26委員等委嘱
・平成26年度高知県産業振興計画フォローアップ委員会、専門部会委員の選
定、就任依頼、承諾書

要審査 無 無

R3-A-2052 計画推進課 計画推進課 26 四産協　連携プロジェクトＰＪ関係資料

・第1回四国少子化対策会議資料
・平成26年度「四国はひとつ」4県連携施策
・「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進協議会平成26年度「資
産の保護措置」部会会議資料
・第2回四国産品外商ネットワーク会議資料
・6次産業化及び地産外商の推進に関する協定
・食品の新たな機能性表示制度に関する資料（勉強会、政策提言活動等）
・四国における健康食品等の機能性表示検討会ワーキング
・連携プロジェクトの進捗状況及び参考資料

要審査 無 無

R3-A-2053 計画推進課 計画推進課 26
四産協にかかる知事レク、地域の成長戦略に
関する意見交換、各機関への戦略説明

・四国地方産業競争力協議会知事レク記録
・地域の成長戦略に関する意見交換会（会資料、知事の戦略説明及び発言趣
旨、会議内容等）
・高知商工会議所第18回常議員会、高知県副町村長会定期総会、高知県経済
5団体連合会、高知県市長会における四国地方産業競争力戦略説明

要審査 無 無

R3-A-2054 計画推進課 計画推進課 25～26 四産協　各県等との調整文書、決裁関係文書

・四国地方産業競争力協議会設置に係る想定問答案
・地方産業競争力協議会連絡会議（第1回）資料
・四国ブロック四国地方産業競争力協議会設置要綱案
・第1回四国地方産業競争力協議会の開催、協議会委員就任依頼
・戦略策定にあたっての四国連携プロジェクトの洗い出しについて
・第1回四国地方産業競争力協議会事務局会議事概要

要審査 無 無

R3-A-2055 計画推進課 計画推進課 26 第2期産業振興計画ver.4決定伺（重要）
・第2期産業振興計画ver.4の決定について（総論、産業成長戦略、地域アク
ションプラン）

要審査 無 無

R3-A-2056 商工振興課
地産地消・外
商課

S63
63　高知県大阪事務所新築工事
　（設計図面及び代価表）

・高知県大阪事務所設計図面及び代価表（幸町ビル建設工事に関する図面及
び価格について）

要審査 無 無

R3-A-2057
県産品ブラン
ド室

地産地消・外
商課

H16
新商品発掘プロモーション委託業務実績報告
書

・H16土佐のいい物おいしい物発見コンクール（審査会、入賞賞品、商品調
査結果、広報、ＰＲ・卸売会）
・新商品発掘プロモーション委託業務の企画提案公募

要審査 無 無

R3-A-2058
地産地消・外
商課

地産地消・外
商課

H26 平成26年度土産物・特産品開発推進事業
・土産物開発プロジェクトスタートアップ講演会及びアンケート
・高知県産業振興アドバイザー制度実績報告書及び指導・助言内容報告書
・土産物・特産品開発プロジェクト講演会、個別相談会、打ち合わせ

要審査 無 無

R3-A-2059
県産品ブラン
ド室

地産地消・外
商課

H16
H16県産品アンテナショップ開設事業費補助
金

・高知県県産品アンテナショップ開設事業費補助金実績報告書（県産品に対
する消費者ニーズ調査報告書ほか）
・補助金決定通知、補助事業申請書

要審査 無 無
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R3-A-2060
地産地消・外
商課

地産地消・外
商課

H26 
平成26年度食品加工業支援事業委託業務
マーケットイン型商品づくり支援事業①

・マーケットイン型商品づくり支援事業の参加事業者募集
・フォローアップ説明会
・アドバイス事業及びフィードバック
・マーケットイン型商品づくり・商品改善シート
・パートナー店について

要審査 無 無

R3-A-2061
地産地消・外
商課

地産地消・外
商課

H26
平成26年度食品加工業支援事業委託業務
マーケットイン型商品づくり支援事業②

・事業全体スケジュール　・商品評価会
・高知県地域産品商談会　・個別面談
・商品評価フィードバックシート　・テスト販売

要審査 無 無

R3-A-2062
地産地消・外
商課

地産地消・外
商課

H26 
高知県市場対応商品開発事業費補助金交付要
綱

平成26年度高知県市場対応商品開発事業費補助金交付要綱 要審査 無 無

R3-A-2063 商工政策課
地産地消・外
商課

H12 シンガポール事務所資料
・高知県シンガポール事務所管理運営要領
・シンガポール事務所の概要、活動報告
・シンガポール事務所の存続（共同要望書）について

要審査 無 無

R3-A-2064
地産地消・外
商課

地産地消・外
商課

H21,22,23 H21・22・23年度海外事務所内部協議資料

・知事報告（上海・シンガポール事務所活動報告等）
・包括外部監査
・（社）高知県貿易協会の旅費改正通知
・H23愛媛・高知交流会議資料
・高知県シンガポール事務所所長交替について

要審査 無 無

R3-A-2065 商工政策課
地産地消・外
商課

H8 海外経済活動拠点事業（シンガポール）

・シンガポール事務所案件状況表
・活動実績　・高知新港関係　
・各種案件　・海外事情講演会
・高知県経営者協会・青年経営者部会海外視察　・知事訪問
・高知県シンガポール事務所開所式

要審査 無 無

R3-A-2066
地産地消・外
商

地産地消・外
商

25
THE　JAPAN　PAPER PLACE土佐和紙＠おきゃ
く（平成25年度）

・The Japanese Paper Placeへの知事の手紙
・世界に羽ばたくTOSA Washi展（後援申請、知事メッセージ、オープニング
レセプション等）

要審査 無 無

R3-A-2067
地産地消・外
商

地産地消・外
商

25 平成25年度台湾　「微風広場」高知フェア
・台湾「微風広場」高知県物産展（参加申込書、商談シート、景品、出展決
定通知、訪問記録等）

要審査 無 無

R3-A-2068
地産地消・外
商

地産地消・外
商

25
平成25年度台湾・台中「裕毛屋」高知県物産
展

・商談記録
・2013台湾「裕毛屋」高知県物産展（出展者募集、出展申込書、商談シー
ト、出店決定通知等）

要審査 無 無

R3-A-2069
地産地消・外
商

地産地消・外
商

18 平成18年度　海外事務所委託
・平成18年度高知県海外事務所管理運営委託契約書及び委託料支払関係書類
・高知県シンガポール事務所設置運営事業実施要綱
・高知県上海事務所設置運営事業実施要綱

要審査 無 無

R3-A-2070
地産地消・外
商

地産地消・外
商

17 平成17年度　海外事務所委託
・平成17年度高知県海外事務所管理運営委託契約及び委託料支払関係書類
・高知県シンガポール事務所設置運営事業実施要綱
・高知県上海事務所設置運営事業実施要綱

要審査 無 無

R3-A-2071
地産地消・外
商

地産地消・外
商

16 平成16年度　海外事務所委託
・平成16年度高知県海外事務所管理運営委託契約及び委託料支払関係書類
・高知県シンガポール事務所設置運営事業実施要綱
・高知県上海事務所設置運営事業実施要綱

要審査 無 無

R3-A-2072 移住促進課 移住促進課 H26 移住推進協議会関係　No.1

・高知県移住推進協議会民間サポート部会設置・運営要領の一部改正
・高知県移住推進協議会の委員への就任依頼、第1回移住推進協議会開催案
内
・第1回移住推進協議会資料及びテープおこし
・移住推進協議会委員及び民間サポート部会委員委嘱
・第1回移住推進協議会民間サポート部会(開催通知、会資料）
・お試し滞在住宅の運用について
・第2回移住推進協議会（知事あいさつ、会資料、議事概要）

要審査 無 無

R3-A-2073 移住促進課 移住促進課 H26 H26　人材誘致要綱制定 ・高知県人材誘致促進事業費補助金交付要綱の制定、一部改正について 要審査 無 無
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R3-A-2074 移住促進課 移住促進課 H26 移住推進協議会関係　No.2
・「高知家で暮らし隊」会員登録チラシ等設置依頼
・第2回移住推進協議会民間サポート部会（会資料）
・第3回移住推進協議会（会資料、知事あいさつ、議事概要

要審査 無 無

R3-A-2075 大阪事務所 大阪事務所 H25 平成25年度　各高知県人会関係文書

・比叡山紀貫之碑整備事業完工記念法要次長祝辞
・中部高知県人会だより、中部高知県人会定期総会・懇親会
・関東高知県人大懇親会
・茨木・高槻・摂津・高知県人会総会・懇親会
・東大阪高知県人会第48回総会・懇親会
・「ゆうあいフォーラム」尼崎高知系県人会第50回総会、知事挨拶、50周年
記念史寄稿、第43回ふるさと交流会館まつり
・神戸高知県人土陽会第83回定期総会、会報への寄稿
・京都高知県人会通常総会、龍馬・慎太郎墓前祭、知事挨拶
・大阪県人会役員・理事会

要審査 無 無

R3-A-2076 大阪事務所 大阪事務所 H26 平成26年度　各高知県人会関係文書

・大阪香川県人会誌
・中部高知県人会だより、第99回中部高知県人会定期総会・懇親会
・第66回関東高知県人大懇親会
・茨木・高槻・摂津・高知県人会総会・懇親会
・東大阪高知県人会第49回総会・懇親会
・「ゆうあいフォーラム」尼崎高知系県人会第51回総会、第44回ふるさと交
流会館まつり
・神戸高知県人土陽会第84回定期総会、知事挨拶、会報寄稿
・京都四国人会第14回通常総会、知事挨拶、会報寄稿
・京都高知県人会役員会、会報及び総会・懇親会の知事祝辞

要審査 無 無

R3-A-2077 企画調整課
中山間地域対
策課

 S46～S49
過疎問題協議会 自第7回～至第10回
過疎対策推進本部

過疎地域対策に関する重要事項を協議する「高知県過疎問題協議会」の協議
資料

要審査 無 無

R3-A-2078 企画調整課
中山間地域対
策課

S51～S53 過疎問題協議会（第12回～第14回）
・過疎地域対策に関する重要事項を協議する「高知県過疎問題協議会」の協
議資料
・第13回協議会の協議録

要審査 無 無

R3-A-2079 企画振興課
中山間地域対
策課

 S55～S63 過疎問題協議会（第15回～第18回）

・高知県過疎問題協議会設置要綱
・高知県過疎問題協議会運営要領
・高知県過疎地域振興計画の進捗状況
・高知県過疎問題協議会資料
・高知県過疎対策促進協議会過疎問題勉強会発言要旨
・高知県の過疎地域に係る基礎的データ
・市町村過疎地域振興計画の進捗状況
・第17回協議会の協議録

要審査 無 無

R3-A-2080 農政課
中山間地域対
策課

 S40～S46 山村振興計画（第一期）
昭和40年度から昭和46年度までの第1期山村振興計画の知事からの承認申請
と総理大臣からの承認通知

要審査 無 無

R3-A-2081 農政課
中山間地域対
策課

S49
山振第二期対象地域指定関係綴（振興計画承
認申請）

・第2期山村振興計画樹立地域の選定に関する知事と経済企画庁との協議
・第2期山村振興計画の承認申請

要審査 無 無

R3-A-2082 農政課
中山間地域対
策課

 S47～S54 第二期山村振興計画
昭和47年度から昭和54年度までの第2期山村振興計画の知事からの承認申請
と総理大臣からの承認通知

要審査 無 無

R3-A-2083 農政課
中山間地域対
策課

 S47S48 山村カード・地域類型化関係文書

・「農業集落カード」（経済企画庁総合開発局から作成依頼）
・「農業集落調査および農業集落カードについて」（経済企画庁）
・「山村地域の類型化と開発戦略のマクロ的検討」結果（県農政課長から県
内市町村長あて）
・「山村の現状（山村カードブロック別集計表抜粋）」（経済企画庁）
・「山村カード」（経済企画庁総合開発局から作成依頼）

要審査 無 無

R3-A-2084 農政課
中山間地域対
策課

 S54～S62 第三期山村振興計画
昭和54年度から昭和63年度までの第3期山村振興計画の知事からの承認申請
と総理大臣からの承認通知

要審査 無 無
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R3-A-2085
中山間地域対
策課

中山間地域対
策課

H24
H23　過疎ローリング（過疎地域自立促進計
画の事業実績）

過疎地域自立化のために講じた施策の概要及び過疎地域自立促進計画の事業
実績
・市町村への照会
・市町村からの回答
・総務省自治行政局過疎対策室長あての報告

要審査 無 無

R3-A-2086
中山間地域対
策課

中山間地域対
策課

H25
H24　過疎計画ローリング（過疎地域自立促
進計画の事業実績）

過疎地域自立化のために講じた施策の概要及び過疎地域自立促進計画の事業
実績
・市町村への照会
・市町村からの回答
・総務省自治行政局過疎対策室長あての報告

要審査 無 無

R3-A-2087
中山間地域対
策課

中山間地域対
策課

H26
H25　過疎計画ローリング（過疎地域自立促
進計画の事業実績）

過疎地域自立化のために講じた施策の概要及び過疎地域自立促進計画の事業
実績
・市町村への照会
・市町村からの回答
・総務省自治行政局過疎対策室長あての報告

要審査 無 無

R3-A-2088
中山間地域対
策課

中山間地域対
策課

 H25H26
高知県立大学　地（知）の拠点整備事業申請
関係

・「地（知）の拠点事業」の文部科学省の公募要領
・「地（知）の拠点事業」のQ&A
・「地（知）の拠点事業」に応募した高知県立大学の申請とそれに関する知
事の副申（事業計画書を含む）

要審査 無 無

R3-A-2089
地域づくり支
援課

中山間地域対
策課

Ｈ15 15　地域の元気応援団長①
・「元気な中山間づくり支援事業」団長受入の該当市町村との調整及び協議
・地域支援員等派遣職員の庁内公募
・地域の元気応援団長との意見交換資料（全8回分）

要審査 無 無

R3-A-2090
地域づくり支
援課

中山間地域対
策課

Ｈ15 15　地域の元気応援団長②
・地域の元気応援団長との課内打ち合わせ資料（全10回分）
・地域支援企画員についての説明会

要審査 無 無

R3-A-2091
地域づくり支
援課

中山間地域対
策課

Ｈ16 H16　地域駐在職員準備

・地域支援員等派遣職員の庁内公募
・地域支援企画員についての説明会（地域の支え合いの仕組み作りと地域支
援職員の活動エリア、提案・ニーズ（民間団体等、市町村、県各部局）、地
域支援企画員研修プログラム等）

要審査 無 無

R3-A-2092
地域づくり支
援課

中山間地域対
策課

H16 16　地域支援企画員①

・地域支援企画員情報意見交換会アンケート
・地域派遣職員（総括）とりまとめ
・地域支援企画員についての説明会（地域の支え合いの仕組み作りと地域支
援職員の活動エリア、提案・ニーズ（民間団体等、市町村、県各部局）、地
域支援企画員研修プログラム等）

要審査 無 無

R3-A-2093
地域づくり支
援課

中山間地域対
策課

H21
平成21年度 高知県地域づくり支援事業費補
助金（安芸市 龍馬伝）

①平成21年度高知県地域づくり支援事業
・支援事業実施計画書
・事業費補助金交付要綱
・事業費補助金交付決定
②「安芸をこじゃんと元気にする事業」
・業務委託契約書
・企画提案募集要領
・採用事業

要審査 無 無

R3-A-2094
中山間地域対
策課

中山間地域対
策

26
26　議会関係27年2月議会②（常任委員会関
係）

・常任委員会・特別委員会における審議の概要
・委員会における質疑応答の概要
・高知県議会定例会議案目録
・条例の要綱及び新旧対照表
・産業振興推進部予算重点項目
・増額要因の主な予算

要審査 無 無
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R3-A-2095
中山間地域対
策課

中山間地域対
策

26
26　議会関係業務概要委員会/出先機関等調
査/26年4月～6月臨時委員会

・産業振興土木委員会県外視察日程表
・県議会定例会議決一覧表
・産業振興土木委員会業務概要調査（仁淀川地域本部）概要
・事業再生計画（土佐電気鉄道株式会社、高知県交通株式会社）（案）
・中央地域公共交通再構築スキーム案の検討に関する資料
・業務概要説明資料（計画推進課、移住促進課）
・常任委員会・特別委員会における審議の概要
・増収対策・経費削減の取組に関する報告書

要審査 無 無

R3-A-2096
中山間地域対
策課

中山間地域対
策

26
26　決算特別委員会（平成26年11月4日実
施）

・委員会における質疑応答の概要
・高知県歳入歳出決算審査意見書及び基金運用状況審査意見書
・高知県歳入歳出決算審査報告書
・定期監査報告
・主要事業の実施状況について
・財産に関する調書
・主要な施策の成果の概要
・決算審査報告書

要審査 無 無

R3-A-2097 鳥獣対策 鳥獣対策 26
高知県鳥獣被害対策推進協議会（事業報告及
び収支決算）

・監査報告書
・平成26年度　財務諸表関係書類

要審査 無 無

R3-A-2098 鳥獣対策 鳥獣対策 26 サル捕獲事業

・囲い罠の写真の写し
・ニホンザルの有害捕獲頭数
・サルの被害対策とサル捕獲事業について(PowerPoint資料)
・ニホンザルによる農林水産業被害（県内市町村別）
・野生鳥獣による農林水産業被害及び捕獲の状況
・高知県における鳥獣捕獲の推移
・有害・学術研究目的・特定計画による鳥獣捕獲数等（市町村別）
・平成24年度サル生息状況調査業務報告書
・平成26年度サル捕獲業務報告書
・サル出没カレンダー
・押谷群の位置
・平成26年度サル捕獲事業実施報告会
・サル捕獲事業に関する聞き取り調査（香美市、宿毛市、大月町、梼原町、
室戸市、四万十市）

要審査 無 無

R3-A-2099 鳥獣対策 鳥獣対策 26 平成26年度　狩猟免許試験（夏季）①②

①狩猟免許試験　夏期試験　No.1
・狩猟免許試験合格者推移（平成10～26年）
・狩猟免許試験結果（平成26年度）
・狩猟免許知識試験の各問題
・狩猟免許試験（知識試験、技能試験）の解答
②狩猟免許試験　夏期試験　No.2
・狩猟免許試験結果
・狩猟免許知識試験の各問題
・狩猟免許試験（知識試験、技能試験）の解答

要審査 無 無

R3-A-2100 鳥獣対策 鳥獣対策 26 平成26年度　狩猟免許試験（臨時試験）
・狩猟免許試験結果
・狩猟免許知識試験の各問題

要審査 無 無

R3-A-2101 鳥獣対策 鳥獣対策 26 平成26年度　狩猟免許試験（冬季）
・狩猟免許試験結果
・狩猟免許知識試験の各問題

要審査 無 無
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R3-A-2102 鳥獣対策 鳥獣対策 26
平成26年度　シカ肉等活用推進事業業務　鳥
獣対策課

・第3回ジビエグルメフェスタ2014の開催について
・事業目的、概要、計画書等の報告書
・事業業務委託契約書
・第1回よさこいビジエ研究会
・シカとイノシシに対するカラーアトラス（写真付）
・よさこいジビエ衛生管理ガイドライン（案）
・よさこいジビエシカ肉料理コンテスト2015（最優秀・優秀・入賞レシピ
集）
・シカ肉等活用推進事業業務仕様書

要審査 無 無

R3-A-2103 鳥獣対策 鳥獣対策 26 平成26年度　三嶺シカ捕獲支援業務委託

・業務報告書（現地の写真付）
・業務計画書
・業務委託設計書
・遮断柵設置計画、位置図、概況図
・国定公園における行為規制の概要
・遮断柵近傍に設置した自動撮影カメラによるニホンジカ及びニホンカモシ
カの写真の写し
・事業執行計画書

要審査 無 無

R3-A-2104 鳥獣対策 鳥獣対策 26
平成26年度　高知県鳥獣被害防止緊急捕獲等
対策事業実績報告4-4

・檮原町、日高村、津野町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町
・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業交付金額の確定に伴う交付決定額の変更
について
・月別、日別捕獲実績（鳥獣被害防止緊急捕獲等対策における有害捕獲確認
書）
・補助金等検査調書兼確認書

要審査 無 無

R3-A-2105 鳥獣対策 鳥獣対策 26
平成26年度　高知県鳥獣被害防止緊急捕獲等
対策事業実績報告書（4-1）

・高知市、室戸市、安芸市、南国市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十
市に関する資料
・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業実績書
・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業（支払い実績集計表）
・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策における有害捕獲確認書

要審査 無 無

R3-A-2106 鳥獣対策 鳥獣対策 26
平成26年度　高知県鳥獣被害防止緊急捕獲等
対策事業実績報告（4-3）

・大豊町、大川村、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川町に関する資料
・鳥獣被害防止緊急捕獲庁対策事業（支払い実績集計表）
・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策における有害捕獲確認書
・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業実績書

要審査 無 無

R3-A-2107 鳥獣対策 鳥獣対策 26
平成26年度　高知県鳥獣被害防止緊急捕獲等
対策事業

・高知県鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業における捕獲個体の確認について
・シカの成獣・幼獣の見分け方、判別基準
・高知県鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業実施計画及び緊急捕獲等計画（高
知市、室戸市、安芸市、南国市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、
香美市、東洋町、奈半利町、北川村、芸西村、本山町、大豊町、土佐町、大
川村、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川町、檮原町、日高村、津野町、四
万十町、大月町、三原村）

要審査 無 無

R3-A-2108 鳥獣対策 鳥獣対策 26
平成26年度　高知県鳥獣被害防止緊急捕獲等
対策の事業実施状況報告

・高知県鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業の実施状況についての報告書 要審査 無 無

R3-A-2109 鳥獣対策 鳥獣対策 26 三嶺シカ捕獲事業（平成26年4月20日実施）

・三嶺シカ捕獲準備品一覧
・荒天候時等の対応
・三嶺シカ捕獲本番編成一覧
・事故発生等の緊急時対応フロー図
・捕獲本番の準備及び当日の配置（案）
・三嶺シカ捕獲における作業内容と注意事項
・三嶺シカ捕獲作業図
・各登山口等との通信記録

要審査 無 無
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R3-A-2110 鳥獣対策 鳥獣対策 26 三嶺シカ捕獲事業（平成26年11月16日実施）

・各登山口等との通信記録
・捕獲場所及び目撃経路図
・捕獲場所位置図
・実施の状況（写真の写し）
・三嶺シカ捕獲本番編成一覧
・三嶺シカ捕獲における作業内容と注意事項
・捕獲本番の準備及び当日の配置
・三嶺シカ捕獲作業図
・班別待機場所詳細図
・第1回三嶺シカ捕獲作業の実施状況と課題等についての取りまとめ表
・シカ遮断柵の設置について

要審査 無 無

R3-A-2111 鳥獣対策 鳥獣対策 26
平成26年度　高知県鳥獣被害防止緊急捕獲等
対策事業実績報告書（4-2）

・香美市、東洋町、奈半利町、安田町、北川村、芸西村、本山町に関する資
料
・補助金等検査調書兼確定書
・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業交付金実績報告書
・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業（支払い実績集計表）
・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策における有害捕獲確認書
・捕獲場所位置図

要審査 無 無

R3-A-2112
交通運輸政策
課

交通運輸政策
課

H26
公共交通利用促進啓発事業委託業務（絵本の
制作・発送）

・公共交通利用促進啓発事業委託業務（絵本の制作・発送）に係るもの（村
岡マサヒロ作・絵　絵本　「のりもの　んごー」）

要審査 無 無

R3-A-2113
交通運輸政策
課

交通運輸政策
課

H26
空港活性化事業委託業務（名古屋線）利用促
進

・県道空港インター線開通式典・開通イベント（龍馬空港　早春フェスタ）
（冬フェスタ）案等
・他、高知-名古屋の航空路線利用促進イベント、広報等

要審査 無 無

R3-A-2114
交通運輸政策
課

交通運輸政策
課

H26 宿毛佐伯航路　行政連絡協議会

・宿毛佐伯航路行政連絡協議会（平成18年11月28日開催）の会次第、要旨等
・宿毛佐伯航路行政連絡協議会（第2回）（平成20年2月5日開催）の次第、
要旨等
・第3回宿毛佐伯航路行政連絡協議会（平成20年11月25日開催）の会次第等
・第4回宿毛佐伯航路行政連絡協議会（平成21年11月27日開催）の会次第、
概要等
・宿毛佐伯航路行政支援に係る意見交換会（平成22年7月28日開催）の会次
第、議事録等
・第5回宿毛佐伯航路行政連絡協議会（平成22年11月25日開催）の案内
・第6回宿毛佐伯航路行政連絡協議会（平成23年11月17日開催）の会次第等
・宿毛佐伯航路担当者会（平成24年5月10日開催）の次第等
・宿毛佐伯航路行政連絡協議会（平成24年9月14日開催）の議事次第等
・第7回宿毛佐伯航路行政連絡協議会（平成25年1月24日開催）の会次第、会
議議事録等
・第8回宿毛佐伯航路行政連絡協議会（平成26年2月3日開催）の会次第、概
要等
・宿毛佐伯航路行政連絡協議会（平成26年7月18日開催）の会次第等

要審査 無 無

R3-A-2115 商工振興課 商工政策課 S62 昭和六十二年度中小企業公社
・地方公社の収支状況に関する調
・昭和61年度事業報告及び収支決算書
・第3セクターに対する財政支援等の状況

要審査 無 無

R3-A-2116 商工振興課 商工政策課 S63 昭和六十三年度中小企業公社関係

・昭和62年度事業報告及び収支決算書
・事業概要（昭和63年4月1日現在）
・事業計画の変更及び補正予算
・創立20周年記念式（昭和63年11月20日開催）

要審査 無 無
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R3-A-2117 商工振興課 商工政策課 S47～S63 高知県中小企業公社寄付行為業務方法書改正
・業務方法書の一部改正
・寄付行為の一部改正
・昭和60年度事業報告及び収支決算書

要審査 無 無

R3-A-2118 商工振興課 商工政策課 S58 科学技術関係受賞者名簿綴・産技功労者
・社団法人発明協会高知支部30周年記念誌
・表彰者年表（地方発明表彰、全国発明表彰、創意工夫育成校、職場におけ
る創意工夫功労者等）

要審査 無 無

R3-A-2119 工業課 商工政策課 S56 昭和56年　科学技術功労者表彰・叙勲
・候補者の推薦
・被表彰者の決定
・第1回科学技術振興功績者業績概要（科学技術庁）

要審査 無 無

R3-A-2120 工業課 商工政策課 S52S53S54S55S58S59S60栄典　　原議
受賞候補者（黄綬褒章、紫綬褒章、勲五等瑞宝章、死亡叙位、叙勲）13名の
推薦書、功績調書、履歴書、戸籍、事業概要調、団体の規模及び事業概況等
調、関係団体図式一覧表、刑罰等調書等

要審査 無 無

R3-A-2121 工業課 商工政策課 S61 61　死亡叙勲
推薦書、功績調書、候補者調査書抄録、黄綬褒章受章候補者調査書、戸籍、
刑罰等調書等

要審査 無 無

R3-A-2122 工業課 商工政策課 S61 61　黄紫藍褒章
上申書、功績調書、受賞候補者が代表を務める団体の定款、団体の規模及び
事業概況等調、戸籍、刑罰等調書等

要審査 無 無

R3-A-2123 工業課 商工政策課 S61 61　秋叙勲
上申書、功績概要調、功績調書、功績説明資料、団体の規模及び事業概況等
調、履歴書、戸籍、刑罰等調書、叙勲候補者調査書等

要審査 無 無

R3-A-2124 商工振興課 商工政策課 S62 62　死亡　叙位 上申書、戸籍、事業概況書、叙位審査票、団体の規模及び事業概況等調等 要審査 無 無

R3-A-2125 不明 商工政策課 S55 昭和55年　表彰名簿　総務班 栄転台帳、知事表彰、県政功労者、産業功労者等 要審査 無 無

R3-A-2126 工業課 商工政策課 S62 62年　中小企業関係叙勲及び褒章
具申書、功績調書、履歴書、刑罰等調書、団体の規模及び事業概況等調、戸
籍等

要審査 無 無

R3-A-2127 商工振興課 商工政策課 S63 褒章
具申書、事業概況調、功績調書、履歴書、刑罰等調書、団体の規模及び事業
概況等調、戸籍、関係団体図式一覧表、褒章審査票等

要審査 無 無

R3-A-2128 商工振興課 商工政策課 S64 叙勲・褒章(中企庁)
具申書、功績調書、刑罰等調書、団体の規模及び事業概況等調、戸籍、関係
団体図式一覧表、叙勲審査票、刑罰等調書等

要審査 無 無

R3-A-2129
商工労働企画
課

商工政策課 H16 16議会　12月～2月

・高知県議会本会議質疑（平成16年12月）
・平成16年度当初予算説明資料
・自民党への平成17年度当初予算要求説明資料（重点施策説明資料）
・平成17年度当初予算説明資料
・産業経済委員会参考資料
・高知県議会定例会議案（平成17年2月補正予算）
・高知県議会定例会議案（平成17年2月当初予算）
・産業経済委員会参考資料（平成17年2月）
・高知県議会本会議質疑（平成17年2月）
等

要審査 無 無

R3-A-2130
商工労働企画
課

商工政策課 H16 16議会　9月～12月

・坂本ダム等に関する調査特別委員会報告書（平成16年9月21日）
・平成16年9月県議会定例会提出予定議案事前説明会説明資料
・県議会本会議質疑（平成16年9月）
・予算委員会質疑（平成16年10月）
・産業経済委員会（平成16年10月）
・産業経済委員会資料（平成16年9月定例会報告事項）
・平成16年12月高知県議会定例会提出予定議案事前説明会説明資料
等

要審査 無 無

R3-A-2131
商工労働企画
課

商工政策課 H16 16議会　4月～8月

・産業経済委員会資料（平成16年度業務概要）
・平成16年度当初予算説明資料
・平成16年7月高知県議会定例会提出予定議案事前説明会説明資料
・県議会本会議質疑（平成16年7月）
・産業経済委員会資料（平成16年7月）
等

要審査 無 無
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R3-A-2132
商工労働l企画
課

商工政策課 H17 17議会　4月～6月

・産業経済委員会資料（平成17年度業務概要）
・商工労働部部内勉強会資料（平成17年4月）
・高知県議会本会議質疑（平成17年6･7月）
・産業経済委員会手持ち資料（平成17年6月）
・産業経済委員会資料（平成17年度出先調査取りまとめ事項）
等

要審査 無 無

R3-A-2133 商工政策課 商工政策課 H21 21議会　産経委員会（H21/1/26） ・産業経済委員会資料（平成21年1月26日報告事項） 要審査 無 無

R3-A-2134 商工政策課 商工政策課 H22 平成22年2月議会

・知事提案説明
・経済活性化・雇用対策特別委員会最終報告書（平成22年2月23日）
・会派説明資料
・記者発表配布資料（平成22年2月）
・予算委員会質疑
・高知県議会本会議
等

要審査 無 無

R3-A-2135 商工政策課 商工政策課 H22 平成22年6月議会

・意見書に関する結果（平成22年2月定例会の議決に関するもの）
・知事提案説明
・高知県議会本会議質疑
・産業経済委員会資料（平成22年6月定例会報告事項）

要審査 無 無

R3-A-2136 商工政策課 商工政策課 H22 平成22年9月議会（委員会含む）

・四国4県議会正副議長会議議題
・産業経済委員会資料（平成17年度出先調査取りまとめ事項）
・知事提案説明
・会派説明資料（県議会定例会提出予定議案説明資料）
・意見書に関する結果（平成22年2月定例会の議決に関するもの）
・高知県議会本会議質疑
・産業経済委員会資料（報告事項）
・高知県議会定例会議案（補正予算）

要審査 無 無

R3-A-2137 商工政策課 商工政策課 H23 H23年5月業務概要委員会
・産業経済委員会（平成23年度業務概要委員会）
・蚕業経済委員会（出先機関調査）
等

要審査 無 無

R3-A-2138 商工政策課 商工政策課 H24
24議会関係資料　11月決算委～12月地震特別
委

・決算特別委員会・決算審査資料（平成24年10月）
・産業経済委員会質疑（平成24年12月）
・南海地震対策再検討特別委員会質疑
等

要審査 無 無

R3-A-2139 商工政策課 商工政策課 H24 24議会関係資料　4月業務概要委～9月議会

・産業経済委員会資料（平成24年4月）
・南海地震対策再検討特別委員会質疑
・県議会本会議質疑（平成24年6月）
・産業経済委員会報告（平成24年6月）
・県議会本会議質疑（平成24年9月）
・産業経済委員会報告（平成24年9月）
等

要審査 無 無

R3-A-2140 商工政策課 商工政策課 H24 H24　議会（委員会）文書等

・決算特別委員会（平成24年4月業務概要委員会）
・産業経済委員会出先機関調査（平成24年5・6月）
・南海地震対策再検討特別委員会質疑
・四国4県議会正副議長会議
等

要審査 無 無

R3-A-2141 商工政策課 商工政策課 H24 H24年6月議会

・県議会定例会に提出予定の条例議案
・公益財団法人高知県産業振興ｾﾝﾀｰ事業及び決算報告書（平成23年度）
・県議会定例会提出予定議案説明資料
・県議会本会議質疑（平成24年6月）
・県議会定例会議案（補正予算）
・産業経済委員会
等

要審査 無 無
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R3-A-2142 商工政策課 商工政策課 H24 平成24年　12月議会（委員会含む）

・会派説明資料
・知事提案説明
・高知県議会定例会議案（補正予算）
・産業経済委員会資料（報告事項）
・産業経済委員会（審議の概要）
・高知県議会定例会（一般質問）
等

要審査 無 無

R3-A-2143 商工政策課 商工政策課 H24 平成25年3月議会（委員会含む）

・南海地震対策再検討委員会
・自由民主党政調会当初予算説明資料
・知事提案説明
・会派説明資料
・産業経済委員会資料（報告事項）
・産業経済委員会（議案補足説明資料）
・高知県議会定例会議案（当初予算）
・産業経済委員会（審議の概要）
・高知県議会定例会（一般質問）
・予算委員会
・議会運営委員会
・議決議案
等

要審査 無 無

R3-A-2144 商工政策課 商工政策課 H25 H25年12月議会
・高知県議会定例会議案（補正予算）
・高知県議会定例会（一般質問）
等

要審査 無 無

R3-A-2145 商工政策課 商工政策課 H26 議会　H26

・決算特別委員会（決算審査資料（歳入歳出決算書、決算に関する説明書、
決算説明資料、主要な施策の成果の概要、監査意見書））
・委員監査（監査資料（一般会計、中小企業近代化資金助成事業特別会
計））
・商工農林水産委員会（業務委員会）
等

要審査 無 無

R3-A-2146 商工政策 26 政策提言
企業立地促進法に基づく国税措置及び地方税措置の延長、巨大地震・津波に
備える産業基盤づくりへの支援、民間投資の活性化への支援、雇用制度改革
における雇用調整助成金等の取扱について、等

要審査 無 無

R3-A-2147 商工政策 26 2月議会（委員会含む）
H26年度当初予算・補正予算、高知県手数料徴収条例等の一部改正、商工農
林水産委員会資料、等

要審査 無 無

R3-A-2148 商工政策 26 2月議会（予算委員会）
最低賃金の改善を求める意見書の採択を求める要望書、
質疑事項、等

要審査 無 無

R3-A-2149 商工政策 26 政策提言
女性活躍の場の拡大、中小企業が利用しやすい食品の新たな機能性表示制度
の構築等、ものづくり小規模企業の開発力の強化と設備投資への支援、巨大
地震・津波に備える産業基盤作りへの支援、等

要審査 無 無

R3-A-2150 商工政策 27 政策提言・要望
H28政策提言（中小企業の事業承継に関する総合的な支援対策の充実、地域
商店街の継続的発展に向けた支援策の強化、中小企業の経営基盤を強化する
施策効果の高い事業の継続実施）、全国知事会・四国知事会の提言、

要審査 無 無

R3-A-2151 商工政策 26 Ｈ26　決算特別委員会
歳入歳出決算審査報告書、決算特別委員長報告、課長説明手板、商工労働部
長説明、資料、決算審査資料、等

要審査 無 無

R3-A-2152 商工政策 26 Ｈ26　4月業務概要委員会
新事業分野開拓者認定製品の売り上げ動向について、高知県研究会発事業化
プラン認定事業一覧（61件)、等

要審査 無 無

R3-A-2153 商工政策 26 Ｈ26　6月議会（委員会）文書等
財政基盤強化対策県議会議長協議会要望書案について、4県議会正副議長会
議題修正、出先調査

要審査 無 無

R3-A-2154 商工政策 26 Ｈ26　12月議会 商工農林水産委員会、質疑事項、等 要審査 無 無

R3-A-2155 商工政策 26 Ｈ26　9月議会2 商工農林水産委員会、第1回高知県紙産業の在り方検討会議事概要、等 要審査 無 無
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R3-A-2156 商工政策 26 Ｈ26　決算特別委員会（商工政策課） 決算特別委員会課長説明手板、商工労働部決算審査資料、監査意見、等 要審査 無 無

R3-A-2157 商工政策 26 Ｈ26　決算特別委員会
高知県歳入歳出決算報告書、常任委員会特別委員会審議の概要、決算特別委
員会商工労働部長説明手板、等

要審査 無 無

R3-A-2158 研究開発課 工業振興課 H20 H21/2/20産業技術部廃止に伴う事務引継
・産業技術部廃止に伴う引継ぎ
・移管業務整理票（平成21年2月20日）

要審査 無 無

R3-A-2159 新産業推進課 工業振興課 H26 H26年度　紙産業の振興

・業務概要書（商工農林水産委員会調査資料平成26年5月12日）
・第1回高知県紙産業の在り方検討会（平成26年9月11日）
・高知県工業振興計画（平成5年3月）
・紙産業の振興について（平成26年9月県議会知事提案説明）
・紙産業技術センターの機能強化スケジュール（平成26年7月～）

要審査 無 無

R3-A-2160 工業振興課 工業振興課 H21
高知県開発審査会関係
（H21年度　都市計画法に係る意見書）

都市計画区域で市街化調整区域における工場建設に関して、高知県開発審査
会が都市計画法第43条に基づく許可の是非を判断するために必要な、技術先
端型業種又は特許権を有することを証した意見書等

要審査 無 無

R3-A-2161 商工政策課 工業振興課 H20 第204回　高知県開発審査会 高知広域都市計画区域における開発行為（工場建設）に関する意見書 要審査 無 無

R3-A-2162 工業振興課 工業振興課 H25 H25年6月第223回高知県開発審査会

・高知県企業立地促進要綱実施要領に基づく企業指定（平成25年4月12日）
・H25年6月第223回高知県開発審査会
・都市計画区域で市街化調整区域における工場建設に関して、高知県開発審
査会が都市計画法第43条に基づく許可の是非を判断するために必要な、先端
技術を有することなどを証した意見書

要審査 無 無

R3-A-2163 産業振興課 工業振興課 H20～H23
産業振興基金　計画・実績・評価　機構提出
（H19～）

・平成19・20・21年度の事業実績報告書（財団法人高知県産業振興センター
から知事あて）
・平成19・21年度の事業評価報告書（知事から独立行政法人中小企業基盤整
備機構あて）
・平成20・21・22・23年度の事業計画書（財団法人高知県産業振興センター
から知事あて）
・平成20・21・22年度の事業評価報告書（こうち産業振興基金）
等

要審査 無 無

R3-A-2164 紙業課 工業振興課 S38～S59 製紙工場名簿　紙業課

・高知県製紙工場名簿（昭和38年1月1日現在、昭和55年1月現在、昭和56年1
月現在、昭和57年1月現在、昭和58年1月現在、昭和58年1月現在、、昭和60
年現在）
・高知県手すき工場名簿（昭和41年9月現在、昭和45年1月現在、昭和47年1
月現在、昭和48年1月現在、昭和49年1月現在、昭和52年1月現在）
・高知県機械製紙工場名簿（昭和46年1月現在、昭和47年1月現在、昭和50年
1月現在、昭和50年1月現在、昭和54年1月現在）
等

要審査 無 無

R3-A-2165 地場産業課 工業振興課 S58Ｓ59 土佐和紙伝統産業会館建設事業費補助金

土佐和紙伝統産業会館建設工事に関する次の文書
　・伝統的工芸品産業技術保存・研修事業費補助金交付要綱(昭和58年6月20
日）
　・伝統的工芸品産業技術保存・研修事業費補助金の交付決定（昭和59年1
月26日）
　・建物建設工事請負契約書（昭和59ト年1月10日締結）
　・建物完成写真帳
　・図面
等

要審査 無 無
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R3-A-2166 経営支援課 経営支援課 H20H21
中小小売商業振興法に基づく商店街整備計画
の認定について（伺）

・平成19年度帯屋町1丁目商店街振興組合通常総会
・帯屋町1丁目商店街振興組合定款
・帯屋町1丁目の商店街振興計画の認定（平成20年8月26日）
・第39期京町・新京橋商店街振興組合定時総会
・京町・新京橋商店街振興組合定款
・京町・新京橋商店街振興計画の認定（平成20年8月15日）
・壱番街商店街振興組合平成20・21年度通常総会
・壱番街商店街振興組合定款
・壱番街商店街振興計画の認定（平成21年6月4日）

要審査 無 無

R3-A-2167 経営支援課 経営支援課 H26
平成26年度第1・第2回高知県大規模小売店舗
立地審議会の議事録について

平成26年度第1・第2回高知県大規模小売店舗立地審議会の議事録 要審査 無 無

R3-A-2168
雇用労働政策
課

雇用労働政策
課

H17～H20 雇用・労政・能力開発行政の概要
高知県の労働情勢、労働福祉事業実施状況、雇用対策業務実施状況、職業能
力開発業務実施状況

要審査 無 無

R3-A-2169 労働政策課
雇用労働政策
課

H9
高知県認定職業訓練費補助金交付要綱改正
（平成11年1月5日）

「高知県認定職業訓練費補助金」の改正に関する文書 要審査 無 無

R3-A-2170
雇用労働政策
課

雇用労働政策
課

H24 雇用関連事業　雇用関連事業の庁内調査
県内の雇用創出や人材育成に効果のあった事業とそれによって生まれた雇用
や人材の人数の取りまとめたもの

要審査 無 無

R3-A-2171
雇用労働政策
課

雇用労働政策
課

H26
各部局における雇用創出に向けた取組みにつ
いて

県内の雇用創出や人材育成の取り組みに関する予算、課題、重点対象等の取
りまとめ

要審査 無 無

R3-A-2172
雇用労働政策
課

雇用労働政策
課

H20～Ｈ24 働く婦人の家　H16～H24 「安芸市働く女性の家」と「四万十市働く婦人の家」の運営状況報告 要審査 無 無

R3-A-2173 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　高知市①

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（高知市）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）

要審査 無 無

R3-A-2174 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
高知市②

地域人づくり事業（処遇改善）実績報告書（個表） 要審査 無 無

R3-A-2175 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
高知市③

地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告書（個表）、事業計画承認、
要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2176 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
室戸市

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（室戸市）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告
書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2177 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
安芸市

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（安芸市）、地域人づくり事業・雇
用拡大プロセス実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2178 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
東洋町

補助金検査調書兼確定書、実績報告書（東洋町）、地域人づくり事業・雇用
拡大プロセス実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2179 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
馬路村

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（馬路村）、地域人づくり事業・雇
用拡大プロセス実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2180 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
芸西村

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（芸西村）、地域人づくり事業・処
遇改善プロセス実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無
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R3-A-2181 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　南国市①

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（南国市）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告
書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2182 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
南国市②

事業計画承認、補助金交付決定（変更）、要綱、等 要審査 無 無

R3-A-2183 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
土佐市

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（土佐市）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告
書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス実績報告書（個表）、事
業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2184 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
須崎市

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（須崎市）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告
書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2185 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
宿毛市

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（宿毛市）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告
書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2186 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　土佐清水市①

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（土佐清水市）、起業支援型地域雇
用創造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績
報告書（個表）

要審査 無 無

R3-A-2187 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
土佐清水市②

地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告書（個表）、地域人づくり事
業・処遇改善プロセス実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2188 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
四万十市①

実績報告書（四万十市）修正、実績報告書（四万十市）、補助金交付金額確
定通知書、起業支援型地域雇用創造事業実績報告書（個表）

要審査 無 無

R3-A-2189 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
四万十市②

起業支援型地域雇用創造事業実績報告書（個表） 要審査 無 無

R3-A-2190 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
四万十市③

地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告書（個表） 要審査 無 無

R3-A-2191 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　香南市

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（香南市）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス実績報告
書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2192 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
田野町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（田野町）、地域人づくり事業・雇
用拡大プロセス実績報告書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス
実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2193 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
安田町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（安田町）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2194 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
北川村

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（北川村）、地域人づくり事業・処
遇改善プロセス実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2195 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
本山町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（本山町）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告
書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス実績報告書（個表）、事
業計画承認、要綱、等

要審査 無 無
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R3-A-2196 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
大豊町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（大豊町）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告
書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2197 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
土佐町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（土佐町）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告
書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス実績報告書（個表）、事
業計画承認、要綱、等、厚労省への質問事項

要審査 無 無

R3-A-2198 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　仁淀川町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（仁淀川町）、起業支援型地域雇用
創造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報
告書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス実績報告書（個表）、
事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2199 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
中土佐町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（中土佐町）、起業支援型地域雇用
創造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報
告書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス実績報告書（個表）、
事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2200 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
佐川町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（佐川町）、地域人づくり事業・雇
用拡大プロセス実績報告書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス
実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2201 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
日高村

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（日高村）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告
書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス実績報告書（個表）、事
業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2202 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
津野町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（津野町）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告
書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2203 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
四万十町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（四万十町）、起業支援型地域雇用
創造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報
告書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス実績報告書（個表）、
事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2204 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　大月町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（大月町）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2205 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
三原村

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（三原村）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告
書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス実績報告書（個表）、事
業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2206 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
黒潮町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（黒潮町）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告
書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス実績報告書（個表）、事
業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2207 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　四万十市

補助金変更交付決定通知書、補助金変更承認申請書、補助金概算払請求書、
業務委託契約書、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2208 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
いの町

補助金検査調書兼確定書、実績報告書（いの町）、起業支援型地域雇用創造
事業実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2209 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書
越知町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（越知町）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス実績報告
書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無
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R3-A-2210 雇用労働政策 26

Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書（庁内）　
　　
　　

事業実績一覧表、実績報告書（南海トラフ地震対策課）、起業支援型地域雇
用創造事業実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2211 雇用労働政策 26
Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書（庁内）
2・健康政策部、教育委員会

実績報告書（健康長寿政策課、健康対策課、生涯学習課）、地域人づくり事
業・処遇改善プロセス実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プ
ロセス実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2212 雇用労働政策 26

Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書（庁内）　
　　
　　
　　

実績報告書（地域福祉政策課、高齢者福祉課）、起業支援型地域雇用創造事
業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告書
（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2213 雇用労働政策 26

Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書（庁内）　
　　
　　

実績報告書（障害保健福祉課）、起業支援型地域雇用創造事業実績報告書
（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告書（個表）、地域
人づくり事業・処遇改善プロセス実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2214 雇用労働政策 26

Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書（庁内）　
　　
　　

実績報告書（文化推進課、まんが・コンテンツ課、県民生活・男女共同参画
課、鳥獣対策課）、起業支援型地域雇用創造事業実績報告書（個表）、地域
人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告書（個表）、地域人づくり事業・
処遇改善プロセス実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2215 港湾課 港湾・海岸課 H元
下田港港湾改修事業 公有水面埋立免許願書
面積　507.15㎡　竣功認可･平成元年7月15日　
高知県

中村市下田地区
　公有水面埋立免許（昭和63年7月27日）
　しゅん功認可（平成元年7月2日）

要審査 無 無

R3-A-2216 雇用労働政策 26

Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書（庁内）　
　　
　　
　　

実績報告書（雇用労働政策課、経営支援課）、起業支援型地域雇用創造事業
実績報告書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス実績報告書（個
表）、等

要審査 無 無

R3-A-2217 雇用労働政策 26

Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書（庁内）　
　　
　　
　　

実績報告書（新産業推進課、工場振興課）、起業支援型地域雇用創造事業実
績報告書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス実績報告書（個
表）、等

要審査 無 無

R3-A-2218 雇用労働政策 26

Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書（庁内）　
　　
　　

実績報告書（観光政策課、おもてなし課、地域観光課、畜産振興課、地域農
業推進課）、起業支援型地域雇用創造事業実績報告書（個表）、地域人づく
り事業・雇用拡大プロセス実績報告書（個表）、地域人づくり事業・処遇改
善プロセス実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2219 雇用労働政策 26

Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書（庁内）　
　　
　　

実績報告書（木材産業課、新エネルギー推進課、漁業振興課、合併・流通支
援課）、起業支援型地域雇用創造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事
業・雇用拡大プロセス実績報告書（個表）、地域人づくり事業・処遇改善プ
ロセス実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2220 雇用労働政策 26

Ｈ26　緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績
報告書（庁内）　
　　
　　

実績報告書（建設管理課、住宅課）、地域人づくり事業・処遇改善プロセス
実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2221 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
高知市①

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（高知市）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2222 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
高知市②

震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、等 要審査 無 無
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R3-A-2223 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
高知市③

震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計画の承認、要綱、等 要審査 無 無

R3-A-2224 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
室戸市①

震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、地域人材育成事業実績報告書
（個表）、事業計画の承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2225 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
室戸市②

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（室戸市）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、地域人材育成事業実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2226 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
安芸市

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（安芸市）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）事業計画
の承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2227 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書　
南国市①

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（南国市）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、地域人材育成事業実績報告書（個表）、震災等緊急雇
用対応事業（個表）、事業計画の承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2228 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
成果物

幼稚園防災マニュアル～地震・津波編～、保育所（園）交通事故マニュア
ル、全国展開プロジェクト試作品レシピ、草刈作業写真

要審査 無 無

R3-A-2229 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
土佐市

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（土佐市）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計
画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2230 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
須崎市

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（須崎市）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計
画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2231 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
宿毛市

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（宿毛市）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計
画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2232 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書　
土佐清水市①

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（土佐清水市）、重点分野雇用創出
事業実績報告書（個表）、地域人材育成事業実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2233 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
土佐清水市②

震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等 要審査 無 無

R3-A-2234 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
香南市

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（香南市）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計
画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2235 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
四万十市①

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（四万十市）、重点分野雇用創出事
業実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2236 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
四万十市②

地域人材育成事業実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書
（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2237 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
四万十市③

震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等 要審査 無 無
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R3-A-2238 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書　
香美市

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（香美市）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計
画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2239 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
東洋町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（東洋町）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計
画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2240 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
奈半利町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（奈半利町）、震災等緊急雇用対応
事業実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2241 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
田野町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（田野町）、震災等緊急雇用対応事
業実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2242 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
安田町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（安田町）、震災等緊急雇用対応事
業実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2243 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
北川村

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（北川村）、震災等緊急雇用対応事
業実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2244 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
馬路村

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（馬路村）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計
画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2245 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
芸西村

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（芸西村）、震災等緊急雇用対応事
業実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2246 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
本山町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（本山町）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計
画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2247 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
大豊町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（大豊町）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計
画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2248 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
土佐町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（土佐町）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計
画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2249 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
大川村

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（大川村）、震災等緊急雇用対応事
業実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2250 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
仁淀川町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（仁淀川町）、重点分野雇用創出事
業実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業
計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2251 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
中土佐町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（中土佐町）、重点分野雇用創出事
業実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業
計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2252 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
佐川町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（佐川町）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計
画承認、要綱、等

要審査 無 無
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R3-A-2253 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
越知町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（越知町）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計
画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2254 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
梼原町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（梼原町）、震災等緊急雇用対応事
業実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2255 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
日高村

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（日高村）、震災等緊急雇用対応事
業実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2256 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
津野町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（津野町）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計
画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2257 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
四万十町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（四万十町）、重点分野雇用創出事
業実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業
計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2258 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
大月町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（大月町）、地域人材育成事業実績
報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計画承
認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2259 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
三原村

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（三原村）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計
画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2260 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
黒潮町

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（黒潮町）、重点分野雇用創出事業
実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計
画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2261 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
中芸広域連合

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（中芸広域連合）、震災等緊急雇用
対応事業実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2262 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
こうち人づくり広域連合

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（こうち人づくり広域広域連合）、
震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2263 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
庁内①（総務部/健康政策部/危機管理部）

実績報告書（広報広聴課、市町村振興課、危機管理・防災課、南海地震対策
課、健康長寿政策課、医師政策・医師確保課、医事薬務課、健康対策課）、
重点分野雇用創出事業実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報
告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2264 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
庁内②（地域福祉部、文化生活部）

実績報告書（地域福祉政策課、高齢者福祉課、ねんりんピック推進課、障害
保険福祉課、福祉指導課、計画推進課、文化推進課、県民生活・男女共同参
画課）、重点分野雇用創出事業実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対応事
業実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2265 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
庁内③（商工労働部/産業振興推進部）

実績報告書（工業振興課、雇用労働政策課、地産地消外商課、地域づくり支
援課、中山間地域対策課、交通運輸政策課）、重点分野雇用創出事業実績報
告書（個表）、震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2266 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
庁内④（観光振興部/農業振興部）

実績報告書（観光政策課、地域観光課、おもてなし課、農地・担い手対策
課、農業政策課、産地・流通支援課、環境農業推進課、地域農業推進課、畜
産振興課）、重点分野雇用創出事業実績報告書（個表）、震災等緊急雇用対
応事業実績報告書（個表）、等

要審査 無 無
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R3-A-2267 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
庁内⑤（林業振興・環境部/水産振興部）

実績報告書（地域農業推進課、林業環境政策課、森づくり推進課、治山林道
課、新エネルギー推進課、環境共生課、環境対策課、合併・流通支援課、漁
業振興課、漁港漁場課）、重点分野雇用創出事業実績報告書（個表）、震災
等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2268 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
庁内⑥（土木部）

実績報告書（建設管理課、用地対策課、都市計画課、公園下水道課、道路
課、建築課、港湾・海岸課）、重点分野雇用創出事業実績報告書（個表）、
震災等緊急雇用対応事業実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2269 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書　庁内⑦（教育委員会/警察本部）

実績報告書（教育政策課、教職員・福利課、高等学校課、幼保支援課、特別
支援教育課、新図書館整備課、生涯学習課、文化財課、スポーツ健康教育
課、警察本部）、重点分野雇用創出事業実績報告書（個表）、震災等緊急雇
用対応事業実績報告書（個表）、等

要審査 無 無

R3-A-2270 雇用労働政策 24
Ｈ24　ふるさと雇用再生特別基金事業実績報
告書
①（高知市）

補助金交付金額確定通知書、実績報告書、事業計画承認、要綱、等 要審査 無 無

R3-A-2271 雇用労働政策 24
Ｈ24　ふるさと雇用再生特別基金事業実績報
告書
②（室戸市/安芸市/土佐市/須崎市）

補助金交付金額確定通知書、実績報告書、事業計画承認、要綱、等 要審査 無 無

R3-A-2272 雇用労働政策 24
Ｈ24　ふるさと雇用再生特別基金事業実績報
告書
③（宿毛市/土佐清水市/四万十市）

補助金交付金額確定通知書、実績報告書、事業計画承認、要綱、等 要審査 無 無

R3-A-2273 雇用労働政策 24
Ｈ24　ふるさと雇用再生特別基金事業実績報
告書　④（香美市）

補助金交付金額確定通知書、実績報告書、事業計画承認、要綱、等 要審査 無 無

R3-A-2274 雇用労働政策 24
Ｈ24　ふるさと雇用再生特別基金事業実績報
告書　④（安田町）

補助金交付金額確定通知書、実績報告書、事業計画承認、要綱、等 要審査 無 無

R3-A-2275 雇用労働政策 24
Ｈ24　ふるさと雇用再生特別基金事業実績報
告書　④（本山町）

補助金交付金額確定通知書、実績報告書、事業計画承認、要綱、等 要審査 無 無

R3-A-2276 雇用労働政策 24
Ｈ24　ふるさと雇用再生特別基金事業実績報
告書　④（中土佐町）

補助金交付金額確定通知書、実績報告書、事業計画承認、要綱、等 要審査 無 無

R3-A-2277 雇用労働政策 24
Ｈ24　ふるさと雇用再生特別基金事業実績報
告書　④（日高村）

補助金交付金額確定通知書、実績報告書、事業計画承認、要綱、等 要審査 無 無

R3-A-2278 雇用労働政策 24
Ｈ24　ふるさと雇用再生特別基金事業実績報
告書
⑤（四万十町）

補助金交付金額確定通知書、実績報告書、事業計画承認、要綱、等 要審査 無 無

R3-A-2279 雇用労働政策 24
Ｈ24　ふるさと雇用再生特別基金事業実績報
告書
⑤（黒潮町）

補助金交付金額確定通知書、実績報告書、事業計画承認、要綱、等 要審査 無 無

R3-A-2280 雇用労働政策 24
Ｈ24　ふるさと雇用再生特別基金事業実績報
告書
⑤（中芸広域連合）

補助金交付金額確定通知書、実績報告書、事業計画承認、要綱、等 要審査 無 無

R3-A-2281 雇用労働政策 24
Ｈ24　緊急雇用創出臨時特例基金事業実績報
告書
県実施分

実績報告書（計画推進課、工業振興課、個表）、等 要審査 無 無

R3-A-2282 雇用労働政策 26 緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績報告①
事業実績一覧（高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛
市、土佐清水市、四万十市）、等

要審査 無 無

R3-A-2283 雇用労働政策 26 緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績報告②
事業実績一覧（香南市、香美市、東洋町、田野町、安田町、北川村、馬路
村、芸西村、本山町、大豊町、土佐町、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川
町、越知町、日高村、津野町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町）、等

要審査 無 無
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R3-A-2284 雇用労働政策 26
緊急雇用創出臨時特例基金事業　実績報告書
（11香美市）

補助金交付金額確定通知書、実績報告書（香美市）、起業支援型地域雇用創
造事業実績報告書（個表）、地域人づくり事業・雇用拡大プロセス実績報告
書（個表）、事業計画承認、要綱、等

要審査 無 無

R3-A-2285 雇用労働政策 26
緊急雇用創出臨時特例基金事業　上半期実績
報告書①

実績報告書総括表、実績一覧表、実績報告書（庁内、市町村）、等 要審査 無 無

R3-A-2286 雇用労働政策 26
緊急雇用創出臨時特例基金事業　上半期実績
報告書②

実績報告書総括表、実績一覧表、実績報告書（市町村）、等 要審査 無 無

R3-A-2287 観光政策 観光政策 26
平成24・26年度　観光振興部　引継書（部
長・副部長・観光政策課）

2015（平成27年度）観光振興部業務参考資料、当初予算の概要、志国高知龍
馬ふるさと博の概括、等

要審査 無 無

R3-A-2288 観光政策 観光政策 26 平成26年度　決算特別委員会 委員監査における審議の概要、平成25年度主要施策の成果の概要、等 要審査 無 無

R3-A-2289 観光政策課 国際観光課 H23 H23年度世界ジオ現地審査記録 現地審査記録、日程、地図、現地概要、等 要審査 無 無

R3-A-2290 観光課 地域観光課   S46S48S59 足摺海洋館公園事業執行承認申請
・高知県海洋学園構想による整備計画
・博物展示施設（足摺海洋館）に関する国立公園事業執行承認申請書

要審査 無 無

R3-A-2291 観光振興課 地域観光課  S63
昭和63年度　足摺海洋館ファミリーレクゾー
ン整備工事に係る国立公園事業の変更承認申
請及び建築基準法による計画通知

・足摺海洋館ファミリーレクゾーン整備工事に係る国立公園事業の執行承認
事項変更承認申請
・足摺海洋館増築等に伴う建築基準法による通知

要審査 無 無

R3-A-2292 農業政策課 農業政策課 S45～S52 褒章関係綴　S47秋～S54春 褒章関係綴　S46春～S54春の候補者 要審査 無 無

R3-A-2293 農業政策課 農業政策課 S42～S45 農林水産関係叙勲候補綴 S42秋～S46春の候補者 要審査 無 無

R3-A-2294 農業政策課 農業政策課 S42～S45 褒章受章関係綴　農林省関係 S42秋～S45秋の候補者 要審査 無 無

R3-A-2295 農業政策課 農業政策課 Ｓ46～53 叙勲関係綴　昭和47年秋～昭和54年春 昭和47年春～昭和54年春の候補者 要審査 無 無

R3-A-2296 農業政策課 農業政策課 Ｓ53～54 昭和54年秋以降叙勲褒章関係綴 54年秋・55年春の候補者 要審査 無 無

R3-A-2297 農業政策課 農業政策課 Ｓ55
昭和55年秋以降叙勲褒章関係綴（56年春、
秋）

S55秋～S56秋の候補者、S56受勲者名簿、等 要審査 無 無

R3-A-2298 農業政策課 農業政策課 Ｓ56～59 昭和57年春秋～昭和60年秋叙勲褒章関係綴
S57春～S58秋・S60春秋の候補者
S58褒章受章者名簿、S60春勲章受章者名簿、等

要審査 無 無

R3-A-2299 農業政策課 農業政策課 Ｓ60～61 平成61年度以降叙勲・褒章関係文書綴
S61春～S62秋の候補者、
S61年11月褒章受章者名簿、S61秋勲章受章者名簿、S61年4月褒章受章者名
簿、S61春勲章受章者名簿、S60褒章受章者名簿、S60秋勲章受章者名簿、等

要審査 無 無

R3-A-2300 農業政策課 農業政策課 Ｓ62 62　叙勲・褒章関係文書綴(63秋）
候補者、S63春褒章受章者名簿、S63春勲章受章者名簿、S63秋褒章受章者名
簿

要審査 無 無

R3-A-2301 農業政策課 農業政策課 Ｓ63 64年春叙勲褒章関係 候補者、候補者平成元年春勲章受賞者名簿、平成元年春褒章受章者名簿 要審査 無 無

R3-A-2302 農業政策課 農業政策課 Ｈ元 平成元年　秋・叙勲・褒章 候補者、平成元年秋勲章受章者名簿 要審査 無 無

R3-A-2303 農業政策課 農業政策課 Ｈ元 平成2年秋叙勲・褒章 候補者 要審査 無 無

R3-A-2304
農地・担い手
対策課

農業担い手支
援課

H26
25　市町村農業委員会
議事録提出、点検・評価結果等の公表状況、
利用状況調査の実施状況

25　市町村農業委員会
議事録提出、点検・評価結果等の公表状況、利用状況調査の実施状況

要審査 無 無

R3-A-2305 農業技術課
農業担い手支
援課

H13 財産関係　実践農大窪川校H13
公有財産異動報告、H12.9.27国土調査による成果（登記簿謄本）、H13.7.2
現在未国調分（登記簿謄本）、切図

要審査 無 無

R3-A-2306 農業技術課
農業担い手支
援課

H7～H13 財産関係　実践農大窪川校H7～H13
県道工事承認、独身寮・宿舎の用途廃止、土地売払い、登記・図面、写真、
等

要審査 無 無

R3-A-2307
農業技術課
農業振興課

農業担い手支
援課

S34～S44
財産関係　帰全農場　実践農大窪川校　S34
～S44

県有財産の所管替、県有財産の登記（帰全農場）、県有建物の取得（男子
寮・研修館、等）、台風による倒壊建物の打ち壊し、写真、等

要審査 無 無
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R3-A-2308
農業技術課
農業振興課

農業担い手支
援課

S44～S57
財産関係　帰全農場　実践農大窪川校　S44
～57

公有財産の異動（帰全農場、園芸試験場、実践農業大学校、等）、公有財産
の取得（農業大学校窪川校）、図面、等

要審査 無 無

R3-A-2309 農業技術課
農業担い手支
援課

S46～S57 財産関係　実践農大
公有財産取得（体育館、農薬肥料実験室、農業大学校）、農業大学校建築主
体工事設計図、行政財産の譲与（校内道の伊野町への移管）、図面、用途廃
止及び売り払い、行政財産の取得（土地）、等

要審査 無 無

R3-A-2310 農業経済課
協同組合指導
課

Ｓ57 損失補償補助金 天災融資法に基づく災害融資の損失補償補助金交付、等 要審査 無 無

R3-A-2311 農業経済課
協同組合指導
課

S61 叙勲・表彰関係
S62春の叙勲候補者、S62秋の叙勲候補者、S61知事表彰、S61高知県産業技術
功労者表彰名簿、等

要審査 無 無

R3-A-2312 農業経済課
協同組合指導
課

S62 叙勲・表彰
S63春叙勲候補者、S62知事表彰、地方自治等功労者表彰事績概要、S62高知
県産業技術功労者表彰名簿、等

要審査 無 無

R3-A-2313 農業経済課
協同組合指導
課

S63 叙勲・表彰関係綴
H1秋の叙勲候補者、S63叙勲褒章県勢功労者産業技術功労者伊勢神宮農事功
労者祝賀会名簿、S63知事表彰、等

要審査 無 無

R3-A-2314 農業経済課
協同組合指導
課

H1 叙勲・表彰綴
H1秋の叙勲候補者、H2春の褒章、H2秋の叙勲候補者、H1知事表彰、H1高知県
産業技術功労者表彰、H1高知県産業技術功労者表彰名簿、H1叙勲褒章県勢功
労者産業技術功労者伊勢神宮農事功労者祝賀会名簿、等

要審査 無 無

R3-A-2315 農地開拓課
協同組合指導
課

S23S24S25S28S29

①昭和24年度 特殊融資大家畜関係綴 開拓課
②農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の
暫定措置に関する法律附別第五項の規定に基
く補助金(昭和28年法律92号)
③昭和29年度開拓地農舎､畜舎災害復旧補助
金
④自昭和26年1月 特融家畜に関する書類 開
拓課 
⑤昭和23年度 融資金貸付関係綴　開拓課
⑥昭和25年度 融資金貸付関係綴 開拓課

①借入申込書、約定書、委任状、売買契約書、等
②S29 昭和28年度小災害復旧補助金決算書について、昭和28年度開拓地農舎
畜舎災害復旧補助金について、等
③S30 昭和29年度小災害復旧事業成績並びに決算報告について、昭和29年度
開拓地農舎畜舎災害復旧補助金について、等
④昭和28年度特融家畜購買実績報告書提出について、特殊融資金による家畜
購買実績並に購買計画書提出について、等
⑤高知縣開拓資金融資表、開拓者融通資金預り証
⑥高知縣開拓者資金融資表、高知縣共同施設資金融資表、高知縣グレスジ
エーンキジア台風被害復旧資金融資表、等

要審査 無 無

R3-A-2316 農業技術課
環境農業推進
課

S58 財産関係　果樹試験場 県有財産の取得・処分・果樹試験場土地購入に係る経過文書、等 要審査 無 無

R3-A-2317 不明
環境農業推進
課

S55
地域分担活動指針、普及活動方式、改良普及
員の分担

普及センター通知･報告、農業技術の開発と普及に関する行政監察結果に基
づく勧告（農業改良普及事業）、等

要審査 無 無

R3-A-2318 農業技術課
環境農業推進
課

S49
高知県地域農業推進員設置事業実施要領(名
簿）

高知県地域農業推進員の手引き、S50・S51地域農業推進員名簿 要審査 無 無

R3-A-2319
産地・流通支
援課

農業イノベー
ション課

H26 平成26年度果樹産地構造改革計画 ・ナシ・スモモについての更新計画、等 要審査 無 無

R3-A-2320
地域農業推進
課

農産物マーケ
ティング課

H26 地方卸売市場実態調査集計表 ・各市場実態調査、事業報告、等 要審査 無 無

R3-A-2321 畜産課 畜産振興課 S49～55 公益法人台帳　高知県 高知県畜産会定款変更認可、等 要審査 無 無

R3-A-2322 畜産課 畜産振興課 S51 社団法人吾北畜産協会設立許可 総会議案、事業計画、会議録、陳情書、等 要審査 無 無

R3-A-2323 畜産課 畜産振興課 S49～53 法人設立許可申請書　社団法人岑北畜産協会 議事録、嶺北畜産長期振興計画、事業計画、運営規程、等 要審査 無 無

R3-A-2324 畜産課 畜産振興課 S59
①昭和59年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　農業用施設整備事業
F工区　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無
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R3-A-2325 畜産課 畜産振興課 S59
②昭和59年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　農業用施設整備事業
OP工区　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2326 畜産課 畜産振興課 S59
③昭和59年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
IJ工区　出来高設計書

地区名：I土佐、J大川
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2327 畜産課 畜産振興課 S59
④昭和59年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　農業用施設整備事業
G工区　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2328 畜産課 畜産振興課 S59
⑤昭和59年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
C工区　出来高設計書

地区名：土佐
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2329 畜産課 畜産振興課 S59
⑥昭和59年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
G工区②　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2330 畜産課 畜産振興課 S59
⑦昭和59年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
A1A2工区②　出来高設計書

地区名：本山
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2331 畜産課 畜産振興課 S59
①昭和59年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
KL工区　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2332 畜産課 畜産振興課 S59
②昭和59年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
G工区①　出来高設計書

地区名：本山
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2333 畜産課 畜産振興課 S59
③昭和59年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
DD2EF工区　出来高設計書

地区名：D大豊、E大川、F吾北
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2334 畜産課 畜産振興課 S59
④昭和59年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　農業用施設整備事業
D1.2.3.4工区　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2335 畜産課 畜産振興課 S59
⑤昭和59年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　農業用施設整備事業
E1E2工区　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2336 畜産課 畜産振興課 S59
⑥昭和59年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
F2H工区　出来高設計書

地区名：F吾北、H土佐
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2337 畜産課 畜産振興課 S59
⑦昭和59年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
B工区　出来高設計書

地区名：土佐
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2338 畜産課 畜産振興課 S60
①昭和60年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
FF1G工区　出来高設計書

地区名：F大川、Ｇ吾北
図面、等

要審査 無 無
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R3-A-2339 畜産課 畜産振興課 S60
②昭和60年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
H1I工区　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2340 畜産課 畜産振興課 S60
③昭和60年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
H工区　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2341 畜産課 畜産振興課 S59
④昭和59年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　農業用施設整備事業
HI工区　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2342 畜産課 畜産振興課 S60
⑤昭和60年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
BCG工区　出来高設計書

地区名：G吾北
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2343 畜産課 畜産振興課 S60
⑥昭和60年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
A工区　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2344 畜産課 畜産振興課 S60
⑦昭和60年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　農業用施設整備事業
IKLN工区　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2345 畜産課 畜産振興課 S59S60
①昭和59・60年度　保安林解除申請書
公社営畜産建設事業　高知県北部地区
基本施設整備事業　303

地区：土佐町、本山町
事業計画の概要、事業計画書、代替施設計画書、公社営畜産基地建設事業設
計書（実施）、図面、等

要審査 無 無

R3-A-2346 畜産課 畜産振興課 S59S60
②昭和59・60年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
303-1

地区：土佐町、本山町
保安林解除申請書、事業計画の概要、事業計画書、図面、等

要審査 無 無

R3-A-2347 畜産課 畜産振興課 S60
③昭和60年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
FF1工区　出来高設計書

地区名：F大川
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2348 畜産課 畜産振興課 S60
④昭和60年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
DE工区　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2349 畜産課 畜産振興課 S60
⑤昭和60年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　農業用施設整備事業
DFGH工区　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2350 畜産課 畜産振興課 S56 ⑥昭和56年度　公社営畜産基地委託契約書
地区名：大豊、本山、土佐、大川、吾北
実績報告書、設計業務委託契約書、高知北部地区公舎営畜産基地建設調査計
画事業の委託について、等

要審査 無 無

R3-A-2351 畜産課 畜産振興課 S48
①昭和48年度　畜産団地造成事業実施設計書　
中村市開発公社

実施設計書、図面、等 要審査 無 無

R3-A-2352 畜産課 畜産振興課 S48
②昭和48年度　団体営草地開発事業出来高設
計書
黒松牧場

設計書、図面、等 要審査 無 無
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R3-A-2353 畜産課 畜産振興課 S50S51
③昭和50・51年度　大月地区畜産団地造成事
業の経過

大月畜産団地造成事業の落成式での知事祝辞についての伺い、唐岩畜産団地
公害監視委員会規約、協定書、写真、新聞切り抜き、養豚反対委員会趣意
書、陳情書、等

要審査 無 無

R3-A-2354 畜産課 畜産振興課 S55 ④昭和55年度　黒松牧場　団体営雑文書 協定案、法人調書、土壌、飼料計画、写真、等 要審査 無 無

R3-A-2355 畜産課 畜産振興課 S54 ⑤昭和54年度　東部地区　畜産基地建設事業
公社営畜産基地建設事業説明会配付資料
公社営畜産基地建設事業実施要綱の制定について、公社営畜産基地建設事業
参加申出書、公社営畜産基地建設調査計画事業市町村別委託費内訳、等

要審査 無 無

R3-A-2356 畜産課 畜産振興課 H元
⑥平成元年度　草地開発基本調査事業関係書
類

草地開発基本調査事業費補助金について
実績報告書、変更承認、契約書、事業計画書、等

要審査 無 無

R3-A-2357 畜産課 畜産振興課 S46S47S48S49①昭和46～49年度　高知県畜産環境整備事業
高知県畜産環境整備事業補助金
補助金交付決定通知、交付申請書、交付要綱、高知県畜産環境整備資金の融
資承認、等

要審査 無 無

R3-A-2358 畜産課 畜産振興課 S47
②昭和47年度　団体営草地開発事業出来高設
計書

地区名：楠目、権代、高南、山口
工事費内訳表、写真、図面、等

要審査 無 無

R3-A-2359 畜産課 畜産振興課 S48
③昭和48年度　畜産団地造成事業出来高設計
書　
中村市

写真、図面、等 要審査 無 無

R3-A-2360 畜産課 畜産振興課 S55
④昭和55年度　自給飼料生産総合振興対策事
業

実績報告書、写真 要審査 無 無

R3-A-2361 畜産課 畜産振興課 S56
⑤昭和56年度　自給飼料生産総合振興対策事
業

出来高設計書、図面、等 要審査 無 無

R3-A-2362 畜産課 畜産振興課 S41
①昭和41年度　四国カルスト大規模草地改良
調査成績書

位置図、地質図、等 要審査 無 無

R3-A-2363 畜産課 畜産振興課 S44
②昭和44年度　四国カルスト大規模草地改良
事業
№6（権利調整）

保安林解除申請書、官行造林契約解除申請書、鉱業権との調整について、等 要審査 無 無

R3-A-2364 畜産課 畜産振興課 S45
③昭和45年度　国営草地開発事業自然保護関
係書類

陳情書、公園審議会概要、高知県自然環境保全審議会公園部会議事録、四国
カルスト県立自然公園内国営草地開発事業計画について、写真、図面、等

要審査 無 無

R3-A-2365 畜産課 畜産振興課 s45
④昭和45年度　四国カルスト地区国営草地開
発事業

四国カルスト地区大規模草地改良事業推進協議会、陳情書、高幡広域消防組
合設備要領（案）、広域市町村圏計画（案）、等

要審査 無 無

R3-A-2366 畜産課 畜産振興課 S47 ⑤昭和47年度　国営草地開発事業計画図 ⑤昭和47年度　国営草地開発事業計画図 要審査 無 無

R3-A-2367 畜産課 畜産振興課 S48 ⑥昭和48年度　国営草地開発附帯事業 実績報告、出来高設計書、写真、等 要審査 無 無

R3-A-2368 畜産課 畜産振興課 S48
⑦昭和48年度　四国カルスト地区国営草地開
発事業

四国カルスト地区国営草地開発事業推進協議会総会協議会、国営草地開発事
業昭和49年度事業打合せ、国営草地開発関連事業補助金交付要綱の制定、等

要審査 無 無

R3-A-2369 畜産課 畜産振興課 S49
⑧昭和49年度　国営草地開発事業造成草地一
時使用申請綴

暫定監理委託協定書、等 要審査 無 無

R3-A-2370 畜産課 畜産振興課 S49 ①昭和49年度　国営草地開発附帯事業補助金 実績報告、出来高設計書、図面、等 要審査 無 無

R3-A-2371 畜産課 畜産振興課 S50 ②昭和50年度　国営草地開発附帯事業実績書 出来高設計書、図面、等 要審査 無 無

R3-A-2372 畜産課 畜産振興課 S50S51
③昭和50年度～　四国カルスト国営草地草生
調査委託事業

草生調査区別集計表、草生調査位置図、等 要審査 無 無
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R3-A-2373 畜産課 畜産振興課 S52
④昭和52年度　四国カルスト地区草地開発事
業
環境アセスメント調査委託事業報告書

写真 要審査 無 無

R3-A-2374 畜産課 畜産振興課 S52 ⑤昭和52年度　国営等草地開発附帯事業
国営等草地開発附帯事業補助金
地区名：津野山広域町村事務組合
実績報告書、実施設計書、図面、等

要審査 無 無

R3-A-2375 畜産課 畜産振興課 S52
⑥昭和52年度　国営等草地開発附帯事業　
実施設計書

地区：津野山広域町村事務組合 要審査 無 無

R3-A-2376 畜産課 畜産振興課 S53
⑦昭和53年度　四国カルスト地区草地開発事
業
環境アセスメント調査委託事業報告書

委託事業契約書、写真 要審査 無 無

R3-A-2377 畜産課 畜産振興課 S47
①昭和47年度　四国カルスト地区国営草地開
発事業

起工式知事祝辞（伺）、起工式招待者名簿、
・復命書
打合せ概要、推進協議会総会概要、等

要審査 無 無

R3-A-2378 畜産課 畜産振興課 S49S50S51S52②昭和49～52年度　国営草地開発事業

実施設計打合せ書、概算要求打合せ書、陳情書、四国カルスト牧場運営助成
要望書、国営草地開発事業概要書（高知県関係）、等
・復命書
推進協議会概要、等

要審査 無 無

R3-A-2379 畜産課 畜産振興課 S42
③昭和42年度　四国カルスト地区大規模草地
改良事業協議復命

調査事業協議、調査計画協議、茶屋谷団地の牧道路線決定について、等 要審査 無 無

R3-A-2380 畜産課 畜産振興課 S44
④昭和44年度　四国カルスト地区大規模草地
改良事業協議復命

権利調整と面積の再確保、事業計画書作成のための協議、調査協議、検討事
項の回答について、等

要審査 無 無

R3-A-2381 畜産課 畜産振興課 S46
⑤昭和46年度　四国カルスト地区国営草地開
発事業

四国カルスト地区国営草地開発事業に伴う官行造林地の契約解除について、
開発事業事務所設置について、等
・復命書
県費負担割合（高知、愛媛両県）、推進協議会役員会、等

要審査 無 無

R3-A-2382 畜産課 畜産振興課 S47
⑥昭和47年度　畜産団地造成事業出来高設計
書
（高知北部地区）

地区名：久礼野 要審査 無 無

R3-A-2383 畜産課 畜産振興課 S41 ①昭和41年度　大規模草地改良調査委託費
梼原町地内鉱区設定状況について、農業協同組合の意向調査、国営草地改良
事業および共同利用模範牧場設置事業の採択基準が引き下げられた場合の対
象予定地区について、四国カルスト草地改良事業打合会の概要、等

要審査 無 無

R3-A-2384 畜産課 畜産振興課 S42 ②昭和42年度　大規模草地改良調査委託費 調査成績書、等 要審査 無 無

R3-A-2385 畜産課 畜産振興課 S43 ③昭和43年度　大規模草地改良調査委託費 調査成績書、調査計画上の問題点について、等 要審査 無 無

R3-A-2386 畜産課 畜産振興課 S44 ④昭和44年度　大規模草地改良調査委託費 調査成績書、四国カルスト草地改良事業天狗高原道路設計書、図面、等 要審査 無 無

R3-A-2387 畜産課 畜産振興課 S40S41S42S43S44S45S46S47S48S49S50S51S52S53S54
⑤昭和40～47～54年度　四国カルスト地区国
営草地開発事業法手続書類

鉱業権の同意について、事業計画の変更について、大規模草地改良事業実施
に関する覚書交換について、国営四国カルスト土地改良事業計画書（草地開
発）、土地改良法第86条3項の協議に対する回答について、施行申請書の進
達について、国営草地開発計画書（案）、推進計画について、等

要審査 無 無

R3-A-2388 畜産課 畜産振興課 S40
⑥昭和40年度　四国カルスト地区大規模草地
改良事業

調査計画期間の短縮要望について、調査計画資料、陳情書、天狗高原実測結
果、調査計画地域選定申請書の再提出について、図面、等
・復命書
調査計画協議、等

要審査 無 無
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R3-A-2389 畜産課 畜産振興課 S49S50S51S52⑦昭和49～52年度　四国カルスト牧場

津野山畜産公社業務報告書、津野山畜産公社事業計画書、放牧成績等資料、
地域畜産振興補助事業選定申請書、津野山地域における肉用牛飼養の特徴に
ついて、四国カルスト放牧場に関する検討会、運営問題に対する指導につい
て、等
・復命書
四国カルスト牧場の計画変更並運営助成要望について、等

要審査 無 無

R3-A-2390 畜産課 畜産振興課 S43
⑧昭和43年度　四国カルスト地区大規模草地
改良事業協議復命

調査協議、等 要審査 無 無

R3-A-2391 畜産課 畜産振興課 S58
①昭和58年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　農業用施設整備事業
DEF工区　実施設計書

地区名：D本山、E土佐、大川、F吾北
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2392 畜産課 畜産振興課 S58
②昭和58年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
D工区　実施設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2393 畜産課 畜産振興課 S58
③昭和58年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
E2工区　出来高設計書

地区名：土佐町
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2394 畜産課 畜産振興課 S58
④昭和58年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
ABC1C2工区　出来高設計書

地区名：A大豊、B本山
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2395 畜産課 畜産振興課 S58
⑤昭和58年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
E1工区　出来高設計書

地区名：土佐町
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2396 畜産課 畜産振興課 S58
⑥昭和58年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　農業用施設整備事業
D工区　出来高設計書

地区名：本山
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2397 畜産課 畜産振興課 S58
①昭和58年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
D工区　実施設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2398 畜産課 畜産振興課 S58
②昭和58年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
F1F2工区　出来高設計書

地区名：F1F2吾北村
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2399 畜産課 畜産振興課 S58
③昭和58年度　高知県東部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
FG1G2工区　出来高設計書

地区名：F室戸、G1G2室戸市
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2400 畜産課 畜産振興課 S58
④昭和58年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
E2F1F2工区　出来高設計書

地区名：E2土佐町、F1F2吾北村
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2401 畜産課 畜産振興課 S58
⑤昭和58年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
D工区　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2402 畜産課 畜産振興課 S58
⑥昭和58年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　農業用施設整備事業
EF工区　出来高設計書

地区名：E土佐、大川、F吾北
図面、等

要審査 無 無
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R3-A-2403 畜産課 畜産振興課 S57
①昭和57年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
E工区　出来高設計書

地区名：土佐
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2404 畜産課 畜産振興課 S57
②昭和57年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　農業用施設整備事業
CD工区　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2405 畜産課 畜産振興課 S57
③昭和57年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
A工区　出来高設計書

地区名：大豊
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2406 畜産課 畜産振興課 S57
④昭和57年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
GH工区　出来高設計書

地区名：GH吾北
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2407 畜産課 畜産振興課 S57
⑤昭和57年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
B工区　実施設計書

地区名：本山
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2408 畜産課 畜産振興課 S57
⑥昭和57年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
BC工区　出来高設計書

地区名：B本山
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2409 畜産課 畜産振興課 S57
⑦昭和57年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
DI工区　出来高設計書

地区名：D土佐、I土佐町
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2410 畜産課 畜産振興課 S57
⑧昭和57年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
C工区　実施設計書

地区名：本山
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2411 畜産課 畜産振興課 S57
①昭和57年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
F工区　出来高設計書

地区名：大川
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2412 畜産課 畜産振興課 S57
②昭和57年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　農業用施設整備事業
AB工区　出来高設計書

図面、等 要審査 無 無

R3-A-2413 畜産課 畜産振興課 S57
③昭和57年度　高知県北部地区
公社営畜産建設事業　基本施設整備事業
F工区　実施設計書

地区名：大川
図面、等

要審査 無 無

R3-A-2414 農業基盤 農業基盤 25
農地法4・5条許可申請書3,000㎡以上　
　　
　　

羽根小規模工業用地整備事業農地法第5条転用申請書、中国四国農政局協議
書、図面、土地登記書、等

要審査 無 無

R3-A-2415 農業基盤 農業基盤 26
農地法4・5条許可申請書3,000㎡以上　
　
③Ｈ26.10.29～12.18

農地法第5条1項の規程による許可申請書（高知工科大学グラウンド整備事
業、等）中国四国農政局協議書、図面、土地登記書、等

要審査 無 無

R3-A-2416 農政課 農業基盤課 S49S50S51S52S53S54S55
農業振興地域整備計画書 
室戸市　 S50/3～S56/3

・変更整備計画書（案）、変更認定、変更理由書（明細書）、基礎資料、図
面、等
主な変更内容：じん芥処理地、保育所に転用するための除外、等

要審査 無 無

R3-A-2417 農政課 農業基盤課 S56S57S58S59S60S61
農業振興地域整備計画書 
室戸市　  S56/7～S62/3

・変更整備計画書（案）、変更認可、変更理由書（明細書）図面、等
主な変更内容：室戸市漁村センターに転用するための除外、等

要審査 無 無

R3-A-2418 農政課 農業基盤課 S62S63H元
農業振興地域整備計画書
宿毛市　S62/5～H元/12

・変更認可、除外申請一覧表、基礎資料、図面、等 要審査 無 無
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R3-A-2419 農政課 農業基盤課 S56S57S58S59S60
農業振興地域整備計画書 №2
宿毛市　S56/1～S61/3

・変更承認、基礎資料、変更理由書(明細書）、図面、等
主な変更内容：橋上中学校用地、県道宿毛深浦線と市道宿毛小深浦線連絡道
路、自由ヶ丘団地、公社営畜産基地建設事業に転用するための除外、等

要審査 無 無

R3-A-2420 農政課 農業基盤課 S57S58S59
農業振興地域整備計画書
香我美町　S57/9～S59.4　№1

・変更承認、変更理由書（明細書）、変更計画書、図面、等 要審査 無 無

R3-A-2421 農政課 農業基盤課 S54S55S56
農業振興地域整備計画書　№2
香我美町　S54/12～S57.3

・変更承認、計画変更理由書（明細書）、図面、等 要審査 無 無

R3-A-2422 農政課 農業基盤課 S58S59S60S61S62S63
農業振興地域整備計画書
大方町S59/3～S61/5　№1

・変更認可、変更整備計画書（案）、図面、等 要審査 無 無

R3-A-2423 農政課 農業基盤課 S54S55S56S57S58S59S60S61S62S63H元
農業振興地域整備計画書
三原村S54/4～H元/7

・変更承認、計画書（変更案）、変更理由書（明細書）、図面、等
主な変更内容：学校体育館、公社営畜産基地建設事業計画に転用するための
除外、等

要審査 無 無

R3-A-2424 農政課 農業基盤課 S62S63H元
農業振興地域整備計画書　
大方町　S62/5～H元/3　№2

・変更認可、変更理由書（明細書）、変更整備計画書（案）、図面、等
主な変更内容：馬荷小学校用地に転用するための農地除外、等

要審査 無 無

R3-A-2425 農政課 農業基盤課 S62S63H元
農業振興地域整備計画書 
野市町　S62/9～H2/2

・変更整備計画書（案）、変更認可、変更内容一覧、基礎資料、図面、等 要審査 無 無

R3-A-2426 農政課 農業基盤課  
農業振興地域整備計画書 
香北町　S60/7～H元/4

・変更認可、変更明細表、基礎資料、図面、等 要審査 無 無

R3-A-2427 農政課 農業基盤課 S61S62S63H元
農業振興地域整備計画書 
香我美町　  S61/8～H元/7

・変更認可、変更（除外）申請一覧表、第四次香我美町総合振興計画、香我
美町岸本地区の市街地再編整備計画、等

要審査 無 無

R3-A-2428 農政課 農業基盤課 S58S59S60S61S62S63H元
農業振興地域整備計画書 
物部村　S59/3～H2/3

・変更認可、変更整備計画書（案）、変更明細書、図面、等 要審査 無 無

R3-A-2429 耕地課 農業基盤課  S58S59S61S62

①昭和58年度　和食川24･26条許可申請書(安
芸耕地)
②昭和58年度　渡川2支西谷川河川法20条申
請(幡多)
③昭和59年度　道路法第24･32条許可申請
(県営春野中央地区ほ場整備事業排水暗渠に
係るもの)
④昭和61年度　道路法24条奥出池新設工事
⑤昭和62年度　国有林野貸付申請書(県営横
峯地区)
⑥昭和62年度　道路法第32条の許可申請
(県営新居地区畑地帯総合土地改良事業)
⑦昭和62年度　道路法第32条の許可申請
(中村地区県営排水対策特別事業)(東洋町)
⑧昭和62年度　道路法第33条の規定に基づく
占用許可申請
(県営森山地区排水特別事業)

・河川法許可申請
　①ソソノキ橋架替
　②県営中筋川地区湛水防除事業
・道路法許可申請
　③④⑥⑦⑧
・国有林野貸付申請
　⑤横峰地区開拓地整備事業

要審査 無 無
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R3-A-2430 耕地課 農業基盤課 S53S54S57S58S60S61

①渡川2支西谷川河川法24･26条許可申請(幡
多)
②昭和60年度　窪川東部河川法第20条の許可
申請書綴
③昭和61年度　山南地区(久保田川)河川法20
条
④昭和58年度　菱池湛水防除事業(国分川)機
場譲与に伴う河川法34条の承認申請
⑤昭和54年度　一級河川渡川水系間川の付替
工事(幡多)
⑥昭和53年度　高知市菱池地区湛水防除事業
にかかる
河川法第24条･26条･27条の許可申請
⑦昭和57年度　河川法第20条の工事施行承認
申請
一級河川物部川

・河川法許可申請
　①西谷川小橋架設
　②渡川水系八千数川県営ほ場整備事業
　③山南地区ほ場整備事業
　④給水施設及び給電施設設置のための譲与
　⑤付替工事写真
　⑥二級河川国分川
　⑦片地地区基幹農道整備事業

要審査 無 無

R3-A-2431 耕地課 農業基盤課 S59S62

①昭和59年度　河川法第24･26条許可申請
(芸西地区ほ場整備長谷池改修)
②昭和59年度　和食川河川法24条の許可更新
(芸西ほ場)
③昭和59年度　県営新居地区畑総(1号幹線水
給)河川法許可申請
④昭和59年度　河川法第24･26･27条(新居地
区進入橋梁)許可申請
⑤昭和62年度　河川法第24条の規定による許
可申請(更新)
県営新居地区畑地帯総合土地改良事業
⑥昭和62年度　河川法第24条･第26条の許可
申請
県営宿毛西部地区ほ場整備事業
⑦昭和62年度　河川法第24条･26条･27条の許
可申請
県営日下･加茂地区ほ場整備事業
⑧昭和62年度　河川法第24条･第26条の許可
申請
県営日下･加茂地区ほ場整備事業沖名上2工区
⑨昭和62年度　河川法第24･第26条の許可申
請
県営芸西地区ほ場整備事業
⑩昭和62年度　河川法第20条の許可申請
県営窪川南部地区ほ場整備事業
⑪昭和62年度　河川法第24条･第26条の許可
申請
県営日下･加茂地区ほ場整備事業

・河川法許可申請
　①長谷池改修工事に伴う橋梁新設工事
　②昭和59年度　和食川河川法24条の許可更新(芸西ほ場)
　③・河川法第24条、第26条の規程による許可申請
　　　仁淀川水系新堀川
　　・河川法第24条、26条及び27条の規定に基づく許可申請
　　　仁淀川水系波介川
　④仁淀川水系新堀川
　⑤仁淀川
　⑥松田川
　⑦仁淀川水系1支日下川2支戸梶川
　⑧仁淀川水系3支渋川川
　⑨和食川
　⑩口神ノ川工区渡川水系渡川
　⑪仁淀川水系1支日下川2支戸梶川

要審査 無 無
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R3-A-2432 農地開拓課 農業基盤課 S39
①昭和39年度　遊ヶ駄場線開拓道路建設工事
施工設計書

・遊ヶ駄場線開拓道路計画概要書、図面、等 要審査 無 無

R3-A-2433 農政課 農業基盤課 S24 ①昭和24年度　先買関係書類
・先買物件の処理に関する整理簿、買取申入書、買取申入書受領証、自作農
創設特別措置法施行規則第十条による届出書、等

要審査 無 無

R3-A-2434 林務課
林業環境政策
課

S28 高知県緑化推進委員会規程等に関する綴り
・高知県緑化推進委員会結成集会（昭和28年2月26日）
・高知県緑化推進委員会規程
・昭和28年度「緑の羽根」募金運動要領

要審査 無 無

R3-A-2435 林務課
林業環境政策
課

S48 高知県緑化センター設立登記
社団法人高知県緑化センター設立（昭和48年5月21日設立許可、昭和48年6月
12日登記完了）

要審査 無 無

R3-A-2436 林務課
林業環境政策
課

S58
道路標識設置に関する要望書
（土佐国道工事事務所長あて）永久

・国道32号の県道繁藤西町線分岐点に甫喜ヶ峰森林公園への案内標識を設置
することに関する建設省土佐国道事務所長への要望（昭和57年8月9日）
・上記設置に関する建設省土佐国道事務所長への礼状（昭和57年12月3日）

要審査 無 無

R3-A-2437 林業課
林業環境政策
課

S49
昭和49，50年度　甫喜ヶ峰県有林購入関係　
繁藤実験林評価調書　国土調査資料

・昭和49年度及び昭和50年度の香美郡土佐山田町における高知県と社団法人
高知県林業公社の甫喜ヶ峰県有林地売買
・上記の土地の所有権移転嘱託登記

要審査 無 無

R3-A-2438 林業課
林業環境政策
課

S63
S63　花と緑の環境づくり事業　緑化保全班
永年保存「緑の協力員」関係

・昭和63年度花と緑の環境づくり事業依託契約書（昭和63年9月21日締結）
・昭和63年度緑の協力員の登録及び認定証の交付

要審査 無 無

R3-A-2439 林業課
林業環境政策
課

S59
永年　60以降　高知県緑化木振興協議会
（60．1．21設定）永年保存

・高知県緑化木振興協議会要綱（昭和60年1月21日制定）
・上記協議会委員の委嘱（昭和60年1月29日依頼）

要審査 無 無

R3-A-2440 林業課
林業環境政策
課

 S45S46
林業試験場用地取得（国有財産譲与契約書）
綴　（土佐山田）　林業課

農林水産省所管の国有地の高知県への無償譲与契約（昭和46年3月27日締
結）

要審査 無 無

R3-A-2441 森林政策課
林業環境政策
課

H23
指定管理者選定　指定申請書綴（甫喜ヶ峰、
情報交流館）

指定管理者指定申請書（高知県立甫喜ヶ峰森林公園、高知県立森林研修セン
ター情報交流館）

要審査 無 無

R3-A-2442 森林政策課
林業環境政策
課

H24 御神木被害関係
高知県内におけるご神木等の被害調査（平成20年度に2件、平成24年度1件の
計3件）

要審査 無 無

R3-A-2443 森林政策課
林業環境政策
課

H23 南海地震対策再生検討特別委員会
高知県議会による特別委員会。南海トラフ巨大地震モデル検討会（内閣府）
の公表結果を受けた高知県の対応

要審査 無 無

R3-A-2444 森林政策課
林業環境政策
課

H24 Ｈ24　決算特別委員会
・平成23年度県歳入歳出決算審査報告書　林業振興・環境部
・平成23年度決算審査資料

要審査 無 無

R3-A-2445 森林政策課
林業環境政策
課

H26 26　決算特別委員会
・平成25年度決算特別委員会部長・課長説明手板  林業振興・環境部
・平成25年度決算審査資料

要審査 無 無

R3-A-2446 森林政策課
林業環境政策
課

 H3H4 H3　体験の森整備事業　写真綴2
工石山体験の森山小屋、工石山森林科学館、水源の森休憩所、駐車場造成工
事

要審査 無 無

R3-A-2447
木の文化推進
室

林業環境政策
課

H17
17　指定管理者　情報交流館　甫喜ヶ峰森林
公園

情報交流館と甫喜ヶ峰森林公園の指定管理者の公募、指定申請者審査、候補
者選定、指定

要審査 無 無

R3-A-2448
木の文化推進
室

林業環境政策
課

H17 17　指定管理者　資料 県立森林研修センター情報交流館の指定管理者候補者の指定議案撤回 要審査 無 無

R3-A-2449
木の文化推進
室

林業環境政策
課

 H17H18 情報交流館指定管理者辞退 県立森林研修センター情報交流館の指定管理者候補者の指定議案撤回 要審査 無 無

R3-A-2450
林業環境政策
課

林業環境政策
課

H23 H23　指定管理協定締結にかかる協議資料等 H23　指定管理協定締結にかかる協議資料等 要審査 無 無

R3-A-2451
林業環境政策
課

林業環境政策
課

H23
H23　平成24年度～26年度　指定管理者選
定・議案　甫喜ヶ峰森林公園・情報交流館

県立甫喜ヶ峰森林公園、県立森林研修センター情報交流館の指定管理者の公
募、指定申請者審査、候補者選定、指定（県議会議案を含む）

要審査 無 無
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R3-A-2452 森林政策課
林業環境政策
課

H20 20　指定管理者　一連
県立甫喜ヶ峰森林公園、県立森林研修センター情報交流館の指定管理者の公
募、指定申請者審査、候補者選定、指定

要審査 無 無

R3-A-2453 森林政策課
林業環境政策
課

H20 20　指定管理者　公募

・県立甫喜ヶ峰森林公園及び森林研修センター情報交流館の指定管理者の指
定
・高知県山林協会（定款、通常総会議案等）
・児童生徒作文集「さんりん」高知県山林協会（2008年8月発行）

要審査 無 無

R3-A-2454 森林政策課
林業環境政策
課

H20 新聞記事（協働の森） 「環境先進企業との協働の森づくり事業」に関する新聞記事切り抜き 要審査 無 無

R3-A-2455 林業課
林業環境政策
課

 S53S54 重要　馬路営林署　統合関連　綴
・馬路営林署統廃合に伴う地元対策確約書（昭和54年2月28日締結）
・農林省設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係通達の整理
（昭和54年2月14日林野庁長官等）

要審査 無 無

R3-A-2456 林業振興課
林業環境政策
課

H10 営林署再編
高知県安芸郡馬路村営林署再編問題対策村民会議から魚梁瀬営林署を安芸森
林管理署再編案に対する各種要望

要審査 無 無

R3-A-2457 林業課
森づくり推進
課

S62 吉延ササ山入会林野登記嘱託書
長岡郡本山町吉延地内の入会林野登記嘱託（昭和62年10月5日知事から高知
地方法務局嶺北出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2458 林業課
森づくり推進
課

S62 吉延ササ山入会林野整備計画認可 長岡郡本山町吉延地内の入会林野整備計画（昭和62年8月4日認可） 要審査 無 無

R3-A-2459 林業課
森づくり推進
課

S62 山路入会林野登記嘱託書
中村市山路地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和57年6月24日知事から高
知地方法務局中村出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2460 林業課
森づくり推進
課

S56 薮ヶ市入会林野登記嘱託関係
幡多郡西土佐村薮ヶ市地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和56年12月16日
知事から高知地方法務局江川崎出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2461 林業課
森づくり推進
課

S53 本山町吉延入会林野整備計画認可
長岡郡本山町吉延地内の入会林野整備計画の認可（昭和53年6月16日）及び
登記嘱託（昭和53年10月9日知事から高知地方法務局本山出張所長あて依
頼）

要審査 無 無

R3-A-2462 林業課
森づくり推進
課

S62 松葉川入会林野登記嘱託書
高岡郡窪川町勝賀野地内の入会林野の登記嘱託（昭和62年12月12日知事から
高知地方法務局窪川出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2463 林業課
森づくり推進
課

S62 松葉川入会林野整備計画認可 高岡郡窪川町勝賀野地内の整備計画（昭和57年11月8日認可） 要審査 無 無

R3-A-2464 森林政策課
森づくり推進
課

H9 本川村森林組合再建資料　1
通常総会資料、組合再建計画、平成9年第1回理事会議事録、平成9年度損益
計算書等）

要審査 無 無

R3-A-2465 林業課
森づくり推進
課

S57 星ヶ窪入会林整備登記嘱託書
高岡郡仁淀村長者地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和57年6月22日知事
から高知地方法務局吾川出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2466 林業課
森づくり推進
課

S56 星ヶ窪入会林野整備計画認可
高岡郡仁淀村長者地内の入会林野整備計画（昭和57年4月27日高知県指令56
林第506号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2467 林業課
森づくり推進
課

S59 別枝入会林登記嘱託関係
高岡郡仁淀村別枝地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和59年7月23日知事
から高知地方法務局吾川出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2468 林業課
森づくり推進
課

S58 別枝入会林野整備計画
高岡郡仁淀村別枝地内の入会林野整備計画（昭和59年6月4日高知県指令59林
第129号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2469
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H23 平成23年度　林業労働力等調査　№2 平成22年度の林業機械・器具現況調査の個票 要審査 無 無

R3-A-2470
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H23 平成23年度　林業労働力等調査　№1 平成22年度の林業労働力、林業機械器具、及び素材生産量調査の集計表 要審査 無 無

R3-A-2471 林業課
森づくり推進
課

S63 古田入会林野登記嘱託書№2 高岡郡仁淀村長者地内の入会林野の登記嘱託 要審査 無 無

R3-A-2472 林業課
森づくり推進
課

S63 古田入会林野登記嘱託書
高岡郡仁淀村長者地内の入会林野の登記嘱託（昭和63年8月8日知事から高知
地方法務局吾川出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2473 林業課
森づくり推進
課

S55 広瀬入会林野整備計画認可
幡多郡十和村広瀬地内の入会林野整備計画（昭和55年7月15日高知県指令55
林第74号で認可）

要審査 無 無
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R3-A-2474 林業課
森づくり推進
課

S55 廣瀬（十和村）入会林登記嘱託
幡多郡十和村広瀬地内の入会林野の登記嘱託（昭和55年10月7日知事から高
知地方法務局江川崎出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2475 林業課
森づくり推進
課

S54 東川東平入会林野整備計画認可
室戸市元地内の入会林野整備計画（昭和54年9月17日知事から高知地方法務
局室戸出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2476 林業課
森づくり推進
課

S45 葉山村舞の川入会林野整備計画認可

・高岡郡越知町南の川地内の入会林野に整備計画（昭和45年5月12日高知県
指令45林第78号で認可）
・高岡郡越知町南の川地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和45年5月12日
知事から高知地方法務局越知出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2477 林業課
森づくり推進
課

S44 葉山村大西入会林野整備計画 高岡郡葉山村白石地内の整備計画（昭和44年5月8日認可） 要審査 無 無

R3-A-2478
行造林課
林業課

森づくり推進
課

S31S35S39S54S55S59永久保存　訟務　ニヲガウチヤマ関係

長岡郡大豊町立川上名の山林の所有権又は所有権以外の権利に関する訴訟
（昭和31年度立川行造林第16～19林班立木売却関係、昭和35年供託金関係、
昭和55年2月立川行造林最高裁判決、昭和55年高松高等裁判所における訴訟
弁護士依託契約、昭和59年県行造林訴訟の終結に伴う弁護士への成功謝金　
等）

要審査 無 無

R3-A-2479 林業課
森づくり推進
課

S58 仁淀村大蕨入会林野整備計画書
高岡郡仁淀村大蕨地内の入会林野整備計画（昭和59年6月14日59林第128号で
認可）

要審査 無 無

R3-A-2480
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H21H20H19H18西土佐村森林組合　経営再建委員会
・平成18年度～平成21年度の経営再建委員会資料（年度決算、部門別損益計
算書、長期計画との対比、事業報告、経営再建計画書等）

要審査 無 無

R3-A-2481 林業課
森づくり推進
課

S48 西土佐村奥屋内予告登記関係
幡多郡西土佐村奥屋内地内の土地の所有権移転登記が誤っていたとして抹消
登記を命ずる判決（昭和4年12月23日）

要審査 無 無

R3-A-2482 林業課
森づくり推進
課

S54 西土佐村大宮上入会林野整備計画認可
西土佐村大宮上地内の入会林野整備計画（昭和54年9月18日高知県指令第201
号）

要審査 無 無

R3-A-2483 林業課
森づくり推進
課

S63 奈比賀入会林野登記嘱託書
安芸市奈費賀地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和63年8月22日知事から
高知地方法務局安芸支長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2484 林業課
森づくり推進
課

S58 奈半利町本村郷分入会林野登記嘱託書
安芸郡奈半利町本村郷分地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和58年7月28
日知事から高知地方法務局田野出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2485 林業課
森づくり推進
課

S59 奈半利町本村郷分入会林野整備計画認可
安芸郡奈半利町本村郷分地内の入会林野の整備計画（昭和60年2月4日高知県
指令59林第353号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2486 林業課
森づくり推進
課

S58 奈半利町本村郷分入会林野整備計画認可
安芸郡奈半利町本村郷分地内の入会林野の整備計画（昭和58年5月16日高知
県指令57林第397号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2487 林業課
森づくり推進
課

S48 奈半利町郷山入会林公判

安芸郡奈半利町郷山地内の損賠賠償請求事件
・高知地方裁判所判決（原審：昭和40年（ワ）第176号）
・高松高等裁判所判決（上告審：昭和42年（ネ）第220号）
・最高裁判所判決（上告審：昭和46年（オ）第471号）

要審査 無 無

R3-A-2488 林業課
森づくり推進
課

S60 七里入会林野整備計画書
高岡郡窪川町七里地内の入会林野整備計画（昭和60年9月27日高知県指令60
林第363号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2489 林業課
森づくり推進
課

S60 七里入会林登記嘱託書
高岡郡窪川町七里地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和61年1月6日知事か
ら高知地方法務局窪川出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2490 林業課
森づくり推進
課

S57 中村入会林野整備計画 安芸郡東洋町野根地内の整備計画（昭和57年11月8日認可） 要審査 無 無

R3-A-2491 林業課
森づくり推進
課

S53 中土佐町大影山入会林野整備計画認可
中土佐町大影山地内の入会林野に関する登記嘱託（昭和53年12月12日知事か
ら高知地方法務局須崎支局長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2492 林業課
森づくり推進
課

S57S58 中里舟場入会林野登記嘱託
室戸市佐喜浜町地内の入会林野の嘱託登記（昭和58年1月6日知事から高知地
方法務局野根出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2493 林業課
森づくり推進
課

S59 中里舟場入会林野登記嘱託
室戸市佐喜浜町地内の入会林野の嘱託登記（昭和59年10月12日知事から高知
地方法務局野根出張所長あて依頼）

要審査 無 無
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R3-A-2494 林業課
森づくり推進
課

S58 中里舟場入会林野整備計画認可申請
室戸市佐喜浜町地内の入会林野整備計画（昭和59年2月27日高知県指令58林
第329号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2495 林業課
森づくり推進
課

S57 中里舟場入会林野整備計画
室戸市佐喜浜町地内の入会林野整備計画（昭和57年8月27日高知県指令57林
第198号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2496 林業課
森づくり推進
課

S56 中里（室戸市）入会林野整備計画認可
室戸市佐喜浜町地内の入会林野の整備計画（昭和56年4月20日高知県指令56
林第81号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2497 林業課
森づくり推進
課

S56 中里（室戸市）入会林登記嘱託書
室戸市佐喜浜町地内の入会林野の嘱託登記（昭和56年6月8日知事から高知地
方法務局野根出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2498 林業課
森づくり推進
課

S58 轟入会林野登記嘱託
幡多郡十和村昭和地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和58年4月6日知事か
ら高知地方法務局窪川出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2499 林業課
森づくり推進
課

S57 轟入会林野整備計画認可申請
幡多郡十和村昭和地内の入会林野整備計画（昭和58年3月24日高知県指令57
林第387号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2500 林業課
森づくり推進
課

S61 土佐清水市上野入会林野整備計画認可
土佐清水市上野地内の入会林野整備計画（昭和61年1月26日高知県指令61林
第370号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2501 林業課
森づくり推進
課

S53 十和村井崎登記嘱託書
幡多郡十和村井崎地内の入会林野整備嘱託登記（昭和53年8月21日高知県指
令第266号で知事から高知地方法務局江川崎出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2502 林業課
森づくり推進
課

S57 十川入会林野登記嘱託関係
幡多郡十和村十川地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和57年8月30日知事
から高知地方法務局江川崎出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2503 林業課
森づくり推進
課

S56 十川入会林野整備計画書
幡多郡十和村十川地内の入会林野整備計画（昭和57年7月12日高知県指令57
林76号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2504 林業課
森づくり推進
課

S55 手洗川入会林野登記嘱託書
中村市手洗川地内の入会林野の嘱託登記（昭和56年2月9日知事から高知地方
法務局中村支局長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2505 林業課
森づくり推進
課

S55 手洗川入会林野整備計画認可 中村市手洗川地内の入会林野の整備計画（昭和56年1月10日認可） 要審査 無 無

R3-A-2506 林業課
森づくり推進
課

S54 高瀬第一入会林登記嘱託書
高岡郡仁淀村高瀬地内の入会林野登記嘱託（昭和54年10月4日知事から高知
地方法務局仁淀出張所長あて）

要審査 無 無

R3-A-2507 林業課
森づくり推進
課

S54 高瀬第一入会林野整備計画認可
高岡郡仁淀村高瀬地内の入会林野の整備計画（昭和54年9月18日高知県指令
第190号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2508 林業課
森づくり推進
課

S58 大道入会林野登記嘱託関係
幡多郡十和村大道地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和58年9月20日知事
から高知地方法務局窪川出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2509 林業課
森づくり推進
課

S48 下ノ加江入会林整備計画書

・土佐清水市下ノ加江地内の入会林野整備計画（昭和49年1月16日48林第643
号認可）
・土佐清水市下ノ加江地内の入会林野整備計画の訂正（昭和49年11月16日及
び昭和55年10月1日知事から高知地方法務局清水出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2510 林業課
森づくり推進
課

S49 下ノ加江入会林野登記嘱託書
土佐清水市下ノ加江地内の入会林野整備計画の登記嘱託(昭和49年11月16日
知事から高知地方法務局清水出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2511 林業課
森づくり推進
課

S55 下家地入会林登記嘱託書
幡多郡西土佐村下家地地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和55年12月1日
知事から高知地方法務局江川崎出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2512 林業課
森づくり推進
課

S55 下家地（西土佐村）入会林野整備計画認可
幡多郡西土佐村下家地地内の入会林野整備計画（昭和55年8月11日高知県指
令第118号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2513
林業課
森づくり推進
課

森づくり推進
課

   S42S44S56R1
繁藤　生産森林組合設立認可　S43・2・27　
（92）

繁藤生産森林組合
・設立（昭和43年2月27日認可）
・定款変更（昭和44年12月18日認可、昭和56年6月30日認可）
・解散（令和元年11月12日認可）
・清算（令和2年4月8日結了）

要審査 無 無

R3-A-2514 林業課
森づくり推進
課

S45 椎尾山（馬路村）入会林野整備計画認可
安芸郡馬路村馬路地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和45年10月26日知事
から高知地方法務局田野出張所長あて依頼）

要審査 無 無
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R3-A-2515 林業課
森づくり推進
課

S56 里川入会林登記嘱託関係
幡多郡十和村里川地内の入会林野の登記嘱託（昭和56年9月2日知事から高知
地方法務局窪川出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2516 林業課
森づくり推進
課

S56 里川入会林整備計画認可
幡多郡十和村里川地内の入会林野の整備計画（昭和56年7月13日6林第80号で
認可）

要審査 無 無

R3-A-2517
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H26
作成年度26　森林整備公社　分収林契約適正
化事業　分類番号05-01-08　保存年限5

・「美しい森林」共同整備高知県協議会通常総会
・分収林契約適正化事業費補助金の割当内示
・分収林契約適正化事業費補助金交付申請書
・分収林契約適正化事業費補助金交付決定
・分収林契約適正化事業の実施状況報告
・分収林契約適正化事業費補助金交付要綱
・分収林契約適正化事業補助記実績報告書

要審査 無 無

R3-A-2518 林業課
森づくり推進
課

 S49S54 佐賀町伊与喜入会林登記嘱託書 幡多郡佐賀町伊与喜地内の入会林登記嘱託（昭和54年5月7日） 要審査 無 無

R3-A-2519 林業課
森づくり推進
課

S50 久保川（中村市）入会林野整備関係
中村市久保川地内の入会林野整備（昭和51年3月19日高知県指令767号で認
可）

要審査 無 無

R3-A-2520 林業課
森づくり推進
課

S56
完結　柚ノ木（香北町）　生産森林組合認可
関係

香美郡香北町猪野々地内生産森林組合の設立（昭和46年11月18日認可） 要審査 無 無

R3-A-2521 林業課
森づくり推進
課

S46
完結　大久保（香北町）生産森林組合認可関
係

生産森林組合設立（昭和46年11月18日認可） 要審査 無 無

R3-A-2522 林業課
森づくり推進
課

Ｈ元 唐谷山生産森林組合設立認可
土佐清水市三崎地内の生産森林組合設立（昭和2年3月1日高知県指令元林第
30号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2523 林業課
森づくり推進
課

Ｈ元 唐谷山入会林野登記嘱託書
土佐清水市三崎地内の入会林野に関する嘱託登記（平成2年3月1日知事から
高知地方法務局出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2524 林業課
森づくり推進
課

S55 勝間（中村市）登記嘱託書
中村市勝間地内の入会林野の登記嘱託（昭和56年1月21日高知県指令55林第
394号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2525 林業課
森づくり推進
課

S55 勝間（中村市）入会林野整備計画認可
中村市勝間地内の入会林野整備計画（昭和51年6月4日高知県指令51林第138
号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2526 林業課
森づくり推進
課

H元 小野第2入会林野登記嘱託書　2
幡多郡十和村小野地内の入会林野の登記嘱託（平成元年7月3日知事から高知
地方法務局久保川出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2527 林業課
森づくり推進
課

H元 小野第2入会林野登記嘱託書　1
幡多郡十和村小野地内の入会林野の登記嘱託（平成元年7月3日知事から高知
地方法務局久保川出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2528 林業課
森づくり推進
課

H元 小野第2入会林野整備計画認可 幡多郡十和村小野地内の整備計画（平成元年6月20日認可） 要審査 無 無

R3-A-2529 林業課
森づくり推進
課

S59 小野入会林野整備計画認可
幡多郡十和村小野地内の整備計画（昭和59年10月22日高知県指令59林第326
号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2530 林業課
森づくり推進
課

S54 奥屋内入会林登記嘱託関係
幡多郡西土佐村奥屋内地内の入会林野の嘱託登記（昭和54年7月5日知事から
高知地方法務局江川崎出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2531 林業課
森づくり推進
課

S54 奥屋内入会林整備計画認定
幡多郡西土佐村奥屋内地内の入会林野の整備計画（昭和54年6月22日53林第
551号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2532 林業課
森づくり推進
課

S53 奥大道入会林登記嘱託関係
幡多郡十和村大道地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和53年7月18日知事
から高知地方法務局窪川出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2533 林業課
森づくり推進
課

S53 奥大道入会林野（十和村）整備計画認可
幡多郡十和村大道地内の入会林野整備計画（昭和53年6月24日高知県指令52
林第545号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2534 林業課
森づくり推進
課

S54 大宮中（西土佐村）入会林野整備計画認可
幡多郡西土佐村大宮地内の入会林野整備計画（昭和54年7月17日高知県指令
53林第87号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2535 林業課
森づくり推進
課

S54 大宮上（西土佐村）入会林登記嘱託
西土佐村大宮上地内の入会林嘱託登記（昭和54年11月12日知事から高知地方
法務局江川崎出張所長に依頼）

要審査 無 無
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R3-A-2536 林業課
森づくり推進
課

S58 大道入会林野整備計画 入会林野整備計画（昭和57年7月4日高知県指令58林第36号で認可） 要審査 無 無

R3-A-2537 林業課
森づくり推進
課

S59 大蕨入会林登記嘱託書
高岡郡仁淀村大蕨地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和59年9月23日知事
から高知地方法務局吾川出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2538 林業課
森づくり推進
課

  S35S49S52
永久保存
訟務ニヲガウチヤマ関係
供託金関係　山林所有権確認請求控訴事件

・立川県行造林地17.18.19林班の土地および立木の所有権に関する訴訟
・昭和52年山林所有権確認請求控訴事件
・昭和53年仮処分取消請求事件（供託金関係）

要審査 無 無

R3-A-2539 林業課
森づくり推進
課

S49

永久保存
訟務　佐喜浜県行造林（臼ヶ谷）訴訟
天狗県有林境界問題　
S60　立川県行造林地（ヲグルス1690、
1689）確認関係
天狗県有林に係る境界問題
ニヲガウチヤマ関（訴）関係

長岡郡大豊町立川上名の県立行造林における山林所有権確認請求訴訟事件に
関する経緯

要審査 無 無

R3-A-2540 林業課
森づくり推進
課

S48,52,57,59,61

永久保存　訟務
北川県行造林地境界問題に関する綴
北川七林班境界問題資料
北川県行造林（吹越山）関係

長岡郡大豊町北川吹越山の山林所有権境界に関する資料 要審査 無 無

R3-A-2541 木材特産課
森づくり推進
課

S32,46 永久保存　訟務　吹越山関係
長岡郡大豊町北川地内の所有権確認請求控訴事件に関する文書（北川県行造
林地第19林班の土地の境界、北川県行造林地の境界確定、昭和43年3月26日
判決）

要審査 無 無

R3-A-2542 林業課
森づくり推進
課

S33,S34,S40,S46S48永久保存　訟務　吹越山関係

長岡郡大豊町北川吹越山に関する次の文書
・県行造林の強制競売停止仮処分（昭和40年12月20日決定）
・吹越山付近の登記簿謄本、抄本、限図
・昭和47年現物分収復命書
・昭和47年現物分収
・昭和32～34年度松及び雑木立木売却関係
・昭和48年度北川県行造林地現物分収

要審査 無 無

R3-A-2543 林業課
森づくり推進
課

S32,46 永久保存　訟務　吹越山関係
長岡郡大豊町北川地内の所有権確認請求控訴事件に関する文書（北川県行造
林地第13林班地主分配金に係る異議、立木処分関係等）

要審査 無 無

R3-A-2544 林業課
森づくり推進
課

S32,46 永久保存　訟務　吹越山関係
長岡郡大豊町北川地内の所有権確認請求控訴事件に関する文書（疎明資料、
登記簿、現物分収に伴う契約書、地上権変更登記及び地上権抹消登記北川県
行造林地写真等）

要審査 無 無

R3-A-2545 行造林課
森づくり推進
課

S39
永久保存　訟務　ニヲガウチヤマ関係　副本
六一 ～ 一一七

長岡郡大豊町立川上名の山林所有権確認請求訴訟事件に関する書証 要審査 無 無

R3-A-2546 行造林課
森づくり推進
課

S39
永久保存　訟務　ニヲガウチヤマ関係　副本
一～九〇

長岡郡大豊町立川上名の山林所有権確認請求訴訟事件に関する書証 要審査 無 無

R3-A-2547 行造林課
森づくり推進
課

S38S39 永久保存　訟務　ニヲガウチヤマ関係

長岡郡大豊町立川上名の山林所有権確認請求訴訟事件に関する文書（立川ヲ
グルス関係、高知県による地上権設定契約書写し、土地台帳、書証目録、起
訴命令、訴状、口頭弁論調書、準備書面、県行造林限図、立木価格評価調書
等）

要審査 無 無

R3-A-2548 行造林課
森づくり推進
課

S36S39S56 永久保存　訟務　ニヲガウチヤマ関係
長岡郡大豊町立川上名の山林所有権確認請求訴訟事件に関する文書（書証、
立川南ノ谷索道用地土地賃貸借契約書、ニヲガウチヤマ事件の概要、土地所
有権確認請求事件並びに共有持分請求参加事件判決等）

要審査 無 無
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R3-A-2549
行造林課
林業課

森づくり推進
課

S39 ニヲガウチヤマ事件

長岡郡大豊町立川上名の山林所有権確認請求訴訟事件に関する文書（明治初
年の土地制度、土地所有権移転一覧表、訴状訂正の申し立て、脱落民有地土
地台帳、係争地字図及び見取図、仁尾ヶ内山官有林境界査定の概要、立川県
行造林の設定、地上権設定契約書、官有林仁尾ヶ内山境界調書、地上権設定
契約更改契約書、造林契約書、地上権設定契約書、城ノ尾山外拾箇山官林境
界簿、一筆限図面帳、地上権並びに立木所有権確認請求事件資料、立川県行
造林の地上権設定の経過、仁尾ヶ内山官林境界再査定と脱落民有地に関する
行政処分の概要、誤謬脱落地反別入願御指令書訂正願、土地台帳謄本 等）

要審査 無 無

R3-A-2550
行造林課
林業課

森づくり推進
課

  S39S43S55 永久保存　訟務　ニヲガウチヤマ関係
長岡郡大豊町立川上名の山林の所有権又は所有権以外の権利に関する訴訟
（昭和39年（ワ）253号甲号証拠、昭和43年（ワ）第616号山林所有権確認請
求事件、昭和52年2月24日言渡判決、明治初年の土地制度　等）

要審査 無 無

R3-A-2551
行造林課
林業課

森づくり推進
課

S39S55 永久保存　訟務　ニヲガウチヤマ関係
長岡郡大豊町立川上名の山林の所有権又は所有権以外の権利に関する訴訟
（地上権確認請求事件（第1審：昭和39年（ワ）第25号、第2審：昭和55年
（ネ）第215号） 等）

要審査 無 無

R3-A-2552 林業課
森づくり推進
課

S54 岩間入会林登記嘱託関係
幡多郡西土佐村岩間地内の入会林登記嘱託（昭和54年8月21日知事から高知
地方法務局出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2553 林業課
森づくり推進
課

S54 岩間入会林野整備計画認可
幡多郡西土佐村岩間地内の入会林野整備計画（昭和54年8月21日高知県指令
林第142号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2554 林業課
森づくり推進
課

Ｈ元 一ノ瀬入会林整備登記嘱託書
長岡郡大豊町立川下名地内の入会林野の嘱託登記（平成元年7月7日知事から
高知地方法務局南国出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2555 林業課
森づくり推進
課

H元 一ノ瀬入会林野整備計画書
長岡郡大豊町立川下名地内の入会林野の整備計画（平成元年6月20日高知県
指令元林第179号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2556 林業課
森づくり推進
課

S63 泉入会林登記嘱託書　63年度
高岡郡仁淀村泉地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和63年1月17日知事か
ら高知地方法務局仁淀出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2557 林業課
森づくり推進
課

S54 泉入会林登記嘱託書
高岡郡仁淀村泉地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和55年1月17日知事か
ら高知地方法務局仁淀出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2558 林業課
森づくり推進
課

S54 泉（仁淀村）入会林野整備計画認可
高岡郡仁淀村泉地内の入会林野整備計画（昭和54年8月28日高知県指令54林
第270号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2559 林業課
森づくり推進
課

S53 井崎入会林野整備計画認可
幡多郡十和村井崎地内の入会林野整備計画（昭和53年8月1日高知県指令第83
号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2560
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H23
Ｈ23　森林研修センター研修館指定管理者審
査委員会

森林研修センター研修館の指定管理者選定のための審査資料 要審査 無 無

R3-A-2561
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H23
H23　森林管理手法の検討結果報告　（H21～
23実施）

・「森林再生基金」の第7回助成案件の決定
・森林管理手法の検討結果報告書（H21～23実施）

要審査 無 無

R3-A-2562
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H23
H23　【検討途中】　合併に対する県の方針
の見直し　（合併指導方針の作成の検討）

・高知県森林組合指導方針の改正案（平成24年1月31日）
・森林組合の合併に関する協議及び合併後の課題等整理
・森林組合の合併について（平成23年6月17日）

要審査 無 無

R3-A-2563 森林政策課
森づくり推進
課

H21 H21指定管理者綴 県立森林研修センター研修館の指定管理者の指定 要審査 無 無

R3-A-2564 森林政策課
森づくり推進
課

H20 H20指定管理者綴 県立森林研修センター研修館の指定管理者の指定 要審査 無 無

R3-A-2565
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H22
㉒　林業労働力・林業機械器具及び素材生産
量調査業務委託　●成果品　（機械）　Ｈ21
実績（2－2）

平成22年度林業機械・器具保有現況、森林情報管理機器調査、高性能林業機
械導入状況等調査結果個票

要審査 無 無

R3-A-2566
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H22
㉒　林業労働力・林業機械器具及び素材生産
量調査業務委託　●成果品　（機械）　Ｈ21
実績（2－1）

平成22年度林業労働力等調査結果個票、調査委託契約書等 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
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作成
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ファイル名 ファイルの概要
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複製物の
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有無

R3-A-2567
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H21
㉑　林業労働力等調査委託業務　＋成果品　
（労働・機械）　Ｈ20実績（1－1）

平成21年度林業就業者調査、林業機械・器具保有現況、高性能林業機械導入
状況、林野庁への報告

要審査 無 無

R3-A-2568
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H20
⑳　林業労働力等調査委託業務　●成果品　
（労働力）　Ｈ19実績（2－1）

平成20年度林業就業者調査 要審査 無 無

R3-A-2569
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H20
⑳　林業労働力等調査委託業務　●成果品　
（機械器具）　Ｈ19実績（2－2）

平成20年度林業機械・器具保有現況、高性能林業機械導入状況 要審査 無 無

R3-A-2570
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H19
⑲　林業労働力・林業機械器具　及び素材生
産量調査業務委託　H18実績　（2－2）
●成果品　（機械・素材）

平成19年度林業機械・器具保有現況、高性能林業機械導入状況 要審査 無 無

R3-A-2571
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H19
⑲　林業労働力・林業機械器具及び素材生産
量調査業務委託　●成果品（労働）　H18実
績　（2-1）

平成19年度林業就業者調査結果 要審査 無 無

R3-A-2572
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H17
⑱　林業労働力・林業機械器具　及び素材生
産量調査業務委託　H17実績　（1－1）
●成果品　（労働・機械）

平成18年度の林業就業者調査結果。林業機械・器具保有現況、高性能林業機
械導入状況、林野庁への報告

要審査 無 無

R3-A-2573
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H17
⑰高知県における林業労働力の確保の促進に
関する基本計画 [第3次]

高知県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画
・国同意（平成18年3月24日回答）
・県策定（平成18年3月28日通知）

要審査 無 無

R3-A-2574
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H17
⑰　林業労働力及び林業機械器具の実態調査　
H16実績　（1－1）

平成17年度林業就業者調査、林業機械・器具保有現況、高性能林業機械導入
状況、林野庁への報告

要審査 無 無

R3-A-2575 森林政策課
森づくり推進
課

H12
⑫高知県における林業労働力の確保に関する
基本計画【第2次】起案決裁

「高知県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画」の決定及び公
表・通知並びに報告平成13年3月30日公告）

要審査 無 無

R3-A-2576 森林政策課
森づくり推進
課

H8
⑧高知県における林業労働力の確保の促進に
関する基本計画　起案決裁

「高知県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画」の策定等（平
成9年1月6日知事から農林水産大臣及び労働大臣に協議）

要審査 無 無

R3-A-2577 林業課
森づくり推進
課

S62
62年度山路入会林野登記嘱託書　林業課　3
－3

中村市山路地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和57年6月24日知事から高
知地方法務局吾川出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2578 林業課
森づくり推進
課

S62
62年度山路入会林野登記嘱託書　林業課　3
－2

中村市山路地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和57年6月24日知事から高
知地方法務局吾川出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2579 林業課
森づくり推進
課

S61 61梼原町永野入会林野登記嘱託書
高岡郡檮原町永野地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和61年6月17日知事
から高知地方法務局津野山出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2580 林業課
森づくり推進
課

S61 61梼原町永野入会林野整備計画認可申請書
高岡郡檮原町永野地内の入会林野整備計画（昭和61年6月9日高知県指令60林
第575号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2581 林業課
森づくり推進
課

S59 59奈半利町本村郷分入会林野登記嘱託書
安芸郡奈半利町本村郷分地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和60年3月8日
知事から高知地方法務局田野出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2582 林業課
森づくり推進
課

S59 59小野入会林野登記嘱託書
幡多郡十和村小野ほか地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和60年3月1日知
事から高知地方法務局出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2583 林業課
森づくり推進
課

S59 59入会林野等高度利用基本計画認定
十和村と土佐清水市における入会林野等高度利用基本計画（昭和59年3月30
日58林第16号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2584 林業課
森づくり推進
課

S58 58入会林野等高度利用基本計画認定
安芸市、佐賀町及び大方町における入会林野等高度利用基本計画（昭和60年
3月30日58林第392号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2585 林業課
森づくり推進
課

S57 57中島入会林野整備計画書
安芸郡東洋町野根地内の入会林野整備計画（昭和57年11月8日高知県指令57
林272第号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2586 林業課
森づくり推進
課

S57 57河内入会林野登記嘱託関係
幡多郡十和村河内地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和57年12月25日知事
から高知地方法務局窪川出張所長あて依頼）

要審査 無 無
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R3-A-2587 林業課
森づくり推進
課

S57 57河内入会林野整備計画書
幡多郡十和村河内地内の入会林野整備計画（昭和57年11月1日高知県指令57
林第252号で認可）

要審査 無 無

R3-A-2588 林業課
森づくり推進
課

S56 56半家入会林野登記嘱託関係
幡多郡西土佐村半家地内の入会林野に関する嘱託登記（昭和56年6月29日知
事から高知地方法務局江川崎出張所長あて依頼）

要審査 無 無

R3-A-2589
森づくり推進
課

森づくり推進
課

H26
26　高知県立森林研修センター研修館　指定
管理者制度

・指定管理者指定（平成27年1月9日指定）
・指定管理者指定告示（平成27年3月31日告示）
・管理運営に関する基本協定（平成27年3月9日締結）
・債務負担行為決議

要審査 無 無

R3-A-2590 寄贈図書
新エネルギー
推進課

S58
高レベル廃棄物の地層処分に関する調査・研
究　報告書
　（昭和58年度）1984年3月（M-1地区）

原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会の報告書に基づき実施した調査研
究。調査対象は愛媛県西部

要審査 無 無

R3-A-2591 寄贈図書
新エネルギー
推進課

S58
高レベル廃棄物の地層処分に関する調査・研
究　報告書
　（昭和58年度）1984年3月（M-2地区）

原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会の報告書に基づき実施した調査研
究。調査対象は愛媛県西部と高知県西部

要審査 無 無

R3-A-2592 寄贈図書
新エネルギー
推進課

S58
高レベル廃棄物の地層処分に関する調査・研
究　報告書
　（昭和58年度）1984年3月（M-3地区）

原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会の報告書に基づき実施した調査研
究。調査対象は徳島県東部と高知県東部

要審査 無 無

R3-A-2593
新エネルギー
推進課

新エネルギー
推進課

S63 原子力・火力発電関係（窪川原発）

・窪川原子力発電所立地問題に関する経緯
・昭和63年1月28日窪川町長の原子力発電所立地調査の棚上表明以降の県議
会答弁
・窪川地点原子力発電所立地可能性等調査実施計画書・説明書　
・原子力発電対策特別部会の協議計画
・原子力発電関係県議会質問記録

要審査 無 無

R3-A-2594 環境共生課 環境共生課 H26 月見山こどもの森　指定管理
高知県立月見山こどもの森指定管理者の指定（管理期間：平成24年度から平
成26年度）

要審査 無 無

R3-A-2595 環境共生課 環境共生課 H26 うみがめ保護活動情報交換会 高知県ウミガメ保護条例、ウミガメの上陸状況、ウミガメの保護活動 要審査 無 無

R3-A-2596 環境保全課 環境共生課 S57S58S59S60S61
①昭和57～61年度　ニホンカワウソ保護事業
帳簿　国設西南鳥獣保護区管理委託　県単

ニホンカワウソ保護事業に関する国費及び県費の出納簿 要審査 無 無

R3-A-2597 環境保全課 環境共生課 S59S60
②昭和59年度　国設西南鳥獣保護区管理委託
精算報告

・国設西南鳥獣保護区の管理に関する県と環境省自然保護局長による委託契
約
・給餌用魚保管池用地の土地貸借契約
・監視員委嘱及び報酬、監視員日誌、生息状況調査、環境省自然保護局長へ
の委託費精算報告

要審査 無 無

R3-A-2598 環境保全課 環境共生課 H元

④平成元年度　ニホンカワウソ痕跡発見状況
Ⅵ
（1988年度～）高知県国民休暇県局自然保護
課

学識経験者による二ホンカワウソの調査結果等 要審査 無 無

R3-A-2599 環境保全課 環境共生課 S62
①昭和62年度　ニホンカワウソ保護事業情報
収集表

ニホンカワウソ保護事業情報収集表 要審査 無 無

R3-A-2600 環境保全課 環境共生課 S62S63
②昭和62・63年度　ニホンカワウソ情報収集
表

ニホンカワウソ保護事業情報収集表 要審査 無 無

R3-A-2601 環境保全課 環境共生課 S58 ⑤昭和58年以降　カワウソ調査
カワウソの生息調査を行った（宿毛市、佐賀町、須崎市、三原村、土佐清水
市等）に関する写真

要審査 無 無

R3-A-2602 環境保全課 環境共生課 S52
⑥円山動物園飼育カワウソの生態写真（1977
年）

円山動物園飼育カワウソの生態写真 要審査 無 無

R3-A-2603 環境保全課 環境共生課 S53
⑦昭和53年度　現場説明写真集　幡多の自然
を守る会

現場説明写真集 要審査 無 無
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R3-A-2604 環境保全課 環境共生課 S57 ⑥昭和57年度　国設鳥獣保護区管理委託業務
国設西南鳥獣保護区の管理に関する県と環境省自然保護局長による委託契
約、給餌用魚保管池用地の土地貸借契約、監視員委嘱及び報酬、監視員日
誌、生息状況調査、環境省自然保護局長への委託費精算報告

要審査 無 無

R3-A-2605 環境保全課 環境共生課 S58S61
⑦カワウソ関連資料　
写真、新聞切り抜きコピー（昭和58年）

カワウソ関連資料　
写真、新聞切り抜きコピー

要審査 無 無

R3-A-2606 環境保全課 環境共生課 S49S50S51S52S53S54S55S56S57S58S59S60S61S62
①昭和49～62年度　新荘川のカワウソ保護ほ
かカワウソ生息状況情報

・日本カワウソ-生息の現状（1977「人と自然」）
・高知県における二ホンカワウソの分布域の減少（昭和52年から昭和62年）
・第1次カワウソ生息調査（昭和53年徳島県教育委員会）等

要審査 無 無

R3-A-2607 環境保全課 環境共生課 S55 ②昭和55年度　ニホンカワウソ保護事業
国設西南鳥獣保護区の管理に関する県と環境省自然保護局長による委託契
約、給餌用魚保管池用地の土地貸借契約、監視員委嘱及び報酬、監視員日
誌、生息状況調査、環境省自然保護局長への委託費精算報告

要審査 無 無

R3-A-2608 環境保全課 環境共生課 S52S53S54S55S56
①ニホンカワウソ痕跡発見状況Ⅰ（1977～
1981室戸市）

生息痕跡調査（東洋町、室戸市、春野町、土佐市、仁淀村、須崎市、葉山
村、中土佐町、窪川町）

要審査 無 無

R3-A-2609 環境保全課 環境共生課 S52S53S54S55S56
②ニホンカワウソ痕跡発見状況Ⅱ（1977～
1981中村市）

生息痕跡調査（東洋町、室戸市、春野町、土佐市、仁淀村、須崎市、葉山
村、中土佐町、窪川町）

要審査 無 無

R3-A-2610 環境保全課 環境共生課 S52S53S54S55S56
③ニホンカワウソ痕跡発見状況Ⅲ（1977～
1981土佐清水市）

生息痕跡調査（佐賀町、大正町、十和村、大方町、中村市） 要審査 無 無

R3-A-2611 環境保全課 環境共生課 S54 ④昭和54年度　ニホンカワウソ写真
・昭和58年年5月仁淀川別枝岩屋川
・昭和54年8月須崎市新荘川

要審査 無 無

R3-A-2612 環境保全課 環境共生課 S55
⑤昭和55年迄㊙　ニホンカワウソへの給餌
（写真）

高知県西部の痕跡状況の写真 要審査 無 無

R3-A-2613 環境保全課 環境共生課 S61 ⑥昭和61年度　ニホンカワウソ写真
・昭和49年8月須崎市新荘川
・昭和61年5月新荘川漁業協同組合による鮎放流

要審査 無 無

R3-A-2614 環境保全課 環境共生課 S62 ⑦昭和62年度　ニホンカワウソ写真 写真ネガ 要審査 無 無

R3-A-2615 環境保全課 環境共生課 S62 ①昭和62年度　カワウソ調査写真 カワウソ調査写真 要審査 無 無

R3-A-2616 環境保全課 環境共生課 S61 ①昭和61年度　特定植物群落調査報告書 高知県生育状況調査群落に指定された特定植物群の生育状況の調査 要審査 無 無

R3-A-2617 環境保全課 環境共生課 S61 ②昭和61年度　特定植物群落調査ネガ
調査対象（工石山、鳥形山、中津明神山、大月町弦場、不入山、白皇山、白
髪山、千本山、石鎚山地）

要審査 無 無

R3-A-2618 環境保全課 環境共生課 S62 ③昭和62年度　自然景観資源調査報告書
・「土佐の名水」市町村推薦）一覧表
・高知県自然景観資源一覧表
・自然景観資源調査票

要審査 無 無

R3-A-2619 環境保全課 環境共生課 S62 ④昭和62年度　自然景観資源調査票 ・第3回自然景観保全基礎調査要綱（自然景観資源調査）1987年等 要審査 無 無

R3-A-2620 環境保全課 環境共生課 S62 ⑤昭和62年度　自然景観資源調査 ・自然景観資源調査票等 要審査 無 無

R3-A-2621 環境保全課 環境共生課 S60
⑫昭和60年度　河川調査写真　その他調査票
等

・種の多様性調査票
・自然環境保全基礎調査動植物分布調査票
・河川の状況及び魚類調査の写真ネガフィルム

要審査 無 無

R3-A-2622 環境保全課 環境共生課 S54
⑬昭和54年度　河川写真　吉野川・物部川・
仁淀川・渡川

河川写真（吉野川・物部川・仁淀川・渡川） 要審査 無 無

R3-A-2623 環境保全課 環境共生課 H元
⑤平成元年度　自然環境保全基礎調査担当者
会復命資料（H2.2.15）

環境庁自然保護局企画調整課自然環境調査室主催（平成2年2月15日開催） 要審査 無 無

R3-A-2624 環境保全課 環境共生課 S63H元
⑥昭和63年～平成元年度　自然環境保全基礎
調査結果概要

・「第3回自然環境保全基礎調査 植生調査及び特定植物群落調査結果の概要
について」（昭和63年12月26日環境庁）
・「動物分布調査（全種調査）の結果について」（昭和63年7月20日環境庁
自然環境調査室）
・「第3回自然環境保全基礎調査・河川調査の結果」（昭和63年4月26日環境
庁自然環境調査室）

要審査 無 無
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R3-A-2625 環境保全課 環境共生課 S62
⑦昭和62年度　自然環境保全基礎調査（自然
景観資源調査）写真綴

自然環境保全基礎調査（自然景観資源調査）写真 要審査 無 無

R3-A-2626 環境保全課 環境共生課 S62 ⑧昭和62年度　自然景観資源調査 自然景観資源調査票等 要審査 無 無

R3-A-2627 環境保全課 環境共生課 S48 ⑩昭和48年　第1回自然環境保全基礎調査
自然度調査（植生自然度、陸水域河川自然度、海域自然度）、優れた自然の
調査（植物、野生動物、地形、地質、自然現象、海中自然環境、歴史的自然
環境）

要審査 無 無

R3-A-2628 環境保全課 環境共生課 S48
①昭和48年度　自然環境保全基礎調査・調査
大綱

自然環境保全法第5条に基づく全国一斉調査（自然の植生、野生動物、地形
地質、海中自然環境を把握・解析し、自然度の判定を行うことで、自然の保
全の施策を推進する基礎資料とするのが目的の調査）

要審査 無 無

R3-A-2629 環境保全課 環境共生課 S52 ②昭和52年度　自然環境保全基礎調査
高知大学又は高知大学教授に委託した自然環境保全地域指定候補地の植生に
関する学術調査。受託研究契約書、請書、支出負担行為決議書、支払確認票
等

要審査 無 無

R3-A-2630 環境保全課 環境共生課 S53 ③昭和53年度　自然環境保全基礎調査
環境庁が全国で対象を特定して実施した植生、表土改変状況、湖沼、河川の
調査

要審査 無 無

R3-A-2631 環境保全課 環境共生課 S53S54 ④昭和53・54年度　自然環境保全基礎調査
環境庁から高知県が受託した特定植物群落、動物分布、海岸、干潟・藻場・
珊瑚礁分布、海域環境、海域生物の調査。業務委託契約書、委託調査実施要
領、受託事業実績報告書等

要審査 無 無

R3-A-2632 環境保全課 環境共生課 S54S55
⑤昭和54・55年度　自然環境保全基礎調査
（植生海域等）

環境庁から高知県が受託した調査。調査概要、委託業務基準等 要審査 無 無

R3-A-2633 環境保全課 環境共生課 S55S56 ⑥昭和56年度　自然環境保全基礎調査関係 昭和55年度自然環境保全基礎調査関係都道府県事務担当者会資料等 要審査 無 無

R3-A-2634 環境保全課 環境共生課 S55S56S57S58S59⑦昭和55～59年度　学術調査関係
・幡多地区文化財保護担当者研修会（昭和55年5月8日）
・鵜来島等学術調査（昭和53年9月29日～10月4日）
・奥物部山系学術調査（昭和56年5月18日～23日）

要審査 無 無

R3-A-2635 環境保全課 環境共生課 S58S59S60
⑧昭和58年度　緑の国勢調査（環境指標種調
査）

・環境庁が実施する緑の国勢調査（環境指標種調査）の県内小中学校の参加
要請
・自然環境保全基礎調査（海岸の改変状況調査）
・自然環境保全基礎調査・動植物分布調査（身近な生きもの調査）

要審査 無 無

R3-A-2636 環境保全課 環境共生課 S59S60S61 ⑨昭和59・60年度　自然環境保全基礎調査
業務委託契約書（環境庁と高知県）、第3回自然環境保全基礎調査要綱（特
定植物群落調査）、業務委託契約書（県と高知県自然環境保全基礎調査
会）、自然環境保全基礎調査委託料の確定

要審査 無 無

R3-A-2637 環境保全課 環境共生課 S59S60 ⑩昭和59・60年度　海域生物環境調査報告書
調査結果の概要、調査地区位置図、環境調査票、海域生物調査票、環境調査
票、環境調査位置図

要審査 無 無

R3-A-2638 環境保全課 環境共生課 S60 ⑪昭和60年度　河川調査報告書 吉野川、物部川、仁淀川及び渡川の魚類調査、河川改変状況 要審査 無 無

R3-A-2639 環境保全課 環境共生課 S60 ⑫昭和60年度　植生調査報告書 植生調査報告書、植生調査表 要審査 無 無

R3-A-2640 環境保全課 環境共生課 S61 ⑬昭和61年度　植生調査報告書 植生調査報告書、植生調査表 要審査 無 無

R3-A-2641 環境保全課 環境共生課 S62 ⑭昭和62年度　自然景観資源調査写真綴 自然景観資源調査写真綴（海岸、滝等） 要審査 無 無

R3-A-2642 環境保全課 環境共生課 S60
①昭和60年度　自然環境保全基礎調査
河川調査（直轄）

・河川調査要綱
・河川調査委託業務実施計画書
・調査写真

要審査 無 無

R3-A-2643 環境保全課 環境共生課 S61
②昭和61年度　自然環境保全基礎調査
植生調査（特定植物群落調査）

・特定植物調査要綱
・特定植物調査委託業務実施計画書
・調査写真

要審査 無 無

R3-A-2644 環境保全課 環境共生課 S62
③昭和62年度　自然環境保全基礎調査
（自然景観資源調査）

・自然景観資源調査要綱
・自然景観資源調査委託業務実施計画書

要審査 無 無

R3-A-2645 環境保全課 環境共生課 S63 ④昭和63年度　巨樹巨木林調査
・巨樹・巨木調査要綱
・巨樹・巨木調査委託業務実施計画書
・調査写真

要審査 無 無
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R3-A-2646 環境保全課 環境共生課 S50S52 ①昭和52年度　ニホンカワウソ保護事業
・ニホンカワウソの繁殖池の整備候補地（昭和50年12月20日環境庁鳥獣保護
課長への報告）
・昭和52年度のニホンカワウソ保護事業の施行打ち合わせ

要審査 無 無

R3-A-2647 環境保全課 環境共生課 S52
②昭和52年度　鳥獣保護事業補助金交付額確
定通知書

環境庁の鳥獣保護事業国庫補助金交付決定通知書・鳥獣保護事業国庫補助金
交付額確定通知書、生息確認調査報告書、監視日誌、監視員への報酬支払
い、給餌に関する委託（県と幡多自然を守る会の契約）

要審査 無 無

R3-A-2648 環境保全課 環境共生課 S53 ③昭和53年度　カワウソ保護事業
環境庁の鳥獣保護事業国庫補助金交付決定通知書・鳥獣保護事業国庫補助金
交付額確定通知書、生息確認調査報告書、監視日誌、監視員への報酬支払
い、給餌に関する委託（県と幡多自然を守る会の契約）

要審査 無 無

R3-A-2649 環境保全課 環境共生課 S54S55
④昭和54年度　鳥獣保護事業費補助金交付額
確定通知書

環境庁の鳥獣保護事業国庫補助金交付決定通知書・鳥獣保護事業国庫補助金
交付額確定通知書、生息確認調査報告書、監視日誌、監視員への報酬支払
い、給餌に関する委託（県と幡多自然を守る会の契約）

要審査 無 無

R3-A-2650 環境保全課 環境共生課 S56
⑤昭和56年度　ニホンカワウソ保護事業及び
西南鳥獣保護区管理委託

環境庁の国設鳥獣保護区管理委託費の確定通知・国設鳥獣保護区管理委託費
精算報告・国設鳥獣保護区管理に関する委託契約書、鳥獣保護区管理報告
書、生息状況調査表、給餌効果調査表、給餌委託料の支払い

要審査 無 無

R3-A-2651 環境保全課 環境共生課 S56S57 ⑥昭和56・57年度　ニホンカワウソ保護事業
監視員・調査員の委嘱、生息状況調査表、監視日誌、監視員への報酬支払
い、給餌に関する委託（県と幡多自然を守る会の契約）

要審査 無 無

R3-A-2652 環境保全課 環境共生課 S58S59
⑦昭和58年度　ニホンカワウソ保護事業（国
費）

環境庁の国設西南鳥獣保護区管理委託費の確定通知・国設西南鳥獣保護区特
別管理業務委託契約書、給餌用魚保管池用地の賃貸借契約、鳥獣保護区管理
報告書、生息状況調査表、監視員日誌、調査員への委託料の支払調書

要審査 無 無

R3-A-2653 環境保全課 環境共生課 S62S63
⑧昭和62・63年度　ニホンカワウソ保護事業
（国設西南鳥獣保護区管理要記）

環境庁の国設西南鳥獣保護区管理委託費の確定通知・国設西南鳥獣保護区特
別管理業務委託契約書・管理委託費精算報告書、鳥獣保護区管理報告書、調
査員への委託料の支払調書

要審査 無 無

R3-A-2654 環境保全課 環境共生課 S49S50S51S52S53S54S55S56S57S58S59S60S61S62⑨昭和49～62年　カワウソ調査地概況写真
・生きたカワウソの写真
・カワウソの死体
・カワウソ調査地の写真

要審査 無 無

R3-A-2655 環境保全課 環境共生課 S52
⑩昭和52年度　ニホンカワウソ保護事業　
給餌事業報告アルバムにそえて

魚類の給餌状況の写真 要審査 無 無

R3-A-2656 環境保全課 環境対策課 S48S49
昭和48・49年度　水質審議会資料　4～7回資
料

第4回、第5回、第6回、第7回水質審議会
第6回、第7回、第8回、第9回水質審議会小委員会

要審査 無 無

R3-A-2657 環境保全課 環境対策課 S50S51S52
昭和50～52年度　水質審議会（小委員会を含
む）　～12回

・第8回、第9回・第10回、第11回、第12回、第14回水質審議会資料等
・第12回水質審議会小委員会で委員と事務局の議事録

要審査 無 無

R3-A-2658 環境保全課 環境対策課 S46S47S48
昭和46～48年度　水質審議会資料（小委員会
を含む）

・第1回水質審議会資料及び議事録（昭和45年5月30日）
・昭和47年6月23日水質審議会小委員会
・公害調査報告書（高知市上空の大気拡散状況、江ノ口川・浦戸湾の堆積物
による汚濁状況、高知市の交通騒音）
・昭和46年度排水基準表
・水質監視測定計画案
・昭和48年度水質環境基準あてはめ説明資料（水質審議会）
・上乗せ排水基準設定事業
・環境基準水域類型指定（水域審議会小委員会）
・公共用水域の水質の測定に関する計画案
・第9回公害対策審議会資料
・水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく上のせ排水基準案（昭和47年1
月12日水質審議会）　等

要審査 無 無

R3-A-2659 環境保全課 環境対策課 S44S45S46S47S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57S58S59
昭和54～59年度　公害対策審議会（第1回～
第27回）、水質審議会（第1回～第23回）　
最終回　議事録

・公害対策審議会議事録（第1回～第27回）　
・水質審議会議事録（第1回～第23回）

要審査 無 無

R3-A-2660 環境保全課 環境対策課 S50S51S52S53
昭和50～53年度　第19回～第26回公害対策審
議会資料

公害対策審議会資料（第19回～第26回） 要審査 無 無
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R3-A-2661 環境保全課 環境対策課 S56 昭和56年度　第18回　水質審議会
・水質審議会資料
・水質審議会諮問及び答申
・水質審議会議事録

要審査 無 無

R3-A-2662 環境保全課 環境対策課 S57 昭和57年度　第19回　水質審議会
・水質審議会資料
・水質審議会諮問及び答申
・水質審議会議事録

要審査 無 無

R3-A-2663 環境保全課 環境対策課 S58 昭和58年度　第20回　高知県水質審議会 ・水質審議会資料 要審査 無 無

R3-A-2664 環境保全課 環境対策課 S58
昭和58年度　第21回　高知県水質審議会資料
（S59.2.20（月）14:00～山内会館)

・水質審議会資料
・水質審議会諮問及び答申
・水質審議会議事録

要審査 無 無

R3-A-2665
幡多林業事務
所

幡多林業事務
所

H26
H26伊与喜線林道災害復旧事業　梅雨前線豪
雨災害（6.4～6.6）黒潮町

補助金検査調書兼確定書、林道災害復旧事業補助金検査調書内訳、事業実績
報告書、林道災害復旧事業実績調書、収支精算書、補助金交付決定通知書、
補助金交付申請書、林道災害復旧事業実施計画書、竣工検査調書、工事完成
写真、工事完成通知書、変更設計審査表、契約書、林道災害復旧事業林道伊
与木線設計書等

要審査 無 無

R3-A-2666
幡多林業事務
所

幡多林業事務
所

H26
H26上川口線林道災害復旧事業　梅雨前線豪
雨災害（6.4～6.6）黒潮町

補助金検査調書兼確定書、林道災害復旧事業補助金検査調書内訳、事業実績
報告書、林道災害復旧事業実績調書、収支精算書、補助金交付決定通知書、
補助金交付申請書、林道災害復旧事業実施計画書、竣工検査調書、工事竣工
届、工事完成写真、工事完成通知書、請書、変更設計審査表、契約書、林道
災害復旧事業林道上川口線設計書等

要審査 無 無

R3-A-2667
幡多林業事務
所

幡多林業事務
所

H26
H26深木線林道災害復旧事業　梅雨前線豪雨
災害（6.4～6.6）四万十市

補助金検査調書兼確定書、林道災害復旧事業補助金検査調書内訳、事業実績
報告書、林道災害復旧事業実績調書、収支精算書、補助金交付決定通知書、
補助金交付申請書、林道災害復旧事業実施計画書、竣工検査調書、工事完成
写真、工事完成通知書、変更設計審査表、契約書、林道災害復旧事業林道深
木線設計書等

要審査 無 無

R3-A-2668
幡多林業事務
所

幡多林業事務
所

H26
黒ノ瀬線1号箇所林道災害復旧事業梅雨前線
豪雨災害（6.4～6.6）黒潮町

補助金検査調書兼確定書、林道災害復旧事業補助金検査調書内訳、事業実績
報告書、林道災害復旧事業実績調書、収支精算書、補助金交付決定通知書、
補助金交付申請書、林道災害復旧事業実施計画書、竣工検査調書、工事完成
写真、工事完成通知書、変更設計審査表、契約書、林道災害復旧事業林道黒
ノ瀬線設計書等

要審査 無 無

R3-A-2669
幡多林業事務
所

幡多林業事務
所

H26
黒ノ瀬線2号箇所林道災害復旧事業梅雨前線
豪雨災害（6.4～6.6）黒潮町

補助金検査調書兼確定書、林道災害復旧事業補助金検査調書内訳、事業実績
報告書、林道災害復旧事業実績調書、収支精算書、補助金交付決定通知書、
補助金交付申請書、林道災害復旧事業実施計画書、竣工検査調書、工事完成
写真、工事完成通知書、変更設計審査表、契約書、林道災害復旧事業林道黑
ノ瀬線設計書等

要審査 無 無

R3-A-2670
幡多林業事務
所

幡多林業事務
所

 H26H27 治山事業要望等綴
市町村からの治山事業要望調べ
幡多林業事務所から提出した治山事業計画

要審査 無 無

R3-A-2671 水産政策課 水産政策課 H26 平成26年度 決算特別委員会（水産振興部） ・総括説明、説明（水産振興部各課）、暴排条例対応、決算審査資料、等 要審査 無 無

R3-A-2672 漁業振興課 漁業管理課 S63 輸出漁船建造報告綴　Ｓ61.6～63.1 建造報告、一般配置図、船体部要目表、等 要審査 無 無

R3-A-2673 不明 漁業管理課 Ｓ55
沿岸漁船漁業正常化推進基本対策要綱（高知
県水産局）Ｓ55年1月

沿岸漁船漁業正常化に関する基本方針、等 要審査 無 無

R3-A-2674 漁政課 漁業管理課 S27S28S29S30S31S32S33
昭和27～33年度　（全海区）　共同漁業免許
原議

漁業免許及び登録、免許申請書、組合定款、組合議事録、漁場図、等 要審査 無 無

R3-A-2675 漁政課 漁業管理課 S28 昭和28年度　(中土佐)区画漁業免許原議 漁業免許及び登録、免許申請書、定款、議事録、漁場図、等 要審査 無 無

R3-A-2676 漁政課 漁業管理課 S31S32S33S34S35S36S37S38
昭和31～38年度　内水面漁業権免許　昭和31
年切替

免許並びに漁業権設定の登録、免許申請書、免許の公示、諮問について、漁
場図、等

要審査 無 無
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R3-A-2677 漁政課 漁業管理課 S31
昭和31年度　（全海区）　第2次切替　定置
漁業免許原議

・S28漁業免許及び登録、漁業権変更免許及び登録、免許申請書、諮問、大
敷平面図、漁場計画の決定並びに公示、安芸郡海区漁業調整委員会委員会議
事録、意見書、等
・S30漁業免許並びに登録、漁場計画の決定並びに公示、漁場図、等

要審査 無 無

R3-A-2678 漁政課 漁業管理課 S31S32 昭和31～32年度　(幡多)　定置漁業免許原議 漁業免許及び登録、免許申請書、漁場図、等 要審査 無 無

R3-A-2679 水産課 漁業管理課 S31S32S33S34S35S36S37S38

①昭和31～37年度　（幡多）区画漁業免許原
議
②昭和37年　区画漁業および共同漁業の免許
ならびに登録について
③昭和38年 区画漁業の免許ならびに登録に
ついて

①区画漁業免許ならびに登録、免許申請書、漁場図、等
②昭和37年　区画漁業および共同漁業の免許ならびに登録について
③昭和38年 区画漁業の免許ならびに登録

要審査 無 無

R3-A-2680 漁政課 漁業管理課 S31S32S33S34S35
昭和31～35年度　（中土佐）　区画漁業免許
原議

漁業免許ならびに登録、免許申請書、漁場図、等 要審査 無 無

R3-A-2681 漁政課 漁業管理課 S31S32S33S34S35S36

①昭和31年度　（中土佐）　定置漁業免許原
議
②昭和31～36年度　（安芸）　定置漁業免許
原議

①漁業免許並びに登録、免許申請書、漁場図、漁具構造図、S36定置漁業変
更免許漁業登録並びに公示、等
②漁業免許並びに登録、免許申請書、布設図、等

要審査 無 無

R3-A-2682 水産課 漁業管理課 S38
定置漁業権免許(定第1001号～定第1031
号)1025,1026,1029,各2件

昭和38年度　漁業権免許並びに登録、免許申請書、布設図、漁場図、等
①定第1001号　②定第1002号　③定第1003、1004号　④定第1005～㉓定第
1024号
㉔定第1025、1026号　㉕定第1027号　㉖定第1028号　㉗定第1029号　㉘定第
1030、1031号　
昭和41年度　漁業権免許並びに登録、免許申請書、布設図、漁場図、等
㉙定第1025、2026号　㉚定第1029号

要審査 無 無

R3-A-2683 水産課 漁業管理課 S38
定置漁業権免許 第89号 (定第1032号～定第
1065号)第1054､第1060欠番

昭和38年度　漁業権免許並びに登録、免許申請書、図、等
①定第1032～㉒定第1053号　㉓定第1055～㉗定第1059号　㉘定第1061～㉜定
第1065号
昭和41年度　漁業権免許並びに登録、免許申請書、図等
㉝定第1034号　㉞定第1036号

要審査 無 無

R3-A-2684 水産課 漁業管理課 S40
昭和40年度　漁業権免許　定第1066号～1081
号

漁業権免許並びに登録、免許申請書、布設図、漁場図、等
①定第1066～⑧定第1073号　⑨定第1074、1075、1076号　⑩定第1077、1078
号
⑪定第1079～⑬定第1081号

要審査 無 無

R3-A-2685 水産課 漁業管理課 S38S39
区画漁業権免許(区第1001号～区第1035号)､
(区第1059､1060含む)1004､1021欠

漁業権免許並びに登録（真珠）、免許申請書、布設図、漁場図、等
①区第1001～1003号　②区第1005～1012号　③区第1013～1019号　④区第
1022・1059号
⑤区第1023号　⑥区第1020、1024、1060号　⑦区第1025～1029号　⑧区第
1030～1032号
⑨区第1033号　⑩区第1034、1035号

要審査 無 無

R3-A-2686 漁政課 漁業管理課 S38S39
漁業権免許(区第1036号～1070号(第1059号
1060号を除く)

漁業権免許並びに登録（真珠）、免許申請書、等
①区第1036～1040号　②区第1041号　③区第1042号　④区第1043、1044号
⑤区第1045～⑦区第1047号　⑧区第1048、1049号　⑨区第1050～1052号　⑩
区第1053、1054号
⑪区第1055号～⑭区第1058号　⑮区第1061、1062号　⑯区第1063号～⑱区第
1065号
⑲区第1066～1068号　⑳区第1069号～㉒区第1071号

要審査 無 無
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有無

R3-A-2687 水産課 漁業管理課 S38 区画漁業権免許(区第2001号～区第2025号)

漁業権免許並びに登録（真珠）、免許申請書、等
①区第2001、2002号　②区第2003、2004号　③区第2005号～⑦区第2009号
⑧区第2010、2011号　⑨区第2012号～⑪区第2014号　⑫区第2015～2024号　
⑬区第2025号

要審査 無 無

R3-A-2688 水産課 漁業管理課 S38S39 区画漁業権免許(区第2026号～2039号)

漁業権免許並びに登録（真珠）、免許申請書、等
①区第2026号　②区第2027、2028号　③区第2029号　④区第2030、2031号
⑤区第2032、2033、2034号　⑥区第2035号　⑦区第2036～2038号　⑧区第
2039号

要審査 無 無

R3-A-2689 水産課 漁業管理課 S39S40 漁業権免許(区第2040号～区第2066号)

漁業権免許並びに登録（真珠）、免許申請書、等
①区第2040、2041号　②区第2042号～④区第2044号　⑤区第2045～2048号
⑥区第2049、2050号　⑦区第2051～2055号　⑧区第2056、2057号
⑨区第2058号～⑭区第2063号　⑮区第2064～2066号

要審査 無 無

R3-A-2690 水産課 漁業管理課 S39 区画漁業権免許(区第2067号～2096号)

漁業権免許並びに登録（真珠）、免許申請書、等
①区第2067～2070号　②区第2071号　③区第2072号　④区第2073、2074号
⑤区第2075～2081号　⑥区第2082号　⑦区第2083号　⑧区第2084～2087号
⑨区第2088、2089号　⑩区第2090、2091号　⑪区第2092号　⑫区第2093、
2094号
⑬区第2095号　⑭区第2096号

要審査 無 無

R3-A-2691 水産課 漁業管理課 S40S41 区画漁業権免許区第2097号～区第2125号) 漁業権免許並びに登録（真珠）、免許申請書、等 要審査 無 無

R3-A-2692 水産課 漁業管理課 S38 区画漁業権免許(区第3001号～区第3030号) 漁業権免許並びに登録、免許申請書、等 要審査 無 無

R3-A-2693 水産課 漁業管理課 S39S40
区画漁業権免許
区第3031号～3065号
区第3061､3062号欠番

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等 要審査 無 無

R3-A-2694 水産課 漁業管理課 S38 漁業権免許(共第1001号～共第1031号)

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等
①甲浦　共第1001号　②野根　共第1002号　③佐喜浜町　共第1003号　④椎
名　共第1004号　⑤三津　共第1005号　⑥高岡　共第1006号　⑦室戸岬・高
岡　共第1007号　⑧室戸岬　共第1008号　⑨室戸岬・室戸　共第1009号　⑩
室戸　共第1010号　⑪吉良川町　共第1011号　⑫羽根　共第1012号　⑬羽根　
共第1013号　⑭加領郷　共第1014号　⑮奈半利町　共第1015号　⑯安田町　
共第1016号　⑰安田町　共第1017号　⑱下山　共第1018号　⑲安芸　共第
1019、1020号 ⑳安芸　共第1021号　㉑穴内　共第1022号　㉒芸西　共第
1023、1024号　㉓手結　共第1025号　㉔岸本　共第1026号　㉕香西　共第
1027号　㉖十市　共第1028号　㉗浦戸　共第1029号　㉘三浦　共第1030号　
㉙宇佐　共第1031号

要審査 無 無

R3-A-2695 水産課 漁業管理課 S38S39 漁業権免許(共第1032号～共第1060号)

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等　共第1052号なし
①深浦　共第1032号　②大谷・野見・久通　共第1033号　③久通　共第1034
号　④大谷・野見・久通　共第1035号　⑤錦浦・須崎町・須崎釣　共第1036
号　⑥錦浦・須崎町・須崎釣　共第1037号　⑦久礼　共第1038号　⑧上ノ加
江　共第1039号　⑨矢井賀　共第1040号　⑩志和　共第1041号　⑪興津　共
第1042、1043号　⑫佐賀町　共第1044号　⑬伊田　共第1045号　⑭伊田・上
川口　共第1046号　⑮上川口　共第1047号　⑯上川口　共第1048号　⑰入野　
共第1049号　⑱田野浦　共第1050号 ⑲中村市　共第1051号　⑳布・中村市　
共第1053号　㉑布　共第1054号　㉒下ノ加江　共第1055号　㉓以布利　共第
1056号　㉔窪津　共第1057号　㉕大清水　共第1058号　㉖三﨑　共第1059号　
㉗下川口　共第1060号

要審査 無 無
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R3-A-2696 水産課 漁業管理課 S38S39 漁業権免許(共第1061号～共第1087号)

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等　共第1064号なし
①貝の川　共第1061号　②下川口　共第1062号　③小才角　共第1063号　④
西泊　共第1065号　⑤樫の浦　共第1066号　⑥周防形　共第1067号　⑦浦尻　
共第1068号　⑧古満目　共第1069号　⑨古満目　共第1070号　⑩柏島　共第
1071号　⑪一切　共第1072号　⑫安満地　共第1073号　⑬橘浦　共第1074号　
⑭泊浦　共第1075号　⑮竜ヶ迫　共第1076号　⑯竜ヶ迫・栄喜　共第1077号　
⑰大海・小筑紫・内外の浦・栄喜　共第1078号　⑱母島　共第1079号　⑲弘
瀬　共第1080号　⑳弘瀬　共第1081号　㉑鵜来島　共第1082号　㉒鵜来島　
共第1083号　㉓小才角・下川口　共第1084号　㉔宿毛市　共第1085号　㉕藻
津　共第1086号　㉖安芸・穴内・伊尾木川北　共第1087号

要審査 無 無

R3-A-2697 水産課 漁業管理課 S38
漁業権免許
共第2001号～共第2031号

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等
①甲浦　共第2001号　②野根　共第2002号　③佐喜浜町　共第2003号　④椎
名　共第2004号　⑤三津　共第2005号　⑥高岡　共第2006号　⑦室戸岬・高
岡　共第2007号　⑧室戸岬　共第2008号　⑨室戸岬・室戸　共第2009号　⑩
室戸　共第2010号　⑪吉良川町　共第2011号　⑫羽根　共第2012号　⑬加領
郷　共第2013号　⑭奈半利町　共第2014号　⑮安田町　共第2015号　⑯安田
町　共第2016号　⑰伊尾木川北　共第2017号　⑱伊尾木川北・安芸　共第
2018号　⑲安芸　共第2019、2020号　⑳安芸・穴内　共第2021号　㉑穴内　
共第2022号　㉒芸西　共第2023、2024号　㉓手結　共第2025号　㉔吉川村　
共第2026号　㉕浦戸　共第2027号　㉖三浦　共第2028号　㉗新居　共第2029
号　㉘宇佐　共第2030号　㉙深浦　共第2031号

要審査 無 無

R3-A-2698 水産課 漁業管理課 S38 漁業権免許(共第2032号～共第2057号欠)

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等　共第2057号なし
①久通　共第2032号　②錦浦、須崎町、須崎釣、野見、大谷、久通　共第
2033号　③錦浦、須崎町、須崎釣　共第2034号　④野見、大谷　共第2035号　
⑤久礼　共第2036号　⑥上ノ加江　共第2037号　⑦矢井賀　共第2038号　⑧
志和　共第2039号　⑨興津　共第2040号　⑩佐賀町　共第2041号　⑪伊田　
共第2042号　⑫伊田　共第2043号　⑬上川口　共第2044号　⑭上川口　共第
2045号　⑮入野　共第2046号　⑯田野浦　共第2048号　⑰中村市　共第2049
号　⑱布　共第2050号　⑲布　共第2051号　⑳下ノ加江　共第2052号　㉑以
布利　共第2053号　㉒窪津　共第2054号　㉓大清水　共第2055号　㉔三崎　
共第2056号

要審査 無 無

R3-A-2699 水産課 漁業管理課 S38 漁業権免許(共第2058号～共第2085号)

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等　共第2063号なし
①下川口　共第2058号　②貝の川　共第2059号　③下川口　共第2060号　④
下川口　共第2061号　⑤小才角　共第2062号　⑥西泊　共第2064号　⑦樫ノ
浦　共第2065号　⑧周防形　共第2066号　⑨浦尻　共第2067号　⑩古満目　
共第2068号　⑪古満目　共第2069号　⑫柏島　共第2070号　⑬一切　共第
2071号　⑭安満地　共第2072号　⑮橘浦　共第2073号　⑯泊浦　共第2074号　
⑰竜ヶ迫　共第2075号　⑱竜ヶ迫・栄喜　共第2076号　⑲大海・内外ノ浦・
小筑紫・栄喜　共第2077号　⑳母島　共第2078号　㉑弘瀬　共第2079号　㉒
弘瀬　共第2080号　㉓鵜来島　共第2081号　㉔鵜来島　共第2082号　㉕小才
角・下川口　共第2083号　㉖宿毛市　共第2084号　㉗藻津　共第2085号

要審査 無 無
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R3-A-2700 水産課 漁業管理課 S38
漁業権免許
共第3001号～共第3038号(含･共第3062号)

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等　共第3031号なし
①野根　共第3001号　②佐喜浜町　共第3002号　③奈半利町　共第3003号　
④田野町　共第3004号　⑤田野町　共第3005号　⑥安田町　共第3006号　⑦
安田町　共第3007号　⑧伊尾木川北　共第3008号　⑨伊尾木川川北　共第
3009号　⑩安芸　共第3010号　⑪安芸　共第3011号　⑫穴内　共第3012号　
⑬穴内　共第3013号　⑭芸西　共第3014号　⑮芸西　共第3015号　⑯手結　
共第3016号　⑰岸本町　共第3017号　⑱赤岡町　共第3018号　⑲吉川村　共
第3019号　⑳久枝　共第3020号　㉑香西　共第3021号　㉒浜改田　共第3022
号　㉓十市　共第3023号　㉔三里　共第3024号　㉕浦戸　共第3025号　㉖長
浜　共第3026号　㉗三浦　共第3027号　㉘新居　共第3028号　㉙深浦　共第
3029号　㉚久通　共第3030号　㉛錦浦　共第3032号　㉜興津　共第3033号　
㉝入野　共第3034号　㉞中村市　共第3035、3036、3062号

要審査 無 無

R3-A-2701 水産課 漁業管理課 S38S39S42
漁業権免許(共第3039号～共第3061号)(含共
第3063号)

①S44漁業権免許内容等の事前決定並びに公示
漁業権免許並びに登録、免許申請書、等　共第3050号なし
②大清水　共第3039～3045号　③大清水　共第3046号　④大清水　共第3047
号　⑤大清水　共第3048号　⑥三崎　共第3049号　⑦西泊　共第3051号　⑧
古満目　共第3052～3054号　⑨柏島　共第3055号　⑩一切　共第3056号　⑪
橘浦　共第3057号　⑫安満地　共第3058号　⑬母島　共第3059号　⑭弘瀬　
共第3060号　⑮高岡　共第3061号

要審査 無 無

R3-A-2702 水産課 漁業管理課 S38 漁業権免許(共第3501号～共第3535号)

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等
①甲浦　共第3501～3503号　②佐喜浜町　共第3504～3505号　③椎名　共第
3506、3507号　④三津　共第3508、3509号　⑤高岡　共第3510、3511号　⑥
室戸、室戸岬　共第3512号　⑦室戸岬　共第3513、3514号　⑧室戸　共第
3515～3519号　⑨吉良川町　共第3520～3523号　⑩加領郷　共第3524～3527
号　⑪奈半利町　共第3528～3530号　⑫安田町　共第3531～3535号

要審査 無 無

R3-A-2703 水産課 漁業管理課 S38 漁業権免許(共第3536号～共第3564号)

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等
①下山　共第3536号　②伊尾木、川北　共第3537、3538号　③安芸　共第
3539、3545号　④穴内　共第3546号　⑤芸西　共第3547～3554号　⑥手結　
共第3555～3564号

要審査 無 無

R3-A-2704 水産課 漁業管理課 S38 漁業権免許(共第3565号～共第3596号)

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等
①共第3565～3577号
②共第3578号
③共第3579～3581号
④共第3582号
⑤共第3583～3584号
⑥共第3585～3591号
⑦共第3592号
⑧共第3593～3596号

要審査 無 無

R3-A-2705 水産課 漁業管理課 S38 漁業権免許 共第3622号～共第3648号

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等
①共第3622～3625号
②共第3626～3640号
③共第3641～3645号
④共第3646～3647号
⑤共第3648号

要審査 無 無

R3-A-2706 水産課 漁業管理課 S38S39 漁業権免許(共第3649号～共第3683号）

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等
①共第3649～3653号、②共第3657～3658号、③共第3659～3660号、④共第
3661～3662号、⑤共第3670～3671号、⑥共第3675～3676号、⑦共第3677～
3678号、⑧共第3680～3682号
⑨～⑭漁業権免許並びに登録、免許申請書、等
共第3654～3656、　3663～3669、3672～3674、3679は個別。　
　
共第3672、3673号なし

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-2707 水産課 漁業管理課 S39 漁業権免許共第3684号～共第3702号

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等
①共第3684～3686号
②共第3687～3696号
③共第3697～3698号
④漁業権免許並びに登録
⑤漁業権免許申請書、等
共第3699～3702号

要審査 無 無

R3-A-2708 水産課 漁業管理課 S39 漁業権免許 共第3703号～共第3716号

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等
①共第3716号
②共第3710～3715号
③共第3709号
④漁業権免許申請書、等
共第3703～3708号

要審査 無 無

R3-A-2709 水産課 漁業管理課 S39S40 漁業権免許 共第3717号～共第3734号

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等
①共第3717～3720号
②共第3721～3722号
③共第3726～3731号
④共第3732～3733号
⑤共第3734号
⑥共第3735号

要審査 無 無

R3-A-2710 水産課 漁業管理課 S42S44S45

①昭和42年度　伺 宿毛湾(宿毛市大島五反田
地先)との区画漁業について(区第2015号 宿
毛市漁業協同組合
②昭和44年度　伺 西部海域(幡多郡大月町小
才角後谷川から大浦池婆まで)における共同
漁業について)(共第1088,2086,3064,3736号 
大浦,才角漁業協同組合
③昭和45年度　伺 中部海域および西部海域
におる第1種区画漁業について(区第3123号 
手結漁業協同組合,区第3124号 上ノ加江漁業
協同組合,区第3125号 以布利漁業協同組合,
区第3126号 龍ヶ迫漁業協同組合)

海区漁業調整委員会へ諮問することの伺 要審査 無 無

R3-A-2711 水産課 漁業管理課 S43
昭和43年度　区画漁業権免許登録原議（真珠
母貝養殖№2）(暫定免許分S43.9/1～
S43.12/31 K-1-4-2

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等
区第2059～2128号

要審査 無 無

R3-A-2712 水産課 漁業管理課 S42
漁業権免許
区第2175号～区第2190号

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等 要審査 無 無

313 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-2713 水産課 漁業管理課 S41S42S44S45漁業権免許(定置漁業)

漁業権免許並びに登録、免許申請書、等
①定第1003～1005号
②定第1084～1086号
③海区漁業調整委員会へ諮問することの伺（東部海域芸東地区）
④漁場計画の変更設定の公示（東部海域）
⑤漁業権免許並びに登録、免許申請書、等
定第1083号
⑥海区漁業調整委員会へ諮問することの伺（西部海域布平碆沖）
⑦定置漁業権の消滅登録の施行と公示　東部海域
漁業権免許並びに登録、免許申請書、等
⑧定第1082号
⑨定第1087～1089号
⑩定第1090～1091号
⑪定第1092号
⑫定第1093号

要審査 無 無

R3-A-2714 水産課 漁業管理課 S26S27S28S29S30S31S32S33S34S35S36S37S38漁業権登録（東部海区）（共同）

①昭和26～38年度　共同漁業権登録原簿綴　（安芸）　自昭和26年9月1日至
昭和38年8月31日　№1
・漁場図
②昭和26～38年度　共同漁業権登録原簿綴　（安芸）　自昭和26年9月1日至
昭和38年8月31日　№2
・漁場図

要審査 無 無

R3-A-2715 水産課 漁業管理課 S26S27S28S29S30S31S32S33S34S35S36S37S38
漁業権登録原簿（共同漁業）中土佐　No.1　
No.2

①昭和26～38年度　共同漁業権登録原簿綴　（中土佐海区）　№1　自昭和
26年9月1日至昭和38年8月31日
②昭和26～38年度　共同漁業権登録原簿綴　（中土佐海区）　№2　自昭和
26年9月1日至昭和38年8月31日

要審査 無 無

R3-A-2716 水産課 漁業管理課 S26S27S28S29S30S31S32S33S34S35S36S37S38
漁業権登録原簿（共同漁業権）西部地区　
No.1,No.2

①昭和26～38年度　共同漁業権登録原簿綴　（西部海区）　№1　自昭和26
年9月1日至昭和38年8月31日
・漁場図
②昭和26年度　共同漁業権登録原簿綴　（西部海区）　№2
・漁場図

要審査 無 無

R3-A-2717 水産課 漁業管理課 S31S32S33S34S35S36S37S38漁業権登録原簿（区画漁業権）（中部地区）
昭和31～38年度　　区画漁業権登録原簿綴　（中土佐）　自昭和31年9月1日　
至昭和38年8月31日
・漁場図

要審査 無 無

R3-A-2718 水産課 漁業管理課 S38S39S40S41S42S43
漁業権登録原簿（区画漁業権）（定置漁業
権）

①昭和38～43年度　区画漁業権登録原簿　38.9.1～43.8.31　区第3001号～
区第3059号
②昭和38～43年度　区画漁業権登録原簿　38.9.1～43.8.31　区第2001号～
区第2105号
③昭和38～43年度　定置漁業権登録原簿　38.9.1～43.8.31　定第1001号～
定第1080号

要審査 無 無

R3-A-2719 水産課 漁業管理課 S26S27S28S29S30S31S32S33S34S35S36
漁業権登録原簿（区画漁業権）（定置漁業
権）

①昭和26～31年度　定置漁業権登記原簿綴　(安芸郡海区)　自昭和26年9月1
日至昭和31年8月31日
・漁場図
②昭和26～31年度　定置漁業権登録原簿綴　(中土佐海区)　自昭和26年9月1
日至昭和31年8月31日 
・漁場図
③昭和26～31年度　区画漁業権登録原簿綴　(幡多郡海区,中土佐海区)　自
昭和26年9月1日至昭和31年8月31日
・漁場図
④昭和31～36年度　区画漁業権登録原簿綴　(幡多郡海区)　自昭和31年9月1
日至昭和38年8月31日 
・漁場図

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-2720 水産課 漁業管理課 S26S27S28S29S30S31S32S33S34S35S36S37S38

定置漁業権登録原簿
・S26.9　S31.8　西部海区
・S31.9　S38.8　東部海区　中部海区　西部
海区

①昭和26～31年度　定置漁業権登録原簿綴　(幡多郡)　自昭和26年9月1日　
至昭和31年8月31日
・漁場図
②昭和31～38年度　定置漁業権登録原簿綴　(幡多)(安芸)(中土佐)　自昭和
31年9月1日　至昭和38年8月31日
・漁場図

要審査 無 無

R3-A-2721 水産課 漁業管理課 S38S39S40S41S42S43S44S45S46漁業権行使規則（特定区間漁業権）

①昭和38～46年度　中部海域　特定区画漁業権行使規則認可原案綴
②昭和41～47年度　西部海区　特定区画漁業権行使規則関係綴
・特定区画漁業権行使規則の認可、特定区画漁業権行使規則の変更認可
③昭和43年度　特定区画漁業権行使規則綴
野見、大谷、須崎釣、錦浦、須崎町、久礼、興津、中村市、樫ノ浦、周防
形、古満目、柏島、一切、安満地、橘浦、竜ヶ迫、小筑紫、宿毛市、藻津

要審査 無 無

R3-A-2722 水産課 漁業管理課 S43 漁業権免許（区画漁業権）
昭和44年1月　区画漁業権免許原儀（別綴（1））
区第1084号～区第1094号
・区画漁業権免許ならびに登録、免許申請書、等

要審査 無 無

R3-A-2723 水産課 漁業管理課 S43
漁業権免許（区画漁業権）　No.2　区第2138
～2181号

昭和43年度　(別綴(2)) 昭和44年1月 区画漁業権免許原儀
真珠母貝　区第2138～2181
・免許状、等

要審査 無 無

R3-A-2724 水産課 漁業管理課 S44
漁業権免許(真珠母貝) 区第2182号～区第
2193号

①区画定置漁業免許状　2182～2203号
区第2182～2192号免許申請書、等
②区画漁業権免許申請書　区第2193号

要審査 無 無

R3-A-2725 水産課 漁業管理課 S43
(区画漁業権免許申請書)､(宿毛市小筑紫町小
筑紫494番地､小筑紫漁業協同組合外3協､区第
2194号～区第2203号)

①区画漁業権免許申請書　区第2194号
②区画漁業権免許申請書　区第2195～2203号

要審査 無 無

R3-A-2726 水産課 漁業管理課 S43
漁業権免許（真珠母貝）　区第2204号～区第
2235号

昭和43年度　（別添（4））　昭和44年1月　区画漁業権免許原議
真珠母貝　区第2204号～区第2235号

要審査 無 無

R3-A-2727 水産課 漁業管理課 S43
漁業権免許（真珠母貝）区第2001号～区第
2137号　43.9.1～48.8.31

昭和43年度　区画漁業権免許登録原議（真珠母貝養殖）　
・漁業免許並びに登録、等
区第2005～2011、2015～2017、2022～2028なし

要審査 無 無

R3-A-2728 水産課 漁業管理課 S43
漁業権免許（魚類関係）　区第3001号～区第
3031号
43.9.1～48.8.31

昭和43年度　区画漁業権免許登録原議（魚類養殖）
3006～3027号は含まれず。

要審査 無 無

R3-A-2729 水産課 漁業管理課 S43
漁業権免許（定置漁業権）No.2　定第1031～
定第1053号
43.9.1～48.8.31

昭和43年度　定置漁業権免許登録原議　№2
1051号なし

要審査 無 無

R3-A-2730 水産課 漁業管理課 S43
漁業権免許（定置漁業権）No.1　定第1001～
定第1029号
43.9.1～48.8.31

①昭和43年度　定置漁業権免許登録原議　№1
②区画漁業権図38～43

要審査 無 無

R3-A-2731 漁業管理課 漁業管理課 S61 区画漁業権免許

①区画漁業漁揚計画設定申請書　昭46～
・安満地、深浦
②区画漁業権免許ならびに登録
・2078、2079、3098～3110号
・免許申請書、漁場図、等
③区画漁業漁場計画設定
・宿毛、小筑紫、橘浦

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-2732 漁業管理課 漁業管理課 S60S61 共同漁業権変更免許原議

共同漁業権の変更免許及び登録、漁業図、等（7件）
①柏島漁業協同組合   共第1071、2071号
②野見漁業協同組合他2組合　共第1038、2037号
③深浦漁業協同組合  共第1034、2033、3025号
④安満地漁業協同組合　共第1073、2073号
⑤宇佐漁業協同組合　共第1033、2032号
⑥橘浦漁業協同組合　共第1074、2074号
⑦奈半利町漁業協同組合 共第2015号

要審査 無 無

R3-A-2733 水産課 漁業管理課 S53S57S58S60S61漁業権行使規則変更認可原議

昭和53年度
区画漁業権行使規則の変更認可
①小筑紫、内外の浦、大海、栄喜
昭和57･58・60・61年度　共同漁業権行使規則の変更認可
②竜ヶ迫　　③小筑紫、栄喜、大海、内外の浦　④奈半利　　⑤佐喜浜
⑥安満地、深浦、野見、大谷、久通　⑦羽根町、吉良川町　　⑧宇佐、新居　
⑨浜改田 ⑩橘浦　⑪奈半利町　⑫宇佐　⑬柏島
入漁権行使規則の認可
⑭龍ヶ迫　⑮栄喜
副申書
⑯栄喜入漁権行使規則　2冊
⑰共同漁業権行使規則の変更認可申請について
昭和61年度　共同漁業権行使規則の認可
⑱深浦、高岡

要審査 無 無

R3-A-2734 水産課 漁業管理課 S54S55S56S57S58S59S60S61
共同免許（60・61）
共同漁場計画（54～58）

昭和54～56、58～61共同漁業の漁場計画設定
①下山、安芸、穴内　②佐喜浜（つきいそ漁業）　③宇佐（つきいそ漁業）
④高岡（小型定置）　⑤佐賀、以布利、窪津、古満目（つきいそ漁業）
⑥高岡（第三種つきいそ）　⑦深浦
共同漁業の適格性審査
⑧深浦、高岡
昭和60・61年度　共同漁業権免許ならびに登録
⑨共第2087、3815号　⑩共第1086号　⑪共第2086号

要審査 無 無

R3-A-2735 水産課 漁業管理課 S56S57S58S59漁業権消滅登録
昭和56～59年度　漁業権の消滅登録
①定第1016、1027、1058号　②共第2538号　③区第3028～3036号
④定第1020号　⑤共第3548号　⑥定第1048号

要審査 無 無

R3-A-2736 漁業管理課 漁業管理課 S58S59 漁業権各種申請

共同漁業権行使規則の変更認可（漁業協同組合）　
①奈半利　②赤岡町　③安芸　④下山、穴内　⑤宇佐　⑥吉川村
⑦共同漁業権行使規則の認可（浜改田漁業協同組合）
共同漁業権の変更免許及び登録（漁業協同組合）　
⑧深浦　⑨赤岡町　⑩宇佐
⑪定置漁業権の変更免許及び登録　宮地大敷組合
⑫区画漁業免許状の書換え（深浦漁業協同組合）
⑬漁業権の移転登録（区第1008号）
⑭共同漁業の漁場計画設定（浜改田漁業協同組合）
⑮定置漁業漁場計画の設定（古満目、奈半利）

要審査 無 無

R3-A-2737 水産課 漁業管理課 S58 区・定　登録原簿

①昭和58年度　定第1001～10058号
②真珠母貝　区第2021～2079号
③昭和58年度　小割式　区第3001～3110号
区第3042､3065号なし
④区あおさ　区第4001～4015号
⑤昭和58年度　眞珠　深浦　区第1001～1008号

要審査 無 無
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有無

R3-A-2738 水産課 漁業管理課 S63
漁業権（共同・区画・定置）
漁場図

①S63年分　定置漁業（登録用紙）定第1001～1053号
②定置漁業漁業図　1001～1053号　1032号なし
③区画漁業　（真珠母貝） 区第2001～2088号
④区画漁業　（いせえび､魚類）＋昭和58年9月1日免許区第3072号
　区第3001～3085号　　区第3001号なし
⑤区画漁業　（ひおうぎ､藻類）　あおさ区第4001～4017号、ひおうぎ区第
2502～2503号

要審査 無 無

R3-A-2739 漁業管理課 漁業管理課 S63 漁業権行使規則変更認可

区画漁業権行使規則の変更認可
①上ﾉ加江　②錦浦、須崎釣、須崎町
共同漁業権行使規則の変更認可
③上ﾉ加江　④三津　⑤高岡　⑥椎名　⑦橘浦　⑧中村市
⑨共同漁業権行使規則変更認可申請書　（中村市漁業協同組合）

要審査 無 無

R3-A-2740 漁業管理課 漁業管理課 S63 漁業権変更免許

共同漁業権の変更免許及び登録
①中村市　共第1053、2051、3031号　②中村市　共第1053、2051、3031号
③橘浦　共第1074、2074号　④錦浦　共第1040号
共同漁業権行使規則の変更認可
⑤錦浦、須崎釣、須崎町、野見、大谷、久通　
・須崎港港湾整備事業に係る補償契約に基づく共同漁業権の一部縮小及び消
滅に伴うもの

要審査 無 無

R3-A-2741 水産課 漁業管理課 S50S51S52S53S54S55S56S57S58S59S60S61S62S63漁業権消滅登録（期間満了）

漁業権消滅関係No.65～71　S51年度以降
・定第1032号、共第2579号、共第2534号及び2537号、共第3724号、区第2026
号
・共同漁業権の存続期間満了に伴う漁業権登録原簿の閉鎖

要審査 無 無

R3-A-2742 漁業管理課 漁業管理課 S61S62S63 漁業権消滅登録

61.8～63.8　漁業権の消滅　No.130年～161
（宿毛市･小筑紫四協…区画）　高岡…共同､高岡･安田…定置､上ﾉ加江小型
・共第2568号、定第1022号、区第2074～2077、3082～3090号、区第3069～
3081号、定第1014号、共第2529、3513号

要審査 無 無

R3-A-2743 漁業管理課 漁業管理課 S61S62
定置漁業権
（漁場計画設定申請書、免許申請書）

定置漁業権の漁場計画設定
①高岡大敷組合　②大栄大敷組合
定置漁業権免許ならびに登録
③大栄大敷組合　定第1058号　④高岡大敷組合　定第1057号

要審査 無 無

R3-A-2744 漁業管理課 漁業管理課 S62 漁業権変更免許

共同漁業権の変更免許及び登録
①高知市、御畳瀬　共第3021号、共第3668号
②宇佐　共第1033、2032号
③錦浦、須崎釣、須崎町、野見、大谷、久通　共第2035号、共第1038号
④新居　共第3024号
⑤一切　共第1072、2072号
⑥組合員同意書 共第1038、2035号

要審査 無 無

R3-A-2745 漁業管理課 漁業管理課 S62 共同漁業権　行使規則変更認可

①宇佐、新居
②野見、久通、大谷、錦浦、須崎町、須崎釣
③一切
④宿毛、内外ノ浦、小筑紫、大海、栄喜、橘浦
⑤高知市、御畳瀬

要審査 無 無

R3-A-2746 港湾課 港湾・海岸課 S63
①下ノ加江埋立　面積　11,126.30㎡
　　免許　57.9.29　竣功認可　63.7.16
②あしずり港埋立

①土佐清水市下ノ加江小串地区
　埋立免許（昭和57年9月29日）
　しゅん功認可（昭和63年7月16日）
②土佐清水市養老地区
　埋立免許（昭和51年4月5日）
　変更許可（昭和56年4月3日）

要審査 無 無
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R3-A-2747 漁業管理課 漁業管理課 H元 漁業権消滅登録

副申書　漁業権消滅登録申請　錦浦、須崎町、須崎釣
①共第2038号　②区第3022号　③共第1039号 ④区第3023号
区画漁業免許状　　錦浦、須崎町、須崎釣
⑤区第3022号　⑥区第3023号　⑦共第2038号　⑧共第1039号
⑨漁業権の消滅登録の施行及び公示　　錦浦、須崎町、須崎釣
共第1039号　共第2038号　区第3022号、区第3023号

要審査 無 無

R3-A-2748 漁業管理課 漁業管理課 H1 漁業権行使規則変更認可
①区画漁業権行使規則の変更認可　（龍ヶ迫漁業協同組合）
②共同漁業権行使規則の変更認可　（龍ヶ迫･栄喜･宿毛市漁業協同組合）

要審査 無 無

R3-A-2749 漁業管理課 漁業管理課 H1 漁業権変更免許

龍ヶ迫･宿毛市漁業協同組合 共第1076、1077、1079、2076、2077、2079号
①共同漁業権の変更免許
②宿毛湾口整備事業に伴う漁業補償契約に基づく漁業権の消滅及び変更の登
録　
③共同漁業権の変更免許及び登録

要審査 無 無

R3-A-2750 水産課 漁業管理課 S58 内水面（漁業権・遊漁規則）

①遊漁規則認可申請
野根川､羽根川､奈半利川､魚梁瀬､安田川､芸陽､赤野川､物部川､嶺北､本川村､
鏡川､仁淀川､新荘川､四万十川上流
②共同漁業権免許申請
野根川､羽根川､奈半利川､魚梁瀬､安田川､芸陽､赤野川､物部川､嶺北､本川村､
鏡川､仁淀川､新荘川（第1種共同、第5種共同）､四万十川上流
③遊漁規則認可申請
野根川､羽根川､奈半利川､魚梁瀬､安田川､芸陽､赤野川､物部川､嶺北､本川村､
鏡川､仁淀川､新荘川､四万十川上流､四万十川､松田川

要審査 無 無

R3-A-2751 水産課 漁業管理課 S58 内水面漁業権行使規則

①漁業権行使規則認可申請
野根川､羽根川､奈半利川､魚梁瀬､安田川､芸陽､赤野川､物部川､嶺北､本川村､
鏡川､仁淀川､新荘川､新荘川､四万十川上流
②漁業権行使規則認可申請
野根川､羽根川､奈半利川､魚梁瀬､安田川､芸陽､赤野川､物部川､嶺北､本川村､
鏡川､仁淀川､新荘川（第1種共同、第5種共同）､四万十川上流､四万十川下流
（内共第16号）､四万十川､松田川（内共第18、19号）、四万十川中央､四万
十川下流（内共第20号）､松田川漁協､下ﾉ加江漁協､入野漁協､四万十川下流
漁協
③漁業権行使規則認可申請（野根川漁業協同組合他26組合）
・内水面共同及び区画漁業権行使規則の認可
野根川､羽根川､奈半利川､魚梁瀬､安田川､芸陽､赤野川､物部川､嶺北､本川村､
鏡川､仁淀川､新荘川（第1種共同、第5種共同）､四万十川上流､四万十川下流
（内共第16号）､四万十川､松田川（内共第18、19号）、四万十川中央､四万
十川下流（内共第20号）､松田川漁協､下ﾉ加江漁協､入野漁協､四万十川下流
漁協

要審査 無 無

R3-A-2752 水産課 漁業管理課 S58 内水面漁業権免許

①昭和58年度　内水面区画漁業権免許申請書　内区第1～7号
松田川（内区第1号）、下ノ加江（内区第2号）、入野（内区第3号）、四万
十川下流（内区4～7号）
②昭和58年度　内水面共同漁業権免許申請　内共第1～20号
野根川（内共第1号）、羽根川（内共第2号）、奈半利川（内共第3号）、魚
梁瀬（内共第4号）、安田川（内共第5号）、芸陽（内共第6号）、赤野川
（内共第7号）、物部川（内共第8号）、嶺北（内共第9号）、本川村（内共
第10号）、鏡川（内共第11号）、仁淀川（内共第12号）、新荘川（内共第
13、14号）、四万十川上流（内共第15号）、四万十川下流（内共第16号）、
四万十川（内共第17号）、松田川（内共第18、19号）、四万十川中央（内共
第20号）

要審査 無 無
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R3-A-2753 水産課 漁業管理課 S58 内水面漁業免許

昭和58年度　内水面漁業権免許申請（諮問）
・高知県内水面漁場管理委員会宛　内水面における共同漁業権の免許　四万
十川中央
・内水面漁業権免許申請　内水面漁場管理委員会への諮問　共同漁業権第1
～20号、区画漁業権第1～7号

要審査 無 無

R3-A-2754 水産課 漁業管理課 S55S56S57S58遊漁規則変更認可
昭和55年度～　遊漁規則認可
・変更認可申請書、理由書、新旧条文、総会議事録、等
新荘川、本川村、芸陽、物部川、仁淀川、安田川、嶺北、奈半利川、鏡川

要審査 無 無

R3-A-2755 水産課 漁業管理課 S43S44S45S46S47S48S49S50S51S52S53遊漁規則変更認可

昭和43～53年度　遊漁規則認可
・変更認可申請書、理由書、新旧条文、総会議事録、等
物部川、安田川、野根川、仁淀川、芸陽、四万十上流、四万十、鏡川、新荘
川
・昭和41、42年　遊漁規則変更認可　鏡川、新荘川、仁淀川

要審査 無 無

R3-A-2756 漁業管理課 漁業管理課 S63 内水面区画漁業権免許

①内水面区画漁業権広報登載
・漁業権免許並びに登録、免許状、議事録、漁場図、等
松田川（内区第1号）、下ノ加江（内区第2号）、入野（内区第3号）、四万
十川下流（内区4～7号）
②漁場計画設定申請内容の変更の副申
・漁場計画設定申請内容の変更、漁場図　四万十川下流
・内水面第1種区画漁業権漁場計画の設定、広報登載、管理委員会答申、区
画漁業漁場設定申請、漁場図、等
松田川、下ノ加江、入野、四万十川下流

要審査 無 無

R3-A-2757 漁業管理課 漁業管理課 S59S60S61S63行使規則　変更認可　内水面

①63　内水面区画漁業権行使規則認可申請
・議事録、等
松田川、下ノ加江、入野、四万十川下流
②漁業権行使規則変更認可　59～61　内水面班
・第5種共同漁業権行使規則変更認可申請、議事録、等
物部川、芸陽、嶺北、仁淀川

要審査 無 無

R3-A-2758 漁業管理課 漁業管理課 S59S60S61S62S63遊漁規則変更認可（内水面）

遊漁規則変更認可　59～63
・変更認可申請書、理由書、新旧条文、総会議事録、等
安田川、奈半利川、物部川、芸陽、嶺北、赤野川、仁淀川、新荘川、四万十
川、四万十川上流
・あゆの産卵期における採捕禁止期間の延長について
芸陽、物部川
・有料規則の変更について　遊漁制限への指導

要審査 無 無

R3-A-2759 水産課 漁業管理課 S56 共同漁業権行使規則変更認可原議

共同漁業権行使規則の変更認可
①小筑紫、栄喜、大海、内外ノ浦　②高岡　③宇佐（縮小共第1033、2032
号）　④下川口
⑤竜ヶ迫　⑥安満地、⑦清水　⑧宇佐（追加共第3808号）
漁業権行使規則変更認可申請書　副
⑨小筑紫　⑩小筑紫

要審査 無 無

R3-A-2760 水産課 漁業管理課 S56S60 共同漁業権変更免許登録原議

①昭和56年度　清水下川口安満地　変更免許
・変更免許申請、議事録　漁場図、等
共第1058号、共第2056、1060、2059、1072、2072号
②昭和60年度　共同漁業権行使規則の変更認可　深浦
③昭和56年度　共同漁業権の変更免許及び登録
・変更免許申請書、議事録、漁場図、等　　宇佐　共第1033、2032号
④昭和56年度　共同漁業権の変更免許及び登録
・変更免許申請、議事録、漁場図、等　　竜ケ迫　共第1075、2075号

要審査 無 無

R3-A-2761 水産課 漁業管理課 S53S54 漁業権消滅登録
昭和53・54年度　漁業権の消滅登録、議事録、等
①定第1042、1043号　②定第1037、1038号　③区第3087号　④共第2575号　
⑤共第2541号

要審査 無 無
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R3-A-2762 水産課 漁業管理課 S52S54 漁場計画設定申請（共同　区画　定置）

①共同漁業･区画漁業･定置漁業　漁場計画申請書（副本）綴　昭和49年以降
・定置漁業漁場計画副本　以布利三ツ碆　窪津港前
・共同漁業漁場計画設定申請
羽根、以布利、窪津、三崎、下川口、手結、安芸、大浦、月灘、佐賀、等
②副申書
・漁場計画
以布利、古満目、高岡、竜ヶ迫、栄喜、小筑紫、上川口
・ウニ共同漁業漁場計画設定申請、ウニ共同漁業漁場計画設定要望書、漁場
計画書
野根、甲浦、高岡、三津、椎名、佐喜浜

要審査 無 無

R3-A-2763 水産課 漁業管理課 S52 定置漁場計画認定申請（東部・中部）

①東部海区　定置漁業漁場計画設定申請書（副本）
・設定申請書、漁場図、構造図
甲浦、野根、佐喜浜、椎名、三津、高岡、津呂、吉良川、羽根、加領郷、田
野、安田、安芸、個人2名
②昭和52年度　中東部部海区　定置漁業漁場計画設定申請書（副本）
・設定申請書、漁場図、構造図
宇佐、外池ノ浦、須崎、久礼、上ノ加江、加江﨑、矢井賀、志和、興津

要審査 無 無

R3-A-2764 水産課 漁業管理課 S47 区画漁場計画設定申請書（副本）

漁業権抹消の登録申請書
・申請書副本、漁業権放棄に関する総会議事録謄本、組合員（書面）同意
書、漁業権放棄届添付理由書
①区第2170号②区第2169号③区第2168号④区第2167号⑤区第2166号⑥区第
2165号
⑦区第2164号⑧区第2163号⑨区第2162号
・申請書の副本、登録済証、漁業権放棄届、総会議事録抄本
⑩区第1076、2202号
⑪泊浦漁業協同組合臨時総会議事録抄本
漁業権抹消の登録申請書
⑫区第2152号　申請書　3冊　⑬区第2152号
⑬区画漁業漁場計画設定申請書
・代表者選定届、第1種区画漁業漁場計画設定申請書事業計画書　小筑紫
⑭区画漁業漁場計画設定申請書
・代表者選定届、第1種区画漁業漁場計画設定申請書事業計画書　小筑紫
特定区画漁業権行使規則認可申請書
・規則、議事録、等
⑮泊浦　区第3135号　⑯泊浦　区第3136号　⑰安満地　区第3134号
⑱区画漁業権免許申請について
・免許申請書、議事録、等　安満地　区第3134号
⑲区画漁業の漁場計画設定申請について（進達）
区画漁業の漁場計画設定申請について
・設定申請書、議事録、漁場図、等
⑳泊浦　白鼻　　㉑泊浦　弦場鼻
㉒沿岸漁業構造改善事業　蓄養殖施設設置事業　区第2202、1076号　平面図

要審査 無 無
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年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の
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R3-A-2765 水産課 漁業管理課 S53S56S58 共同変更免許申請　区画漁業設定申請

①昭和56年度　漁業権行使規則変更認可申請書　小筑紫栄喜　共第1077、
2077号
・議事録抄本、規則、等
②昭和56年度　漁業権行使規則変更認可申請書　小筑紫内外ノ浦　共第
1077、2077号
・議事録抄本、規則、等
③昭和56年度　小筑紫四協変更免許（小野田）
・共同漁業権の変更免許及び登録、漁業権変更免許申請書、議事録抄本、覚
書、漁業保証契約書、公害防止に関する協定書、漁場図、等
入漁権の設定登録について
登録済証、登録申請、議事録、協定書、等
④昭和58年度　栄喜　区第3063号　⑤昭和53年度　栄喜　区第3117号

要審査 無 無

R3-A-2766 水産課 漁業管理課 S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57共同漁業権登録簿　共第1001～1090号 漁場図 要審査 無 無

R3-A-2767 水産課 漁業管理課 S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57共同漁業権登録簿　共第2001～2084号 漁場図 要審査 無 無

R3-A-2768 水産課 漁業管理課 S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57共同漁業権登録簿　共第2501～2656号 漁場図 要審査 無 無

R3-A-2769 水産課 漁業管理課 S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57

共同漁業権登録簿　（地びき・飼付・つきい
そ）
共第3001～30043号、共第3101～3121号、教
第3501～3619号

・つきいそ　共第3001～30043号、飼付　共第3101～3121号、地びき　共第
3001～3043号
漁場図

要審査 無 無

R3-A-2770 水産課 漁業管理課 S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57共同漁業権登録簿　共第3620～3809号 漁場図 要審査 無 無

R3-A-2771 水産課 漁業管理課 S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57
区画漁業権登録簿　区第1001～1012号、区第
2001～2076号、区第4001～4015号

真珠　区第1001～1012号、真珠母貝　区第2001～2076号、　藻類　区第4001
～4015号
・漁場図

要審査 無 無

R3-A-2772 水産課 漁業管理課 S57
区画漁業権行使規則認可　野見・大谷区画　
行使規則

①養殖事業費等の概況
②区画漁業権行使規則の認可

要審査 無 無

R3-A-2773 水産課 漁業管理課 S53S54S55S56S57区画漁業権登録簿　区第3001～3126号 漁場図 要審査 無 無

R3-A-2774 水産課 漁業管理課 S53S54S55S56S57定置漁業権登録簿　定第1001～1041号 漁場図 要審査 無 無

R3-A-2775 水産課 漁業管理課 S53S54S55S56S57定置漁業権登録簿　定第1042～1084号 漁場図 要審査 無 無

R3-A-2776 水産課 漁業管理課 S57S58 共同漁業権変更免許登録原議

共同漁業権の変更免許
①小筑紫、栄喜、大海、内外ノ浦　共第1077、2077号
②奈半利　共第1016、2015、3003号
・補償契約書、等
③宇佐、池ノ浦　共第1033、2032号　新居　共第3027号

要審査 無 無

R3-A-2777 水産課 漁業管理課 S58 区画漁業権行使規則

①昭和58年度　西部海区　区画漁業権行使規則　認可原議
伊田、上川口、中村市、布、下ノ加江、以布利、窪津、清水、三崎、下川
口、貝ノ川、大浦、月灘、古満目、柏島、一切、安満地、橘浦、泊浦、竜ヶ
迫、栄喜、大海、小筑紫、内外ノ浦、宿毛市、藻津、母島
②昭和58年度　中部海区　区画漁業権行使規則　認可原議
手結、宇佐、深浦、大谷、野見、須崎釣、錦浦、須崎町、上ノ加江、久礼、
上ノ加江、興津

要審査 無 無
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R3-A-2778 漁業管理課 漁業管理課 S58 登録原簿

①第一種共同漁業　漁場図、共第1001～1086号
②第二種共同漁業　漁場図、共第2001～2087号
③第二種共同漁業（小型定置）　漁場図、共第2501～2640号
④第三種共同漁業（地びき網）　共第3001～3041号、　漁場図
⑤第三種共同漁業（飼付）　漁場図、共第3101～3133号
⑥共同1　共第1001～1086号
⑦共同2　共第2001～2087号
⑧共同2　小型定置　共第2501～2640号
⑨共3　飼付　共第3101～3133号

要審査 無 無

R3-A-2779 漁業管理課 漁業管理課 S58 登録原簿（つきいそ）

①第3種共同漁業（つきいそ）　漁場図　3501～3600
②第3種共同漁業（つきいそ）　漁場図　3601～3700
③第3種共同漁業（つきいそ）　漁場図　3701～3800
④第3種共同漁業（つきいそ）　漁場図　3801～3815
⑤共3　つきいそ（1）　3501～3600
⑥共3　つきいそ（2）　3601～3700
⑦共3　つきいそ（3）　3701～3815

要審査 無 無

R3-A-2780 水産課 漁業管理課 S51S52S53 行政処分

①昭和51年度　行政処分綴　保安漁船係
・漁業違反船に対する行政処分、写真、等
②昭和52年度　行政処分綴　保安漁船係
・漁業違反船に対する行政処分、写真、等
③昭和53年度　行政処分綴　保安漁船係
・てい泊処分履行確認報告書、漁業関係法令違反に対する行政処分、等

要審査 無 無

R3-A-2781 水産課 漁業管理課 S54S59S60 行政処分（送致書　他）

①昭和54年度　行政処分関係　取締班
・てい泊処分履行確認報告書、漁業関係法令違反者に対する行政処分、等写
真
②昭和59年度　送致書送致番号9～11号　昭和59年2月固定式さし網
③昭和59年度　送致書送致番号16～18号　昭和59年7月18日　固定式さし網
④昭和59年度　送致書送致番号20～23号　昭和59年9月20日　固定式さし網
⑤昭和59年度　送致書送致番号24～26号　昭和59年9月20日　固定式さし網
⑥昭和60年度　送致番号7～9号　昭和60年2月18日　固定式さし網

要審査 無 無

R3-A-2782 水産課 漁業管理課 S53S54S55 共同漁業権行使規則変更認可原議

昭和53～55年度　共同漁業権行使規則の変更認可
①深浦　②小筑紫、大海、内外の浦、栄喜　③竜ヶ迫
④宇佐、池ノ浦、新居　⑤古満目　⑥窪津　⑦以布利
⑧佐賀町　⑨鵜来島　⑩十市、浜改田、香西、久枝
⑪室戸　⑫安芸　⑬高岡　⑭田野浦　⑮柏島
⑯上川口　⑰上ノ加江　⑱興津・橘浦
⑲甲浦、野根、佐喜浜町、椎名、三津、高岡

要審査 無 無

R3-A-2783 水産課 漁業管理課 S53S54S55 共同漁業権変更免許登録原議

昭和53～55年度　共同漁業権の変更免許及び登録
①室戸　共第1010、2010号
②田野浦　共第1051、2048号
③柏島　共第1070、2070号
④橘浦　共第1073、2073号
⑤上川口　共第1049、2046号
⑥興津　共第1044、2042、3031号

要審査 無 無

R3-A-2784 水産課
漁業管理課
（海区）

S58 共同漁業権漁場計画設定申請書綴（中部）

共同漁業漁場計画設定申請書綴中部海区　57
・共同漁場の漁場計画設定
手結、岸本、赤岡町、吉川村、久枝、香西、浜改田、十市、高知市、御畳
瀬、三浦、新居、宇佐、深浦、池の浦、久通、野見、大谷、錦浦、須崎釣、
久礼、上ノ加江、矢井賀、志和、興津

要審査 無 無
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R3-A-2785 水産課
漁業管理課
（海区）

S58 共同漁業権漁場計画設定申請書綴（西部）

共同漁業漁場計画設定申請書綴西部海区　No.2
・西部海区（佐賀～藻津）
三崎、下川口、貝の川、小才角、大浦、月灘、古満目、柏島、一切、安満
地、橘浦、龍ヶ迫、内外の浦、宿毛市、藻津、母島、弘瀬、鵜来島

要審査 無 無

R3-A-2786 水産課 漁業管理課 S55S58 区画漁業権の漁場計画設定申請書綴

①昭和58年度　漁業権一斉更新に係る区画漁業権の漁場計画
・魚類養殖基本方針
甲浦～母島、
②昭和55年度　第1種区画漁業権の漁場計画設定
野見、大谷、錦浦、須崎町、須崎釣、久通、
③昭和58年度　区画漁業の適格性審査

要審査 無 無

R3-A-2787 水産課 漁業管理課 S53 区画漁業権許可録原議

区画漁業権免許ならびに登録
①三崎　区第2042～2056号
②下川口　区第2057～2062号
③貝の川　区第2063号
④月灘　区第2064～2068号
⑤古満目　区第2069～2071号
⑥安満地　区第2072号
⑦宿毛市　区第2073～2076号

要審査 無 無

R3-A-2788 水産課 漁業管理課 S53 区画漁業権免許登録原議

区画漁業権免許ならびに登録
①甲浦　区第3001　3002号
②手結　区第3003号
③宇佐　区第3004～3009、3011号
④深浦　区第3012～3016号
⑤野見　区第3017～3023号

要審査 無 無

R3-A-2789 水産課 漁業管理課 S53 区画漁業権免許登録原議

昭和53年度　区画漁業権免許ならびに登録
①大谷　区第3024～3031号
②大谷、野見　共有申請　区第3032～3036号
③錦浦、須崎町、須崎釣　共有申請　区第3037～3039号
④久礼　区第3040号
⑤上ノ加江　区第3041号
⑥矢井賀　区第3042号
⑦興津　区第3043号
⑧区第3044号
⑨以布利　区第3045号
⑩窪津　区第3046号
⑪清水　区第3047～3049号
⑫月灘　区第3050号
⑬古満目　区第3051～3056号

要審査 無 無

R3-A-2790 水産課 漁業管理課 S53 区画漁業権免許登録原議

昭和53年度　区画漁業権免許ならびに登録
①柏島　区第3057～3059号
②柏島、内外ノ浦　共有申請　区第3060号
③一切　区第3061～3063号
④安満地　区第3064～3066号
⑤橘浦　区第3067～3071号
⑥泊浦　区第3072～3076号
⑦竜ヶ迫　区第3078～3082号
⑧竜ヶ迫、内外ノ浦　区第3083号
⑨栄喜　区第3084号

要審査 無 無

R3-A-2791 水産課 漁業管理課 S53 区画漁業権免許登録　 区画3085～3093号
区画漁業権免許ならびに登録
小筑紫、栄喜、大海、内外ノ浦　共有申請　区第3085～3093号

要審査 無 無
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R3-A-2792 水産課 漁業管理課 S53 区画漁業権免許登録原議

昭和53年度　区画漁業権免許ならびに登録
①小筑紫　区第3094～3098号
②宿毛市　区第3099～3107号
③窪津　区第3108～3112号
④母島　区第3113～3115号
⑤上川口　区第3116号

要審査 無 無

R3-A-2793 水産課
漁業管理課
（海区）

S63 区画漁業漁場計画設定申請書

①区画漁業漁場計画書
区第2001～2004号､3002号､3003号､3005～3027号､4001～4011号
泊浦、甲浦、深浦、野見、錦浦、須崎町、須崎釣、大谷、久通、久礼、上ノ
加江、興津
②区画漁業漁場計画設定申請
区第2005～2062号､3028～3033号
伊田、上川口、中村市、布、下ノ加江、以布利、窪津、清水、三崎、下川
口、貝ノ川

要審査 無 無

R3-A-2794 水産課
漁業管理課
（海区）

S62 区画漁業漁場計画設定申請書
区画漁業漁場計画設定申請
大浦、月灘、古満目、柏島、一切、安満地、橘浦、泊浦、龍ヶ迫、内外ノ
浦、宿毛市、藻津、母島

要審査 無 無

R3-A-2795 水産課
漁業管理課
（海区）

S63 定置漁業漁場計画設定申請書 漁業漁揚計画設定申請書　野根共同大敷組合、上ノ加江 要審査 無 無

R3-A-2796 水産課 漁業管理課 S63
区画漁業権免許登録原議
区第2001～2045号

①区画(真珠母貝養殖)漁業権免許ならびに登録　区第2001～2088号
区画漁業免許申請書
②区第2001号～㊺区第2045号

要審査 無 無

R3-A-2797 水産課 漁業管理課 S63
区画漁業権免許登録原議
区第2046～2088号

区画漁業免許申請書
①区第2046号～㊸区第2088号

要審査 無 無

R3-A-2798 水産課 漁業管理課 S63
区画漁業権免許登録原議
区第4001～4017号、区第2502～2503号

①区画(藻類養殖)漁業権免許ならびに登録　区第4001～4017号
区画漁業免許申請書
②区第4001～⑱区第4017号
⑲区画(ひおうぎ等養殖)漁業権免許ならびに登録　区第2502～2503号
区画漁業免許申請書
⑳区第2502号　㉑区第2503号

要審査 無 無

R3-A-2799 水産課 漁業管理課 S40S41S42S43S44S45S46S47S48S49S50S51行政処分関係綴

①昭和40～46年度　行政処分関係綴
・漁業に関する法令違反に対する行政処分について、質問顛末書、等
②昭和47～51年　行政処分関係綴　取締班
・漁業関係法令違反船に対する行政処分について、写真、等
③昭和43年度　行政処分関係
・漁業関係法令違反船に対する行政処分について、等

要審査 無 無

R3-A-2800 水産課 漁業管理課 S53
定置漁業権免許・登録原議
定置第1001～1026号

昭和53年度　定置漁業権免許ならびに登録
①定第1001号～1026号
②定第1018号

要審査 無 無

R3-A-2801 水産課 漁業管理課 S56S57
定置漁業権免許・登録原議
定置第1073～1084号

定置漁業権免許ならびに登録
①昭和56年度　三津大敷組合　定第1073～1074号
②昭和56年度　高岡大敷組合　定第1075～1076号
③昭和56年度　上の加江漁協　定第1077号
④昭和56年度　安田大栄大敷組合　定第1078号
⑤昭和57年度　久礼鰤大敷組合　定第1079号
⑥昭和57年度　（有）田野大敷組合　定第1080号
⑦昭和57年度　吉良川大敷組合定第1081号
⑧昭和57年度　羽根大敷組合　定第1082号
⑨昭和57年度　吉良川久保大敷組合　定第1083号
⑩昭和57年度　宮地大敷組合　定第1084号

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-2802 水産課 漁業管理課 S53
区画漁業権免許登録原議
区画2001号～2041号

昭和53年度　区画漁業権免許ならびに登録
①久礼漁協　区第2001～2002号
②上の加江漁協　区第2003号
③志和漁協　区第2004号
④佐賀町漁協　区第2005～2007号
⑤伊田漁協　区第2008号
⑥上川口漁協　区第2009～2012号
⑦中村市漁協　区第2013～2015号
⑧布漁協　区第2016号
⑨下ノ加江漁協　区第2017号
⑩以布利漁協　区第2018～2020号
⑪清水漁協　区第2021～2041

要審査 無 無

R3-A-2803 水産課 漁業管理課 S53
定置漁業権免許登録原議
定置第1027～第1045号

昭和53年度　定置漁業権免許ならびに登録
①久礼大敷組合　定第1027号
②上ノ加江漁協ほか1名　定第1028号
③上ノ加江鰤大敷組合　定第1029号
④上ノ加江　定第1030号
⑤矢井賀鰤大敷組合　定第1031号
⑥志和大敷組合　定第1032号
⑦興津大敷漁業生産組合　定第1033号
⑧鈴共同大敷組合　定第1034　1035号
⑨伊田漁協、伊田大敷組合　定第1036　1037号
⑩伊田漁協　定第1038号
⑪定第1039　1040号
⑫以布利共同大敷組合　定第1041～1045号

要審査 無 無

R3-A-2804 水産課 漁業管理課 S53
定置漁業権免許登録原議
定置第1046号～第1057号

昭和53年度　定置漁業権免許ならびに登録
①窪津共同大敷組合　定第1046～1048号
②伊佐共同大敷ほか1社　定第1049号
③貝の川大敷組合　定第1050号
④古満目水主組合　定第1053　1054号
⑤柏島漁協　定第1055　1056号
⑥安満地漁協　定第1057号

要審査 無 無

R3-A-2805 水産課 漁業管理課 S53S54S55S56S57
定置漁業権免許登録原議
定置第1058号～1072号

定置漁業権免許ならびに登録
①昭和53年度　定第1058号
②昭和57年度　宮地大敷組合　定第1058号
②昭和54年度　上ノ加江漁協ほか1名　定第1059号
③昭和54年度　伊田大敷組合　定第1060号
④昭和54年度　以布利共同大敷　定第1061号
⑤昭和55年度　泊浦漁協ほか1法人 定第1062号
⑥昭和57年度　九石大敷組合　定第1063号
⑥昭和57年度　九石大敷組合　定第1064号
⑦昭和57年度　双子鰤大敷組合　定第1065号
⑧昭和56年度　野根共同大敷組合　定第1066号
⑨昭和56年度　野根新生大敷組合　定第1067号
⑩昭和56年度　佐喜浜大敷組合　定第1068～1070号
⑪昭和56年度　椎名大敷組合　定第1071～1072号

要審査 無 無

R3-A-2806 水産課 漁業管理課 S63
区画漁業権免許登録原議
区第3002～3027号

①区画(漁類養殖)漁業権免許ならびに登録（甲浦漁業協同組合ほか24組合）
区第3002号～区第3085号
区画漁業免許申請書
②区第3002～㉖3027号
区第3004号なし

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-2807 水産課 漁業管理課 S63
区画漁業権免許登録原議
区第3028～3085号

区画漁業免許申請書　以布利漁業組合(土佐清水市)ほか）
①区第3028～（58）3085号

要審査 無 無

R3-A-2808 水産課 漁業管理課 S63
定置漁業権免許登録原議
定第1001～1019号　1021～1023

①定置漁業権免許ならびに登録（有限会社田野大敷）　定第1020号
定置漁業権免許申請書
②定第1021号　③定第1022号　④定第1023号
⑤定置漁業権免許ならびに登録（野根共同大敷組合ほか）　定第1001～1019
号､定第1021～1051号 
 
漁業権免許申請書･定置漁業免許申請書（野根共同大敷組合ほか）
⑥定第1001～㉔1019号

要審査 無 無

R3-A-2809 水産課 漁業管理課 S49S50S51S52S53
定置漁業権免許登録原議
定第1057、1059～1071号

昭和49～53年度　定置漁業権免許ならびに登録
①甲浦漁協　定第1057号
②以布利共同大敷　定第1059号
③窪津共同大敷　定第1060号
④定第1061号
⑤定第1062号
⑥羽根町漁協　定第1063号
⑦以布利共同大敷　定第1064号
⑧窪津共同大敷　定第1065号
⑨以布利共同大敷　定第1066号
⑩窪津共同大敷　定第1067号
⑪上ノ加江漁協　定第1068号
⑫以布利共同大敷　定第1069号
⑬窪津共同大敷　定第1070号
⑭上ノ加江漁協　定第1071号

要審査 無 無

R3-A-2810 水産課 漁業管理課 S53S54S55 共同漁業権変更免許登録原議

昭和53～55年度　共同漁業権の変更辺挙及び登録について
①深浦　共第1034、2033号
②龍ヶ迫　共第1075、2075号
③小筑紫・栄喜・大海・内外ノ浦　共第1077、2077号
④宇佐・池ノ浦、新居　共第1033、2032、3027号

要審査 無 無

R3-A-2811 水産課
漁業管理課
（海区）

S57S58 定置漁業漁場計画認定申請書綴　中部海区

①定置漁業場計画設定申請書綴　中部海区
手結大敷、宇佐、旭洋大敷、九石大敷、双子鰤大敷、久礼鰤大敷、上ノ加
江、上ノ加江大敷、矢井賀、共和大敷
②定置漁業の適格性審査について

要審査 無 無

R3-A-2812 水産課
漁業管理課
（海区）

S57 定置漁業漁場計画認定申請書綴　西部海区

①定置漁業場計画設定申請書綴　西部海区
鈴共同大敷、伊田、伊田大敷、以布利大敷、窪津共同大敷、伊佐共同大敷、
貝ノ川大敷、古満目共栄組合、古満目水主組合、柏島、安満地、泊浦
②漁業権一斉更新に関する定置漁業の漁場計画について

要審査 無 無

R3-A-2813 水産課
漁業管理課
（海区）

S57 漁場計画申請書（区画漁業）

①区画漁業漁場計画設定申請書綴　真珠母貝養殖　57
深浦、久礼、上の加江、伊田、上川口、中村市、布、下ノ加江、以布利、清
水、三崎、下川口貝の川、大浦、月灘、古満目、一切、安満地、宿毛市
②区画漁業漁場計画設定申請書綴　（真珠養殖）
区第1001、1005、1007号

要審査 無 無

R3-A-2814 水産課
漁業管理課
（海区）

S57 漁場計画申請書（区画漁業）

①区画漁業計画設定申請書綴　（魚類養殖）
甲浦、手結、宇佐、深浦、野見、大谷、錦浦、久礼、上の加江、興津、上川
口、以布利、窪津、清水、月灘、古満目、柏島、一切、安満地、橘浦、泊
浦、龍ヶ迫、宿毛市、藻津、母島、内外の浦
②区画漁業計画設定申請書綴　（藻類養殖）
区第4001～4015号、深浦、古満目、内外の浦、宿毛市

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-2815 水産課
漁業管理課
（海区）

S58 共同漁業権漁場計画設定申請書綴（東部）
共同漁業場計画設定申請書綴　東部海区　57
甲浦、野根、佐喜浜町、椎名、三津、高岡、室戸岬、室戸、吉良川町、羽根
町、加領郷、奈半利町、田野町、安田町、下山、伊尾木川北、安芸、穴内

要審査 無 無

R3-A-2816 水産課
漁業管理課
（海区）

S53
区画漁業権行使規則認可原議（No5）
小筑紫～母島

西部海区(3/3)　区画漁業権行使規則認可原議
・養殖事業費等の状況、等
小筑紫、大海、内外ノ浦、宿毛市、藻津、母島

要審査 無 無

R3-A-2817 水産課
漁業管理課
（海区）

S52 漁場計画設定申請書（区画漁業）

昭和52年度　区画漁業漁場計画設定申請書
①西部(幡東･清水)海域 (正)
佐賀町、伊田、上川口、中村市、個人、布、下ノ加江、以布利、窪津、清
水、三崎、下川口、貝の川
②東部・中部・海域（正本）
甲浦、手結、宇佐、深浦、錦浦、須崎町、須崎釣、大谷、大谷・野見、久
礼、上の加江

要審査 無 無

R3-A-2818 水産課
漁業管理課
（海区）

S52S53 漁場計画設定申請書（区画漁業）

①昭和52年度　区画漁業漁場計画認定申請書　西部（宿毛）海域　（正）
栄喜、小筑紫、大海、栄喜、内外ノ浦、宿毛市、藻津、母島
②昭和52・53年度　区画漁業漁場計画設定申請書　西部（大月）海域　（正
本）
月灘、古満目、柏島、一切、安満地、橘浦、泊浦、竜ヶ迫

要審査 無 無

R3-A-2819 水産課
漁業管理課
（海区）

S53 定置漁業権漁場計画設定申請書原議

①昭和53年　東部海区　定置漁業漁場計画設定申請書
甲浦葛島沖、野根伏越、野根水尻、佐喜浜黒碆、佐喜浜源太碆、佐喜浜立
岩、椎名2号、椎名3号、椎名1号、三津2号、三津1号、高岡沖、高岡岡、津
呂石の碆、吉良川黒耳沖、吉良川立石、羽根二又沖、加領郷沖、田野三ツ
石、安田唐の浜、大山沖
②昭和53年　中部海区　定置漁業漁場計画設定申請書
宇佐井坂、外池ノ浦沖網、外池ノ浦岡網、九石、のぞきノ鼻双子2号、久礼
大津崎、上ノ加江戎堂、加江崎1号、矢田部崎、矢井賀中崎、冠崎

要審査 無 無

R3-A-2820 水産課
漁業管理課
（海区）

S58 定置漁業漁場計画設定申請書綴　東部海区

定置漁業漁場計画設定申請書綴　東部海区 正 57～58
・漁業権一斉更新に関する定置漁業の漁場計画変更設定、等
野根共同、野根新生大敷、佐喜浜大敷、椎名大敷、三津大敷、高岡大敷、室
戸岬大敷、吉良川大敷、吉良川久保大敷、羽根大敷、宮地大敷、田野大敷、
加領郷大敷・田野大敷・安田大栄大敷

要審査 無 無
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作成
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ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の
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電子データの

有無

R3-A-2821 水産課 漁業管理課 S63
定置漁業権免許登録原議
定第1024～1051号

定置漁業免許申請書
旭洋大敷組合　定第1025号、定第1026号
宇佐漁業協同組合　定第1024号
九石大敷組合　定第1027号、定第1028号
双子鰤大敷組合　定第1029号
上ノ加江漁業協同組合　定第1030号、定第1032号
上ノ加江鰤大敷組合　定第1031号
上ノ加江漁業協同組合　定第1032号
矢井賀漁業協同組合　定第1033号
志和大敷組合　定第1034号
鈴共同大敷組合　定第1036号、定第1037号
興津大敷漁業生産組合　定第1035号
伊田漁業協同組合　定第1038号
伊田大敷組合　定第1039号
以布利共同大敷組合　定第1040号、定第1041号
窪津共同大敷組合　定第1042号、定第1043号
伊佐共同大敷組合　定第1044号
貝ﾉ川大敷組合　定第1045号
古満目協栄組合　定第1046号
古満目水主大敷組合　定第1047号
柏島漁業協同組合　定第1048号、定第1049号
安満地漁業協同組合　定第1050号
泊浦漁業協同組合　定第1051号

要審査 無 無

R3-A-2822 水産課 漁業管理課 S53S57
区画漁業権免許登録原議
区第3117号～3126号

昭和53年度　区画漁業権免許ならびに登録
①龍ヶ迫　区第3117号
②小筑紫、栄喜、大海、内外ノ浦　区第3118号
③大谷、野見、須崎釣、錦浦、須崎町、久通　区第3119号
昭和57年度　区画漁業権免許ならびに登録について
④野見、共有申請：大谷、須崎釣、錦浦、須崎町、久通　区第3120号
⑤大谷、共有申請：野見、須崎釣、錦浦、須崎町、久通　区第3121号
⑥大谷、共有申請：野見、須崎釣、錦浦、須崎町、久通　区第3122号
⑦野見　区第3123号
⑧大谷　区第3124号
⑨大谷　区第3125号
⑩大谷、共有申請：野見　区第3126号

要審査 無 無

R3-A-2823 水産課 漁業管理課 S53
区画漁業権免許登録原議
区画4001号～4015号

昭和53年度　区画漁業免許ならびに登録
①深浦　区第4001～4011号
②古満目　区第4012号
③小筑紫　区第4013、4014号
④宿毛市　区第4015号

要審査 無 無

R3-A-2824 水産課 漁業管理課 S53
区画漁業権行使規則認可原議　（No1)
手結～興津（但　野見・大谷　除く）

昭和53年度　中部海区（1）　区画漁業権行使規則認可原議
・養殖事業費等の概況（須崎町以外）、等
手結、宇佐、深浦、須崎釣、須崎町、錦浦、久礼、上ノ加江、矢井賀、志
和、興津

要審査 無 無

R3-A-2825 水産課 漁業管理課 S53
区画漁業権行使規則認可原議　（No2）
野見・大谷

中部地区（2）　区画漁業権行使規則認可原議　野見・大谷漁協
・養殖事業費等の概況、等

要審査 無 無

R3-A-2826 水産課 漁業管理課 S53
区画漁業権行使規則認可原議（No3）
佐賀町～古満目

西部海区（1）　区画漁業権行使規則認可原議
・養殖事業費等の概況、等
佐賀町、伊田、上川口、中村市、布、下ノ加江、窪津、清水、三崎、下川
口、貝ノ川、月灘、古満目

要審査 無 無
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R3-A-2827 水産課 漁業管理課 S53
区画漁業権行使規則認可原議（No4）
柏島～栄喜

西部海区（2/3）　区画漁業権行使規則認可原議
・養殖事業費等の概況、等
柏島、一切、安満地、橘浦、泊浦、竜ヶ迫、栄喜

要審査 無 無

R3-A-2828 水産課
漁業管理課
（海区）

S38S40S41
漁業権遊漁規則
漁業権登録簿、図
漁場計画

①昭和37～41年度　内水面漁業権告示関係
・漁場計画設定について高知県内水面漁業管理委員会へ諮問、等
②昭和26～36年　（内水面）漁業権登録原簿綴
内水面共1～15号
③昭和31～38年　（内水面）漁業権登録原簿綴
内水面共1～16号
④昭和38～39年度　漁業権遊漁規則認可申請書
野根川、羽根川、安田川、芸陽、赤野川、物部川、国分川、嶺北、本川村、
鏡川、新荘川、四万十川上流淡水、四万十川、松田川、奈半利川淡水、魚梁
瀬淡水、仁淀川、吉良川淡水
⑤昭和40年度　内水面共同漁業権遊漁規則の告示
野根川、羽根川、奈半利川、魚梁瀬、安田川、芸陽、赤野川、物部川、国分
川、嶺北、本川村、鏡川、仁淀川、新荘川、四万十川、松田川、吉良川
⑥漁場図　四万十川下流
⑦登録済通知簿

要審査 無 無

R3-A-2829 水産課 漁業管理課 S38S42 漁業権行使規則

①昭和38年度　内水面共同及び区画漁業権行使規則の認可
野根川、羽根川、安田川、芸陽、赤野川、物部川、国分川、嶺北、本川村、
鏡川、新荘川、四万十川上流淡水、四万十川下流、四万十川、松田川 
  
  
 

要審査 無 無

R3-A-2830 水産課 漁業管理課 S38S39 漁業権免許原議

昭和38・39年度　漁業権免許並びに登録について 伺
①土佐市用石 高吾鮎養殖組合　内区第1号
②土佐清水市下ノ加江 下ノ加江漁業協同組合　内区第3号
③中村市竹島 四万十川下流漁業協同組合　内区第4号～第12号
④安芸郡東洋町 野根川洪水漁業協同組合　内共第1号
⑤室戸市羽根町 羽根川洪水漁業協同組合　内共第2号
⑥安芸郡奈半利町 奈半利川洪水漁業協同組合　内共第3号
⑦安芸郡馬路村 魚梁瀬洪水漁業協同組合 　内共第4号
⑧安芸郡安田町 安田川漁業協同組合　内共第5号
⑨安芸市川北 芸陽漁業協同組合　内共第6号
⑩安芸市赤野 赤野川漁業協同組合　内共第7号
⑪香美郡野市町 物部川漁業協同組合　内共第8号
⑫香美郡土佐山田町 国分川漁業協同組合　内共第9号
⑬長岡郡本山町 嶺北漁業協同組合　内共第10号
⑭土佐郡本川村 本川村漁業協同組合　内共第11号
⑮吾川郡伊野町加田 仁淀川漁業協同組合　内共第13号
⑯須崎市下分 新荘川漁業協同組合　内共第14号
⑰須崎市下分 新荘川漁業協同組合　内共第15号
⑱高岡郡窪川町 四万十川上流淡水漁業協同組合　内共第16号
⑲中村市竹島 四万十川下流漁業協同組合　内共第17号
⑳中村市中村 四万十川漁業協同組合連合会　内共第18号
㉑宿毛市宿毛 松田川漁業協同組合　内共第19号
㉒宿毛市宿毛 松田川漁業協同組合　内共第20号
㉓室戸市吉良川町西ノ宮 吉良川淡水漁業協同組合　内共第21号
㉔宿毛市宿毛 松田川漁業協同組合　内共第22号
㉕～㉗高知県内水面漁業調整規則（案）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-2831 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第3640号～共第3660号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
御畳瀬　①共第3640～④共第3643号
高知市、御畳瀬　⑤共第3644～⑮共第3654号
宇佐　⑯共第3655号
久通、大谷、野見　⑰共第3656～⑳共第3659号
須崎釣　㉑共第3660号

要審査 無 無

R3-A-2832 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第3661号～共第3673の2号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録　共第3661～3673の2号（須崎
釣、錦浦、須崎町）
①共第3661～⑨共第3669号
⑩共第3670の1号、⑪共第3670の2号、⑫共第3671号の1号、⑬共第3671号の2
号、⑭共第3672号の1号、⑮共第3672号の2号、⑯共第3673の1号、⑰共第
3673の2号

要審査 無 無

R3-A-2833 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第3674の1号～共第3708号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
須崎釣　①共第3674の1号　②3674の2号
久礼　③共第3675～⑥共第3678号
上の加江　⑦共第3679～⑨共第3681号
矢井賀　⑩共第3682
興津　⑪共第3683～⑮3687
伊田　⑯共第3688
上川口　⑰共第3689～㉒共第3694号
入野　㉓共第3695号
田野浦　㉔共第3696～㉗共第3699号
中村市　㉘共第3700～㉛共第3703号
布　㉜共第3704～㉝共第3705号
下の加江　㉞共第3706～㊱共第3708号

要審査 無 無

R3-A-2834 水産課
漁業管理課
（海区）

S57 共同漁業権漁場計画設立申請書綴（西部）
共同漁業漁場計画設定申請書綴　西部海区　No.1
佐賀町、伊田、上川口、入野、田野浦、中村市、布、下ノ加江、以布利、窪
津、清水

要審査 無 無

R3-A-2835 水産課 漁業管理課 S58 共同漁業権漁場計画設定申請書綴

①漁業権の一斉更新に関する共同漁業の漁場計画
・漁場計画一覧、区域連絡図、小型定置漁場位置図
高知県全域
②共同漁業の適格性審査
③共同漁業の漁場計画設定
浜改田

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-2836 水産課 漁業管理課 S38S39S40S41S42S43S44S45S46S47S48S49S50S51
漁業権登録簿・図
漁場計画

①昭和47～51年度　漁業権免許申請綴
・漁業権免許ならびに登録
安田川　内共第22号、四万十川下流　内区第12号、羽根川淡水　内共第2号
・内水面免許漁業原簿謄本の交付　水資源開発公団
・区画漁業権変更免許及び登録並びに公示　四万十川下流　内区第9号
・漁業権漁業免許の内容等の事前決定　漁場計画設定申請書　安田川、四万
十川下流
・早明浦発電所並びに山﨑ダム周辺に於ける共同漁業権免許に係る意見書
・確約書　松田川
・漁業権一斉更新に伴う内水面に関する共同漁業権、区画漁業権の漁場計画
書、
・内水面漁業権の漁場区域について、等
②昭和48年度　漁場計画申請書
・漁業権一斉更新に伴う内水面に関する共同漁業権、区画漁業権の漁場計画
申請
・覚書（野根漁業協同組合、野根川漁業協同組合）、等
③昭和38～48年度　漁業権登録簿（共同）　内共第1～22号
④昭和38～48年度　漁業権図　内共第3、5、6、10号、内水共1、5～8、10、
11、13号、昭和26年内水共第8（仁淀川）、10（渡川）、11号（渡川）、他
⑤昭和43～48年度　漁業権免許図（区画）　内区第4～11号
⑥昭和43～48年度　漁業権登録簿（区画）　内区第1～11号

要審査 無 無

R3-A-2837 水産課 漁業管理課 S48 漁業権免許原議

昭和48年度　漁業権免許並びに登録　内水面
①内共第1号～⑳内共第21号　内共第9号欠番
㉑内区第2号 ㉒内区第3号　㉓内区第4～10号　㉔内区第11号　内区第1号欠
番

要審査 無 無

R3-A-2838 水産課 漁業管理課 S48S49S50S51漁業権遊漁規則

昭和48～51年度　遊漁規則（伺）
安田川、羽根川淡水、野根川淡水、奈半利川淡水、魚梁瀬淡水、芸陽、赤野
川、物部川、嶺北、本川村、鏡川、仁淀川、新荘川、四万十川上流淡水、四
万十川、松田川

要審査 無 無

R3-A-2839 水産課 漁業管理課 S43
区画漁業権免許原議
区画漁業権登録簿・図
漁場計画

①昭和43年度　内水面区画漁業権免許原議
・区画漁業権免許ならびに登録　内区第1～11号
②昭和43年度　漁業権設定関係
・区画漁業権の制限条件　四万十川下流、区画漁業漁場計画申請内容、区画
漁業新漁場計画の決定と公示　内区第1～11号、区画漁業あゆ小割式養殖業
及びあおさ養殖業の漁場計画、等
③区画漁業権登録簿　内水区第1～11号

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-2840 水産課 漁業管理課 S48S49S50S51S52S53
漁業権遊漁規則
漁業権行使規則

①昭和48年度～内水面漁業権行使規則
・昭和48年度　野根川、羽根川淡水、奈半利川淡水、安田川、魚梁瀬淡水、
芸陽、赤野川、物部川、本川村、鏡川、仁淀川、新荘川、四万十川下流、四
万十川漁連、松田川、四万十川中央、入野
・昭和53年度　内区1～10号
②昭和48年度  管理委員会への諮問  内水面漁業権遊漁規則綴（伺）38・8
野根川、羽根川淡水、奈半利川淡水、魚梁瀬淡水、、安田川、芸陽、赤野
川、物部川、嶺北、本川村、鏡川、仁淀川、新荘川、四万十川上流淡水、四
万十川漁連、松田川
漁業権行使規則認可申請書　内区
③松田川　④下ノ加江　⑤四万十川中央　⑥四万十川下流（内区第4～10
号）　⑦松田川（第5種) 　⑧松田川（第1種）　⑨四万十川下流（内共）　
⑩仁淀川　⑪鏡川　⑫本川村　⑬嶺北　⑭嶺北　⑮物部川　⑯赤野川　⑰安
田川　⑱魚梁瀬淡水　⑲奈半利川淡水　⑳羽根川淡水　㉑野根川　㉒新荘川　
㉓四万十川上流淡水　㉔入野　㉕四万十川　㉖別紙

要審査 無 無

R3-A-2841 水産課 漁業管理課 S53

区画漁業権免許原議
区画漁業権登録簿・図
区画漁業権行使規則
漁場計画

①昭和53年度　内水面区画漁業権一斉更新
・内水面第1種区画漁場計画の設定　四万十川下流、内水面区画漁業権漁場
計画設定申請　内区第1～9号、区画漁業権一斉更新に伴う漁場計画、等
②昭和53年度　内水面区画漁業権免許申請書
・区画漁業権免許ならびに登録　内区1～10号
③昭和53年度　内水面区画漁業権免許申請副本・行使規則認可申請副本　内
区第1～10号
④48年度　区画漁業権図　内区第2～12号　9号2種あり
⑤漁業権登録簿　内区第8～12号
⑥昭和58年度　内水面漁業免許原簿謄本等の交付　土佐国道工事事務所
・漁場図、謄本

要審査 無 無

R3-A-2842 水産課 漁業管理課 S58
共同漁業権免許登録原議
共第2033～2060号
深浦～下川口

①第2種共同漁業権免許ならびに登録　甲浦漁業協同組合ほか63組合(84件)
共第2001～共第2017号、共第2019～共第2085号
共同漁業免許申請書
②共第2033号～㉘共第2060号
深浦～下川口

要審査 無 無

R3-A-2843 水産課 漁業管理課 S58
共同漁業権免許登録原議
共第2061～2085号
貝ノ川～鵜来島

①第2種共同漁業権免許ならびに登録　甲浦漁業協同組合ほか63組合(84件)
共同漁業免許申請書
②共第2061～㉕共第2085号
貝ノ川～鵜来島

要審査 無 無

R3-A-2844 水産課 漁業管理課 S58
共同漁業権免許登録原議
共第1001～1035号
甲浦～池ノ浦

①第1種共同漁業権免許ならびに登録 甲浦漁業協同組合ほか65組合(85件)
共第1001号～共第1085号
共同漁業権免許申請書、等
②共第1001～㉘共第1027号､㉙共第1030～㉟共第1035号
甲浦～池ノ浦

要審査 無 無

R3-A-2845 水産課 漁業管理課 S58
共同漁業権免許登録原議
共第1036～1065号
久通～小才角

①第1種共同漁業権免許ならびに登録　甲浦漁業協同組合ほか65組合(85件)
共第1001号～共第1085号
共同漁業権免許申請書、等
②共第1036～㉜共第1065号
久通～小才角

要審査 無 無

332 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-2846 水産課 漁業管理課 S58
共同漁業権免許登録原議
共第1066～1085号

①第1種共同漁業権免許ならびに登録　甲浦漁業協同組合ほか65組合(85件)
共第1001号～共第1085号
共同漁業権免許申請書、等
②共第1066～㉒共第1085号
大浦～鵜来島

要審査 無 無

R3-A-2847 水産課 漁業管理課 S58
共同漁業権免許登録原議
共第2001～2032号
甲浦～宇佐

①第2種共同漁業権免許ならびに登録　甲浦漁業協同組合ほか63組合(84件)
共第2001号～2017号、共第2019～2085号
②第2種共同漁業権免許ならびに登録　下山漁業協同組合　共第2018号　
共同漁業権免許申請書、等
③共第2001～⑲共第2017号　⑳共第2019～㉞共第2032号
甲浦～宇佐

要審査 無 無

R3-A-2848 水産課 漁業管理課 S58
共同漁業権免許登録原議
共第2501～2539号
甲浦～奈半利

①第2種(小型定置)共同漁業権免許ならびに登録 甲浦漁業協同組合ほか36組
合(138件)
共第2501号～共第2539号､共第2542号～共第2640号
共同漁業権免許申請書、等
②共第2501～㊵共第2539号 計39冊
甲浦～奈半利

要審査 無 無

R3-A-2849 水産課 漁業管理課 S58
共同漁業権免許登録原議
共第2540～2588号
下山～中村

①第2種共同(小型定置)漁業権免許ならびに登録　甲浦漁業協同組合ほか36
組合(138件)
共第2501号～共第2539号､共第2542号～共第2640号
②第2種共同(小型定置)漁業権免許ならびに登録(下山漁業協同組合(2件))
共第2540～2541号
共同漁業権免許申請書、等
③共第2542～㊾共第2588号
下山～中村

要審査 無 無

R3-A-2850 水産課 漁業管理課 S58
共同漁業権免許登録原議
共第2589～2640号
布～龍ヶ迫

①第2種(小型定置)共同漁業権免許ならびに登録　甲浦漁業協同組合ほか36
組合(138件)共第2501号～共第2539号､共第2542号～共第2640号
共同漁業権免許申請書、等
②共第2589～（53）共第2640号
布～龍ヶ迫

要審査 無 無

R3-A-2851 水産課 漁業管理課 S58
共同漁業権免許登録原議
共第3001～3039号 3040、3041
野根～古満目、浜改田、吉川村

①第3種(地びき･船びき)共同漁業権免許ならびに登録　野根漁業協同組合 
ほか26組合,共第3001～3039号 計39件 共同漁業免許申請書
共同漁業権免許申請書、等
②共第3001～㊶共第3039号　野根～古満目
㊷香西　共第1028号　㊸十市　共第1029号
㊹第3種(地びき網)共同漁業権免許ならびに登録　浜改田　共第3040号
漁業補償に関する契約書、念書、等
㊺第3種(地びき網)共同漁業権免許ならびに登録　吉川村　共第3041号
・土木部に申入れの補償契約書再検討・協議についての指導要請について
・漁業補償契約書再検討の申入れに伴う回答について　用地管理課、等

要審査 無 無

R3-A-2852 水産課 漁業管理課 S58
共同漁業権免許登録原議
共第3101～3133号
深浦～鵜来島

①第3種共同漁業権免許ならびに登録　甲浦漁業協同組合ほか13組合(33件)
共第3101号～3133号
共同漁業権免許申請書、等
②共第3101号～㉞共第3133号
深浦～鵜来島

要審査 無 無
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R3-A-2853 水産課 漁業管理課 S58
共同漁業権免許登録原議
共第3501～3541号
甲浦～田野町

①第3種(つきいそ)共同漁業権免許ならびに登録　甲浦漁業協同組合ほか60
組合(308件)
共第3501～3553号､共第3555～3556号､共第3558～3560号､共第3562～3565号､
共第3567～3568号､共第3570～3813号
共同漁業権免許申請書、等
②共第3501～㊷3541号
甲浦～田野町

要審査 無 無

R3-A-2854 水産課 漁業管理課 S58S59
共同漁業権免許登録原議
共第3542～3608号 共3814
安田町～吉川村、下山

①昭和59年度　第3種共同(つきいそ)漁業権免許ならびに登録　安芸
共第3554号､共第3557､共第3561号､共第3566号
②昭和58年度　第3種共同(つきいそ)漁業権免許ならびに登録　穴内、下山
共第3569号､共第3814号
③昭和58年度　第3種(つきいそ)共同漁業権免許ならびに登録　甲浦漁業協
同組合ほか60組合(308件)
共第3501～3553号､共第3555～3556号､共第3558～3560号､共第3562～3565号､
共第3567～3568号､共第3570～3813号
昭和58年度　　共同漁業権免許申請書、等
安田町　④共第3542～⑨共第3547号
下山　⑩共第3548～⑫共第3550号
伊尾木川北　⑬共第3551～⑭共第3552号
安芸　⑮共第3553号　⑯共第3555号　⑰共第3556号　⑱共第3558～⑳共第
3560号　㉑共第3562～㉔共第3565号　㉕共第3567号
穴内　㉖共第3568号
芸西　㉗共第3570～㉞共第3577号
手結　㉟共第3578～（51）共第3594号
岸本　（52）共第3595号
赤岡町　（53）共第3596～3（65）3608号

要審査 無 無

R3-A-2855 水産課 漁業管理課 S58
区画漁業権免許登録原議
区3018～3066号　欠3042　3065
須崎～龍ヶ迫

①区画漁業権(魚類養殖)免許ならびに登録　甲浦漁業協同組合 ほか24組合､
94件
区第3002～3041号､区第3043～3064号､区第3066～3097号
区画漁業免許申請書、等
②野見　区第3018号～㉕柏島　区第3041号　㉖一切　区第3043号～㊼龍ヶ迫　
区第3064号

要審査 無 無

R3-A-2856 水産課 漁業管理課 S58
区画漁業権免許登録原議
区第3067～3097号
小筑紫4協～母島

①区画(魚類養殖)漁業権免許ならびに登録　甲浦漁業協同組合ほか24組合
(94件)
区第3002～3041号､区第3043～364号､区第3066～3097号
区画漁業免許申請書、等
②龍ヶ迫　区第3066号
③区第3067～㉝区第3097号
内外の浦～母島

要審査 無 無

R3-A-2857 水産課 漁業管理課 S58
共同漁業権免許登録原議
共第3609～3699号
吉川村～須崎

①第3種共同(つきいそ)漁業権免許ならびに登録　甲浦漁業協同組合ほか60
組合(308件)
共第3501～3553号､共第3555～3556号､共第3558～3560号､共第3562～3565､共
第3567～3568号､共第3570～3813号
共同漁業権免許申請書、等
②共第3609～（92）共第3700号
吉川村～須崎釣

要審査 無 無
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R3-A-2858 水産課 漁業管理課 S58
共同漁業権免許登録原議
共第3701～3777号
久礼～以布利

①第3種共同(つきいそ)漁業権免許ならびに登録　甲浦漁業協同組合ほか60
組合(308件)
共第3501～3553号､共第3555～3556号､共第3558～3560号､共第3562～3565､共
第3567～3568号､共第3570～3813号
共同漁業権免許申請書、等
②共第3701～（78）共第3777号
久礼～以布利

要審査 無 無

R3-A-2859 水産課 漁業管理課 S58
共同漁業権免許登録原議
共第3778～3813号
窪津～鵜来島

①第3種(つきいそ)共同漁業権免許ならびに登録　甲浦漁業協同組合ほか60
組合(308件)
共第3501～3553号､共第3555～3556号､共第3558～3560号､共第3562～3565号､
共第3567～3568号､共第3570～3813号
共同漁業権免許申請書、等
②共第3778～㊲共第3813号
窪津～鵜来島

要審査 無 無

R3-A-2860 水産課 漁業管理課 S58
区画漁業権免許登録原議
区第1001～1008号
深浦

①区画(真珠養殖)漁業権免許ならびに登録　深浦漁業協同組合ほか1法人(8
件)
区第1001号～区第1008号
区画漁業免許申請書、等
②区第1001～⑨区第1008号

要審査 無 無

R3-A-2861 水産課 漁業管理課 S58
区画漁業権免許登録原議
区第2001～2034号
深浦～清水

①区画(真珠母貝養殖)漁業権免許ならびに登録　深浦漁業協同組合ほか18組
合(77件)
区第2001号～区第2077号
区画漁業免許申請書、等
②区第2001～㉟区第2034号
深浦～清水

要審査 無 無

R3-A-2862 水産課 漁業管理課 S58
区画漁業権免許登録原議
区第2035～2077号
清水～藻津

①区画(真珠母貝養殖)漁業権免許ならびに登録　深浦漁業協同組合ほか18組
合(77件)
区第2001号～区第2077号
区画漁業免許申請書、等
②区第2035～㊸区第2077号
清水～藻津

要審査 無 無

R3-A-2863 水産課 漁業管理課 S58

区画漁業権免許登録原議
区第3001～3017号
甲浦～須崎
（上川口）

①第2種区画(いせえび)漁業権免許ならびに登録　上川口漁業協同組合 区第
3001号
②区画漁業権免許申請書、等　上川口　区第3001号
③区画(魚類養殖)漁業権免許ならびに登録 甲浦漁業協同組合ほか24組合(94
件)
区画漁業免許申請書、等
④区第3002～⑲区第3017号
甲浦～須崎

要審査 無 無

R3-A-2864 水産課 漁業管理課 S58
区画漁業権免許登録原議
区第4001～4015号

①区画(藻類養殖)漁業権免許ならびに登録 　深浦漁業協同組合ほか3組合
(15件)
区第4001号～区第4015号
区画漁業免許申請書、等
深浦　②区第4001号～⑫区第4011号
⑬古満目　区第4012号　⑭内外の浦　区第4013号　⑮内外の浦　区第4014号　
⑯宿毛市　区第4015号

要審査 無 無

R3-A-2865 水産課 漁業管理課 S58
定置漁業権免許登録原議
定1001～1020号
野根～奈半利

①定置漁業権免許ならびに登録　野根漁業協同組合 ほか36名 計53件
定第1001～1022､定第1024～1054号
定置漁業免許申請書、等
②定第1001～⑤1004号　⑥定第1006～㉓1022号
野根、佐喜浜～安田

要審査 無 無
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R3-A-2866 水産課 漁業管理課 S58
定置漁業権免許登録原議
定第1021～1041号
田野～伊田

①定置漁業権免許ならびに登録　野根共同大敷組合ほか36名 53件
定第1001～1022､定第1024～1054号
②定置漁業権免許ならびに登録　大山大敷組合　定第1023号
定置漁業免許申請書、等
③定第1024～⑳定第1041号
手結～伊田

要審査 無 無

R3-A-2867 水産課 漁業管理課 S58S59

定置漁業権免許登録原議
定第1042～1054号
以布利～泊浦
定第1055～1056号
奈半利町　古満目

①定置漁業権免許ならびに登録　野根共同大敷組合ほか36名 53件
定第1001～1022､定第1024～1054号
定置漁業免許申請書、等
②定第1042～⑭定第1054号
以布利～泊浦

③定置漁業権免許ならびに登録　奈半利　定第1055号
④定置漁業権免許ならびに登録　古満目　定第1055号

要審査 無 無

R3-A-2868 水産課 漁業管理課 S53 定置漁業権　漁場計画設定申請書原議
昭和53年度　西部海区　定置漁業漁場計画
・鈴、伊田、以布利、窪津、貝の川、伊佐、古満目、柏島、安満地、他

要審査 無 無

R3-A-2869 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第3709～共第3743号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
以布利　①共第3709～⑧共第3716号
窪津　⑨共第3717～⑫共第3720号
⑬清水　共第3721　⑭清水　共第3722号　⑮三崎　共第3723号　⑯下川口　
共第3724号
⑰大浦　共第3725号　⑱月灘　共第3726　⑲月灘　3727号　⑳浦尻　共第
3728号
㉑古満目　共第3729号　㉒古満目　3730号　㉓柏島　共第3731号　㉔一切　
共第3732号
㉕安満地　共第3733号　㉖橘浦　共第3734号　㉗橘浦　共第3735号　㉘泊浦　
共第3736号
㉙泊浦　共第3737号　㉚龍ヶ迫　共第3738号　㉛宿毛市　共第3739号　㉜宿
毛市　共第3740号　㉝母島　共第3741号　㉞母島　共第3742号　㉟弘瀬　共
第3743号

要審査 無 無

R3-A-2870 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第3744～共第3779号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
佐賀町　①共第3744号～㉛共第3774号
㉜三崎　共第3775号　㉝安芸　共第3776～3779号

要審査 無 無

R3-A-2871 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第3800～3809

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
①下山　共第3800、3801号　②十市・浜改田・香西・久枝　共第3802号
③鵜来島　共第3803号　④佐賀町　共第3804号　⑤以布利　共第3805号
⑥窪津　共第3806号　⑦古満目　共第3807号　⑧宇佐　共第3808号
⑨佐喜浜町　共第3809号

要審査 無 無

R3-A-2872 水産課 漁業管理課 S49S50S51
区画漁業権免許登録原議
区第2050号～2065号、区第3120号

昭和49年度　区画漁業権免許ならびに登録
①志和　区第2050号　②佐賀町　区第2051～2054号　③伊田　区第2055号
昭和51年度　区画漁業権免許ならびに登録
④月灘　区第2056～2061号　⑤下川口　区第2062、2063号　⑥三崎　区第
2064、2065号
⑦手結　区第3120号

要審査 無 無

R3-A-2873 水産課 漁業管理課 S48 共同漁業権行使規則認可原議（西部）

西部海区　共同漁業権行使規則認可原議
伊田、上川口、入野、田野浦、中村市、布、下ノ加江、以布利、窪津、清
水、下川口、貝の川、三崎、小才角、才角、大浦、月灘、浦尻、古満目、柏
島、一切、安満地、橘浦、泊浦、龍ヶ迫、栄喜、小筑紫、大海、内外の浦、
宿毛市、藻津、母島、鵜来島、三崎、月灘、弘瀬

要審査 無 無
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R3-A-2874 水産課 漁業管理課 S48 共同漁業権行使規則認可原議（中部）

中部海区　共同漁業権行使規則認可原議
高知市、漁業協定書（高知市・御畳瀬）、手結、岸本、赤岡町、吉川村、久
枝、香西、浜改田、十市、御畳瀬、三浦、新居、宇佐、深浦、池ノ浦、久
通、大谷、野見、錦浦、須崎町、須崎釣、久礼、上ノ加江、矢井賀、志和、
興津

要審査 無 無

R3-A-2875 水産課 漁業管理課 S47S48 共同漁業権行使規則認可原議（東部）

昭和47・48年度　東部海区　共同漁業権行使規則認可原議
・共同漁業権行使規則の認可について
下川口、甲浦、野根、佐喜浜町、椎名、三津、高岡、室戸岬、室戸、吉良川
町、羽根町、加領郷、奈半利町、田野町、安田町、下山、伊尾木川北、安
芸、穴内、芸西

要審査 無 無

R3-A-2876 水産課
漁業管理課
（海区）

S48
漁場計画申請書
（第二種共同漁業（西部海区））

西部海区 漁場計画申請書(第二種共同)
佐賀町～鵜来島　共第2043～2084号

要審査 無 無

R3-A-2877 水産課
漁業管理課
（海区）

S48
漁場計画申請書
（第二種共同漁業（東部　中部　海区））

東部･中部海区　漁場計画申請書(第2種共同漁業)
甲浦～興津　共第2001～2042号

要審査 無 無

R3-A-2878 水産課
漁業管理課
（海区）

S47
漁場計画申請書
（第一種共同漁業　第三種共同漁業）

①昭和47年度　漁場計画申請書(第1種共同漁業)
甲浦～鵜来島　共第1001～1084号
②漁場計画申請書(第3種共同漁業)
野根～古満目　共第3001～3743号、清水～弘瀬　共第3101～3120号、
甲浦～弘瀬　共第3501～3743号

要審査 無 無

R3-A-2879 水産課 漁業管理課 S49S50S51 区画漁業権行使規則認可原議

特定区画漁業権行使規則綴(昭和49年以降)
・昭和51年度　区画漁業権行使規則の変更認可
宿毛市、三崎、下川口、手結、月灘
・昭和50年度　区画漁業権行使規則変更認可　清水
土佐清水市あしずり港フェリーバース建設事業に関連して放棄する区第2026
号について、議事録、等
・昭和49年度　 区画漁業権行使規則の変更認可　柏島
・昭和49年度　 特定区画漁業権行使規則の変更認可　志和、佐賀町、伊田

要審査 無 無

R3-A-2880 水産課 漁業管理課 明治末期～昭和21年頃まで専用漁業権台帳　2冊

①専用漁業権台帳　会名・免許番号、漁業の種類、漁獲物の種類、漁業時
期、等
明治43～昭和21年
②専用漁業権台帳綴　漁業権者・免許番号、漁業の種類、漁獲物の種類、漁
業時期、等
明治39～昭和21年

要審査 無 無

R3-A-2881 水産課 漁業管理課 S43
漁業権免許（魚類その他）
区第3106～区第3122号 　44.1.1～48.8.31

区画漁業権免許申請書、等
小筑紫・栄喜・大海・内外の浦　①区第3106～⑥区第3111号
宿毛市　⑦区第3112～⑭区第3119号
⑮藻津　区第3120号　⑯母島　区第3121号　⑰母島　区第3122号
区画漁業免許状
⑱宿毛市　⑲藻津

要審査 無 無

R3-A-2882 水産課 漁業管理課 S43
漁業権免許（魚類その他）
区第3084～3105号　44.1.1～48.8.31

漁業権免許申請書綴(区第3084号～区第3105号)
・区画漁業免許状、区画漁業免許申請書、等
古満目、柏島、一切、安満地、橘浦、泊浦、小筑紫、栄喜、大海、内外の浦

要審査 無 無

R3-A-2883 水産課 漁業管理課 S43
漁業権免許（魚類その他）　区第3057～区第
3083号（含区第3123号）
（欠番区第3071号）　44.1/1～48.8/31

昭和43年度　（別綴（5））　昭和44年1月　区画漁業権免許原議 魚類その
他　区第3057～3083、3123（欠番3071号）
・区画漁業免許状、区画漁業免許申請書、等

要審査 無 無
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複製物の
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有無

R3-A-2884 水産課 漁業管理課 S38 漁業権免許

漁業権免許並びに登録、等共　第3597号～共第3621号
①御畳瀬　共第3597～3607号　②浦戸　共第3608～3611号　③長浜　共第
3612、3613号
④高知港　共第3614～3618号　⑤御畳瀬　共第3619号　⑥宇佐　共第3020、
3021号

要審査 無 無

R3-A-2885 水産課 漁業管理課 S39S40S41S42S43S44S45S46S47S48漁業権免許登録原簿（区画漁業）No.3

漁業権登録原簿、漁業図
西部海区 ①区第3101号～㉒区第3122号
中部海区　㉘区第3123号　㉙区第3124号
西部海区　㉚区第3125号～㉞区第3129号
中部海区　㉟区第3130号～㊳区第3133号
西部海区　㊴区第3134号～㊷区第3136号
中部海区　㊸区第1001号～（84）区第1041号
西部海区　（85）区第1042号～（115）区第1071号
中部海区　（116）区第1072号～（118)区第1074号
西部海区　（119）区第1075号～（122）区第1078号
中部海区　（123）区第1079号～（128）区第1084号
西部海区　（129）区第1085号～(138）区第1094号

要審査 無 無

R3-A-2886 水産課 漁業管理課 S43S44S45S46S47S48漁業権免許登録原簿（区画漁業）

漁業権登録原簿、漁業図
東部海区　①区第2001号　②区第2002号
中部海区　③区第2003号～⑫区第2012号
西部海区　⑬区第2013号～（200）2200号

要審査 無 無

R3-A-2887 水産課
漁業管理課
（海区）

S43S44S45S46S47S48漁業免許登録原簿（区画漁業）No.3

漁業権登録原簿、漁業図
東部海区　①区第3001号
中部海区　②区第3002号～㉙区第3029号
西部海区　㉚区第3030号～（55)区第3055号
中部海区　(56）区第3056号～（83）区第3083号
西部海区　（84）区第3084号～（100）3100号　（101）区第2201号～(135）
区第2235号

要審査 無 無

R3-A-2888 水産課
漁業管理課
（海区）

S48
区画漁業権免許登録原議
区第1001号～区第1012号

昭和48年度　区画漁業権免許ならびに登録
①区第1001号～⑫区第1012号

要審査 無 無

R3-A-2889 水産課
漁業管理課
（海区）

S43S44S45S46S47S48漁業権免許登録原簿（定置漁業）

漁業権登録原簿、漁業図
東部海区 ①定第1001号～⑯定第1016号
中部海区　⑰定第1017号～㉘定第1028号（㉖定第1026号　漁業図面なし）
西部海区　㉙定第1029号～（52）定第1052号（㉚定第1030号　海区保留）
中部海区　(53）定第1053号

要審査 無 無

R3-A-2890 水産課
漁業管理課
（海区）

S48
区画漁業権免許登録原議
区第2001～区第2049号（欠番区第2039号）

昭和48年度　区画漁業権免許ならびに登録
久礼　①区第2001号　②区第2002号
③上ノ加江　区第2003号　④佐賀町　区第2004号
上川口　⑤区第2005～⑧区第2008号
⑨布　区第2009号　⑩下ノ加江　区第2010号
以布利　⑪区第2011～⑬区第2013号
清水　⑭区第2014～㉙区第2029号
三崎　㉚区第2030～㊱区第2036号
㊲下川口　区第2037号　㊳貝の川　区第2038号
古満目　㊴区第2040号　㊵区第2041号
㊶安満地　区第2042号　㊷橘浦　区第2043号　
宿毛市　㊸区第2044～㊼区第2048号
㊽藻津　区第2049号

要審査 無 無
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作成
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ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の
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R3-A-2891 水産課
漁業管理課
（海区）

S48S49S50S51S52S53
漁業権免許登録原簿（図面添付）　区3001～
3120　区4001～4016

区画漁業権免許登録原簿、漁場図
東部　区第3001～3004号、
中部　区第3005～3046号、3117～3120号、4001～4011号
西部　区第3047～3116号、4012～4016号

要審査 無 無

R3-A-2892 水産課
漁業管理課
（海区）

S48S49S50S51S52S53
漁業権免許登録原簿（図面添付）　定1001～
1071号　区2001～2063号
（欠　2035、2036号）

昭和48～53年度　漁業権原簿、漁場図
①定1001号～1071号
東部　定第1001～1018号、1057号、1058号、1061～1063号
中部　定第1019～1031号、1068号、1071号
西部　定第1032～1056号、1059号、1060号、1064～1067号、1069号、1070号
②区2001～2063号（欠2035、2036号）
中部　区第2001～2003号、2050号
西部　区第2004～2034号、2037～2049号、2051～2063号

要審査 無 無

R3-A-2893 水産課
漁業管理課
（海区）

S48S49S50S51S52S53
漁業権免許登録原簿（添付共有権者）図面は
別途2に添付　定1001～1071号

昭和48～53年度　漁業権免許登録原簿　添付共有権者一覧
東部　定第1001～1018号、　1057号、1058号、1061～1063号
中部　定第1019～1031号、1068号、1071号
西部　定第1032～1056号　1059号、1060号、1064～1067号、1069号、1070号

要審査 無 無

R3-A-2894 水産課
漁業管理課
（海区）

S47
漁場計画申請書　（区画漁業（真珠・母貝・
藻類））

漁業計画申請書　区画漁業(真珠･真珠母貝･藻類)
・施設構造図、漁場図
・漁場計画の取り下げ届、　　等
区第1001～1011号、区第2001～2013号、区第2015～2049号 区第4001～4016
号

要審査 無 無

R3-A-2895 水産課
漁業管理課
（海区）

S47 漁業計画申請書　区画漁業(魚類その他)
漁場計画申請書（区画漁業　魚類その他）
区第3001～3117号
甲浦～母島

要審査 無 無

R3-A-2896 水産課
漁業管理課
（海区）

S48
定置漁業権免許登録原議　定1001～定1031号
（欠番 定1030号）

定置漁業権免許ならびに登録
①定第1001号～㉚定第1030号

要審査 無 無

R3-A-2897 水産課
漁業管理課
（海区）

S47S48S49S50S51S52漁場計画設定申請書綴（共同・区画・定置）
昭和47～52年度　共同･区画･定置  漁場計画設定申請書綴(正本)№2
羽根町、以布利、窪津、下川口、三崎、安芸、手結、大浦、月灘、佐賀町、
興津、甲浦、奈半利、志和、伊田、清水、貝の川、下ノ加江、個人

要審査 無 無

R3-A-2898 水産課 漁業管理課 S49S50S51S52共同漁業権行使規則変更認可原議

昭和49年度　共同漁業権行使規則変更認可
①奈半利町　②興津　③錦浦､須崎町､須崎釣　④久通、大谷、野見、上ﾉ加
江、古満目、柏島、　安満地、小筑紫、内外の浦、栄喜、大海、宿毛市、鵜
来島、⑤深浦・興津　⑥三崎
⑦昭和50年度　共同漁業権行使規則変更認可　宇佐　
⑧昭和50年度　共同漁業権行使規則認可　三崎
⑨昭和50年度　共同漁業権行使規則変更認可
岸本、加領郷、宇佐、安満地、小筑紫､内外ﾉ浦､栄喜､大海
⑩昭和50年度　共同漁業権行使規則変更認可　錦浦､須崎釣､須崎町
昭和51年度　共同漁業権行使規則変更認可
⑪久礼　⑫下川口　⑬三崎　⑭下川口　⑮池ノ浦・月灘
⑯昭和51年度　共同漁業権行使規則認可　大浦・月灘
⑰昭和51年度　共同漁業権行使規則変更認可　安芸
⑱昭和50年度　共同漁業権行使規則認可　佐賀町
⑲昭和50年度　共同漁業権行使規則変更認可　清水
昭和52年度　共同漁業権行使規則変更認可
⑳一切　㉑上ノ加江
昭和51年度　共同漁業権行使規則変更認可
㉒宿毛市　㉓羽根町

要審査 無 無
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R3-A-2899 水産課 漁業管理課 S49 区画共同漁業権変更免許登録原議

①昭和49年度　漁業権変更免許登録並びに公示
漁業免許変更申請書、等
②共第1077号、共第2077号　③共第1067号、共第2067号、共第3041号　
④共第1041号、共第2039号　⑤共第1072号、共第2072号
⑥共第1070号、共第2070号、区第3062号　⑦共第1078号、共第2078号
⑧共第1084号、共第2084号　⑨共第1037号、共第2036号

要審査 無 無

R3-A-2900 水産課 漁業管理課 S49S50 共同漁業権変更免許登録原議

①昭和49年度　共同漁業権変更免許登録並びに公示
共第1038、1039、2037号　錦浦・須崎町・須崎釣
②昭和50年度　共同漁業権変更免許登録並びに公示
共第1033、2032号　宇佐、池ノ浦　共第1038、3030号　錦浦、須崎町、須崎
釣
③昭和49年度　共同漁業権変更免許登録並びに公示
共第1034、2033、3028号　深浦　共第1044、2042、3031号　興津

要審査 無 無

R3-A-2901 水産課 漁業管理課 S49S50S51S52共同漁業権変更免許登録原議

①昭和50年度　共同漁業権の変更免許及び登録並びに公示
加領郷、宇佐、池ノ浦、岸本、安満地、小筑紫、大海、内外ノ浦、栄喜
共第1014、2013、1033、2032、1027、3017、1072、2072、1077、2077号
②昭和51年度　共同漁業権の変更免許及び登録並びに公示
宇佐、池ノ浦　共第1033、2032号

要審査 無 無

R3-A-2902 水産課 漁業管理課 S50S51S52 共同・区画漁業　変更免許登録原議

①昭和51年度　区画漁業権の変更免許及び登録並びに公示　宿毛市　区第
3107号
昭和51年度　共同漁業権の変更免許及び登録並びに公示
②月灘　共第1066、2066号　③久礼　共第1040、2038号　④三崎　共第
1059、2058号
⑤昭和50年度　共同漁業権の変更免許及び登録並びに公示　清水　共第
1058、2056号
⑥昭和51年度　共同漁業権の変更免許及び登録並びに公示　宿毛市　共第
1078、2078号
⑦昭和52年度　共同漁業権の変更免許及び登録並びに公示　一切　共第
1071、2071号

要審査 無 無

R3-A-2903 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第3001～共第3043号　欠3039号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
①野根　共第3001号　②佐喜浜町　共第3002号
③奈半利町　共第3003号
田野町　④共第3004号　⑤共第3005号
安田町　⑤共第3006号　⑥共第3007号
伊尾木川北　⑥共第3008号　⑦共第3009号
安芸　⑧共第3010号　⑨共第3011号
穴内　⑩共第3012号　⑪共第3013号
芸西　⑫共第3014号　⑬共第3015号
⑭手結　共第3016号　⑮岸本　共第3017号　⑯赤岡　共第3018号　⑰吉川村　
共第3019号
⑱久枝　共第3020号　⑲香西　共第3021号　⑳浜改田　共第3022号　㉑十市　
共第3023号
高知市　㉒共第3024号　㉓共第3025号
㉔三浦　共第2026号　㉕新居　共第3027号　㉖深浦　共第3028号　㉗久通　
共第3029号
㉘錦浦　共第3030号　㉙興津　共第3031号　㉚入野　共第3032号
中村市　㉛共第3033～㉝共第3035号
㉞下の加江　共第3036号　㉟以布利　共第3037号
㊱清水　共第3038号　㊲三崎　共第3040号
古満目　㊳共第3041～㊵3043号

要審査 無 無

R3-A-2904 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第3600～共第3639号

昭和48年度　共同漁業権ならびに登録
高知市　①共第3600～㉗共第3627号
御畳瀬　㉘共第3628～㊴共第3639号

要審査 無 無
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R3-A-2905 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第3568～共第3599号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
手結　①共第3568～⑨共第3576号
赤岡町　⑩共第3577～㉒共第3589号
㉘岸本　共第3590号
吉川村　㉙共第3591～㉛共第3593号
㉜久枝　共第3594号
高知市　㉝共第3595～㊲3599号

要審査 無 無

R3-A-2906 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第3536～共第3567号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
安田町　①共第3536～⑥共第3541号
下山　⑦共第3542号
伊尾木川北　⑧共第3543号　⑨共第3544号
安芸　⑩共第3545～⑯共第3551号
⑰穴内　共第3552号
芸西　⑱共第3553号～㉕共第3560号
手結　㉖共第3561号　㉗共第3562-1　㉘3562-2号　㉙共第3563～㉝共第3567
号

要審査 無 無

R3-A-2907 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第3501～共第3535号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
甲浦　①共第3501～③共第3503号
野根　④共第3504号　⑤共第3505号
佐喜浜町　⑥共第3506号　⑦共第3507号
椎名　⑧共第3508号　⑨共第3509号
三津　⑩共第3510号　⑪共第3511号
⑫高岡　共第3512号（高岡）
室戸岬　⑬共第3513～⑮共第3515号
⑯室戸、室戸岬　共第3516号
室戸　⑰共第3517～㉑共第3521号
吉良川町　㉒共第3522～㉔共第3524号
羽根町　㉕共第3525号　㉖共第3526号
加領郷　㉗共第3527～㉚共第3530号
奈半利町　㉛共第3531～㉝共第3533号
田野町　㉞共第3534～㉟共第3535号

要審査 無 無

R3-A-2908 水産課 漁業管理課 S48S49
共同漁業権免許登録原議
共第3101～共第3121号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
清水 ①共第3101～⑦共第3107号
⑧下川口　共第3108号　⑨小才角　共第3109号　⑩大浦　共第3110号
月灘　⑪共第3111～⑭共第3114号
⑮古満目　共第3115号　⑯柏島　共第3116号　⑰龍ヶ迫　共第3117号　⑱母
島　共第3118号
⑲弘瀬　共第3119号　
昭和49年度　共同漁業権免許ならびに登録
⑳興津　共第3120号　㉑三崎　共第3121号

要審査 無 無

R3-A-2909 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第2529～共第2555号　欠2533号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
吉良川町　①共第2529～④共第2532号
羽根町　⑤共第2534～⑩共第2539号
⑪加領郷　共第2540号
奈半利町　⑫共第2541　⑬共第2542号
下山　⑭共第2543～⑯共第2545号
芸西　⑰共第2546～⑲共第2548号
⑳手結　共第2549号
宇佐・池ノ浦　㉑共第2550～㉖共第2555号

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-2910 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第2556～共第2579号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
宇佐・池ノ浦　①共第2556～⑦共第2562号
⑧須崎釣・須崎町・錦浦・野見・大谷・久通　共第2563号
久通　⑨共第2564号　⑩共第2564の1号
⑪大谷・野見・久通・須崎釣・須崎町・錦浦　共第2565号
久礼　⑫共第2566～⑯共第2570号
上ノ加江　⑰共第2571～㉕共第2579号

要審査 無 無

R3-A-2911 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第2580～共第2613号　欠2590、2591号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
矢井賀　①共第2580～⑤共第2584号
志和　⑥共第2585～⑩2589号
⑪伊田　共第2592号
以布利　⑫共第2593～㉚共第2611号
窪津　㉛共第2612号　㉜共第2613号

要審査 無 無

R3-A-2912 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第2614～共第2645号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
清水　①共第2614～④共第2617号　
⑤貝の川　共第2618号　
月灘　⑥共第2619～⑧共第2621号　
古満目　⑨共第2622～⑪共第2624号　
一切　⑫共第2625～⑭共第2627号　
安満地　⑮共第2628～⑲共第2632号　
橘浦　⑳共第2633～㉒共第2635号　
龍ヶ迫　㉓共第2636～㉙共第2642号　
㉚下川口　共第2643号　㉛窪津　共第2644号　㉜野根　共第2645号

要審査 無 無

R3-A-2913 水産課 漁業管理課 S49S50S51S52S53S54
共同漁業権免許・登録原議
共第2646～2656号
（不足　2655、2656）

①昭和49年度　共同漁業権免許ならびに登録　奈半利町　共第2646号
昭和50年度　共同漁業権免許ならびに登録
佐賀町　②共第2647～④共第2649号
⑤大浦　共第2650号
⑥月灘　共第2651、2652号
⑦昭和51年度　共同漁業権免許ならびに登録　羽根町　共第2653～2654号
⑧昭和53年度　共同漁業権免許ならびに登録　上ノ加江　共第2655号
⑨昭和54年度　共同漁業権免許ならびに登録　高岡　共第2656号

要審査 無 無

R3-A-2914 水産課 漁業管理課 S38S39S40S41S42S43S44S45S46S47S48
漁業権免許登録原簿(共同漁業)
共第3001～3064号

漁業権免許登録原簿(共同漁業)、漁場図
東部　共第3001～3014号、共第3061号
不明　共第3015号～3024号
中部　共第3025～3033号
西部　共第3034～3060号、共第3062～3064号

要審査 無 無

R3-A-2915 水産課 漁業管理課 S38S39S40S41S42S43S44S45S46S47S48
漁業権免許登録原簿(共同漁業権)
(共第1001～1088号 共第2001～2082号)

漁業権免許登録原簿(共同漁業権)、漁場図
東部　共第1001～1024号、共第2001～2024号
中部　共第1025～1043号、共第2025～2040号
西部　共第1044～1088号、共第2041～2086号

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-2916 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第1001～1033号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
①甲浦　共第1001号　②野根　共第1002号　　③佐喜浜町　共第1003号　④
椎名　共第1004号
⑤三津　共第1005号　⑥高岡　共第1006号
室戸岬　⑦共第1007～⑨共第1009号
⑩室戸　共第1010号　⑪吉良川町　共第1011号　⑫羽根町　共第1012号
⑬羽根町　共第1013号　⑭加領郷　共第1014号　⑮奈半利町　共第1015
⑯奈半利町　共第1016号　⑰安田町　共第1017号　⑱安田町　共第1018号
⑲下山　共第1019号　⑳安芸　共第1020号　㉑安芸　共第1021号　㉒安芸、
穴内　共第1022号　㉓穴内　共第1023号　㉔芸西　共第1024号　㉕芸西　共
第1025号　㉖手結　共第1026号
㉗岸本　共第1027号　㉘香西　共第1028号　㉙十市　共第1029号　㉚高知市　
共第1030号
㉛三浦　共第1031号　㉜新居　共第1032号　㉝宇佐　共第1033号

要審査 無 無

R3-A-2917 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第1034～1062号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
①深浦　共第1034号　②野見　共第1035号　③久通　共第1036号
④野見、大谷、久通　共第1037号　⑤錦浦、須崎町、須崎釣　共第1038号
⑥錦浦、須崎町、須崎釣　共第1039号　⑦久礼　共第1040号　⑧上ノ加江　
共第1041号
⑨矢井賀　共第1042号　⑩志和　共第1043号　⑪興津　共第1044号　⑫興津　
共第1045号
⑬佐賀町　共第1046号　⑭伊田　共第1047号　　⑮上川口　共第1048　⑯上
川口　共第1049号　⑰入野　共第1050号　⑱田野浦　共第1051号　⑲中村市　
共第1052号　⑳布　共第1053号
㉑布　共第1054号　　㉒下ノ加江　共第1055号　㉓以布利　共第1056号　　
㉔窪津　共第1057号　㉕清水　共第1058号　㉖三崎　共第1059号　㉗下川口　
共第1060号　㉘貝の川　共第1061号
㉙下川口　共第1062号

要審査 無 無

R3-A-2918 水産課 漁業管理課 S48S53
共同漁業権免許登録原議
共第1063～1090号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
①小才角　共第1063号　②小才角　共第1064号　③大浦　共第1065号　④月
灘　共第1066号
⑤古満目　共第1067号　⑥浦尻　共第1068号　⑦古満目　共第1069号　⑧柏
島　共第1070号
⑨一切　共第1071号　⑩安満地　共第1072号　⑪橘浦　共第1073号　⑫泊浦　
共第1074号
⑬龍ヶ迫　共第1075号　⑭龍ヶ迫　共第1076号　⑮小筑紫、栄喜、大海、内
外ノ浦　共第1077号
⑯宿毛市　共第1078号　⑰藻津　共第1079号　⑱母島　共第1080号　⑲弘瀬　
共第1081号
⑳弘瀬　共第1082号　㉑鵜来島　共第1083号　㉒鵜来島　共第1084号
昭和53年度　共同漁業権免許ならびに登録
㉓甲浦　共第1085号　㉔野根　共第1086号　㉕佐喜浜町　共第1087号　㉖椎
名　共第1088号
㉗三津　共第1089号　㉘高岡　共第1090号

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-2919 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第2001～2026号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
①甲浦　共第2001号　②野根　共第2002号　③佐喜浜町　共第2003号　④椎
名　共第2004号　
⑤三津　共第2005号　⑥高岡　共第2006号　
室戸岬　⑦共第2007～⑨共第2009号　
⑩室戸　共第2010号　⑪吉良川町　共第2011号　⑫羽根町　共第2012号
⑬加領郷　共第2013号　⑭奈半利町　共第2014　⑮奈半利町　共第2015号
⑯安田　共第2016号　⑰安田　共第2017号　⑱下山　共第2018号
⑲伊尾木川北　共第2019号　
安芸　⑳共第2020～㉒共第2022号
㉓安芸、穴内　2023号　㉔穴内共第2024号（）㉕芸西　共第2025号　㉖芸西　
共第2026号

要審査 無 無

R3-A-2920 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第2027～2050号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
①手結　共第2027号　②吉川村　共第2028号　③高知市　共第2029号
④三浦　共第2030号　⑤新居　共第2031号　⑥宇佐　共第2032号
⑦深浦　共第2032号　⑧錦浦、須崎町、須崎釣、大谷、野見、久通　共第
2034号
⑨久通　共第2035号　⑩大谷　共第2036号　⑪錦浦、須崎町、須崎釣　共第
2037号
⑫久礼　共第2038号　⑬上ノ加江　共第2039号　⑭矢井賀　共第2040号
⑮志和　共第2041号　⑯興津　共第2042号　⑰佐賀町　共第2043号　⑱伊田　
共第2044号
⑲上川口　共第2045　⑳上川口　共第2046号　㉑入野　共第2047号
㉒田野浦　共第2048号　㉓中村市　共第2049号　㉔中村市　共第2050号

要審査 無 無

R3-A-2921 水産課 漁業管理課 S47S48 幡多海区　定款変更認可

昭和47～48年度　定款変更認可　（幡多海区）
佐賀町、伊田、上川口、入野、田野浦、中村市、布、下の加江、以布利、窪
津、清水、三崎、下川口、貝の川、小才角、才角、大浦、浦尻、古満目、柏
島、一切、安満地、橘浦、泊浦、竜ヶ迫、栄喜、小筑紫、大海、内外の浦、
宿毛市、藻津、母島、弘瀬、鵜来島

要審査 無 無

R3-A-2922 水産課 漁業管理課 S47S48 定款変更認可　安芸・中土佐海区

昭和47～48 定款変更認可（安芸・中土佐海区）
甲浦、野根、佐喜浜、椎名、三津、高岡、室戸岬、室戸、吉良川町、羽根
町、加領郷、奈半利町、田野町、安田町、下山、伊尾木川北、安芸、穴内、
芸西、手結、岸本、赤岡町、吉川村、久枝、十市、高知市、御畳瀬、三浦、
新居、宇佐、池ノ浦、大谷、野見、須崎釣、錦浦、須崎町、久礼、上ノ加
江、矢井賀、志和、興津

要審査 無 無

R3-A-2923 水産課 漁業管理課 S47S48
定款変更認可　内水面　業種別　加工　生産　
連合会

昭和47～48 定款変更認可　内水面　業種別　加工　生産　連合会
・内水面　野根川、羽根川、魚梁瀬、安田川、芸陽、赤野川、物部川、嶺
北、本川村、鏡川、仁淀川、新荘川、四万十川、四万十川東部、四万十川西
部、四万十川下流、四万十川中央、松田川
・業種別　高知県無線、高知県鰹鮪、高知県定置、土佐鰹、高知県淡水養
殖、須崎無線、高知県旋網、鵜来島電力利用
・加工　宇佐鰹節水産加工業、土佐清水鰹節水産加工業、土佐清水市下の加
江水産加工業
・生産　佐喜浜漁業生産、須崎漁業生産、内外の浦漁業生産
・連合会　高知県内水面漁業協同組合連合会、四万十川漁業協同組合連合会

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-2924 水産課
漁業管理課
（海区）

S43 定置漁業漁場計画設定申請書綴

昭和43年度　漁業権一斉切替関係定置漁業漁場計画設定申請書（昭和43年6
月）
・設定申請書、漁具構造図
東部　野根、佐喜浜、椎名、三津、高岡、安田町、大山、他
中部　宇佐、浦之内、大谷、久礼、上ノ加江、矢井賀、志和、興津、佐賀
町、伊田、伊佐、松尾、貝の川、古満目、柏島、安満地、弘瀬、以布利、窪
津、他

要審査 無 無

R3-A-2925 水産課 漁業管理課 S45 共同漁業権変更免許登録原議
昭和45年度　共同漁業権変更免許登録並びに公示
錦浦、須崎釣、須崎町　共第1037号、2034号、3032号

要審査 無 無

R3-A-2926 水産課 漁業管理課 S47
区画漁業権免許登録原議
区第2236～2244号

区画漁業権の免許並びに登録
清水　区第2236～2244号

要審査 無 無

R3-A-2927 水産課 漁業管理課 S38S39S40S41S42S43S44S45S46S47S48
漁業権免許登録原簿
(共同漁業)　共第3501～3735号

漁業権免許登録原簿(共同漁業権)
東部　共第3501～3554号、共第3680～3683号、共第3734号、共第3735号
中部　共第3555～3653号、共第3684～3708号
西部　共第3654～3679号、共第3709～3733号

要審査 無 無

R3-A-2928 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業免許登録原議
共第2051号～2084号

昭和48年度　共同漁業権免除ならびに登録
①布、中村市　共第2051号　②布　共第2052号　③下ノ加江　共第2053号
④以布利　共第2054号⑤窪津　共第2055号　⑥清水　共第2056号　
⑦三崎　共第2057号　⑧三崎　共第2058号　⑨下川口　共第2059号　⑩貝の
川　共第2060号　
⑪下川口　共第2061号　⑫下川口　共第2062号　⑬小才角　共第2063号
⑭小才角　共第2064号　⑮大浦　共第2065号　⑯月灘　共第2066号　
⑰古満目　共第2067号　⑱浦尻　共第2068号　⑲古満目　共第2069号　
⑳柏島　共第2070号　㉑一切　共第2071号　　㉒安満地　共第2072号　㉓橘
浦　共第2073号　
㉔泊浦　共第2074号　㉕龍ヶ迫　共第2075号　㉖龍ヶ迫　共第2076号　
㉗小筑紫、栄喜、大海、内外ノ浦　共第2077号　㉘宿毛市　共第2078号　
㉙藻津　共第2079号　㉚母島　共第2080号　㉛弘瀬　共第2081号　㉜弘瀬　
共第2082号
㉝鵜来島　共第2083号　㉞鵜来島　共第2084号

要審査 無 無

R3-A-2929 水産課 漁業管理課 S48
共同漁業権免許登録原議
共第2501号～共第2528号

昭和48年度　共同漁業権免許ならびに登録
甲浦　①共第2501～③共第2503号
野根　④共第2504～⑦共第2507号
佐喜浜町　⑧共第2508～⑳共第2520号
椎名　㉑共第2521～㉔共第2524号
三津　㉕共第2525～㉗共第2527号
高岡　㉘共第2528号

要審査 無 無

R3-A-2930 水産課 漁業管理課 S45 認定航海当直

昭和45年度　認定航海当直部員課程関係書類綴　№1　高知県水産課
・認定航海当直部員課程講習会の開催
・高知県鮪漁船認定航海当直員課程講習会実施要領
・認定航海当直部員課程講習会時間表　・甲板部　・機関部
・認定航海当直部員課程の講習科目の細目別時間表　・甲板部　・機関部
・認定航海当直部員課程講習会指導要領、等

要審査 無 無

R3-A-2931 水産課
漁業管理課
（海区調整委
員会）

S48
区画漁業権免許登録原議
区第3001号～区第3035号

昭和48年度　区画漁業権免許ならびに登録
甲浦　①区第3001号　②区第3002号
宇佐　③区第3003～⑩区第3010号
深浦　⑪区第3011～⑱区第3018号
野見　⑲区第3019～㉕区第3025号
大谷　㉖区第3026～㉟区第3035号

要審査 無 無
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R3-A-2932 水産課
漁業管理課
（海区調整委
員会）

S48
区画漁業権免許登録原議
区第3036号～区第3066号（欠番　区第3055
号）

昭和48年度　区画漁業権免許ならびに登録
大谷　①区第3036～③区第3038号
錦浦・須崎町・須崎釣　④区第3039～⑦区第3042号
⑧久礼　区第3043号　⑨上ノ加江　区第3044号　⑩矢井賀　区第3045号　⑪
興津　区第3046号
⑫土佐清水　区第3047号　⑬以布利　区第3048号
清水　⑭区第3050～⑯区第3052号
⑰月灘　区第3053号　⑱月灘　区第3054号
古満目　⑲区第3056号～㉔区第3061号
柏島　㉕区第3062号～㉘区第3066号

要審査 無 無

R3-A-2933 水産課
漁業管理課
（海区調整委
員会）

S48
区画漁業権免許登録原議
区第3067号～区第3094号

昭和48年度　区画漁業権免許ならびに登録
一切　①区第3067～④区第3070号
安満地　⑤区第3071～⑦区第3073号
橘浦　⑧区第3074～⑫区第3078号
泊浦　⑬区第3079～⑱区第3084号
龍ヶ迫　⑲区第3085～㉓区第3089号
小筑紫、栄喜、大海、内外ノ浦　㉔区第3090～㉘区第3094号

要審査 無 無

R3-A-2934 水産課
漁業管理課
（海区調整委
員会）

S48
区画漁業権免許登録原議
区第3095号～区第3100号

昭和48年度　区画漁業権免許ならびに登録
小筑紫、栄喜、大海、内外ノ浦　①区第3095～⑥区第3100号

要審査 無 無

R3-A-2935 水産課
漁業管理課
（海区調整委
員会）

S48
区画漁業権免許登録原議
区第3101号～区第3119号

昭和48年度　区画漁業権免許ならびに登録
小筑紫、栄喜、大海、内外ノ浦　①区第3101～③区第3103号
宿毛市　④区第3104～⑧区第3108号
藻津　⑨区第3109～⑬区第3113号
母島　⑭区第3114～⑯区第3116号
⑰手結　区第3117号　⑱栄喜　区第3118号　⑲龍ヶ迫　区第3119号

要審査 無 無

R3-A-2936 水産課
漁業管理課
（海区調整委
員会）

S48
区画漁業権免許登録原議
区第4001号～区第4016号

昭和48年度　区画漁業権免許ならびに登録
深浦　①区第4001～⑪区第4011号
⑫古満目　区第4012号
小筑紫、栄喜、大海、内外ノ浦　⑬区第4013～⑮区第4015号
⑯宿毛　区第4016号

要審査 無 無

R3-A-2937 水産課
漁業管理課
（海区調整委
員会）

S48
昭和48年度　特定区画漁業権行使規則認可原
議　水産課

昭和48年度　特定区画漁業権行使規則認可原議　水産課
・昭和53年　許可申請漁港
手結、宇佐、深浦、大谷、野見、錦浦、須崎町、須崎釣、久礼、上の加江、
矢井賀、興津、上川口、布、下の加江、以布利、窪津、清水、三崎、下川
口、貝の川、古満目、柏島、一切、安満地、橘浦、泊浦、竜ヶ迫、栄喜、小
筑紫、大海、内外の浦、宿毛市、母島、月灘

要審査 無 無

R3-A-2938 水産課
漁業管理課
（海区調整委
員会）

S46S47 区画漁業権免許及び消滅登録原議

①昭和46年度　区画漁業権登録原議
橘浦　区第3127号　布　区第3128号　深浦　区第3129号～区第3133号
②昭和46年度　区画漁業権の消滅登録原議　　橘浦　区第2156～2161号
免許状、放棄届、漁場図、等
③昭和47年度　区画漁業権免許登録原議　泊浦　区第3135、3136号、安満地　
区第3134号
④昭和47年度　区画漁業権消滅関係綴　泊浦　区第2162～2170号、安満地　
区第2152号
免許状、放棄届、漁場図、等

要審査 無 無

R3-A-2939 水産課
漁業管理課
（海区調整委
員会）

S48 昭和48年度　漁場計画申請書（定置漁業）

昭和48年度　漁場計画申請書（定置漁業）
野根、佐喜浜、椎名、三津、　高岡、室戸岬、加領郷、田野町、安田町、大
山、宇佐、旭洋、須崎市、双子鰤、双子二号、久礼鰤、上ノ加江鰤、上ノ加
江、矢井賀鰤、志和、興津、横浪、鈴、伊田大式、伊田、布、以布利、窪
津、伊佐、貝ノ川、古満目、古満目水主、柏島、安満地
定第1001～1004、1006～1012号、1015～1047号、1049～1056号

要審査 無 無
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R3-A-2940 水産課
漁業管理課
（海区調整委
員会）

S48
定置漁業権免許登録原議
定第1032～定第1058号（欠番　定第1048号）

昭和48年度　定置漁業権免許ならびに登録
①鈴　定第1032号　②鈴　定第1033号　③伊田　定第1034号　④伊田　定第
1034号　⑤伊田　定第1036号　⑥布　定第1037号　⑦布　定第1038号
以布利　⑧定第1039～⑫定第1043号
窪津　⑬定第1044～⑮定第1046号
⑯伊佐　定第1047号　⑰貝の川　定第1049号
古満目　⑱定第1050～㉑定第1053号
㉒柏島　定第1054号　㉓柏島　定第1055号　㉔安満地　定第1056号　㉕甲浦　
定第1057号
㉖吉良川　定第1058号

要審査 無 無

R3-A-2941 水産課 漁業管理課 S53 昭和53年度　区画・定置漁業権一斉更新資料

・保護区域設定に関する説明図、はまち養殖指導方針（案）、高知県はまち
養殖業指導要綱、定置漁業保護区域の検討資料、定置漁業漁場計画位置総括
図、漁場図、
・高知海区漁業調整委員会定置部会資料（昭和53年6月）、定置漁業漁場計
画位置総括図
・定置漁業漁場計画案、漁場の位置・区域
・区画漁業漁場計画総括図
・第14回高知海区漁業調整委員会会議資料（昭和53年7月）、区画漁業漁場
計画総括表、区画漁業計画総括図、区画漁業漁場図、公示素案、等

要審査 無 無

R3-A-2942 水産課 漁業管理課 S53
昭和53年度　区画漁業権一斉更新適格性資料　
養殖事業費等の概況表（資料原稿）

養殖事業費の概況表
・収支予算、資金調達計画、養殖経営体の概要
手結、宇佐、深浦、野見、大谷、須崎（錦浦、須崎釣）、久礼・上ノ加江・
矢井賀、志和、佐賀町、伊田、上川口、中村市、布、下ノ加江、下川口、貝
の川、興津、以布利・窪津、清水、三崎、月灘、古満目、柏島、一切、安満
地、橘浦、泊浦、竜ヶ迫、栄喜、小筑紫、大海、内外ノ浦、宿毛市、藻津、
母島

要審査 無 無

R3-A-2943 水産課 漁業管理課 S61 昭和61年度　宿毛湾養殖漁場再編成検討資料

宿毛市漁協、小筑紫4漁協、橘浦漁協
・宿毛湾養殖漁場再編成に伴う魚類養殖の取扱い方針（案）、宿毛湾養殖漁
場図（再編成前）、宿毛湾養殖漁場再編成図、魚類養殖業の経営規模につい
て、宿毛湾養殖再編の考え方、養殖業の現況、宿毛湾の水産業振興の基本的
な考え方、沿岸地域活性化緊急対策事業実施計画書、宿毛市特定区画漁業権
（魚類養殖）行使規則施行に関する規約（案）、漁協及び漁業別水揚調書、
宿毛湾区画漁業漁場図、行使状況（計画）、等

要審査 無 無

R3-A-2944 水産課 漁業管理課 S63 昭和63年度　区画・定置漁業漁場計画資料

・海区委員会定置部会会長副会長会の内容、漁業権一斉切替えに関する現地
説明会、高知県かん水養魚協会規約、区画漁業漁場計画検討資料
・高知海区漁業調整委員会会議資料、定置漁業権の適格性審査
・養殖部会での審議概要
・定置漁業漁場計画設定資料
・区画漁業権、定置漁業権の漁場計画設定、栽培漁業に関する基本計画
・高知県栽培漁業基本計画関係
・ボラの養殖について
・共同漁業権の変更免許（橘浦）
・真珠母貝養殖全体計画一覧表、魚類養殖全体計画一覧表
・区画漁業漁場計画資料、定置漁業漁場計画資料、漁場図、素案、　等

要審査 無 無

R3-A-2945 水産課 漁業管理課 S63
昭和63年度　区画漁業権行使規則 副　（夜
須町～窪川町）

区画漁業行使規則、議事録抄本、同意書、等 要審査 無 無
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R3-A-2946 水産課 漁業管理課 S63
昭和63年度　漁業権一斉切替（区画・定置）
関係原議

・海面における漁業県の免許状況　水産庁沿岸課長宛
・定置漁業権の適格性審査
・区画漁業権行使規則の認可
・入漁権行使規則の認可、入漁権の設定登録　龍ヶ迫　区第3062号
・漁業権一斉切替えに伴う漁業権免許の内容となる事項等の公報
・定置漁業権の一斉切替えに伴う漁場計画設定、定置漁業全体計画一覧表、
漁場図
・区画漁業権の一斉切替に伴う漁場計画設定、区画漁業漁場計画資料（一斉
切替関係）、漁場図、等

要審査 無 無

R3-A-2947 水産課 漁業管理課 S63
昭和63年度　区画漁業権行使規則　副　（大
方町～宿毛市）

許可申請書、区画漁業行使規則、議事録抄本、同意書、等 要審査 無 無

R3-A-2948 水産課 漁業管理課 S58 昭和58年度　漁業権一斉更新原議等資料

・漁協等における同和対策の推進について
・高知海区漁業調整委員会会議資料、漁業権の適格性審査、適格性検討資料
・海面漁業権漁業の漁場計画設定、共同漁業漁場計画区域連絡図、定置漁業
及び小型定置漁業漁場計画位置図、区画漁業漁場計画位置図
・高知海区漁業調整委員会会議資料、定置漁業権免許の適格性審査、漁業免
許の一斉更新に関する取扱い方針、漁業計画設定申請要領
・漁業権一斉更新に関する資料、取扱い方針（案）、事務取扱い
・現行漁業権免許一覧表、等

要審査 無 無

R3-A-2949 水産課 漁業管理課 S58
高知海区漁業調整委員会　会議資料No.1
（共同漁業漁場計画設定資料）

・昭和57年度　共同漁業漁場計画
・共同漁業漁場計画区域連絡図

要審査 無 無

R3-A-2950 水産課 漁業管理課 S58
高知海区漁業調整委員会　会議資料No.2
（区画漁業漁場計画設定資料）

・昭和57年度　区画漁業漁場計画
・区画漁業漁場計画位置図

要審査 無 無

R3-A-2951 水産課 漁業管理課 S58 漁業権一斉更新（共同）資料

高知海区漁業調整委員会　会議資料№1(共同漁業漁場計画設定資料)
・高知海区漁業調整委員会沿岸部会　会議資料　昭和58年7月
・高知海区漁業調整委員会沿岸部会　会議資料　昭和58年6月
・羽根崎沖漁場調整
・漁業権一斉更新に関する共同漁業漁場計画の設定、共同漁業漁場計画案
（素案）
・共同漁業漁場計画区域連絡図、漁場計画位置図
・昭和56年度　共同漁業漁場計画検討資料漁業種類別漁獲高等一覧表
・共同漁業漁場計画一覧表、等

要審査 無 無

R3-A-2952 水産課 漁業管理課 S58 漁業権一斉更新（定置・区画）資料

高知海区漁業調整委員会　会議資料№2(定置・区画漁業漁場設定資料)
・高知海区漁業調整委員会　養殖部会会議資料　昭和58年6月
・高知海区漁業調整委員会　定置部会会議資料　昭和58年6月
・第23回　高知海区漁業調整委員会会議資料
・高知海区漁業調整委員会　定置部会会議資料　昭和58年7月
・第21回　高知海区漁業調整委員会会議資料
・高知海区漁業調整委員会定置沿岸合同部会会議資料
・第18回　高知海区漁業調整委員会会議資料
・漁業権免許一斉更新に関する取扱いについての問題点検討資料
・魚類養殖指導基本方針
・昭和57年度　ぶり養殖関係他府県担当者会議提出資料、県養殖業について
の新聞記事スクラップ
・あゆ稚魚特別採捕取扱方針（案）、等

要審査 無 無

R3-A-2953 水産課 漁業管理課 S58 昭和58年度　漁業権一斉更新(部会審議)
・高知海区漁業調整委員会　沿岸部会資料
・高知海区漁業調整委員会沿岸部会　会議資料　昭和58年6月
・共同漁業漁場計画、等

要審査 無 無

348 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-2954 水産課 漁業管理課 S58
昭和58年度　中部海区　共同漁業権行使規則　
認可原議

共同漁業権行使規則の認可
手結、岸本、赤岡町、吉川村、久枝、香西、浜改田、十市、高知市、御畳
瀬、春野町、新居、宇佐、深浦、池ノ浦、久通、大谷、野見、須崎釣、錦
浦、須崎町、久礼、上ノ加江、矢井賀、志和、興津

要審査 無 無

R3-A-2955 水産課 漁業管理課 S58
昭和58年度　西部海区　共同漁業権行使規則　
認可原議

共同漁業権行使規則の認可
佐賀町、伊田、上川口、入野、田ノ浦、中村市、下ノ加江、以布利、窪津、
清水、三崎、下川口、貝ノ川、小才角、才角、大浦、月灘、浦尻、古満目、
柏島、一切、安満地、泊浦、橘浦、龍ヶ迫、内外ノ浦、栄喜、大海、小筑
紫、宿毛市、藻津、母島、弘瀬、鵜来島

要審査 無 無

R3-A-2956 水産課 漁業管理課 S58
昭和58年度　東部海区　共同漁業権行使規則　
認可原議

共同漁業権行使規則の認可
甲浦、野根、佐喜浜町、椎名、三津、高岡、室戸岬、室戸、吉良川町、羽根
町、加領郷、奈半利町、田野町、安田町、下山、伊尾木川北、安芸、穴内、
芸西

要審査 無 無

R3-A-2957 漁業振興課 漁業振興課 H26
クロマグロ人工種苗育成に関する取り扱い方
針について

取扱い方針制定時の文書(H28.10改正) 要審査 無 無

R3-A-2958 漁業振興課 漁業振興課 H23～H26 資源管理計画（平成23年度～）H26まで 各漁協から提出された様々な漁業においての資源管理計画 要審査 無 無

R3-A-2959 不明 漁業振興課 S37～S47 リマ関係綴　（含）S37リマ水域総括資料
リマ水域対策委員会改組骨子（案）
S47年度漁業見舞金支給要領、等

要審査 無 無

R3-A-2960
水産第2課
水産課

漁業振興課 S26～S37 米軍演習水域補償関係綴　1/2

漁船の操業制限による損失補償
損失補償申請内訳書
総理府告示の一部改正
第5空軍演習の予報
損失補償処理要領、等

要審査 無 無

R3-A-2961 漁業振興課 漁業振興課 S42474849555960米軍演習水域補償関係綴　2/2

沖縄島周辺アメリカ軍演習水域に影響のある高知県漁船のトン数別隻数等
リマ漁業見舞金申請
沖縄周辺制限水域漁業実態調査
リマ水域漁業被害率の算定方法  等

要審査 無 無

R3-A-2962 水産振興課 漁業振興課 S37～S39 昭和37・38年度リマ水域漁業補償関係綴
リマ区域の使用条件追加要求
リマ海域における米軍演習場の撤廃措置を求める土佐市長からの要請書、等

要審査 無 無

R3-A-2963 漁業振興課 漁業振興課 S59～S61 リマ関係資料

自衛隊演習についての通知、日米共同統合演習についての通知、自衛隊潜水
艦等の訓練の際に事前通知がなされなかったことへの要望書と抗議打電の案
及び返答電報、土佐沖での日米共同演習に抗議し中止をもとめる申し入れ、
自衛隊訓練への抗議の申し入れ、S47高知県議会におけるリマ水域に関する
議事録送付について、S47内閣委員会（要約）メモ、S44リマ水域における近
海カツオ漁業の動向に関する資料、等

要審査 無 無

R3-A-2964 不明 漁業振興課 不明 米軍使用水域関係綴
沖縄関係閣議資料
琉球諸島及び大東諸島の本土復帰に伴って同島の在日米軍に提供される土
地・水域・空域についての閣議資料

要審査 無 無

R3-A-2965 水産課 漁業振興課 S46 土佐湾米軍潜水艦演習区域指定解除
閣議決定、協定書、閣議資料、土佐湾における米軍潜水艦の演習区域指定解
除についての陳情書、等

要審査 無 無

R3-A-2966 不明 漁港漁場課 Ｓ37～Ｓ54S37～S54　漁港区域内の占用台帳 室戸・安芸・南国・伊野・須崎・窪川、中村、宿毛土木による占用の台帳 要審査 無 無
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R3-A-2968 不明 漁港漁場課 Ｓ40～Ｓ48S40年度～S48年度　漁港写真　No.1

主に白黒写真。
漁港写真：下川口、周防形、養老、伊佐、赤岡、小室、松崎、当麻（竜
串）、矢井賀、吉良川、鈴、弘瀬、鵜来島、大浜久通、新村、椎名、加領
郷、一切、名鹿、平野、字須々木、大浦、田の浦、内外の浦、湊浦、栄喜、
赤野、伊尾木、浦分、藻津、住吉、志和、行当、新荘、橘浦、小才角、布、
窪津
S45台風被災（主は10号土佐湾台風）写真：窪津、矢井賀、宇佐、安芸、内
外ノ浦、古満目、穴内、矢井賀、志和、片島、大島
S47年9号台風被災写真：橘浦
自然保護法手続き関係：吉川

要審査 無 無

R3-A-2969 不明 漁港漁場課 Ｓ49～Ｓ51S49年度～S51年度　漁港写真　No.2

中ノ浜、大浜、松尾、行当、羽根、赤岡、入野、、室戸岬、伊佐、久通、安
田、吉川、菜生、傍士、羽根、伊尾木、池ノ浦、新荘、鈴、名鹿、布、小
浜、橘浦、周防形、当麻（竜串）、松崎、養老、中浜、伊佐、母島、古満
目、伊田、小室、上ノ加江、行当、加領郷、椎名、三津、浦分、田の浦、大
島、清水（土佐清水）、窪津、高岡、宇佐、室戸岬、野見、野根、安芸、佐
賀、松崎、室戸岬漁港ケーリン製作ヤード（斜路）写真、泊浦、一切、大
海、藻津、尾浦、柏島、栄喜
S50海中障害物の除去要求書（複写）と魚網の被害写真、

要審査 無 無

R3-A-2970 不明 漁港漁場課 Ｓ52～Ｓ53S52年度～S53年度　漁港写真　No.3

布、松尾、入野、安田、佐賀、菜生、傍士、行当、羽根、赤岡、周防形、当
麻（竜串）、松崎、小室、新荘、平野、浦分、大海、鈴、赤野、吉川、三
崎、津呂、古満目、深浦、中ノ島、宇佐、栄喜、大津、一切、西泊、鵜来
島、野見、佐賀、鈴、伊尾木、橘浦、窪津、名鹿、久通、池の浦、伊田、高
岡、田野浦、野根、柏島、椎名、三津、室戸岬、伊佐、下川口、大島、宇
佐、安芸、
清水港避難場所：鹿島裏、唐船島、三古倉、
新港建設時：加領郷
リマ区域周辺漁業用施設事業状況写真：夜須町、土佐清水市、窪川興津浦、

要審査 無 無

R3-A-2971 不明 漁港漁場課 Ｓ54 S54年度　漁港写真　No.4

加領郷、室戸岬、椎名、高岡、名鹿、鈴、池の浦、大浜、養老、松尾、布、
久通、野見、上の加江、宇佐、田野浦、古満目、大島、母島、伊田、名鹿、
津呂、伊尾木、野根、柏島、橘浦、三津、窪津、安芸、深浦、浦分、双海、
下川口、清水（越）、清水（土佐清水）、伊佐、入野、西分、安田、平野、
小浜、大浦、大海、藻津、栄喜、鵜来島、古満目、佐賀、内外ノ浦、小室、
台風20号による波浪写真：伊尾木、吉川、穴内、三崎
S60台風6号による波浪写真：三崎、
伊尾木漁港写真帳：付近全景、波浪（川北、穴内、下山、赤野）
16号台風：矢井賀
甲浦漁業協同組合S53荷捌所設置事業工事写真帳

要審査 無 無

R3-A-2972 不明 漁港漁場課 Ｓ55～Ｓ58S55年度～S58年度　漁港写真　No.5

伊佐、安芸、伊田、窪津、佐賀、上の加江、新荘、池の浦、行当、鈴、窪
津、室戸岬、高岡、清水（土佐清水）、新荘、佐賀、吉川、入野、周防形、
小浜、菜生、羽根、安田、赤岡、竜串、松崎、小室、井ノ尻、鍋鳥頭、漁協
市場前（宇佐）、加領郷、
台風13号波浪写真：清水（越地区）、矢井賀、鈴
第6次漁港整備長期計画総点検：宇佐
用地、県管理漁港用地利用計画書　写真のみ抜粋：伊佐、浦分、沖ノ島（母
島、母島久保浦）、加領郷、古満目
低気圧通過による波浪：加領郷
波浪：入野
鈴漁港区域内海岸保全施設目的外使用関係

要審査 無 無
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R3-A-2973 不明 漁港漁場課 Ｓ59～Ｓ63S59年度～S63年度　漁港写真　No.6

行当、赤岡、甲殿、深浦、浦分、小室、灘、伊田、入野、中の浜、松崎、湊
浦、藻津、三崎、吉川、布、貝ノ川、田の浦、池島、安芸、宇佐、中の島、
柏島、名鹿（港建設中）、三崎室戸岬、佐賀、矢井賀、大島、古満目、穴
内、高岡、野見、安田、住吉、志和、灘、一切、窪津
道路交差に関する協議について（高岡漁港と国道55号）回議書複写、波浪状
況：新荘、安田

要審査 無 無

R3-A-2975 不明 漁港漁場課 Ｓ46 第5次漁港整備計画写真集　S46.12

白黒、カラー混在。
室戸岬、宇佐、越、清水（土佐清水）、安芸、野見、田野浦、高岡、椎名、
三津、佐賀、大島、野根、傍士、加領郷、安田、伊尾木（下山）、赤岡、吉
川、池の浦、久通、新荘、上の加江、上の加江S45年10号台風被災写真、伊
田、入野、伊佐、下川口、養老、周防形、古満目、浦尻、柏島、橘浦、一
切、鵜来島、母島、浦分、藻津、新村、泊浦、字須々木、赤野、住吉、矢井
賀、志和、鈴、平野、名鹿、津呂、大浜、小才角、尾浦、西泊、樫ノ浦、安
満地、竜ヶ迫、湊浦、栄喜、大海、大浦、内外の浦、田の浦、弘瀬、等

要審査 無 無

R3-A-2976 不明 漁港漁場課 Ｓ23～45 漁港写真　・昭和23～45年頃　・年度不明

白黒写真、一部カラー
航空写真と地上からの写真混在
室戸岬、椎名、三津、高岡、東高岡、加領郷、宇佐、田野浦、佐賀、三崎、
名鹿、窪津、伊佐、下川口、古満目、柏島、泊浦、小才角、西泊、尾浦、一
切、樫ノ浦、大島、周防形、安満地、橘浦、竜ヶ迫、鵜来島、弘瀬、田ノ
浦、栄喜、大海、湊浦、内外ノ浦、浦尻
第2室戸台風被害写真：高岡、佐賀
ルース台風波浪：尾浦
水害状況：栄喜

要審査 無 無

R3-A-2977 不明 漁港漁場課 Ｓ53～Ｓ55S53～S55項　漁港写真

白黒、カラー混在。
S51～55の漁港の変遷写真：下川口、
S48～建設中と推測される写真：宇佐（福島）
漁港及び周辺写真：布、中の浜、柏島、泊浦、周防形、奈半利、大島、母
島、内外の浦、字須々木、鵜来島、浦の内湾、伊田、上川口、入野、窪津、
伊佐、三崎、浦分、佐賀、田野浦、野見、上ノ加江、小室、赤岡、吉川海
岸、加領郷、安芸、伊尾木、行当、清水（越・浦尻）、池の浦、傍士、野
根、室戸岬、椎名、三津、東高岡、高岡、
複数枚あるが単年度：養老（S54高波被害の写真）、
波浪状況写真：養老、貝ノ川、竜串、古満目、須崎、浜益野、大島、伊佐、
浦分、野見、住吉、安田、安芸、伊尾木、清水（越）、菜生、傍士、椎名、
三津、高岡、小室、赤岡
埋立：古満目、橋と船の衝突写真：赤岡

要審査 無 無

R3-A-2978 不明 漁港漁場課 S62 泊浦（内水面埋立） 写真、図面(埋立平面図、等） 要審査 無 無

R3-A-2979 不明 漁港漁場課 Ｓ52 高知県漁港・港湾写真集1　昭和52年
東野根、野根、清水（室戸岬）、椎名、日沖、三津、高岡、高岡（東高
岡）、室戸岬、菜生、元、行当、新村、傍士、吉良川、羽根、加領郷、安
田、伊尾木（下山）、伊尾木（川北）

要審査 無 無

R3-A-2980 不明 漁港漁場課 Ｓ52 高知県漁港・港湾写真集2　昭和52年
安芸、穴内、赤野、西分、住吉、赤岡、吉川、久枝、甲殿、宇佐、深浦、池
の浦、久通、野見、野見（大谷）、中の島、新荘、安和、上ノ加江、矢井賀

要審査 無 無

R3-A-2981 不明 漁港漁場課 Ｓ52 高知県漁港・港湾写真集3　昭和52年
志和、浦分、小室、鈴、佐賀、灘、伊田、浮津、入野、田野浦、双海、平
野、名鹿（ハソ）、名鹿（大谷）、田石、布、小浜、窪津、津呂、伊佐

要審査 無 無

R3-A-2982 不明 漁港漁場課 Ｓ52 高知県漁港・港湾写真集4　昭和52年
松尾、大浜、中の浜、清水、清水（越）、養老、松崎、三崎（浜益野）、三
崎、竜串、下川口、下川口（片粕）、貝の川、大津、小才角、尾の浦、西
泊、樫の浦、周防形、古満目

要審査 無 無
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R3-A-2967 港湾課 港湾・海岸課 S58S59S61S63あしずり港埋立　免許51港第12号　№2

土佐清水市養老地区
　変更許可（昭和58年2月19日）
　しゅん功認可（昭和58年3月16日）
　変更許可（昭和59年12月17日）
　埋立区域分割許可（昭和61年6月3日）
　変更許可（昭和63年4月4日）
　しゅん功認可（平成元年3月31日）

要審査 無 無

R3-A-2983 不明 漁港漁場課 Ｓ52 高知県漁港・港湾写真集5　昭和52年
柏島、一切、安満地、橘浦、泊浦、竜ヶ迫、栄喜、大海、湊浦、内外の浦、
田の浦、大浦、大島、池島、字須々木（樺）、字須々木、藻津、母島、母島
（古屋野）、母島（久保の浦）、弘瀬、鵜来島

要審査 無 無

R3-A-2984 不明 漁港漁場課 Ｓ52 高知県漁港・港湾写真集6　昭和52年
甲浦、佐喜浜、室津、奈半利、安芸、手結、高知、須崎、久礼、佐賀、上川
口、下田、下ノ加江、以布利、清水、下川口、小筑紫、片島

要審査 無 無

R3-A-2985 不明 漁港漁場課 Ｓ50 S50　高知県の港湾写真集

漁港航空写真と県費支払い港編入年月日、港湾法第33条第2項（港湾区域）
指定年月日、等
高知、須崎、甲浦、佐喜浜、奈半利、手結、久礼、久礼（鎌田）、上の加
江、佐賀、下田、下の加江、以布利、清水、三崎、下川口、小筑紫、片島、
室津、上川口

要審査 無 無

R3-A-2986 不明 漁港漁場課 Ｓ50 S50　高知県の漁港写真集　No.1

漁港航空写真と指定年月日
室戸岬、宇佐、清水、清水（越）、椎名、三津、安芸、浦分、佐賀、田の
浦、窪津、大島、野根、高岡（東高岡）、行当、加領郷、赤岡、上の加江、
小室、伊田、伊佐、三崎、下川口、古満目、柏島、泊浦、母島、母島（久保
の浦）、野見、野見（大谷）、藻津、清水（室戸岬）、日沖、菜生、元、新
村、傍士、吉良川、羽根、安田、伊尾木（下山）、伊尾木（川北）、穴内、
赤野、西分、住吉、吉川、久枝、甲殿、深浦、池の浦

要審査 無 無

R3-A-2987 不明 漁港漁場課 Ｓ50 S50　高知県の漁港写真集　No.2

漁港航空写真と指定年月日
久通、中の島、新荘、安和、矢井賀、志和、鈴、灘、浮津、入野、伊屋、平
野、名鹿（大谷）、名鹿（ハソ）、立石、布、小浜、津呂、松尾、大浜、中
の浜、養老、松崎、当麻（竜串）、貝の川、大津、小才角、尾浦、西泊、樫
の浦、周防形、一切、安満地、橘浦、竜ヶ迫、栄喜、大海、湊浦、内外の
浦、田野浦、大浦、池島、字須々木、弘瀬、鵜来島

要審査 無 無

R3-A-2988 漁港課 漁港漁場課 Ｓ62
県管理漁港空中写真撮影図化委託業務ポジ
フィルム 88漁港名あり（ネガフィルムは一部ないものあり） 要審査 無 無

R3-A-2989 漁港課 漁港漁場課 Ｓ62
県管理漁港空中写真撮影図化委託業務ネガ
フィルム

88漁港中34漁港 要審査 無 無

R3-A-2974 港湾課 港湾・海岸課 S63

①高知港横浜地区公有水面埋立免許願書 高
知県(正本)
②高知港横浜埋立　昭和63年5月11日　
3647.86㎡

高知市横浜地区
　埋立免許（昭和59年12月7日）
　しゅん功認可（昭和63年5月13日）

要審査 無 無

R3-A-2990 漁港課 漁港漁場課 Ｓ62 S62年10月　航空写真　1/2 県管理漁港空中写真撮影図化委託業務引伸写真 要審査 無 無

R3-A-2991 漁港課 漁港漁場課 Ｓ62 S62年10月　航空写真　2/2 県管理漁港空中写真撮影図化委託業務引伸写真 要審査 無 無

R3-A-2992 不明 漁港漁場課 Ｓ49
昭和49年5月撮影　漁港航空写真　パシ
フィック航業株式会社

白黒写真、1:12500
安芸、赤野、安田、羽根、加領郷、傍士、菜生、室戸岬、新村、高岡、三
津、椎名、野根

要審査 無 無

R3-A-2993 不明 漁港漁場課 Ｓ49
昭和49年8月撮影　漁港航空写真　パシ
フィック航業株式会社

航空写真評定図、白黒写真、1:8000、1:15000、1:20000
加領郷、羽根、傍士、新村、菜生、伊佐、古満目、窪津、上ノ加江、宇佐、
吉川、赤岡

要審査 無 無
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R3-A-2994 不明 漁港漁場課 Ｓ49
昭和49年5月10・16日　漁港航空写真　パシ
フィック航業株式会社

白黒写真、1:12500
小室、上ノ加江、宇佐、清水（土佐清水）、久通、新荘、池の浦、野見、赤
岡、吉川、

要審査 無 無

R3-A-2995 不明 漁港漁場課 Ｓ49
昭和49年5月10日撮影　漁港航空写真　パシ
フィック航業株式会社

白黒写真、1:12500
太（片島）、母島、柏島、古満目、周防形、樫ノ浦、下川口、窪津、伊佐、
田野浦、入野、伊田、佐賀

要審査 無 無

R3-A-2996 不明 漁港漁場課 Ｓ62
航空写真　S62　県管理漁港空中写真撮影修
正図化委託業務

白黒写真、1:8000、1:10000、1:12500
津呂、窪津、中ノ浜、下川口、三崎、古満目、安満地、等
航空写真標定図、

要審査 無 無

R3-A-2997 不明 漁港漁場課 Ｓ62
航空写真　S62　県管理漁港空中写真撮影修
正図化委託業務

白黒写真、1:10000、1:12500
野根、高岡、三津、日沖、椎名、室戸岬、菜生、室津、行当、傍士、加領
郷、羽根、赤野、穴内、安芸、吉川、赤岡、等
航空写真標定図、撮影記録

要審査 無 無

R3-A-2998 不明 漁港漁場課 Ｓ52 昭和52年撮影　漁港航空写真集(大版)
白黒写真
県管理：行当、小室、赤岡、佐賀
市町村管理：周防形、安田、羽根、傍士、入野、吉川、新荘

要審査 無 無

R3-A-2999 不明 漁港漁場課 Ｓ23～28
昭和23年～28年の災害復旧工事関係写真及び
同年項の航空写真

白黒写真
野根、東野根、羽根、傍士、吉良川、加領郷、安芸、住吉、赤岡、仁井田、
御畳瀬、浦戸、池ノ浦、久通、野見、中ノ島、新荘、矢井賀、志和、浦分、
小室、佐賀、鈴、灘、浮津、伊田、入野、平野、伊屋、津呂、名鹿、上ノ加
江、菜生、行当、安田、布、藻津

要審査 無 無

R3-A-3000 不明 漁港漁場課 Ｓ38
昭和39年2月29日撮影航空写真（名鹿・布・
一切・安満地・橘浦・母島・小才角・志和、
矢井賀・野見・久通・池ノ浦）

白黒写真、撮影記録 要審査 無 無

R3-A-3001 不明 漁港漁場課 Ｓ37・39 昭和37年・39年撮影　航空写真

白黒写真
漁港：高岡、三津、室戸岬、椎名、宇佐、伊佐、興津、窪津、古満目、田野
浦、柏島、泊浦、清水市、母島、吉川、橘浦、竜ヶ迫、布、藻津、小才角、
一切、安満地、養老、名鹿、志和、矢井賀、久通、池ノ浦、赤岡

要審査 無 無

R3-A-3002 不明 漁港漁場課 Ｓ58 S58 予算要求　写真
羽根漁港、傍士漁港、宇佐、小浜、入野漁港、新荘漁港、小室漁港、安田漁
港、行当漁港、野根漁港、安芸漁港、鵜来島、母島漁港、西分漁港、一切漁
港、等

要審査 無 無

R3-A-3003 不明 漁港漁場課 Ｓ58 S58　概算要求写真
漁港：安満地、深浦、中の島、西分、菜生、羽根、宇佐、竜ヶ迫、泊浦、沖
ノ島（古屋野地区）、中の浜、赤野、尾浦、布、久通、樫ノ浦、松崎、吉良
川、津呂、甲殿、三崎（浜益野地区）、池島、大海、湊浦

要審査 無 無

R3-A-3004 不明 漁港漁場課 Ｓ58 S58 予算要求（S58.1頃撮影）写真
漁港：安満地、久通、布、深浦、中の島、池島、大海、湊浦、津呂、吉良
川、樫ノ浦、栄喜、松崎、甲殿、尾浦、竜ヶ迫、平野、菜生、赤野、三崎
（浜益野地区）、中の浜

要審査 無 無

R3-A-3005 不明 漁港漁場課 Ｓ45 昭和45年8月10号台風被害状況
土佐湾台風被害写真：川北漁港、池ノ浦、矢井賀漁港、宇佐漁港、志和漁
港、浦分漁港、久通漁港、他

要審査 無 無

R3-A-3006 不明 漁港漁場課 Ｓ45
年度不明　漁港風影・波浪状況、昭和45年8
月21日台風10号

写真（すべて漁港）：室戸岬、田野浦、加領郷、上ノ加江、安満地、橘浦、
柏島、矢井賀、鈴、中浜、佐賀、松尾、行当、S51清水（越）、等

要審査 無 無

R3-A-3007 不明 漁港漁場課 Ｓ56 昭和56年3月　漁港航空写真集　1/2

県管理：宇佐、上ノ加江、小室、浦分、佐賀､伊田、田野浦、泊浦、大島、
弘瀬、鵜来島、椎名、三津、室戸岬、行当、久保浦
市町村管理：伊尾木、久通、野見、新荘、矢井賀、志和、鈴、入野、池の
浦、名鹿、一切、橘浦、藻津、栄喜、菜生、新村、傍士、

要審査 無 無

R3-A-3008 不明 漁港漁場課 Ｓ56 昭和56年3月　漁港航空写真集　2/2

県管理：加領郷、安芸、赤岡、窪津、伊佐、清水（土佐清水）、三崎、下川
口、古満目、柏島
市町村管理：安田、赤野、住吉、吉川、布、小浜、松尾、大浜、中ノ浜、養
老、松崎、竜串、周防形、羽根

要審査 無 無

353 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3009 不明 漁港漁場課 Ｓ34 宇佐漁港34・44年　写真 深浦説明資料、航空写真、等 要審査 無 無

R3-A-3010 不明 漁港漁場課 Ｓ38・39
昭和39年2月29日　昭和39年4月18日撮影航空
写真（赤岡・吉川・野根・藻津・竜ヶ迫）

白黒写真、撮影記録 要審査 無 無

R3-A-3011 漁港課 漁港漁場課 Ｓ60
昭和60年11月　漁港航空斜写真（ポジフィル
ム・カラー）

昭和60年11月　漁港航空斜写真（ポジフィルム・カラー） 要審査 無 無

R3-A-3012 不明 漁港漁場課 Ｓ37・51・52昭和37年・51年・52年　航空写真

白黒写真
椎名、古満目、宇佐、柏島、三津、高岡、泊浦、興津、窪津、伊佐、室戸
岬、東高岡、野根、田野浦、古満目、大島、池の浦、久通、上の加江、佐
賀、伊田、加領郷、沖ノ島（久保浦）、沖ノ島（母島、古屋野）、下川口、
野見

要審査 無 無

R3-A-3013 不明 漁港漁場課 Ｓ60 昭和60年度　漁港航空写真集

室戸岬、宇佐、安芸、清水（土佐清水）、高岡、野見、窪津、佐賀、椎名、
三津、浦分、田野浦、大島、加領郷、上の加江、伊田、伊佐、下川口、古満
目、柏島、母島、野見、伊尾木、久通、鈴、名鹿、布、松尾、大浜、養老、
橘浦、池の浦

要審査 無 無

R3-A-3014 不明 漁港漁場課 Ｓ54 S54 漁港写真集

航空写真
行当、新村、傍士、安田、赤岡、吉川、小室、佐賀、入野、高岡、室戸岬、
加領郷、伊尾木、安芸、宇佐、上の加江、佐賀、名鹿、窪津、伊佐、清水
（土佐清水）、下川口、古満目、柏島、泊浦、
安芸漁港東防波堤（嵩上）標準断面図（図面）

要審査 無 無

R3-A-3015 不明 漁港漁場課 Ｓ59 昭和59年　航空写真 漁港航空写真 要審査 無 無

R3-A-3016 不明 漁港漁場課 Ｓ60 昭和60年度　航空写真集　（計画班）

室戸岬、宇佐、清水（土佐清水）、安芸、佐賀、窪津、野見、野根、高岡、
田野浦、加領郷、三津、浦分、行当、赤岡、上の加江、伊田、伊佐、古満
目、柏島、伊尾木、吉川、池の浦、新荘、鈴、入野、名鹿、松尾、大浜、養
老、橘浦、下川口、小室、新村、周防形、住吉、安田、藻津、三崎、傍士、
赤野、矢井賀、志和、小浜、一切、

要審査 無 無

R3-A-3017 不明 漁港漁場課 Ｓ50 昭和50年度撮影・漁港航空写真集

窪津、久通、大津、安田、当麻（竜串）、養老、室戸岬、弘瀬、大浦、下川
口、尾浦、池島、日沖、貝ノ浦、竜ヶ迫、安芸、田ノ浦、赤野、加領郷、松
崎、藻津、大海、甲殿（春野）、周防形、灘、栄喜、大浜、名鹿？、伊佐、
野見、新村、高岡、穴内、越、橘浦、松尾、吉良川、西泊、鵜来島、大島、
樫ノ浦、母島、小室、泊浦、柏島、元、行当、入野、安和、椎名、田野浦、
清水（土佐清水）、野根、佐賀、住吉、菜生、東高岡、小才角、池ノ浦、上
ノ加江、志和、古満目、久枝、浦分、深浦、新荘、赤岡、傍士、矢井賀、伊
田、平野、安満地、三津、清水（室戸）、鈴、吉川、久保浦、中の浜、三崎
（港）、津呂、内外ノ浦、羽根

要審査 無 無

R3-A-3018 不明 漁港漁場課 Ｓ54 S54　漁港写真集 航空写真 要審査 無 無

R3-A-3019 不明 漁港漁場課 Ｓ62 S62（校了63.10）漁港航空写真集 東野根、久枝を加えた県・市町村管理のすべての漁港の写真。 要審査 無 無

R3-A-3020 水産振興課 漁港漁場課 Ｓ38 昭和39年2月撮影・漁港航空写真 藻津、一切、養老、赤岡、久通、志和、池ノ浦、小才角、名鹿、安満地 要審査 無 無

R3-A-3021 不明 漁港漁場課 Ｓ60 昭和60年10月（9月30日）　漁港航空写真 東野根、東高岡、久枝を加えた県・市町村管理のすべての漁港の写真。 要審査 無 無

R3-A-3022 不明 漁港漁場課 Ｓ30 昭和30年　航空写真

県管理漁港航空写真
白黒写真
椎名、三津、東高岡、高岡、室戸岬、宇佐、上之加江、浦分、小室、田野
浦、佐賀、窪津、伊佐、柏島、泊浦、大島、古満目、下川口、三崎、清水
（土佐清水）

要審査 無 無

R3-A-3023 不明 漁港漁場課 Ｓ59
昭和59年度漁港成功認定より（羽根・行当・
傍士・新荘）

漁港写真 要審査 無 無
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R3-A-3024 不明 漁港漁場課 Ｓ46
過去の写真集　No.7　S46椎名漁港波高計設
置工事写真　・宇佐漁港・浦分漁港・佐賀漁
港

波高計設置工事写真（カラー）
白黒の漁港写真（航空写真含）

要審査 無 無

R3-A-3025 不明 漁港漁場課 Ｓ30・Ｓ62
昭和30年6月11日撮影航空写真集　昭和62年
漁港航空写真集

S30は白黒写真
S62は修築10港・改修43港・その他の漁港写真

要審査 無 無

R3-A-3026 監理課 漁港漁場課 S25
昭和25年度　第1類　水面処分　監理課　第
13号　1冊の1

公有水面埋立の関係書類・図面 要審査 無 無

R3-A-3027 監理課 漁港漁場課 S27
昭和27年度　第1類　水面処分　監理課　第6
号　1冊の1

公有水面埋立の関係書類・図面 要審査 無 無

R3-A-3028 監理課 漁港漁場課 S28
昭和28年度　第1類　水面処分　監理課　第
38号　1冊の1

公有水面埋立の関係書類・図面 要審査 無 無

R3-A-3029 監理課 漁港漁場課 S29
昭和29年度　第1類　水面処分　監理課　第
46号　1冊の1

港湾区域内工事の関係書類・図面 要審査 無 無

R3-A-3030 監理課 漁港漁場課 S33
昭和33年度　第1類　水面処分　監理課　第
65号　冊の2

公有水面埋立の関係書類（宿毛町・小筑紫村・高知市） 要審査 無 無

R3-A-3031 監理課 漁港漁場課 S33
昭和33年度　第1類　水面処分　監理課　第
64号　冊の1

公有水面埋立（高知市・宿毛市・土佐清水市） 要審査 無 無

R3-A-3032 監理課 漁港漁場課 S34
昭和34年度　第1類　水面処分　監理課　第
75号　冊の1

公有水面埋立の関係書類・図面（高知市・宿毛市・土佐清水市） 要審査 無 無

R3-A-3033 監理課 漁港漁場課 S36
昭和36年度　第1類　水面処分　監理課　第
89号　冊の1

公有水面埋立関係書類・図面 要審査 無 無

R3-A-3034 漁港課 漁港漁場課 S47 昭和47年度　実績報告書　　（市町村）

・漁港海岸保全施設整備事業（住吉、吉川、深浦、野見、矢井賀、大浜、松
崎、安満地、内外の浦）
・漁港改修事業（久通、野見、布、中の浜）
・漁港関連道整備事業（中の島、鈴、安満地、大海）
・漁港災害関連事業（池の浦、安和）
・漁港改修事業（鵜来島）
・関連図面

要審査 無 無

R3-A-3035 漁港課 漁港漁場課 S48 昭和48年度　実績報告書　　（市町村分）

・漁港海岸保全施設整備事業（住吉、吉川、深浦、野見、矢井賀、大浜、中
の浜、貝の川、安満地、内外の浦）
・漁港修築事業（野見）
・漁港改修事業（池の浦、久通、布、中の浜、松尾）
・漁港局部改良事業（新村、伊尾木、赤野、住吉、鈴、津呂、養老、周防
形、一切、橘浦、大海、弘瀬、鵜来島）
・漁港関連道整備事業（中の島、一切、安満地）
・関連図面

要審査 無 無

R3-A-3036 漁港課 漁港漁場課 S49 昭和49年度　実績報告書　　（市町村分）

・漁港保全施設整備事業（住吉、吉川、深浦、野見、安和、矢井賀、大浜、
中浜、貝の川、安満地、内外の浦）
・漁港修築事業（野見）
・漁港改修事業（久通、池の浦、布、松尾、中浜）
・漁港局部改良事業（新村、伊尾木、赤野、深浦、中の島、志和、鈴、名
鹿、津呂、養老、大津、周防形、橘浦、樫の浦、大海、池島、鵜来島）
・漁港関連道整備事業（一切、安満地）
・関連図面

要審査 無 無

355 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3037 漁港課 漁港漁場課 S48 昭和48年度　実績報告書　　（県分）

・海岸保全施設整備事業（三津、宇佐、上ノ加江、清水、大島）
・漁港修築事業（大島、室戸岬、安芸、宇佐、田野浦、清水、窪津）
・漁港改修事業（野根、椎名、三津、加領郷、上ノ加江、佐賀、伊田、伊
佐、下川口、古満目、母島）
・漁港局部改良事業（宇佐、浦分、古満目、柏島）
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3038 漁港課 漁港漁場課 S48
昭和48年度　実績報告書　　（債務負担繰越
分）

・漁港修築事業（室戸岬、田野浦、室津）
・漁港改修事業（野根、上ノ加江、母島）
・漁港局部改良事業（宇佐、弘瀬）
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3039 漁港課 漁港漁場課 S48 昭和48年度　実績報告書　　（繰越分）

・漁港修築事業（室戸岬、宇佐、清水）
・漁港改修事業（下川口）
・漁港海岸保全施設整備事業（宇佐）
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3040 漁港課 漁港漁場課 S47 昭和47年度　実績報告書（県）　№1

・漁港修築事業（室戸岬、三津、安芸、修築）
・漁港改修事業（上ノ加江、椎名、加領郷、浦分、伊田、伊佐、古満目）
・海岸保全施設整備事業（宇佐、野見、清水、大島）
・漁港局部改良（古満目、柏島）
・事務集計表及び関係図面

要審査 無 無

R3-A-3041 漁港課 漁港漁場課 S47 昭和47年度　実績報告書（債権負担分）
・漁港修築事業（室戸岬、田野浦、窪津）
・漁港改修事業（野根、上ノ加江）
・漁港局部改良事業（弘瀬）

要審査 無 無

R3-A-3042 漁港課 漁港漁場課 S49 昭和49年度　実績報告書　　（繰越分）

・漁港修築事業（室戸岬、安芸）
・漁港改修事業（大島）
・海岸保全施設整備事業（宇佐）
・漁港関連道整備事業（一切、安満地）

要審査 無 無

R3-A-3043 漁港課 漁港漁場課 S49 昭和49年度　実績報告書　　（県分）

・海岸保全施設整備事業（三津、安芸、宇佐、上ノ加江、浦分、清水、大
島）
・漁港修築事業（高岡、室戸岬、安芸、宇佐、田野浦、清水、室津）
・漁港改修事業（野根、椎名、三津、加領郷、上ノ加江、佐賀、伊田、伊
佐、下川口、古満目、柏島、大島、母島）
・漁港局部改良事業（泊浦、浦分、清水、三崎）

要審査 無 無

R3-A-3044 漁港課 漁港漁場課 S59

①59　海岸保全施設の臨港道路との兼用使用　
大浜漁港
②荷捌所用地の兼用使用及び岸壁の上空占用　
野根漁港
③59　荷捌所用地の組合事務所との兼用使用　
下川口漁港
④物揚場にクレーンの設置　吉良川漁港
⑤物揚場にクレーンの設置(漁港法37条もあ
り)　行当漁港
⑥荷捌所及び共同作業所の建設　羽根漁港
⑦海岸保全施設の一部処分と一部国道321号
線との兼用　貝ノ川漁港

①財産の処分及び目的外使用（大浜、現況写真、関係図面）
②財産の補助金交付の目的外使用の承認（野根、現況写真、関係図面）
③財産の補助金交付の目的外使用の承認（下川口、現況写真及び関係図面）
④財産の補助金交付の目的外使用の承認（吉良川、関係図面、現況写真）
⑤財産の補助金交付の目的外使用の承認（行当）
⑥財産の補助金交付の目的外使用の承認（羽根、現況写真、関係図面）
⑦財産の処分及び目的外使用（貝の川、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

356 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3045 漁港課 漁港漁場課  S59S60S61S62

①物揚場、船揚場及び突堤　下川口漁港
②物揚場（ホイスト設置のため形質変更）　
吉良川漁港
③物揚場除却 S60.3.3　久枝漁港
④臨港道路のかさ上げ工事　佐賀漁港
⑤Bノ船揚場､(A)､(B)､(C)導流堤　新村漁港
⑥護岸　宇佐漁港
⑦(A)防砂堤撤去処分及び目的外使用並びに
(A)船揚場の撤去 羽根漁港
⑧物揚場、突堤（撤去） S63.3　甲殿漁港

①漁港施設の処分（下川口、関係図面、現況写真の写し）
②漁港施設の形質変更（吉良川、関係図面）
③漁港施設の処分（久枝、関係図面）
④漁港施設の形質の変更（佐賀、関係図面）
⑤漁港施設の処分（新村、関係図面、現況写真）
⑥漁港法の協議（宇佐、関係図面）
⑦漁港施設の処分（羽根、関係図面、現況写真）
⑧漁港施設の処分（甲殿、関係図面、現況写真）

要審査 無 無

R3-A-3046 漁港課 漁港漁場課 S60S61

①S60.11.12 大月町　海岸保安施設　関連道
②S60.11.27 柏島　海岸保全施設　フラップ
ゲート
③佐賀　臨港道路　下水排水管の埋設
④S61.4.14 安田　荷捌所2F　組合事務所
⑤S61.5.7 赤岡　海岸保全施設　臨港道路入
口
⑥S61.7.8 上ノ加江　海岸保全施設　取り壊
し
⑦S61.10.2  新村　船揚場　取り壊し(37条)
⑧内外ノ浦　物揚場　臨港道路として使用､
ゲートの設置
⑨S61.10.24 新村漁港 船揚場 漁港災害復旧
事業により取得した財産の処分

①財産の補助金交付の目的外使用の承認及び処分の承認（橘浦、現況写真、
関係図面）
②財産の補助金交付の目的外使用（柏島、現況写真、関係図面）
③財産の補助金交付の目的外使用の承認（佐賀、現況写真、関係図面）
④財産の補助金交付の目的外使用の承認（安田、現況写真、関係図面）
⑤財産の補助金交付の目的外使用の承認（赤岡、現況写真、関係図面）
⑥財産の処分の承認（上ノ加江、現況写真、関係図面）
⑦漁港施設の処分（新村、現況写真、関係図面）
⑧財産の補助金交付の目的外使用の承認（内外の浦、現況写真、関係図面）
⑨財産の処分（新村、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3047 漁港課 漁港漁場課 S62S63

①新村漁港　海岸保全施設の処分
②浦分漁港　海岸保全施設の処分
③室戸岬漁港　給氷塔
④高岡漁港　臨港道路の一部
⑤赤岡漁港　荷捌所用地、岸壁
⑥安芸漁港　海岸保全施設（防潮堤）の処分
と目的外使用

①漁港災害復旧事業による財産処分（新村、現況写真、関係図面）
②財産処分の承認（浦分、関係図面及び現況写真）
③財産の補助金交付の目的外使用の承認（室戸岬、現況写真、関係図面）
④漁港施設の処分（高岡、現況写真、関係図面）
⑤財産の補助金交付の目的外使用の承認（赤岡、現況写真、関係図面）
⑥財産処分及び目的外使用の承認（安芸、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3048 漁港課 漁港漁場課 S63H元

①下川口漁港　岸壁の占用(ホイスト)
②佐賀漁港　海岸施設(防潮堤)
③浦分漁港　海岸施設 第6防潮堤・3号護岸
④清水漁港　荷捌所(岸壁の占用)
⑤安芸漁港　(（海岸保全施設(防潮堤・舟揚
場)の目的外使用、中防波堤(2)の一部撤去）

①財産の補助金交付の目的外使用の承認（下川口、現況写真、関係図面）
②財産の処分及び目的外使用（佐賀、設計委託業務報告、関係図面及び現況
写真）
③財産の処分（浦分、現況写真、関係図面）
④財産の補助金交付の目的外使用の承認及び漁港施設の処分（清水、現況写
真の写し、関係図面）
⑤漁港施設の処分（安芸、現況写真、関係図面）

要審査 無 無
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R3-A-3049 漁港課 漁港漁場課 S60

昭和60年度　公有水面埋立　野見漁港　須崎
市
出願S60.8.17　免許S60.10.30　しゅん功
H7.10.27　漁港課

・野見漁港区域内における公有水面埋立工事の竣工認可
・現況写真及び完成写真
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3050 漁港課 漁港漁場課 S35S36S37S39S40S42S43
①宇佐漁港公有水面埋立 申請人 高知県
②失効 公有水面埋立免許 土佐清水市

①県有財産の取得（土佐市宇佐町）、関係図面
②公有水面埋立工事の工期延長及び面積変更、関係図面、現況写真

要審査 無 無

R3-A-3051 漁港課 漁港漁場課 S49

①公有水面埋立追認 大浦漁港
②公有水面埋立追認 池島漁港
③公有水面埋立追認 （湊浦漁港）
④公有水面埋立追認 栄喜漁港
⑤公有水面埋立追認 藻津漁港
⑥公有水面埋立追認 宇須々木漁港
⑦公有水面埋立追認 弘瀬漁港
⑧公有水面埋立追認 鵜来島漁港
⑨公有水面埋立追認 安満地漁港
⑩公有水面埋立追認 （一切漁港）
⑪昭和49年度 公有水面埋立追認 （栄喜漁
港）
⑫公有水面埋立追認 大島漁港
⑬宿毛市漁業協同組合

①公有水面埋立の竣工認可（宿毛市宿毛、関係図面、現況写真）
②公有水面埋立の竣工認可（宿毛市池島、関係図面、現況写真）
③公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、関係図面、現況写真）
④公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、関係図面、現況写真）
⑤公有水面埋立の竣工認可（宿毛市藻津・宇須々木、関係図面、現況写真）
⑥公有水面埋立の竣工認可（宿毛市宇須々木、関係図面、現況写真）
⑦公有水面埋立の竣工認可（宿毛市沖ノ島町、関係図面、現況写真）
⑧公有水面埋立の竣工認可（宿毛市沖ノ島町、関係図面、現況写真）
⑨公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町、関係図面、現況写真）
⑩公有水面埋立免許条件により公共帰属させた埋立地の管理（幡多郡大月
町、関係図面、現況写真）
⑪公有水面埋立免許条件により公共帰属させた埋立地の管理（宿毛市小筑紫
町、関係図面、現況写真及び現況写真の写し）
⑫公有水面埋立の竣工認可（宿毛市大島、関係図面、現況写真）
⑬公有水面埋立の竣工認可（宿毛市片島大島漁港、関係図面、現況写真）

要審査 無 無

R3-A-3052 漁港課 漁港漁場課 S50S56

①昭和50年度　50-7　深浦漁港　公有水面埋
立　須崎市
②56　56-2　安満地漁港公有水面埋立　（大
月町）

①公有水面埋立の竣工期間伸長および認可（須崎市浦ノ内、関係図面、現況
写真）
②公有水面埋立免許および竣工認可（幡多郡大月町安満地漁港、関係図面、
現況写真）、漁港局部改良事業計画書

要審査 無 無

R3-A-3053 漁港課 漁港漁場課 S45S46S47S48S49S52S54S58

①泊浦漁港公有水面埋立（泊浦漁協）
②公有水面埋立免許 大浦漁港 宿毛市
③済 公有水面埋立追認(大海漁港)大海漁港
協同組合
④済 公有水面埋立追認(大海漁港) 宿毛市 
26

①公有水面埋立地に関する権利移転許可（幡多郡大月町、関係図面、現況写
真）、46年度泊浦漁協業務報告書
②公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、関係図面、現況写真）
③公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、関係図面、現況写真）
④公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、関係図面、現況写真）

要審査 無 無
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R3-A-3054 漁港課 漁港漁場課 S45

①45 1 公有水面埋立追認 河原権太郎外4件
河原権太郎･中田広･久谷俊彦･井上光規･神谷
加奈枝
②45 2 公有水面埋立追認 安喜源芳外4件
安喜源芳･髙木義徳･河原 節･髙木栄子･久谷
善工郎
③45 3 公有水面埋立追認 伊与田哲夫外4件
伊与田哲夫･内外ノ浦保育園･山下幹次･内外
ノ浦漁協･井上準章
④45 4 公有水面埋立追認 栄喜漁業協同組合
外4件
栄喜漁協･谷岡明一･髙木保徳･髙木忠良･九谷
泰晴
⑤45 5 公有水面埋立追認 谷岡高繁外4件
髙木栄子(2件)･久谷善二郎･久谷澄子･谷岡高
繁
⑥45 6 公有水面埋立免許 野見漁港 大谷漁
業協同組合 森光敬一   完

①公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、土地評価調書、関係図面）
②公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、土地評価調書、関係図面）
③公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、関係図面、土地評価調書）
④公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、関係図面、土地評価調書）
⑤公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、土地評価調書、関係図面）
⑥公有水面埋立の竣工認可（須崎市大谷、土地評価調書、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3055 漁港課 漁港漁場課 S45

①公有水面埋立免許 古満目漁港 古満目漁業
協同組合 完
②公有水面埋立免許 内外の浦漁港 内外の浦
漁業協同組合 完
③公有水面埋立追認 橘浦漁業協同組合 完

①公有水面埋立の竣工認可および竣工認可申請書謄本の発行等（幡多郡大月
町、関係図面、現況写真）
②公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、土地評価調書、関係図面、現
況写真）
③公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町橘浦漁港、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3056 漁港課 漁港漁場課 S57

①護岸消波工の目的外使用　上の加江漁港
②パラペットの処分（通路占用）　野見漁港
③用地交換　行当漁港
④防災堤の除去　新荘漁港
⑤導流堤の占用及び物揚場の上空占用　赤岡
漁港

①財産の補助金交付の目的外使用の承認（高岡郡中土佐町、関係図面、現況
写真）
②財産の補助金交付の目的外使用の承認（須崎市大谷、関係図面、現況写
真）
③県有財産の交換（室戸市元、関係図面）
④財産処分の承認（須崎市西町、関係図面、現況写真、昭和53年度版『高知
の漁港』）
⑤財産の補助金交付の目的外使用の承認（香美郡赤岡町、関係図面、現況写
真、昭和53年度版『高知の漁港』）

要審査 無 無

R3-A-3057 漁港課 漁港漁場課 S56

①国有財産の被害報告（アルミゲート類焼）　
宇佐漁港
②防潮堤の処分　コーケンブロックの目的外
使用　吉川漁港
③海岸消波ブロックの目的外使用　新荘漁港
④海岸護岸の処分及び目的外使用　一切漁港
⑤海岸護岸の目的外使用　野見漁港

①農林水産省所管国有財産の被害報告（現況写真、関係図面）
②昭和45～47年度及び昭和51～52年度に取得した財産の処分並びに目的外使
用（現況写真、関係図面）
③昭和53～56年度に取得した財産の目的外使用（須崎市西町、現況写真、関
係図面）
④昭和40年度に取得した財産の目的外使用（幡多郡大月町、現況写真、関係
図面）
⑤昭和54年度に取得した財産の目的外使用（須崎市大谷、現況写真、関係図
面）

要審査 無 無
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R3-A-3058 漁港課 漁港漁場課 S54S55

①高知県海洋開発調査船専用桟橋構造設計委
託業務　成果報告書　昭和54年5月　高知県　
（株）第一測量設計コンサルタント
②第3種宇佐漁港区域内県水産試験場に県営
栽培漁業センターを設置　宇佐漁港
③荷捌所用地目的外使用　安田漁港
④荷捌所用地目的外使用　傍士漁港
⑤防潮堤根固工目的外使用　吉川漁港
⑥海岸護岸の処分　安芸海岸
⑦消波工目的外使用　新荘海岸

①宇佐漁港区域内における工作部設置等（土佐市宇佐町、現況写真、関係図
面、安定検討書）
②宇佐漁港区域内における水域の占用（須崎市浦ノ内、現況写真の写し、関
係図面）
③財産の補助金交付の目的外使用（安芸郡安田町唐の浜、関係図面）
④財産の補助金交付の目的外使用の承認（室戸市吉良川町、現況写真、関係
図面）
⑤財産の負担金交付の目的外使用の承認（香美郡吉川村、関係図面）
⑥財産の処分の承認（安芸市津久茂町、関係図面、現況写真
⑦財産の目的外使用の承認（須崎市西町、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3059 漁港課 漁港漁場課 S55
宇佐（堂ノ浦）漁港公有水面埋立願書 高知
県

・須崎市浦ノ内堂ノ浦地区宇佐漁港
・関係図面
・現況写真

要審査 無 無

R3-A-3060 漁港課 漁港漁場課 S49

①済 公有水面埋立追認(安満地漁港)47 安満
地漁業協同組合
②済 公有水面埋立追認(橘浦漁港)48橘浦漁
業協同組合
③済 公有水面埋立免許 (栄喜漁港) 栄喜漁
業協同組合
④済 公有水面埋立追認(田の浦漁港) 小筑紫
漁業協同組合 29
⑤済 48 公有水面埋立追認 (清水漁港) 土佐
清水市
⑥済 公有水面埋立追認(泊浦漁港) 41泊浦漁
業協同組合

①公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町、現況写真、関係図面）
②公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町、現況写真、関係図面）
③公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、現況写真、関係図面）
④公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、現況写真、関係図面）
⑤公有水面埋立の竣工認可（土佐清水市浜町、現況、関係図面）
⑥公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3061 漁港課 漁港漁場課 S48S49

①S48　公有水面埋立免許　宇佐漁港　宇佐
漁業協同組合申請
②49 公有水面埋立免許(藻津漁港)藻津漁業
協同組合
③済 49 公有水面埋立免許 栄喜漁港 栄喜漁
業協同組合
④48 公有水面埋立追認(宇佐漁港)宇佐漁業
協同組合

①宇佐漁港区域内における公有水面埋立竣工認可（土佐市宇佐町、関係図
面、業務報告書、現況写真）
②公有水面埋立の竣工認可（現況写真、宿毛市藻津、関係図面）
③公有水面埋立の竣工認可（現況写真、関係図面、宿毛市小筑紫町）
④公有水面埋立免許条件により公共帰属させた埋立地の管理（土佐市宇佐
町、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3062 漁港課 漁港漁場課 S48S50S51S52

①公有水面埋立追認（宇佐漁港） 山崎春義
②2 50 公有水面埋立免許（大島漁港） 高知
県
③6 50 公有水面埋立免許（内外の浦漁港） 
宿毛市
④4 50 公有水面埋立免許（田ノ浦漁港） 宿
毛市
⑤15 周防形 漁港公有水面埋立願書 大月町

①公有水面埋立の竣工認可（須崎市浦ノ内、現況写真、関係図面）
②公有水面埋立免許の失効（宿毛市片島、現況写真、関係図面）
③公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、現況写真、関係図面）
④公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、現況写真、関係図面）
⑤公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町周防形漁港、関係図面、現況写
真）

要審査 無 無
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R3-A-3063 漁港課 漁港漁場課 S46

①46 公有水面埋立免許 栄喜漁港 栄喜漁業
協同組合
②46 公有水面埋立追認 野見漁港 大谷漁業
協同組合
③46 公有水面埋立免許 大島漁港 宿毛市漁
業協同組合
④46 公有水面埋立免許 大海漁港 大海漁業
協同組合
⑤46 公有水面埋立免許 栄喜漁港 河原寅喜
⑥47 公有水面埋立追認 大島漁港 宿毛市漁
業協同組合

①公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、現況写真、関係図面）
②公有水面埋立の竣工認可（須崎市大谷、関係図面）
③公有水面埋立の竣工認可（宿毛市片島、関係図面）
④公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、現況写真、関係図面）
⑤公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、現況写真、関係図面）
⑥公有水面埋立の竣工認可（宿毛市片島、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3064 漁港課 漁港漁場課 S51S53S54
①竜串漁港公有水面埋立願書 土佐清水市
②傍士漁港公有水面埋立願書 室戸市
③伊佐漁港公有水面埋立願書 高知県

①公有水面埋立の竣工認可（土佐清水市三崎）
②公有水面埋立の竣工認可（室戸市吉良川町、関係図面、現況写真）
③公有水面埋立の竣工認可（土佐清水市足摺岬伊佐漁港、当麻漁港、関係図
面）

要審査 無 無

R3-A-3065 漁港課 漁港漁場課 S57S58S59

①昭和57年 田野浦漁港公有水面埋立願 59･
6･4 竣功許可 高知県 漁港課
②昭和58年 池島漁港公有水面埋立願書等 宿
毛市 59･6･4 竣功許可 漁港課

①公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大方町田の浦漁港、現況写真、関係図
面）
②公有水面埋立の竣工認可（宿毛市池島、現況、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3066 漁港課 漁港漁場課 S34S36S37S38S39S40S48S58公有水面埋立免許

・公有水面埋立の竣工認可
・須崎市浦ノ内
・宿毛市小筑紫町栄喜漁港
・幡多郡大月町橘浦漁港
・高岡郡宇佐町宇佐漁港
・関係図面
・竣工写真

要審査 無 無

R3-A-3067 漁港課 漁港漁場課 S57
昭和54年度　久通漁港公有水面埋立願書　
（須崎市）

公有水面埋立の竣工認可（須崎市久通、現況写真、関係図面、現況写真） 要審査 無 無

R3-A-3068 漁港課 漁港漁場課 S55
①小室漁港公有水面埋立願書　高知県
②浦分漁港公有水面埋立願書　高知県

①公有水面埋立地の管理（高岡郡窪川町興津、現況写真、関係図面）
②公有水面埋立地の管理（高岡郡窪川町興津、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3069 漁港課 漁港漁場課 S47S48
①公有水面埋立　古満目漁港　高知県
②公有水面埋立　安満地漁港　安満地漁業用
同組合

①公有水面埋立工事の竣工認可に伴う埋立護岸部分の国帰属通知（幡多郡大
月町古満目、現況写真、関係図面）
②公有水面埋立免許条件により公共帰属させた埋立地の管理（幡多郡大月町
安満地、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3070 漁港課 漁港漁場課 S54 内外ノ浦漁港公有水面埋立願書 宿毛市

・埋立区域及び工事施工区域の位置表示訂正
・宿毛市小筑紫町
・現況写真
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3071 漁港課 漁港漁場課 S51S56
①昭和51年度　池ノ浦漁港公有水面埋立　
（須崎市）　完
②S56　宇佐漁港公有水面埋立　（高知県）

①公有水面埋立の竣工認可（須崎市浦ノ内、現況写真、関係図面）
②公有水面埋立の竣工に伴う土地登記（土佐市宇佐町、現況写真、関係図
面）

要審査 無 無

R3-A-3072 漁港課 漁港漁場課 S57
46-1　公有水面埋立免許　（宇佐漁港）　企
業局

・公有水面埋立の竣工認可
・土佐市宇佐町宇佐鳥ヶ巣
・関係図面
・現況写真

要審査 無 無
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R3-A-3073 漁港課 漁港漁場課 S57
清水51-5（越）　漁港公有水面埋立願書　高
知県

・公有水面埋立の竣工認可
・土佐清水市西町・浜町清水漁港
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3074 漁港課 漁港漁場課 S58 窪津52-6　漁港公有水面埋立願書　高知県

・公有水面埋立の竣工認可
・土佐清水市窪津窪津漁港
・埋立完了検査写真
・昭和53年度版高知県の漁港
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3075 漁港課 漁港漁場課 S49S56

①48　公有水面埋立免許（室戸岬漁港）
②昭和49年度　公有水面埋立免許（古満目）
②
③55　竜ヶ迫漁港　公有水面埋立　大月町①

①公有水面埋立竣工に伴う土地登記手続き（室戸市室戸岬町、現況写真、関
係図面）
②公有水面埋立竣工に伴う土地登記（幡多郡大月町、古満目漁港、現況写
真、関係図面）
③竜ヶ迫漁港区域内における公有水面埋立地の登記済証提出（幡多郡大月
町、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3076 漁港課 漁港漁場課 S56

①48　清水漁港埋立　高知県①
②公有水面埋立　清水漁港　高知県②
③公有水面埋立免許　清水漁港（越）　高知
県④
④48　公有水面埋立免許　窪津漁港　高知県
⑤

①登記済証（土佐市宇佐町、宇佐漁港、関係図面、竣工写真）
②公有水面埋立によって生じた土地の登記（土佐清水市清水、関係図面）
③公有水面埋立の管理（土佐清水市清水・浜町、関係図面）
④公有水面埋立地の管理（土佐清水市窪津、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3077 漁港課 漁港漁場課 S56

①公有水面埋立免許　宇佐漁港　須崎市　①
②公有水面埋立免許　古満目漁港　高知県　
②
③昭和49年度　公有水面埋立免許（柏島漁
港）　高知県　③

①財産の引渡し（須崎市浦ノ内、関係図面、現況写真）
②公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町、現況写真、関係図面）
③公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3078 漁港課 漁港漁場課 S49S54

①昭和49年度　野見漁港公有水面埋立　（須
崎市）　完
②54-6 昭和54年度
公有水面埋立願書 （宇佐漁港萩崎）
出願者 高知県 漁港課

①公有水面埋立の竣工認可（須崎市大谷、公有水面埋立の竣工認可、現況写
真、関係図面）
②公有水面埋立の竣工に伴う土地登記（土佐市宇佐町、現況写真、関係図
面）

要審査 無 無

R3-A-3079 漁港課 漁港漁場課 S45S49S50S51

①公有水面埋立免許 野見漁港 須崎市
②済　50　公有水面埋立免許　安満地漁港　
大月町
③済 昭和49年度 公有水面埋立免許申請（内
外の浦漁港）　宿毛市
④済　昭和49年度　公有水面埋立免許申請
（安満地漁港）　大月町
⑤50　済　公有水面埋立免許　宇佐漁業協同
組合　宇佐漁港
⑥昭和49年度　公有水面埋立免許申請（安満
地漁港）縦覧用　大月町

①公有水面埋立の竣工認可（須崎市大谷野見漁港、関係図面）
②公有水面埋立工事の竣工認可（幡多郡大月町安満地漁港、現況写真、関係
図面）
③公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町内外ノ浦漁港、現況写真、関係
図面）
④高知県広報の正誤依頼（幡多郡大月町安満地漁港、関係図面、現況写真）
⑤登記済証（土佐市宇佐町宇佐漁港、関係図面、昭和49年度業務報告書）
⑥公有水面埋立免許願書（幡多郡大月町安満地漁港、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3080 漁港課 漁港漁場課 S50S55
①橘浦漁港公有水面埋立願書 大月町
②小室漁港公有水面埋立願書 高知県
③内外ノ浦漁港公有水面埋立願書 宿毛市

①橘浦漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町、現況写
真、関係図面）
②公有水面埋立地の管理（高岡郡窪川町小室漁港、現況写真、関係図面）
③公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町内外ノ浦漁港、関係図面、現況
写真）

要審査 無 無

362 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3081 漁港課 漁港漁場課 S48S49S50

①公有水面埋立追認（大島漁港） 宿毛市 16
②済 公有水面埋立追認（柏島漁港） 大月町 
40
③済 公有水面埋立追認（周防形漁港） 44 
月灘漁業協同組合
④公有水面埋立追認（野見漁港） 大谷漁業
協同組合
⑤公有水面埋立追認 （野見漁港） 大谷漁業
協同組合
⑥済 公有水面埋立追認（尾浦漁港） 43 大
浦漁業協同組合
⑦済 公有水面埋立追認（藻津漁港） 21 武
山竹市
⑧公有水面埋立追認（深浦漁港） 三枝利江
⑨公有水面埋立追認（深浦漁港） 福本泰弘
⑩公有水面埋立追認（宇佐漁港） 福本純一

①公有水面埋立の竣工認可（宿毛市片島大島漁港、現況写真、関係図面）
②公有水面埋立免許条件により公共帰属させた埋立地の管理（幡多郡大月町
柏島漁港、現況写真、関係図面）
③公有水面埋立免許条件により公共帰属させた埋め立てて地の管理（幡多郡
大月町、周防形漁港現況写真、関係図面）
④野見漁港区域内における公有水面埋立竣工認可（須崎市大谷野見漁港、現
況写真、関係図面）
⑤公有水面埋立免許条件により公共帰属させた埋立地の管理（須崎市大谷野
見漁港、現況写真、関係図面）
⑥公共水面埋立免許条件により公共帰属させた埋立地の管理（幡多郡大月町
尾浦漁港、現況写真、関係図面）
⑦公共水面埋めての竣工認可（宿毛市宇須々木藻津漁港、関係図面）
⑧深浦漁港区域内における公有水面埋立竣工認可（須崎市浦ノ内、現況写
真、関係図面）
⑨公有水面埋立免許条件により公共帰属させた埋立地の管理（須崎市浦ノ内
深浦漁港、現況写真、関係図面）
⑩公有水面埋立の竣工認可（須崎市浦ノ内宇佐漁港、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3082 漁港課 漁港漁場課 S52 加領郷 漁港公有水面埋立願書 高知県
・加領郷漁港区域内における公有水面埋立免許の失効
・安芸郡奈半利町
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3083 漁港課 漁港漁場課 S49S52S53

①昭和49年度 公有水面埋立免許申請(大海漁
港) S53.9.27竣工
②一切漁港公有水面埋立願書 大月町
③栄喜漁港公有水面埋立願書 宿毛市

①公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、現況写真、関係図面）
②一切漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町、現況写
真、関係図面）
③栄喜漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、現況
写真、関係図面、総会議事録）

要審査 無 無

R3-A-3084 漁港課 漁港漁場課 S62
59 藻津漁港公有水面埋立願書等 高知県　
S62.10.28竣工認可

・公有水面埋立の竣工認可
・宿毛市藻津
・現況写真
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3085 漁港課 漁港漁場課 S52
①公有水面埋立地の登記に伴う証明
②宇佐（竜）漁港公有水面埋立願書　高知県

①公有水面埋立地の登記に伴う証明（土佐清水市越、弁天町、関係図面）
②登記済証（土佐市宇佐町宇佐漁港、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3086 漁港課 漁港漁場課 S58S59
昭和58年度　宇佐漁港公用水面埋立　【高知
県】

・公有水面埋立の竣工認可
・土佐市宇佐町宇佐漁港
・現況写真
・関係図面
・共同漁業権変更申請書
・共同漁業権行使規則変更免許申請書

要審査 無 無

R3-A-3087 漁港課 漁港漁場課 S58S59

①昭和58年度　宇佐漁港（萩崎）　公用水面
埋立　高知県　60.11.22登記済.
②昭和58年度　宇佐漁港（新町）　公用水面
埋立　高知県　61.12.16登記済

①公有水面埋立の竣工に伴う土地登記（土佐市萩﨑、現況写真、関係図面、
共同漁業権変更免許申請書）
②公有水面埋立の竣工に伴う土地登記（土佐市外西浜・東松岡、現況写真、
関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3088 漁港課 漁港漁場課 S57S59

①S57　安満地漁港公有水面埋立　大月町 
S63年10月1日 登記完了
②昭和57年度　尾浦漁港公用水面埋立 （大
月町） S63年10月1日　登記完了

①公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町安満地、現況写真、関係図面）
②漁港区域内における公有水面埋立地の登記済証（写し）提出（幡多郡大月
町大浦尾浦漁港、現況写真、関係図面）

要審査 無 無
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R3-A-3089 漁港課 漁港漁場課 S57S58S59
①57　栄喜漁港公用水面埋立　宿毛市
②昭和57年度　泊浦漁港公用水面埋立　高知
県

①公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町栄喜、完成写真、関係図面）
②公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町泊浦、完成写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3090 漁港課 漁港漁場課 S61S63H元

①昭和63年度 公有水面埋立申請書（鈴漁
港） 元.6.9竣功
②泊浦 公有水面埋立 竣功 元.5.19 竣功
③61 宇佐漁港公有水面埋立出願 元.10.17竣
功 漁港課

①鈴漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可（幡多郡佐賀町、鈴漁港、
現況写真、関係図面）
②公有水面埋立工事竣工（幡多郡大月町泊浦、関係図面）
③宇佐漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可（土佐市宇佐町、完成写
真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3091 漁港課 漁港漁場課 S56S63H元

①S56 野根漁港公有水面埋立 （高知県） 
H2.1.25竣工認可
②S63 清水漁港 （本港） 公有水面埋立 
H1.11.6竣功認可

①告示の訂正、野根漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可（安芸郡東
洋町、現況写真、関係図面）
②公有水面埋立によって生じた土地の登記、公有水面埋立の竣工認可（土佐
清水市市場町、清水漁港、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3092 漁港課 漁港漁場課 S63H元

①63 藻津漁港公有水面埋立 宿毛市 H2.3.30
竣功
②元･安満地公有水面埋立 大月町 H2.3.30竣
功

①藻津漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可（宿毛市藻津、現況写
真、関係図面）
②漁港区域内における公有水面埋立地の登記済証（写し）の提出、安満地漁
港区域内における公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町、現況写真、関係
図面）

要審査 無 無

R3-A-3093 漁港課 漁港漁場課 S60
58　加領郷漁港公用水面埋立願等　60.5.18
竣功認可

公有水面埋立の竣工認可（安芸郡奈半利町加領郷漁港、竣工検査写真、関係
図面）

要審査 無 無

R3-A-3094 漁港課 漁港漁場課 S60

①54-3　柏島漁港公用水面埋立願書　高知県　
S60.6.3竣功認可
②58　清水漁港公有水面埋立願書等　高知県　
60.6.11竣功認可

①公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町柏島漁港、現況写真、関係図面）
②公有水面埋立の竣工認可（土佐清水市汐見、清水漁港、現況写真、関係図
面）

要審査 無 無

R3-A-3095 漁港課 漁港漁場課 S56S58S60

①56 野見漁港公有水面埋立願書等 最終 
60.5.21竣功認可
②58 大海漁港公有水面埋立願書等 宿毛市 
60.5.24 竣功認可

①公有水面埋立の竣工認可（須崎市大谷、野見漁港、現況写真、関係図面）
②公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、大海漁港、完成写真、関係図
面）

要審査 無 無

R3-A-3096 漁港課 漁港漁場課 S62

①60 深浦漁港 公有水面埋立願書等 須崎市 
62.4.10竣工認可
②58 窪津漁港 公有水面埋立願書等 高知県 
62.6.2竣工認可
③60 池島漁港 公有水面埋立願書等 宿毛市 
62.8.9竣工認可

①深浦漁港区域内における公有水面埋立竣工認可（須崎市浦ノ内、現況写
真、関係図面）
②窪津漁港区域内における公有水面埋立地の字の確定（土佐清水市窪津、現
況写真、関係図面）
③公有水面埋立ての竣工認可（宿毛市池島、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3097 漁港課 漁港漁場課 S62

①60 宇佐漁港（福島地区）公有水面埋立願
書等 高知県 62.9.7竣工
②60 宇佐漁港（なべうど地区）公有水面埋
立願書等 高知県 62.9.7竣工

①宇佐漁港区域内における公有水面埋立地の竣工認可（土佐市宇佐町、現況
写真、関係図面）
②宇佐漁港区域内における公有水面埋立地の竣工認可（土佐市宇佐町、現況
写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3098 漁港課 漁港漁場課 S61

①56 竜ヶ迫漁港公有水面埋立 大月町 
61.6.30竣功認可 63.10.24登記済
②57 中の島漁港公有水面埋立 須崎市 
62.2.10 竣功認可

①竜が迫漁港区域内における公有水面埋立地の登記済証（写し）提出（幡多
郡大月町、現況写真、関係図面）
②公有水面埋立の竣工認可（須崎市大谷、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3099 漁港課 漁港漁場課 S56H2
S56 下川口漁港公有水面埋立 高知県 
H2.9.17竣工

・竣工検査写真
・土佐清水市下川口
・関係図面

要審査 無 無
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R3-A-3100 漁港課 漁港漁場課 S56

①48　公有水面埋立免許 母島漁港（母島地
区）出願者高知県 漁港課
②昭和50.5.31出願 公有水面埋立 大島漁港 
出願者高知県 漁港課
③昭和53.11.27出願 公有水面埋立 内外ノ浦
漁港 出願者高知県 漁港課
④S45.7.1 公有水面埋立免許　大島漁港　高
知県

①公有水面埋立地の管理（宿毛市沖ノ島町母島、関係図面）
②公有水面埋立地の管理（宿毛市大島、現況写真、関係図面）
③公有水面埋立地の管理（宿毛市小筑紫町、現況写真、関係図面）
④大島漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可に伴う関係図書の送付
（宿毛市片島、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3101 漁港課 漁港漁場課 S59S60S61S63

①S59 安満地漁港 公有水面埋立 元.12.12登
記完了 S63.7.11竣功認可
②61 栄喜漁港公有水面埋立願書等 S63.4.21
竣功 宿毛市

①安満地漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町安満
地、現況写真、関係図面）
②公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町栄喜、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3102 漁港課 漁港漁場課 S58S61S63

①昭和58年度 傍士漁港公有水面埋立（室戸
市） 63.7.14竣工認可
②S61 橘浦漁港公有水面埋立願書（関連道） 
S63.7.11竣功認可 H2.1.12 登記完了

①公有水面埋立の竣工認可（室戸市吉良川町、現況写真、関係図面）
②橘浦漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町、現況写
真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3103 漁港課 漁港漁場課 S60S61S63

①60 大島漁港埋立願書等 63年11月1日 竣功
認可
②S61 橘浦漁港 公有水面埋立願書（改修） 
S63.10.3竣功認可 元.12.13 登記完了

①大島漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可（宿毛市片島、現況写
真、関係図面）
②橘浦漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町、現況写
真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3104 漁港課 漁港漁場課 S55S58S63

①55 内外ノ浦漁港公有水面埋立願書等 
S60.4.竣功 63.11.1竣功認可
②57 大島漁港埋立 高知県 63.12.12竣工認
可

①内外ノ浦漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小筑紫町、
現況写真、関係図面）
②大島漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可（宿毛市片島、現況写
真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3105 漁港漁場課 漁港漁場課 S32S41S42S43

①母島漁港指定変更申請書
②漁港台帖　大浦漁港
③④漁港指定取消認可申請書
⑤昭和36年度　高知県管理港一覧表及び港湾
関係県条例規則集
⑥⑬漁港の指定内容の変更
⑦⑧⑨⑩⑫⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑漁港区域の変更
⑪漁港台帳
㉒漁港区域変更の実績
㉓㉔漁港指定

①母島漁港（県管理）の区域変更（宿毛市沖ノ島町、漁港の区域の変更の調
書、関係図面）
②宿毛市坂ノ下、現況写真、関係図面
③㉕漁港指定取消認可申請書（小室港・浦分港→興津港、高岡郡窪川町興
津）
④漁港指定取消認可申請書（安芸郡室戸岬町、三津港・椎名港／幡多郡大内
町、泊浦港／幡多郡大方町、田の浦港／土佐清水市窪津、窪津港／安芸郡室
戸岬町、室戸岬港）
⑤4月時点の県管理港一覧表等
⑥漁港の指定内容の変更（上ノ加江漁港、高岡郡中土佐町、現況写真、関係
図面）
⑦⑧⑳漁港区域の変更（泊浦港、幡多郡大月町、関係図面）
⑨⑩⑱漁港区域の変更（田ノ浦港、幡多郡大方町、関係図面）
⑪漁港台帳（大浦漁港、宿毛市坂ノ下）
⑫⑭⑮⑲漁港区域の変更（椎名港、安芸郡室戸岬町、関係図面）
⑬漁港の指定内容の変更（母島漁港、宿毛市沖ノ島町、古屋ノ浦漁港・久保
ノ浦漁港）
⑯漁港区域の変更（室戸岬港、安芸郡室戸岬町）
⑰漁港区域の変更（窪津港、土佐清水市窪津）
㉑漁港区域の変更（三津港、安芸郡室戸岬町）
㉒漁港区域変更の実績（椎名港・三津港・泊浦港、田ノ浦港・窪津港、室戸
岬港）
㉓㉔漁港指定（興津港、高岡郡窪川町、関係図面）

要審査 無 無
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R3-A-3106 漁港漁場課 漁港漁場課 S42S43

①公有水面埋立工事竣工認可申請書
②1 済 42 公有水面埋立免許　古満目漁港
③2 済 42 公有水面埋立免許　泊浦漁港
④3 済 42 公有水面埋立免許　深浦漁港
⑤4 済 42 公有水面埋立免許　深浦漁港
⑥公有水面埋立免許（完結）　深浦漁港
⑦昭和40年度公有水面埋立　深浦漁港
⑧公有水面埋立免許 柏島漁港（完結） 柏島
漁業協同組合

①幡多郡大月町柏島、関係図面
②幡多郡大月町古満目、関係図面
③幡多郡大月町泊浦、現況写真、関係図面
④須崎市浦ノ内、現況写真、関係図面
⑤須崎市浦ノ内、現況写真、関係図面
⑥須崎市浦ノ内、現況写真、関係図面
⑦須崎市浦ノ内、現況写真、関係図面
⑧幡多郡大月町柏島、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3107 漁港漁場課 漁港漁場課 S43
①7 済 43 公有水面埋立免許　深浦漁港
②(8) 公有水面埋立免許関係書 高知県 
S43.7.30竣功 宇佐漁港 漁港課

①須崎市浦ノ内、関係図面、現況写真
②土佐市宇佐町、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3108 漁港漁場課 漁港漁場課 S44

①公有水面埋立追認 清水漁港 島 梅松 完
②公有水面埋立免許 湊浦漁港 宿毛市 完
③公有水面埋立追認 池島漁港 （1）（2） 
宿毛市漁協協同組合 貝崎加造 完

①土佐清水市浦尻、関係図面
②宿毛市小筑紫町、関係図面
③宿毛市大島、関係図面、現況写真

要審査 無 無

R3-A-3109 漁港漁場課 漁港漁場課 S41S44S45S46

①漁港の指定の取消し　下山漁港
②川北漁港（安芸市管理第1種）の指定内容
の変更
③漁港の指定内容の変更　上ノ加江漁港
④室戸漁港区域変更
⑤宇須々木漁港（宿毛市管理第1種）の区域
変更
⑥清水漁港区域変更申請書 42.12.20（完
結）
⑦漁港の指定　伊尾木漁港
⑧坂本漁港の管理者指定の取り消し

①安芸市下山、下山漁港及び川北漁港の合併（合併後：伊尾木漁港）、県内
漁港位置図及び関係図面
②安芸市伊尾木、現況写真、関係図面
③高岡郡中土佐町、現況写真、関係図面
④室戸市室戸岬町津呂、現況写真、関係図面
⑤宿毛市宇須々木、現況写真、関係図面
⑥土佐清水市越、越漁港の合併、現況写真、関係図面
⑦安芸市下山、下山漁港と川北漁港を合併し伊尾木漁港とするもの、現況写
真、県内漁港位置図及び関係図面
⑧室戸市室戸岬町、坂本漁港の合併（合併後：室戸岬漁港）、現況写真、関
係図面

要審査 無 無

R3-A-3110 漁港漁場課 漁港漁場課 S45

①公有水面埋立免許 宇佐漁港（灰方） 高知
県 完
②公有水面埋立免許 田の浦漁港 宿毛市 完
③公有水面埋立免許 内外の浦漁港 内外の浦
漁業協同組合 井上 勝 完
④公有水面埋立追認 泊浦漁港 泊浦漁業協同
組合 完
⑤公有水面立免許 深浦漁港 深浦漁協 完

①須崎市浦ノ内灰方、関係図面、現況写真
②宿毛市小筑紫町田ノ浦、関係図面、現況写真
③宿毛市小筑紫町、関係図面、現況写真
④幡多郡大月町泊浦、関係図面
⑤須崎市浦ノ内灰方、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3111 漁港漁場課 漁港漁場課 S45S46S47S48S49室戸岬漁港残土処理用地 室戸土木買収分

・室戸市室戸岬町
・関係図面
・室戸岬漁港の浚渫土砂の土捨場用地購入の不動産売買契約の契約変更（考
査管理課保管分の写し）

要審査 無 無
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R3-A-3112 漁港漁場課 漁港漁場課 S45S46S47S48S49

①室戸岬漁港 土捨場用地（昭和46年度土地
開発基金 室戸市 開発公社購入）
②室戸岬漁港残土処理場平面図
③室戸岬漁港修築工事残土処置場用地確認写
真
④室戸岬漁港残土処理場道路崩壊買足分写真
⑤平成53年度版高知県の漁港
⑥残土処理用地等確認用写真の写し（カ
ラー）
⑦昭和47年度漁港関係事業の実績報告
⑧昭和46年度室戸岬漁港修築事業の実績報告
⑨昭和49年度漁港関係事業の実績報告
⑩室戸岬漁港捨土用地関係

①室戸市室戸岬町東大谷、関係図面、現況写真
②関係図面
③確認写真18点
④買足分写真13点
⑤平成53年度版高知県の漁港
⑥残土処理用地等確認用写真の写し（カラー）
⑦室戸岬漁漁港、母島漁港
⑧室戸市室戸岬町、関係図面
⑨室戸岬漁港、安芸漁港、大島漁港
⑩協議事項、他写真付関係図面等添付書類

要審査 無 無

R3-A-3113 漁港漁場課 漁港漁場課 S45S54S58S63

①S45 古満目 埋立・捨石
②S54 行当漁港用地買収問題 No.1
③S58 権限委任 行当漁港
④S44 小室漁港 国有財産売買契約書（写）
⑤S63 新荘漁港区域変更
⑥S54 埋立手続、告示等

①公有水面埋め立て工事の竣工認可（幡多郡大月町平山、関係図面、現況写
真）
②行当漁港の用地関係等協議会、協議会議事録
③事業にかかる土地交換契約（室戸市元、不動産鑑定評価書、現況写真、関
係図面）
④国有財産売買契約書、高岡郡窪川町興津
⑤新荘漁港区域変更協議資料、関係図面、現況写真
⑥昭和54年度版漁港区域に係る公有水面埋立免許の出願手続、漁港区域調書

要審査 無 無

R3-A-3114 漁港漁場課 漁港漁場課 S45S59S60S61S62
①昭和45年度 清水漁港（越地区）区域内に
おける公有水面埋立 土佐清水市
②公有水面埋立未処理関係 S33～S59

①公有水面埋立免許条件により公共帰属させた埋立地の管理（土佐清水市汐
見町・浜町、関係図面）
②公有水面埋立工事の指定期間内竣工（室戸市元、土佐市宇佐町、高岡郡中
土佐町、高岡郡窪川町、幡多郡大方町、幡多郡佐賀町、宿毛市片島・大島、
幡多郡大月町古満目・柏島、土佐清水市浜町・西町・栄町・窪津、関係図
面）

要審査 無 無

R3-A-3115 漁港漁場課 漁港漁場課 S46S47S48S49

①室戸岬 土捨場資料
②行政財産（室戸岬漁港残土処理用地）の一
部用途廃止及び引継ぎ
③写真（第3種 室戸岬漁港 残土処理用地）
④県財産の払下げ要望

①室戸岬漁港残土処理場の処分（室戸市室戸岬町、土捨場写真、関係図面）
②室戸市室戸岬町、室戸岬漁港、関係図面
③室戸市室戸岬町、現況写真、関係図面
④室戸市室戸岬町、現況写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3116 漁港漁場課 漁港漁場課 S47S57
①川北漁港の指定の取消
②伊尾木漁港区域内にかかる国有財産の所管
換

①安芸市川北、川北漁港と下山漁港の合併（合併後：伊尾木漁港）、現況写
真、関係図面
②安芸市下山、現況写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3117 漁港漁場課 漁港漁場課 S48S49S54S60S61

①国有財産の所管換
②小室漁港区域内における協議
③昭和49年度 （未結） 公有水面埋立免許申
請 （母島漁港久保浦地区） 高知県
④（未結） 田野浦漁港区域内における公有
水面埋立 田野浦漁協協同組合
⑤S61 永 未結 公有水面埋立免許（清水漁港
区域内）にかかる原状回復義務免除について 
漁港課

①幡多郡佐賀町、佐賀港、関係図面
②高岡郡窪川町、関係図面
③宿毛市沖の島町、現況写真、関係図面
④幡多郡大方町田野浦、関係図面
⑤土佐清水市浦尻梶山地先、理由書、現況写真、関係図面

要審査 無 無
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R3-A-3118 漁港漁場課 漁港漁場課 S46S49

①1 公有水面埋立追認（藻津漁港）
②2 公有水面埋立追認 古満目漁港
③3 公有水面埋立追認（母島漁港）
④4 公有水面埋立追認（竜ヶ迫漁港）
⑤5 公有水面埋立追認（宇須々木漁港）
⑥6 49-5 公有水面埋立追認（古満目漁港）
⑦7 公有水面埋立追認 内外の浦漁港
⑧8 公有水面埋立追認（深浦漁港） 正木俊
三郎
⑨9 昭和46年度 清水漁港（浦尻地区）区域
内における公有水面埋立 土佐清水市

①公有水面埋立の竣工認可（宿毛市藻津、現況写真、関係図面）
②公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町頭集、現況写真、関係図面）
③公有水面埋立免許条件により公共帰属させた埋立地の管理（宿毛市沖の島
町母島、現況写真、関係図面）
④公有水面埋立免許条件により公共帰属させた埋立地の管理（幡多郡大月町
龍ヶ迫、現況写真、関係図面）
⑤公有水面埋立の竣工認可（宿毛市宇須々木、現況写真、関係図面）
⑥公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町古満目、現況写真、関係図面）
⑦公有水面埋立免許条件により公共帰属させた埋立地の管理（宿毛市小筑紫
町、現況写真、関係図面）
⑧公有水面埋立の竣工認可（須崎市浦ノ内、現況写真、関係図面）
⑨公有水面埋立の竣工認可（土佐清水市浦尻、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3119 漁港漁場課 漁港漁場課 S49S50S51 永　漁港の指定内容の変更

・名鹿漁港の指定内容の変更（中村市名鹿、名鹿漁港大谷地区写真、関係図
面）
・三崎漁港の指定内容の変更（幡多郡三崎町、関係図面）
・久枝漁港の指定内容の変更（香美郡日章村久枝、関係図面）
・吉川漁港の指定内容の変更（香美郡吉川村、関係図面）
・下川口漁港の指定内容の変更（土佐清水市下川口、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3120 漁港漁場課 漁港漁場課 S50

①済　田野浦漁港公有水面埋立　免許申請　
小筑紫漁協
②済　公有水面埋立追認　（佐賀漁港）　佐
賀町
③公有水面埋立追認　柏島漁港
④公有水面埋立追認　古満目・柏島　高知県

①埋立地に関する権利移転許可（宿毛市小筑紫町、関係図面、現況写真）
②公有水面埋立地の用途変更（幡多郡佐賀町、関係図面、現況写真）
③竣工認可申請書謄本の発行（幡多郡大月町古満目・柏島、現況写真、関係
図面）
④竣工認可申請書謄本の発行（幡多郡大月町古満目、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3121 漁港漁場課 漁港漁場課 S50S52S53S55S58S66
①漁港関連道引継
②10年　漁港関連道

①農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道管理引継ぎ報告書（高岡郡窪川町
興津、関係図面、S50安満地・S52湊浦・S52大海・S53西泊・S55小室）
②農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道管理引継ぎ（漁港関連道関係調書
一覧表、関係図面、S60田島・S60安満地・S58入野・S58安岡・S58一切）

要審査 無 無

R3-A-3122 漁港漁場課 漁港漁場課 S49S50S57S58

①昭和57年　国有財産（工作物）の所管換
②昭和58年　国有財産（工作物）の所管換
③昭和49年度 工作物引継関係（室戸岬漁
港） 建設省 高知県

①土佐清水市下川口、下川口漁港、現況写真、関係図面、昭和53年度高知県
の漁港
②土佐清水市下益野、三崎漁港、現況写真、関係図面、昭和53年度版高知県
の漁港
③室戸岬漁港区域内における国道55号線改築工事の施行に伴う附帯工作物の
引継（室戸市室戸岬町、関係図面）

要審査 無 無
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R3-A-3123 漁港漁場課 漁港漁場課 S48S50S51S52

①第2種　佐賀漁港の指定内容の変更 高知県
②51水港第1295号　漁港の指定内容の変更
③50水港第3927号　漁港の指定内容の変更
④52漁第65号　漁港区域の変更
⑤52漁第163号　漁港の指定内容の変更
⑥51漁港第294号　漁港の指定内容の変更
⑦漁港管理者指定告示の改正

①幡多郡佐賀町佐賀、現況写真、関係図面
②漁港の指定内容の変更（深浦漁港、高岡郡浦ノ内村深浦、津呂漁港、土佐
清水市津呂、現況写真、関係図面）、漁港区域の変更（中ノ島漁港、高岡郡
多ノ郷村中ノ島、須崎市大谷中ノ島、現況写真、関係図面）
③傍士漁港、安芸郡吉良川町、行当漁港、室戸市元、新村漁港、安芸郡室戸
町新村、関係図面、現況写真
④傍士漁港、安芸郡吉良川町、行当漁港、室戸市元、新村漁港、安芸郡室戸
町新村、関係図面
⑤伊屋漁港、幡多郡大方町伊屋、双海漁港、中村市双海、現況写真、関係図
面
⑥竜串漁港、土佐清水市三崎、当麻漁港、土佐清水市当麻、現況写真、関係
図面
⑦佐賀漁港、幡多郡佐賀町、現況写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3124 漁港漁場課 漁港漁場課 S51S54S56

①宇佐漁港用途廃止（高岡高校宇佐分校）
②室戸岬漁港旧堤敷用途廃止 54年度
③昭和56年度 室戸岬旧堤用途廃止
④宇佐漁港用途廃止申請 今村国美 萩谷川
⑤国民宿舎ウラ（汐崎） 宇佐漁港　用途廃
止

①農林水産省所管国有財産の境界確定の協議（須崎市浦ノ内、関係図面）
②公共用財産の用途廃止及び引継（室戸市室戸岬町、現況写真、関係図面、
現況カラーネガ）
③公共用財産の用途廃止及び引継（室戸市室戸岬町、現況写真、関係図面）
④土佐市宇佐町、関係図面
⑤土地払下げ申請書、理事会決議録、現況写真

要審査 無 無

R3-A-3125 漁港漁場課 漁港漁場課 S49S52

①昭和49年度 公有水面埋立免許 （大浦漁
港）
②湊浦　内外の浦漁港 埋立免許申請 （高知
県）
③昭和49年度 公有水面埋立免許申請（鵜来
島漁港）　宿毛市

①公有水面埋立免許条件により公共帰属させた埋立地の管理（宿毛市坂ノ
下、大浦漁港、現況写真、関係図面）
②国道321号線道改良工事に伴う埋立、公有水面埋立の竣工認可（宿毛市小
筑紫町、湊浦漁港、関係図面）
③鵜来島漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可（宿毛市沖ノ島町鵜来
島、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3126 漁港漁場課 漁港漁場課 S54S55S57S58

①高岡漁港の指定内容の変更（赤岡漁港、高
岡漁港、野根漁港)
②赤岡漁港の指定内容の変更
③野根漁港区域変更に伴う協議
④野根漁港区域変更

①室戸市室戸岬町高岡、関係図面、現況写真
②香美郡赤岡町、現況写真、関係図面
③安芸郡東洋町野根、安芸郡野根町、現況写真、関係図面
④安芸郡東洋町野根、関係図面、現況写真、現況カラーネガ

要審査 無 無

R3-A-3127 漁港漁場課 漁港漁場課 S54S55S57S58
①57 佐賀漁港関連道31引継書類
②母島関連道
③野根漁港関連道引継関係綴

①佐賀漁港に係る農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道の管理引継ぎ（幡
多郡佐賀町佐賀、関係図面）
②昭和45,46年度母島漁港農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道の管理引
継ぎ（宿毛市沖の島町、関係図面）
③農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道管理引継ぎ報告書（安芸郡東洋
町、土地売買契約書、関係図面、S52野根関連同関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3128 漁港漁場課 漁港漁場課 S57S58

①②③海岸保全区域の指定（清水・下川口・
吉川漁港）
④漁港区域に係る海岸保全区域の指定
⑤赤岡漁港海岸保全区域
⑥海岸保全区域の告示
⑦海岸保全区域の告示
⑧伊尾木漁港海岸保全区域指定
⑨漁港区域に係る海岸保全区域の指定

①②③（①土佐清水市越・清水漁港、②土佐清水市下川口・③下川口漁港、
香美郡吉川村・吉川漁港・昭和53年度版高知県の漁港）、各現況写真、各関
係図面
④土佐清水市下益野、三崎漁港、現況写真、関係図面
⑤香美郡吉川村、赤岡漁港、関係図面
⑥土佐清水市浜町清水漁港・下川口下川口漁港、香美郡吉川村吉川漁港
⑦香美郡吉川村赤岡漁港、安芸市伊尾木伊尾木漁港、関係図面
⑧安芸市下山・川北・伊尾木、伊尾木漁港、現況写真、関係図面
⑨高岡郡中土佐町矢井賀、矢井賀漁港、現況写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3129 漁港漁場課 漁港漁場課 S57 高岡郡窪川町興津宇南銭神山 登記簿謄本綴
・高岡郡窪川町興津
・登記簿綴り

要審査 無 無
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R3-A-3130 漁港漁場課 漁港漁場課 S57
①48-4 48 田野浦漁港埋立 高知県
②54-1 田野浦漁港公有水面埋立願書 高知県
③56 大浜漁港公有水面埋立 土佐清水市

①公有水面埋立地の管理（幡多郡大方町田野浦、関係図面）
②公有水面埋立地の管理（幡多郡大方町田野浦、関係図面）
③公有水面埋立条件により公共帰属させた埋立地の管理（土佐清水市大浜、
大浜漁港、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3131 漁港漁場課 漁港漁場課 S55S57S58

①県費支弁漁港指定の取り消し
②菜生漁港の指定内容の変更
③吉川漁港の指定内容の変更57漁第19号
④吉川漁港区域変更
⑤吉川漁港の指定内容の変更58漁27号

①県費支弁漁港指定の取り消し（泊浦漁港）
②菜生漁港の指定内容の変更（室戸市菜生、関係図面、現況写真）
③吉川漁港の指定内容の変更（香美郡吉川村、関係図面）
④吉川漁港区域変更についての協議資料
⑤吉川漁港の指定内容の変更（吉川漁港、香美郡吉川村、昭和53年度版高知
県の漁港、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3132 漁港漁場課 漁港漁場課 S57S59S61

①加領郷漁港区域に接する海岸保全区域の指
定
②③④漁港区域に係る海岸保全区域の指定
⑤海岸保全区域の指定
⑥椎名漁港区域に接する海岸保全区域の管理
⑦柏島漁港区域に係る海岸保全区域の指定

①告示文書、関係図面
②須崎市大谷戸島、中の島漁港、現況写真、関係図面
③須崎市浦ノ内、深浦漁港、現況写真、関係図面
④須崎市大谷、野見漁港、現況写真、関係図面
⑤海岸保全区域の指定伺いに対する回答、中の島漁港、深浦漁港、野見漁港
⑥室戸市室戸岬町椎名、椎名漁港、現況写真、関係図面
⑦幡多郡大月町柏島、柏島漁港、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3133 漁港漁場課 漁港漁場課 S49S58S59

①藻津漁港公有水面埋立免許願書　宿毛市漁
業協同組合
②公有水面埋立免許　伊田漁港　高知県
③公有水面埋立追認（小才角漁港）　小才角
漁港

①藻津漁港公有水面埋立により公共帰属させる必要のある埋立地の管理（宿
毛市宇須々木・藻津、藻津漁港、完成写真、関係図面）
②公有水面埋立地の管理（幡多郡大方町、伊田漁港、関係図面、現況写真）
③公有水面埋立の竣工認可（幡多郡大月町、小才角漁港、現況写真、関係図
面）

要審査 無 無

R3-A-3134 漁港漁場課 漁港漁場課 S58

①昭和54年度 行当漁港 公有水面埋立 （高
知県）
②宇佐（井ノ尻） 漁港公有水面埋立願書 高
知県

①公有水面埋立の竣工に伴う土地登記（室戸市元、行当漁港、関係図面、完
成写真）
②宇佐漁港区域内の埋立地の登記（土佐市宇佐町井ノ尻、宇佐漁港、関係図
面、検査写真、現況写真）

要審査 無 無

R3-A-3135 漁港漁場課 漁港漁場課 S58S59
①加領郷漁港の区域変更を農林水産大臣に申
請する伺い
②加領郷漁港の指定内容の変更

①加領郷漁港の区域変更申請（安芸郡奈半利町加領郷、現況写真、昭和53年
度版高知県の漁港、関係図面）
②加領郷漁港の指定内容の変更（安芸郡奈半利町加領郷、室戸市室戸岬町津
呂・坂本、津呂海岸、坂本海岸、室戸岬漁港、現況写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3136 漁港漁場課 漁港漁場課 S61S62

①62 永年 野根漁港  国道区域使用協議　申
請日62.5.26 協議日62.6.1
②61 深浦漁港 占用許可(39条4項) 県道須崎
仁ノ線 写
③61 永年 野根漁港 占用許可 東洋町　申請
日61.10.1 許可日61.10.15

①野根漁港改修事業、臨港道路改良工事に伴う国道区域の使用（安芸郡東洋
町、現況写真、関係図面）
②漁港の区域内における行為についての協議（須崎市浦ノ内、深浦漁港、関
係図面）
③野根漁港区域内における占用許可申請（安芸郡東洋町、現況写真、関係図
面）

要審査 無 無

R3-A-3137 漁港漁場課 漁港漁場課 S62
昭和59年度 赤岡漁港公有水面埋立 高知県 
63.6.23登記済 62.11.6竣工認可

・赤岡漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可
・香美郡赤岡町
・工区写真・公有水面埋立写真
・関係図面

要審査 無 無
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R3-A-3138 漁港漁場課 漁港漁場課 S49S54S55

①49年 公有水面埋立追認関係綴
②清水漁港（清水地区）区域内における官民
境界問題（浜松英彦・真浜七三（明）氏　及
びこれに隣接する公有水面埋立追認

①橘浦漁港区域内における公有水面埋立の竣工認可｛幡多郡大月町、内外ノ
浦漁港埋立求積図、宿毛市小筑紫町大海地先の公有水面埋立て免許書、（幡
多郡大月町・龍ヶ迫漁港、大浦漁港、清水漁港、宇佐漁港、幡多郡大月町・
安満地漁港、宿毛市大島・大島漁港、宿毛市沖の島町・母島漁港、宿毛市藻
津・藻津漁港、宿毛市小筑紫町・栄喜漁港、宿毛市小筑紫町・大海漁港、宿
毛市小筑紫町・湊浦漁港、宿毛市小筑紫町・内外ノ浦漁港、宿毛市小筑紫
町・田野浦漁港、宿毛市沖の島町・弘瀬漁港、宿毛市沖の島町・鵜来島漁
港、宿毛市池島・池島漁港、幡多郡大月町・尾浦漁港、幡多郡大月町・周防
形漁港、幡多郡大月町・一切、幡多郡大月町・柏島漁港、幡多郡大月町・泊
浦漁港）区域内の公有水面埋立の竣工認可、（幡多郡大方町・田野漁港、室
戸市室戸岬町・室戸岬漁港、土佐清水市清水・清水漁港、土佐市宇佐町・宇
佐漁港）区域内の公有水面埋立の追認、公有水面埋立追認の諮問（幡多郡大
月町・大浦漁港、周防形漁港、幡多郡大月町・古満目漁港、幡多郡大月町・
柏島漁港）、須崎市大谷・野見漁港竣工認可申請書、関係図面｝
②境界紛争処理記録（カラーネガ、土佐清水市清水、清水漁港、現況写真、
関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3139 漁港漁場課 漁港漁場課 S57
（永）57 清水漁港（越）船場用地譲与 H25 
1.24スキャン（済）

・漁港施設用地の譲与
・土佐清水市浜町
・市有財産譲与契約書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3140 漁業漁場課 漁港漁場課 S60
昭和60年5月　宇佐漁港字具生3143-45　地先
の無許可埋立資料1式　堀川成真　SCAN済

・第7次漁港整備長期計画宇佐漁港修築事業計画平面図
・土佐市宇佐町宇佐
・高知市西久万
・高知市小石木町
・官民有地境界確定協議（関係図面、現況写真）

要審査 無 無

R3-A-3141 漁業漁場課 漁港漁場課 S32
S32.88大島漁港埋立認可　小野鉄一に認可し
た件　指令31港　第351号　SCAN済

・宿毛市大島
・公有水面埋立の工事認可
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3142 漁業漁場課 漁港漁場課 S55
①昭和55年度　公有水面埋立願書　大島漁港
（大島）　
②昭和56年度　佐賀漁港公有水面埋立

①公有水面埋立の竣工に伴う土地登記（宿毛市大島、関係図面、現況写真）
②公有水面埋立の竣工に伴う土地登記（幡多郡佐賀町横浜、関係図面、現況
写真）

要審査 無 無

R3-A-3143 港湾課 港湾・海岸課 H元
(-3.5)物揚場(-4.5)岸壁 以布利港カキノウ
チ埋立 元-7

土佐清水市以布利地区
　埋立免許（昭和51年7月21日）
　埋立区域分割許可（昭和63年6月29日）
　しゅん功認可（昭和63年8月11日）
　しゅん功認可（平成元年8月7日）

要審査 無 無

R3-A-3144 漁業漁場課 漁港漁場課 S58
①昭和58年度　田野浦漁港公有水面埋立申請　
正本
②平成元年度　三崎漁港公有水面埋立願書

①大方町の区域内にあらたに生じた土地の確認及び字の区域の画定（幡多郡
大方町田野浦馬路）、田野浦漁港区域内における公有水面埋立工事の竣工認
可（幡多郡大方町田野浦、現況写真、関係図面）
②公有水面埋立の竣工認可（土佐清水市三崎、竣工検査写真、関係図面）

要審査 無 無

R3-A-3145 港湾課 港湾・海岸課 S54 野根漁港区域変更に伴う事前協議　高知県 野根漁港区域の変更に伴う海岸保全区域重複指定 要審査 無 無

R3-A-3146 漁業漁場課 漁港漁場課 S36S37S38S39S40昭和36～40年度　漁港台帳交付税関係綴

・漁港台帳関係綴
・昭和41年度地方交付税の算定に用いる基礎数値
・漁港（外かく・けい留施設）施設の数値比較表
・漁港台帳記載要領

要審査 無 無
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R3-A-3147 漁業漁場課 漁港漁場課 S61
昭和61年度　柏島漁港海岸保全区域　工作物
設置の協議（大月町）漁港課

・海岸保全区域における工作物の設置
・幡多郡大月町柏島
・現況写真
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3148 監理課 土木政策課 S48～S51
49・50・51年度　黄綬褒章　叙勲関係　監理
課

・建設大臣表彰
・春の叙勲
・秋の叙勲
・死亡叙勲
・黄綬褒章

要審査 無 無

R3-A-3149 監理課 土木政策課 S51～S52 昭和52年度　表彰
・建設大臣表彰功労者・優良団体
・叙勲、褒章

要審査 無 無

R3-A-3150 監理課 土木政策課 S52～S53 表彰　昭和53年度
・建設大臣表彰功労者・優良団体
・叙勲、褒章

要審査 無 無

R3-A-3151 監理課 土木政策課 S53～S54 S54　表彰関係
・建設大臣表彰功労者・優良団体
・叙勲、褒章

要審査 無 無

R3-A-3152 監理課 土木政策課 S54～S55 昭和55年度　表彰関係綴　No.1

・知事表彰
・建設大臣表彰功労者・優良団体
・叙位、叙勲、褒章
・死亡者叙位・叙勲

要審査 無 無

R3-A-3153 監理課 土木政策課 S54～S56 昭和55年度　表彰関係綴　No.2
・建設大臣表彰功労者・優良団体
・叙位、叙勲、褒章

要審査 無 無

R3-A-3154 監理課 土木政策課 S55～S56 昭56年　表彰関係

・知事表彰
・高知県文化賞
・叙勲、褒章
・死亡者叙位・叙勲

要審査 無 無

R3-A-3155 監理課 土木政策課 S55～S56
昭56年度　表彰関係　叙勲・褒章　57.2～
57.4

・知事表彰
・叙勲、褒章
・死亡者叙位・叙勲

要審査 無 無

R3-A-3156 監理課 土木政策課 S56～S57 昭和57年度表彰関係

・知事表彰
・建設大臣表彰功労者・優良団体
・叙勲、褒章
・死亡者叙位・叙勲

要審査 無 無

R3-A-3157 監理課 土木政策課 S57～S58 58年度　表彰　知事表彰　知事感謝状
・知事表彰
・知事感謝状
・叙勲、褒章

要審査 無 無

R3-A-3158 監理課 土木政策課 S58～S59
59年度　表彰
　春の叙勲及び褒章　建設大臣表彰
　秋の叙勲及び褒章　知事表彰

・知事表彰
・建設大臣表彰功労者・優良団体
・叙勲、褒章

要審査 無 無

R3-A-3159 監理課 土木政策課 S59～S60
60年度　表彰
　叙勲・褒章　建設大臣表彰　知事表彰

・知事表彰
・建設大臣表彰功労者・優良団体
・叙勲、褒章

要審査 無 無

R3-A-3160 監理課 土木政策課 S60～S61
61年度　表彰
　叙勲・褒章　建設大臣表彰　知事表彰

・知事表彰
・建設大臣表彰功労者・優良団体
・秋の叙勲、褒章
・死亡者叙位・叙勲
・春の叙勲、褒章

要審査 無 無

R3-A-3161 監理課 土木政策課 S61～S62 62年　表彰

・知事表彰
・建設大臣表彰
・地方自治等功労者表彰
・秋の叙勲、褒章
・春の叙勲、褒章

要審査 無 無
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R3-A-3162 監理課 土木政策課 S62～S63 昭和63年度　表彰

・知事表彰
・建設大臣表彰
・地方自治等功労者表彰
・秋の叙勲、褒章
・春の叙勲、褒章

要審査 無 無

R3-A-3163 監理課 土木政策課 S63～H1 平成元年度　表彰

・知事表彰
・建設大臣表彰
・地方自治等功労者表彰
・秋の叙勲、褒章
・春の叙勲、褒章

要審査 無 無

R3-A-3164 土木政策課 土木政策課 H26
H26 平成24年度社会資本整備総合交付金事業
の不適正な事務処理に係る対応等の報告につ
いて

・平成24年度社会資本整備総合交付金事業の不適正な事務処理に係る対応等
の報告
・社会資本整備総合交付金交付決定取消通知書（平成26年5月23日四万十市
長あて国土交通大臣）
・社会資本整備総合交付金額返還命令書（平成26年5月23日四万十市長あて
四国地方整備局長）

要審査 無 無

R3-A-3165 土木政策課 土木政策課 H26 産業振興土木委員会　出先機関調査
・産業振興土木委員会資料（出先機関等の調査事項の取りまとめ）
・各市町村からの要望書
・各土木事務所の業務概要、特色及び重点目標

要審査 無 無

R3-A-3166 土木政策課 土木政策課 H26 平成26年度　決算特別委員会

・平成25年度歳入歳出決算書
・平成25年度決算に関する説明書
・平成25年度歳入歳出決算審査意見書基金運用状況審査意見書
・平成25年度歳入歳出決算審査報告書

要審査 無 無

R3-A-3167 土木政策課 土木政策課  Ｈ26H27
高知広域都市計画道路高知駅秦南町線（高知
市協定）

道路改良事業に伴う用地取得等に関する平成26年度協定 要審査 無 無

R3-A-3168 監理課 土木政策課 ～S60
政党・労働団体等からの申し入れに対する回
答

政党、労働団体、建設資材業者からの申し入れに対する回答 要審査 無 無

R3-A-3169 建設管理課 土木政策課 H21-H22
広域基幹第10-1-3号　神田川広域河川改修工
事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3170 建設管理課 土木政策課 H20
広域基幹（総）第4-925号　日下川（戸梶
川）広域河川改修調整池掘削（5）工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3171
須崎土木事務
所

土木政策課 H20-H21
交安地第24-021-1号　県道窪川船戸線交通安
全施設等整備工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】工事箇所：中土佐町大野見久万秋地区
実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決議書等

要審査 無 無

R3-A-3172 建設管理課 土木政策課 H22-H23 港高潮第2-1号　奈半利港海岸高潮工事
【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3173
中央東土木事
務所

土木政策課 H20-H21
広域基幹第7-1-7号　国分川広域河川改修
（川原田堰下部工）工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3174
中央東土木事
務所

土木政策課 H21-H22
広域基幹第7-1-3号　国分川広域河川改修工
事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3175 建設管理課 土木政策課 H20
広域基幹第7-1-12号　国分川広域河川改修工
事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3176 建設管理課 土木政策課 H21
住促街第1-1号　都市計画道路はりまや町一
宮線住宅宅地関連公共施設整備工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無
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R3-A-3177 建設管理課 土木政策課 H21-H22 高知高潮第4-5号　国分川高潮対策工事
【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3178 建設管理課 土木政策課 H22-H23 高知高潮第1-7号　国分川高潮対策工事
【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3179 建設管理課 土木政策課 H22-H23 高知高潮第1-2号　国分川高潮対策工事
【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3180 建設管理課 土木政策課 H20
床上第1-921号　萩谷川床上浸水対策特別緊
急工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、請書、支出負担行為決議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3181 建設管理課 土木政策課 H20
床上第1-003号　萩谷川床上浸水対策特別緊
急工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3182 建設管理課 土木政策課 H20-H22
道改国（債）第4-1-1号　国道441号道路改築
（網代トンネル第1工区）工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、債務負担行為決議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3183 建設管理課 土木政策課 H21-H22
道改国（債）第4-2-2号　国道441号道路改築
（1号函渠）工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3184 建設管理課 土木政策課 H20 道改国第1-1-5号　国道195号道路改築工事
【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3185 建設管理課 土木政策課 H20
道改国第1-1-5号　国道195号道路改築工事
（申請書類）

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】一般競争入札参加資格確認申請書

要審査 無 無

R3-A-3186 建設管理課 土木政策課 H21-H22 道改国第1-1-4号　国道195号道路改築工事
【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3187 建設管理課 土木政策課 H21 道改国第1-1-3号　国道195号道路改築工事
【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3188
中央東土木事
務所

土木政策課 H20-H21 道改国第1-2-5号　国道195号道路改築工事
【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3189 建設管理課 土木政策課 H19-H20 道改国第1-2-2号　国道195号道路改築工事
【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3190 建設管理課 土木政策課 H20-H21 道改国第1-2-1号　国道195号道路改築工事
【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3191
中央東土木事
務所

土木政策課 H21
道改地第1-1-1号　県道高知東インター線道
路改築工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3192 建設管理課 土木政策課 H20 道改国第7-6号　国道494号道路改築工事
【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3193 建設管理課 土木政策課 H22-H23
道交国（改築）第21-064-1号　国道439号地
域活力基盤創造交付金（仮称仲井谷トンネ
ル）工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】工事箇所：吾川郡いの町小川新別地区
実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決議書等

要審査 無 無
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R3-A-3194 建設管理課 土木政策課 H22-H23
道交国（改築）第21-026-3号　国道439号地
域活力基盤創造交付金（落合トンネル）工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】工事箇所：長岡郡大豊町落合地区
実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決議書等

要審査 無 無

R3-A-3195 建設管理課 土木政策課 H20-H21
道改地第2-7号　県道高知南インター線道路
改築（絶海池橋下部工P1～P5)工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】工事箇所：高知市高須地区
実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決議書等

要審査 無 無

R3-A-3196 建設管理課 土木政策課 H20
道改地第2-13号　県道高知南インター線道路
改築（坂本橋下部工P3)工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】工事箇所：高知市五台山地区
実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決議書等

要審査 無 無

R3-A-3197
中央東土木事
務所

土木政策課 H22
道交地（改築）第21-014-101号　県道高知東
インター線地域活力基盤創造交付金工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】工事箇所：南国市稲生地区
実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決議書等

要審査 無 無

R3-A-3198
中央東土木事
務所

土木政策課 H22
道交地（改築）第21-003-6号　県道高知空港
インター線地域活力基盤創造交付金工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】工事箇所：南国市物部地区
実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決議書等

要審査 無 無

R3-A-3199 建設管理課 土木政策課 H22-H23
道交地（1.5車）第21-018-01号　県道庄田伊
野線地域活力基盤創造交付金工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】工事箇所：高岡郡日高村名越屋地区
実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決議書等

要審査 無 無

R3-A-3200 建設管理課 土木政策課 H22-H23
道交国（改築）第31-020-2号　国道441号地
域活力基盤創造交付金（川澄トンネル）工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】工事箇所：四万十市川登地区
実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決議書等

要審査 無 無

R3-A-3201 建設管理課 土木政策課 H22-H23
道交国（改築）第31-005-11号　国道439号地
域活力基盤創造交付金工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】工事箇所：高岡郡四万十町木屋ヶ内地区
実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決議書等

要審査 無 無

R3-A-3202 建設管理課 土木政策課 H22-H23
道交地（改築）第21-021-1号　県道窪川船戸
線地域活力基盤創造交付金（岩土トンネル）
工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】工事箇所：高岡郡津野町岩土地区
実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決議書等

要審査 無 無

R3-A-3203 建設管理課 土木政策課 H22-H23
道交地（改築）第21-017-3号　県道春野赤岡
線地域活力基盤創造交付金（文庫鼻トンネ
ル）工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】工事箇所：高知市春野町仁ノ地区
実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決議書等

要審査 無 無

R3-A-3204 建設管理課 土木政策課 H22-H23
道交地（改築）第21-060-1号　県道高知南イ
ンター線地域活力基盤創造交付金（五台山ト
ンネル）工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】工事箇所：高知市五台山地区
実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決議書等

要審査 無 無

R3-A-3205 建設管理課 土木政策課 H22-H23
道交地（改築）第21-058-1号　県道高知空港
インター線地域活力基盤創造交付金工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】工事箇所：南国市物部地区
実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決議書等

要審査 無 無

R3-A-3206 建設管理課 土木政策課 H22-H23 和食ダム第1-6号　和食ダム付替道路工事
【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】安芸郡芸西村西内地区、設計書、施行伺、一般競争入札、支出負担
行為決議書、建設工事請負契約書、支出命令書等

要審査 無 無
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R3-A-3207 建設管理課 土木政策課 H21-H22
道交地（交安）第24-013-1号　県道田村高須
線地域活力基盤創造交付金工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】高知市介良乙地区、設計書、施行伺、一般競争入札、支出負担行為
決議書、建設工事請負契約書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3208 建設管理課 土木政策課 H20-H21
床上第1-005号　萩谷川（新町川防潮水門）
床上浸水対策特別緊急工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】地区、設計書、施行伺、一般競争入札、支出負担行為決議書、建設
工事請負契約書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3209 建設管理課 土木政策課 H20-H21
床上第1-011号　萩谷川床上浸水対策特別緊
急工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】土佐市宇佐町宇佐地区、設計書、施行伺、一般競争入札、支出負担
行為決議書、建設工事請負契約書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3210 建設管理課 土木政策課 H21 道改国第6-8号　国道494号道路改築工事
【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】高岡郡佐川町丙地区、設計書、施行伺、一般競争入札、支出負担行
為決議書、建設工事請負契約書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3211 建設管理課 土木政策課 H21 道改国第6-7号　国道494号道路改築工事
【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】高岡郡佐川町丙地区、設計書、施行伺、一般競争入札、支出負担行
為決議書、建設工事請負契約書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3212 建設管理課 土木政策課 H20
道改国第1-1-9号　国道195号道路改築（布師
田大橋下部工A1～P3）工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】高知市布師田地区、設計書、施行伺、一般競争入札、支出負担行為
決議書、建設工事請負契約書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3213 建設管理課 土木政策課 H20 道改国第1-1-25号　国道195号道路改築工事
【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】高知市布師田地区、設計書、施行伺、一般競争入札、支出負担行為
決議書、建設工事請負契約書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3214 建設管理課 土木政策課 H22
道交国（改築）第21-063-3号　国道195号地
域活力基盤創造交付金工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】高知市布師田地区、設計書、施行伺、一般競争入札、支出負担行為
決議書、建設工事請負契約書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3215 建設管理課 土木政策課 H20-H21
道改地第4-2号　県道窪川船戸線道路改築工
事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】工事箇所：高岡郡津野町岩土地区
実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決議書等

要審査 無 無

R3-A-3216 建設管理課 土木政策課 H20-H21
道改地第2-8号　県道高知南インター線道路
改築（坂本橋下部工P2）工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】工事箇所：高知市五台山地区
実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決議書等

要審査 無 無

R3-A-3217 建設管理課 土木政策課 H20-H21
道交第21-018-1号　県道庄田伊野線地方道路
交付金工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】実施設計書、一般競争入札、建設工事請負契約書、支出負担行為決
議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3218 建設管理課 土木政策課 H22
道交国（改築）第21-063-4号　国道195号地
域活力基盤創造交付金工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】高知市布師田地区、設計書、施行伺、一般競争入札、支出負担行為
決議書、建設工事請負契約書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3219 建設管理課 土木政策課 H20-H21
道交第22-011-1号　県道石鎚公園線地方道路
交付金（長沢トンネル）工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】吾川郡いの町長沢地区、設計書、施行伺、一般競争入札、支出負担
行為決議書、建設工事請負契約書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3220 建設管理課 土木政策課 H20
連立関公第1-9号　都市計画道路はりまや町
一宮線連続立体交差関連公共施設整備工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】地区、設計書、施行伺、一般競争入札、支出負担行為決議書、建設
工事請負契約書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3221 建設管理課 土木政策課 H20-H21
道交第22-023-1号　県道中平梼原線地方道路
交付金（初瀬トンネル）工事

【国土交通省の官製談合に係る検査のため公正取引委員会に提出した工事設
計書等】高岡郡檮原町初瀬地区、設計書、施行伺、一般競争入札、支出負担
行為決議書、建設工事請負契約書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3222 土木政策 土木政策 26 道交国（改築）第109－217－4号
国道195号社会資本整備総合交付金（大栃橋橋梁詳細設計）委託業務（香美
市物部町大栃地区）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無
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R3-A-3223 土木政策 土木政策 26
道交国（改築）第109－302－13号　（木屋ヶ
内2号橋上部工）

国道439号社会資本整備総合交付金（木屋ヶ内2号橋上部工）工事（高岡郡四
万十町木屋ヶ内地区）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3224 土木政策 土木政策 26
道交国防安（改築）第113－003－5号　（新
大平橋上部工）

国道439号防災・安全交付金（新大平橋上部工）工事（長岡郡大豊町落合地
区）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3225 土木政策 土木政策  H25H26 道交国防安（改築）第113－003－1号

国道439号防災・安全交付金（新大平橋橋脚）工事（長岡郡大豊町落合地
区）
実施設計書、契約書、施工中の建設会社の合併に伴う権利義務承継、支出負
担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3226 土木政策 土木政策  H25H26 道交国防安（改築）第113－006－1号
国道494号防災・安全交付金（王寺トンネル）工事（須崎市吾桑地区）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3227 土木政策 土木政策  H25H26 道交地（改築）第301－002－5号
県道高知空港インター線社会資本整備総合交付金工事（南国市物部地区）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3228 土木政策 土木政策 26
道交地防安（改築）第101－011－3号　（松
尾トンネル大浜工区）

県道足摺岬公園線防災・安全交付金（松尾トンネル（大浜工区））工事
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3229 土木政策 土木政策 26
道交地防安（耐震）第112－012－1号　（物
部川大橋）

県道春野赤岡線（物部川大橋）防災・安全交付金工事（香南市吉川町吉原地
区）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3230 土木政策 土木政策 26 道交国防安（改築）第113－006－50号
国道494号ほか防災・安全交付金長大のり面調査委託業務（須崎市吾桑地区
ほか）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3231 土木政策 土木政策  H25H26 道交国防安（交安）第101－005－2号
国道321号ほか防災・安全交付金工事（高知市ほか）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3232 土木政策 土木政策 26 道交国防安（交安）第115－202号
国道195号ほか防災・安全交付金道の駅防災拠点化詳細設計委託業務（幡多
郡大月町弘見地区ほか）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3233 土木政策 土木政策 26
道交国（改築）第109－202－1号　（布師田
高架橋）

国道195号社会資本整備総合交付金工事（高知市布師田高架橋上部工）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3234 土木政策 土木政策 26
道交国（改築）第113－004－102号　（石原
トンネル舗装）

国道439号防災・安全交付金工事（土佐郡土佐町）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3235 土木政策 土木政策 26 交安第01－1号 国道321号ほか交通安全施設整備工事（四万十市ほか） 要審査 無 無

R3-A-3236 土木政策 土木政策 26 公砂調（総中）第13－5号
土砂災害警戒区域等設定照査委託業務（高知市ほか）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3237 土木政策 土木政策 26 公砂調（総西）第13－6号
土砂災害防止法関連基盤図作成委託業務（高岡郡四万十町ほか）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3238 土木政策 土木政策 26 公砂調（総中）第7－1号
土砂災害防止法基礎調査委託業務（吾川郡仁淀川町ほか）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3239 土木政策 土木政策 26 公砂調（総吉）第13－2号
土砂災害防止法関連基盤図作成委託業務（土佐郡土佐町ほか）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3240 土木政策 土木政策 26 公砂調（総東）第13－1号
土砂災害防止法関連基盤図作成委託業務（安芸市ほか）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3241 土木政策 土木政策 26 公砂調（総中）第13－3号
土砂災害防止法関連基盤図作成委託業務（高知市ほか）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3242 建設管理課 土木政策 26 情基砂第1－5号
高知県土砂災害警戒避難基準雨量検討委託業務（高知市ほか）
実施設計書、契約書、支出負担行為、支出命令等

要審査 無 無

R3-A-3243 土木政策 土木政策 26 河高潮第906号
岸本海岸高潮対策工事（香南市香我美町岸本地区）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無
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R3-A-3244 土木政策 土木政策 26 室単公第1－1－1号
室戸広域公園屋内運動施設建設計画通知等申請委託業務（室戸市領家地区）
設計書、契約書、支出負担行為決議書、完了検査合格通知書、移出命令書

要審査 無 無

R3-A-3245 土木政策 土木政策  H25H26 都計第1号

都市計画道路朝倉駅針木線道路計画検討委託業務
（高知市朝倉地区）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、繰越調書、完了検査合格通知
書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3247 土木政策 土木政策  H25H26 港改修（防安）第13－01－7号
下田港改修（地方）工事（四万十市下田地区）
実施設計書、契約書、（台風11号による波浪で被災したことによる）工事の
部分中止、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3246 土木政策 土木政策 26 港改修（防安）第13－01－10号（手戻り）
下田港改修（地方）工事（四万十市下田地区）
損害額算定設計書、損害額算定検査調書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3248 土木政策 土木政策 26 港高潮（防）第3－1号
高知港海岸（竹島川排水機場）高潮工事（高知市桟橋通地区）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、完成検査合格通知書、支出命令
書

要審査 無 無

R3-A-3249 土木政策 土木政策 26 河高潮第1－2号
野根海岸高潮対策工事（安芸郡東洋町野根地区）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3250 土木政策 土木政策 26 特構第22－3号
香宗川（防潮水門）特定構造物改築工事（香南市香我美町岸本地区）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3251 土木政策 土木政策 26 河高潮第7－5号
十市前浜海岸高潮対策工事（南国市久枝～前浜地区）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3252 土木政策 土木政策 26 港高潮（効）第14－01号
高知県佐賀ほか2地域津波遡上解析委託業務
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3253 土木政策 土木政策 26 港高潮（防）第3－15号
高知港海岸（高潮）工事（高知市若松町地区）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3254 土木政策 土木政策 26 住特第4－1号
鏡川住宅宅地基盤特定治水施設等整備工事
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3255 土木政策 土木政策 26 河改第13-1-1号
奈半利川（平鍋ダム下流）河川環境改善施設詳細設計委託業務（安芸郡北川
村平鍋）実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3256 土木政策 土木政策 26 公砂調（総西）第13－4号
土砂災害防止法関連基盤図作成委託業務（四万十市ほか）
実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書等

要審査 無 無

R3-A-3257 土木政策 土木政策 26 河改第13-1-2号
奈半利川河川環境調査委託業務（安芸郡北川村ほか）実施設計書、契約書、
支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3258 土木政策 土木政策 26 河改第13-1-1号
奈半利川（平鍋ダム下流）河川環境改善施設詳細設計委託業務（安芸郡北川
村平鍋）実施設計書、契約書、支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3259 土木政策 土木政策 26 地震高潮第6－7号
国分川ほか地震高潮対策工事（高知市北久保地区）実施設計書、契約書、支
出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3260 土木政策 土木政策 26 地震高潮第8－11号
舟入川地震高潮対策工事（高知市高須～大津乙地区）実施設計書、契約書、
支出負担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3261 土木政策 土木政策 26 地震高潮第12－7号
下田川地震高潮対策工事（高知市五台山地区）実施設計書、契約書、支出負
担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3262 土木政策 土木政策 26 地震高潮第6－5号
国分川地震高潮対策工事（高知市南久保地区）実施設計書、契約書、支出負
担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3263 土木政策 土木政策 26 地震高潮第11－8号
久万川地震高潮対策工事（高知市北久保地区）実施設計書、契約書、支出負
担行為決議書、支出命令書

要審査 無 無

R3-A-3264 建設管理課 土木政策 26 情基砂第1－2号
高知県土砂災害監視システム改修計画作成委託業務
実施設計書、契約書、支出負担行為、支出命令等

要審査 無 無

R3-A-3265 建設管理課 土木政策 26 情基砂第1－4号
高知県土砂災害監視システム（GISデータ）
更新委託業務、実施設計書、契約書、支出負担行為、支出命令等

要審査 無 無

R3-A-3266 建設管理課 土木政策 26 情基砂第1－6号
高知県砂防情報システム改修委託
実施設計書、契約書、支出負担行為、支出命令等

要審査 無 無
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R3-A-3267 建設管理課 土木政策 26 情基砂第1－8号
高知県土砂災害監視システム監視局改修等委託業務
実施設計書、契約書、支出負担行為、支出命令等

要審査 無 無

R3-A-3268 建設管理課 土木政策  H26H27 情報基盤（総）第1－2号
新河川監視カメラ設置委託業務
実施設計書、契約書、支出負担行為、支出命令等

要審査 無 無

R3-A-3269 建設管理課 土木政策 26 情報基盤（総）第21－2号
新河川監視カメラ設置委託業務
実施設計書、契約書、支出負担行為、支出命令等

要審査 無 無

R3-A-3270 建設管理課 土木政策 26 情報基盤（総）第1－1号　　　　（H25）
次期水防情報システム実施設計委託業務
実施設計書、契約書、支出負担行為、支出命令等

要審査 無 無

R3-A-3271 建設管理課 土木政策 26 情報基盤（総）第1－2号　　　　（H25）
新河川監視カメラ設置委託業務
実施設計書、契約書、支出負担行為、支出命令等

要審査 無 無

R3-A-3272 建設管理 土木政策 24
道改地（改築）第101－306－6号（松尾トン
ネル）落札決定取消

県道足摺岬公園線社会資本整備総合交付金工事（松尾トンネル（大浜校
区））（土佐清水市松尾地区）
高知県建設工事指名停止措置要綱による指名停止
による落札決定の取消

要審査 無 無

R3-A-3273 建設管理 土木政策 24
道交地（改築）第101－204－3号（落札決定
取消し）談合事案

県道高知空港インター線社会資本整備総合交付金工事（南国市物部地内）実
施設計書、契約手続きの保留

要審査 無 無

R3-A-3274 建設管理 土木政策 24
道交国（改築）第109－202－5号（不調）談
合事案

国道195号社会資本整備総合交付金工事（高知市布師田高架橋上部工）入札
失格通知書

要審査 無 無

R3-A-3275 建設管理 土木政策 24 緊急砂防第1－5号（不調）談合事案
和田（寺谷川）緊急砂防工事（安芸郡北川村和田地区）
入札失格通知書

要審査 無 無

R3-A-3276 建設管理 土木政策 24 河浸食第5－3号（不調）談合事案
西浜海岸浸食対策工事（安芸市西浜地区）
入札失格通知書

要審査 無 無

R3-A-3277 建設管理 土木政策 24 漁生産第1－1号（不調）談合事案 野根漁港水産生産基盤整備工事（安芸郡東洋町野根地区） 要審査 無 無

R3-A-3278 建設管理 土木政策 24 緊急砂防第2－5号（不調）談合事案
池谷川緊急砂防工事（安芸郡北川村小島地区）
入札失格通知書

要審査 無 無
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R3-A-3279 建設管理 土木政策  H23H24 誓約書等談合事案関係

・県道足摺岬公園線社会資本整備総合交付金（松尾トンネル（大浜校区））
工事
・一般競争入札の失格と落札候補者の決定（国道195号社会資本整備総合交
付金(布師田大橋上部工)工事）
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（国道494号社会資本整備総合交付金（王
子トンネル）工事）
・辞退届（和食ダム本体建設工事）
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（土砂災害防止法関連基盤図作成委託業
務）
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（国道494号活力創出基盤整備総合交付金
（東石原トンネル）工事）
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（奥田川広域河川改修工事）
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（野根海岸高潮対策工事）
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（国道195号活力創出基盤整備総合交付金
（布師田高架橋下部工）工事）
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（香宗川河川管理施設機能確保工事）
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（国道195号活力創出基盤整備総合交付金
（布師田高架橋上部工）工事）
・国分川住宅宅地基盤特定治水施設等整備工事
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（国道439号活力創出基盤整備総合交付金
（大植1号トンネル）工事）
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（岩戸海岸侵食対策工事）
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（県道高知南インター線道路改築（坂本橋
上部工）工事）
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（国道194号地域活力基盤創造交付金（角
堂橋拡幅）工事）
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（県道高知東インター線地域活力基盤創造
交付金（稲生トンネル）工事）
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（西浜海岸侵食対策工事）
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（国道439号活力創出基盤整備総合交付金
（東石原トンネル）工事）
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（国分川高潮対策工事）
・独占禁止法の遵守に係る誓約書（国道439号活力創出基盤整備総合交付金
（落合トンネル）工事）
・誓約書（県道春野赤岡線地域活力基盤創造交付金（文庫鼻トンネル）工事
ほか）
・誓約書（県発注工事全般）

要審査 無 無

R3-A-3280
土地対策課
用地対策課

用地対策課 H6～H30 地価調査協議会委員任免関係（H6～）
国土利用計画法に基づく地価調査事業高知県地価調査協議会委員の任免に関
する伺等

要審査 無 無

R3-A-3281 土地対策課 用地対策課  H12H13 土地条例検討
高知県開発事業指導要綱の条例化検討、高知県土地基本条例案、高知県土地
基本条例の制定に係るアドバーザー委嘱 要審査 無 無

R3-A-3282
都市計画課
土地対策課

用地対策課 S59～H5 高知県地価調査協議会委員委嘱（S59～H5) 高知県地価調査協議会委員の任免に関する伺等 要審査 無 無

R3-A-3283 都市計画課 用地対策課 S50～S58 高知県地価調査協議会委員委嘱（S50～S58) 高知県地価調査協議会委員の任免に関する伺等 要審査 無 無

R3-A-3284 用地管理課 用地対策課 H10
事業認定申請書　吉野多目的運動広場　香北
町

吉野多目的運動広場（香美郡香北町地内）整備事業に関する香北町長からの
事業認定申請、事業認定告示等

要審査 無 無

R3-A-3285 用地管理課 用地対策課 H10
吉野多目的運動広場整備事業　事業認定申請
書　香北町　事前

吉野多目的運動広場（香美郡香北町地内）整備事業に関する香北町長からの
事業認定申請の事前協議

要審査 無 無

R3-A-3286 用地管理課 用地対策課 H10
本山町保健福祉支援センター整備事業　事業
認定申請書

本山町保健福祉支援センター整備事業（仮称）に関する本山町からの事業認
定申請の事前協議

要審査 無 無
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R3-A-3287 用地管理課 用地対策課 H10
土佐塾高等学校通学自転車駐輪場及び通学バ
ス駐車場整備事業事業認定申請書　　学校法
人　土佐塾高等学校

土佐塾高等学校通学自転車駐輪場及び通学バス駐車場整備事業事業認定申請
に関する学校法人　土佐塾高等学校からの事前協議、認定告示、土地等の取
得完了届等

要審査 無 無

R3-A-3288 用地管理課 用地対策課 H10
土佐塾高等学校通学自転車駐輪場及び通学バ
ス駐車場整備事業事業認定申請書　伺　学校
法人　土佐塾高等学校

土佐塾高等学校通学自転車駐輪場及び通学バス駐車場整備事業事業認定に関
する学校法人土佐塾高等学校からの申請

要審査 無 無

R3-A-3289 用地管理課 用地対策課 H7

事業認定申請書　手続の保留の申立書　四国
地方建設局・高知県
・建設大臣起業の事業　一般国道55号改築工
事及びこれに伴う農業用道路付替工事　
・高知県起業の事業　県道高知北環状線新設
工事並びにこれに伴う一般国道、市道及び農
業用道路付替工事

・一般公道55号改築工事（高知市一宮地内）に伴う農業用道路付け替え工事
に関する建設大臣及び四国建設局長からの事業認定
・県道高知北環状線新設工事（高知市一宮地内）に伴う一般国道、市道及び
農業用道路付け替え工事に関する高知県知事からの事業認定
・建設大臣、四国地方建設局長及び高知県知事からの手続き保留の申立

要審査 無 無

R3-A-3290 用地管理課 用地対策課 H7

事業認定申請書　手続の保留の申立書（正）　
四国地方建設局・高知県
・建設大臣起業の事業　一般国道55号改築工
事及びこれに伴う農業用道路付替工事　
・高知県起業の事業　県道高知北環状線新設
工事並びにこれに伴う一般国道、市道及び農
業用道路付替工事

・一般公道56号改築工事（高知市一宮地内）に伴う農業用道路付け替え工事
に関する建設大臣及び四国建設局長からの事業認定
・県道高知北環状線新設工事（高知市一宮地内）に伴う一般国道、市道及び
農業用道路付け替え工事に関する高知県知事からの事業認定
・建設大臣、四国地方建設局長及び高知県知事からの手続き保留の申立

要審査 無 無

R3-A-3291 用地管理課 用地対策課 H7

参考資料　　四国地方建設局・高知県
・建設大臣起業の事業　一般国道55号改築工
事及びこれに伴う農業用道路付替工事　
・高知県起業の事業　県道高知北環状線新設
工事並びにこれに伴う一般国道、市道及び農
業用道路付替工事

建設大臣起業の一般国道55号改築工事及びこれに伴う農業用道路付替工事と
高知県起業の事業　県道高知北環状線新設工事並びにこれに伴う一般国道、
市道及び農業用道路付替工事に関する参考資料（起終点の状況写真、残件調
書等13点）

要審査 無 無

R3-A-3292 用地管理課 用地対策課 H7

参考資料　　四国地方建設局・日本道路公
団・高知県
・建設大臣起業の事業　一般国道55号改築工
事及びこれに伴う市道付替工事
・日本道路公団起業の事業　高速自動車国道
四国横断自動車道新設工事及びこれに伴う市
道付替工事
・高知県起業の事業　県道高知北環状線新設
工事及びこれに伴う市道付替工事

建設大臣起業の一般国道55号改築工事及びこれに伴う市道付替工事、日本道
路公団起業高速自動車国道四国横断自動車道新設工事及びこれに伴う市道付
替工事、高知県起業県道高知北環状線新設工事及びこれに伴う市道付替工事
に関する参考資料（起終点の状況写真、残件調書等13点）

要審査 無 無

R3-A-3293 用地管理課 用地対策課 H10 事業認定申請書　葉山村　事前 春日山公園整備事業の事業認定申請に関する高岡郡葉山村による事前協議 要審査 無 無

R3-A-3294 用地管理課 用地対策課 H10 事業認定申請書　葉山村　本申請
春日山公園整備事業の事業認定に関する高岡郡葉山村からの申請、同認定告
示、土地等の権利取得完了届

要審査 無 無

R3-A-3295 用地管理課 用地対策課 H10 事業認定申請書　葉山村 春日山公園整備事業の事業認定に関する高岡郡葉山村からの申請書写し 要審査 無 無

R3-A-3296 用地管理課 用地対策課 H10 事業認定申請書参考資料　葉山村
春日山公園整備事業の事業認定に関する高岡郡葉山村からの申請に関する参
考資料（現況写真、残件調書等15件）

要審査 無 無

R3-A-3297 用地管理課 用地対策課 H10
城ノ平総合運動公園（仮称）整備事業に係る
事業認定申請書　鏡村　正

城ノ平総合運動公園（仮称）整備事業の事業認定に関する土佐郡鏡村からの
事前協議

要審査 無 無
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R3-A-3298 用地管理課 用地対策課 H10
城ノ平総合運動公園（仮称）整備事業に係る
事業認定申請書　鏡村　副

城ノ平総合運動公園（仮称）整備事業の事業認定に関する土佐郡鏡村からの
申請、認定告示、土地等取得完了届

要審査 無 無

R3-A-3299 用地管理課 用地対策課 H10
城ノ平総合運動公園（仮称）整備事業事業認
定申請書　鏡村　事前用

城ノ平総合運動公園（仮称）整備事業の事業認定に関する土佐郡鏡村からの
申請書写し

要審査 無 無

R3-A-3300 用地管理課 用地対策課 H9
事業認定申請書　大月町多目的運動場整備事
業　大月町

大月町多目的運動場整備事業の事業認定に関する大月町からの事前協議、認
定申請、事業認定告示、土地等の取得の完了届等

要審査 無 無

R3-A-3301 用地管理課 用地対策課 H9
事業認定申請書　大月町多目的運動場整備事
業　大月町

大月町多目的運動場整備事業の事業認定に関する大月町からの申請書 要審査 無 無

R3-A-3302 用地管理課 用地対策課 日付なし
高速自動車国道四国横断自動車道（南国～伊
野）事業認定申請図書　高知県・日本道路公
団

高速自動車国道四国横断自動車道（南国～伊野）事業認定申請図書（図面の
み）

要審査 無 無

R3-A-3303 用地管理課 用地対策課 H7

事業認定申請書　日本道路公団
高速自動車国道四国横断自動車道新設工事
（南国インターチェンジから伊野インター
チェンジ（仮称）まで）及びこれに伴う附帯
工事並びに市道及び町道の付替工事

事業認定申請書　日本道路公団
高速自動車国道四国横断自動車道新設工事（南国インターチェンジから伊野
インターチェンジ（仮称）まで）及びこれに伴う附帯工事並びに市道及び町
道の付替工事の事業認定告示

要審査 無 無

R3-A-3304 用地管理課 用地対策課 H10

事業認定申請書及び添付書類
・建設大臣起業の事業　一般国道56号改築工
事
・日本道路公団起業の事業　高速自動車国道
四国横断自動車道阿南中村線新設工事及びこ
れに伴う附帯工事並びに市道付替工事

事業認定告示
・建設大臣起業一般国道56号改築工事（土佐市高岡町字御所ノ内地内～同市
高岡町字城ヶ後地内）
・日本道路公団起業高速自動車国道四国横断自動車道阿南中村線新設工事
（伊野インターチェンジ（インターチェンジ部含まず）～須崎市神田字坂本
地内）

要審査 無 無

R3-A-3305 用地管理課 用地対策課 H10

事業認定申請書及び添付書類
・建設大臣起業の事業　一般国道56号改築工
事
・日本道路公団起業の事業　高速自動車国道
四国横断自動車道阿南中村線新設工事及びこ
れに伴う附帯工事並びに市道付替工事

事業認定告示
・建設大臣起業一般国道56号改築工事（土佐市高岡町字御所ノ内地内～同市
高岡町字城ヶ後地内）
・日本道路公団起業高速自動車国道四国横断自動車道阿南中村線新設工事
（伊野インターチェンジ（インターチェンジ部含まず）～須崎市神田字坂本
地内）

要審査 無 無

R3-A-3306 用地管理課 用地対策課 H10

手続開始の申立書　　四国地方建設局
（一般国道56号改築工事並びにこれに伴う県
道、市道、一級河川及び農業用道路付替工
事）

一般国道56号改築工事（中村宿毛道路・中村市江ノ村地内～同市九樹地内）
並びにこれに伴う県道、市道、一級河川及び農業用道路付替工事に関する建
設大臣等からの手続き開始の申立て

要審査 無 無

R3-A-3307 用地管理課 用地対策課 H10
事業認定申請書　　　四国地方建設局
（一般国道56号改築工事及びこれに伴う市道
拡幅工事並びにこれらに伴う附帯工事）

一般国道57号改築工事（中村宿毛道路・中村市江ノ村地内～同市九樹地内）
並びにこれに伴う県道、市道、一級河川及び農業用道路付替工事に関する建
設大臣等からの事業認定申請、同事業認定告示

要審査 無 無

R3-A-3308 用地管理課 用地対策課 H10

事業認定申請書　高知県
・高知県知事起業に係る事業　二級河川国分
川水系久安川改修工事
・高知県起業に係る事業　県道北本町領石線
交差点改良工事並びにこれに伴う市道付替工
事及び附帯工事

高知県知事起業二級河川国分川水系久安川改修工事、高知県起業県道北本町
領石線交差点改良工事並びにこれに伴う市道付替工事及び附帯工事に関する
高知県からの事業認定申請、同事業認定告示

要審査 無 無

R3-A-3309 用地管理課 用地対策課 H7
事業認定申請書（伺）　高知県
（一般県道黒岩東浜線道路改築工事）

一般県道黒岩東浜線道路改築工事（安芸市東浜地内～同市花園町地内）の高
知県からの事業認定申請,同事業認定申請書等の縦覧、同事業認定

要審査 無 無
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R3-A-3310 用地管理課 用地対策課 H7
参考資料　高知県
（一般県道黒岩東浜線道路改築工事）

一般県道黒岩東浜線道路改築工事（安芸市東浜地内～同市花園町地内）の高
知県からの事業認定申請書の参考資料

要審査 無 無

R3-A-3311 用地管理課 用地対策課 H7
事業認定申請書　高知県
（一般県道黒岩東浜線道路改築工事）

一般県道黒岩東浜線道路改築工事（安芸市東浜地内～同市花園町地内）の高
知県からの事業認定申請,同事業認定申請書写し

要審査 無 無

R3-A-3312 用地管理課 用地対策課 H10
高知県立青少年センター駐車場建設事業事業
認定申請書　高知県　建設省よりの送付分

高知県立青少年センター駐車場（香美郡野市町西野地内）建設事業に関する
高知県から建設大臣への事業認定申請書、事業認定告示

要審査 無 無

R3-A-3313 用地管理課 用地対策課 H10
高知県立青少年センター駐車場建設事業　申
請書・参考資料　伺　高知県

高知県立青少年センター駐車場（香美郡野市町西野地内）建設事業に関する
高知県から建設大臣あての事業認定申請書

要審査 無 無

R3-A-3314 用地管理課 用地対策課 H8 臨港道路新港1号線　手続開始

臨港道路新港1号線（高知市池地区から同市五台山地内）及びこれに伴う付
帯工事並びに市道、河川管理用通路、農業用道路及び農業用水路の付け替え
工事に関する収用等の手続を保留した土地について、その手続を開始する手
続

要審査 無 無

R3-A-3315 用地管理課 用地対策課 H10 久安川補正
2級河川国分川水系久安川改修工事及び一般県道北本町領石線改築工事（両
工事とも高知市一宮地内）及びこれに伴う付帯工事に関する高知県からの事
業認定申請の事前協議の内容が分かる文書

要審査 無 無

R3-A-3316 用地管理課 用地対策課 H10
市道高須2号線改築工事　事業認定申請書　
高知市

高知市道高須2号線改築工事（高知市高須地内）及びこれに伴う付帯工事に
関する事業認定の事前協議、事業認定申請書、事業認定告示

要審査 無 無

R3-A-3317 用地管理課 用地対策課 H9
事業認定申請書　高知県　課控　事前申査
（一般国道195号改築工事及びこれに伴う市
道付替工事）

一般国道195号改築工事（高知市北久保地内～同市布師田地内）及びこれに
伴う市道付替工事の高知県知事からの事業認定の申請に関する建設省との事
前協議等

要審査 無 無

R3-A-3318 用地管理課 用地対策課 H9
事業認定申請書　高知県　伺
（一般国道195号改築工事及びこれに伴う市
道付替工事）

一般国道196号改築工事（高知市北久保地内～同市布師田地内）及びこれに
伴う市道付替工事の高知県知事から建設大臣への事業認定の申請等

要審査 無 無

R3-A-3319 用地管理課 用地対策課 H9
参考資料　高知県　課控
（一般国道195号改築工事及びこれに伴う市
道付替工事）

一般国道197号改築工事（高知市北久保地内～同市布師田地内）及びこれに
伴う市道付替工事の高知県知事から建設大臣への事業認定の申請の参考資料
（18件）

要審査 無 無

R3-A-3320 用地管理課 用地対策課 H10

事業認定申請書　高知県　伺
・高知県知事起業に係る事業　二級河川国分
川水系久安川改修工事
・高知県起業に係る事業　県道北本町領石線
交差点改良工事並びにこれに伴う市道付替工
事及び附帯工事

2級河川国分川水系久安川改修工事と県道北本町領石線交差点改良工事（高
知市一宮地内）及びこれに伴う市道付替工事及び附帯工事の高知県からの事
業認定申請

要審査 無 無

R3-A-3321 用地管理課 用地対策課 H10

参考資料　高知県
・高知県知事起業に係る事業　二級河川国分
川水系久安川改修工事
・高知県起業に係る事業　県道北本町領石線
交差点改良工事並びにこれに伴う市道付替工
事及び附帯工事

2級河川国分川水系久安川改修工事と県道北本町領石線交差点改良工事（高
知市一宮地内）及びこれに伴う市道付替工事及び附帯工事の高知県からの事
業認定申請に関する参考資料（6件28部）

要審査 無 無

R3-A-3322 港湾課 港湾・海岸課 S50～51 指定（海保）
高知港の海岸保全区域の指定（昭和50年1月17日公報、昭和51年1月30日高知
市東孕地区、昭和52年2月25日高知市仁井田地区、昭和51年9月24日高知市長
浜地区）

要審査 無 無

R3-A-3323 用地管理課 用地対策課 H10 市道高須2号線改築工事　事業認定　高知市
高知市道高須2号線改築工事（高知市高須地内）及びこれに伴う付帯工事に
関する事業認定申請書写し

要審査 無 無

R3-A-3324 用地管理 用地対策課 H10
事業認定申請書　農業集落排水緊急整備事業　
伺　地蔵寺地区

地蔵寺地区農業集落排水緊急整備事業（土佐郡土佐町地蔵寺地内）の事業認
定に関する土佐町からの事前協議、認定申請、認定告示（平成10年6月22
日）

要審査 無 無
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R3-A-3325 用地管理 用地対策課 H10
事業認定申請書　農業集落排水緊急整備事業　
地蔵寺地区

地蔵寺地区農業集落排水緊急整備事業（土佐郡土佐町地蔵寺地内）の事業認
定に関する土佐町からの申請

要審査 無 無

R3-A-3326 用地管理 用地対策課 H10 事業認定申請書　安芸市温水プール建設事業
安芸市温水プール建設事業（安芸市港町一丁目地内）の事業認定に関する安
芸市から事前協議

要審査 無 無

R3-A-3327 用地管理 用地対策課 H10 事業認定申請書　安芸市温水プール建設事業
安芸市温水プール建設事業（安芸市港町一丁目地内）の事業認定に関する安
芸市からの申請書写し

要審査 無 無

R3-A-3328 用地管理 用地対策課 H10
事業認定申請書　安芸市温水プール建設事業　
伺

安芸市温水プール建設事業（安芸市港町一丁目地内）の事業認定に関する安
芸市からの申請、認定告示（平成10年7月24日）、土地の取得完了届

要審査 無 無

R3-A-3329 用地管理 用地対策課 H10 事業認定申請書　高知工科大学
高知工科大学テニス場整備事業（香美郡土佐山田町佐古藪地内）の事業認定
に関する学校法人高知工科大学からの認定申請書写し

要審査 無 無

R3-A-3330 用地管理 用地対策課 H10 事業認定申請書　高知工科大学　伺
高知工科大学テニス場整備事業（香美郡土佐山田町佐古藪地内）の事業認定
に関する学校法人高知工科大学からの事前協議、認定申請、認定告示（平成
10年9月29日）

要審査 無 無

R3-A-3331 用地管理 用地対策課 H10
事業認定申請書　伺　大豊町立野字ニイダ地
内　正

東豊永生涯学習センターの駐車場建設事業の事業認定（大豊町竜野内）のた
めの大豊町からの申請、土地の権利取得に関する届け出　等

要審査 無 無

R3-A-3332 用地管理 用地対策課 H10 事業認定申請書　　大豊町立野字ニイダ地内
東豊永生涯学習センターの駐車場建設事業の事業認定のための大豊町からの
申請、土地の権利取得に関する届け出　等

要審査 無 無

R3-A-3333 用地管理 用地対策課 H10 事業認定申請書　大豊町立野字ニイダ地内
東豊永生涯学習センターの駐車場建設事業の事業認定のための大豊町から事
前協議

要審査 無 無

R3-A-3334 用地管理 用地対策課 H10
佐川町霧生関公園（仮称）建設に係る事業認
定申請書（事前審査用）

佐川町霧生関公園（仮称）（高岡郡佐川町加茂地内）建設に関する事業認定
のための佐川町からの申請書の事前審査

要審査 無 無

R3-A-3335 用地管理 用地対策課 H10
佐川町霧生関公園（仮称）建設に係る事業認
定申請書（本審査正）

佐川町霧生関公園（仮称）（高岡郡佐川町加茂地内）建設に関する佐川町か
らの事業認定申請書、事業認定（平成11年1月19日）等

要審査 無 無

R3-A-3336 用地管理 用地対策課 H10
佐川町霧生関公園（仮称）建設に係る事業認
定申請書（本審査副）

佐川町霧生関公園（仮称）（高岡郡佐川町加茂地内）建設に関する佐川町か
らの事業認定申請書写し

要審査 無 無

R3-A-3337 用地管理 用地対策課 H9 事業認定申請書　相川地区農業集落排水事業
相川地区農業集落排水事業（土佐郡土佐町高須字下モ向ヒ地区）に関する事
業認定申請書写し

要審査 無 無

R3-A-3338 用地管理 用地対策課 H9
事業認定申請書　農業集落排水事業　相川地
区

相川地区農業集落排水事業（土佐郡土佐町高須字下モ向ヒ地区）に関する事
業認定申請
事前協議、認定申請書、参考資料、事業認定告示（平成9年9月30日）、土地
等の取得の完了届

要審査 無 無

R3-A-3339 用地管理 用地対策課 H9 野市町地域防災計画（参考資料） 野市町地域防災計画（水防・震災）（案）野市町防災会議 要審査 無 無

R3-A-3340 用地管理 用地対策課 H9
事業認定申請書　佐古地区防災コミュニ
ティーセンター　野市町

佐古地区防災コミュニティーセンター整備事業に関する野市町からの事業認
定申請書写し

要審査 無 無

R3-A-3341 用地管理 用地対策課 H9
事業認定申請書　佐古地区防災コミュニ
ティーセンター整備事業　野市町

佐古地区防災コミュニティーセンター整備事業に関する野市町からの事業認
定申請に係る野市町からの事前協議、事業認定申請書等の縦覧、事業認定告
示（平成9年12月19日）、土地等の取得の完了届

要審査 無 無

R3-A-3342 用地管理 用地対策課 H9
町道駅前南北線新設工事（これに伴う農業用
用排水路付替工事）事業認定申請書　伺　野
市町

町道駅前南北線新設工事（これに伴う農業用用排水路付替工事）に関する事
業（香美郡野市町西野地内）の野市町からの認定申請の事前協議

要審査 無 無

R3-A-3343 用地管理 用地対策課 H9
町道駅前南北線新設工事（これに伴う農業用
用排水路付替工事）事業認定申請書　野市町

町道駅前南北線新設工事（これに伴う農業用用排水路付替工事）に関する事
業（香美郡野市町西野地内）の認定申請書写し

要審査 無 無

R3-A-3344 用地管理 用地対策課 H11
赤岡町保健センター（仮称）施設整備事業　
事業認定申請書　赤岡町

赤岡町保健センター（仮称）施設整備事業の事業認定に関する赤岡町からの
申請書写し

要審査 無 無

R3-A-3345 用地管理 用地対策課 H11
赤岡町保健センター（仮称）施設整備事業　
事業認定申請書　赤岡町

赤岡町保健センター（仮称）施設整備事業の事業認定に関する赤岡町からの
申請書、事業認定申請書

要審査 無 無
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R3-A-3346 用地管理 用地対策課 H11
赤岡町保健センター（仮称）施設整備事業　
事業認定申請書　赤岡町

赤岡町保健センター（仮称）施設整備事業の事業認定に関する赤岡町からの
申請書、事業認定申請書、事業認定告示（平成12年1月28日）、土地等の取
得完了届

要審査 無 無

R3-A-3347 用地管理 用地対策課 H9
嶺北中央病院移転新築整備事業　事業認定申
請書　副

嶺北中央病院移転新築整備事業（長岡郡本山町本山地内）の事業認定に関す
る本山町からの申請書写し

要審査 無 無

R3-A-3348 用地管理 用地対策課 H9
嶺北中央病院移転新築整備事業　事業認定申
請書　決裁伺

嶺北中央病院移転新築整備事業（長岡郡本山町本山地内）の事業認定に関す
る本山町からの申請の事前協議、申請書、申請書等の縦覧、事業認定告示
（平成9年8月8日）、土地等の取得完了届

要審査 無 無

R3-A-3349 用地管理 用地対策課 H11
阿佐線後免町駅駅前広場整備事業　事業認定
申請書　南国市

阿佐線後免町駅駅前広場整備事業（南国市下野田地内～同市大南国そね地
内）の南国市からの認可申請書、申請書等写しの縦覧、事業認定告示（平成
11年12月24日）

要審査 無 無

R3-A-3350 用地管理 用地対策課 H11
阿佐線後免町駅駅前広場整備事業　事業認定
申請書　南国市

阿佐線後免町駅駅前広場整備事業（南国市下野田地内～同市大南国そね地
内）の南国市からの認可申請書写し

要審査 無 無

R3-A-3351 用地管理 用地対策課 H11
佐川町健康福祉センター（仮称）建設に係る
事業認定申請書（事前審査用）

佐川町健康福祉センター（仮称）事業（高岡郡佐川町字繁昌屋敷地内）の佐
川町からの事業認定申請の事前協議

要審査 無 無

R3-A-3352 用地管理 用地対策課 H11
佐川町健康福祉センター（仮称）建設に係る
事業認定申請書（本審査副）

佐川町健康福祉センター（仮称）事業（高岡郡佐川町字繁昌屋敷地内）の佐
川町からの事業認定申請書写し

要審査 無 無

R3-A-3353 用地管理 用地対策課 H11
佐川町健康福祉センター（仮称）建設に係る
事業認定申請書

佐川町健康福祉センター（仮称）事業（高岡郡佐川町字繁昌屋敷地内）の佐
川町からの事業認定申請書、参考資料、事業認定告示（平成1年12月14
日）、土地の取得完了届

要審査 無 無

R3-A-3354 用地管理 用地対策課 H11
JA高知厚生連移転新築工事　事業認定申請書　
平成11年5月　高知県厚生農業協同組合連合
会

高知県農協総合病院移転新築工事（南国市明見地内）に関する高知県厚生農
業協同組合連合会からの事業認定申請書、事業認定告示（平成11年7月6日）
等

要審査 無 無

R3-A-3355 用地管理 用地対策課 H11
JA高知厚生連移転新築工事　事業認定申請書　
平成10年8月　高知県厚生農業協同組合連合
会

高知県農協総合病院移転新築工事（南国市明見地内）に関する高知県厚生農
業協同組合連合会からの事業認定申請に関する事前協議

要審査 無 無

R3-A-3356 用地管理 用地対策課 H11
JA高知厚生連移転新築工事　事業認定申請書　
平成11年5月　高知県厚生農業協同組合連合
会

高知県農協総合病院移転新築工事（南国市明見地内）に関する高知県厚生農
業協同組合連合会からの事業認定申請書写し

要審査 無 無

R3-A-3357 用地管理 用地対策課 H10
町道ゴスイデン線改築工事（これに伴う農業
用水路付替工事）事業認定申請書　伺　野市
町

町道ゴスイデン線改築工事及び農業用水路付替工事（香美郡野市町西野地内
～同町大谷地内）の事業認定申請書、事業認定告示（平成10年5月22日）等

要審査 無 無

R3-A-3358 用地管理 用地対策課 H10
町道ゴスイデン線改築工事（これに伴う農業
用水路付替工事）事業認定申請書　　野市町

町道ゴスイデン線改築工事及び農業用水路付替工事（香美郡野市町西野地内
～同町大谷地内）の事業認定書写し

要審査 無 無

R3-A-3359 用地管理課 用地対策課 H10
本山町健康福祉支援センター整備事業　事業
認定申請書（伺）

本山町保健福祉支援センター整備事業（仮称）に関する本山町からの事業認
定申請書、事業認定告示（平成11年2月5日）、土地等の取得完了届

要審査 無 無

R3-A-3360 用地管理課 用地対策課 H10
本山町健康福祉支援センター整備事業　事業
認定申請書

本山町保健福祉支援センター整備事業（仮称）に関する本山町からの事業認
定申請書写し

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3361 監理課 用地対策課 S20S21S22S23S24
昭和20～24年度　第1類　国有土地　監理課　
第35号　1冊の1

・各事業の用地買収に関する書類
・弘瀬領石線道路改良工事
・久木奈半利線道路改築工事
・久木奈半利線道路改良工事
・中村宇和島線道路改良補修工事
・江川崎窪川線道路改良補修工事
・久万川改良工事
・赤岡高知線道路改築工事
・弘岡浦戸線道路改良工事
・仁淀川左岸堤防震災復旧工事
・国分川筋堤防震災復旧工事
・久保杉線道路改良工事
・宇佐高岡線道路震災復旧工事
・国分川筋左岸堤防震災復旧工事
・国分川筋右岸堤防震災復旧工事
・新川川左岸防潮堤震災復旧工事
・久万川左岸堤防震災復旧工事
・長浜高知線道路震災復旧工事
・下田川右岸堤防震災復旧工事

要審査 無 無

R3-A-3362 監理課 用地対策課 S21
昭和21年度　国有土地　監理課　第28号　1
冊の1

・各事業の用地買収に関する書類
・江川崎窪川線道路改良補修工事
・永野山田線道路改良工事
・高知徳島線道路敷地補修工事
・中筋川改修工事

要審査 無 無

R3-A-3363 監理課 用地対策課 S22
昭和22年度　第2類　国有土地　監理課　第
33号　2冊の2

・各事業の用地買収に関する書類
・江川崎窪川線道路改良工事
・中筋川改修工事
・久木奈半利線道路改築工事
・本山高知線道路改築工事
・須崎宇和島線道路改良工事
・仁淀川筋災害防除施設工事
・久万川改良工事
・伊野町災害防除施設工事
・赤岡高知線道路改築工事
・伊予野川砂防流路工事

要審査 無 無

R3-A-3364 監理課 用地対策課 S23
昭和23年度　第1類　国有土地　監理課　第
34号　2冊の2

・各事業の用地買収に関する書類
・久保杉道路改良工事
・赤岡高知線道路改築工事
・高知伊野線道路震災復旧工事
・幹流仁淀川右岸堤防震災復旧工事
・田ノ川川砂防流路工事
・高知徳島線橋梁災害復旧工事
・岩田川筋河川改良工事
・中筋川改修工事
・久万川改良工事
・国府川堤防災害復旧工事
・本川本山線道路改築工事
・東津野久礼線道路改良工事
・久万川筋堤防震災復旧工事
・須崎宇和島線道路改良工事

要審査 無 無

386 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3365 監理課 用地対策課 S24
昭和24年度　第1類　国有土地　監理課　第
31号　5冊の5

・各事業の用地買収に関する書類
・田ノ川砂防流路工事
・下田川右岸堤防震災復旧工事
・仁淀川右岸川内村堤防震災復旧工事
・仁淀川高岡町中小河川改良工事
・仁淀川左岸広島上ノ村堤防震災復旧工事
・高知伊野線道路震災復旧工事
・国府川右岸堤防震災復旧工事
・江ノ口川左岸堤防震災復旧工事
・久万川改良工事
・仁淀川右岸高岡町芝堤防震災復旧工事
・浦戸湾港海岸堤防震災復旧工事
・浦戸湾防潮堤防震災復旧工事
・沢ヶ内本山線道路改良工事
・仁淀川右岸日下村堤防震災復旧工事
・夜須川筋堤防震災復旧工事

要審査 無 無

R3-A-3366 監理課 用地対策課 S24
昭和24年度　第1類　国有土地　監理課　第
15号　4冊の1

・各事業の用地買収に関する書類
・離作補償及び作物除去補償（国分川筋堤防災害復旧工事、渡川支流吉見川
窪川地先災害防除施設工事、宇佐高岡線新宇佐町地内道路震災復旧工事）
・離作補償（久万川改良工事、仁淀川右岸新居堤防災害復旧工事、南新田・
萩町地内堤防震災復旧工事、下田川右岸（左岸）堤防震災復旧工事）
・物件移転補償（国分川筋（堤防）災害復旧工事、久万川改良工事、新川川
右岸鉄砲町堤防災害復旧工事、江ノ口川右岸鉄砲町堤防災害復旧工事、江ノ
口川左岸大川筋堤防災害復旧工事、久万川右岸北川沿堤防災害復旧工事）
・高知港海岸高知市長浜瀬戸北地地先防潮堤防震災復旧工事
・撫川安芸線畑山村上尾川道路改築工事
・仁淀川左岸伊野町堤防震災復旧工事
・渡川支流田野川砂防流路工事
・本山高知線本山町地内道路改良工事
・永野山田線道路災害応急復旧工事
・西川赤岡線東川村道路改良工事
・和食川和食村地内堤防震災復旧工事
・高知市浦戸桂浜地内防潮堤防震災復旧工事
・幹流新川川筋長浜築山地先護岸震災復旧工事
・幹流国分川筋右岸高須舟入川・布師田新屋敷堤防復旧工事
・浦戸湾海岸横浜千咲堤防震災復旧工事
・仁淀川右岸日下村江尻堤防震災復旧工事
・仁淀川右岸川内村波川堤防震災復旧工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3367 監理課 用地対策課 S24
昭和24年度　第1類　国有土地　監理課　第
16号　4冊の2

・各事業の用地買収に関する書類
・国分川堤防震災復旧工事
・浦戸湾海岸南新田・萩町堤防震災復旧工事
・仁淀川左岸伊野町堤防震災復旧工事
・宇佐高岡線宇佐町道路震災復旧工事
・久万川筋左岸堤防震災復旧工事
・江川崎窪川線道路改良補修工事
・中川筋改修工事
・仁淀川筋森山地内災害防除施設工事
・久万川改良工事
・仁淀川右岸高岡町芝堤防震災復旧工事
・仁淀川右岸高岡町天崎堤防震災復旧工事
・宇佐高岡線道路震災復旧工事
・久万川筋右岸堤防震災復旧工事
・仁淀川筋右岸伊野町地内堤防震災復旧工事
・撫川安芸線道路改築工事
・仁淀川筋西畑災害防除施設工事
・本川本山線道路改良工事
・江ノ口川右岸堤防震災復旧工事
・田ノ川川砂防流路工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3368
監理課
道路課

用地対策課 S25S26S27S28S29S30S31
昭和25～30年度　用地買収登記
昭和31年度　国有土地　監理課　第49号　2
冊の1

・各事業の用地買収に関する書類
・幹流才角川河川局部改良工事（幡多郡月灘村）
・宇佐高岡線道路震災復旧工事（高岡郡宇佐町）
・中小河川鏡川改良工事（高知市縄手町）
・中小河川久万川改良工事（高知市中久万）
・国道高知徳島線道路改良工事（香美郡夜須町）
・幹流益野川筋地盤変動対策工事（土佐清水市下益野）
・国道高知徳島線重要幹線街路整備事業（安芸市東浜）
・町村道堀川線高岡郡須崎町重要幹線街路整備事業工事（高岡郡須崎町）
・県道本山伊野線道路改良工事（吾川郡三瀬村）
・高知中村線道路改良工事（吾川郡弘岡下ノ村）
・山田川堤防陥没復旧工事（宿毛市山奈町）
・芳奈川局部改良工事（宿毛市山奈町）
・国道高知木頭徳島線道路改良工事（香美郡在所村・土佐山田町）
・八宗田川特別失業対策工事（中村市安並）
・国分川支流舟入川小支流明見川筋地盤沈下対策事業（長岡郡大津村）
・国道松山高知線道路改良工事（須崎市桑田山、幡多郡宿毛町、高知市朝
倉）
・国道高知徳島線道路改良工事（香美郡夜須町）
・幹流新荘川筋堤防地盤沈下対策事業（須崎市下郷）
・国道高知徳島線特別失業対策道路改良工事（安芸郡穴内）
・国道32号線道路災害復旧工事（長岡郡大豊村）
・幹流国分川筋中小河川改良工事（長岡郡岡豊村）
・幹流香宗川支流烏川筋堤防災害復旧工事（香美郡野市町）
・国道33号線道路改良工事（安芸市西浜）
・幹流安芸川支流江ノ川地盤沈下対策事業工事（香美郡土佐山田町、安芸市
東浜）
・幹流仁淀川支流日下川地盤変動対策事業工事（高岡郡日高村）
・奥田川地盤変動対策事業工事（吾川郡伊野町）
・幹流仁淀川支流宇治川地盤変動対策事業工事（吾川郡伊野町）
・幹流桜川堤防災害復旧工事（須崎市神田、高岡郡多ノ郷）
・土佐山田町重要幹線街路事業工事（香美郡土佐山田町）
・幹流下田川上流長泉川筋地盤沈下対策事業工事（長岡郡稲生村）

要審査 無 無

R3-A-3369 監理課 用地対策課 S31
昭和31年度　第1類　国有土地　監理課　第
50号　2冊の2

・各事業の用地買収に関する書類
・中小河川鏡川改良工事
・芳奈川局部改良工事
・新川川左岸堤防震災復旧工事
・江ノ口川地盤沈下対策工事
・高知徳島線橋梁架換工事
・木頭徳島線道路改良工事
・国道33号線道路改良工事
・日下川地盤変動対策事業工事
・高知徳島線香美郡夜須町手結山地内道路改良工事
・中小河川国分川改良工事
・奥田川地盤変動対策事業工事
・国道松山高知線道路改良工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3370 監理課 用地対策課 S31
昭和31年度　第1類　国有土地　監理課　第
63号　冊の3

・各事業の用地買収に関する書類
・国分川震災復旧改築工事
・幡多郡清水町都市計画
・普通財産引継ぎ（高知市朝倉、高知市桟橋通、香美郡野市町、長岡郡大豊
村、高知市前里、宿毛市坂ノ下松田川、長岡郡東崎、高知市旭天神町、高知
市河ノ瀬町、高知市常盤町、高知市薊野）
・普通財産譲与（高知市円行寺）
・用途廃止による引継ぎ（長岡郡長岡村、高岡郡須崎町、安芸郡和食村、高
岡郡安和、安芸郡室戸岬町、高知市八反町）
・日本国有鉄道敷地売却申請（香美郡土佐山田町）

要審査 無 無

R3-A-3371 監理課 用地対策課 S30
昭和30年度　第1類　国有土地　監理課　第
43号　冊の2

・各事業の用地買収に関する書類
・国道33号線高知市本宮町重要幹線街路工事
・高知中村線道路震災復旧工事
・幹流益野川地盤変動対策工事
・幹流新荘川地盤変動対策事業工事
・国道高知徳島線重要幹線街路整備事業
・幹流東谷川安芸郡安田町地内護岸災害復旧工事
・下ノ加江中村線道路改良工事
・国道高知木頭徳島線特別道路整備工事
・日下地盤変動対策事業工事
・仁淀川右岸新居堤防災害復旧工事
・本川本山線道路改築工事
・中村市都市災害復旧工事
・国道高知木頭徳島線道路付替工事
・烏川災害復旧工事
・土佐山田町重要幹線街路事業工事
・山田川堤防陥没復旧工事
・芳奈川局部改良工事
・長浜高岡線道路震災復旧工事
・幹流夜須川堤防災害復旧工事
・本山越知線道路改良工事
・清松宿毛線幡多郡大内町地内道路改良工事
・伊与野川砂防流路工事
・波介川改良工事

要審査 無 無

R3-A-3372 監理課 用地対策課 S30
昭和30年度　第1類　国有土地　監理課　第
44号　2冊の2

・各事業の用地買収に関する書類
・鏡川改良工事
・日下川地盤変動対策事業工事
・高知徳島線羽根橋梁架換工事
・木頭徳島線道路特別道路整備工事
・香宗川支流烏川筋堤防工事
・中小河川鏡川改良工事
・幹流小池川局部改良工事
・松山高知線須崎市桑田山地内
・烏川堤防災害復旧工事
・後川筋中村市地内地盤変動対策工事
・中小河川国分川改良工事
・中小河川岩田川改良工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3373 監理課 用地対策課 S30
昭和30年度　第1類　国有土地　監理課　第
42号　冊の1

・各事業の用地買収に関する書類
・幹流和食川堤防災害復旧工事
・高知徳島線安芸市穴内道路局部改良工事
・久万川改良工事
・高知木頭徳島線羽根橋橋梁架換工事
・国府川改良工事
・日下川地盤変動対策事業工事
・戸梶川局部改良工事
・幹流新荘川筋堤防災害復旧工事
・幹流仁淀川左岸吾川郡森山村堤防災害復旧工事
・幹流新川川左岸堤防震災復旧工事
・奥田川地盤変動対策事業工事
・大井川堤防災害復旧工事
・中村市都市災害復旧工事
・岩田川改良工事
・舟入川堤防災害復旧工事
・幹流鏡川右岸堤防震災復旧工事
・大岐川筋河川局部改良工事
・幹流伊尾木川安芸郡伊沖村堤防災害復旧工事
・室戸都市計画重要幹線街路工事
・高知徳島線羽根橋橋梁架換工事
・幹流新荘川筋須崎市下郷地盤対策事業
・松山高知線須崎市桑田山地内道路改良工事

要審査 無 無

R3-A-3374 監理課 用地対策課 S25S26S27S28S29S30S31
昭和25～31年度　国有土地　監理課　第51号　
冊の1

・各事業の用地買収に関する書類
・磯ノ川改良工事
・高知徳島線道路改良工事
・松山高知線道路改良工事
・中筋川改修工事
・芳奈川局部改良工事
・国道33号線道路改良工事
・鏡川改良工事
・伊尾木川発電所建設に伴う用地交換
・舟入川地盤変動対策事業工事
・室戸都市計画重要幹線街路整備工事
・高知木頭徳島線道路改良工事
・国道33号線寺村橋橋梁架換工事
・上韮生川筋通常砂防工事
・名切川特別失業対策事業
・宇治川地盤変動対策事業
・日下川地盤変動対策事業
・国道33号線橋梁架換工事
・国道33号線吉野川橋災害復旧工事
・宇治川特別失業対策事業

要審査 無 無

R3-A-3375 監理課 用地対策課 S35
昭和35年度　第1類　国有土地　監理課　第
77号　冊の2

・各事業の用地買収に関する書類
・波介川地盤変動対策工事
・高知徳島線道路改良工事
・高知松山線地盤変動対策工事
・高知徳島線道路特殊改良工事
・岩田川改良工事
・松山高知線

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3376 監理課 用地対策課 S35
昭和35年度　第1類　国有土地　監理課　第
79号　冊の2

・各事業の用地買収に関する書類
・高知木頭徳島線道路改良工事
・長泉川地盤沈下対策工事
・奈半利町都市計画事業
・舟入川廃川敷地
・高岡都市計画街路事業
・紅水川地盤変動対策工事
・国分川改修工事
・浜改田後免線道路改良工事
・国道33号線道路改良工事
・鳥越線重要幹線街路事業
・高知徳島線地盤変動対策工事
・高知徳島線橋梁災害復旧工事
・上ノ加江川筋河川災害復旧工事
・松山高知線道路改良工事
・江の川川地盤変動対策工事
・香宗川支流烏川堤防災害復旧工事
・高知木頭徳島線災害復旧工事
・梅田川災害関連事業
・加久美川地盤変動対策工事
・中村清水線道路敷地
・国分川筋河川改良工事

要審査 無 無

R3-A-3377 監理課 用地対策課 S35
昭和35年度　第1類　国有土地　監理課　第
81号　冊の4

・各事業の用地買収に関する書類
・国分川改修工事
・西ノ川通常砂防工事
・高岡都市計画事業
・益野川局部改良工事
・長泉川地盤変動対策工事
・土地区画整備事業施工地区
・日下川地盤変動対策工事
・甲原川地盤変動対策工事
・宇治川地盤変動対策工事
・国分川改良工事
・物部村小浜高知木頭徳島線道路改良工事
・岩田川改良工事
・高知木頭徳島線橋梁架換工事
・伊与野川河川改修工事
・安芸川改修工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3378 監理課 用地対策課 S34
昭和34年度　第1類　国有土地　監理課　第
67号　冊の1

・各事業の用地買収に関する書類
・国道32号線繁藤橋梁架換工事
・舟入川地盤変動対策事業工事
・山田川地盤変動対策事業工事
・安芸川改修工事
・小池川河川局部改良工事
・松山高知線道路改良工事
・伊与野川砂防工事
・高知徳島線道路修繕工事
・高知徳島線簡易待避所設置工事
・越知町地内河川局部改修工事
・紅水川地盤変動対策工事
・烏川堤防災害復旧工事
・物部川支流後川地盤変動対策事業
・日下川地盤変動対策事業工事
・高知木頭徳島線道路改良工事

要審査 無 無

R3-A-3379 監理課 用地対策課 S34
昭和34年度　第1類　国有土地　監理課　第
71号　冊の3

・各事業の用地買収に関する書類
・国道33号線寺村橋橋梁架換工事
・松山高知線道路改良工事
・鏡川特別失業対策事業
・国道高知徳島線橋梁架換工事
・国道高知徳島線道路特殊改良工事
・上ノ加江川地盤変動対策工事
・松田川災害復旧工事
・松田川堤防災害復旧工事
・松山高知線橋梁架換工事

要審査 無 無

R3-A-3380 監理課 用地対策課 S34
昭和34年度　第1類　国有土地　監理課　第
70号　冊の2

・各事業の用地買収に関する書類
・高知徳島線道路改良工事
・仁淀川局部改修工事
・高知徳島線簡易待避所設置工事
・松山高知線道路改良工事
・渡川支流寺山川通常砂防工事
・土佐山田町都市計画重要幹線街路事業
・高知木頭徳島線道路改良工事
・渡川小支流遅越川通常砂防工事
・松山高知線待避所新設工事
・高知徳島線特殊改良工事
・国分川改良工事
・松田川堤防災害復旧工事
・宿毛市橋上町地内京法川砂防工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3381 監理課 用地対策課 S33
昭和33年度　第1類　国有土地　監理課　第
58号　冊の2

・各事業の用地買収に関する書類
・烏川筋堤防災害復旧工事
・鏡川改良工事
・高知木頭徳島線道路改良工事
・松山高知線三ツ石橋橋梁架換工事
・後川地盤変動対策工事
・高知徳島線道路改良工事
・日下川地盤変動対策事業工事
・中ノ谷・南ノ谷川地盤変動対策事業工事
・波介川改良工事
・国道32号線吉野川橋橋梁架換工事
・国道32号線繁藤橋橋梁架換工事
・久礼港改修工事
・室戸町都市計画重要幹線街路整備工事
・吉野川河川障害取除工事
・国分川改修工事
・市野瀬川堤防災害復旧工事
・上ノ加江川地盤沈下対策工事

要審査 無 無

R3-A-3382 監理課 用地対策課 S36
昭和36年度　第1類　国有土地　監理課　第
88号　冊の3

・各事業の用地買収に関する書類
・波介川支流甲原川地盤沈下対策工事
・国道33号線咥内道路改築工事
・仁淀川支流伏尾川河川改良工事
・松山高知線道路改良工事
・松田川河川改善工事
・戸内川通常砂防工事
・高知徳島線道路特殊改良工事
・土佐清水市布川堤防災害復旧工事
・柳瀬川支流高知川通常砂防工事
・小池川局部改修工事

要審査 無 無

R3-A-3383 監理課 用地対策課 S36
昭和36年度　第1類　国有土地　監理課　第
84号　冊の1

・各事業の用地買収に関する書類
・松山高知線道路改良工事
・高知徳島線道路改良工事
・伏尾川河川改修工事
・高知木頭徳島線道路改良国鉄改良工事
・山田川地盤変動対策工事
・伏尾川小規模河川改良工事
・紅水川地盤変動対策工事
・国分川改良工事
・物部川支流後川筋地盤変動対策工事
・波介川地盤変動対策工事
・日下川地盤変動対策工事
・市野々西橋橋梁架換工事
・国道33号線岩目地面佐川線停車場線

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3384 監理課 用地対策課 S36
昭和36年度　第1類　国有土地　監理課　第
86号　冊の3

・各事業の用地買収に関する書類
・奈半利町都市計画街路事業工事
・安田川通常砂防工事
・渡川小支流山田川地盤変動対策工事
・松山高知線中村市荒川地内道路陥没復旧工事
・国分改修工事
・下田川支流長泉川地盤変動対策工事
・鏡川特別失業対策工事
・松山高知線橋梁架換工事
・波介川堤防災害復旧工事
・伏尾川小規模河川改良工事
・高岡都市計画街路事業
・高知徳島線道路特殊改良工事
・中村市磯ノ川砂防新設工事
・国道197号線道路改良工事
・八富田川改良工事
・押岡川河川改修工事
・山地川通常砂防工事
・寺ヶ谷川通常砂防工事
・宿毛市小筑紫町田ノ浦廃道敷地

要審査 無 無

R3-A-3385 監理課 用地対策課 S36
昭和36年度　第1類　国有土地　監理課　第
85号　冊の2

・各事業の用地買収に関する書類
・河川の側壁改修
・国分川改修工事
・宗呂川地盤変動対策工事
・高知徳島線道路改良工事
・高知木頭徳島線待避所工事
・仁淀川小支流西の川通常砂防工事
・大谷川局部改良工事
・松山高知線道路改良工事
・松山高知線橋梁架換工事
・与市明川通常砂防工事
・妹背川砂防工事

要審査 無 無

R3-A-3386 監理課
用地対策課

S37

昭和37年度　
①地盤変動対策工事に伴う用地買収登記　
（5件）
②砂防工事に伴う用地買収登記　（4件）
③河川改修工事に伴う買収工事　（2件）
④道路改良工事に伴う買収工事　（4件）
⑤道路災害復旧工事に伴う用地買収登記
⑥道路法第94条第2項の規定により国有土地
を須崎市に譲与(大峰線花岡線)

買収に関する登記書類 要審査 無 無

R3-A-3387 監理課 用地対策課 S37
昭和37年度　第1類　国有土地　監理課　第
90号

買収に関する書類及び関係図面 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3388 監理課 用地対策課  S33S34S35S36

昭和33～36年度　
①河川改修工事に伴う用地買収登記　（1
件）
②砂防工事に伴う用地買収登記　（2件）
③道路災害復旧工事に伴う用地買収登記　
（1件）
④道路改良工事に伴う用地買収登記　（4
件）
⑤片島港臨海道路特別失業対策事業工事(第
6-1号)に伴う用地買収登記
⑥介良川右岸堤防地盤変動対策工事(第4号)
に伴う用地寄付登記
⑦立岩海岸堤災害復旧工事(第34災第16号‐
2)に伴う用地買収登記
⑧35監第838号による国有財産受渡し(長岡郡
大豊村和田)
⑨35監第404号大田口大杉間の鉄道線路変更
に基づく水路敷付替による用途廃止及び引継
⑩松山高知線加持川橋架換工事(国橋架第3
号)に伴う登記
⑪松山高知線地盤沈下対策工事(第135‐5号)
に伴う登記
⑫35監第1527号伊予野川通常砂防工事に伴う
河川敷地の交換及び引継

買収に関する書類及び関係図面 要審査 無 無

R3-A-3389 監理課 用地対策課 S38
昭和38年度　第1類　国有土地　監理課　第
113号　冊の5

・各事業の用地買収に関する書類
・長浜海岸地盤変動対策工事
・高知徳島線トヲエ谷橋橋梁架換工事
・松山高知線道路改良工事
・波介川地盤沈下対策土佐市出間地内工事
・高知木頭徳島線待避所新設工事
・高知木頭徳島線香北橋橋梁架換工事
・高知木頭徳島線道路改良工事
・宇治川地盤変動対策工事
・狩山川通常砂防工事
・国分川改修工事
・吉野川支流宮ノ谷川通常砂防工事
・久万川支流名切川局部改良工事
・才角川筋河川改修工事
・仁淀川支流小柳川通常砂防工事
・高知西条線改良工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3390 監理課 用地対策課 S38
昭和38年度　第1類　国有土地　監理課　第
115号　冊の5

・各事業の用地買収に関する書類
・特別失業対策瀬々川砂防工事
・室戸都市計画重要幹線街路工事
・高知徳島線県単道路改良工事
・江ノ村川改修工事
・松山高知線道路改良工事
・鏡川改良工事
・高知木頭徳島線道路改良工事
・高知徳島線東ノ川橋橋梁架換工事
・名切川改良工事
・高知徳島線道路災害関連工事
・八宗田川局部改良工事
・安芸川改良工事
・江の川地盤変動対策工事
・国道32号線道路特定修繕工事
・室戸都市計画事業浮津室津線工事
・宇治川地盤沈下対策工事
・後川地盤変動対策工事
・中筋川改良工事
・仁淀川小支流長竹川堤防災害復旧工事
・江の川地盤沈下対策工事
・長谷川地盤沈下対策工事

要審査 無 無

R3-A-3391 監理課 用地対策課  S24S29S30S32S33S34

昭和24年度～昭和39年度
①橋梁架換工事に伴う用地買収登記　（1
件）
②道路改良工事に伴う用地買収登記　（8
件）
③河川改良工事に伴う用地買収登記　（6
件）
④地盤変動対策工事に伴う用地買収登記　
（1件）
⑤松山高知線簡易待避所に伴う用地買収登記　
（2件）
⑥砂防工事に伴う用地買収登記　（2件）
⑦堤防災害復旧工事に伴う用地買収登記　
（1件）
⑧堤防災害関連工事に伴う用地買収登記　
（1件）
⑨都市計画街路工事に伴う用地買収登記　
（1件）

・各事業の用地買収に関する書類
・松山高知線橋梁架換工事
・松山高知線道路改良工事
・柳瀬川河川局部改良工事
・松山高知線簡易待避所工事
・岩田川改良工事
・小川川通常砂防工事
・香宗川支流烏川堤防災害復旧工事
・高知徳島線道路改良工事
・才角川局部改良工事
・伏尾川改修工事
・国道32号線道路改良工事
・仁淀川局部改良工事
・江ノ村川堤防災害関連工事
・別役川通常砂防工事
・奈半利町都市計画街路工事
・山田槙山線工事
・国分川改修工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3392 監理課 用地対策課 S39
昭和39年度　第1類　国有土地　監理課　第
204号

・公共用財産の用途廃止に伴う各事業の用地買収に関する書類
宿毛市平田町
高知市（北吉田町、水源町、丑之助町、北新田町、長浜、神田、高須、朝
倉、南久万）
室戸市浮津
南国市（植野、稲生、東崎）
安芸郡奈半利町
吾川郡伊野町
・普通財産売払申請書（高知市丑之助町、高知市北竹島町）
・旧久万川敗戦敷の払下陳情書
・久万川改修工事（高知市北吉田町・愛宕町・西秦泉寺・愛宕山）
・森高知線道路改良工事（高知市愛宕町）
・名切川改修工事
関係図面

要審査 無 無

R3-A-3393 監理課 用地対策課 S39
昭和39年度　第1類　国有土地　監理課　第
219号

・各事業の用地買収に関する書類
・国道56号線窪川町道路改良工事
・幹流渡川支流口神川通常砂防工事
・幹流渡川支流里川荒廃砂防工事
・幹流渡川支流相去川大正町通常砂防工事
・幹流志和川支流宿の谷川通常砂防工事
・安田町不動海岸堤防災害助成工事
・中ノ谷川砂防工事
・南ノ谷通常砂防工事
・国道高知西条線道路改良工事
・幹流吉野川小支流正木谷川荒廃砂防工事
・県道重倉笠ノ川線道路改良工事
・香宗川地盤変動対策工事
・幹流仁淀川支流宮ノ谷川予防砂防工事
・安芸川改修工事
・安芸市伊尾木海岸堤防災害助成工事
・マテノ川特別失業対策砂防工事
・日下川地盤変動対策事業工事
・国道195号線道路改良工事
・中小河川波介川改修工事
・奥田川砂防工事
・マテノ川砂防工事

要審査 無 無

R3-A-3394 監理課 用地対策課 S39
昭和39年度　第1類　国有土地　監理課　第
200号　2冊の1

・各事業の用地買収に関する書類
・幹流国分川筋改良工事
・国道32号線道路特定修繕工事
・国道32号線道路災害復旧工事
・中筋川改良工事
・マテノ川砂防工事
・羽根東河岸堤防災害局部合併工事
・国道高知徳島線道路改良工事
・中小河川鏡川改修工事
・国道松山高知線窪川町道路改良工事
・窪川町若井川支流汢（ぬた）の川砂防工事
・小規模河川佐喜浜川改修工事
・国道高知木頭徳島線工事
・国道55号線河野道路改良工事
・国道55号線奈半利町法恩寺道路改良工事
・和食川支流西谷川砂防工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3395 監理課 用地対策課 S27
昭和27年度　第1類　国有土地　監理課　第7
号

・各事業の用地買収に関する書類
・田ノ浦中村線道路改良工事
・本山伊野線加田地内砂利道路補修工事
・野根町港久保地内河川維持工事
・野市山田線道路改良工事
・国分川堤防災害復旧工事
・中村岩松線芳奈地内道路改良工事
・舟入川堤防災害復旧工事
・清松宿毛線砂利道路補修工事
・須崎町長竹地内河川維持工事
・奥木頭大栃線道路改良工事
・高知中村線道路改良工事
・本川伊野線道路改良工事
・坂ノ川川河川維持工事
・山田竜河洞線道路改良工事
・新荘川角谷地内堤防災害復旧工事
・高知中村線古津賀地内道路震災復旧工事
・田ノ浦中村線古津賀道路震災復旧工事
・西上山下田港線古津賀地内道路震災復旧工事
・国道33号線道路震災復旧工事
・田野々佐賀線道路改良工事
・下ノ加江足摺岬線道路改良工事
・田ノ浦中村線古津賀地内道路改良工事
・国見川砂防流路工事
・佐川高岡線道路改良工事
・大野見須崎港線道路改良工事

要審査 無 無

R3-A-3396 監理課 用地対策課 S27
昭和27年度　第1類　国有土地　監理課　第8
号　4冊の2

・各事業の用地買収に関する書類
・入野下田港線道路災害復旧工事
・中村宿毛線山奈村地内
・国分川堤防災害復旧工事
・宇佐須崎線道路災害地盤沈下対策工事
・須崎町地内重要幹線街路整備
・長者佐川線道路改良工事
・深浦宿毛線道路敷地
・宿毛御内線道路敷地寄附
・赤野川支流朋西川堤防災害復旧工事
・東川安芸線道路改良工事
・種崎浜高知線道路改良工事
・中筋川改修工事
・国分川堤防災害復旧工事
・烏川筋堤防災害復旧工事
・高知徳島線道路改良工事
・山田竜河洞線道路改良工事
・波介川右岸堤防震災復旧工事
・宇佐須崎線道路改良工事
・物部川吉野発電所工事
・香宗川筋地盤変動工事
・久万川改良工事
・畑山安芸線道路改良工事
・根曳新改線道路敷地寄附
・仁淀川左岸八田村地内改良工事
・仁淀川改良工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3397 監理課 用地対策課 S39
昭和39年度　第1類　国有土地　監理課　第
205号

・各事業の用地買収に関する書類
・国道松山高知線道路改良工事
・幹流鏡川改修工事
・国道56号線佐賀町地内車両制限令対策工事
・国道56号線窪川町地内道路改良工事
・中村市磯ノ川地内中筋川改良工事
・土佐山田町都市計画重要幹線街路工事
・南ノ谷川通常砂防工事
・国道56号線道路改良工事
・高知徳島線安芸市伊尾木道路改良工事
・安田町不動海岸堤防災害助成工事
・高知徳島線川北道路改良工事

要審査 無 無

R3-A-3398 監理課 用地対策課 S31
①昭和31年　第1類 県有土地 冊の2　48 №
4-2

・買収に関する書類
・県道越知伊野線道路改良工事
・高岡郡越知町
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3399 監理課 用地対策課 S33
②昭和33年　第1類 県有土地 冊の2　56 №
6-2

・長浜高知線道路改良工事
・前浜山田線道路改良工事
・中ノ橋通り重要幹線街路事業工事
・窪川町都市計画街路事業工事
・池川町小田線道路特殊改良工事
・稗地野市線道路改良工事
・大野見窪川線道路改良工事
・三崎漁港防災工事
・森高知線道路改良工事
・清水足摺岬線道路災害工事
・杉久保線道路改良工事
・久礼佐賀線道路改良工事
・浜改田後免線道路改良工事
・吉野大田口線道路改良工事
・東川和食線道路改築工事
・宇和島窪川線窪川橋梁架換工事
・西条本山線重要幹線街路事業工事
・池川小田線道路特殊改良工事
・中村清水線下ノ加江橋梁架換工事
・西川赤岡線道路改良工事
・後免一宮線道路改良工事
・宿毛清水線福良川橋梁架換工事
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3400 監理課 用地対策課 S33 ③昭和33年　第1類 県有土地 冊の1　55

・撫川安芸線県災道路工事
・須崎宇和島線道路改良工事
・浜改田後免線道路改良工事
・越知宇和島線道路改良工事
・大栃赤岡線道路改良工事
・池川伊野線道路改良工事
・宿毛清水線地盤変動対策工事
・杉久保線道路改良工事
・本山越知線道路付替
・池川小田線道路改良工事
・清水足摺岬線用地買収
・本山大津停車場線岡豊橋橋梁架換工事
・下田港線道路特殊改良工事
・池川伊野線道路改良工事
・森高知線道路改良工事
・下切宿毛線道路改良工事
・仁西長浜線道路改良工事
・大河内杉倉線停車場線道路改良工事
・日浦越知線道路改良工事
・高知西条線道路改良工事
・赤岡高知線道路改良工事
・川登宿毛線道路改良工事
・宇和島中村線道路改良工事
・国道33号線砂利道補修工事
・久木奈半利線道路改良工事
・大田口線停車場線薬師橋梁架換工事
・杉久保線道路災害復旧工事
・宇佐須崎線道路改良工事
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3401 監理課 用地対策課 S28
④昭和28年　第1類 県有土地 3冊の1　25 №
1-1

・県道畑山安芸線砂利道補修工事
・県道山田槙山線道路特別整備工事
・県道中村岩松線道路改築工事
・県道清松宿毛線道路改良工事
・県道後免山田線道路特殊修繕工事
・県道西川赤岡線道路特別整備工事
・県道深浦宿毛線道路敷地寄附申請
・県道野市山田線道路改良工事
・清水都市計画事業重要幹線街路工事
・県道岩戸日下停車場線待避所新設工事
・県道前浜山田線道路改良工事
・県道仁西伊野線待避所新設工事
・県道奥木頭大栃線道路改良工事
・県道西峯大栃線道路改良工事
・県道大栃赤岡線ダム補償道路改良工事
・県道長者佐川線道路改良工事
・県道弘瀬後免線道路改良工事
・県道永野山田線道路改良工事
・県道大河内朝倉停車場線災害復旧工事
・窪川町都市計画街路事業道路新設工事
・町道堀川線須崎町重要幹線街路事業工事
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3402 監理課 用地対策課 S28
⑤昭和28年　第1類 県有土地 3冊の3　27 №
53

・県道山田槙山線道路特別整備工事
・県道江川崎窪川線都市再建整備事業工事
・山田町重要幹線街路事業工事
・清水都市計画重要幹線街路事業工事
・高知西条線道路改良工事
・野市山田線道路改良工事
・西峯大栃線道路改良工事
・大野見須崎港線道路改良工事
・永野山田線道路改良工事
・長浜後免線道路改良工事
・池川伊野線道路改良工事
・宇佐須崎線道路改良工事
・堀川線須崎町重要幹線街路事業
・須崎宇和島線道路改良工事
・長浜高知線道路改良工事
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3403 監理課 用地対策課 S28
⑥昭和28年　第1類 県有土地 3冊の2　26 №
1-2

・県道永野山田線道路改良工事
・久万川改良工事
・県道西上山下田線道路震災復旧工事
・県道岩戸日下停車場線道路敷地寄附申請
・県道吉野大田口線道路敷地寄附申請
・県道松葉川梼原線道路改良工事
・県道長浜高知線待避所新設工事
・県道山田龍河洞線道路改良工事
・県道宇佐須崎線道路改良工事
・県道大野見須崎港線道路改良工事
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3404 監理課 用地対策課 S29
⑦昭和29年　第1類 県有土地 1冊の1　40 №
2-2

・県道本山山田線道路改良工事
・県道前浜山田線道路改良工事
・県道本山伊野線道路改良工事
・県道上八川高知線道路災害応急復旧工事
・県道森高知線道路改良工事
・県道沢ヶ内本山線道路改良工事
・県道田野々佐賀線道路改築工事
・県道弘瀬高知線道路敷地寄付
・県道中村宇和島線道路震災復旧工事
・県道打井川中村線道路敷地寄付
・県道久保杉線道路改築工事
・県道車川和食線道路改築工事
・県道甲殿弘岡線道路改良工事
・県道新田中村線道路新設工事・道路改修工事
・県道大栃赤岡線橋梁架換工事
・県道本山山田線道路特殊改良工事
・県道宇佐須崎線地盤沈下対策工事
・県道長浜高知線道路改良工事
・県道長浜後免線道路改良工事
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3405 監理課 用地対策課 S29
⑧昭和29年　第1類 県有土地 冊の1　37 №
2-1

・県道久礼佐賀線道路改良工事
・県道前浜山田線道路改良工事
・県道田ノ浦中村線道路改良工事
・大正町生産都市再建整備事業道路拡張工事
・県道西条高知線道路改良工事
・県道松葉川梼原線道路改良工事
・県道須崎宇和島線道路改良工事
・県道大栃赤岡線橋梁架換工事
・県道寺川本山線道路敷地寄付
・県道宇佐須崎線道路改良工事
・県道田野々佐賀線道路改築工事
・三崎都市計画重要幹線街路事業工事
・県道打井川中村線・杉田中村線道路改良工事
・県道宇佐須崎線道路地盤沈下対策工事
・県道池川伊野線道路改良工事
・県道江川崎窪川線大正町生産都市再建整備事業工事
・県道池川越知線道路改良工事
・県道畑山安芸線道路改良工事
・県道清松中村線中村市間崎地内道路震災復旧工事
・県道黒いわ影野停車場線道路敷地寄附
・県道稗地野市線道路改良工事
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3406 監理課 用地対策課 S30
⑨昭和30年　第1類 県有土地 2冊の2　45 №
7-2

・烏川筋堤防災害復旧工事
・県道山田龍河洞線道路改良工事
・県道西上山下田線道路改良工事
・県道横浪吾桑停車場線及び県道多ノ郷停車場線道路敷地
・県道東川和食線道路改築工事
・県道宇和島中村線就労対策工事
・県道長浜高岡線道路改良工事
・県道打井川中村線道路局部下医療工事
・県道田ノ浦中村線道路局部改良工事
・県道久木奈半利線道路改良工事
・県道弘瀬後免線道路改良工事
・松山高知線道路改良工事
・香宗川改修工事
・池川梼原地内道路改良工事
・須崎市浦ノ内地内道路改良工事
・高知西条線
・瀬戸長浜間道路改良工事
・久木奈半利線道路特殊改良工事
・高知西条線地盤変動対策工事
・日浦伊野線
・天崎高知線八田大橋
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3407 監理課 用地対策課 S30
⑩昭和30年　第1類 県有土地 冊の1　41 №
3-1

・県道越知宇和島線道路特殊改良工事
・県道東川和食線道路改築工事
・県道弘瀬伊野線道路改良工事
・県道浦戸長浜線特別災害復旧工事
・県道長浜高知線道路改良工事
・県道種崎高知線道路拡張工事
・県道稲生大津停車場線待避所新線工事
・県道宇和島中村線道路特殊改良工事
・県道久礼田後免停車場線道路改良工事
・県道清水中村線坂本橋取合道路工事
・県道長浜高知線道路震災復旧工事
・県道下ノ加江中村線道路改良工事
・県道池川伊野線道路改良工事
・県道畑山安芸線道路改良工事
・県道越知伊野線橋梁架換工事
・三崎都市計画重要幹線街路事業工事
・県道久礼佐賀線道路改良工事
・県道中村岩松線道路改築工事
・県道長浜高知線道路震災復旧工事
・県道須崎宇和島線桑ノ川橋梁架換工事
・県道久木奈半利線道路特殊改良工事
・県道槙山夜須線明改橋修繕工事
・県道大浦海岸護岸災害復旧工事
・烏川堤防災害復旧工事
・県道梼原久万線道路改良工事
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3408 監理課 用地対策課 S34
⑪昭和34年　第1類 県有土地 冊の3　72 №
7-3

・県道下ノ加江宿毛線道路待避所新設工事
・県道桂浜桟橋通線道路特定修繕
・県道横浪吾桑停車場線道路改良工事
・県道宿毛清水線簡易待避所設置工事
・下山越知線地盤変動対策工事
・柏島廣瀬線道路改良工事
・舟戸窪川線待避所新設工事
・久礼宮内線
・上ノ加江窪川線道路改良工事
・志和窪川線待避所新設工事
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3409 監理課 用地対策課 S34
⑫昭和34年　第1類 県有土地 冊の4　73 №
7-4

・下郷中村線後川橋梁架換工事
・高知西条線道路改良工事
・浜改田後免線道路改良工事
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3410 監理課 用地対策課 S31
昭和31年度　第1類　県有土地　監理課　第
47号　冊の1

・各事業の用地買収に関する書類
・清水宿毛線地盤沈下対策工事
・野市山田線道路改良工事
・窪川上ノ加江線道路改良工事
・久礼田後免停車場線道路改良工事
・中村宇和島線緊急就労対策工事
・宿毛都市計画重要幹線街路整備工事
・森高知線道路改良工事
・久礼佐賀線道路改良工事
・宿毛清水線道路改良工事
・吉野大田口線道路改良工事
・須崎宇和島線桑の川橋橋梁架換工事
・長者佐川線道路改良工事
・田ノ浦中村線道路改良工事
・杉久保大豊村・東土居地内道路改良工事
・国道32号線砂利道補修工事
・須崎宇和島線道路地盤沈下対策事業
・山田竜河洞線道路改良工事
・本山越知線橋梁災害復旧工事
・佐川須崎港線道路改良工事
・須崎市多ノ郷地内重要幹線街路事業
・柏島広瀬線道路改良工事
・高知西条線道路改良工事
・池川伊野線道路改良工事
・梼原久万線道路改良工事
・梼原野村線道路改良工事
・稗地野市線道路改良工事
・西条本山線道路特殊改良工事
・西峯大栃線道路改良工事
・長浜後免線道路災害復旧工事
・畑山安芸線道路改良工事
・馬路奈半利線橋梁災害復旧工事
・日浦越知線道路改良工事
・浜改田後免線道路改良工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3411 監理課 用地対策課 S37
昭和37年度　第1類　県有土地　監理課　第
102号　冊の6

・事業の用地買収に関する書類
・高知西条線災害防除工事
・土佐山田竜河洞線道路改良工事、他14件
・本山山田線待避所新設工事
・根曳峠新改本山山田待避所新設工事
・七里仁井田線橋梁架換工事
・松原窪川線橋梁架換工事
・上ノ加江窪川線橋梁架換工事
・大河内朝倉停車場線橋梁災害復旧工事
・志和仁井田線橋梁架換工事
・宿毛市上町片島線都市計画街路改良工事
・宿毛清水線待避所新設工事
・新改停車場線橋梁架換工事
・宍崎平石伊野線橋梁架換工事
・日ノ御子土佐山田線橋梁架換工事
・大宮赤岡線橋梁架換工事
・鹿落川砂防工事
・川登有岡線道路災害応急工事
・窪川町都市計画重要幹線街路事業
・田野々越知線橋梁架換工事
・宇和島中村線道路災害応急工事

要審査 無 無

R3-A-3412 監理課 用地対策課 S35
昭和35年度　第1類　県有土地　監理課　第
78号　冊の1

・各事業の用地買収に関する書類
・狼内下ノ加江線市野瀬橋梁架換工事
・中村清水線道路改良工事
・長沢村道、森ヶ内林道譲与
・渡川改修工事
・宇和島須崎線川上橋架換工事
・宿毛清水線待避所新設工事
・宿毛清水線道路改良工事
・下川口宿毛線簡易待避所新設工事
・深浦宿毛線道路改良工事
・宿毛清水線地盤変動対策工事
・宇和島須崎線久保川橋架換工事
・中ノ橋通り線重要幹線街路事業
・川口池田線道路災害復旧工事
・後川橋架換工事
・久保大宮線道路改良工事
・浜改田後免線道路改良工事
・前浜山田線道路改良工事
・足摺公園線簡易待避所設置工事
・中村清水線簡易待避所設置工事
・下川口宗呂宿毛線道路改良工事
・下切宿毛線道路改良工事
・宿毛清水線橋梁架換工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3413 監理課 用地対策課 S34S35S36
昭和34～36年度　買収登記・寄付登記　冊の
1

・各事業の用地買収に関する書類
・前浜土佐山田線道路改良工事（香美郡土佐山田町）
・地方港湾改修工事（香美郡夜須町）
・久保大宮線道路改良工事（香美郡物部村）
・家俊岩戸眞幸線道路改良工事（土佐市波介）
・大井川橋架換工事（幡多郡大方町）
・2等2類5号線長浜線高知都市計画事業（高知市港町）
・種崎千松公園線道路改良工事（高知市仁井田）
・宿毛清水線道路改良工事（土佐清水市養老）
・中村清水線大仙川橋橋梁架換工事（土佐清水市大岐）
・下川口宗呂宿毛線道路局部改良工事（宿毛市小筑紫町）
・宿毛津島線道路改良工事（宿毛市橋上町）
・橋上平田線道路改良工事（宿毛市橋上町）
・池川久万線橋梁架換工事（吾川郡池川町）
・庄田伊野線道路改良工事（高岡郡佐川町）
・中村岩松線道路改良工事（宿毛市橋上町）
・根曳峠新改線待避所工事（香美郡土佐山田町）
・永野山田線待避所新設工事（香美郡土佐山田町）
・岡本大方線道路改良工事（幡多郡大方町）
・宿毛清水線橋梁架換工事（宿毛市小筑紫町）
・沖ノ島線道路改良工事（宿毛市沖ノ島町）
・弘瀬高知線道路改良工事（高知市円行寺）
・浜改田後免線道路改良工事（長岡郡香長村）
・須崎宇和島線葉山村地内道路災害工事（高岡郡葉山村）
・宇和島窪川線橋梁架換工事（幡多郡十和村）
・下ノ加江宿毛線道路待避所新設工事（幡多郡三原村）
・下ノ加江港局部改良工事（土佐清水市下ノ加江）
・興津仁井田停車場線（高岡郡窪川町）
・高知港防潮堤災害復旧工事（高知市五台山）
・臨港道路新設工事（高知市種崎）
・赤岡高知線道路改良工事（長岡郡香長村）
・宿毛清水線西の谷橋橋梁架換工事（土佐清水市爪白）

要審査 無 無

R3-A-3414 監理課 用地対策課 S37
昭和37年度　第1類　県有土地　監理課　第
91号　冊の1

・各事業の用地買収に関する書類
・宿毛清水線道路災害応急工事
・宿毛津島線道路局部改良工事
・中村清水線道路改良工事
・庄田伊野線道路改良工事
・国道32号線旧大田口橋架換工事
・高知港特別失業対策工事
・下川口宗呂中村線橋梁架換工事
・足摺公園線道路改良工事
・中島宇佐線道路改良工事
・足摺公園線道路改良工事
・宿毛清水線湊谷橋架換工事
・宿毛清水線橋梁架換工事
・川登有岡線道路改良工事
・入野下田港線道路改良工事
・足摺公園線女川橋架換工事
・下郷中村線枕田橋架換工事
・勝賀野川廃川敷地譲与

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3415 監理課 用地対策課 S38
①昭和38年　第1類 県有土地 第108号 冊の3 
№11-1

・土居五台山線地沈工事（南国市稲生）
・奈比賀川北線道路改良工事（安芸市川北）
・船津野根線鴨田橋災害復旧工事（安芸郡東洋町）
・下ノ加江足摺岬線道路改良工事・清水都市計画重要幹線街路事業（土佐清
水市清水）
・高知港特別失業対策工事（高知市南新田町）
・中村線道路改良工事（中村市蕨岡）
・宿毛清水線道路改良工事（土佐清水市下益野）
・小篭領石線道路改良工事（南国市左右山）
・奥西川岸本線橋梁架換工事（香美郡香我美町）
・前浜土佐山田線失業対策工事（南国市前浜）
・舟戸窪川線道路改良工事（高岡郡大野見村）
・宇和島中村線道路災害応急工事（幡多郡西土佐村）
・下郷中村線道路改良工事（中村市宗谷）
・小申田旭停車場線道路改良工事（高知市口細山）
・吾川本山線道路改良工事（吾川郡吾北村）
・池川久万線境野ずい道工事（吾川郡池川町、愛媛県上浮穴）
・上ノ加江窪川線道路改良工事（高岡郡窪川町）
・松原窪川線簡易待避所工事（高岡郡窪川町）
・岡本大方線道路改良工事（幡多郡大方町）
・中村清水線道路改良工事（土佐清水市下ノ加江）
・重倉笠ノ川線道路改良工事（南国市白木谷）
・大宮野市線道路改良工事（香美郡香北町）
・田村高須線道路改良工事（南国市田村）
・田野々越知線（高岡郡梼原町）
・宿毛土木出張所公舎敷地土地造成事業（宿毛市宿毛）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3416 監理課 用地対策課 S39
②昭和39年　第1類 県有土地 第213号 №12-
7

・蟹越繁藤線道路改良工事（香美郡土佐山田町）
・十和吉野線道路改良工事（幡多郡十和村）
・庄田伊野線道路改良工事（高岡郡日高村）
・中島宇佐線須崎線車両制限令道路改良工事（高岡郡土佐市）
・家俊岩戸眞幸線道路改良工事（土佐市波介）
・中村清水線待避所工事（土佐清水市以布利）
・土佐山田野市線道路改良工事（香美郡野市町）
・田野々越知線橋梁架換工事（高岡郡梼原村）
・山川野市線道路改良工事（香美郡野市町）
・宿毛清水線車両制限令対策工事（土佐清水市貝ノ川）
・宿毛清水線道路改良工事（宿毛市小筑紫町）
・田井高知線道路改良工事（土佐郡土佐山村）
・東祖谷山大杉停車場線道路特殊改良工事（長岡郡大豊町）
・西条本山線道路改良工事（土佐郡本川町）
・伊野高岡線道路災害復旧工事（土佐郡高岡町）
・赤岡大宮線（香美郡香北町）
・作屋影野停車場線道路改良工事（高岡郡窪川町）
・昭和中村線道路改良工事（幡多郡十和村）
・興津仁井田停車場線道路改良工事（高岡郡窪川町）
・弘岡中仁ノ長浜線道路改良工事（吾川郡春野村）
・撫川夜須線道路改良工事（香美郡夜須町）
・仁井田竹中線道路改良工事（南国市稲生）
・羽尾琴ヶ浜線道路改良工事（安芸市芸西村）
・岩目地西佐川停車場線特殊改良工事（高岡郡日高村）
・吉見川災害防除施策工事（高岡郡佐川町）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3417 監理課 用地対策課 S39
③昭和39年　第1類 県有土地 第218号 №12-
12

・川登有岡線道路改良工事（中村市川登）
・秋丸佐賀線道路局部改良工事（幡多郡佐賀町）
・宇和島窪川線道路改良工事（幡多郡十和村）
・上ノ加江窪川線道路改良工事（高岡郡窪川町）
・小篭領石線道路工事（南国市国分）
・土居五台山線道路工事（南国市里改田・片山）
・撫川夜須線道路工事（香美郡夜須町）
・浜改田後免線道路工事（南国市里改田）
・宍崎平石伊野線道路工事（南国市宍崎）
・仁井田前浜線道路工事（南国市浜改田）
・大宮赤岡線道路工事（香美郡香我美町）
・重倉笠ノ川線道路改良工事（南国市岡豊）
・仁ノ高知線道路改良工事（高知市神田）
・中村清水線車両制限令対策工事（土佐清水市大岐）
・天崎高知線八田大橋道路取合工事（吾川郡伊野町）
・深浦宿毛線道路改良工事（宿毛市藻津）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3418 監理課 用地対策課 S39
④昭和39年　第1類 県有土地 第214号 №12-
8

・高知西条線道路改良工事（吾川郡吾北村・伊野町）
・田井高知線道路改良工事（土佐郡土佐山村）
・椎名室戸線道路改良工事（室戸市室戸岬町）
・田村高須線道路改良工事（高知市神田・高須）
・高知港特別失業対策工事（高知市南新田町）
・吾川本山線道路災害復旧工事（吾川郡吾北村）
・庄田伊野線道路改良工事（高岡郡日高村）
・思地川口線道路改良工事（吾川郡伊野町）
・天崎高知線道路改良工事（吾川郡伊野町）
・中島宇佐須崎線工事（土佐市新居・須崎市押岡）
・佐喜浜港改修工事（室戸市佐喜浜町）
・小島野根線道路改良工事（安芸郡東洋町）
・川登宿毛線道路改良工事（中村市有岡）
・大久保伊尾木線道路改良工事（安芸市入河内）
・宍崎平石伊野線道路改良工事（南国市中谷・奈路）
・沖ノ島線道路改良工事
・小篭領石線道路改良工事
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3419 監理課 用地対策課 S39
⑤昭和39年　第1類 県有土地 第211号 №12-
5

・大久保伊尾木線道路改良工事（安芸市入河内）
・須崎宇和島線道路改良工事（高岡郡東津野村）
・下郷中村線橋梁架換工事（高岡郡梼原村）
・田野々越知線道路改良工事（高岡郡東津野村）
・高知空港構内線道路改良工事（南国市久枝）
・撫川夜須線道路改良工事（香美郡夜須町）
・浜改田後免線道路改良工事（長岡郡三和村里改田）
・高知西条線道路災害復旧工事（吾川郡伊野町）
・中村清水線道路改良工事（中村市間崎）
・高知駅高知港線都市計画工事（高知市桟橋通）
・下郷中村線道路補修工事（中村市蕨岡）
・田ノ浦中村線県災道路工事（幡多郡大方町）
・高知駅高知港線都市計画重要幹線街路事業工事（高知市桟橋通）
・田井高知線道路改良工事
・宇和島中村線道路改良工事（中村市田出ノ川）
・宮ノ川下田港線道路震災復旧工事（中村市初崎）
・西谷田野線道路改良工事（安芸郡北川）
・栃ノ木川北線道路改良工事（安芸市土居）
・田野々越知線橋梁架換工事（高岡郡梼原村）
・中平川口線道路改良工事（高岡郡梼原村）
・久礼佐賀線道路改良工事（高岡郡中土佐町）
・舟戸窪川線道路改良工事（高岡郡大野見村）
・大豊川之江線道路改良工事（長岡郡大豊村）
・大豊川之江線橋梁架換工事（長岡郡大豊村）
・八幡大津線道路改良工事（南国市岡豊町）
・仁井田前浜赤岡線道路改良工事（南国市浜改田）
・西峯赤岡線待避所新設工事（香美郡香我美町）
・宿毛津島線道路特殊改良工事（宿毛市橋上町）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3420 監理課 用地対策課 S39
⑥昭和39年　第1類 県有土地 第212号 2冊の
1

・西条本山線重要幹線街路事業工事（土佐市土佐村）
・戸梶川局部改良工事（高岡郡日高村）
・吾川本山線道路改良工事（吾川郡池川町）
・本郷斗賀野停車場線道路改良工事（高岡郡佐川町）
・久保大宮線工事（香美郡香北町）
・宿毛清水線道路改良工事（土佐清水市片粕）
・市野々川通常砂防工事（土佐清水市下ノ加江）
・家俊岩戸眞幸線道路改良工事（土佐市家俊）
・高知西条線道路災害復旧工事（吾川郡伊野町）
・吾川本山線道路災害応急工事（吾川郡吾北村）
・田井高知線道路特殊改良工事（高知市薊野）
・越知出来地線道路改良工事（高岡郡越知町）
・中村清水線道路改良工事（中村市間崎）
・高知長浜線道路改良工事（高知市長浜）
・大河内朝倉停車場線道路改良工事（高知市行川）
・小篭領石線工事（南国市国分）
・西谷田野線道路改良工事（安芸郡田野町）
・下ノ加江宿毛線道路改良工事（幡多郡三原村）
・宍崎平石伊野線道路改良工事（土佐郡鏡村）
・昭和中村線車両制限令対策工事（中村市蕨岡）
・田井高知線道路改良工事（高知市七ツ渕）
・田村高須線道路改良工事（高知市高須）
・大豊川之江線道路特殊改良工事（長岡郡大豊村）
・仁ノ高知線道路改良工事（高知市神田）
・弘瀬高知線道路改良工事（高知市円行寺）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3421 監理課 用地対策課 S39
⑦昭和39年　第1類 県有土地 第217号 №12-
9

・田井高知線道路改良工事（高知市薊野）
・宿毛清水線道路改良工事（宿毛市小筑紫町、幡多郡大月町）
・興津仁井田停車場線道路改良工事（高岡郡窪川町）
・畑山安芸線道路改良工事（安芸郡宮ノ本）
・浜改田後免線改良工事（南国市大埇）
・天崎高知線道路改良工事（吾川郡伊野町）
・横浜伊野線道路改良工事（吾川郡伊野町）
・下田臨港道路特別失業対策工事（中村市下田）
・中村清水線道路改良工事（中村市実崎）
・昭和中村線道路災害復旧工事（幡多郡十和村）
・片島港特別失業対策工事（宿毛市片島）
・繁藤西町川道路改修工事（香美郡土佐山田町）
・宇和島窪川線道路災害関連工事（高岡郡窪川町）
・家俊岩戸眞幸線道路改良工事（土佐市波介）
・柏島弘瀬川道路改良工事（宿毛市沖ノ島）
・沖ノ島川道路改良工事（宿毛市沖ノ島）
・下ノ加江宿毛線道路改良工事（幡多郡三原村）
・浦ノ内仏坂多ノ郷停車場線道路改良工事（須崎市浦ノ内）
・仁井田前浜赤岡線道路改修工事（南国市前浜）
・仁井田竹中線道路改良工事（高知市仁井田）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3422 監理課 用地対策課 S39
⑧昭和39年　第1類 県有土地 第207号 
№.12-1

・県道萩中須崎線道路改良工事（須崎市上分）
・家俊岩戸眞幸線橋梁架換工事（土佐市蓮池）
・種崎千松公園五台山橋梁架換工事（高知市五台山）
・上八川高知線道路改良工事（土佐郡鏡村）
・田村高須線道路改良工事（長岡郡介良村）
・宇和島窪川線道路改良工事（幡多郡大正町）
・興津仁井田停車場線道路改良工事（高岡郡窪川町）
・弘瀬伊野線道路災害復旧工事（土佐郡鏡村）
・伊野高岡線工事（吾川郡伊野町）
・田井高知線道路改良工事（高知市前浜）
・田野々越知線道路改良工事（高岡郡越知町）
・宍崎平石伊野線改良工事（南国市中谷）
・撫川夜須線道路改良工事（香美郡夜須町）
・久木安田線道路改良工事（安芸郡馬路村）
・栃ノ木川北線道路改良工事（安芸市田谷ノ上）
・後免停車場線道路改良工事（南国市東崎）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3423 監理課 用地対策課 S39
⑨昭和39年　第1類 県有土地 第220号 №12-
13

・下田港線道路特殊改良工事（中村市鍋島）
・森高知線道路改良工事（土佐郡土佐山村）
・田村高須線道路改良工事（高知市高須）
・弘瀬高知線道路改良工事（土佐郡土佐山村）
・弘岡下種崎線道路特殊改良工事（高知市長浜）
・仁ノ高知線道路改良工事（高知市神田）
・中村清水線潮除橋橋梁拡幅工事（土佐清水市大岐）
・西条本山線道路特殊改良工事（土佐郡大川村）
・東祖谷山大杉停車場線橋梁架換工事（長岡郡大豊村）
・西条本山線道路災害復旧工事（土佐郡大川村）
・宍崎平石伊野線道路改良工事
・東祖谷山大杉停車場線道路改良工事（長岡郡大豊村）
・本山伊野線災害復旧工事（吾川郡吾北村）
・仁西高知線道路改良工事（吾川郡春野村）
・庄田伊野線道路災害復旧工事（高岡郡日高村）
・吾川本山線道路改良工事（吾川郡吾北村）
・大久保伊尾木線道路改良工事（安芸郡入河内）
・上ノ加江窪川線道路改良工事（高岡郡窪川町）
・志和仁井田線道路改良工事（高岡郡窪川町）
・豊永停車場線安野々線道路改良工事（長岡郡大豊村）
・本山大杉線道路特殊改良工事（長岡郡大豊村）
・西条本山線道路改良工事（土佐郡本川村）
・浜改田後免線道路改良工事（南国市大埇）
・後免停車場線道路改良工事（南国市東崎）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3424 監理課 用地対策課 S39
⑩昭和39年　第1類 県有土地 第208号 2冊の
1 №12-2

・蕨野大比線災害復旧工事（香美郡香北町）
・中島宇佐須崎線道路改良工事（須崎市押岡）
・宇和島中村線道路改良工事（幡多郡西土佐村）
・舟戸窪川線道路改良工事（高岡郡窪川町）
・興津仁井田停車場線簡易待避所工事（高岡郡窪川町）
・吾川本山線道路災害復旧工事（土佐市土佐村）
・田井高知線道路改良工事（土佐市土佐村）
・宇和島中村線道路災害復旧工事（幡多郡西土佐村）
・弘瀬高知線道路改良工事（高知市円行寺）
・森高知線道路改良工事（高知市重倉）
・天崎高知線道路改良工事（吾川郡伊野町）
・家俊岩戸眞幸線橋梁架換工事（土佐市蓮池）
・舟戸窪川線道路特殊改良工事（高岡郡窪川町）
・宇和島窪川線道路応急災害工事（幡多郡十和村）
・山川野市線道路改良工事（香美郡香我美町）
・前浜土佐山田線道路改良工事（南国市前浜・田村）
・繁倉笠ノ川線道路改良工事（南国市八京・笠ノ川）
・弘岡中仁ノ長浜線待避所新設工事（高知市長浜）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3425 監理課 用地対策課 S41

①昭和41年度　公共用財産の用途廃止及びこ
れに伴う引継について
②公共用財産の用途廃止及びこれに伴う引継
について
③公共用財産の用途廃止及びこれに伴う引継
について
④土地改良事業に伴う国有地の編入承認申請
について
⑤公共用財産の用途廃止
⑥公共用財産の用途廃止
⑦道路敷地の寄付受納に伴う登記について

①須崎市上分字サコ庵（申請地を示す須崎市全図の地図）
②水路の付替えに伴う新敷地の寄付受納伺い　南国市大埇　
③須崎市須崎字西古市町　多ノ郷字冨家甲（図面一式）
④土地改良事業に伴う国有地（農道、水路）の編入承認申請伺い　
⑤安芸郡東洋町野根　（用地実測値図）
⑥（野根営林署敷地造成平面図）
⑦市入河内（安芸市入河内寄附申請位置図）

要審査 無 無

R3-A-3426
監理課
商工課

用地対策課 S21S23S24
①昭和21年　第1類 国有土地 1冊の1  30 №
1①

・久保杉保道路改良工事（高岡郡東豊永・高岡町）
・仁淀川右岸高岡町地内堤防災害復旧工事（高岡郡高岡町船戸）
・高知徳島線山田橋橋梁災害復旧工事（安芸郡赤野村）
・撫川安芸線道路改良工事（安芸郡畑山村）
・岩田川筋撫川改良工事（幡多郡後川村）
・須崎宇和島線道路改良工事（高岡郡高石村）
・本川本山線道路改築工事（土佐郡大川村）
・江ノ口川右岸鉄砲町地内堤防災害復旧工事（高知市宝永町鉄砲町）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3427
監理課
商工課

用地対策課 S21
②昭和21年　第1類 国有土地 2冊の2 32 №1
①

・国道23号線道路待避所新設工事（高知市鴨部）
・野根川支流別役川道流堤防新設工事（安芸郡野根町）
・久万川改良工事（高知市）
・高知徳島線道路改良工事（安芸郡安田町）
・西峯大栃線道路改良工事（香美郡槙山村）
・波介川支流火渡川改修工事（高岡郡高岡町・蓮池村）
・弘瀬領石線道路改良工事（土佐郡鏡村）
・中村下田港線道路改良工事（幡多郡下田町）
・中村宇和島線道路改良工事（幡多郡江川崎村）
・永野山田線道路改良工事（香美郡暁霞村）
・江川崎窪川線道路改良補修工事（高岡郡窪川町、幡多郡大正村・昭和村）
・高知中島線道路改良工事（高岡郡窪川町・仁井田）
・弘瀬領石線道路改修工事（高知市尾立）
・仁淀川右岸川内村堤防災害復旧工事（高岡郡川内村）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3428
監理課
商工課

用地対策課 S22
③昭和22年　第1類 国有土地 1冊の1 29 №6
④

・本山高知線道路拡張工事（長岡郡本山町）
・久本奈半利線道路改築工事（安芸郡馬路村）
・江川崎窪川線道路改良工事（幡多郡昭和村・大正村）
・中筋川改修工事（幡多郡中筋村）
・仁淀川右岸伊野町地内災害防除施設工事（吾川郡伊野町、高岡郡高岡町）
・窪川土木出張所建築用地購入（高岡郡窪川町）
・久万川改良工事（高知市伊勢崎町・吉田町）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3429
監理課
商工課

用地対策課 S28 ④昭和28年　第1類 国有土地 6冊の6 24

・椎名海岸堤防局部改修工事（安芸郡室戸岬町）
・新荘川支流坂の川川河川局部改修工事（高岡郡須崎町）
・宿毛都市計画重要幹線街路事業工事（宿毛市）
・高知徳島線重要幹線街路整備事業工事（安芸郡安芸町）
・国分川筋堤防災害復旧工事（高知市布師田）
・中村宿毛線道路改良工事（幡多郡中筋村）
・高知徳島線道路局部改良工事（安芸郡赤野村、香美郡赤岡町）
・室戸都市計画事業重要幹線街路整備工事（室戸市）
・高知中村線道路改良工事（吾川郡弘岡、高知市朝倉）
・幹流和食川台ﾉ木堤防震災復旧工事（安芸郡和食村）
・高知徳島線久保橋橋梁架換工事（安芸郡野根町）
・幹流香宗川支流烏川筋堤防災害復旧工事（香美郡野市町・吉川村）
・久万川改良工事（高知市中久万）
・国道松山高知線道路改良工事（高知市朝倉、吾川郡弘岡）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3430
監理課
商工課

用地対策課 S27 ⑤昭和27年　第1類 国有土地 4冊の3 9

・中筋川改修工事（幡多郡中筋村）
・高知中村線道路改良工事（高知市朝倉）
・下田川堤防震災復旧工事（高知市仁井田・五台山、長岡郡介良村）
・国分川堤防災害復旧工事（高知布師田）
・久万川改良工事（高知市北川添・中久万・北秦泉寺・中秦泉寺）
・片地川堤防災害復旧工事（香美郡片地村）
・奥木頭大栃線道路改良工事（香美郡槙山村）
・西峯大栃線道路改良工事（香美郡上韮生村）
・山田槙山線道路修繕工事（香美郡在所村・美良布町）
・幹流新荘川堤防災害復旧工事（高岡郡須崎町）
・下ノ加江中村線道路改良工事（幡多郡八東村）
・山田龍河洞線道路改良工事（香美郡片地村・佐古村）
・久万川堤防震災復旧工事（高知市薊野）
・岩田川改良工事（幡多郡後川村）
・江ノ口川左岸堤防災害復旧工事（高知市五台山）
・舟入川堤防災害復旧工事（長岡郡大津村、高知市高須）
・野市山田線道路改良工事（香美郡山田町・佐古村・明治村）
・久万川右岸堤防震災復旧工事（高知市枡形・比島町）
・久万川筋愛宕山河川改良工事（高知市中秦泉寺・南秦泉寺・愛宕山・比島
町）
・久万川左岸堤防震災復旧工事（高知市薊野・枡形・比島町）
・物部川支流片地川堤防災害復旧工事（香美郡片地村）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3431
監理課
商工課

用地対策課 S25 ⑥昭和25年　第1類 国有土地 2冊の1 11

・久万川筋愛宕山地内河川改良工事（高知市愛宕山）
・国分川筋堤防災害復旧工事（高知市布師田）
・撫川安芸線道路改築工事（安芸郡畑山村）
・弘瀬領石線道路改良工事（長岡郡上倉村・瓶岩村）
・山田槙山線道路改良工事（香美郡大楠植村・在所村）
・野市山田線戸板島橋復旧工事（香美郡佐古村）
・横瀬川堤防災害復旧工事（幡多郡中筋村）
・幹流下田川堤防震災復旧工事（高知市五台山）
・香宗川筋地盤変動堤防災害復旧工事（香美郡赤岡町・吉川村）
・三崎川河川改修工事（幡多郡三崎町）
・大坂谷川筋堤防災害復旧工事（高岡郡久礼町）
・久礼佐賀線道路改良工事（高岡郡久礼町・上ノ加江）
・長者佐川線道路災害復旧工事（高岡郡尾川村）
・久万川改良工事（高知市北吉田）
・高知徳島線重要幹線街路整備事業（安芸郡安芸町）
・南海地方地盤沈下対策事業工事（安芸郡安芸町）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3432 監理課 用地対策課 S28
昭和28年度　第1類　国有土地　監理課　第
19号　6冊の1

・各事業の用地買収に関する書類
・中小河川中筋川改修工事
・国道33号線佐川町地内道路改良工事
・江ノ口川左岸堤防災害復旧工事
・久万川改良工事
・弘瀬伊野線道路敷地寄附申請
・山田植山線道路特別整備工事
・宇佐須崎線道路改良工事
・安芸郡室戸岬町椎名海岸線局部改修工事
・幹流和食川新堂地内堤防災害復旧工事
・山田川堤防災害復旧工事
・宇佐高岡線道路震災復旧工事
・幹流新荘川支流坂ノ川川河川局部改修工事
・幹流国分川堤防災害復旧工事
・中小河川国分川改良工事
・久万川堤防震災復旧工事
・本山高知線道路改良工事
・池川伊野線道路改良工事
・幹流国分川筋堤防震災復旧工事
・伊尾木川右岸地盤沈下対策事業工事

要審査 無 無

R3-A-3433 監理課 用地対策課 S28
昭和28年度　第1類　国有土地　監理課　第
20号　6冊の2

・各事業の用地買収に関する書類
・中小河川中筋川改修工事
・久保杉線道路改良工事
・幹流渡川支流仁井田川堤防災害復旧工事
・仁淀川支流宇治川土佐郡宇治村枝川地内堤防震災復旧工事
・大野見窪川線道路改良工事
・国道33号線鏡川橋架換工事
・弘瀬高知線道路震災復旧工事
・幹流夜須川筋堤防震災復旧工事
・松葉川梼原線道路改良工事
・仁井田川河川局部改良工事
・高知徳島線重要幹線街路整備事業工事
・下田川堤防震災復旧工事
・幹流国分川支流舟入川堤防災害復旧工事
・中村宿毛線中筋村地内道路改良工事
・高知中村線道路改良工事
・幹流国分川筋堤防災害復旧工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3434 監理課 用地対策課 S28
昭和28年度　第1類　国有土地　監理課　第
21号　6冊の3

・各事業の用地買収に関する書類
・幹流仁淀川支流宇治川堤防震災復旧工事
・田野々佐賀線道路改良工事
・高知中村線道路改良工事
・幹流大岐川筋河川局部改良工事
・宇佐須崎線道路災害復旧工事
・幹流新荘川須崎町地内河川局部改修工事
・幹流渡川支流勝賀野川河川維持工事
・高知徳島線室戸岬地内道路改良工事
・幹流香宗川筋堤防災害復旧工事
・横瀬川堤防陥没工事
・幹流下田川支流介良川堤防災害復旧工事
・下田川右岸堤防震災復旧工事
・幹流国分川筋堤防災害復旧工事
・幹流安和川護岸災害復旧工事
・国道高知徳島線港久保橋架換工事
・中村宿毛線道路改良工事
・幹流渡川支流勝賀野川河川局部改良工事
・幹流物部川支流片地川堤防災害復旧工事
・幹流下田川支流介良川右岸堤防災害復旧工事
・国道松山高知線道路敷地寄附申請
・浜改田後免線道路改良工事

要審査 無 無

R3-A-3435 監理課 用地対策課 S28
昭和28年度　第1類　監理課　第22号　6冊の
4

・各事業の用地買収に関する書類
・高知中村線佐賀町臼田川村地内道路改良工事
・国道33号線佐川町地内道路改良工事
・長者佐川線道路改良工事
・高知徳島線道路改良工事
・高知徳島線重要幹線街路整備事業
・中筋川改良工事
・幹流夜須川筋堤防災害復旧工事
・幹流下田川支流介良川右岸堤防災害復旧工事
・出来地栗川停車場線道路改良工事
・幹流久礼川筋河川維持工事
・仁淀川左岸堤防震災復旧工事
・清松宿毛線砂利道補修工事
・中筋川支流磯ノ川川改良工事
・下ノ加江中村線道路改良工事
・弘瀬高知線道路震災復旧工事
・国道高知木頭徳島線片地村宮ノ口地内局部改良工事
・高知西条線道路改良工事
・介良川右岸堤防災害復旧工事
・舟入川堤防災害復旧工事
・本山高知線道路改良工事
・国分川筋堤防災害復旧工事
・中小河川岩田川改良工事
・田ノ川川砂防流路工事
・新川川左岸堤防震災復旧工事
・高知中村線道路改良工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3436 監理課 用地対策課 S34
昭和34年度　第1類　国有土地　監理課　第
74号　冊の3

・各事業の用地買収に関する書類
・公共用財産の用途廃止（高知市南万々・久礼野・長浜・伊勢崎町）
・新川川河川改修工事
・協会確定協議（高知市布師田）
・鏡川改修工事
・国分川改修工事
・日下川地盤変動対策工事
・松山高知線道路改良工事
・高知木頭徳島線道路改良工事
・高知徳島線道路改良工事

要審査 無 無

R3-A-3437 監理課 用地対策課 S32
昭和32年度　第1類　国有土地　監理課　第
66号　冊の4

・各事業の用地買収に関する書類
・国有神社境内地引継ぎ書類
・知事官舎引継ぎ
・国有林関係
・普通財産の払い下げ申請

要審査 無 無

R3-A-3438 監理課 用地対策課 S32
昭和32年度　第1類　国有土地　監理課　第
53号　冊の3

・各事業の用地買収に関する書類
・高知木頭徳島線道路改良工事
・仁淀川小支流川又川通常砂防工事
・国道33号線道路改良工事
・国分川小支流名切川特別失業対策事業工事
・国道32号線繁藤橋梁架換工事
・国道丸山高知線道路改良工事
・鏡川改良工事
・日下川地盤変動対策事業工事
・国道32号線寺村橋架換工事
・日比原川通常砂防工事
・宇治川地盤変動対策事業工事
・奥田川地盤変動対策事業工事

要審査 無 無

R3-A-3439 監理課 用地対策課 S32
昭和32年度　第1類　国有土地　監理課　第
52号　冊の2

・各事業の用地買収に関する書類
・宇治川特別失業対策事業工事
・国道松山高知線道路改良工事
・国道33号線道路改良工事
・久万川支流名切川特別失業対策事業工事
・国道高知木頭徳島線（土佐山田町）道路改良工事
・宇治川地盤変動対策事業工事
・奥田川地盤変動対策事業工事
・鏡川改良工事
・国道33号線寺村橋架換工事
・浦戸海岸地盤変動対策工事
・松山高知線地盤変動対策工事
・日下川地盤変動対策事業工事
・岩田川特別失業対策改良工事
・江ノ川地盤沈下対策工事
・泉川地盤沈下対策事業工事
・名切川特別失業対策事業工事
・国道32号線吉野橋災害復旧工事
・仁淀川左岸伊野町鹿敷地内河川局部改修工事
・山田川地盤変動対策事業工事
・烏川河川修繕工事
・ヤイト川地盤変動対策工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3440 監理課 用地対策課 S33
昭和33年度　第1類　国有土地　監理課　第
61号　冊の5

・各事業の用地買収に関する書類
・安芸川支流江の川財産引継ぎ
・安芸市東浜廃道敷地譲与
・朝倉旧射撃場軍用財産の所管換
・越知町横畠廃川引継ぎ
・百石町財産所管換
・松山高知線道路改良工事
・高知木頭徳島線香北橋架換工事
・鏡川改良工事
・国道33号線道路改良工事
・波介川堤防災害復旧工事
・波介川地盤変動対策事業工事
・物部川支流後川筋地盤変動対策工事

要審査 無 無

R3-A-3441 監理課 用地対策課 S33
昭和33年度　第1類　国有土地　監理課　第
60号　冊の4

・各事業の用地買収に関する書類
・高知徳島線道路改良工事
・後川地盤変動対策工事
・八富田川改良工事
・烏川堤防災害復旧工事
・国有土地（池沼）の所管について
・江の川地盤変動対策工事
・安芸川改修工事
・山田川地盤変動対策工事
・繁藤橋梁架換工事
・舟入川地盤変動対策事業工事
・高知徳島線（安芸市）重要幹線街路整備事業
・芳奈川局部改良工事
・松山高知線道路敷地寄附採納
・高知木頭徳島線道路改良工事
・松山高知線三石橋架換工事
・長谷川地盤沈下対策工事
・高知徳島線（赤野地内）廃道敷地払下げ
・普通財産引継ぎ（高知市宝町・小津町・帆浦・塩田町・桟橋通・薊野、安
芸市西浜、中村市佐岡）

要審査 無 無

R3-A-3442 監理課 用地対策課 S33
昭和33年度　第1類　国有土地　監理課　第
59号　冊の3

・各事業の用地買収に関する書類
・水路農道の付替に伴う交換（朝倉公営住宅）
・水路付替への用地交換（高知市営住宅）
・公共用財産の用途廃止への引継ぎ授受（後免町、旭天神町、西新屋敷、行
川）
・道路付替への用地交換（越知町野老山）
・水路付替への用地交換（北端町）
・公共用財産の用途廃止への引継ぎ（芳奈川）
・大坂谷川通常砂防工事
・松山高知線道路改良工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3443 監理課 用地対策課 S38
昭和38年度　第1類　国有土地　監理課　第
105号　冊の3

・各事業の用地買収に関する書類
・宇治川地盤変動対策事業
・梅木谷川砂防工事
・松山高知線道路改良工事
・安芸川改修工事
・高知徳島線道路改良工事
・国道32号線道路災害復旧工事
・大谷川局部改良工事
・手洗川通常砂防工事
・佐喜浜町地内立岩海岸堤防災害復旧工事
・宇治川地盤変動対策工事
・高知木頭徳島線道路改良工事
・舟入川災害関連工事
・河川敷地寄附
・高知徳島線道路特殊改良工事
・岩田川改良工事
・上川口臨港道路改良工事
・後川河川災害復旧工事
・片地川小支流鹿落川砂防工事

要審査 無 無

R3-A-3444 監理課 用地対策課 S38
昭和38年度　第1類　国有土地　監理課　第
118号　冊の8

・各事業の用地買収に関する書類
・国道56号線道路改良工事
・高知西条川道路改良工事
・松山高知線道路改良工事
・波介川地盤変動対策工事
・鏡川改修工事
・紅水川地盤変動対策工事
・松山高知線地盤変動対策工事
・大谷川通常砂防工事
・鏡川河川管理事業工事
・露ヶ谷川通常砂防工事
・駄場川通常砂防工事
・日下川地盤変動対策工事
・高岡町都市計画街路改良工事
・後川局部改良工事
・岩田川改良工事
・井の谷川通常砂防工事
・小西の川通常砂防工事
・羽根西海岸堤防災害関連工事
・佐喜浜川改良工事
・国分川堤防震災復旧工事

要審査 無 無

R3-A-3445 監理課 用地対策課 S38
昭和38年度　第1類　国有土地　監理課　第
104号　冊の1

・各事業の用地買収に関する書類
・公共用財産の用途廃止に伴う引継ぎ（高知市鴨部・一宮・南竹島・旭町・
福井町、室戸市浮津、香美郡土佐山田町）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3446 監理課 用地対策課 S32
昭和32年度　第1類　県有土地　監理課　第
54号　冊の1

・中村岩松川道路改築工事
・池川伊野線道路改良工事、他17件
・本山越知線橋梁災害復旧工事
・国道32号線改良工事
・畑山安芸線離作補償調書
・畑山安芸線臨時就労対策工事
・池川小田線道路特殊改良工事
・森高知線道路特殊改良工事
・宿毛清水出合橋架換工事
・杉久保線県災道路工事
・仁西伊野線県災道路工事
・下ノ加江宿毛線道路災害復旧工事
・川登中村線道路災害復旧工事
・下田港特別失業対策臨港道路工事
・芳奈川局部改良工事
・天崎高知線局部改良工事
・森高知線正蓮寺地内道路災害応急工事
・繰越三崎漁港防火
・赤岡高知線五台山三ツ石道路修繕工事

要審査 無 無

R3-A-3447 監理課 用地対策課 S37
昭和37年度　第1類　国有土地　監理課　103
号

・各事業の用地買収に関する書類
・土佐清水市下益野廃川敷地引継ぎ
・宇治川地盤変動事業工事
・日下川地盤変動事業工事
・与市明川特別失業対策工事
・渡川支流津蔵渕地盤沈下対策工事
・鍵掛川通常砂防工事
・松山高知線道路改良工事
・瀬々川砂防流路工事
・松山高知線橋梁架換工事
・後川局部改良工事
・物部川支流後川地盤変動対策工事
・松山高知線稲荷橋架換工事
・高知徳島線道路災害関連工事
・母島川砂防工事
・高岡町都市計画街路工事
・渡川局部改良工事
・鏡川特別失業対策事業
・窪津川支流山久谷川砂防新設工事
・マテノ川特別失業対策工事
・寺山川通常砂防工事
・横谷川通常砂防工事
・奥田川地盤変動対策事業
・国分川改修工事
・松山高知線橋梁架換工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3448 監理課 用地対策課 S39
昭和39年度　第1類　国有土地　監理課　第
202号

・各事業の用地買収に関する書類
・中筋川改修工事
・国道55号線道路改良工事
・中小河川江ノ村川改良工事
・高知徳島線道路改良工事
・戸梶川局部改良工事
・国道56号線道路改良工事
・松山高知線道路改良工事
・国分川堤防震災復旧工事
・幹流野根川支流古川小支流大谷川通常砂防工事
・仁淀川左岸河川局部改修工事
・マテノ川特別失業対策砂防工事
・幹流物部川支流後川筋放水路開削工事
・幹流桜川筋線須崎市地内チリ津波対策
・幹流桜川チリ津波対策事業須崎市神田地内道路改良工事

要審査 無 無

R3-A-3449 監理課 用地対策課 S39
昭和39年度　第1類　国有土地　監理課　第
201号　2冊の2

・各事業の用地買収に関する書類
・国道55号線和食地内道路改良工事
・江の川地盤変動対策工事
・高知徳島線道路改良工事
・伏尾川小規模河川改修工事
・日下川堤防震災復旧工事
・高岡町都市計画事業
・幹流渡川支流手洗川通常砂防工事
・用途廃止に伴う引継ぎ（須崎市押岡）

要審査 無 無

R3-A-3450 監理課 用地対策課 S39
昭和39年度　第1類　国有土地　監理課　第
203号

・各事業の用地買収に関する書類
・安芸川改修工事
・高知徳島線橋梁架換工事
・高知木頭徳島線橋梁架換工事
・高知徳島線道路改良工事
・高知徳島線特定修繕工事
・マテノ川特別失業対策砂防工事
・鏡川改修工事
・霞ヶ谷川通常砂防工事
・小池川局部改良工事
・大谷川局部改良工事
・国道32号線道路災害復旧工事
・岩田川改良工事
・波介川改良工事
・久保ヶ谷砂防工事
・宇治川地盤変動対策工事
・松山高知線道路改良工事
・地主谷川通常砂防工事
・国道55号線道路改良工事
・国分川改良工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3451 監理課 用地対策課 S39
昭和39年度　第1類　国有土地　監理課　第
216号

・各事業の用地買収に関する書類
・国道32号線道路災害復旧工事
・窪川町志和笠ヶ谷川砂防工事
・国道松山高知線道路改良工事
・国道56号線道路改良工事
・幹流桜川筋チリ津波対策工事
・国道56号線仁淀川大橋架換工事
・国道32号線待避所新設工事
・吉野川支流南小川河川災害復旧工事
・国道高知西条線道路改良工事
・十田川砂防工事
・国道55号線安田町・奈半利町地内道路改良工事
・高知徳島線田野町地内道路特殊改良工事
・国分川改修工事
・国分川支流舟入川改修工事
・南ノ谷川通常砂防工事
・仁淀川左岸堤防震災復旧工事

要審査 無 無

R3-A-3452 監理課 用地対策課 S39
昭和39年度　第1類　国有土地　監理課　206
号

・各事業の用地買収に関する書類
・国道56号線道路改良工事
・マテノ川特別失業対策工事
・倉谷川砂防工事
・国道高知木頭徳島線道路改良工事
・国道高知松山線地盤対策工事
・南ノ谷川地盤変動対策事業
・マテノ川砂防工事
・幹流久礼川支流長沢川河川改修工事
・市道鳥越線道路改良工事
・国道松山高知線道路改良工事
・国道56号線仁淀川大橋架換工事
・国分川筋領石川砂防工事
・ミサイジ川河川災害復旧工事
・遅越川砂防工事
・西谷川砂防災害復旧工事
・室戸都市計画事業
・国道33号線道路改良工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3453 監理課 用地対策課 S39
昭和39年度　第1類　国有土地　監理課　第
215号

・各事業の用地買収に関する書類
・才角川筋河川改修工事
・国道33号線咥内坂改良工事
・幹流志和川堤防災害復旧工事
・高知中村線道路改良工事
・波介川改良工事
・高知徳島線田野町道路改良工事
・高知木頭徳島線道路改良工事
・幹流国分川支流領石川筋砂防工事
・田野川川改良工事
・松山高知線仁淀川大橋架換工事
・国道32号線道路災害復旧工事
・窪川町川の内通常砂防工事
・相間川地盤沈下対策工事
・国道56号線道路改良工事
・高知西条線道路改良工事
・国道194号線大砂橋橋梁架換工事
・中小河川岩田川改良工事
・甲殿川地盤沈下委対策事業
・八流川砂防工事
・曲谷川砂防工事

要審査 無 無

R3-A-3454 監理課 用地対策課 S39
昭和39年度　第1類　国有土地　監理課　第
119号

・各事業の用地買収に関する書類
・羽根東海岸堤防災害復旧工事
・安芸川改修工事
・国道55号線下山道路改良工事
・帯谷川改修工事
・安芸港災害助成工事
・中小河川国分川改修工事
・幹流下田川上流長泉川地盤変動対策事業工事
・国道松山高知線仁淀川大橋架換工事
・国道56号線仁淀川大橋架換工事
・吉野川小支流トベキリ谷川緊急砂防工事
・国分川支流久万川小支流紅水川地盤変動対策工事
・砥石川通常砂防工事
・日下川地盤変動対策事業工事
・新川川左岸堤防震災復旧工事
・国道56号線道路改良工事
・松山高知線不破原地内地盤変動対策工事
・国道195号線（高知木頭徳島線）改良工事
・国道55号線奈半利町地内道路改良工事
・国道197号線道路改良工事
・中村市具同地内井上川改良工事
・松山高知線大方町地内道路改良工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3455 監理課 用地対策課 S34
①昭和34年　第1類 県有土地 冊の2　69　№
7-2

・高知徳島線穴内橋橋梁架換工事（安芸市穴内）
・杉久保線旧道路敷地譲与（長岡郡大豊村）
・宇佐須崎線道路特殊改良工事（須崎市押岡・神田）
・永野久保線道路改良工事（香美郡在所村）
・宮ノ川下田港線道路待避所新設工事（幡多郡三原村）
・弘瀬高知線道路改修工事（土佐郡土佐山村）
・中村岩松線道路改良工事（宿毛市橋上町）
・久礼佐賀線待避所新設工事（高岡郡中土佐町）
・池川越知線国鉄道路改良工事（吾川郡吾川村）
・佐賀高岡線簡易待避所設置工事（高岡郡佐川町）
・越知伊野線道路改良工事（高岡郡佐川町）
・西佐川停車場線簡易待避所設置工事（高岡郡佐川町）
・宿毛清水線簡易待避所設置工事（土佐清水市三崎）
・清水足摺岬線簡易待避所設置工事（土佐清水市大浜）
・清水窪津線簡易待避所設置工事（土佐清水市浦尻）
・西条本山線道路改良工事（長岡郡本山町）
・本山伊野線道路改良工事（土佐郡土佐村）
・西峯本山線道路改良工事（長岡郡本山町）
・長浜高知線道路改良工事（高知市長浜）
・本山越知線道路改良工事（高岡郡越知町）
・日浦越知線簡易待避所設置工事（高岡郡佐川町）
・下郷中村線道路敷地譲与（幡多郡大正町）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3456 監理課 用地対策課 S35
②昭和35年　第1類 県有土地 冊の2　第80号 
№8-2

・浜改田後免線道路改良工事（南国市片山）
・狼内下ノ加江線道路改良工事（土佐清水市下ノ加江）
・橋上平田線道路改良工事（宿毛市橋上）
・越知出来地線道路改良工事（高岡郡越知町）
・池上久万線橋梁架換工事（吾川郡池川町）
・高知種崎浜線道路改良工事（高知市仁井田）
・本山越知線簡易待避所設置工事（高岡郡越知町）
・大比安芸線橋梁架換工事（香美郡物部村）
・重倉笠ノ川線道路改良工事（南国市白木谷）
・弘瀬高知線道路改良工事（高知市円行寺）
・吾川本山線国鉄道路改良工事（吾川郡吾川村）
・田野々越知線道路改良工事（高岡郡仁淀村）
・久保大宮線道路改良工事（香美郡物部村）
・宿毛清水線橋梁架換工事（幡多郡大月町）
・宿毛清水線地盤変動対策工事（幡多郡大月町）
・深浦宿毛線簡易待避所新設工事（宿毛市藻津）
・下川口宿毛線簡易待避所新設工事（宿毛市小筑紫町）
・小島野根線道路改良工事（安芸郡東洋町）
・梼原野村線橋梁架換工事（高岡郡梼原村）
・中島宇佐須崎線道路改良工事（須崎市浦ノ内）
・柏島宿毛線道路改良工事（幡多郡大月町）
・宿毛津島線橋梁架換工事（宿毛市橋上町）
・中ノ橋通り線都市計画重要幹線街路工事（高知市愛宕町）
・足摺公園線厚生橋橋梁架換工事（土佐清水市浦尻）
・狼内下ノ加江線道路災害復旧工事（土佐清水市下ノ加江）
・大河内朝倉停車場線道路改良工事（高知市行川）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3457 監理課 用地対策課 S35
③昭和35年　第1類 県有土地 冊の3　第82号 
　№8-3

・田井高知線道路改良工事（高知市東秦泉寺）
・長浜高知線道路改良工事（高知市横浜）
・大河内朝倉停車場線道路改良工事（高知市宗安寺）
・桂浜桟橋通川道路改良工事
・狼内下ノ加江線道路改良工事（土佐清水市下ノ加江）
・下山越知線道路改良工事（高岡郡越知町）
・仁ノ高知線三ノ瀬橋橋梁架換工事（高知市城山）
・伊佐漁港特別失業対策工事（高知市桟橋通）
・高知駅高知港線都市計画重要幹線街路事業工事
・柏島二ツ石線橋梁架換工事（幡多郡大月町）
・下切小筑紫線道路改良工事（宿毛市小筑紫町）
・吾川本山線道路改良工事（吾川郡池川町）
・池川伊野線国鉄改良工事（吾川郡池川町）
・大宮野市線道路待避所新設工事（香美郡大宮町）
・中村清水線簡易待避所設置工事（土佐清水市鍵掛）
・下ノ加江線簡易待避所新設工事（土佐清水市下ノ加江）
・大栃赤岡線簡易待避所新設工事（香美郡在所村）
・伊予野川砂防工事（宿毛市小筑紫町）
・烏川堤防災害復旧工事（香美郡野市町）
・松山高知線地盤変動対策工事（宿毛市平田町）
・与市明川通常砂防工事（宿毛市宿毛）
・田野々越知線橋梁架換工事（高岡郡越知町）
・宍崎平石伊野線道路改良工事
・西峯野市線簡易待避所新設工事（香美郡大宮町）
・池川久万線道路特殊改良工事（吾川郡池川町）
・下山越知線道路改良工事（高岡郡越知町）
・外山川橋橋梁架換工事（南国市亀岩）※現地の写真
・山川野市線道路改良工事（香美郡野市町）
・高知空港咥内線道路改良工事（南国市物部）
・宿毛清水線道路改良工事（幡多郡大月町）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3458 監理課 用地対策課 S36
④昭和36年　第1類 県有土地 冊の2　87　№
9-2

・宿毛津島線道路改良工事（宿毛市橋上町）
・椎名室戸線道路改良工事（室戸市室戸岬町）
・吾川本山線国鉄道路改良工事（吾川郡吾川村・池川町）
・室津港保全事業工事（室戸市室戸岬町）
・宿毛清水線橋梁架換工事（土佐清水市三崎）
・宿毛清水線道路改良工事（幡多郡大月町、土佐清水市越・下益野）
・吾川本山線道路改良工事（吾川郡池川町）
・東祖谷山大杉停車場線道路改良工事（長岡郡大豊村）
・宇和島須崎線橋梁架換工事（高岡郡葉山村）
・下切小筑紫線道路新設工事（宿毛市小筑紫町）
・佐賀中土佐線道路改良工事（高岡郡中土佐町）
・弘瀬後免線待避所新設工事（長岡郡後免町、南国市宍崎）
・宇佐須崎線道路改良工事（須崎市神田）
・庄田伊野線道路改良工事（高岡郡佐川町）
・越知出来地線道路改良工事
・栃ノ木川北線道路県担改良工事（安芸市川北）
・田野々越知線道路災害応急復旧工事（高岡郡越知町）
・片岡庄田線地盤変動対策工事（高岡郡佐川町）
・本山大杉線道路改良工事（長岡郡本山町）
・杉田発電所建設工事（香美郡土佐山田町）
・安芸川支流江の川地盤沈下対策工事（安芸市東浜・西浜）
・桂浜桟橋通線道路改良工事（高知市長浜）
・田井高知線道路改良工事（高知市北秦泉寺）
・三崎都市計画重要幹線街路事業（土佐清水市三崎）
・宇和島須崎線道路改良工事（高岡郡葉山村）
・田野々越知線県単道路改良工事（高岡郡仁淀村）
・宇和島中村線道路災害応急復旧工事（幡多郡西土佐村）
・岡本大方線道路改良工事（幡多郡大方町）
・宿毛清水線道路災害応急復旧工事（土佐清水市加久見）
・足摺公園線松尾橋橋梁架換工事（土佐清水市松尾）
・江の川地盤変動対策事業工事（安芸市西浜）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3459 監理課 用地対策課 S37
⑤昭和37年　第1類 県有土地 冊の5　101　
№10-5

・三津室戸線道路改良工事（室戸市室戸岬町）
・本郷斗賀野線道路改良工事（高岡郡佐川町）
・田井高知線道路改良工事（高知市重倉）
・中の橋通り線都市計画重要幹線街路事業工事（高知市北秦泉寺）
・田井高知線道路特殊改良工事（高知市北秦泉寺）
・宍崎平石伊野線道路改良工事（土佐郡鏡村）
・打井川住次郎線道路改良工事（中村市大屋敷）
・高知中村線廃道敷地売却（土佐市北地）
・田野々越知線道路改良工事（高岡郡仁淀村）
・宿毛清水線簡易待避所新設工事（宿毛市坂ノ下）
・伊予野川通常砂防工事（宿毛市小筑紫町）
・下川口宗呂線橋梁架換工事（宿毛市小筑紫町）
・田井高知線道路特殊改良工事（高知市薊野）
・小申田旭停車場線橋梁架換工事（土佐郡鏡村）
・窪津港線道路改良工事（中村市蕨岡）
・下ノ加江狼内線待避所設置工事（土佐清水市下ノ加江）
・宿毛清水線道路特殊改良工事（土佐清水市）
・重倉笠の川線道路改良工事
・宍崎平石線道路改良工事
・竜ヶ洞線改良工事
・種崎浜高知線改良工事
・土佐山田竜河洞線改良工事
・土居五台山線改良工事
・庄田伊野線改良工事
・伏尾川小規模河川改修工事
・岡本大方線改良工事
・土佐一宮停車場線道路改良工事
・宇和島窪川線道路改良工事
・栗山大津線道路改良工事
・宿毛清水線橋梁架換工事
・下郷中村線橋梁架換工事
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3460 監理課 用地対策課 S37
⑥昭和37年　第1類 県有土地 冊の4　96　№
10-4

・介良川地盤変動対策事業工事（長岡郡介良村）
・足摺公園線道路改良工事（土佐清水市浦尻）
・下ノ加江宿毛線待避所新設工事（土佐清水市下ノ加江）
・大河内朝倉停車場線道路改良工事（高知市朝倉）
・庄田伊野線道路改良工事（高岡郡佐川町）
・深浦宿毛線道路改良工事（宿毛市宇須々木）
・田村高須線道路改良工事（長岡郡介良村）
・斗賀野停車場線道路改良工事（高岡郡佐川町）
・高知西条線道路改良工事（土佐郡本川村）
・物部川支流後川地盤変動対策事業工事（
・大宮赤岡線久保川橋梁架換工事（
・浜改田後免線道路改良工事（南国市大埇）
・前浜土佐山線道路改良工事（南国市堀ノ内）
・中島宇佐須崎線道路改良工事（土佐市新居）
・下川口宗呂宿毛線道路改良工事（土佐清水市宗呂）
・仁井田前浜赤岡線道路改良工事（高知市池）
・弘瀬高知線道路改良工事（高知市円行寺）
・栗山大津線道路改良工事（高知市五台山）
・越知出来地線道路改良工事（高岡郡越知町）
・弘岡下種崎線道路改良工事（高知市長浜）
・宿毛清水線待避所新設工事（幡多郡大月町）
・下田港線道路改良工事（中村市鍋島）
・松山高知線道路改良工事（中村市古津賀・佐岡）
・土居五台山線道路改良工事（高知市五台山）
・田井高知線道路改良工事（土佐郡土佐山村）
・高知徳島線道路改良工事（香美郡香我美町）
・撫川夜須線夜須川橋梁架換工事（香美郡夜須町）
・種崎千松公園線道路改良工事（高知市仁井田）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3461 監理課 用地対策課 S39
⑦昭和39年　県有土地 第1類 第210号　№
12-4 管理課

・繁藤がに越線道路改修工事（南国市黒滝・桑ノ川）
・柏島二ツ石線道路改良工事（幡多郡大月町）
・中島宇佐須崎線道路改良工事（土佐市新居）
・宿毛清水線道路改良工事（宿毛市小筑紫町）
・宇和島窪川線道路改良工事（幡多郡十和村）
・田井高知線道路改良工事（高知市中秦泉寺）
・東祖谷山大杉停車場線道路改良工事（長岡郡大豊村）
・弘瀬高知線道路改良工事（高知市円行寺）
・仁井田前浜赤岡線道路改良工事（香美郡吉川村）
・下郷中村線道路改良工事（中村市住次郎）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3462 監理課 用地対策課 S37
①昭和37年　第1類 県有土地 第92号 冊の2 
№10-2

・久万川改修工事に伴う敷地譲与（高知市北吉田町・西秦泉寺）
・後川堤防災害復旧工事（中村市蕨岡）
・長浜高知線都市計画重要幹線街路事業（高知市桟橋通）
・田井高知線道路特殊改良工事（高知市重倉）
・下郷中村線藤ヶ谷橋橋梁架換工事（中村市藤）
・宿毛清水線馬路橋橋梁架換工事（幡多郡大月町）
・大比安芸線道路改良工事（安芸市井ノ口）
・高知徳島線羽根橋橋梁架換工事（室戸市羽根町）
・岩田川改良工事（中村市岩田）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3463 監理課 用地対策課 S37
②昭和37年　第1類 県有土地 第93号 冊の3 
№10-3

・繁藤がに越線道路改良工事（香美郡土佐山田町）
・前浜土佐山田線道路改良工事（長岡郡香長村）
・田井高知線道路特殊改良工事（高知市重倉）
・越知出来地線道路改良工事（高岡郡越知町）
・池川久万線道路改良工事（吾川郡池川町）
・田井高知線道路改良工事（高知市重倉）
・宿毛津島線橋梁架換工事（宿毛市橋上町）
・川登中村線道路改良工事（中村市三里）
・桂浜桟橋通線舗装新設工事（高知市長浜）
・宍崎平石線道路改良工事（南国市奈路）
・高知港海岸防潮堤震災復旧工事（高知市仁井田）
・窪川町都市計画重要幹線街路事業（高岡郡窪川町）
・宇和島中村線道路災害応急復旧工事（中村市塩塚・板の川）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3464 監理課 用地対策課 S38
③昭和38年　第1類 県有土地 第117号 冊の7 
№11-8

・弘瀬高知線道路改良工事（土佐郡土佐山村）
・久礼鎌田線改修工事（高岡郡中土佐町）
・萩中須崎線道路改良工事（須崎市上分）
・池川久万線道路改良工事（吾川郡池川町）
・田野々越知線道路災害復旧工事（高岡郡仁淀村）
・奈比賀川北線道路改修工事（安芸市川北）
・下田港線道路改良工事（中村市鍋島・竹島）
・小篭領石線道路改良工事（南国市左右山）
・宇和島中村線地盤変動対策工事（中村市川登）
・須崎港チリ津波対策工事（須崎市多ノ郷）
・下郷中村線道路改良工事（中村市大用・伊才原）
・田野々越知線道路改良工事（高岡郡仁淀村）
・柳瀬越知線道路災害復旧工事（高岡郡仁淀村）
・竜河洞線道路改良工事（香美郡土佐山田町）
・中村清水線道路改良工事（土佐清水市以布利）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3465 監理課 用地対策課 S38
④昭和38年　第1類 県有土地 第112号 冊の5 
№11-5

・川登有岡線道路改良工事（中村市横瀬）
・船戸窪川線橋梁架換工事（高岡郡窪川町）
・宍崎平石伊野線道路改良工事（土佐郡鏡村）
・奈比賀川北線道路補修工事（安芸市川北）
・中村清水線道路改良工事（土佐清水市下ノ加江）
・田野々越知線道路改良工事（高岡郡仁淀村）
・越知出来地線道路改良工事（高岡郡越知町）
・西条本山線道路改良工事（土佐郡大川村）
・吾川本山線橋梁架換工事（土佐郡土佐村）
・豊永停車場線橋梁架換工事（長岡郡大豊村）
・西条本山線都市計画街路工事（土佐郡土佐村）
・竜河洞線改良工事（香美郡土佐山田町）
・深浦宿毛線道路改良工事（宿毛市藻津）
・川登宿毛線道路改良工事（中村市横瀬）
・作屋影野停車場線道路改良工事（高岡郡窪川町）
・大河内朝倉停車場線道路改良工事（高知市宗安寺）
・七里仁井田前浜赤岡線道路改良工事（高岡郡窪川町）
・浜改田高知線道路改良工事（南国市十市）
・田村高須線道路改良工事（高知市高須）
・出口古津賀線道路改良工事（幡多郡大方町）
・深浦宿毛線道路新設工事（宿毛市藻津）
・宿毛清水線道路改良工事（幡多郡大月町）
・東川岸本線簡易待避所新設工事（香美郡香我美町）
・宿毛清水線道路改良工事（土佐清水市下益野）
・植野土佐山田線道路改良工事（南国市植田）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3466 監理課 用地対策課 S38
⑤昭和38年　第1類 県有土地 第111号 冊の4 
№11-4

・作屋影野停車場線簡易待避所工事（高岡郡窪川町）
・舟戸窪川線待避所新設工事（高岡郡窪川町）
・ホバコ谷橋橋梁架換工事（幡多郡西土佐村）
・田野々越知線道路改良工事（高岡郡仁淀村）
・吾川本山線道路改良工事
・池川久万線道路改良工事（吾川郡池川町）
・浜改田後免線道路改良工事（南国市片山・里改田、長岡郡香長村）
・宇和島窪川線北の川口橋橋梁架換工事（幡多郡十和村）
・池川小田線道路改良工事（吾川郡池川町）
・田井高知線道路改良工事（高知市中秦泉寺）
・昭和中村線橋梁架換工事（中村市蕨岡）
・川登中村線道路改良工事（中村市手洗川・川登）
・竜河洞線道路改良工事（香美郡土佐山田町）
・弘瀬高知線道路改良工事（高知市円行寺）
・中村清水線道路改良工事（土佐清水市下ノ加江）
・宇和島中村線道路改良工事（幡多郡西土佐村）
・下川口宗呂線道路改良工事（宿毛市小筑紫町）
・下切宿毛線簡易待避所新設工事（宿毛市小筑紫町）
・土居五台山線道路改良工事（南国市稲生）
・宿毛都市計画街路改良工事（宿毛市宿毛）
・下切小筑紫線道路新設工事（宿毛市小筑紫町）
・山川野市線道路改良工事（香美郡香我美町）
・大宮赤岡線道路改良工事（香美郡野市町）
・宇和島窪川線道路改良工事（幡多郡大正町）
・前浜土佐山田線道路改良工事（香美郡土佐山田町）
・西条本山線道路改良工事（土佐郡大川村）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3467 監理課 用地対策課 S38
⑥昭和38年　第1類 県有土地 第116号 冊の6 
№11-7

・新改停車場線橋梁修繕工事（香美郡土佐山田町）
・土居五台山線道路改良工事（南国市稲生）
・撫川夜須線道路改良工事（香美郡夜須町）
・蟹越繁藤線道路改良工事（香美郡土佐山田町）
・日浦越知線道路改良工事（高岡郡日高村）
・重倉笠ノ川線道路改良工事（高岡郡日高村、南国市白木谷）
・桂浜桟橋通線道路特定修繕工事（高知市長浜）
・仁井田前浜赤岡線道路改良工事（南国市十市・前浜）
・下田港特別失業対策工事（中村市下田）
・西谷田野線道路改良工事（安芸郡田野町）
・宿毛清水線道路特殊改良工事（宿毛市小筑紫町・坂ノ下）
・下郷中村線道路改良工事（幡多郡大正町）
・宇和島須崎線道路改良工事（高岡郡東津野村）
・竜河洞線道路改良工事（香美郡土佐山田町）
・椎名室戸線道路改良工事（室戸市室戸岬町）
・下郷中村線道路災害復旧工事（中村市大用）
・長浜高知線都市計画重要幹線街路事業工事（高知市桟橋通）
・高知長浜線道路改良工事（高知市瀬戸）
・打井川住次郎線道路改良工事（中村市大屋敷・住次郎）
・十和吉野線道路改良工事（幡多郡十和村）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3468 監理課 用地対策課 S38
⑦昭和38年　第1類 県有土地 第106号 冊の1 
№11-2

・仁井田竹中線待避所新設工事（高知市仁井田）
・宿毛津島線道路特殊改良工事（宿毛市橋上町）
・片島線都市計画街路改良工事（宿毛市宿毛）
・前浜山田線道路改良工事（長岡郡香長村）
・小篭領石線道路改良工事
・宇和島窪川線道路改良工事（幡多郡十和村）
・上ノ加江窪川線道路改良工事（高岡郡窪川町）
・下田港線道路改良工事（中村市古津賀）
・大豊川之江線橋梁架換工事（長岡郡大豊村）
・田井高知線道路災害応急復旧工事（高知市薊野）
・奈比賀川北線道路補修工事（安芸市川北）
・田井高知線道路改良工事（高知市愛宕町）
・西佐川停車場線道路改良工事（高岡郡佐川町）
・弘瀬高知線橋梁架換工事（高知市円行寺）
・越知出来地線道路改良工事（高岡郡越知町）
・前浜土佐山田線道路改良工事（香美郡土佐山田町）
・土居五台山線道路改良工事（南国市前浜）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3469 監理課 用地対策課 S38
⑧昭和38年　第1類 県有土地 第114号 冊の6 
№.11-6

・大河内朝倉停車場線道路改良工事（高知市行川）
・大用大方線橋梁架換工事（幡多郡大方町）
・久礼田後免停車場線補修工事（南国市国分）
・浜改田後免線道路改良工事（南国市大埇）
・繁藤蟹越線道路改良工事（香美郡土佐山田町）
・打井川佐賀線橋梁架換工事（幡多郡大正町）
・本川伊野線道路改良工事（吾川郡吾川村）
・宇和島窪川線道路改良工事（幡多郡大正町）
・竜河洞線道路改良工事（香美郡土佐山田町）
・沖ノ島線道路改良工事（宿毛市沖ノ島）
・宿毛都市計画街路改良工事（宿毛市宿毛）
・仁井田前浜赤岡線道路改良工事（南国市十市）
・大宮赤岡線道路改良工事（香美郡香北町）
・弘岡中仁の長浜線道路改良工事（高知市長浜）
・前浜土佐山田線道路改良工事（香美郡土佐山田町）
・長浜高知線道路災害復旧工事（高知市長浜）
・庄田伊野線道路改良工事（高岡郡日高村）
・八幡大津線道路改良工事（長岡郡大津村）
・大河内朝倉停車場線道路改良工事（高知市朝倉）
・田野々越知線橋梁架換工事（高岡郡越知町）
・池川久万線橋梁架換工事（吾川郡池川町）
・本山三島線都市計画街路工事（長岡郡本山町）
・高知西条線橋梁架換工事（土佐郡本川村）
・宍崎平石伊野線道路改良工事（南国市奈路）
・大久保大宮線道路災害復旧（香美郡物部村）
・長浜高知線道路改良工事（高知市長浜）
・仁井田前浜赤岡線道路改良工事（南国市十市）
・宇和島須崎線道路改良工事（高岡郡東津野村
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3470 監理課 用地対策課 S38
⑨昭和38年　第1類 県有土地 第107号 冊の2 
№11-3

・森高知線道路改良工事（高知市愛宕町）
・打井川住次郎線道路改良工事（中村市大屋敷）
・宿毛都市計画重要幹線街路工事（宿毛市宿毛）
・浜改田後免線道路改良工事（長岡郡香長村）
・大宮野市線香麗橋橋梁架換工事（香美郡大宮町・香北町）
・大豊川之江線道路改良工事（長岡郡大豊村）
・繁藤西野線道路改良工事（香美郡土佐山田町）
・岩田川廃川敷地譲与（中村市岩田）
・宇和島須崎線道路改良工事（須崎市上分）
・興津仁井田停車場線道路改良工事
・高知西条線道路改良工事（土佐郡本川村）
・中村清水線道路改良工事（中村市間崎）
・上ノ加江窪川線道路改良工事（高岡郡窪川町）
・前浜土佐山田川道路補修工事（南国市堀ノ内）
・前浜土佐山田線失業対策事業（香美郡土佐山田町）
・磯谷土佐山田川道路改良工事（長岡郡大豊村）
・小篭領石線道路改良工事
・撫川夜須線道路改良工事（香美郡夜須町）
・土居五台山線道路敷地交換（高知市五台山）
・田井高知線道路改良工事（高知市中秦泉寺）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3471 監理課 用地対策課 S39
⑩昭和39年　第1類 県有土地 第209号 2冊の
2

・宇和島須崎線道路改良工事（高岡郡東津野村）
・舟戸窪川線道路改良工事（高岡郡大野見村）
・久礼港線道路改良工事（高岡郡中土佐町）
・池川久万線道路改良工事（吾川郡池川町）
・前浜土佐山田線道路改良工事（香美郡土佐山田町）
・幹流鏡川改修工事（高知市築屋敷）
・野根小島線道路改良工事（安芸郡東洋町）
・野根奈半利線道路改良工事（安芸郡野根町）
・下郷中村線道路改良工事（高岡郡梼原村）
・長浜高知線道路改良工事（高知市横浜）
・高知西条線道路改良工事（吾川郡伊野町）
・天崎高知線道路改良工事（吾川郡伊野町）
・池川久万線橋梁架換工事（吾川郡池川町）
・田野々越知線道路改良工事（高岡郡越知町）
・宿毛清水線道路特殊改良工事（土佐清水市下益野）
・各工事の関係図面及び買収に関する書類

要審査 無 無

R3-A-3472 監理課 用地対策課 S40S41

昭和41年度
①公共用財産の用途廃止に伴う引継　（6
件）
②農道及び水路敷地の寄附受納について
③土地収用法第18条第2項第4号の規定に基づ
く意見について
④水路敷地の寄付受納及び訂正について
⑤水路敷地の寄付に伴う登記について
⑥土地区画整理事業施行に伴う固有地の地区
編入承認について　（2件）

①県立高知農業高等学校運動場新設を目的とするもの、高知市長浜字沖野
林、中村市具同字高橋、南国市岡豊町笠ノ川字樋ノ口、中村市具同字十七代
割、高知市丑野助町字水上（各添付図面あり）
②南国市上野田、南国市下野田
③添付図面
④高知市長浜字赤田（登記簿、添付図面）
⑤高知市重倉字石垣（添付図面）
⑥（添付図面）、高知市東久万地村（区画整理前・整理後予想図面）

要審査 無 無

R3-A-3473 監理課 用地対策課 S27S28S29S30S31
昭和27～31年度　第1類　土地収用　監理課　
第62号　冊の1

・吾川郡神谷村立中学校建築用地収用関係書類
・舟入川土地収用関係書類
・高知市幸町・宝町建売住宅地収用関係書類
・窪川小学校運動場敷地関係書類

要審査 無 無

R3-A-3474 監理課 用地対策課  S29S30
昭和29・30年度　第1類　土地収用　監理課　
第97号　冊の1

・浦之内新制中学校収用関係書類（高岡郡浦ノ内村）
・県道山田龍河洞線収用関係書類（香美郡片地村）

要審査 無 無

R3-A-3475 監理課 用地対策課 S26
昭和26年度　第1類　国有土地　監理課　第3
号　5冊の3

・各事業の用地買収に関する書類
・中村都市計画区域外線
・中村町土地区画整理
・中村町都市計画事業

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3476 監理課 用地対策課 S25
昭和25年度　第1類　国有土地　監理課　第
14号　1冊の1

・各事業の用地買収に関する書類
・国分川堤防震災復旧工事
･久万川筋堤防震災復旧工事
・長浜高知線諸木村地内道路震災復旧工事
・西峯野市線道路改良工事
・戸板島橋災害復旧工事
・舟入川堤防災害復旧工事
・山田槙山線
・下田川堤防震災復旧工事
・小川口橋橋梁架換工事
・本川本山線日発補償工事
・下田川左岸堤防震災復旧工事
・国見川砂防流路工事
・中筋川改修工事
・久礼佐川線上ノ加江道路改良工事
・弘瀬伊野線小口橋架換工事
・安芸町地内重要幹線街路整備事業
・長者佐川線尾川村道路災害復旧工事
・下田川右岸堤防震災復旧工事
・西峯野市線美良布町地内道路改良工事
・久万川改良工事
・宇佐高岡線新宇佐町道路震災復旧工事
・宇佐高岡線宇佐町灘・橋田間道路震災復旧工事
・仁淀川左岸八田村オシヨブ屋敷堤防震災復旧工事
・仁淀川右岸伊野町地内堤防震災復旧工事
・久万川右岸堤防震災復旧工事
・仁淀川右岸川内村波川堤防災害復旧工事
・仁淀川筋右岸川内村波川堤防災害復旧工事
・仁淀川左岸伊野町地内堤防震災復旧工事
・仁淀川右岸日下村江尻堤防災害復旧工事
・仁淀川改良工事
・長浜高知線道路震災復旧工事
・国分川堤防災害復旧工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3477 監理課 用地対策課 S27
昭和27年度　第1類　国有土地　監理課　第
10号　4冊の4

・各事業の用地買収に関する書類
・国分川堤防震災復旧工事
・国分川堤防災害復旧工事
・国分川改良工事
・高知徳島線重要幹線街路整備事業
・久万川改良工事
・国道23号線佐川町地内道路改良工事
・物部川支流後川筋放水路工事
・勝賀野川河川維持
・西上山下田線道路改良工事
・野市山田線道路改良工事
・永野山田線道路改良工事（国鉄バス路線）
・第2次地盤沈後川筋放水路開削工事
・高知中村線道路改良工事
・山田龍河洞線道路改良工事（国鉄バス路線）
・須崎町地内道路災害復旧工事
・介良川堤防災害復旧工事
・国分川筋改良工事
・朋西川堤防災害復旧工事
・介良川右岸堤防災害復旧工事
・高知徳島線野根町地内道路改良工事
・中村都市計画事業
・町村道堀川線須崎町琴平地内重要幹線街路事業

要審査 無 無

R3-A-3478 監理課 用地対策課 S26
昭和26年度　第1類　国有土地　監理課　第4
号　5冊の4

・各事業の用地買収に関する書類
・舟入川堤防災害復旧工事
・国分川堤防災害復旧工事
・久万川改良工事
・後免停車場線工事
・下田川堤防震災復旧工事
・鏡川堤防震災復旧工事
・久万川筋愛宕山地内河川改良工事
・渡川小支流山田川堤防災害復旧工事
・夜須川筋堤防災害復旧工事
・片地川堤防災害復旧工事
・後川筋地盤沈下堤防震災復旧工事
・蛭子橋架換工事
・山田槙山線道路改良工事
・川登宿毛線手洗川地内道路改良工事
・横瀬川有岡地内堤防災害復旧工事
・中筋川改修工事
・香宗川筋地盤変動対策工事
・後川筋堤防震災復旧工事
・高知徳島線重要幹線街路整備事業工事
・新荘川河川維持工事
・三崎改修工事
・香宗川筋地盤変動堤防災害復旧工事
・中村岩松線道路改良工事

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3479 監理課 用地対策課 S26
昭和26年度　第1類　国有土地　監理課　第1
号　5冊の1

・各事業の用地買収に関する書類
・幹流国分川支流舟入川堤防災害復旧工事（高知市高須町）
・幹流夜須川筋堤防災害復旧工事（香美郡夜須町）
・幹流新荘川河川維持工事（高岡郡須崎町）
・山田川堤防災害復旧工事（幡多郡山奈村）
・山田龍河洞線道路修繕工事（香美郡片地村）
・中村岩松線道路改良工事（幡多郡山奈村）
・高知徳島線橋梁架換工事（香美郡赤岡町）
・山田槙山線道路修繕工事（香美郡大楠植村）
・中小河川中筋川改修工事
・幹流香宗川筋堤防震災復旧工事（香美郡吉川村）
・出来地西佐川停車場線道路通常修繕工事（高岡郡黒岩村）
・本山越知線道路改良工事（吾川郡明治村）
・澤ヶ内本山線道路改良工事（長岡郡吉野村）
・山田槙山線道路修繕工事（香美郡美良布町）
・栃ノ木安芸線道路改良工事（安芸郡川北村）
・畑山安芸線局部改良工事（安芸郡川北村）
・中小河川岩田川改良工事（幡多郡後川村）
・久万川橋架換工事（高知市南秦泉寺）
・久万川比島橋継ぎ足し工事（高知市薊野）
・野市山田線県限改良工事（香美郡明治村）
・西峯大栃線道路改良工事（香美郡上韮生村）
・幹流新荘川筋堤防災害復旧工事（高岡郡須崎町）
・高知中村線道路改良工事（高岡郡須崎町）
・幹流国分川支流江ノ口川堤防災害復旧工事（高知市海老ノ丸）
・田野々佐賀線道路改良工事（幡多郡佐賀町）

要審査 無 無

437 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3480 監理課 用地対策課 S24S26

昭和26年度　第1類　国有土地　監理課　第5
号　5冊の5
昭和24年度　第1類　国有土地　監理課　第
17号　4冊の4

・各事業の用地買収に関する書類
・幹流物部川支流片地川堤防災害復旧工事（香美郡片地村）
・山田龍河洞線道路修繕工事（香美郡佐古村）
・本山越知線道路改良工事（吾川郡明治村）
・幹流国分川支流久万川筋河川改良工事（高知市愛宕山）
・下田川堤防震災復旧工事（高知市五台山）
・国分川堤防災害復旧工事（高知市布師田）
・浜改田後免線道路改良工事（長岡郡三和村）
・舟入川堤防災害復旧工事（高知市高須）
・町村道堀川線重要幹線街路整備事業工事（高岡郡須崎町）
・南海地方地盤沈下対策事業工事（安芸郡安芸町）
・久保杉線道路改良工事（長岡郡東豊永村）
・山田槙山線道路改良工事（香美郡在所村）
・中小河川岩田川改良工事（幡多郡後川村）
・幹流香宗川筋地盤変動堤防災害復旧工事（香美郡赤岡町・吉川村）
・高知中村線道路改良工事（高知市朝倉）
・後免停車場線道路改良工事（長岡郡後免町）
・川登宿毛線道路改築工事（幡多郡大川筋村）
・栃ノ木安芸線道路改良工事（安芸郡川北村）
・幹流新荘川河川維持工事（高岡郡須崎町）
・中村町都市計画事業区域外線・区画整理工事（幡多郡中村町）
・幹流鏡川堤防災害復旧工事（高知市鴨部）
・根曳新改線道路敷地移転（長岡郡新改村）
・田野々佐賀線道路改良工事（幡多郡佐賀町）
・国道23号線道路改良工事（高岡郡佐川町）
・本山伊野線道路改築工事（土佐郡地蔵寺村）
・津大松丸線道路改良工事（幡多郡津大村）
・澤ヶ内本山線道路改良工事（

要審査 無 無

R3-A-3481
監理課
農地開拓課

用地対策課 S32
①昭和32年　第1類　土地収用　冊の1　98　
№.3-1

・事業計画書（仙頭発電所）
・裁決申請書
・和解調書（高知県香美郡物部村）
・関係図面一式

要審査 無 無

R3-A-3482
監理課
農地開拓課

用地対策課 S34
②昭和34年　第1類　土地収用　冊の1　99　
№4-1

・事業認定申請書（長山発電所）
・奈半利川電源開発計画（魚梁瀬発電所、二叉発電所、長山発電所）
・高知県安芸郡北川村・奈半利町
・長山発電所新設工事及びこれに伴う附帯工事
・関係図面一式

要審査 無 無

R3-A-3483
監理課
農地開拓課

用地対策課 S34
③昭和34年　第1類　土地収用　冊の2　100　
№4-2

・長山発電所新設工事及び土地収用裁決申請書
・和解調書
・高知県安芸郡北川村
・着工前現地の写真
・土地調書及び物件調書
・補償見積り書

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3484
監理課
農地開拓課

用地対策課 S32 ④昭和32年　第1類　管理　冊の4　338

・高知県開拓地区台帳（乙票、丙票）
・地区一覧表
※以下、各市町村所在地
・吾川郡（伊野町、池川町、吾川村、小川村)
・長岡郡（瓶岩村、大杉村）
・安芸郡（東川村、佐喜浜町、羽根村、奈半利町、安田町、室戸町、吉良川
町）
・香美郡（上韮生村、土佐山田町、暁霞村、日章村、在所村、槙山村）
・安芸市川北
・高岡郡（窪川町、上ノ加江町、東津野村、中土佐町）
・土佐清水市（下川口、三崎）
・幡多郡（三原村、大内町、月灘村、大月町）
・長岡郡大豊村
・高知市（三里、朝倉）
・宿毛市（神ノ島、小筑紫町）
・須崎市浦ノ内

要審査 無 無

R3-A-3485
監理課
農地開拓課

用地対策課 S32 ⑤昭和32年　第1類　管理　冊の3　337

・高知県開拓地区台帳 {集団地（県買収）、小団地（町村買収）}
・地区一覧表
※以下、各市町村所在地
・高岡郡（梼原村、東津野村、仁井田村、上ノ加江町、上半山村、高岡町、
大野見村、下半山村、新居村、興津村、松葉川村、東又村、斗賀野村、加茂
村、日下村、川内村、別府村、長者村、明治村、大桐村、黒岩村、尾川村、
高石村、波介村、戸波村、北原村、浦ノ内、上分村、須崎町、多ノ郷、能津
村、中村町）
・長岡郡（瓶岩村、大杉村、東豊永村、天秤村、吉野村、稲生村、三和村、
十市村、介良村、大篠村、長岡村、国府村、大津村、久礼田村、上倉村）
・安芸郡（東川村、伊尾木村、安田町、佐喜浜町、羽根村、奈半利町、室戸
町、井ノ口村・大田山村、北川村、吉良川町、甲浦町、野根町、佐喜浜町、
川北村、赤野村、安芸町、西分村、馬ノ上村）
・香美郡（上韮生村、暁霞村、大楠植村、在所村、岸本町、香我美町、片地
村、槙山村、佐岡村、富家村、山南村、新改村）
・吾川郡（横畠村、小川村、八田村、名野川村、池川町、弘岡下、芳原村、
諸木村、秋山村、大崎村、下八川村、仁西村、森山村）
・中村市（八東、後川）
・土佐郡（土佐山村、森村、本川村、大川村、宇治村）
・高知市（三里、一宮、初台、秦、鴨田）
・幡多郡（大内町、下川口町、三原村、下ノ加江町、三崎町、月灘村、大正
町、小筑紫町、沖ノ島、橋上町、佐賀町、大方町、蕨岡村、具同村、東山
村、富山村、大川筋村、東中筋村、橋上村、山秦村、小筑紫村、平田村、宿
毛町、津大村、白田川村、奥内村、三崎町、清水町）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3486
監理課
農地開拓課

用地対策課 S32 ⑥昭和32年　第1類　管理　冊の1　335

・高知県開拓地区台帳（その他の地区No.1）
・地区一覧表
※以下、各市町村所在地
・安芸市伊尾木
・高知市（三里、一宮、朝倉、初台、秦、潮江、鴨田）
・中村市（後川、東中筋、八東）
・土佐清水市（清水、三崎）
・宿毛市
・幡多郡（山名村、月灘村、大内町、三原村、大正町、白田川村、佐賀町、
津大村、下ノ加江町、大方町）
・高岡郡（梼原村、東津野村、上ノ加江町、久礼町、大野見村、仁淀村、越
知町、上半山村、佐川町、高岡町、上分村、窪川町、下半山村、宇佐町、新
居村、日高村、斗賀野）
・安芸郡（室戸町、赤野村、甲浦町、野根町、佐喜浜町、吉良川町、羽根
村、安田町、芸西村、北川村）
・香美郡（在所村、夜須町、山北村、岸本町、佐古村、大楠植村、槙山村、
西川村、東川村、佐岡村、暁霞村、美良布町、上韮生村、徳王寺村、富家
村、山南村、新改村）
・長岡郡（大豊村、西豊永村、稲生村、三和村、介良村、大篠村、長岡村、
国府村、大津村、久礼田村、上倉村、東豊永村、本山村、瓶岩村、大豊村、
大杉村、郡天秤村）
・土佐郡（土佐村、鏡村、本川村、大川村）
・吾川郡（池川町、弘岡下、大崎村、吾川村、下八川村、伊野町、八田村、
仁西村）

要審査 無 無

R3-A-3487
監理課
農地開拓課

用地対策課 S32 ⑦昭和32年　第1類　管理　冊の5　339

・高知県開拓地区台帳（所属替所営替実取得）
・地区一覧表
※以下、各市町村所在地
・香美郡（在所村、槙山村、徳王子村、日章村）
・長岡郡（天秤村、上倉村、大杉村、東豊永村、西豊永村、長岡村）
・吾川郡（池川町、小川村、名野川村、池川町）
・高岡郡（興津村、上ノ加江町、窪川町、仁井田村、東又村、松葉川村、久
礼町、大野見村、東津野村、梼原村、下半山村、上分村）
・幡多郡（月灘村、三崎町、大内町、佐賀町、大正町、津大村、三原村、大
川筋村、八東村、平田村、山奈村、橋上町、清水町、下ノ加江町、下川口
町）
・安芸郡（東川村、北川村、甲浦町、佐喜浜町、野根町）
・土佐郡（地蔵寺村、本川村）
・高知市（三里、朝倉）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3488
監理課
農地開拓課

用地対策課 S32 ⑧昭和32年　第1類　管理　冊の2　336

・高知県開拓地区台帳（乙票、その他の地区No.2）
※以下、各市町村所在地
・長岡郡（大杉村、天秤村）
・土佐郡（鏡村、土佐山村、土佐山村、本川村、大川村）
・高知市（三里、一宮、朝倉、初台、秦、潮江、鴨田）
・幡多郡（月灘村、大内町、大月町）
・吾川郡（池川町、弘岡下村、大崎村、吾川村、伊野町、八田村、仁西村）
・高岡郡（仁淀村、越知町、梼原村、東津野村、上ノ加江、上半山村、佐川
町、高岡町、上分村、大野見村、窪川町、下半山村、新居村、宇佐町、日高
村、日下村）
・中村市（後川、東中筋、八東）
・香美郡在所村
・安芸郡北川村
・宿毛市小筑紫
・土佐清水市伊佐

要審査 無 無

R3-A-3489 用地砂利課 用地対策課 S40S41S42S43S44S45昭和40～44年度　用地買収調書　本山土木

・各事業の用地買収に関する書類
・吾川本山線道路改良工事（土佐郡土佐町）
・国道194号線大森橋橋梁架換工事（土佐郡本川村）
・磯谷本山線車両制限対策工事（長岡郡本山町・大豊村）
・磯谷本山線待避所新設工事（長岡郡本山町・大豊村）
・西条本山線都市計画街路工事（長岡郡本山町）
・高知本山線道路改良工事（土佐郡土佐村・地蔵寺村）
・国道194号線道路特殊改良工事（土佐郡本川村）
・国道194号線道路災害復旧工事（土佐郡本川村）
・吉野川支流奥太田川荒廃砂防工事（長岡郡大豊村）
・西条本山線都市計画街路工事（長岡郡本山町）
・吉野川支流木能津川荒廃砂防工事（長岡郡本山町）
・吉野川支流南小川荒廃砂防工事（長岡郡大豊村）
・田井大瀬線道路特殊改良工事（長岡郡本山町）
・吉野川支流奥太田川荒廃砂防工事（長岡郡大豊村）
・瓜生野吉野線道路改良工事（長岡郡本山町）
・伊辺谷川荒廃砂防工事（長岡郡大豊村）
・磯谷本山線道路特殊改良工事（長岡郡本山町）
・大豊川之江線道路特殊改良工事（長岡郡大豊村）
・田井高知線道路改良工事（土佐郡土佐村）
・吾川本山線道路特殊改良工事（土佐郡土佐村）

要審査 無 無

R3-A-3490 用地管理課 用地対策課 S60

①昭和60年度　一級河川渡川水系後川改修工
事（耳切堤防）及び県道宇和島中村線改築工
事並びにこれらに伴う市道付替工事　事業認
定申請書・手続保留申立書　四国地方建設局
②昭和60年度　一般国道56号改築工事(宿毛
バイパス)及び河川管理施設(管理用通路)付
替工事　事業認定申請書・手続の保留の申立
書 四国地方建設局

①【添付書類】事業計画書、起業地及び土地並びに事業計画を表示する図
面、その他図面一式
②【添付書類】事業計画書、法第4条に規定する土地に関する調書、その他
図面一式

要審査 無 無

441 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3491 用地管理課 用地対策課 S59S63H元

昭和59年度～平成元年度
①国有財産の(農道)の用途廃止
②③④⑤⑥道路法第94条第2項の規定に基づ
く廃道敷地の譲渡
⑦県道から町道への管理移管に伴う県有土地
(旧道路敷地)の譲与
⑧道路法第90条第2項の規定に基づく国有財
産(公衆用道路,堤)の譲与
⑨県道高知土佐線売払事案
⑩主要県道高知土佐線町道移管の件

①高知市海老ノ丸（用途：下知下水処理場）
②宿毛市道池島本線
③一般国道195号（高知市大津甲）
④村道桑ノ川清水線（葉山村赤木）
⑤県道栗山大津線（南国市稲生）
⑥須崎市道栄町2号線
⑦伊野町池ノ内、伊野町八田
⑧安芸物部線（安芸市栃ノ木）
⑨伊野町池ノ内
⑩伊野町八田

要審査 無 無

R3-A-3492
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S39S40S41

①昭和39年度　県道西条本山線　都市計画街
路用地取得事業（改良）　長岡郡本山町本山
②昭和39～40年度　長岡郡本山町　都計道路
用地買収台帳　本山土木(用地）
③昭和40年度　本山町街路に関する綴
④開発工事株式会社　（求積総括表他）

①各種用地買収に関する請求書、就労点検簿、土地売渡証書、承諾書、添付
図面
②各種土地買収に関する調書、整理票
③昭和41年度　本山町都市計画街路事業における交渉経過について　買収交
渉記録
④各用地所有者の求積総括表、求積表

要審査 無 無

R3-A-3493 用地管理課 用地対策課 S60
①昭和60年度　一般国道32号改築工事（高知
東道路）及びこれに伴う市道付帯工事事業認
定申請書　四国地方建設局

事業認定申請書及び添付書類の写しの縦覧終了について 要審査 無 無

R3-A-3494 用地管理課 用地対策課 S60
①昭和60年度　一般国道197号改築工事（布
施ヶ坂）事業認定申請書　四国地方建設局

土地立入りの公告及び土地占有者への通知について（高知県高岡郡白石字桃
ノ木、字若宮渡瀬、字赤崩、字榊原）

要審査 無 無

R3-A-3495 用地管理課 用地対策課 S60

①昭和60年度　一般河川渡川水系渡川改修工
事（入田堤防）事業認定申請書　四国地方建
設局
②昭和60年度　一級河川渡川水系中筋川改修
工事（風指堤防）及び農業用排水路付替工事
事業認定申請書　四国地方建設局
③昭和60年度　一級河川渡川水系中筋川改修
工事（江の村堤防）事業認定申請書　四国地
方建設局

①高知県中村市入田字佐田芝、字一ヶ谷下、字東佐田芝、字水門
②土地等の取得完了について（中村市上ノ土居地内）、図面一式
③事業認定申請書の起業地中村市上ノ土居（字中廻り田、字カミ川サキ、字
横田、字中川原、字タカイリ、字四丹ダ、字木ノ下、字地蔵ハナ、字川原
ダ）、その他図面一式

要審査 無 無

R3-A-3496 用地管理課 用地対策課 S54S55

①昭和54年度　裁決申請書　明渡裁決申立書
（一般国道56号改築工事（土佐道路））　54
高収第15号16号
②昭和54年度　一般国道56号改築工事(土佐
道路)   54高収第15･16号

①収用裁決に対する審査請求について、事業計画書あり
②昭和55年度、土地に対する損失補償についての裁決書

要審査 無 無

R3-A-3497 用地管理課 用地対策課 S54S56
昭和54年度　裁決申請書　二級河川鏡川水系
改修工事　高知県　（鏡川・神田川・吉野
川）　54高収第32号

・昭和56年度、裁決申請書及び明渡裁決申立の取り下げについての裁決書
（高知市鷹匠町二丁目）

要審査 無 無

R3-A-3498 用地管理課 用地対策課 S54S55
昭和54年度　裁決申請書　一級河川仁淀川水
系柳瀬川災害復旧助成工事　高岡郡佐川町地
内　54高収第25号

・畜産公害汚染防止を目的とする審査請求の裁決について
・当該助成工事に関する権利取得裁決及び明渡裁決について
・参考図面

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3499 用地管理課 用地対策課 S54S55

①昭和54年度　裁決申請書　明渡裁決申立書　
一級村道桜ヶ池線道路改良工事　54高収第
40・41号
②昭和54年度　議事録　一級村道桜ヶ池線道
路改良工事　54高収第4・41号

①芸西村西分、事業計画に関する書類、図面一式
②芸西村役場

要審査 無 無

R3-A-3500 用地管理課 用地対策課 S54

①昭和54年度　裁決申請書　二級河川鏡川改
修工事（鏡川・神田川・吉野川）　54高収3
号　高知県
②昭和54年度　明渡裁決申立書　二級河川鏡
川改修工事（鏡川・神田川・吉野川）　54高
収4号

①収用地の損失補償割合額、高知市神田、収用地図
②高知市神田

要審査 無 無

R3-A-3501 用地管理課 用地対策課 S54S55

①昭和54年度　裁決申請書　一般国道56号改
築工事（土佐道路）並びににこれに伴う市道
及び河川付替工事　54高収第17・18号
②昭和54年度　一般国道56号改築工事（土佐
道路）並びにこれに伴う市道及び河川付替工
事　54高収第17号　裁決申請書・明渡裁決申
立書
③昭和54年度　一般国道56号改築工事（土佐
道路）並びににこれに伴う市道及び河川付替
工事　54高収第19・20号　裁決申請書・明渡
裁決申立書

①収用委員会審理議事録
②和解についての文書、事業計画書
③和解についての文書、裁決手続開始決定書、高知市河ノ瀬、高知市朝倉、
事業計画書

要審査 無 無

R3-A-3502 用地管理課 用地対策課 S54

①登記簿謄本
②裁決申請書　二級河川鏡川改修工事54・一
号　高知県
③54高収第1・2号　議事録　二級河川鏡川改
修工事（鏡川、神田川、吉野川）　
④登記簿謄本
⑤係争土地に関する意見書
⑥裁決についての関連文書

①高知市朝倉
②鏡川、神田川、吉野川、高知県高知市鴨部、丈量図
③収用委員会審理議事録
④高知市朝倉
⑤高知市鴨部
⑥二級河川鏡川改修工事（鏡川、神田川、吉野川）

要審査 無 無

R3-A-3503 用地管理課 用地対策課 S54

①昭和54年度　一級河川仁淀川水系宇治川河
道改修工事並びににこれに伴う日本国有鉄
道・土佐電気鉄道及び道路付替工事（高知県
吾川郡伊野町字ホキク子池内～高知県吾川郡
伊野町枝川字ケナシ地内）　裁決申請書　54
高収第5号第6号
②昭和54年度　議事録　一級河川仁淀川水系
宇治川河道改修工事　54高収第5・6号

①宇治川用地の交渉経過概要、事業計画書、図面一式
②収用委員会審理議事録

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3504 用地管理課 用地対策課 S54S55

①昭和54年度　裁決申請書（道路法）　一般
国道56号改築工事（土佐道路）並びににこれ
に伴う市道及び河川付替工事　54高収第29号
②裁決申請書（金谷川改修工事）　54号高収
第38号
③明渡裁決申立書（金谷川改修工事）54高収
第39号
④議事録　一般国道56号改築工事（土佐道
路）並びにこれに伴う市道及び河川付替工事
（道路法70条）　54高収第29号
⑤議事録　54高収第13号14号　一般国道56号
改築工事（土佐道路）並びにこれに伴う市道
及び河川付替工事
⑥一般国道56号改築工事（土佐道路）並びに
これに伴う市道及び河川付替工事　54高収第
13号　裁決申立書、明渡裁決申立書

①裁決書及びこれに関する関係文書
②二級河川国分川二次支流金谷川改修工事並びにこれに伴う県道及び市道付
替工事、高知市北秦泉寺地内、事業計画書
③高知市北秦泉寺地内
④収用委員会審理議事録
⑤収用委員会審理議事録
⑥高知市河ノ瀬町、高知市朝倉、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3505 用地管理課 用地対策課 S54

①昭和54年度　裁決申請書及び明渡申立書　
二級河川鏡川改修工事（鏡川・神田川・吉野
川）　54高収第7・8号
②昭和54年度　議事録　二級河川鏡川改修工
事（鏡川・神田川・吉野川）　54高収第7・8
号
③昭和54年度　明渡裁決申立書　二級河川鏡
川水系改修工事（鏡川・神田川・吉野川）　
54高収第33号
④昭和54年度　五四高収第32・33号関係意見
書・同委任状

①高知市鴨部、図面一式
②収用委員会審理議事録
③高知市上町
④54高収第32・33号に対する意見書綴り

要審査 無 無

R3-A-3506 用地管理課 用地対策課 S54S55

①裁決申請書・明渡裁決申立書　一般国道
194号改築工事及びこれに伴う県道付替工事　
54高収第36・37号
②昭和54年度　明渡裁決申立書　二級河川鏡
川水系改修工事　54高収第31号（鏡川・神田
川・吉野川）
③昭和54年度　裁決申請書　二級河川鏡川水
系改修工事　54高収第30号（鏡川・神田川・
吉野川）
④議事録　二級河川鏡川改修工事　54高収第
30号

①吾川郡吾北村及び土佐郡本川村地内、事業計画書
②高知市朝倉
③高知市朝倉、高知市石立町、高知市神田、図面一式
④収用委員会審理議事録

要審査 無 無

R3-A-3507 用地管理課 用地対策課 S53S54
①昭和53年度　事業認定申請書　波介川
②昭和54年度　裁決申請書・明渡裁決申立書

①一級河川仁淀川水系波介川河川改修工事、土佐市地内、事業計画書、図面
一式
②裁決書及びこれに関する事業計画書、図面一式、鏡川・神田川・吉野川、
高知市馬太郎

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3508 用地管理課 用地対策課 S53S54S55

①昭和54年度　R194　事業認定申請書　国道
一九四号
②昭和55年度　裁決申請書明渡裁決申立書　
一般国道194号改築工事及びこれに伴う県道
付替工事

①吾川郡吾北村及び土佐郡本川村地内、事業計画書、図面一式
②吾川郡吾北村及び土佐郡本川村地内、事業計画書

要審査 無 無

R3-A-3509 用地管理課 用地対策課 S56

昭和56年度
①登記簿謄本綴り
②国有財産の交換
③市道の用に供する国有財産の譲与
④村道の用に供する国有財産の譲与
⑤市道の用に供する国有地の譲与
⑥国有財譲与契約書

①高知市六泉寺町
②高知市六泉寺、図面一式
③室戸市室戸岬町、図面一式
④吾川村森山、図面一式
⑤中村市有岡、図面一式
⑥高知市神田、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3510 用地管理課 用地対策課 S56S57

昭和56・57年度　明渡裁決申立書　高知空港
建設工事・航空保安施設建設工事これらに伴
う附帯工事及び河川・県道・市道・農業用水
路付替工事・一級河川物部川一次支川後川・
二次支川新秋田川改修工事並びに主要県道春
野赤岡線改築工事　高知県南国市並びに香美
郡吉川村地内

・和解調書正本の送達について(登記簿）
・事業計画書
・図面一式

要審査 無 無

R3-A-3511 用地管理課 用地対策課 S55S57

①昭和57年度　事業認定申請書　一般国道
194号改築工事
②昭和57年度　裁決申請書明渡裁決申立書　
一般国道194号改築工事
③昭和55年度　裁決申請書明渡裁決申立書　
一般国道194号改築工事及びこれに伴う県道
付替工事

①吾川郡伊野町地内、事業計画書、図面一式
②吾川郡伊野町地内、事業計画書、図面一式
③吾川郡吾北村、土佐郡本川村地内事業計画書

要審査 無 無

R3-A-3512 用地管理課 用地対策課 S57

①昭和57年度　代執行請求書 (高知空港建設
工事関係)
②昭和57年度　裁決申請書　明渡し裁決申立
書

①南国市田村地内、図面一式、印画紙一式
②高知空港建設工事、航空保安施設建設工事、県道春野赤岡線改築工事、南
国市物部地内、県道前浜土佐山田線迂回工事、一級河川物部川、二次支流秋
田川、香美郡吉川村吉原、裁決手続開始決定書、図面一式、事業計画書

要審査 無 無

R3-A-3513 用地管理課 用地対策課 S54S58S59S60
①昭和54年度　浦戸東部流域下水道事業
②昭和58・59年度　浦戸東部流域下水道
③昭和60年度　裁決申請明渡裁決申立書

①高知市高須地内、基本計画概要書（案）、
②用地取得に関する覚書など
③高知市広域都市計画下水道事業浦戸湾東部流域下水道、高知市高須、裁決
手続開始決定書、事業計画書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3514 用地管理課 用地対策課 S59S62

①昭和59年度　裁決書正本の送達について　
金谷川改修工事(高知市愛宕山)
②昭和59年度　あっ旋申請書　高速自動車国
道　四国横断自動車道
③昭和62年度　裁決申請明渡裁決申立書　一
般国道331号改築工事（橋梁架換工事）

①高知市愛宕山地内、事業計画の概要、各種関係文書の送達伺
②香美郡土佐山田町地内、南国市地内、各種関係図面一式
③幡多郡十和村、事業計画書、図面一式

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3515 用地管理課 用地対策課 S62S63

①昭和62年度　裁決申請書　工事名･介良川
改修工事
②昭和63年度　下田川水系介良川改修工事
（高知県高知市介良地内）裁決申請明渡裁決
申立書　高知県知事
③昭和62年度　土地収用法に基づく権利取得
裁決並びに明渡裁決の申し立て

①事業計画書、高知市介良
②事業計画書、図面一式
③高知市介良、介良川、高知河港、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3516 用地管理課 用地対策課 S60S61S62
昭和60～62年度　県有地の売却(ナガテツ)　
№1 企画班

・高知市一宮
・図面一式
・事業計画書

要審査 無 無

R3-A-3517 用地管理課 用地対策課 S61S63

①昭和63年度　㈱ナガテツへの代替地売却
(経過) 企画班
②昭和61年度　県有地の売却(ナガテツ)No.2 
開発･進入路(橋)等　企画班

①質疑応答集（Q&A)
②高知市大津乙、長崎鉄工所給水管引込工事、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3518 用地管理課 用地対策課 S58

①昭和58年度　〔裁決申請〕 都市計画3･5･
15　都計　浦戸湾環状線　算出根拠
②昭和58年度　〔裁決申請〕 都市計画事業
3･5･15　浦戸湾環状線

①高知市瀬戸、高知市横浜、図面一式
②高知市瀬戸、高知市横浜、用地交渉経緯

要審査 無 無

R3-A-3519 用地管理課 用地対策課 S51S58S63

①昭和51年度　事業認定申請書 文部省(高知
県)
②昭和58年度　事業認定申請書　比島橋　高
知県
③昭和63年度　事業認定申請書

①高知医科大学建設工事、事業計画書、南国市岡豊町、図面一式
②県道後免中島高知線道路改築工事、市道久万川北岸堤防線改築工事、高知
市北比島町、高知市薊野、図面一式
③南国地区広域営農団地農道整備事業並びにこれに伴う農業用水路付替工事
及び国道・県道交差点改良工事、南国市大埇、南国市田村、南国市立田、南
国市下野田、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3520 用地管理課 用地対策課 S60S63

①昭和60年度　事業認定申請書 電車及びバ
ス基地建設工事 土佐電気鉄道株式会社
②昭和63年度　事業認定申請書　
③昭和63年度　事業認定申請書・手続保留申
立書

①南国市大埇甲、図面一式
②一級河川仁淀川水系仁淀川改修工事（波川堤防・高知県吾川郡伊野町波川
地内）及びこれに伴う町道付替工事、事業計画書、図面一式
③一級河川渡川水系後川改修工事(耳切堤防)、県道宇和島中村線改築工事、
市道付替工事、中村市丸の内地内、中村市中村、事業計画書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3521 用地管理課 用地対策課 S63H元

①昭和63年度　事業認定申請書 仁淀地区国
民健康保険組合病院併設　老人保健施設｢仁
淀荘｣(仮称)建設工事　仁淀地区国民健康保
険病院組合
②平成元年度　事業認定申請書 主要県道高
知土佐線改築工事並びに主要県道土佐伊野線
改築工事及びこれに伴う農業用水路付替工事

①吾川郡伊野町町道、事業計画書、図面一式
②吾川郡伊野町八田から土佐市高丘町地内まで、土佐市高丘町地内から吾川
郡伊野町大内地内まで、事業計画書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3522 用地管理課 用地対策課 S57S58

①昭和58年度　都計　薊野塚ノ原線　［裁決
申請］　都市計画3・4・31薊野塚ノ原線
②昭和58年度　［裁決申請］　都市計画事業
3・4・31薊野塚の原線

①高知市福井町地内、用地買収調書等各種調書
②高知市福井町地内、図面一式

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3523 用地管理課 用地対策課 S61S62S63H元

①昭和61年度　一般国道56号改築工事（土佐
道路）　事業認定申請書　四国地方建設局
②③④昭和62～63年度　一般国道56号改築工
事(宿毛バイパス)及び河川管理施設(管理用
通路)付替工事　手続開始の申立書　四国地
方建設局
⑤平成元年　一般国道56号改築工事(宿毛バ
イパス･高知県宿毛市宿毛字ﾂﾕ田地内から同
県同市与市明地内まで)及びこれに伴う市道
付替工事　事業認定申請書　四国地方建設局

①高知市筆山町、高知市小石木町、高知市大原町、高知市河ノ瀬町、事業計
画書、図面一式
②③④宿毛市和田、宿毛市宿毛、図面一式
⑤宿毛市宿毛、事業計画書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3524 用地管理課 用地対策課 S60

①昭和60年度　事業認定申請書　一般国道
197号（須崎工区）
②昭和60年度　事業認定申請書　一般国道
381号（西土佐村江川バイパス）

①一般国道197号改築工事、須崎市大字下分甲字宮岡地内から同市大字下郷
字西ノ谷地内、事業計画書、図面一式
②一般国道381号改築工事、幡多郡西土佐村江川字川口及び字半家境、事業
計画書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3525 用地管理課 用地対策課 S60S61

①昭和60年度　事業認定申請書　高知県立新
設高等学校整備事業
②昭和60年度　あっせん事業　新設高校（競
馬場跡地）　教育委員会
③昭和61年度　裁決申請明渡裁決申立書　一
般国道381号改築工事（西土佐村江川バイパ
ス）

①高知市桟橋通、事業計画書、図面一式
②高知市桟橋通、あっ旋書、事業計画書、図面一式
③幡多郡西土佐村江川、裁決書、事業計画書、調書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3526 用地管理課 用地対策課 S60

①昭和60年度　事業認定申請書　下田港改修
工事
②昭和60年度　事業認定申請書　一級河川仁
淀川水系宇治川改修工事

①中村市下田、事業計画書、図面一式
②吾川郡伊野町、事業計画書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3527 用地管理課 用地対策課 S59S60S61

①昭和60年度　事業認定申請書　一般国道
197号（葉山工区）　高知県
②昭和61年度　あっ旋申請（国道197号改
築）
③昭和61年度　事業認定申請書　一般国道
197号改築工事（布施ヶ坂）及び村道付替工
事　四国地方建設局

①須崎市大字下分甲字宮岡地内から須崎市大字下郷字西ノ谷地内、高岡郡葉
山村大字萩ノ駄場から高岡郡葉山村大字杉ノ川こう字上石指地内、事業計画
書、図面一式、意見書
②あっ旋書、高岡郡葉山村、意見書、図面一式
③高岡郡葉山村白石、事業計画書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3528 用地管理課 用地対策課 S55S58S59S60
①昭和60年度　事業認定申請書　一般国道
321号　高知県
②昭和59・60年度　清水（321号）申請資料

①土佐清水市大字片粕字東浜から幡多郡大月町大字小角字フセヂ平地内、事
業計画書、意見書、図面一式
②土佐清水市大字片粕、土佐清水市貝ノ川、土佐清水市大津、幡多郡大月
町、昭和55年度高知県自然公園等配置図、事業計画書、調書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3529 用地管理課 用地対策課 S62
昭和62年度　裁決申請明渡裁決申立書　高知
県春野総合運動公園

・高知広域都市計画事業6-5-1春野総合運動公園
・吾川郡春野町西分
・事業計画書
・図面一式

要審査 無 無

R3-A-3530 用地管理課 用地対策課 S55
昭和55年度　事業認定申請書（吉川村　東部
線道路新設及び改良工事）

・香美郡吉川村大字古川
・事業計画書
・図面一式

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3531 用地管理課 用地対策課 S58S59

①金谷川収用
②金谷川裁決申請
③金谷川収用　高知河港事務所
④登記簿謄本
⑤昭和59年度　事業認定申請書　二級河川国
分川二次支川金谷川改修工事

①相続関係説明図等
②物件調書、明渡裁決申立書等
③図面一式等
④昭和59年度、高知市愛宕山
⑤高知市愛宕山地内、事業計画書、図面一式等

要審査 無 無

R3-A-3532 用地管理課 用地対策課 S55 昭和55年度　事業認定（知事認定分）

・大野見村公営住宅建設事業（高岡郡大野見村奈路）
・佐川町墓地公園建設事業（高岡郡佐川町）
・佐川町九反田児童遊園地建設事業（高岡郡佐川町）
・安芸市立土居公民館新築事業（安芸市土居）
・農林漁業健康管理施設整備事業（高岡郡越知町）
・香北町運動広場新設事業（香美郡香北町）
・仁淀村農業者多目的研修集会施設設置事業（高岡郡仁淀村森）
・一般廃棄物処理施設（ごみ焼却施設）整備事業（室戸市佐喜浜町）
・第三中央団地公営住宅建設事業（南国市野中）
・越知町中央公園緑地帯建設整備事業（高岡郡越知町）
・一般廃棄物処理施設（し尿処理）建設事業（長岡郡本山町木能津土居屋
敷）
・浜改田保育所施設整備事業（南国市浜改田）
・高知市立布師田小学校移転増改築事業（高知市布師田）
・夜須町コミュニティセンター建設事業（香美郡夜須町坪井）
・岡集会所及び広場整備事業（安芸市伊尾木）
・事業計画書
・図面一式

要審査 無 無

R3-A-3533 用地管理課 用地対策課 S55S56

①昭和55年度　事業認定申請書（高知県室戸
保健所庁舎建設工事）（控）
②昭和55年度　事業認定申請書（一級河川仁
淀川水系第二次支川早稲川放水路トンネル工
事）
③昭和55年度　事業認定申請書（県道東祖谷
山大杉停車場線改築工事）（豊水橋架替）

①室戸市室戸岬町繁昌谷地内、事業計画書、図面一式
②吾川郡伊野町、事業計画書、図面一式
③長岡郡大豊町東土居、事業計画書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3534 用地管理課 用地対策課 S55

①昭和55年度　事業認定申請書（野地中ノ村
線）野市町
②昭和55年度　事業認定申請書（町道丸山岩
の本線道路改良工事）

①一級町道野地中ノ村線道路改築工事、香美郡野市町、事業計画書、図面一
式
②高岡郡佐川町、事業計画書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3535 用地管理課 用地対策課 S61

①昭和61年度　事業認定申請書　安芸市
②昭和61年度　事業認定申請書　高知学園施
設（中学校運動場）拡張整備工事
③昭和61年度　事業認定申請書　高知市

①安芸市東山森林公園建設工事、安芸市伊尾木、安芸市下山、事業計画書、
図面一式
②高知市福井町、事業計画書、配当金等図面一式
③朝倉曙町公営住宅団地建設事業及びこれに伴う市道朝倉289号拡幅工事、
高知市曙町一丁目地内、事業計画書、公営住宅法等図面一式

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3536 用地管理課 用地対策課 S54S56S57S58

①昭和54年度　裁決申請書　明渡裁決申立書 
二級河川国分川二次支川金谷川改修工事並び
にこれに伴う県道及び市道付替工事　高知県
高知市内
②昭和56年度　裁決申請書　明渡裁決申立書 
二級河川国分川二次支川金谷川改修工事並び
にこれに伴う県道及び市道付替工事　高知県
高知市内
③昭和56～58年度　金谷川収用関係

①事業計画書、高知市北秦泉寺地内、調書一式
②調書、事業計画書、高知市前里地内、図面一式
③高知市愛宕山、交渉記録等

要審査 無 無

R3-A-3537 用地管理課 用地対策課 S56

①昭和56年度　手続開始の申立書　四国地方
建設局
②昭和56年度　事業認定申請書　土佐山田町
③昭和56年度　事業認定申請書　（控）　土
佐山田町

①一級河川仁淀川水系宇治川河川改修工事並びにこれに伴う日本国有鉄道､
土佐電気鉄道及び道路付替工事　吾川郡伊野町、図面一式
②畜産振興施設建設工事及びこれに伴う附帯工事、香美郡土佐山田町北滝
本、事業計画書、図面一式
③畜産振興施設建設工事及びこれに伴う附帯工事、香美郡土佐山田町北滝
本、事業計画書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3538 用地管理課 用地対策課 S56S57S58S59
①昭和56～59年度　土地収用法取得完了届･
通知について（伺）　
②空港事業者の起業に係る図面　その1

①高知空港建設工事、航空保安施設建設工事、これらに伴う附帯工事及び河
川、県道、市道、農業用水路付替工事、一級河川物部川一次支川後川、二次
支川新秋田川改修工事並びに主要県道春野赤岡線改築工事、南国市田村、前
浜、物部、下島、久枝、香美郡吉川村吉原、事業計画書、調書、図面一式
②起業に係る図面一式

要審査 無 無

R3-A-3539 用地管理課 用地対策課 S49S58
①道路管理者の起業に係る図面
②河川管理者の起業に係る図面
③空港事業者の起業に係る図面

①起業地及び事業計画並びに法第4条に規定する土地を表示する図面その他
図面一式（南国市田村、前浜、物部、下島、久枝、香美郡吉川村吉原）
②縦断図、標準断面図、放水口詳細図、漁業権を表示する図面、用地取得状
況図（南国市田村、前浜、物部、下島、久枝、香美郡吉川村吉原）
③標準断面図、用地取得状況図、高知空港公聴会記録（南国市田村、前浜、
物部、下島、久枝、香美郡吉川村吉原）

要審査 無 無

R3-A-3540 用地管理課 用地対策課 S62

①昭和62年度　事業認定申請書　二級河川国
分川改修工事並びにこれに伴う県道後免中島
高知線道路付替工事
②昭和62年度　事業認定申請書　二級河川国
分川改修工事
③昭和62年度　事業認定申請書　主要県道須
崎仁ノ線改築工事

①高知市布師田、図面一式
②二級河川国分川改修工事並びにこれに伴う県道後免中島高知線道路付替工
事、高知市布師田、事業計画書、図面一式
③須崎市大字浦ノ内、事業計画書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3541
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S18S23S28S30S40S41S42S43S44S45S46S47
昭和23～47年度
用地買収調書について（42件）

用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3542 用地砂利課 用地対策課 S46

①昭和46年度　一級河川吉野川水系早明浦ダ
ム建設事業に伴う県道付替工事　明渡裁決申
立書　法第47条の3第1項書類　水資源開発公
団　完結
②昭和46年度　一級河川吉野川水系早明浦ダ
ム建設事業に伴う県道付替工事　完結　裁決
申請書　水資源開発公団　完結

①土佐郡大川村高野
②県道高野新居浜線（土佐郡大川村）、事業計画書、図面一式

要審査 無 無
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R3-A-3543 用地砂利課 用地対策課 S46 昭和46年度　用地買収登記済証（25件）

・図面一式
・国道195号線道路改良工事（香美郡物部村別府地内、物部村大栃、物部村
押谷、物部村仙頭、香北町根須、物部村小浜）
・国道194号線道路改良工事（吾北村下八川、伊野町勝賀瀬）
・加曽谷川荒廃砂防工事（室戸市羽根町）
・東股谷川荒廃砂防工事（東洋町甲浦）
・県道舟津野根線岩戸谷橋々梁架換工事（東洋町野根）
・猫捨谷川荒廃砂防工事（室戸市室戸岬町）
・室戸岬漁港修築工事（室戸市室戸岬）
・県道椎名室戸線道路改良工事（室戸市室津）
・つづら谷川特定砂防工事（東洋町野根）

要審査 無 無

R3-A-3544 用地砂利課 用地対策課 S46
昭和46年度　県道工事の登記済について　
（40件）

・図面一式
・県道広瀬高知線道路改良工事（高知市万々）
・県道小申田旭停車場線工事（土佐郡鏡村草峰、鏡村狩山、鏡村的渕、鏡村
草ノ峠）
・鏡川尾立線都市計画街路事業工事（高知市本宮町、高知市塚ノ原）
・札場大津北馬場線都市計画街路事業工事（高知市高須）
・県道桂浜桟橋通線工事（高知市長浜）
・県道田村高須線道路改良工事（高知市介良、長岡郡介良村）
・県道宍崎平石伊野線道路改良工事（土佐郡土佐山村弘瀬、土佐山村土佐
山、土佐山村桑尾、土佐山村菖蒲、土佐山村梶谷、土佐山東川）
・県道春野赤岡線工事（高知市仁井田）
・県道高知本山線道路改良工事（高知市薊野、高知市北秦泉寺）

要審査 無 無

R3-A-3545
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47
昭和47年度　国有地編入承認について　（5
件）

・幡多郡大方町田野浦、大方町出口、図面一式（2件）
・須崎市浦ノ内東分、須崎市大谷、図面一式（2件）
・春野町弘岡上、図面一式（1件）

要審査 無 無

R3-A-3546
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47S48S49S50

①寄付採納
②③④河川敷地の寄付採納
⑤⑥急傾斜地崩壊対策事業用地の寄付受納
⑦道路用地の寄付受納
⑧道路用地の寄付採納
⑨道路用地の寄付採納
⑩道路敷地の寄付採納
⑪土地の寄付
⑫急傾斜工事用地採納
⑬堤敷地の寄付採納
⑭寄付台帳

①昭和5年度県道大比安芸線道路改良工事（安芸市上尾川地内）
②③④昭和47年度崎山川砂防災害復旧工事（安芸郡北川村柏木地内）
⑤⑥昭和47年度、昭和49年度塩屋崎区域急傾斜地崩壊対策事業（高知市塩屋
崎）
⑦昭和47年度県道桂浜桟橋通線道路改良工事（高知市浦戸）
⑧昭和48年度県道弘瀬高知線道路改良工事（高知市円行寺山ノ崎）
⑨昭和47年度県道具同下ノ加江線道路県単改良工事（中村市森沢）
⑩昭和47年度県道長野久保川線道路改良工事（香美郡香北町根須上川滝）
⑪昭和49年度みませ区域急傾斜地崩壊対策工事（高知市卸畳瀬）
⑫昭和49年度五台山地区急傾斜地崩壊対策事業（高知市五台山）
⑬宇佐漁港海岸保全施設整備事業（土佐市宇佐町）
⑭昭和47～50年度、①～⑬の各所在地

要審査 無 無

R3-A-3547
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47 買収調書及び登記済（31件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3548
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47 用地買収調書及び用地寄付調書
・用地買収調書（31件）
・用地寄付調書（1件）

要審査 無 無

R3-A-3549
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47
昭和47年度　裁決申請書　（正）　明渡裁決
申立書　四国地方建設局　47高収第6号

・一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業及びこれに伴う附帯事業
・吾川郡吾川村、高岡郡仁淀村、愛媛県上浮穴郡柳谷村
・登記簿謄本
・図面一式

要審査 無 無
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R3-A-3550
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S45S46S47
①国有地編入申請に対する承認　（8件）
②土地区画整理事業

①須崎市多ノ郷、須崎市浦ノ内福良、春野町東諸木、幡多郡大方町田野浦、
須崎市浦の内出見、伊野町枝川、高知市行川、高知市唐岩、高知市万々、高
知市中万々
②須崎市西崎土地区画整理組合（須崎市緑町、須崎市西崎町、須崎市妙見
町、須崎市赤崎町）、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3551
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47S48S44S39昭和47年度　用地買収報告書（19件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3552
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S46S47S48
昭和47・48年度　一般国道55号改築工事　室
戸市羽根町収用　裁決申請書及明渡裁決申立
書　46高収第7号47高収第1号

・審理議事録
・和解調書
・物件調書
・昭和47年当時の室戸市羽根町民家の写真あり（4点）
・事業計画書
・図面一式

要審査 無 無

R3-A-3553
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47S48

①裁決手続開始の取消決定書
②裁決申請書並びに明渡裁決申立書　土佐都
市計画道路事業二等大路第3類第2号高岡伊野
線　47高収第15・16号

①土地収用法による裁決の申請から裁決手続開始決定及びその取消決定書に
ついて、土佐市高岡町地内
②審理議事録、裁決書、土佐市高岡町、登記簿謄本、当時の写真あり（8
点）、土地調書、物件調書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3554
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47

①昭和47年度　道路敷地の交換
②昭和47年度　道路敷地の所管換え
③昭和47年度　用地の所管換協議
④～⑥昭和47年度　廃道敷地（市道）の譲与
（3件）
⑦昭和47年度　農道敷地の寄付受納
⑧～⑪農道水路敷地の寄付申請に対する受納
（4件）
⑫昭和46年度　河川敷地の交換

①高岡郡日高村岩目、図面一式
②須崎市原町二丁目、図面一式
③梼原川局部改良工事に伴う協議（幡多郡大正町田野々）、当時の写真（4
点）、図面一式
④須崎市大谷、⑤須崎市下分、⑥高知市宗安寺、各添付図面
⑦高知市朝倉、添付図面
⑧⑨高知市神田、⑩香美郡土佐山田町、⑪南国市田村、各参考図面
⑫高知市一区、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3555
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S46S47
①～⑥登記済証送付
⑦～⑪用地買収
⑫～⑮用地買収調書

①二級河川香宗川中小河川改修工事（香美郡野市町）、②二級河川香宗川一
支烏川河川局部改良工事（香美郡野市町）、③県道川登中村線特殊改良工事
（中村市佐田）、④古津賀川小規模河川改良工事（中村市古津賀）、⑤県道
久保大宮線道路改良工事（香美郡香北町）、⑥山崎川河川災害関連事業工事
（南国市岡豊町）
⑦県道沖津仁井田停車場線道路改良工事（高岡郡窪川町興津）、⑧県道西土
佐松野線県学道路改良工事（幡多郡西土佐村）、⑨橘川荒廃砂防工事（中村
市蕨岡）、⑩県道越知出来地線工事（高岡郡越知町）、⑪県道柳瀬越知線道
路改良工事（高岡郡佐川町）
⑫県道小松高知線道路改良工事（土佐郡鏡村）、⑬⑭⑮国道195号線道路改
良工事（香美郡物部村）
図面一式

要審査 無 無

R3-A-3556
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47 昭和47年度　用地買収調書（36件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3557
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S45S47 昭和47年度　用地買収調書（19件）
国道195号線道路改良工事関連、香美郡香北町、香美郡物部村、吾川郡吾北
村、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3558
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47 昭和47年度　用地買収調書（30件） 室戸市、安芸郡東洋町、土佐清水市、図面一式 要審査 無 無
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R3-A-3559
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47 昭和47年度　用意買収調書（48件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3560
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47

①昭和47年度　一般国道55号改築工事　裁決
申請書　47高収第2号47高収第3号
②昭和47年度　一般国道56号改築工事　裁決
申請書　明渡申立書　47高収第9号47高収第
高収47号第10号

①裁決書、安芸郡奈半利町、図面一式、当時の写真（5点）
② 高知市春野町、裁決書、損害賠償請求事件判決文、当時の写真（2点）、
図面一式

要審査 無 無

R3-A-3561
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47
昭和47年度　公共用財産の用途廃止及びこれ
に伴う引継ぎについて

公共用財産の用途廃止及びこれに伴う引継ぎ文書（25件） 要審査 無 無

R3-A-3562
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47
①登記済証送付について（17件）
②用地買収について（11件）

①笠ノ川川河川災害助成事業工事（設計第1号）用地買収調書、図面一式及
び、登記済証（16件）
②南国市岡豊町、香美郡香北町

要審査 無 無

R3-A-3563
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47 昭和47年度　用地買収報告書（28件） 各用地買収報告書、参考図面 要審査 無 無

R3-A-3564
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47 昭和47年度　用地買収報告書（35件） 各用地買収報告書、図面一式 要審査 無 無

R3-A-3565
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47

①嘆願書　すみよい布師田をつくる会
②昭和47年度　土地収用法適用に反対する署
名簿　布師田地区有権者413名　　昭和
48.1.11　住みよい布師田をつくる会
③昭和47年度　裁決申請・明渡申立書　高知
刑務所新営工事及びこれに伴う附帯工事

①土地収用に対する嘆願書、意見書、陳情書、当時の新聞記事（写し）
②反対する有権者の署名及び捺印された綴
③高知市布師田、南国市岡豊町、物件移転等標準書、弁明書、、議事録、裁
決書、意見書、刑務所配置図、当時の鑑定地写真数点、登記簿謄本、他図面
一式

要審査 無 無

R3-A-3566
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47

①昭和47年度　一般国道55号改築工事　裁決
申請書　建設大臣　47年高収第13・14号
②昭和47年度　裁決申請書　奈半利港改修工
事　高知県　47高収第4号

①安芸郡東洋町地内、議事録、裁決書、土地売買契約書、図面一式、当時の
写真十数点、事業計画書
②安芸郡奈半利町、議事録、和解調書、用地買収調書、土地売買契約書、当
時の写真数点、事業計画書、登記簿謄本、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3567
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S46

①～③昭和46年度　交換道路確認打合わせ調
書　（3件）
④～⑥昭和46年度　交換道路立会調書　（3
件）
⑦～⑨昭和46年度　交換道路確認調書　（3
件）
⑩県道敷地の交換について

①中村市古津賀、②幡多郡佐賀町、③幡多郡大方町、（各土地調書、各位置
図）
④中村市古津賀、⑤幡多郡佐賀町、⑥幡多郡大方町
⑦中村市、⑧幡多郡佐賀町、公図、⑨幡多郡大方町、中村線付替道水交換図
⑩交換道路確認調書（図面一式）、交換道路立会調書（幡多郡大方町下田ノ
口、中村市古津賀）、交換道路確認打合せ調書（幡多郡大方町下田ノ口、中
村市古津賀、位置図）

要審査 無 無

R3-A-3568
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47

①昭和46年度　窪川町呼坂廃道敷払下げ関係
書類
②昭和47年度　国道56号線中村市具同廃道敷
関係書類

①高岡郡窪川町琴平町、県有財産売買契約書、図面一式
②中村市具同、県有財産売買契約書、図面一式

要審査 無 無
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R3-A-3569
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S46S47 用地買収報告（35件）
各用地買収報告書（香美郡土佐山田町、香我美町、夜須町、南国市稲生、南
国市立田）、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3570
用地課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47 昭和47年度　用地買収報告（24件）
各用地買収報告書（香美郡土佐山田町、野市町、香北町、香我美町、物部
村、南国市岡豊町）、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3571
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S48S49

①昭和49年度　横浪有料道路（裁決申請・明
渡申立）
②昭和48年度　県道宇佐須ノ浦須崎線新設工
事（横浪有料道路）及びこれに伴う附帯工事　
裁決申請書　48高収第8号
③昭和48年度　裁決申請書　明渡裁決申立書　
横波有料道路　48高収第5号　48高収第6号

①土佐市宇佐町、登記簿謄本、事業計画書、土地調書、図面一式
②須崎市浦ノ内、議事録、和解調書、当時の写真3点
③須崎市浦ノ内、議事録、和解調書、土地売買契約書、売買契約締結日～移
転登記日時点での工事進捗状況を示す写真、不動産売買契約証書、不動産鑑
定評価書、当時の写真数点、土地調書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3572
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S48

昭和48年度　
①②廃道敷地（旧市道）の譲与について
（伺）（2件）
③秦都市下水路事業について
④都市計画法第32条の規定に基づく開発行為
の同意について
⑤⑥国有地の編入承認について（2件）

①吾川郡伊野町、国有財産譲与契約書、図面一式、②高知市本宮町（国有財
産譲与契約書、図面一式）
③高知市三園町、図面一式
④吾川郡春野町、同意書
⑤高岡郡大野見村、国有地編入承認申請書綴り、図面一式、⑥宿毛市橋上
町、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3573
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S48

昭和48年度　
①～⑤国有地編入への承認について（5件）
⑥⑦土地改良区域への公共用財産を含めるこ
とについての承認について（2件）
⑧廃道敷地の譲与について
⑨水路敷地の譲与取扱いについて
⑩登記承諾書の発行について

①高岡郡大野見村、土地改良事業計画書、図面一式、②須崎市下分、須崎市
坂ノ川、図面一式、③安芸郡安田町、土地改良事業計画概要書、図面一式、
④高知市万々、図面一式、⑤安芸郡北川村、図面一式
⑥須崎市押岡、図面一式、⑦安芸郡安田町、土地改良事業計画概要書、図面
一式
⑧高知市北百石町、国有財産譲与契約書、図面一式
⑨高知市新本町、添付図面
⑩高岡郡梼原町、国有財産譲与契約書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3574 用地砂利課 用地対策課 S45 昭和45年度　用地買収報告（50件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3575 用地砂利課 用地対策課 S45 昭和45年度　用地買収調書（15件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3576 用地砂利課 用地対策課 S45 昭和45年度　用地買収報告（40件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3577 用地砂利課 用地対策課 S45 昭和45年度　用地買収報告（33件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3578 用地砂利課 用地対策課 S45 昭和45年度　用地買収報告（13件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3579 用地砂利課 用地対策課 S45

昭和45年度　
①国有地の編入承認について
②一般海岸の使用許可について
③建設省所管国有財産管理事務について
④河川敷地の交換について（伺）
⑤水路敷地寄付申請に対する受納について
（伺）
⑥土木工事の許可について（伺）
⑦新旧道路敷地の交換契約締結について
（伺）
⑧境界確定について（伺）
⑨普通河川等占使用許可について（伺）
⑩普通河川の占使用許可の処分について
（伺）
⑪廃道敷地の売払処分について（伺）
⑫基本測量、公共測量の実施の公示・終了の
公示について　（15件）
⑬測量士､補試験の実施について（2件）
⑭二等水準点標柱の移転について（2件）
⑮公共測量の実態調査について（依頼・回
答）（2件）
⑯永久標識の設置について（5件）
⑰測量標の移転について（5件）
⑱国費収入債権の発生について（17件）
⑲国有地の引継について（通知）
⑳昭和46年度高知県法定外河川美化対策事業
補助金交付要網

①高知市瀬戸東団地、図面一式
②土佐清水市、図面一式
③回答文書一通
④安芸郡奈半利町、図面一式
⑤高知市宇津野字北谷、用悪水路、図面一式
⑥土佐清水市三崎字爪白地先海面、図面一式
⑦土佐清水市清水、図面一式
⑧高知市桟橋通り6丁目､潮江防汐堤、図面一式
⑨土佐清水市窪津482の2番地先、図面一式
⑩高知市大原町､広場連絡通路橋、図面一式
⑪土佐郡鏡村今井、図面一式
⑫図面一式
⑬管理員心得など
⑭幡多郡十和村、図面一式
⑮依頼書綴り、回答書綴り
⑯南国市、本川村、馬路村、佐川町、土佐山村、高知市
⑰土佐清水市、須崎市、大月町、窪川町、越知町、香北町
⑱通知書
⑲土佐清水市
⑳高知県補助金交付規則全7条

要審査 無 無

R3-A-3580 用地砂利課 用地対策課 S45 昭和45年度　用地買収調書（33件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3581 用地砂利課 用地対策課 S45 昭和45年度　用地買収報告（48件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3582 用地砂利課 用地対策課 S45
昭和45年度　用地買収報告（30件）
登記簿謄本

用地買収調書及び図面一式及び登記簿謄本 要審査 無 無

R3-A-3583 用地砂利課 用地対策課 S45 昭和45年度　用地買収報告（33件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3584 用地砂利課 用地対策課 S46S41S36

①昭和46年度　35年度施行　大坂谷川通常砂
防工事に伴う新旧河川敷地の交換書類　監理
課
②③昭和46年度　廃道敷地（市道）の譲与に
ついて（2件）
④廃川敷地の譲与について
⑤⑥大阪谷川通常砂防工事に係る図面等文書
他

①高岡郡中土佐町
②高知市長浜、③土佐市北地
④図面一式
⑤⑥高岡郡中土佐町、図面一式及び、用地買収調書

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3585 用地砂利課 用地対策課 S46

昭和47年度　早明浦ダム多目的ダム建設事業
及びこれに伴う附帯事業　裁決申請書　明渡
裁決申立書　法第47条の3第1項書類　水資源
開発公団　完結47.1.7

・土佐郡土佐町、長岡郡大豊村、長岡郡本山町、土佐郡大川村
・裁決書
・土地調書、物件調書
・当時の写真
・不動産鑑定評価書
・事業計画書
・図面一式

要審査 無 無

R3-A-3586 用地砂利課 用地対策課 S46

①昭和46年度　用地買収について（報告）　
橋梁拡幅工事
②昭和46年度　用地買収について（報告）　
道路改良工事　（13件）
③昭和46年度　用地買収について（報告）　
橋梁拡巾工事　（2件）
④昭和46年度　用地買収について（報告）　
河川局部改良工事
⑤昭和46年度　用地買収について（報告）　
暁美橋工事
⑥昭和46年度　用地買収について（報告）　
道路災害復旧工事
⑦昭和46年度　用地買収について（報告）　
橋梁架換工事　（4件）
⑧昭和46年度　用地買収について（報告）　
漁港関連道整備事業工事　（2件）
⑨昭和46年度　用地買収について（報告）　
河川災害関連事業工事

用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3587 用地砂利課 用地対策課 S46
昭和46年度　用地買収登記済証　本山土木
（16件）

用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3588 用地砂利課 用地対策課 S46
昭和46年度　用地買収登記済証　高知土木
（45件）

用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3589 用地砂利課 用地対策課 S46
昭和46年度　用意買収登記済証　須崎土木
（20件）

用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無
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識別番号
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作成課
移管元
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作成
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ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3590 用地砂利課 用地対策課 S46

①昭和46年度　用地買収について　国道321
号線道路改良工事　（5件）
②昭和46年度　用地買収について　県道下川
口宗呂線道路改良工事
③昭和46年度　用地買収について　県道足摺
岬窪津清水港線道路改良工事
④昭和46年度　用地買収について　県道足摺
岬窪津清水港線特殊改良工事
⑤昭和46年度　用地買収について　県道足摺
岬窪津清水港線道路災害復旧工事
⑥昭和46年度　用地買収について　清水宿毛
線都市計画街路事業工事
⑦昭和46年度　用地買収について　養老川荒
廃砂防工事（3件）
⑧昭和46年度　用地買収について　奥の谷荒
廃砂防工事（2件）
⑨昭和46年度　用地買収について　谷前川荒
廃砂防工事

用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3591 用地砂利課 用地対策課 S46

①昭和46年度　用地買収について（報告）　
国分川、久万川、大谷川高潮対策工事
②昭和46年度　用地買収について（報告）　
国分川高汐対策工事
③昭和46年度　用地買収について　下田川高
汐対策工事　（9件）
④昭和46年度　用地買収について　舟入川高
汐対策工事

用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3592 用地課 用地対策課 S45S46

①昭和45・46年度　一般国道55号　改築工事　
明渡裁決申立書　裁決申請書　四国地方建設
局　45高収第12号　46高収第8号
②昭和46年度　国道55号　改築工事にかかる
裁決申請事件　高知県収用委員会　46高収第
9号

①室戸市佐喜浜町、和解調書、当時の写真、物件調書、土地調書、事業計画
書、図面一式
②安芸郡安田町、議事録、裁決申請書

要審査 無 無

R3-A-3593 用地課 用地対策課 S46
昭和46年度　早明浦ダム多目的ダム建設事業
及びこれに伴う附帯事業　裁決申請書　水資
源開発公団　46高収第10号

・事業計画書
・土地調書
・登記簿謄本
・図面一式

要審査 無 無

R3-A-3594 用地課 用地対策課 S46
昭和46年度　早明浦ダム（多目的ダム）建設
事業及びこれに伴う附帯事業　明渡裁決申立
書　水資源開発公団　46高収第11号

・議事録
・裁決書
・不動産鑑定評価書
・当時の写真
・図面一式

要審査 無 無

R3-A-3595 用地砂利課 用地対策課 S46
①昭和46年度　用地買収について（42件）
②46年8月20日収用　関係人　刈谷博重　中
村土木事務所（登記済証）

①用地買収調書及び図面一式
②登記嘱託書

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
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作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3596 用地砂利課 用地対策課 S46S47

①昭和46年度　用地買収について　県道大宮
野市線道路改良工事
②昭和46年度　用地買収について　県道土佐
山田野市線戸板島橋橋梁加架換
③④昭和46年度　用地買収について　県道久
保大宮道路線改良工事（2件）
⑤昭和46年度　用地買収について　香宗川一
次支川　市川局部改良工事
⑥昭和47年度　用地買収について　下田川河
川災害関連事業工事
⑦昭和47年度　用地買収について　山崎川砂
防工事

用地買収調書、図面一式
①香美郡野市町
②香美郡野市町
③④香美郡香北町
⑤香美郡野市町
⑥南国市大埇
⑦南国市岡豊町

要審査 無 無

R3-A-3597 用地砂利課 用地対策課 S46

昭和46年度　
①昭和46年度　用地買収報告書　県道春野赤
岡線工事（4件）
②昭和46年度　用地買収報告書　県道宍崎平
石伊野線工事（4件）
③昭和46年度　用地買収報告書　県道桂浜桟
橋通線道路改良工事（2件）
④昭和46年度　用地買収報告書　県道後免中
島高知線工事（2件）
⑤昭和46年度　用地買収報告書　県道仁野高
知線工事
⑥昭和46年度　用地買収報告書　県道仁井田
竹中線
⑦昭和46年度　用地買収報告書　県道桂浜桟
橋通工事
⑧昭和46年度　用地買収報告書　県道弘瀬高
知線工事
⑨昭和46年度　用地買収報告書　鏡川尾立線
⑩昭和46年度　用地買収報告書　行川荒廃砂
防事故

用地買収調書及び各図面一式 要審査 無 無

R3-A-3598 用地砂利課 用地対策課 S46
①～㉟昭和46年度　公共用財産の用途廃止及
びこれに伴う引継ぎについて（35件）
㊱国有財産譲与契約書

①添付図面、添付図面
㊱土佐市北地、参考図面

要審査 無 無

R3-A-3599 用地砂利課 用地対策課 S46 昭和46年度　用地買収について（30件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3600 用地砂利課 用地対策課 S46
昭和46年度　南国土木　宿毛土木
用地買収報告（27件）

用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無
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R3-A-3601 用地砂利課 用地対策課 S46

①昭和46年度　一級河川吉野川水系早明浦ダ
ム建設事業に伴う県道付替工事　裁決申請書　
水資源開発公団
②昭和46年度　一級河川吉野川水系早明浦ダ
ム建設事業に伴う県道付替工事　明渡裁決申
立書　法第47条の3第1項書類　水資源開発公
団

①和解調書、土佐郡大川村、長岡郡本山町吉野、土佐郡土佐村中島、当時の
写真（神社）、事業計画書、土地調書、図面一式
②物件調書、土佐郡大川村、物件移転等標準単価書

要審査 無 無

R3-A-3602 用地砂利課 用地対策課 S45S46

①昭和45年度　国道321号線改良工事裁決事
件
②昭和46年度　一般国道56号改築工事裁決事
件　裁決申請書　四国　46収第3・4号
③明渡裁決申立書など
④裁決書（写）の送付について
⑤土地収用法施行令第5条による公示送達
（依頼）など

①裁決書、中村市津蔵淵、中村市間崎、事業計画書、土地調書、物件調書、
不動産鑑定評価書、当時の写真、図面一式
②幡多郡佐賀町（荷稲、熊井）、事業計画書、土地調書、明渡裁決申立書、
物件調書
③不動産鑑定評価書、事業計画書、裁決申請書、登記嘱託書、物件調書、中
村市津蔵淵、参考図面
④香美郡土佐山田町宮ノ口、裁決書、　補償運用基準額、物件調書
⑤中村市津蔵淵、相続放棄申述受理証明書、登記簿謄本

要審査 無 無

R3-A-3603
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S36S45S46S47S50
①用地買収報告（35件）及び登記済証送付文
書（2件）
②土地登記権利書の引継ぎについて（1件）

①用地買収調書及び参考図面
②幡多郡三原村

要審査 無 無

R3-A-3604 用地砂利課 用地対策課 S46
用地買収報告（20件）及び登記済証送付文書
（1件）

用地買収調書及び図面一式並びに未登記地の処理に伴う用地寄付文書 要審査 無 無

R3-A-3605 用地砂利課 用地対策課 S46 昭和46年度　用地買収報告（31件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3606 用地砂利課 用地対策課 S46
昭和46年度　用地買収契約締結報告　越知土
木（32件）

用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3607 用地砂利課 用地対策課 S46

昭和46年度　窪川土木（43件）
①用地買収について（報告）　荒廃砂防工事　
（7件）
②用地買収について（報告）　道路改良工事　
（31件）
③用地買収について（報告）　橋梁架換工事　
（5件）

用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3608 用地砂利課 用地対策課 S45S46

①国道321号線改築工事（中村市間﨑字木綿
越続山共有林）関係の戸籍　高知県収用委員
会
②昭和45・46年度　裁決申請書　明渡裁決申
立書　45年8.9号　高知県

①戸籍謄本の綴り
②裁決書、不動産鑑定評価書、事業計画書、土地調書、物件調書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3609
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S43S46

用地買収登記完了報告書　
①～③国道194号線道路改良工事（3件）
④県道天﨑高知線特殊改良工事
⑤⑥県道吾川本山線改良工事（2件）
⑦塚地川砂防工事
⑧春野赤岡線特殊改良工事
⑨中小河川波介川改修工事
⑩県道庄田伊野線県単改良工事

用地買収調書、図面一式
①吾川郡伊野町
②吾川郡吾北村
③吾川郡吾北村
⑤吾川郡吾北村
⑥特殊改良工事、吾川郡吾北村
⑦土佐市塚地
⑧吾川郡春野町
⑨土佐市東鴨地
⑩高岡郡日高村

要審査 無 無
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R3-A-3610 用地砂利課 用地対策課 S43S44 須崎土木　登記済証送付書（19件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3611 用地砂利課 用地対策課 S43S44 越知土木　登記済証送付書No.2（24件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3612 用地砂利課 用地対策課 S43

①昭和43年度　用地買収登記済証　室戸土木　
1（11件）
②昭和43年度　用地買収登記済証　安芸土木　
2（12件）

①用地買収調書及び図面一式
②用地買収調書及び図面一式

要審査 無 無

R3-A-3613 用地砂利課 用地対策課 S43S43S45 窪川土木　用地買収登記完了報告書（33件） 用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3614 用地砂利課 用地対策課 S43
昭和43年度　高知土木　用地買収　登記済に
ついて　№1（30件）

用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3615 用地砂利課 用地対策課 S43S44
昭和43年度　用地買収登記について　宿毛土
木（22件）

用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3616 用地砂利課 用地対策課 S43
昭和43年度　用地買収登記済証　土佐清水土
木（15件）

用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3617 用地砂利課 用地対策課 S43
昭和43年度　用地買収登記済証　伊野土木　
№1（35件）

県道・国道等、用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3618 用地砂利課 用地対策課 S43
昭和43年度　用地買収登記済証　伊野土木　
№2（31件）

県道・国道等、用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3619 用地砂利課 用地対策課 S43
昭和43年度　用地買収登記済証　本山土木
（25件）

県道・国道等、用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3620 用地課 用地対策課 S43S44S45

用地買収完了報告書
　昭和43年度
①県道佐賀中土佐線　道路特殊改良工事
②県道吉野床鍋線　道路改良工事
③炎谷川荒廃砂防　工事　
④県道宇和島窪川線　道路改良工事
　昭和44年度
⑤岡本谷川荒廃砂防　工事
⑥県道佐賀中土佐線　道路特殊改良工事
　昭和45年度
⑦県道下郷窪川線　道路改良工事
⑧吉見川局部改良　工事

用地買収調書、図面一式
①高岡郡窪川町
②高岡郡窪川町
③幡多郡十和村
④高岡郡窪川町
⑤幡多郡大正町
⑥高岡郡窪川町
⑦高岡郡窪川町
⑧高岡郡窪川町

要審査 無 無

R3-A-3621 用地砂利課 用地対策課 S44S45

昭和44・45年度　中村土木
①用地買収について（4件）
②登記済証送付について（20件）
③用地買収及び登記済証送付についての紐綴
り（4件）

用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3622 用地砂利課 用地対策課 S44
昭和44年度　用地買収登記済証　越知土木
用地買収についての紐綴り（9件）
用地買収登記について（32件）

用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無
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R3-A-3623 用地砂利課 用地対策課 S44

昭和44年度　
①一般道33号線廃道敷地
②県道下郷久窪川線廃道敷地（2部綴り）
③県道久保大宮線廃道敷地
④国道56号線（仁淀大橋東詰）廃道敷地
⑤2級河川物部川水系物部川廃道敷地

①不動産鑑定評価書、吾川郡吾川村、図面一式
②高岡郡窪川町、図面一式
③香美郡物部村、図面一式
④吾川郡春野村、土地評価書、県有財売買契約書、図面一式
⑤香美郡土佐山田町、県有財産譲与契約書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3624 用地砂利課 用地対策課 S44

昭和44年度　
①新旧河川敷地の交換（伺）
②国道用地と民有地との訂正登記（伺）
③法定外公共用財産の用途変更の追認（伺）
④新旧河川敷地の交換（伺）

①昭和42年度施行二級河川新荘川災害復旧助成工事､須崎市下分、土地評価
書、土地交換契約書、図面一式
②室戸市室戸岬町、参考図面
③高知市南新田町、用途変更許可申請書、図面一式
④昭和39年度施行2級河川安和川災害復旧工事､須崎市安和、土地交換契約
書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3625 用地砂利課 用地対策課 S44

①昭和44年度　用地買収登記完了　安芸土木
（24件）
②昭和44年度　用地買収登記完了　室戸土木
（8件）

①用地買収調書及び図面一式
②用地買収調書及び図面一式（南ヶ谷川荒廃砂防工事、つづら谷川特定砂防
工事、井谷川荒廃砂防工事、県道椎名室戸線道路改良工事、大谷川荒廃砂防
工事、西谷川荒廃砂防工事、赤城谷川局部改良工事、三崎谷川荒廃砂防工
事）

要審査 無 無

R3-A-3626 用地砂利課 用地対策課 S44
昭和44年度　用地買収登記済証　高知土木
（46件）

道路改良工事等、用地買収調書及び図面一式 要審査 無 無

R3-A-3627 用地砂利課 用地対策課 S44

①昭和44年度　用地買収登記済証　伊野土木
（15件）
②昭和44年度　用地買収登記済証　伊野土木
（13件）

①厚紙綴り（十田川砂防工事、横浪伊野線道路改良工事、伊野高岡線都市計
画街路事業工事、県道吾川本山線工事、国道194号線道路改良工事、県道庄
田伊野線工事、県道天崎高知線工事、県道春野赤岡線道路改良工事、塚地川
砂防工事）用地買収調書及び図面一式
②紐綴り（国道194号線道路改良工事、仁淀川第二次川枝川川荒廃砂防工
事、県道春野赤岡線工事、県道谷地日下停車場線橋梁整備工事、奥の谷川荒
廃砂防工事、西津賀最日比原線工事）用地買収調書及び図面一式

要審査 無 無

R3-A-3628 用地砂利課 用地対策課 S44

①昭和44年度　用地買収登記完了（報告）　
宿毛土木（18件）
②昭和44年度　用地買収登記　宿毛土木（8
件）
③昭和44年度　用地買収報告（11件）及び登
記済証（11件）　清水土木（計22件）

①厚紙綴り、宿毛市用地買収調書及び図面一式
②紐綴り（県道沖ノ島線道路改良工事、口大谷川荒廃砂防工事、県道下川口
宗呂宿毛線舟ノ川橋拡幅工事、県道宿毛清水線災害防除対策工事、錦川流末
処理工事、県道柏島二ツ石線県単道路改良工事、県道宿毛清水線橋拡幅工
事）用地買収調書及び図面一式
③バラ（県道宿毛清水線桜浜橋架換工事、県道宿毛清水線道路改良工事、カ
ンキシ川荒廃砂防工事、以布利川局部改良工事、県道足摺岬清水港線県単道
路改良工事、県道足摺岬窪津清水港線特殊（道路）改良工事）用地買収調書
及び図面一式

要審査 無 無

R3-A-3629 用地砂利課 用地対策課 S46

昭和46年度　用地買収報告書　須崎土木
①道路改良工事　（9件）
②橋梁拡幅工事　（6件）
③海岸災害関連工事
④道路災害応急復旧工事　（2件）
⑤河川局部改良工事　（3件）
⑥道路特殊改良工事　（4件）
⑦荒廃砂防工事
⑧河川災害復旧工事
⑨海岸高汐対応工事

用地買収調書及び参考図面
①国道197号線（葉山村（2件）、東津野村（2件））、県道中村吾川土佐線
（東津野村）、県道浦ノ内仏坂多ノ郷停車場線（須崎市（2件））、県道檮
原野村線（檮原町）、県道奈路土佐久礼停車場線（中土佐町）
②県道窪川舟戸線（東津野村）、国道197号線（檮原町（4件）、東津野村）
③東横浪（須崎市浦ノ内）
④県道中村吾川土佐線（檮原町）、県道田野々越知線（檮原町）
⑤上ノ加江川（中土佐町（2件））、坂の川（須崎市）
⑥県道中村東津野線（檮原町）、国道197号線（須崎市、東津野村）、県道
中島宇佐須崎線（須崎市）
⑦萩中川（大野見村）
⑧二級河川桜川（須崎市神田）
⑨横浪（須崎市浦ノ内）

要審査 無 無
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R3-A-3630 用地砂利課 用地対策課 S44

昭和44年度　用地買収報告書　南国土木（11
件）
①道路改良工事（7件）
②道路特殊改良工事（2件）
③中小河川改修工事（2件）

昭和44年度　登記済証送付書　南国土木（14
件）
④道路改良工事（8件）
⑤道路特殊改良工事（3件）
⑥中小河川改修工事（2件）
⑦橋梁架換工事

⑧昭和44年度　用地買収に伴う権限委任につ
いて

用地買収調書及び参考図面
昭和44年度　用地買収報告書　南国土木
①繁藤西町線（土佐山田町）、大宮赤岡線（香我美町）、国道195号線（物
部村（3件）、香北町（2件））
②国道195号線（物部村（2件））
③香宗川（香我美町（2件））

昭和44年度　登記済証送付書　南国土木
④繁藤西町線（土佐山田町（2件））、大宮赤岡線（香我美町）、県道栗山
大津線（南国市）、撫川夜須線（夜須町（2件））、県道奥西川岸本線（香
我美町）、195号線（香北町）
⑤撫川夜須線（夜須町（2件））、大宮赤岡線（香北町）
⑥国分川（土佐山田町）、香宗川（香我美町）
⑦山川野市線（香我美町）

⑧中小河川香宗川改修工事（香我美町）

要審査 無 無

R3-A-3631 用地砂利課 用地対策課 S44

昭和44年度　用地買収報告書　南国土木（16
件）
①道路改良工事（11件）
②道路特殊改良工事（5件）

昭和44年度　登記済証送付文書　南国土木
（7件）
③道路改良工事（4件）
④道路特殊改良工事（2件）
⑤橋梁架換工事

昭和44年度　用地買収報告書　南国土木
①県道栗山大津線（南国市）、県道宍崎平石伊野線（南国市）、県道仁井田
竹中線（南国市）、県道前浜土佐山田線（土佐山田町）、県道繁藤西町線
（土佐山田町）、国道195号線（香北町（5件）、物部町）
②日ノ御子土佐山田線（土佐山田町）、国道195号線（物部村（2件））、県
道撫川夜須線（夜須町）、県道久保大宮線（物部村）

昭和44年度　登記済証送付文書　南国土木
③県道前浜土佐山田線（土佐山田町）、県道栗山大津線（南国市）、県道繁
藤西町線（土佐山田町）、県道前浜土佐山田線（土佐山田町）
④撫川夜須線（夜須町）、県道久保大宮線（物部村）
⑤県道山川野市線香宗川橋（野市町）

要審査 無 無

R3-A-3632 用地砂利課 用地対策課 S44

①昭和44年度　登記済証送付文書　南国土木

昭和44年度　用地買収報告書　南国土木
②道路改良工事（16件）
③特殊改良工事（5件）
④都市計画街路事業工事（3件）
⑤中小河川改修工事（3件）
⑥橋梁架換工事

①中小河川香宗川改修工事（香我美町）

昭和44年度　用地買収報告書　南国土木
用地買収調書及び図面一式
②国道195号線（香北町（6件）、物部町（2件））、県道前浜土佐山田線
（土佐山田町）、県道大宮赤岡線（野市町）、県道竜河洞線（土佐山田町
（2件））、県道大宮野市線（野市町（3件））、県道宍崎平石伊野線（南国
市）
③県道山北岸本停車場線（香我美町（2件））、県道撫川夜須線（夜須
町）、県道大宮赤岡（赤岡町、香北町）
④土佐山田駅前線（土佐山田町（3件））
⑤香宗川（香我美（3件））
⑥県道撫川夜須線国光橋（夜須町）

要審査 無 無

461 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3633 用地砂利課 用地対策課 S44

昭和44年度　用地買収報告書　本山土木（18
件）
①道路改良工事（2件）
②道路特殊改良工事（9件）
③橋梁架換工事
④道路災害防除工事
⑤道路災害復旧工事
⑥荒廃砂防工事（4件）

昭和44年度　登記済証送付文書　南国土木
（15件）
⑦道路改良工事（9件）
⑧道路特殊改良工事
⑨橋梁架換工事（2件）
⑩中小河川改修工事（3件）

用地買収調書及び参考図面
昭和44年度　用地買収報告書　本山土木（厚紙綴り）
①県道吾川本山線（土佐市）、主要地方道本大杉線（本山町）
②県道吾川本山線（土佐市）、県道本川大杉線（土佐市）、県道東祖谷山大
杉停車場線（大豊村）、県道大豊川之江線（大豊村）、県道磯谷本山線（大
豊村）、県道瓜生野吉野線（本山町）、県道東祖谷山大杉停車場線（大豊
村）、県道田井大瀬線（本山町）、県道高野新居浜線（土佐市）
③県道磯谷本山線（大豊村）
④県道元元川大杉線（大川村）
⑤国道194号線（土佐市本山町）
⑥吉野支流八川川（大豊村）、吉野川一次支流地蔵寺川二次支流栃谷川（土
佐町）、タノオカ谷川（大豊村）、笹本谷川（土佐村）

昭和44年度　登記済証送付文書　南国土木（バラ）
⑦県道山北野市線（野市町）、県道繁藤西町線（土佐山田町（2件））、県
道竜河洞線（土佐山田町（3件））、県道浜改田後免線（南国市）、県道奥
西川岸本線（越知町）、県道大宮赤岡線（香我美町）
⑧県道山北野市線（野市町）
⑨県道繁藤西町線入野橋（土佐山田町）、県道稗地中村線地蔵院川橋（香我
美町）
⑩香宗川（香我美町（3件））

要審査 無 無

R3-A-3634 用地砂利課 用地対策課 S44

昭和44年度　用地買収登記済証　須崎土木
（26件）
①道路改良工事（6件）
②道路特殊改良工事（8件）
③荒廃砂防工事（7件）
④橋梁架換工事（2件）
⑤道路災害復旧工事
⑥道路災害応急復旧工事
⑦中小河川改修工事

昭和44年度　用地買収登記済証　須崎土木
①県道田野々越知線（東津野村・仁淀村）、県道宇和島須崎線（須崎市）、
県道下郷窪川線（大野見村（4件））
②県道中平川口線（檮原町）、県道中村東津野線（檮原町）、県道檮原野村
線（檮原町（2件））、県道地芳峠檮原線（檮原町（2件））、県道佐賀中土
佐線（中土佐町（2件））、
③大野川（中土佐町（2件））、依包川（葉山村）、今川内（須崎市）、中
野川（葉山村）、中ノ川川（檮原町）、渡川（東津野村）
④宇和島須崎線（東津野村）、県道檮原野村線（檮原町）
⑤県道田野々越知線（東津野村）
⑥県道奈路土佐久礼停車場線（中土佐町）
⑦長沢川（中土佐町）

要審査 無 無

R3-A-3635
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S44S45

越知土木
①昭和44年度　県道田野々越知線道路改良工
事
②昭和45年度　県道池川久万線道路改良工事
③昭和44年度　県道庄田伊野線道路特殊改良
工事
④昭和45年度　県道越知出来地線道路特殊改
良工事
⑤昭和44年度　県道越知出来地線特殊改良第
1種工事
⑥昭和44年度　県道大渡長者　佐川線長者川
橋橋梁架換工事
⑦昭和44年度　県道越知出来地線橋梁架換工
事

用地買収調書及び参考図面
①仁淀村
②池川町
③佐川町
④越知町
⑤越知町
⑥仁淀村
⑦越知町

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3636 用地砂利課 用地対策課 S44S45

①図面（南国市立田）
②市町村道廃道敷地の譲与について
③公共用財産の用途廃止及びこれに伴う引継
ぎについて
④農道、水路敷地の寄付申請に対する受納な
らびに所有権移転の登記について
⑤廃道敷地（市道）の譲与に関する財務部と
の協議について（伺）
⑥廃道（市道）の敷地の譲与について（協
議）ついて（伺）

①参考図面
②南国市立田、参考図面
③農道（水路）用途廃止申請書（幹線）、南国市、図面一式
④農道及水路敷地寄付申請書、南国市、図面一式
⑤南国市、図面一式
⑥南国市、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3637 用地砂利課 用地対策課 S45

昭和45年度　用地買収登記済証　高知土木
（42件）
①道路改良工事（28件）
②都市計画街路事業工事（11件）
③交通渋滞緩和対策工事（3件）

①県道桂浜桟橋通線（長浜（10件）、瀬戸（3件））／県道春野赤岡線（仁
井田、種崎（2件）、長浜）／県道仁井田竹中線（池）／県道種崎千松公園
線（仁井田）／県道高知本山線（北秦泉寺（3件）、土佐山村、東秦泉寺）
／県道天崎高知線（朝倉）／県道大河内朝倉停車場線（宗安寺）／県道栗山
大津線（介良村（2件））
②札場大津北馬場線（南御座、高須（2件））／鏡川尾立線（塚ノ原（4
件）、本宮（4件））
③県道仁野高知線（朝倉、神田、朝倉・神田）

要審査 無 無

R3-A-3638 用地砂利課 用地対策課 S44S46

①昭和44年度　窪川　（完）（31件）
　ⅰ）道路改良工事（15件）
　ⅱ）道路特殊改良工事（4件）
　ⅲ）荒廃砂防工事（7件）
　ⅳ）局部改良工事
　ⅴ）橋梁架換工事（3件）
　ⅵ）急傾斜地崩壊対策事業工事
昭和44年度　用地買収登記済証　窪川土木
②道路改良工事（3件）
③道路特殊改良工事
④荒廃砂防工事
⑤局部改良工事

①ⅰ）県道宇和島窪川線（窪川町（2件）、十和村（3件）、大正町）／県道
中村東津野線（大正町（2件））／県道上ノ加江窪川線（窪川町）／県道興
津仁井田停車場線（窪川町）／県道佐賀中土佐線（窪川町（4件））／県道
下郷窪川線（窪川町）
①ⅱ）県道中村東津野線（大正町）／県道秋丸佐賀線（窪川町（2件））／
県道興津仁井田停車場線（窪川町）
①ⅲ）岡本谷川（大正町）／桑原川（窪川町（2件））／船頭谷川（窪川
町）／みこの川（窪川町）／柳ノ川（窪川町（2件））
①ⅳ）檮原川（大正町）
①ⅴ）県道下郷窪川線（窪川町）／県道十和吉野線谷本橋（十和村）／県道
作屋影野停車場線灰高橋（窪川町）
①ⅵ）窪川町

②県道打井川佐賀線（大正町）、県道十和吉野線（十和村（2件））
③県道吉野床鍋線（窪川町）
④つるい谷川（十和村）
⑤大鶴津海岸（窪川町）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3639
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S45

昭和45年度　
　
①国有地編入承認について（伺）（吾川郡春
野町東諸木）
②土地収用法第18条第2項第4号の規定に基づ
く意見について（伺）（安芸市大字西浜字上
神田･字下ﾉ内地内）
③国有地編入承認について（伺）（宿毛市）
④土地改良法第5条第5項の規定による国有地
編入承認申請について（伺）（吾川郡春野町
西畑）
⑤高知市瀬戸・瀬戸東団地
⑥国有地の編入承認について（伺）（安芸市
黒鳥）
⑦國有地の編入承認について（伺）（高知市
横内地区）

①図面一式
②意見照会について、図面一式
③図面一式
④図面一式
⑤図面一式
⑥図面一式
⑦図面一式

要審査 無 無

R3-A-3640 用地砂利課 用地対策課 S45

昭和45年度　用地買収報告書　須崎土木（31
件）
①道路改良工事（17件）
②道路特殊改良工事（3件）
③荒廃砂防工事（2件）
④道路災害復旧工事（3件）
⑤小規模河川改修工事
⑥局部改良工事（2件）
⑦橋梁架換工事（2件）
⑧交通安全施設整備事業工事

図面一式
①県道地芳峠梼原線（檮原町（3件））／県道佐賀中土佐線（中土佐町（2
件））／国道197号線（葉山村、檮原町）／県道中島宇佐須崎線（須崎市浦
ノ内）／県道浦ノ内仏坂多ノ郷停車場線（須崎市浦ノ内、大野見村）／県道
中平川口線（檮原町（2件））／県道下郷窪川線（東津野村（2件）、大野見
村（2件））／県道上ノ加江窪川線（中土佐町）
②県道中平川口線（檮原町）／県道地芳峠梼原線（檮原町）／国道197号線
（葉山村）
③今川内（浦ノ内）／萩中川（大野見村）
④県道中村東津野線（檮原町）／県道田野々越知線（東津野村）／県道梼原
野村線（檮原町）
⑤長沢川（中土佐町）
⑥上ノ加江川（中土佐町（2件））
⑦県道下郷窪川線（東津野村岩尾橋、大野見村神母野橋）
⑧国道197号線（葉山村）

要審査 無 無

R3-A-3641 用地砂利課 用地対策課 S44

昭和44年度　用地買収登記済証　須崎土木
（28件）
①道路改良工事（6件）
②道路特殊改良工事
③交通渋滞対策工事（12件）
④荒廃砂防工事（3件）
⑤未処理砂防工事
⑥橋梁架換工事（2件）
⑦交通安全施設整備事業工事
⑧道路災害復旧工事
⑨道路災害応急復旧工事

①県道中島宇佐須崎線（浦ノ内（2件）、東津野村、葉山村）／県道萩中須
崎線（大野見村）／県道田野々越知線（東津野村）
②県道萩中須崎線（須崎市上分）
③県道奈路久礼停車場線（中土佐町、大野見村（2件））／県道上の加江窪
川線（中土佐町）／県道宇和島須崎線（檮原町（2件）、葉山村（2件）、須
崎市上分）／県道下郷窪川線（大野見村（2件））／県道佐賀中土佐（中土
佐町）
④東川川（檮原町（2件））／添谷川（中土佐町）
⑤上百々川流（須崎市上分）
⑥県道宇和島須崎線壁地（東津野村）／県道佐賀中土佐線落合橋（中土佐
町）
⑦神谷橋（葉山村）
⑧県道梼原野村線（檮原町）
⑨県道奈路土佐久礼停車場線（中土佐町）

要審査 無 無

464 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3642 用地砂利課 用地対策課 S45

①昭和45年度　国道55号（室戸市元地内）　
明渡裁決の申立書　四国地方建設局
②昭和45年度　一般国道55号改築工事及びこ
れに伴う市道嵩上工事（室戸市元地内）　裁
決申請書　四国地方建設局
③早明浦発電所新設及び山崎調整池新設工事

①②当時の写真、和解調書、室戸市元、物件調書、事業計画書、土地調書、
図面一式
③山崎調整池新設工事に係る山崎ダム付近の砂金の採掘権の関連文書、裁決
手続開始決定書、事業計画書、権利調書、砂金鉱区評価鑑定書、早明浦発電
所計画概要図、鉱業権を表示する図面、その他図面一式

要審査 無 無

R3-A-3643 用地砂利課 用地対策課 S45

昭和45年度　買収土地調書　越知土木（14
件）
①道路改良工事（2件）
②道路特殊改良工事（6件）
③荒廃砂防工事（3件）
④橋梁架換工事
⑤局部改良工事（2件）

昭和45年度　買収土地調書　須崎土木（18
件）
⑥道路改良工事（3件）
⑦道路特殊改良工事（2件）
⑧荒廃砂防工事（4件）
⑨橋梁架換工事（6件）
⑩道路災害応急工事
⑪道路災害防除工事
⑫道路災害復旧工事

①県道越知出来地線（越知町鎌井田）／県道池川久万線（池川町用居）
②県道越知出来地線（越知町横畠、越知町越知）／県道柳瀬越知線（佐川町
二ツ野）／県道田野々越知線（越知町大平）／舟戸佐川線（佐川町永野）／
県道吾川本山線（吾川村川口）
③仁淀川水系場所ヶ内川（佐川町黒原）／仁淀川水系太郎田川（仁淀村大
植）／仁淀川水系宮ノ谷川（越知町鎌井田）
④県道柳瀬越知線黒岩橋（越知町越知）
⑤一級河川一次支川梅ノ木川（越知町越知（2件））

⑥県道田野々越知線（仁淀村大植）／県道中島宇佐須崎線（須崎市）／国道
197号線（東津野村）
⑦国道197号線（檮原町）／県道吉野床鍋線（大野見村）
⑧奥の谷川（須崎市下分）／坂本谷川（東津野村）／竜王川（檮原町）／川
井谷川（檮原町）
⑨国道197号線（東津野村吉ヶ峠橋、東津野村柿谷橋、東津野村鳥出川橋）
／県道下郷窪川線（大野見）／県道梼原野村線（檮原町長谷橋）／県道浦ノ
内仏坂多ノ郷停車場線（須崎市神田）
⑩県道中村東津野線
⑪県道萩中須崎線（大野見村）
⑫県道田野々越知線道路災害復旧（東津野村)

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3644 用地砂利課 用地対策課 S45

昭和45年度　（42件）
①用地買収について（報告）　道路改良工事　
（19件）
②用地買収について（報告）　橋拡巾工事　
（8件）
③用地買収について（報告）　荒廃砂防工事　
（6件）
④用地買収について（報告）　緊急砂防工事
⑤用地買収について（報告）　特改1種工事
⑥用地買収登記について　　道路災害応急工
事
⑦用地買収について（報告）　道路災害復旧
工事
⑧用地買収登記完了について（報告）　小規
模河川改修工事　
⑨用地買収について　局部改良工事
⑩用地買収について（報告）　砂防特定修繕
工事
⑪用地買収について（報告）　交通安全施設
整備事業
⑫用地買収について（報告）　橋梁架換工事

①県道宮ノ上川北線（安芸市川北（2件））／県道大比安芸線（安芸市尾
川）／国道321号線（宿毛市小筑紫町）／県道宮呂中村線（三原村柚ノ木）
／国道195号線（香北町（6件））／県道具同下の加江線（三原村）／県道下
切小筑紫線（三原村）／県道柏島二ツ石線（大月町（2件））／県道大久保
伊尾木線（安芸市入河内、安芸市安芸ノ川）／畑山栃ノ木線（安芸市畑山）
／県道足摺岬清水港線（土佐清水市足摺岬）
②県道宗呂中村線（三原村佐古川橋、三原村仲畑橋）／県道下切小筑紫線
（小筑紫町轟橋）／県道下長谷実崎線（三原村キワダ橋、三原村下長谷橋）
／県道下ノ加江宿毛線（宿毛市平田町川奥橋）／県道宿毛津島線（宿毛市橋
上町八ヶ森橋、宿毛市橋上町川平橋）
③西谷川（安芸市北川村）／野田川（安田町）／ミサイジ川（宿毛市平田
町）／小谷川（安芸市奈比賀）／野田川（安田町）／びわが谷川（室戸市羽
根町）
④折谷川（安芸市尾川）
⑤県道大比安芸線（安芸市尾川）
⑥県道深浦宿毛線（宿毛市大深浦）
⑦県道羽尾琴ヶ浜線（芸西村）
⑧長谷川（奈半利町、田野町）
⑨以布利川（土佐清水市）
⑩カンシキ川（三原村）
⑪安芸市安田町
⑫国道195号線（物部村）

要審査 無 無

R3-A-3645 用地砂利課 用地対策課 S45

昭和45年度　高知土木　登記済について　
（49件）
①道路改良工事　（39件）
②道路特殊改良工事　（4件）
③都市計画街路事業工事　（5件）
④荒廃砂防工事

①県道仁井田竹中線（仁井田）／県道春野赤岡線（仁井田（3件）、種﨑）
／県道高知本山線（土佐山村（4件）、北秦泉寺（3件）、大河内、鏡村）／
県道弘瀬高知線（円行寺（4件）、万々（2件）、薊野（2件））／県道小申
田旭停車場線（鏡村（5件））／県道田村高須線（介良村（2件））／県道桂
浜桟橋通線（長浜（4件）、瀬戸）／県道種﨑千松公園線（仁井田）／県道
大河内朝倉停車場線（朝倉（2件））／県道栗山大津線（介良村）／県道仁
野高知線（神田）
②県道弘瀬高知線（万々（4件））
③鏡川尾立線（本宮町（2件）、加賀野井、塚ノ原（2件））
④国分川水系大谷川（一宮）

要審査 無 無

R3-A-3646 用地砂利課 用地対策課 S45

昭和45年度　
①県道宿毛清水線廃道敷地　処分調書
②廃道敷地の売払処分（伺）
③登記清書の送付
④国有財産の所管換（通知）
⑤農道の用途変更（伺）
⑥国有財産譲与契約書
⑦国有財産譲与契約書の送付
⑧国有財産譲与契約書
⑨廃道敷地の譲与処分地の字名訂正伺
⑩国有財産譲与契約書
⑪登記済証の送付
⑫新旧河川敷地の交換

①宿毛市小筑紫町、図面一式
②安芸市井の口、図面一式
③吾川郡吾川村、図面一式
④高岡郡越知町越知、図面一式
⑤高知市北端町、図面一式
⑥須崎市吾井郷、図面一式
⑦高知市長浜、図面一式
⑧高岡郡日高村、添付図面
⑨土佐市家俊、参考図面
⑩高知市桟橋通、図面一式
⑪安芸郡安田町、図面一式
⑫室戸市佐喜浜町、二級河川佐喜浜川、土地交換契約書、当時の写真、図面
一式

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3647 用地砂利課 用地対策課 S41

昭和41年度　用地買収登記済証　南国土木
（12件）
①道路改良工事（9件）
②道路特殊改良工事
③荒廃砂防工事
④予防砂防工事

昭和41年度　用地買収登記済証　本山土木
（4件）
⑤道路改良工事
⑥道路特殊改良工事
⑦橋梁架換工事
⑧道路災害復旧工事

昭和41年度　用地買収登記済証　室戸土木
⑨港改修工事

昭和41年度　用地買収登記済証　南国土木
①県道奥西川岸本線（香我美町（3件））／県道後免中島高知線（南国市）
／県道撫川夜須線（夜須町（2件））／国道195号線（物部村）／春野赤岡線
（吉川村）／県道仁井田竹中線（稲生）
②県道宍崎平石伊野線（南国市）
③西谷川（佐喜浜町）
④加曾谷川（羽根町）

昭和41年度　用地買収登記済証　本山土木
⑤県道高知本山線（土佐山村）
⑥国道194号線（本川村）
⑦国道194号線（本川村）
⑧県道大豊村柳瀬（大豊村）

昭和41年度　用地買収登記済証　室戸土木
⑨室津（室戸岬町）

要審査 無 無

R3-A-3648 用地課 用地対策課 S41S42S43S44S45S46

（計38件）
①道路改良工事（19件）
②道路特殊改良工事（5件）
③道路災害防除工事
④橋梁架換工事（3件）
⑤荒廃砂防工事（2件）
⑥中小河川改修工事
⑦高汐対策工事（2件）
⑧都市計画街路事業工事（5件）

①県道桂浜桟橋通線（長浜（3件））／県道吾川本山線（土佐町）／国道195
号線（物部村（2件）、香北町（2件））／県道弘瀬高知線（万々、円行寺）
／国道194号線（吾北村（2件）、本川村）／県道土居五台山線（五台山）／
県道春野赤岡線（吉川村）／主要地方道本川大杉線（大川村）／県道高知本
山線（愛宕町、北秦泉寺）／札場大津北馬場線（高須町）
②県道西谷田野線（田野町）／国道194号線（本川村）／県道磯谷本山線
（本山町）／県道山北岸本停車場線（香我美町）／県道高野新居浜線（大川
村）
③主要地方道本川大杉線（大川村）
④国道194号線（大川村）／寺内橋（安芸市）／主要地方道本川大杉線鏡谷
橋（本川村）
⑤宮ノ谷川（土佐村）／明所谷川（羽根町）
⑥香宗川（香我美町）
⑦下田川（五台山（2件））
⑧県道土佐山田駅前線（土佐山田町）／県道本山三島線（本山町）／鏡川足
立線（本宮町）／山ノ端線（南万々）／札場大津北馬場線（高知市札場）

要審査 無 無

R3-A-3649 用地課 用地対策課 S40S41S42S43S44S45

用地買収登記　越知土木　（14件）
①道路改良工事　（4件）
②道路特殊改良工事　（8件）
③荒廃砂防工事　（2件）

①県道舟戸佐川線（佐川町）／県道大渡長者佐川線（仁淀村）／県道田野々
越知線（越知町）／県道越知出来地線（越知町）
②県道大渡長者佐川線（仁淀村（3件）、佐川町（2件））／県道越知出来地
線（越知町（2件））／県道吾川本山線（吾川村）
③原谷川（佐川町）／仁淀川水系長者川小支流土居川（仁淀村）

要審査 無 無

R3-A-3650
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S41S42

①道路改良工事（4件）
②道路特殊改良工事（3件）
③荒廃砂防工事
④交通安全施設整備工事
⑤国道194号線改良工事　登記済謄本　（伊
野土木出張所）

①国道194号線（伊野町（4件））
②国道194号線（吾北村（2件））／県道天崎高知線（伊野町）
③南ノ谷川（伊野町）
④県道中島宇佐須崎線（土佐市新居）
⑤吾川郡伊野町、謄本一式

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3651 用地砂利課 用地対策課 S42

昭和42年度　用地買収登記済証　窪川土木
①道路改良工事　（8件）
②道路特殊改良工事　（2件）
③道路特定修繕工事　
④橋梁架換工事　（7件）
⑤橋梁拡巾工事　宿毛土木
⑥荒廃砂防工事　（7件）
⑦予防砂防工事　（3件）
⑧河川災害復旧工事

①県道宇和島窪川線（窪川町）／県道佐賀中土佐線（窪川町（2件））／県
道下郷窪川線（窪川町）／県道打井川佐賀線（大正町）／県道中村東津野線
（大正町）／県道十和吉野線（十和村）／県道興津仁井田停車場線（窪川
町）
②県道中村東津野線（大正町（2件））
③県道宇和島窪川線（大正町）
④県道上ノ加江窪川線（窪川町）／県道松原窪川線（窪川町丸山橋、窪川町
ホキヨ谷橋）／県道興津仁井田停車場線（窪川町興津大橋）／県道宇和島窪
川線（大正町下岡橋（2件））／県道志和仁井田線（窪川町ツヅラ谷橋）
⑤県道宿毛津島線（橋上町）
⑥みこの川（窪川町）／瀬里川（大正町）／小豆谷川（窪川町）／西の川
（窪川町）／寺奥川（十和村（2件））／檮原川（大正町）
⑦船頭谷川（窪川町）／コトク谷川（三原村）／御所（ゴショ）の森川（大
正町）
⑧大井川（窪川町）

要審査 無 無

R3-A-3652 用地砂利課 用地対策課 S42

昭和42年度　用地買収登記済証　南国土木
①道路改良工事　（9件）
②道路特殊改良工事　（4件）
③橋梁架換工事　（3件）
④中小河川改修工事

①県道竜河洞線（土佐山田町）／県道繁藤西町線（土佐山田町）／県道久保
大宮線（物部村）／国道195号線（物部村、香北町）／県道久礼田笠ノ川線
（南国市）／県道山北野市線（野市町）／県道撫川夜須線（夜須町）／県道
後免中島高知線（南国市）
②県道小籠領石線（南国市（2件））／県道前浜土佐山田線（神通寺・立
田）／県道繁藤西町線（土佐山田町）
③県道大比安芸線（香我美町）／県道日ノ御子土佐山田線（土佐山田町（2
件））
④国分川（土佐山田町）

要審査 無 無

R3-A-3653 用地砂利課 用地対策課 S42

昭和42年度　高知市、高岡郡、南国市、香美
郡、土佐市、吾川郡、中村市、室戸市、長岡
郡、宿毛市、安芸郡、幡多郡
普通財産引受書　（43件）

・高知市（21件）
・高岡郡（4件）
・南国市（3件）
・香美郡（2件）
・土佐市（3件）
・吾川郡（2件）
・中村市（2件）
・室戸市（2件）
・長岡郡
・宿毛市
・安芸郡
・幡多郡

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3654 用地砂利課 用地対策課 S42

昭和42年度　用地買収登記済証　伊野土木
①道路改良工事　（10件）
②道路特殊改良工事　（7件）
③橋梁架換工事　（4件）
④局部改良工事　（2件）
⑤都市計画街路事業工事　（3件）
⑥道路災害復旧工事　（2件）
⑦荒廃砂防工事

昭和42年度　用地買収登記済証　窪川土木
⑧橋梁架換工事

昭和42年度　用地買収登記済証　伊野土木
①県道家俊岩戸眞幸線（土佐市（2件））／県道思地川口線（伊野町）／県
道谷地日下停車場線（日高村）／西津賀戈日比原線（吾北村）／県道仁ノ高
知線（春野村）／国道194号線（伊野町（3件））／天崎高知線（伊野町）
②県道春野赤岡線（春野村）／県道吾川平山線（吾北村）／国道194号線
（吾北村）／県道家俊岩戸眞幸線（土佐市）／県道吾川本山線（吾北村）／
中島宇佐須崎線（宇佐町）／県道天崎高知線（伊野町）
③県道吾川本山線（吾北村東谷橋（2件）、吾北村）／県道宍崎平石伊野線
（伊野町）
④浅井川（土佐市（2件））
⑤伊野高岡線（高岡町（2件））／土佐市（高岡）
⑥西津賀戈日比原線（吾北村）／県道吾川本山線（吾北村）
⑦井峯川（日高村）

昭和42年度　用地買収登記済証　窪川土木
⑧県道上ノ加江窪川線（窪川町）

要審査 無 無

R3-A-3655 用地砂利課 用地対策課 S42

昭和42年度　用地買収登記済証　高知土木・
須崎土木・土佐清水土木・中村土木・伊野土
木・窪川土木
高知土木
①道路改良工事　（3件）
②道路特殊改良工事
③都市計画街路事業工事　（7件）
④局部改良工事
⑤交通安全施策整備事業工事
⑥緊急砂防工事

窪川土木
⑦道路改良工事　（2件）
⑧道路改良特殊改良工事
⑨道路災害復旧工事

須崎土木
⑩道路改良工事　（2件）
⑪荒廃砂防工事
⑫河川災害助成工事

伊野土木
⑬道路改良工事
⑭道路特殊改良工事
⑮局部改良工事

土佐清水土木
⑯道路改良工事　（2件）
⑰道路特殊改良工事
⑱橋梁整備事業工事

中村土木
⑲砂防工事

高知土木
①県道高知本山線（土佐山村）／県道春野赤岡線（高知市）／仁野高知線
（高知市）
②県道小申田旭停車場線（鏡村）
③県道山ノ端線（西新屋敷（6件））／南御座仁井田線（高知市）
④仁井田海岸堤（高知市）
⑤県道仁野高知線（高知市）
⑥赤井谷川（円行寺）

窪川土木
⑦上ノ加江窪川線（窪川町）／県道宇和島窪川線（窪川町）
⑧県道佐賀中土佐線（窪川町）
⑨県道宇和島窪川線（十和村）

須崎土木
⑩県道佐賀中土佐線（中土佐町）／県道中島宇佐須崎線（須崎市）
⑪竹原川（大野見村）
⑫幹流新荘川（須崎市）

伊野土木
⑬国道194号線（吾北村）
⑭県道吾川本山線（吾北村）
⑮浅井川（土佐市）

土佐清水土木
⑯県道足摺岬公園線（足摺岬、浦尻）
⑰県道清王新田貝の川線（土佐清水市）
⑱県道宿毛清水線（土佐清水市）

中村土木
⑲おも谷川（佐賀町）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3656 用地砂利課 用地対策課 S42S43

昭和42・43年度
①寄付申請　県道庄田伊野線　県道編入のと
きの登記洩れ
②昭和43年度　越知土木　道路敷地の寄付受
納について
③昭和42年度　本山土木　道路敷地の寄付登
記済証送付について
④昭和42年度　南国土木　道路敷地の寄付に
伴う登記について　（2件）
⑤昭和42年度　安芸土木　道路、防汐埋敷地
の寄付受納について（7件）

①高岡郡日高村
②県道吾川本山線道路改良工事、吾川村
③国道194号線橋梁架換工事、本川村
④県道竜河洞線道路改良工事（土佐山田町）、国分川河川敷地（土佐山田
町）
⑤県道大比安芸線道路改良工事（安芸市）／県道土佐五台山線道路改良工事
（高知市）／県道大久保伊尾木線道路補修工事（安芸市（3件））、他2件回
議書及び図面一式

要審査 無 無

R3-A-3657 用地砂利課 用地対策課 S42
昭和42年度　土地買収調書　南国土木
①道路改良工事　（7件）
②中小河川改修工事　（2件）

①国道195号線（香北町（3件）、土佐山田村）／県道山川野市線（香我美
町）／県道日ノ御子土佐山田線（土佐山田町）／県道八幡大津線（南国市）
②香宗川（香我美町）／国分川（南国市）

要審査 無 無

R3-A-3658 用地砂利課 用地対策課 S42

昭和42年度　用地買収登記済証　室戸土木、
安芸土木、土佐清水土木、伊野土木
安芸土木
①道路改良工事　（8件）
②道路特殊改良工事
③荒廃砂防工事　（2件）
④中小河川改修工事
⑤特定砂防工事

室戸土木
⑥港改修　（8件）
⑦道路改良工事　（2件）
⑧小規模河川改修工事
⑨荒廃砂防工事　（4件）
⑩予防砂防工事

土佐清水土木
⑪道路改良工事　（4件）
⑫道路特殊改良工事　（5件）
⑬荒廃砂防工事　（2件）
⑭小規模河川改修工事
⑮街路事業架設工事

伊野土木
⑯道路改良工事

①県道西谷田野線（田野町）／県道大比安芸線（安芸市（3件））／国道55
号線（奈半利町（2件））／県道大久保伊尾木線（安芸市）／県道宮ノ上川
北線（安芸市）
②県道宮ノ上川北線（安芸市）
③幹流安芸川支流東妙見谷川（安芸市）／安芸川支流江の川小支流岩谷川
（安芸市）
④安芸川（安芸市）
⑤安芸川支流曲ヶ谷川（安芸市）

室戸土木
⑥室津（室戸岬（8件））
⑦国道55号線（東洋町）／国道高知徳島線（室戸岬町）
⑧佐喜浜川（佐喜浜町）
⑨宇田奥谷川（佐喜浜町）／大谷川（東洋町）／樋ノ谷川（室戸市）／根丸
谷川（佐喜浜町）
⑩薬師谷川（室戸岬町）
※他、登記簿謄本

土佐清水土木
⑪県道宿毛清水線（土佐清水市）／県道下川口宗呂宿毛線（土佐清水市）／
県道足摺公園線（土佐清水市）／県道清王新田貝ノ川線（土佐清水市）
⑫県道宿毛清水線（土佐清水市）／県道清王新田貝ノ川線（土佐清水市）／
県道足摺公園線（土佐清水市）／県道室津港線（土佐清水市）／県道川口宗
呂宿毛線（土佐清水市）
⑬木ノ辻川（土佐清水市）／音無川（土佐清水市）
⑭益野川（土佐清水市）
⑮清水宿毛線竜串橋（土佐清水市）

伊野土木
⑯国道194号線（吾北村）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3659 用地砂利課 用地対策課 S41S42

昭和41・42年度
用地買収登記済証　須崎土木、宿毛土木、高
知土木
須崎土木
①道路改良工事　（22件）
②橋梁架換工事　（12件）
③荒廃砂防工事　（3件）
④予防砂防工事　（2件）
⑤交通安全施策整備事業　（3件）
⑥その他の工事

宿毛土木
⑦道路改良工事　（4件）
⑧道路特殊改良工事　
⑨橋梁架換工事　（3件）
⑩橋梁拡巾工事
⑪荒廃砂防工事　（2件）
⑫予防砂防工事
⑬特別失業対策砂防工事　（2件）

高知土木
⑭中小河川改修工事　（2件）

①県道中島宇佐須崎線（須崎市（2件））／県道下郷窪川線（東津野村、大
野見村）／県道梼原野村線（梼原町）／県道田野々越知線（東津野村（2
件））／県道地芳峠梼原線（梼原町）／県道浦ノ内仏坂多ノ郷停車場線（須
崎市）／県道萩中須崎線（大野見村）
②県道中村東津野線（東津野村、梼原町）／県道宇和島須崎線（東津野村、
葉山村）／県道下郷窪川線（大野見村（2件））／県道浦ノ内仏坂多ノ郷停
車場線（須崎市（2件））／県道田野々越知線（東津野村（2件））／県道地
芳峠梼原線（梼原町）／県道佐賀中土佐線（中土佐町）
③古戸居川（中土佐町）／中ノ川川（梼原町）／小谷川（東津野村）
④久礼の川（中土佐町）／依包川（須崎市）
⑤国道56号線（須崎市（2件））／県道宇和島須崎線（須崎市）
⑥県道宇和島須崎線橋梁災害復旧工事（梼原町）、大阪谷川通常砂防工事
（中土佐町）、己屋ノ川砂防災害復旧工事（葉山村）、県道下郷窪川線車両
制限令対策工事（東津野村）、幹流新荘川河川災害助成工事（須崎市）、野
見漁港関連道整備事業工事（須崎市）

宿毛土木
⑦県道宿毛津島線（二の宮町）／県道下長実崎線（三原村）／県道下切小筑
紫線（小筑紫町）／県道宿毛清水線（大月町）
⑧県道宿毛津島線（中角町）
⑨県道宿毛津島線（橋上町（2件））／県道橋上平田線（橋上町八ヶ合橋）
⑩県道宿毛津島線（橋上町）
⑪錦谷川（錦町）／カンシキ川（三原村）
⑫国防形川（大月町）
⑬藻津川（藻津町（2件））

高知土木
⑭鏡川（高知市（2件））

要審査 無 無

R3-A-3660 用地砂利課 用地対策課 S42

昭和42年度　用地買収登記済証　中村土木　
①道路改良工事　（10件）
②道路特殊改良工事　（4件）
③小規模河川改修工事　（3件）
④橋梁架換工事　（4件）
⑤砂防工事　（4件）
⑥砂防流路工事

①県道具同下ノ加江線（中村市（2件））／県道昭和中村線（中村市（2
件））／県土西土佐松野線（西土佐村）／県道佐賀中土佐線（佐賀町）／県
道中村東津野線（蕨岡）／県道宗呂中村線（国見）／県道川登中村線（中村
市）／県道宇和島中村線（久保川）
②県道下田ノ口下田線（大方町）／県道川登中村線（佐田）／県道川登有岡
線（中村市）／県道宇和島中村線（川澄）
③田野川川（中村市）／中筋川（荒川）／後川（蕨岡）
④県道川澄有岡線（手洗川）／県道岡本大方線（大方町）／県道西土佐松野
線（西土佐村）／県道中村東津野線（蕨岡）
⑤横瀬川（横瀬）／黒行谷川（大方町）／古津賀川（中村市（2件））
⑥古津賀川（中村市）

要審査 無 無

R3-A-3661 用地砂利課 用地対策課 S41S42

昭和41・42年度
用地買収登記済証　越知土木、須崎土木
①道路改良工事　（15件）
②道路特殊改良工事　（2件）
③荒廃砂防工事　（5件）
④橋梁架換工事　（5件）
⑤小規模河川改修工事
⑥道路災害復旧工事

①越知出来地線（越知町、片岡）／柳瀬越知線（佐川町（2件）、越知町）
／本郷斗賀野停車場線（佐川町（2件））／大渡長者佐川線（仁淀村（2
件））／県道吾川本山線（川口、吾川村、池川町）／池川久万線（池川町）
／須崎佐川線（佐川町）／田野々越知線（仁淀村）
②舟戸佐川線（佐川町）／県道柳瀬越知線（越知町）
③土居川（池川町）／谷ノ内（越知町）／仁淀川支流岩屋川小支流芋生野谷
川（仁淀村）／仁淀川支流土居川小支流宗津川（吾川村）／北川川小支流権
現谷川（吾川村）
④県道田野々越知線（東津野村、越知町（2件）、檮原町）／県道柳瀬越知
線（佐川町）
⑤仁淀川小支流斗賀野川（佐川町）
⑥県道吾川本山線（吾川村）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3662 用地砂利課 用地対策課 S42

昭和42年度　用地買収登記済証　本山土木
①道路特殊改良工事　（5件）
②道路改良用地先行工事　
③道路災害復旧工事
④都市計画街路事業工事　（4件）
⑤橋梁架換工事（6件）
⑥荒廃砂防工事

①国道194号線（本川村（3件））／県道大豊川之江線（大豊村）／県道東祖
谷山大杉停車場線
②県道吾川本山線（土佐村）
③県道磯谷本山線（大豊村）
④県道西条本山線（土佐村）／本山三島線（本山町（3件））
⑤主要地方道本川大杉線（土佐郡）／国道194号線（本川村（3件））／県道
磯谷本山線（本山町（2件））
⑥吉野川支流南小川（大豊村）

要審査 無 無

R3-A-3663 用地砂利課 用地対策課 S42

昭和42年度　用地買収登記済証　高知土木
（鏡川抜き1冊）
①道路改良工事　（12件）
②道路特殊改良工事　（4件）
③都市計画街路事業工事　（7件）
④中小河川改修工事　（7件）
⑤交通安全施策整備事業　（2件）
⑥予防砂防工事

①県道高知本山線（土佐山村）／下田支流介良川小支流宮ノ谷川（介良村）
／県道宍崎平石伊野線（鏡村（6件））／県道仁野高知線（神田、城山町（2
件））／県道春野赤岡線（仁井田）
②県道弘瀬高知線（円行寺）／県道小申田旭停車場線（鏡村（2件））／県
道高知本山線（土佐山村）
③山ノ端線（高知市、西新屋敷町）／南御座仁井田線（高知市（4件）、弥
生町）
④鏡川（高知市(7件））
⑤桂浜桟橋通線（横浜、瀬戸）
⑥幹流国分川支流大谷川（一宮）

要審査 無 無

R3-A-3664 用地砂利課 用地対策課 S23S24S28S33S35S38S39S40

昭和42年度　用地買収について　南国土木
①道路改良工事　（16件）
②中小河川改修工事　（3件）
③災害関連事業工事
④橋梁架換工事

①県道大宮赤岡線（香我美町）／県道山川野市線（香我美町（3件））／県
道竜河洞（土佐山田町）／県道日ノ御子土佐山田線（香北町）／県道仁井田
竹中線（稲生）／国道195号線（物部村）／県道久保大宮線（香北町）／県
道山田槙山線（香美郡）／二級国道高知木頭徳島線（物部村（2件）、夜須
町）／二級国道195号線（物部村）／県道山田龍河洞線（香美郡）／県道西
峯赤岡線（香美郡）
②国分川（南国市（3件））
③舟入川（岡豊町）
④県道久保大宮線（物部村）

要審査 無 無

R3-A-3665 用地砂利課 用地対策課 S42

昭和42年度　用地買収登記済証　伊野土木
①道路改良工事　（25件）
②道路特殊改良工事　（7件）
③橋梁架換工事　（3件）
④特失砂防工事
⑤局部改良工事
⑥交通安全施策整備事業工事
⑦都市計画街路事業工事　（2件）

①国道194号線（伊野町（12件）、吾北村（2件））／県道吾川本山線（吾北
村（2件））／県道伊野高岡線（伊野町）／県道庄田伊野線（日高村（2
件））／県道思地川口線（伊野町）／県道春野赤岡線（春野村）／県道天崎
高知線（伊野町）／県道仁ノ高知線（春野村（2件））／県道家俊岩戸眞幸
線（土佐市）
②県道天崎高知線（伊野町）／県道吾川本山線（吾北村（3件））／兼小津
中島宇佐須崎線（土佐市新居）／国道194号線（伊野町）／県道春野赤岡線
（春野村）
③県道吾川本山線（吾北村（2件））／県道庄田伊野線（日高村）
④奥ノ谷川（伊野町）
⑤浅井川（土佐市）
⑥県道伊野高岡線（伊野町）
⑦県道伊野高岡線（高岡町（2件））

要審査 無 無

R3-A-3666 用地砂利課 用地対策課 S42

昭和42年度　用地買収登記済証　南国土木
①道路改良工事　（12件）
②道路特殊改良工事　（6件）
③橋梁架換工事　（5件）
④中小河川改修工事　（4件）
⑤国道195号線工事

①県道久保大宮線（香北町）／山北野市線（野市町）／国道195号線（香北
町、土佐山田町、物部村）／撫川夜須線（夜須町）／県道八幡大津線（岡豊
町）／県道繁藤西町（土佐山田町）／県道土居五台山線（里改田）／県道日
ノ御子土佐山田線（土佐山田町）／県道後免中島高知線（南国市）／県道大
宮野市線（土佐山田町）
②前浜土佐山田線（南国市）／県道仁井田竹中線（稲生）／県道繁藤西町線
（土佐山田町（2件））／県道小篭領石線（南国市（2件））
③県道奥西川岸本（香我美町）／県道日ノ御子土佐山田線（土佐山田町）／
国道195号線（物部村境谷川、土佐山田町）／県道小篭領石線（南国市）
④香宗川（香我美町（3件））／国分川（南国市）
⑤国道195号線（物部村）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3667 用地砂利課 用地対策課 S42

昭和42年度　用地買収登記済証　高知土木
①道路改良工事　（10件）
②道路特殊改良工事　（4件）
③都市計画街路事業工事　（4件）
④中小河川改修工事　（5件）
⑤局部改良工事
⑥橋梁架換工事
⑦交通安全施策整備事業工事
⑧道路災害応急復旧工事
⑨県道春野赤岡線フェリーボート接岸設備工
事

①県道後免中島高知線（一宮（2件））／県道栗山大津線（介良村）／県道
高知仁ノ線（城山町（2件）、神田（3件））／種﨑千松公園線（仁井田）／
県道桂浜桟橋通線（長浜）
②小申田旭停車場線（鏡村（4件））
③鏡川尾立線（高知市）／山ノ端線（高知市）／南御座仁井田線（丸池町、
東雲町）
④鏡川（東石立町（2件）、築屋敷（3件））
⑤吉野川（東城山町）
⑥大河内朝倉停車場線（高知市）
⑦県道梅ヶ辻朝倉線（高知市）
⑧県道宍崎平石伊野線（鏡村）
⑨高知市種﨑

要審査 無 無

R3-A-3668 用地砂利課 用地対策課 S42

昭和42年度　用地買収登記済証　　室戸1、
南国土木、越知土木、宿毛土木、本山土木
本山土木
①荒廃砂防工事　（5件）
②交通安全施設整備事業工事
③道路特殊改良工事
④道路災害応急工事
⑤都市計画街路事業

宿毛土木
⑥県道下川口宗呂宿毛線道路特殊改良工事
⑦上荒瀬川予防砂防工事

室戸土木
⑧室津港改修　（6件）

南国土木
⑨道路改修工事　（2件）
⑩道路特殊改良工事
⑪小規模河川改修工事

越知土木
⑫道路改良工事　（2件）
⑬橋梁架換工事

本山土木
①奥太田川（大豊村）／伊辺谷川（大豊村）／トベリキ谷川（大豊村（2
件））／南大五川（大豊村）
②県道本川大杉線（本山町）
③県道高野新居浜線（大川村）
④県道大豊川之江線（大豊村
⑤県道本山三島線（本山町）

宿毛土木
⑥小筑紫町
⑦和田町

室戸土木
⑧室戸岬町（6件）

南国土木
⑨県道後免中島高知線（南国市）／県道久保大宮線（香北町）
⑩県道繁藤西町線（土佐山田町）
⑪香宗川（香我美町）

越知土木
⑫大渡長者佐川線（佐川町）／県道田野々越知線（越知町）
⑬県道田野々越知線（仁淀村）

要審査 無 無

R3-A-3669 用地砂利課 用地対策課 S42S43

用地買収について　南国土木
①道路改良工事　（6件）
②道路特殊改良工事　（2件）
③橋梁架換工事　（3件）
④荒廃砂防工事

①県道春野赤岡線（吉川村）／国道195号線（香北町（3件）、香美郡）／県
道仁井田竹中線（稲生）
②県道龍河洞線（土佐山田町）／県道山北野市線（野市町）
③県道久保大宮線（物部村）／県道日ノ御子土佐山田線（土佐山田町）／県
道土佐山田野市線（土佐山田町）
④領石川（亀岩）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3670
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S36S41S42

①昭和36年度　36監第1738号大蔵省所管国有
財産（普通財産）の譲与申請書　道路敷地36
坪96　監理課
②昭和41年度　41監第653号2級河川奥田川特
別失業対策砂防工に伴う新旧河川敷交換、寄
付関係書綴　土木部用地砂利課
③昭和42年度　国有財産の所管換えに伴う財
産受渡証書の送付について（伺）
④昭和41年度　新旧道路敷地の交換登記につ
いて（伺）
⑤昭和41年度　県有財産の所管換えについて
（伺）

①県道田井高知線（高知市愛宕町）、図面一式
②吾川郡伊野町、図面一式
③国道195号線道路改良工事（土佐山田町）、図面一式
④県道種﨑千松公園線道路改良工事（仁井田）、図面一式
⑤山ノ端線都市計画街路事業工事（西新屋敷）、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3671 用地砂利課 用地対策課 S42S43

昭和42・43年度　用地買収調書　南国土木
①道路改良工事　（11件）
②国分川改修工事
③中小河川香宗川改修工事

①県道撫川夜須線（夜須町）／県道土居五台山線（南国市、前浜）／国道
195号線（物部村、香北町（3件））／県道宍崎平石伊野線（奈路、中谷）／
県道久保大宮線（香北町（2件））
②土佐山田町、図面一式
③香我美町、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3672 用地砂利課 用地対策課 S43

昭和43年度　用地買収登記済証　南国土木
①道路改良工事　（9件）
②道路特殊改良工事　（17件）
③中小河川改修工事　（4件）
④橋梁架換工事　（2件）

①国道195号線（香北町（3件））／県道土佐山田野市線（土佐山田町）／県
道八幡大津線（大豊村）／県道久保大宮線（香北町）／県道大比安芸線（物
部村（3件））
②県道撫川夜須線（夜須町（3件））／県道宍崎平石伊野線（亀岩）／県道
新改停車場線（土佐山田町（2件））／県道前浜土佐山田線（南国市、土佐
山田町（2件）、立田）／県道奥西川岸本線（香我美町）／県道久保大宮線
（香北町）／国道195号線（物部村）／県道繁藤西町（土佐山田町）／県道
山北野市線（野市町）／県道仁井田竹中線（稲生）／県道小籠領石線（南国
市）
③香宗川（香我美町（3件））／国分川（南国市）
④八幡大津線（大豊村鉾ヶ内橋）／県道土居五台山線（里改田）

要審査 無 無

R3-A-3673 用地砂利課 用地対策課 S43

昭和43年度　用地買収登記済証　土佐清水土
木
①道路改良工事　（8件）
②道路特殊改良工事　（2件）
③橋梁架換工事　（2件）

①県道中村清水線（大岐（2件）、、清水、下ノ加江）／県道足摺岬窪津清
水港線（以布利（2件）、松尾、窪津）
②県道足摺公園線（浦尻、以布利）
③県道宿毛清水線（片粕）／県道下川口宗呂宿毛線（宗呂）

要審査 無 無

R3-A-3674 用地砂利課 用地対策課 S43

登記済について
①道路改良工事　（27件）
②道路特殊改良工事　（5件）
③都市計画街路事業工事　（11件）
④交通安全施策整備事業工事　（2件）
⑤橋梁架換工事　（2件）
⑥大谷川砂防工事

①県道小申田旭停車場線（鏡村（4件）、塚ノ原）／県道後免中島高知線
（一宮）／県道田村高須線（介良村（4件））／桂浜桟橋通線（横浜）／県
道宍崎平石伊野線（鏡村（2件））／県道高知本山線（土佐山村（2件）、北
秦泉寺（5件）、高川）／県道種﨑千松公園線（仁井田）／県道弘瀬高知線
（円行寺）／県道仁野高知線（石立町、神田（2件））／県道栗山大津線
（介良村）
②小申田旭停車場線（鏡村（2件））／県道宍崎平石伊野線（鏡村、土佐山
村）／県道田村高須線（介良村）
③県道南御座仁井田線（弥生町）／県道山ノ端線（八反町、川添（3件）、
南万々、西新屋敷（3件））／県道長浜線（横浜（2件））
④県道桂浜桟橋通線（横浜（2件））
⑤県道弘瀬高知線（円行寺（2件））
⑥高知市一宮

要審査 無 無
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ファイル名 ファイルの概要
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電子データの
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R3-A-3675 用地砂利課 用地対策課 S43

昭和43年度　中村土木
①道路改良工事　（11件）
②道路特殊改良工事　（2件）
③小規模河川改修工事　（6件）
④橋梁架換工事　（5件）
⑤古津賀川砂防工事
⑥西谷川局部改良工事

①県道佐賀中土佐線（佐賀町）／県道下田ノ口下田線（鍋島、大方町（2
件））／県道宇和島中村線（西土佐村）／県道川登有岡線（手洗川、横瀬）
／県道出口古津賀線（古津賀）／県道秋丸佐賀線（佐賀町）／県道昭和中村
線（古尾）／県道宗呂中村線（国見）
②県道川登中村線（佐田）／県道中村東津野線（安並）
③中筋川（江ノ村）／古津賀川（古津賀（2件））／後川（蕨岡）／井上川
（入田（2件））
④県道宇和島中村線（西土佐村桑の木谷橋、西土佐村津大橋、久保川橋）／
県道薮ヶ市松野線（西土佐村押川橋）／県道川登中村線（三島島の宮橋）
⑤中村市古津賀
⑥中村市江ノ村

要審査 無 無

R3-A-3676 用地砂利課 用地対策課 S43 昭和43年度　農道水路寄付関係書

・県道土居五台山線道路改良工事（南国市前浜）　用地買寄付調書
・県道羽尾琴ヶ浜線道路改良工事（安芸市芸西村）　用地寄付調書
・国道55号線道路改良工事（安芸郡奈半利町）　用地寄付調書
・県道大比安芸線道路改良工事（安芸郡栃ノ水）　用地寄付調書
・中小河川安芸川改修工事（安芸市土居）　用地寄付調書
・県道蟹越繁藤線道路改良工事（香美郡土佐山田町）　用地交換調書
・図面一式

要審査 無 無

R3-A-3677 用地砂利課 用地対策課 S43

①国道33号線大崎改良工事について
②国道32号線大杉改良工事について
③国道56号線楠島改良工事について
④国道56号線須崎・安和改築工事について
⑤県道仁ノ高知線新月橋歩道施設整備工事に
ついて

①吾川郡吾川村大崎、当時の写真、図面一式
②長岡郡大豊村高須、大杉、当時の写真、図面一式
③中村市楠島、当時の写真、図面一式
④須崎市下分、安和、当時の写真、図面一式
⑤高知市石立町、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3678 用地砂利課 用地対策課 S43S44

用地買収について　土佐清水土木
①道路改良工事　（4件）
②道路特殊改良工事　（3件）
③都市計画街路事業　（3件）
④中小河川改修工事
⑤荒廃砂防工事　（2件）
⑥局部改良工事　（2件）
⑦橋梁架換工事

①県道宿毛清水線（加久見（2件））／県道中村清水線（大岐、甫喜屋敷）
②県道足摺岬清水港線（足摺岬）／県道宿毛清水線（貝ノ川）／県道下川口
宗呂宿毛線（宗呂）
③3.5.2足摺岬線（浦尻）／県道清水宿毛線（三崎（2件））
④宗呂川（下川口）
⑤菜畑川（窪津）／木ノ辻川（加久見）
⑥下川口港（片粕）／加久見川（加久見）
⑦県道宿毛清水線（大津）

要審査 無 無

R3-A-3679 用地砂利課 用地対策課 S43

昭和43年度　用地買収登記済証　南国土木
①道路改良工事　（14件）
②道路特殊改良工事　（5件）
③橋梁架換工事　（3件）
④局部改良工事

①県道春野赤岡線（吉川村）／県道土居五台山線（稲生、里改田（2件））
／県道山北岸本停車場線（香我美町）／県道仁井田竹中線（稲生）／県道重
倉笠ノ川線（南国市）／県道久保大宮線（物部村、香北町）／国道195号線
（香北町（2件））／県道小篭領石線（廿枝）／県道大宮赤岡線（野市町）
／県道新改停車場線（土佐山田町）
②県道小篭領石線（廿枝）／県道前浜土佐山田線（南国市、福船）／県道奥
西川岸本線（香我美町）／県道栗山大津線（稲生）
③県道日ノ御子土佐山田線（土佐山田町）／県道土佐山田野市線（土佐山田
町）／県道大宮赤岡線（野市町）
④二級河川香宗川一次支川烏川（野市町）

要審査 無 無
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R3-A-3680 用地砂利課 用地対策課 S43

昭和43年度　用地買収登記済証　越知土木
①道路改良工事　（7件）
②道路特殊改良工事　（2件）
③交通安全施設整備事業工事
④橋梁架換工事　（2件）
⑤仁井田谷川砂防工事
⑥土居川荒廃砂防工事

①県道田野々越知線（越知町）／県道吾川本山線（池川町）／県道大渡長者
佐川線（仁淀村、佐川町）／県道舟戸佐川線（佐川町（（2件））／県道庄
田伊野線（佐川町）
②県道田野々越知線（仁淀村）／県道吾川本山線（吾川村）
③県道越知出来地線（越知町）
④県道庄田伊野線（佐川町）／県道越知出来地線（越知町栗見谷橋）
⑤越知町
⑥仁淀川支流土居川（池川町）

要審査 無 無

R3-A-3681 用地砂利課 用地対策課 S43

昭和4年度　用地買収登記済証　須崎土木 
①道路改良工事（10件）
②橋梁架換工事（4件）
③予防砂防工事
④荒廃砂防工事（4件）
⑤道路整備事業工事（2件）
⑥小規模河川改修工事
⑦局部改良工事

①県道宇和島須崎線（檮原町、東津野村）／県道地芳峠梼原線（檮原町）／
中村東津野線（檮原町）／県道下郷窪川線（大野見村、東津野村（2件））
／県道佐賀中土佐線（中土佐町）／県道浦ノ内仏坂多ノ郷停車場線（浦ノ
内）／県道奈路土佐久礼停車場線（中土佐町）
②県道奈路土佐久礼停車場線（大野見村吉野橋）／県道萩中須崎線（須崎市
山重橋、樽の口橋）／県道田野々越知線（檮原町）
③幹流今川内川（浦ノ内）
④水汲谷川（中土佐町）／上白石川（須崎市）／古戸居川（中土佐町）／小
谷川（東津野村）
⑤野見漁港関連（大谷（2件））
⑥神田川（神田）
⑦坂ノ川川（下分）

要審査 無 無

R3-A-3682 用地砂利課 用地対策課 S43S44

昭和43・44年度　土地買収調書　南国土木
①道路改良工事（7件）
②道路特殊改良工事（7件）
③荒廃砂防工事
④中小河川改修工事（2件）
⑤橋梁架換工事（2件）

①県道土居五台山線（里改田（2件））／国道195号線（物部村中谷川、大豊
村、香北町）／県道春野赤岡線（吉川村）／県道仁井田竹中線（稲生）
②県道撫川須崎線（夜須町（2件））／県道春野赤岡線（吉川村（3件））／
県道大宮赤岡線（赤岡町）／県道日ノ御子土佐山田線（土佐山田町）
③山崎川（大豊村）
④香宗川（香我美町（2件））
⑤県道久保大宮線（物部村）／国道195号線（物部村）

要審査 無 無

R3-A-3683 用地砂利課 用地対策課 S43S44

昭和43・44年度　用地買収について　宿毛土
木
①道路改良工事（3件）
②道路特殊改良工事（2件）
③中小河川改修工事（3件）
④荒廃砂防工事
⑤交通渋滞緩和対策工事
⑥特別失業対策砂防工事

①県道沖ノ島線（沖ノ島町）／県道宿毛清水線（大月町（2件））
②県道柏島二ツ石線（大月町（2件））
③中筋川（平田町（2件）、山奈町）
④中ノ川川（山奈町）
⑤県道柏島二ツ石線（大月町）
⑥ミサイジ川（平田町）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3684 用地課 用地対策課 S43S44S45

昭和45年度　用地買収調書　須崎土木
①道路特殊改良工事（4件）
②荒廃砂防工事

昭和44年度　用地買収調書　須崎土木
③道路改良工事（2件）
④交通安全施設整備事業工事
⑤交通渋滞対策工事（2件）
⑥道路小修繕工事
⑦荒廃砂防工事
⑧小規模河川改修工事

昭和43年度　用地買収調書　須崎土木
⑨県道田野々越知線橋梁架換工事
⑩県道中平川口線道路改良工事

①県道佐賀中土佐線（中土佐町（2件））／県道檮原野村線（檮原町）／県
道萩中須崎線（上分）
②矢井賀川（中土佐町）
③県道浦ノ内仏坂多ノ郷停車場線（浦ノ内）／県道地芳峠檮原線（檮原町）
④県道宇和島須崎線（葉山村）
⑤県道上ノ加江久保川線（中土佐町）／県道佐賀中土佐線（中土佐町）
⑥県道中村東津野線（檮原町）
⑦久万秋川（大野見村）
⑧神田川（神田）
⑨東津野村
⑩檮原町

要審査 無 無

R3-A-3685
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 T12S20S22S23S24S25S26S31S32S34S35S36S38S39S40S43S44S45S46S49

南国土木
①河川改修事業工事、②都市計画街路事業工
事、③河川災害関連事業工事、④災害関連事
業工事、⑤橋梁架換工事
本山土木
⑥道路災害復旧工事（2件）、⑦道路特殊改
良工事、⑧橋梁架換工事、⑨道路改良工事
（7件）、⑩道路2種改良工事、⑪都市計画街
路用地取得工事、⑫都市計画街路工事、⑬道
路特殊改良2種工事（設計特2地第17号）、⑭
砂防災害復旧工事
中村土木
⑮道路改良工事（5件）、⑯小規模河川改良
工事、⑰地盤変動対策工事、⑱車輌制限令対
策工事、⑲道路災害復旧工事、⑳過年度未登
記台帳抹消
安芸土木
㉑過年度未登記台帳抹消、㉒国有財産の譲与
（2件）
室戸土木
㉓道路改良工事　
高知土木
㉔用地寄附、㉕堤防震災復旧工事（3件）、
㉖道路改良工事、㉗過年度の買収用地未登記
処理の登記簿謄本
伊野土木
㉘地盤変動対策事業改良工事

①用地買収、香宗川（香我美町）
②用地買収、県道土佐山田駅前線（土佐山田町）
③用地買収、山崎川（岡豊町）
④用地買収、下田川（大埇甲）
⑤用地買収、県道土佐山田野市線（野市町戸板島橋）
⑥用地買収、国道高知西条線（本川村）／用地買収、国道32号線（大豊村）
⑦用地買収、県道本山大杉線（大豊村）
⑧用地買収、国道194号線（本川村宮ノ谷橋）
⑨用地買収、県道本川大杉線道路改良工事（大豊村）／用地買収、県道吾川
本山線（土佐町）／用地買収、県道田井高知線（土佐村）／用地買収、国道
194号線（本川村）
⑩用地買収、県道本山大杉線（本山町）
⑪用地買収、本山町
⑫用地買収、県道西条本山線（本山町）
⑬用地買収、県道瓜生野吉野線（本山町）
⑭用地買収、椿谷川（大豊村）
⑮用地買収、県道下田ノ口下田線（大方町）／登記済書、県道川登宿毛線
（手洗川）／登記済証、県道川登宿毛線臨時就労（手洗川）／潰地買収、県
道高知中村線（白田川）／登記済書、県道宇和島中村線（西土佐村）
⑯登記済書、井上川（具同）
⑰用地買収、幹流加持川（大方町）
⑱登記済証、県道出口古津賀線（大方町）
⑲用地買収、県道川登中村線（三里）
⑳移転登記が困難な所有権に関するリスト
㉑県道畑山安芸線（畑山）
㉒県道大久保伊尾木線（古井）／県道奈半利東洋線（北川村）
㉓用地買収完了報告、県道椎名室戸線（室戸岬町）
㉔県道梅ヶ辻朝倉線（南河ノ瀬）
㉕登記簿送付・用地買収、幹流新川川（長浜（2件））
㉖所有権移転登記、県道広瀬高知線（中万々）
㉘用地買収、中ノ谷川（伊野町）

要審査 無 無

477 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3686
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S28S29S30S32S33S34S39S40S41

登記済について　高知土木
①道路改良工事　（13件）
②道路特殊改良工事（5件）
③都市計画街路事業（2件）
④中小河川改修工事（3件）
⑤局部改良工事
⑥堤防災害復旧工事
⑦鏡ダム建設工事（2件）

①県道長浜高知線（長浜（3件））／県道大河内朝倉停車場線（高知市（2
件））／国道松山高知線（高知市）／県道稲生大津停車場線（介良村）／国
道33号線（朝倉）／県道種崎浜高知線（種崎）／県道仁西長浜線（長浜）／
田村高須線（介良村）／県道土居五台山線（稲生、五台山）
②県道大河内朝倉停車場線（高知市（3件））／県道宍崎平石伊野線（土佐
山村、鏡村）
③南御座仁井田線（日出町）／札場大津北馬場線（大津村）
④鏡川（鏡川町（3件））
⑤仁井田堤海岸（仁井田）
⑥幹流下田川支流介良川左岸（介良村）
⑦鏡村大利／小申田旭停車場線（鏡村）

要審査 無 無

R3-A-3687 用地砂利課 用地対策課 S37S43

①昭和43年度　新旧河川敷地交換　2級河川
国分川水系舟入川改修工事　長岡郡大津村字
尾目路　43用第366号
②昭和43年度　県道桂浜桟橋通線　土地交換
契約の締結（新旧道路敷地野交換）　入交石
油株式会社　用地砂利課
③昭和37年度　32年度施行　国道松山高知線　
道路改良工事に伴う廃道敷地交換書類　
37.11.37監第2146号　監理課
④昭和43年度　国有財産（土地）の譲与につ
いて

①長岡郡大津村、図面一式
②高知市港町、図面一式
③高知市朝倉、
④幡多郡十和村

要審査 無 無

R3-A-3688 用地砂利課 用地対策課 S39S40

昭和39～40年度　買収土地調書　清水土木
①道路改良工事（7件）
②道路特殊改良工事（4件）
③車両制限令対策工事（16件）
④都市計画街路事業工事（2件）
⑤荒廃砂防工事（2件）
⑥局部改良工事
⑦地盤変動対策工事
⑧道路災害応急工事

①県道宿毛清水線（下川口、土佐清水市（2件）、加久見）／県道下川口中
村線（清水）／県道中村清水線（下ノ加江、清水）
②県道中村清水線（下ノ加江）／県道宿毛清水線（加久見、土佐清水市、大
津）
③県道下ノ加江宿毛線（土佐清水市、下ノ加江）／県道宿毛清水線（大津、
土佐清水市（2件）、下益野、三崎）／県道中村清水線（下ノ加江、久
百々）／県道足摺公園線（清水、大浜、窪津（2件））／県道下川口宗呂宿
毛線（宗呂（2件）、下川口）／
④県道足摺岬線（土佐清水市）／1等小路6号足摺岬線都市計画街路事業工事
（緑ヶ丘）
⑤立石川（立石）／幹流宗呂川支流木ノ辻（下川口）
⑥益野川小規模河立河川（下益野）
⑦加久見川（土佐清水市）
⑧県道宿毛市清水線（貝の皮）

要審査 無 無

R3-A-3689 用地課 用地対策課 S43S44S45

①道路改良工事（8件）
②道路特殊改良工事（8件）
③荒廃砂防工事（2件）
④橋梁架換工事
⑤橋梁拡巾工事
⑥河川改良工事（2件）
⑦局部改良工事
⑧急傾斜地崩壊対策工事
⑨県道足摺岬窪津清水港線工事

①県道宇和島窪川線（西土佐村）／県道柳瀬越知線（日高村）／県道奥の谷
日比原線（吾北村（2件））／県道春野赤岡線（春野町）／県道川登中村線
（佐田）／県道大用大方線（大方町）／県道下郷窪川線（窪川町）
②県道春野赤岡線（春野町）／県道秋丸佐賀線（窪川町）／県道川登有岡線
（中村市（2件））／県道吾川本山線（吾北村）／県道伊野高岡線（伊野
町）／県道中村東津野線（大正町）／県道川登中村線（佐田）
③銅山谷川（大方町）／幹流寺奥川（十和村）
④県道宇和島中村線（西土佐村津大橋（2件））／月見橋（大方町）
⑤県道下ノ加江宿毛線（三原村三原橋）
⑥萩谷川（宇佐町）／古津賀川（中村市）
⑦池田川（具同）
⑧田ノ浦地区（大方町）
⑨土佐清水市以布利

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3690 用地砂利課 用地対策課 S33S36S39S41S42S43

①道路改良工事（4件）
②道路特殊改良工事（3件）
③橋梁架換工事
④中小河川改修工事
⑤車両制限令対策工事（2件）
⑥待避所新設工事

①国道195号線（物部村（3件）、香北町）
②国道195号線（物部村）／県道幹流下郷窪川線（窪川町）／県道宇和島窪
川線（十和村）
③県道中村東津野線（大正町）
④香宗川（香我美町）
⑤県道興津仁井田停車場線（窪川町）／県道志和仁井田線・県道上ノ加江窪
川線（窪川町）
⑥県道松原窪川線（窪川町）

要審査 無 無

R3-A-3691 用地砂利課 用地対策課 S37 昭和37年度　第2類　国有土地　用地砂利課

・二級国道松山高知線道路改良工事（土佐市市野々、北地、幡多郡大方町）
・二級国道197号線道路改良工事（土佐市市野々）
・二級国道高知徳島線道路改良（香美郡香我美町）
・当時の写真
・図面一式
・二級国道高知木頭徳島線道路改良工事（香美郡物部村）
・幹流仁淀川支流日下川地盤変動対策事業工事
・二級国道高知徳島線局部改良工事（室戸市室戸岬町）
・安芸郡奈半利町都市計画街路事業工事
・高知市地内都市計画街路事業工事（万々）
・仁淀大橋架換工事（吾川郡春野村）

要審査 無 無

R3-A-3692 用地課 用地対策課 S39S40S41S42S43S44S45S46

用地買収　須崎土木
①道路改良工事（3件）
②道路特殊改良工事
③車両制限令対策工事（10件）
④河川災害助成工事
⑤中平橋橋梁下部工工事
⑥萩中須崎線落合橋下部工取付工事
⑦特殊緊急砂防工事

①県道宇和島須崎線（東津野村）／県道田野々越知線（東津野村）／県道佐
賀中土佐線（中土佐町）
②県道中島宇佐須崎線（須崎市）
③県道下郷中村線（東津野村（2件）、檮原村）／県道宇和島須崎線（葉山
村（2件）、上分、須崎市）／県道中島宇佐須崎線（須崎市（3件））
④幹流新荘川（須崎市）
⑤高岡郡檮原村
⑥須崎市上分
⑦大畑谷川（東津野村）

要審査 無 無

R3-A-3693 用地砂利課 用地対策課 S39

昭和39年度　用地買収登記済証　土佐清水、
宿毛土木、中村土木、窪川土木、須崎土木
①道路改良工事（7件）
②道路特殊改良工事（3件）
③車両制限令対策工事（2件）
④茶屋堂川砂防工事
⑤谷ノ内川特殊緊急砂防工事
⑥相の沢川河川災害復旧工事
⑦久礼港改修工事

①県道宇和島須崎線（葉山村（2件）、檮原村、押岡（2件）、上分、窪川
町）
②県道中村清水線（大岐）／県道宇和島窪川線（大方町、窪川町）
③県道中島宇佐須崎線（浦ノ内）／県道佐賀中土佐線（中土佐町）
④宿毛市平田町
⑤高岡郡東津野村
⑥中村市具同
⑦高岡郡中土佐町

要審査 無 無

R3-A-3694
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S40S41S42S44S45

①道路改良工事（4件）
②清水越線都市計画街路工事
③県道宗呂中村線車両制限令対策工事
④土地所有権移転登記
⑤登記不能理由書（2件）

①一般道路321号線（下ノ加江（2件））／県道中村清水線（土佐清水市（2
件））
②土佐清水市
③土佐清水市有永
④県道足摺公園線内の附属用地（土佐清水市足摺岬）
⑤県道下川口宗呂宿毛線特殊改良工事／坂井橋架換工事

要審査 無 無

R3-A-3695 用地砂利課 用地対策課 S40
昭和40年度　用地買収登記済証　南国土木
①道路改良工事（9件）

①県道山川野市線（香我美町（2件））／県道大比安芸線（物部村）／県道
撫川夜須線（夜須町）／県道稗地中村線（香我美町、野市町）／県道末清夜
須線（夜須町）／県道春野赤岡線（吉川村）／県道奥西川岸本線（香我美
町）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3696
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S40S41
用地買収　越知土木
①道路改良工事（11件）
②道路特殊改良工事（3件）

①県道大渡長者佐川線（佐川町（2件）、仁淀村）／県道柳瀬越知線（佐川
町）／県道越知出来地線（越知町（2件））／県道田野々越知線（越知町、
仁淀村）／県道吾川本山線（池川町（3件））
②県道田野々越知線（仁淀村、越知町）／県道越知出来地線（越知町）

要審査 無 無

R3-A-3697
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S33S35S38S39S40

①道路改良工事（8件）
②橋梁改修工事（2件）
③行森橋下部工橋梁架換工事
④県道斗賀野停車場線地盤変動対策工事
⑤県道岩目地西佐川停車場線工事
⑥県道越知伊野線簡易待避所新設工事

①県道池川久万線（池川町（3件））／県道池川小田線国鉄（池川町）／県
道吾川本山線（池川町（2件））／庄田伊野線（佐川町）／県道舟戸佐川線
（佐川町）
②県道池川久万線（池川町（2件））
③高岡郡仁淀村
④高岡郡佐川町
⑤高岡郡佐川町
⑥高岡郡佐川町・越知町

要審査 無 無

R3-A-3698 用地砂利課 用地対策課 S37S38S49

①昭和37～38年度　用地買収登記済証　伊野
土木、本山土木
②昭和38年度　用地買収登記済証　南国土
木、越知土木、窪川土木

用地買収
南国土木
①道路改良工事
②県道繁藤西町線道路改良工事

伊野土木
③道路改良工事（7件）
④県道中島宇佐須崎線道路特殊改良工事
⑤伊野町波川河川災害復旧工事
⑥宇治川地盤変動工事

越知土木
⑦県道池川久万線道路改良工事

窪川土木
⑧県道宇和島窪川線道路特殊改良工事

本山土木
⑨道路災害復旧工事（2件）

①香美郡物部村
②香美郡土佐山田町
③県道吾川本山線（吾北村）／国道松山高知線（土佐郡北地、家俊、東鴨
地）／県道家俊岩戸眞幸線（土佐市波介）／国道56号線（土佐郡西鴨地）／
国道高知西条線（伊野町）
④土佐市
⑤伊野町波川
⑥伊野町八田
⑦池川町
⑧高岡郡窪川町・幡多郡大正町・十和村
⑨国道高知西条線（本川町桑瀬、土佐郡本川村）

要審査 無 無

R3-A-3699 用地砂利課 用地対策課 S40
昭和40年度　用地買収登記済証　南国土木
道路改良工事（8件）

・県道奥西川岸本線（香我美町（2件））
・県道撫川夜須線（夜須町、香我美町）
・県道末清夜須線（夜須町（2件））
・県道山川野市線（香我美町）
・県道稗地中村線（香我美町）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3700 用地砂利課 用地対策課 S40

昭和40年度　用地買収登記済証　宿毛土木、
越知土木、高知土木、安芸土木
①道路改良工事（13件）
②道路特殊改良工事（3件）
③県道大比安芸線車両制限令対策工事
④南御座仁井田線都市計画街路事業工事（2
件）
⑤帯谷川改修工事

①大比安芸線（井ノ口）／西谷田野線（北川）／札場大津北馬場線（大津村
（2件））／高知本山線（土佐山村）／県道宿毛清水線（小筑紫）／県道宿
毛津島線（橋上町（2件））／県道札場二ツ石線（大月町）／県道西谷田野
線（田野町）／県道柏島二ツ石線（大月町）／県道柳瀬越知線（佐川町）／
本郷斗賀野停車場線（佐川町）
②県道宍崎平石伊野線（鏡村）／県道大河内朝倉停車場線（鏡村）／県道柳
瀬越知線（佐川町）
③安芸市井ノ口
④弥生町、日ノ出町（2件）
⑤安芸市僧津

要審査 無 無

R3-A-3701 用地砂利課 用地対策課 S40

昭和40年度　用地買収登記済証　須崎土木、
伊野土木、高知土木
伊野土木
①国道194号線道路改良工事
②道路特殊改良工事（2件）
③中小河川波介川改修工事
④車両制限令対策工事（2件）

須崎土木
⑤県道中村東津野線道路改良工事
⑥道路特殊改良工事（3件）
⑦県道田野々越知線橋梁災害復旧工事

高知土木
⑧県道小河内朝倉停車場線工事
⑨南御座仁井田線都市計画街路事業工事

①伊野町勝賀瀬
②県道吾川本山線（吾北村）／国道194号線（吾北村）
③土佐市蓮池
④県道春野赤岡線（宇佐町）／中口川災害関連事業工事（宇佐町）
⑤高岡郡梼原村
⑥県道中平川口線（梼原村（3件））
⑦高岡郡東津野村
⑧高知市
⑨高知市東雲町

要審査 無 無

R3-A-3702 用地砂利課 用地対策課 S40

安芸土木
②県道大比安芸線道路改良工事
③改修工事（2件）
④中ノ谷川荒廃砂防工事

南国土木
⑤道路改良工事（5件）
⑥国道195号線道路特殊改良工事

①長岡郡大豊村
②安芸市栃ノ木
③安芸川（東浜）／長谷川（奈半利町）
④安芸市井ノ口
⑤県道大宮野市線（香北町）／県道大宮赤岡線（香我美町（2件）、香北
町）／県道日ノ御子土佐山田線（香北町）
⑥香美郡物部村

要審査 無 無

R3-A-3703 用地砂利課 用地対策課 S40
昭和40年度　土地買収調書　南国土木
道路改良工事（12件）

・県道大比安芸線（物部村）
・県道久保大宮線（物部村（2件）、香北町）
・県道山川野市線（香我美町）
・撫川夜須線（夜須町）
・県道末清夜須線（夜須町）
・国道195号線（土佐山田町（2件））
・県道撫川夜須線（夜須町）
・県道大宮赤岡線（香我美町）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3704 用地砂利課 用地対策課 S35S36S37S38S39S40S41S4243

用地買収登記済証　越知土木、土佐清水土木
土佐清水土木
①道路改良工事（5件）
②道路特殊改良工事（2件）
③車両制限令対策工事（3件）
④県道田野々越知線橋梁可換工事
⑤加久見川地盤変動対策工事

越知土木
⑥道路改良工事（7件）
⑦道路特殊改良工事（2件）
⑧原谷川荒廃砂防工事
⑨竹谷川緊急砂防工事
⑩宮ノ谷川予防砂防工事

①県道中村清水線（下ノ加江、以布利（2件））／県道下ノ加江宿毛線（上
久保）／県道清王新田貝ノ川線（貝ノ川）
②道路宿毛清水線（土佐清水市）／県道下ノ加江宿毛線（下ノ加江）
③県道足摺公園線（窪津、大浜町）、中村清水線線（下ノ加江）
④高岡郡仁淀村
⑤土佐清水市加久見
⑥県道庄田伊野線（佐川町）／県道吾川本山線（池川町、吾川村）／県道大
渡長者佐川線（仁淀村）／県道池川久万線（池川町）／県道柳瀬越知線（佐
川町）／県道越知出来地線（越知町）
⑦県道池川久万線（池川町）／県道大渡長者佐川線（佐川町）
⑧高岡郡佐川町
⑨高岡郡仁淀村
⑩高岡郡越知町

要審査 無 無

R3-A-3705
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S40
昭和40年度　用地買収　伊野土木
①道路改良工事（5件）
②車両制限令対策工事（2件）

①国道194号線（伊野町（3件））／国道56号線（高岡町）／高知西条線（伊
野町）
②吾川本山線（吾北村）／県道西津賀戈日比原線（吾北村）

要審査 無 無

R3-A-3706 用地砂利課 用地対策課 S40
①昭和40年度　国道56号（土佐市家俊）改良
工事
②昭和40年度　国道55号（赤岡）改良工事

①土地収用裁決申請書、和解調書、物件調書、当時の写真、競売手続停止仮
処分申請書、参考図面
②土地収用裁決申請に伴う意見書、鑑定書、裁決書、見積書、参考図面

要審査 無 無

R3-A-3707 用地砂利課 用地対策課 S41

昭和41年度　用地買収登記済証　土佐清水土
木、宿毛土木、中村土木、窪川土木
①道路改良工事（9件）
②道路特殊改良工事（4件）
③車両制限令対策工事（8件）
④荒廃砂防工事（6件）
⑤轟ヶ谷川緊急砂防工事
⑥藻津川特失砂防工事
⑦古津賀川砂防工事
⑧橋梁架換工事（5件）
⑨清水宿毛線街路事業竜串橋架設工事
⑩河川局部改良工事（2件）
⑪井上川改良工事
⑫中小河川宗呂川改修工事
⑬県道作屋影野停車場線窪川町笹越道路災害
復旧工事

①県道下郷窪川線（窪川町）／志和仁井田線（窪川町）／県道上の加江窪川
線（窪川町（2件））／川登有岡線（手洗川）／県道山路中村線（不破）／
県道宿毛津島線（橋上町）／県道柏島二ツ石線（大月町）／県道深浦宿毛線
（藻津）
②県道中村東津野線（大正町）／県道宇和島窪川線（大正町）／県道足摺公
園線（窪津）／県道下川口宗呂宿毛線（小筑紫町）
③県道宿毛清水線（大月町）／県道下の加江宿毛線（三原村（3件））／県
道下長谷実崎線（三原村（3件））／県道宇和島中村線（鵜ノ江）
④藻津川（藻津）／幹川渡川支川久保川川十和村大道（十和村）／梼原川
（大正町）／上秋丸川（窪川町）／大正町中津川（大正町）／宮ノ川川（三
原村）
⑤高岡郡窪川町
⑥宿毛市藻津
⑦中村市古津賀
⑧県道興津仁井田線（窪川町（2件））／県道下川口宗呂宿毛線（小筑紫
町）／県道柏島二ツ石線（大月町）／県道志和仁井田線（窪川町）
⑨土佐清水市三崎
⑩幹流松田川筋（宿毛市）／梼原川（大正町）
⑪中村市具同
⑫土佐清水市下川口
⑬高岡郡窪川町

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3708 用地砂利課 用地対策課 S41

昭和41年度　用地買収登記済証　安芸土木、
越知土木
①道路改良工事（4件）
②道路特殊改良工事（9件）
③県道西谷田野線道路工事
④県道田野々越知線道路災害復旧工事
⑤車両制限令対策工事（3件）
⑥砂防工事（3件）
⑦荒廃砂防工事（2件）
⑧瓜生野谷砂防災害復旧工事
⑨長谷川改修工事
⑩奈半利港改修工事
⑪県道吾川本山線県単橋梁架換工事

①本郷斗賀野停車場線（佐川町）／県道庄田伊野線（佐川町）／県道池川久
万線（池川町）／県道宮ノ上川北線（川北）
②県道大比安芸線（尾川）／県道田野々越知線（越知町）／越知出来地線
（越知町）／県道池川久万線（池川町（2件））／県道大渡長者佐川線（仁
淀村、佐川町）／県道西谷田野線（田野町（2件））
③安芸郡田野町
④高岡郡越知町
⑤県道羽尾琴ヶ浜線（芸西村）／県道宮ノ上川北線（川北）／県道大渡長者
佐川線（佐川町）
⑥宗ノ上川（北川村）／中谷川（井ノ口）／赤野川（芸西村）
⑦赤野川支流メサイ川（芸西村）／下の谷川（越知町）
⑧吾川郡池川町
⑨安芸郡奈半利町
⑩安芸郡奈半利町
⑪吾川郡池川町

要審査 無 無

R3-A-3709 用地砂利課 用地対策課 S41S42

昭和41・42年度　
用地買収登記済証　須崎土木
①道路改良工事
②県道中村東津野線道路特殊改良工事
③車両制限令対策工事
④久礼港改修工事
⑤中土佐町元川橋⑥特殊緊急砂防工事
⑦野見漁港関連道路整備工事
⑧金剛川砂防災害復旧工事
⑨幹流渡川支流梼原川小規模改修工事
⑩県道浦ノ内仏坂多ノ郷停車場線工事
⑪道路中島宇佐須崎線道路災害復旧工事

用地買収登記済証　越知土木
⑫県道吾川本山線道路改良工事
⑬田野々越知線道路特殊改良工事
⑭荒廃砂防工事
⑮仁淀川支流中津川斧谷川予防砂防工事
⑯県道池川久万線（県単）橋梁架換工事
⑰斗賀野川小規模河川改修工事
⑱田野々越知線道路災害復旧工事

①県道田野々越知線（東津野村）／県道中村東津野線（梼原村）／県道宇和
島須崎線（梼原村）／県道下郷窪川線（大野見村）／県道中村東津野線（檮
原町（2件））
②高岡郡東津野村
③県道下郷窪川線（東津野村（2件））／県道中村東津野線（檮原村）／奈
路久礼停車場線（大野見村）／県道中平川口線（檮原村）
④高岡郡中土佐町
⑤県道中土佐町橋梁架換工事（中土佐町）
⑥金剛川（葉山村）／大畑谷川（東津野村）
⑦須崎市多ノ郷
⑧高岡郡葉山村
⑨高岡郡檮原町
⑩須崎市神田
⑪須崎市

⑫吾川郡吾川村
⑬高岡郡越知町
⑭土居川（池川町）／北川川（吾川村）
⑮吾川郡吾川村
⑯吾川郡池川町（2件）
⑰高岡郡佐川町
⑱高岡郡仁淀村

要審査 無 無

R3-A-3710 用地課 用地対策課 S40S41

登記済証送付について　須崎土木
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③車両制限令対策工事
④幹流久礼川支流指川川荒廃砂防工事
⑤幹流新総曲輪河川災害助成工事

①県道佐賀中土佐線（中土佐町（2件））／県道田野々越知線（東津野村（2
件））／県道中村東津野線（檮原町）／県道中村東津野線（梼原村）
②県道地芳峠梼原線（梼原村）／県道田野々越知線（梼原村）／県道中平川
口線（梼原村（2件））／県道梼原野村線（梼原村（4件））
③県道中村東津野線（高岡郡）／県道下郷窪川線（大野見村）／県道梼原野
村線（梼原村）／県道佐賀中土佐線（中土佐町）
④高岡郡中土佐町
⑤須崎市下分

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3711
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S40S41

用地買収について　伊野土木
①昭和40年度　国道194号線道路改良工事
②昭和40年度　県道中島宇佐須崎線特殊工事
③昭和41年度　県道吾川本山線特殊改良工事
（2件）
④昭和41年度　県道家俊岩戸眞幸線工事（2
件）
⑤昭和41年度　県道庄田伊野線車制対策工事
（3件）
⑥昭和40年度　県道仁ノ高知線車制工事
⑦昭和41年度　浅井川局部改良工事

①吾川郡伊野町
②土佐市新居
③吾川郡吾北村（2件）
④土佐市蓮池（2件）
⑤高岡郡日高村（3件）
⑥吾川郡春野村
⑦土佐市岩戸

要審査 無 無

R3-A-3712 用地砂利課 用地対策課 S40S41S43

昭和40・41・43年度　用地買収登記済証　須
崎土木
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③国道56号線道路災害応急工事
④国道56号線道路災害復旧工事
⑤荒廃砂防工事
⑥保井川橋橋梁架換工事
⑦長沢川小規模河川改修工事

①県道中島宇佐須崎線（浦ノ内）／県道佐賀中土佐線（中土佐町）
②県道中平川口線（梼原村（2件））
③高岡郡中土佐町
④高岡郡中土佐町
⑤幹流渡川支流竹原川（大野見村）／古戸居川（中土佐町）
⑥高岡郡東津野村
⑦高岡郡中土佐町（3件）

要審査 無 無

R3-A-3713 用地砂利課 用地対策課 S40S41S42S43

用地買収登記済証　中村土木
①道路改良工事
②県道中村東津野線道路特殊改良工事
③車両制限令対策工事
④橋梁架換工事
⑤中小河川改修工事
⑥後川河川改良工事
⑦局部改良工事
⑧小西ノ川砂防工事
⑨県道中村東津野線地盤変動対策工事
⑩県道中村清水線道路災害復旧工事

①県道西土佐松野線（幡多郡）／県道宇和島窪川線（西土佐村）
②中村市秋田
③県道西土佐松野線（西土佐村）／県道川登中村線（佐田）
④県道西土佐松野線（西土佐村）／県道宇和島中村線（西土佐村・中村市）
⑤岩田川（利岡）／田野川川（中村市）
⑥深木川（深木（2件））／井上川（入田）
⑦中村市蕨岡
⑧中村市小西ノ川
⑨中村市伊戈原
⑩中村市

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3714 用地砂利課 用地対策課 S40S41S42S43

昭和40～43年度
①農道及び水路敷地の付替えに伴う寄付につ
いて（伺）
②農道及び水路敷地の付替えに伴う寄付につ
いて（通知）
③水路敷地の寄付に伴う登記について（通
知）
④水路敷の寄付受納に伴う登記について（通
知）
⑤農道及び水路敷地の寄付に伴う登記につい
て
⑥公共用財産の用途廃止及びこれに伴う引継
ぎについて（伺）
⑦所有権移転登記済証の送付について（伺）
⑧代位による土地分筆登記嘱託書
⑨農道及び水路敷地の寄付に伴う登記につい
て
⑩農道敷地の寄付について（伺）
⑪農道敷地の寄付登記について（伺）
⑫新旧農道敷地の交換に伴う登記済証の送付
について（通知）

図面一式
①長岡郡大豊村
②高知市神田
③高知市愛宕山
④高知市朝倉
⑤南国市東崎
⑥高知市鴨部
⑦高知市北元町
⑧高知市北金田
⑨長岡郡大津村
⑩高知市塚ノ原
⑪高知市丸池町
⑫高知市種﨑

要審査 無 無

R3-A-3715
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S40S41S42S43S45S46

用地買収について　越知土木
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③荒廃砂防工事
④仁淀川水系北谷川緊急砂防工事
⑤県道中村吾川土佐線橋梁架換工事
⑥県道池川久万線橋梁改修工事

①県道田野々越知線（越知町（3件））／県道越知出来地線（越知町（4
件））／県道庄田伊野線（佐川町（2件））／県道池川久万線（池川町）／
県道吾川本山線（吾川村）／県道大渡長者佐川線（仁淀村）
②県道下山越知線（高岡郡）／県道越知出来地線（越知町（2件））／県道
庄田伊野線（佐川町）／県道田野々越知線（仁淀村）／県道大渡長者佐川線
（仁淀村）
③土居川支流折尾谷川（池川町）／仁淀川水系カラ谷川（越知町（2件））
／仁淀川水系大植谷川（仁淀村）／仁淀川水系梼の瀬川（越知町）／場所ヶ
内川（佐川町）
④高岡郡佐川町
⑤高岡郡仁淀村
⑥高岡郡池川町

要審査 無 無

R3-A-3716 用地砂利課 用地対策課 S41
昭和41年度　用地買収登記済証　南国土木
①道路改良工事
②車両制限令対策工事

①県道撫川夜須線（夜須町（2件））／県道遠崎野市線（野市町（3件））／
県道仁井田竹中線（稲生）／県道田村高須線（大埇）／県道久保大宮線（香
北町（2件）、物部村）／県道大宮赤岡線（野市町）
②県道重倉笠ノ川線（笠ノ川）

要審査 無 無

R3-A-3717 用地砂利課 用地対策課 S41S42

昭和41・42年度
用地買収登記済証　窪川土木、高知土木
①道路改良工事
②都市計画街路事業
③中小河川改修工事
④大河内朝倉停車場線橋梁架換工事
⑤県道仁ノ高知線交通安全施設整備事業工事
⑥県道大河内朝倉停車場線車両制限令対策工
事

①県道下郷窪川線（窪川町）／県道宍崎平石伊野線（土佐山村、鏡村（2
件））／田村高須線（介良村（4件））／県道土居五台山線（五台山（2
件））／県道仁ノ高知線（城山町（2件））／県道高知本山線（高知市）／
県道小申田旭停車場線（鏡村（4件））
②山ノ端線（西新屋敷（9件）、南万々）／南御座仁井田線（日ノ出町（2
件）、丸池町、弥生町、東雲町）／鏡川尾立線（大谷）
③鏡川（築屋敷（9件））
④高知市朝倉
⑤高知市玉水町
⑥高知市行川

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3718 用地砂利課 用地対策課 S41

昭和41年度　用地買収登記済証　伊野土木、
宿毛土木、安芸土木、鏡ダム、清水土木、室
戸土木、高知土木
■伊野土木
①道路特殊改良工事
②車両制限令対策工事
③県単改良工事
④中小河川波介川改修工事
⑤中口川災害関連事業
⑥高岡伊野線都市計画街路事業
■本山土木
⑦車両制限令対策工事
⑧県道高野新居浜線道路改良工事
⑨県道西条本山線都市計画街路事業工事
⑩県道吾川本山線橋梁架換工事
■宿毛土木
⑪県道柏島二ツ石線道路改良工事
⑫橋梁架換工事
■清水土木
⑬県道足摺公園線橋梁架換工事
⑭道路特殊改良工事
■室戸土木
⑮大谷川荒廃砂防工事
⑯室津港改修工事
■高知土木
⑰道路改良工事
⑱都市計画街路事業
⑲大河内朝倉停車場線車両制限令対策工事
■鏡ダム
⑳鏡ダム建設

①県道春野赤岡線（春野村）／国道194号線（吾北村）
②県道吾川本山線（吾北村（3件））／県道舟戸佐川線（甲原）／県道庄田
伊野線（日高村（2件））／県道西津賀戈日比原線（吾北村）
③県道家俊岩戸眞幸線（蓮池）／県道春野赤岡線（春野村）
④土佐市高岡町
⑤土佐市宇佐
⑥土佐市高岡町
⑦県道大豊川之江線（長岡郡大豊村）／県道瓜生野吉野線（本山町）
⑧土佐郡大川村
⑨⑩土佐郡土佐村
⑪幡多郡大月町
⑫県道宿毛津島線（橋上町）／県道宿毛清水線（大月町）
⑬浦尻
⑭県道足摺公園線（松尾（2件））
⑮安芸郡東洋町
⑯室戸岬町
⑰県道宍崎平石伊野線（鏡村）／県道弘瀬高知線（円行寺）／県道田村高須
線（介良村（2件））／県道小申田旭停車場線（尾立）
⑱山ノ端線（西新屋敷（3件））
⑲高知市宗安寺
⑳土佐郡鏡村大利

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3719 用地砂利課 用地対策課 S41

昭和41年度　用地買収登記済証　窪川土木、
宿毛土木、中村土木、越知土木
■宿毛土木
①道路改良工事
②県道下川口宗呂宿毛線道路特殊改良工事
③車両制限令対策工事
④荒廃砂防工事
⑤カンシキ川予防砂防工事
■窪川土木
⑥道路改良工事
⑦県道佐賀中土佐線道路特殊改良工事
⑧県道志和仁井田線橋梁拡巾工事
⑨県道中村東津野線車両制限令対策工事
⑩幹流渡川支川新井田川支川大谷川筋予防砂
防工事
■中村土木
⑪風指川砂防工事
⑫八宗田川改修工事
■越知土木
⑬道路改良工事
⑭道路特殊改良工事

①県道宿毛清水線（小筑紫町（2件））
②小筑紫町
③県道宿毛線清水線（大月町（2件））
④みさいじ川（平田町）／カンシキ川（三原村）
⑤三原村
⑥県道佐賀中土佐線（窪川町）／県道宇和島窪川線（十和村）
⑦⑧窪川町
⑨大正町
⑩窪川町
⑪森沢
⑫安並
⑬県道田野々越知線（越知町（2件））
⑭田野々越知線（仁淀村）／県道大渡長者佐川線（仁淀村）

要審査 無 無

R3-A-3720 用地砂利課 用地対策課 S41
昭和41年度　用地買収登記済証　南国土木
①県道宍崎平石伊野線車両制限令対策工事
②道路改良工事

①南国市白木谷
②県道久保大宮線（物部村、香北町）／県道撫川夜須線（夜須町（2件））
／国道55号線（野市町）／国道195号線（香北町、物部村、土佐山田町）／
県道日ノ御子土佐山田線（香北町）／県道前浜土佐山田線（土佐山田町、田
村）／県道大宮野市線（土佐山田町）／県道奥西川岸本線（香我美町（3
件））／県道大宮赤岡線（香北町、香我美町）／県道繁藤西町線（土佐山田
町）／県道春野赤岡線（吉川村）／県道遠崎野市線（野市町）

要審査 無 無

R3-A-3721 用地砂利課 用地対策課 S40S41

①昭和40年度　公有水面埋立申請（しゅん功
認可）高知市
②昭和41年度　公有水面埋立申請（埋立追
認）須崎市

①高知市比島町、図面一式
②須崎市浦ノ内

要審査 無 無

R3-A-3722 用地砂利課 用地対策課 S41
昭和41年度　土地買収調書　南国土木
道路改良工事

・国道195号線（香北町（3件）、土佐山田町（3件）、物部村）
・県道撫川夜須線（夜須町）
・県道久保大宮（物部村）

要審査 無 無

R3-A-3723 用地砂利課 用地対策課 S41S42

①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③車両制限令対策工事
④県道宇和島須崎線交通安全施策整備事業工
事
⑤古土居川荒廃砂防工事
⑥柿ノ谷川予防砂防工事
⑦長澤川小規模河川改修工事
⑧野見漁港関連道整備事業工事

①県道田野々越知線（東津野村）／県道宇和島須崎線（梼原、東津野村（2
件））／県道中平川川口線（梼原町）／
②県道佐賀中土佐線（中土佐町）／県道中村東津野線（東津野村）
③県道梼原野村線（梼原村）／県道下郷窪川線（大野見村）／県道下郷窪川
線（東津野村）／県道奈路土佐久礼停車場線（中土佐町）／県道下郷窪川線
（大野見村）
④須崎市下分
⑤中土佐町
⑥須崎市下分
⑦中土佐町
⑧須崎市（2件）

要審査 無 無
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R3-A-3724 用地課 用地対策課 S41

①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③車両制限令対策工事
④西宮谷川特殊緊急砂防工事
⑤幹流新荘川河川災害助成工事

①県道宇和島須崎線（梼原村）／県道梼原野村線（梼原村）／県道中村東津
野線（東津野村、梼原村）
②県道田野々越知線（梼原村、東津野村）／県道中平川口線（梼原村（2
件））／県道中村東津野線（梼原村）／県道宇和島須崎線（東津野村）／県
道下郷窪川線（東津野村、大野見村）
③県道梼原野村線（梼原村）／県道地芳峠梼原線（梼原村）／県道下郷窪川
線（大野見村）
④東津野村
⑤須崎市下分

要審査 無 無

R3-A-3725 用地砂利課 用地対策課 S41

昭和41年度　用地買収登記済証　伊野土木
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③県単改良工事
④車両制限令対策工事
⑤県道舟戸佐川線山本橋梁架換工事
⑥県道庄田伊野線県単車制工事
⑦奥ノ谷川改修工事
⑧国道194号線道路用地寄附工事
⑨県道庄田伊野線工事
⑩県道吾川本山線道路災害応急工事
⑪中口川災害関連事業工事

①国道194号線（伊野町（11件）、吾北村（2件））／県道庄田伊野線（日高
村）／県道春野赤岡線（春野村）
②県道吾川本山線（吾北村）／県道中島宇佐須崎線（宇佐町）／国道194号
線（吾北村）
③県道天崎高知線（伊野町）／県道中島宇佐須崎線（土佐市用石）／県道思
地川口線（伊野町）／県道宇佐須崎線（土佐市中島）
④県道吾川本山線道路（吾北村）／県道弘岡下種﨑線（春野村（2件））／
県道弘岡上線（春野村）
⑤土佐市甲原
⑥高岡郡日高村（3件）
⑦吾川郡伊野町
⑧吾川郡伊野町
⑨高岡郡日高村（2件）
⑩吾川郡吾北村
⑪土佐市宇佐町

要審査 無 無

R3-A-3726 用地砂利課 用地対策課 S41

昭和41・42年度　用地買収登記済証　南国土
木
①道路改良工事
②県道仁ノ高知線県単改良工事
③重倉笠ノ川線車両制限令対策工事

①日ノ御子土佐山田線（吾北村）／県道山川野市線（野市町、香我美町）／
県道八幡大津線（南国市中島）／県道末清夜須線（夜須町）／県道神母木野
市線（野市町）／県道仁井田竹中線（大埇）／県道久保大宮線（香北町（2
件）、物部村（2件））／県道大宮赤岡線（香我美町（2件））／県道前浜土
佐山田線（南国市立田）／県道繁藤西町線（土佐山田町）／県道遠崎野市線
（野市町、吉川村（2件））／県道撫川夜須線（夜須町（2件））／県道山川
野市線（香我美町）／県道春野赤岡線（吉川村（2件））／
②吾川郡春野村
③南国市白木谷

要審査 無 無

R3-A-3727 用地砂利課 用地対策課 S41

昭和41年度　用地買収登記済証　須崎土木
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③車両制限令対策工事
④道路災害復旧工事
⑤橋梁架換工事
⑥荒廃砂防工事
⑦久礼川予防砂防工事
⑧幹流新荘川河川災害助成工事
⑨県道宇和島須崎線橋梁災害復旧工事

①県道中村東津野線（梼原町（3件））／県道中平川口線（梼原町）／県道
田野々越知線（東津野村、梼原町）／県道下郷窪川線（大野見村）
②県道梼原野村線（梼原町）／県道中村東津野線（梼原町）／県道下郷窪川
線（大野見村（2件））
③県道中村東津野線（東津野村、梼原町（2件））／県道下郷窪川線（東津
野村（5件））／県道梼原野村線（梼原町）／県道浦ノ内仏坂多ノ郷停車場
線（須崎市神田）／県道田野々越知線（梼原町）
④県道中村東津野線（梼原町）／県道下郷窪川線（大野見村、梼原町）
⑤県道中島宇佐須崎線（浦ノ内（2件））／県道船戸窪川線（大野見村）
⑥梅ノ川（大野見村）／渡川支流川奥川（大野見村）
⑦中土佐町
⑧須崎市下分
⑨梼原町

要審査 無 無
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R3-A-3728 用地砂利課 用地対策課 S41S42

昭和41・42年度　買収土地調書　清水土木
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③車両制限令対策工事
④中小河川改修工事
⑤小規模河川改修工事
⑥漁港関連道整備事業工事
⑦県道中村清水線災害関連工事

①県道宿毛清水線（土佐清水市三崎）／県道中村清水線（土佐清水市以布利
（3件）、大岐、久百々）／県道清王新田貝の川線（土佐清水市貝ノ川）
②県道宗呂中村線（土佐清水市有永（4件））／県道下川口宗呂宿毛線（土
佐清水市宗呂・下川口）／県道清王新田貝ノ川線（土佐清水市宗呂・貝ノ
川）／県道下ノ加江宿毛線（土佐清水市下ノ加江）／県道足摺公園線（土佐
清水市大浜）
③県道宗呂中村線（土佐清水市有永（3件））
④宗呂川（土佐清水市下川口（2件））
⑤益野川（土佐清水市下益野（2件））
⑥伊佐（土佐清水市足摺岬（2件））
⑦土佐清水市下ノ加江

要審査 無 無

R3-A-3729
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S41S45S50
①昭和41年度　鏡ダム建設
②昭和50年度　南川林道外
③昭和45年度　下田川高汐対策事業

①土佐郡鏡村小浜、今井
②土佐郡土佐町
③高知市五台山（4件）

要審査 無 無

R3-A-3730 用地課 用地対策課 S32S33S34S35S36S37S38S39S40

用地買収登記済証＜土佐清水・須崎・高知・
中村・伊野・南国・窪川・越知・安芸＞
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③都市計画街路事業工事
④車両制限令対策工事
⑤県道宇和島中村線岩間橋橋梁架換工事
⑥地盤変動対策事業工事
⑦窪川志和笠ノ谷川荒廃砂防工事
⑧県道下川口中村線簡易待避所設置工事
⑨中平橋橋梁下部工工事

①県道池川久万線（池川町（2件））／県道大宮赤岡線（香我美町）／県道
越知出来地線（越知町）／県道庄田伊野線（佐川町）／県道吾川本山線（池
川町（2件）、吾川村）／国道松山高知線（大方町（3件））／県道七里仁井
田線（窪川町）／県道大渡長者佐川線（佐川町）／県道池川久万線（池川
町）／県道田野々越知線（東津野村）／県道舟戸佐川線（佐川町）／県道宇
和島中村線（鵜ノ江）／県道本山伊野線（吾北村）
②県道越知出来地線（池川町）／弘岡下種崎線（春野村）／県道宇和島窪川
線（十和村）
③県道西条本山線（本山町）／高岡町
④県道大渡長者佐川線（佐川町）／中村清水線（土佐清水市下ノ加江）／下
川口宗呂宿毛線（土佐清水市下川口）／吾川本山線（吾北村）
⑤幡多郡西土佐村
⑥波介川（土佐市甲原、蓮池）
⑦窪川町
⑧土佐清水市下川口
⑨梼原町

要審査 無 無

R3-A-3731 用地砂利課 用地対策課 S20S28S29S30S31S32S33S36S37S38S39

買収土地調書　清水土木
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③車両制限令対策工事
④簡易待避所設置工事
⑤局部改良工事
⑥県道宿毛清水線地盤変動対策工事

①県道中村清水線（土佐清水市下ノ加江（2件）、大岐）／県道宿毛清水線
（土佐清水市養老）／県道清王新田貝ノ川線（土佐清水市貝ノ川）／県道下
ノ加江中村線（土佐清水市布）／県道下ノ加江足摺岬線（清水町）／
②県道中村清水線（土佐清水市下ノ加江）／県道宿毛清水線（土佐清水市下
益野）
③県道中村清水線（土佐清水市下ノ加江（4件）、久百々（2件）、以布利、
大岐）／県道宿毛清水線（土佐清水市大津）
④県道下川口中村線（土佐清水市下川口・宗呂、宗呂・有永）／県道宿毛清
水線（土佐清水市大津・貝ノ川、三崎）／県道中村清水線（土佐清水市下ノ
加江・鍵掛）
⑤幹流戈角川（幡多郡月灘村、大月町）
⑥土佐清水市下益野

要審査 無 無

R3-A-3732 用地砂利課 用地対策課 S21S22S23S25S26
土地買収調書　南国土木
①道路改良（改築）工事　（8件）
②堤防震災害復旧工事（4件）

①領石山田線（久礼田村）／県道弘瀬後免線（南国市瓶岩）／県道長浜後免
線（三和村）／県道西峯野市線（香美郡美良布町（2件））／県道赤岡高知
線（香美郡前浜、日章・前浜）／県道後免停車場線（南国市東崎）
②幹流物部川支流片地川（香美郡片地村（3件））／幹流物部川支流後川筋
（香美郡吉川村・前浜村）

要審査 無 無
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R3-A-3733 用地砂利課 用地対策課 S26S27S28S33S36S37S41S42S43

用地買収登記済証　室戸土木、安芸土木、本
山土木
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③都市計画街路事業工事
④荒廃砂防工事
⑤予防砂防工事
⑥砂防工事
⑦橋梁架換工事
⑧車両制限令対策工事
⑨道路災害復旧工事
⑩長谷川改修工事

①国道高徳線（吉良川町）／県道東川和食線（芸西村）／県道本山大杉線
（本山町）／県道高知本山線（土佐村）
②県道本山大杉線（大豊村）
③県道西条本山線（本山町）
④赤野川支流メサイ川（芸西村）／幹流吉野川支流南小川（大豊村）／トベ
リ中谷川（大豊村）
⑤幹流吉野小支流地主川（土佐村）
⑥崩谷川（室戸岬町）／中谷川（安芸市井ノ口）
⑦国道194号線（本川村）／県道田井大瀬線（本山町）／県道吾川本山線
（土佐村）
⑧県道宮ノ上川北線（安芸市川北）
⑨県道本川大杉線（大川村）
⑩奈半利町

要審査 無 無

R3-A-3734 用地砂利課 用地対策課 S27S28S29S30S31S32S33S34S35

土地買収調書　南国土木
①道路改良工事
②堤防災害復旧工事
③待避所新設工事
④中小河川改修工事
⑤特別道路整備工事

①国道高知徳島線（夜須町（2件））／国道高知木頭徳島線（物部村（2
件）、南国市西山・上末松、後免町）／県道久保大宮線（物部村（2件））
／国道195号線（物部村）／県道浜改田後免線（三和村・稲生村）／県道赤
岡停車場線（赤岡町）／県道本山山田線（土佐山田町）／県道田村高須線
（南国市田村）
②幹流香宗川支流烏川（野市町（2件）、野市町・吉川村）
③県道稗地野市線（野市町）／県道弘瀬後免線（後免町）
④国分川（岡豊町）
⑤国道高知木頭徳島線（槇山村）

要審査 無 無

R3-A-3735 用地砂利課 用地対策課 S32S33S34S35S36S37S38S39S40

昭和32～40年度　用地買収登記済証　須崎土
木（※40年久礼港改修のみ赤丸のチェックが
はいっている）
①道路改良工事
②車両制限令対策工事
③橋梁災害復旧工事
④緊急砂防工事
⑤久礼港改修工事

①国道松山高知線（土佐市市野々、須崎市桑田山）／県道佐賀中土佐線（中
土佐町）／県道宇和島須崎線（東津野村（2件））／国道56号線（中土佐
町）／県道中島宇佐須崎線（須崎市浦ノ内（3件））／市道鳥越線（須崎市
須崎）／県道田野々越知線（東津野村）
②県道中村東津野（東津野村）／県道宇和島須崎線（東津野村）
③下郷中村線梼原村松原（梼原町）
④枝ヶ谷川（東津野村）
⑤中土佐町

要審査 無 無

R3-A-3736
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S22S23S26S27S28S29S30S31

①道路改良工事
②都市計画街路事業工事
③重要幹線街路整備工事
④堤防災害復旧工事
⑤堤防震災復旧工事
⑥地盤変動対策事業工事
⑦奥田川改修工事
⑧波介川改良工事

①伊野池川線（吾北村）／高知西条線（本川村）／県道日浦越知線（日高
村）／国道33号線（伊野町）／県道高知中村線（春野村、春野町）／県道本
山伊野線（吾北村）／県道長浜高岡線（諸木村）
②高岡町（高岡町）
③国道松山高岡町（高岡町）
④幹流仁淀川右岸高岡郡高岡町天崎（高岡町）
⑤幹流仁淀川左岸伊野町地内（伊野町）
⑥宇治川（伊野町）
⑦伊野町
⑧高岡町

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3737 用地課 用地対策課 S29S33S34S36S37S39S40S41S42

用地買収について　窪川土木
◆昭和20～35年度
①窪川町都市計画街路事業工事、②窪川町都
市計画重要幹線街路工事、③県道中村東津野
線道路特殊改良工事
◆昭和36～39年度
④道路改良工事
⑤県道宇和島窪川線道路特殊改良工事、⑥窪
川町志和笠ヶ谷川砂防工事、⑦高岡郡窪川町
志和笠ヶ谷川通常砂防工事
◆昭和40年度
⑧下郷窪川線道路特殊改良工事、⑨県道松原
窪川線車両制限令対策工事、⑩窪川町志和予
防砂防工事
◆昭和41年度
⑪幹流渡川筋長沢川荒廃砂防工事
◆昭和42年度
⑫道路改良工事、⑬中津川予防砂防工事

◆昭和20～35年度
①②窪川町、③大正町
◆昭和36～39年度
④県道七里仁井田線（窪川町）／県道上ノ加江窪川線（窪川町）／県道宇和
島窪川線（十和村）／県道秋丸佐賀線（佐賀町）
⑤十和村、⑥⑦窪川町
◆昭和40年度
⑧⑨⑩窪川町
◆昭和41年度
⑪十和村
◆昭和42年度
⑫県道宇和島窪川線（十和村）／県道吉野床鍋線（窪川町）／県道志和仁井
田線（窪川町）／県道松原窪川線（窪川町）
⑬窪川町

要審査 無 無

R3-A-3738 用地砂利課 用地対策課 S27S32S33S34S35S36S37S38S39S40S41S42S43S44

用地買収調書　安芸土木
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③改修工事
④小規模河川改修工事
⑤奈半利港改修工事
⑥荒廃砂防工事
⑦上尾川橋梁架換工事
⑧重要幹線街路整備事業工事
⑨江ノ川地盤沈下対策工事

①県道羽尾琴ヶ浜線（芸西村）／県道西谷田野線（北川村）／高知徳島線
（安芸市川北）
②安芸市下山地内（下山）／国道高知徳島線（安芸市下山）
③④帯谷川（安芸市僧津）／長谷川（奈半利町）
⑤奈半利町
⑥中の谷川（安芸市井ノ口）／野田川（安田町（2件））／東大谷川（室戸
岬町）
⑦安芸市尾川
⑧県道高知徳島線（安芸町）
⑨安芸市東浜

要審査 無 無

R3-A-3739 用地砂利課 用地対策課 S36S37S38

昭和36～38年度
用地買収登記済証　伊野土木、須崎土木、本
山土木、、高知土木、窪川土木、越知土木
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③道路災害復旧工事
④橋梁架換工事
⑤局部改修工事
⑥地盤変動対策事業工事
⑦鎌田港改修工事
⑧波介川改修工事

①県道中島宇佐須崎線（土佐市用石、浦ノ内（2件）、多の郷）／県道宇和
島窪川線（十和村）／県道吾川本山線（池川町）／国道56号線（朝倉）／県
道東祖谷山大杉停車場線（大豊村）／県道宇和島須崎線（須崎市上分、東津
野村）／国道松山高知線（須崎市吾井郷）
②県道宇佐須崎線（浦ノ内）
③県道小申田旭停車場線（吾北村）／県道西条本川線（土佐郡本川村）
④国道松山高知線（須崎市安和）
⑤押岡川（須崎市押岡）
⑥本郷日下川（日高村）
⑦中土佐町久礼
⑧土佐市北地

要審査 無 無

R3-A-3740 用地砂利課 用地対策課 S38S40

用地買収、登記済証送付について
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③中小河川国分川改修工事
④幹流香宗川地盤変動対策工事

①県道神母木野市線（野市町（2件））／県道末清夜須線（夜須町）／県道
土佐山田野市線（野市町）／県道浜改田後免線（南国市）／稗地中村線（香
我美町）／県道撫川夜須線（夜須町）／県道大宮野市線（香北町）／県道久
保大宮線（物部村）
②国道195号線（物部村）
③南国市
④香美郡赤岡町

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3741 用地課 用地対策課 S39S41S45
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③新荘川荒廃砂防工事

①県道佐賀中土佐線（中土佐町）／県道宇和島須崎線（葉山村（2件））／
中島宇佐須崎線（浦ノ内（2件））
②県道中平川口線（梼原村）／県道中村東津野線（梼原町）
③高岡郡葉山村

要審査 無 無

R3-A-3742 用地砂利課 用地対策課 S21S22S23S24S25S26S27S28S29S30S31S32S37

用地買収登記済証　
■高知土木
①堤防震災復旧工事
②堤防災害復旧工事
②河川改良工事
■伊野土木
③道路改良工事
④地盤変動対策工事
⑤堤防震災復旧工事
⑥幹流仁淀川河川局部改良工事
⑦幹流仁淀川左岸神谷村加田地内河川局部改
修工事
⑧災害防除施設工事
■須崎土木
⑨県道宇和島須崎線道路改良工事

①国分川（布師田）／幹流新川川筋（長浜町）
②幹流国分川（布師田・大津）
③久万川（和泉町、愛宕町、万々・西久万）
③国道33号線（土佐郡宇治村）／戸波高岡線（高岡郡戸波村）
④波介川（高岡町）／中の谷川（伊野町）
⑤幹流仁淀川左岸吾川郡八田村ヲシヨブ屋敷下（吾川郡八田村）／仁淀川右
岸新居村（高岡郡新居村）／宇治川（伊野町）
⑥吾川郡伊野町
⑦吾川郡神谷村
⑧吾川郡春野村
⑨須崎市上分

要審査 無 無

R3-A-3743 用地砂利課 用地対策課 S21S30S32S34S36S38S39S40S41S42S43

用地買収登記済証　
 
■宿毛土木
①県道下ノ加江宿毛線道路改良工事
②県道具同下ノ加江線橋梁架換工事
③中筋川河川改良工事
④幹流福良川地盤変動工事
⑤県道宿毛清水線道路特殊改良工事
⑥竹ヶ谷川荒廃砂防工事
■伊野土木
⑦道路改良工事
⑧特殊改良工事
⑨奥田川地盤変動対策工事
⑩県道谷地日下停車場線橋梁整備工事
⑪県道家俊岩戸眞幸線県単改良工事
⑫県道庄田伊野線工事
⑬波介川改修工事
⑭仁淀川西畑災害復旧工事
⑮県道横浜伊野線車制対策工事
⑯奥田川特別失業対策砂防工事
⑰井峯川荒廃砂防工事

①②幡多郡三原村
③宿毛市山奈町
④⑤宿毛市小筑紫町
⑥幡多郡三原村
⑦国道197号線（土佐市）／国道194号線（伊野町（2件））／県道船戸佐川
線（土佐市）
⑧国道194号線（吾北村）／県道吾川本山線（吾北村）
⑨吾川郡伊野町
⑩高岡郡日高村
⑪土佐市
⑫高岡郡日高村
⑬土佐市波介
⑭吾川郡仁西村
⑮⑯吾川郡伊野町
⑰高岡郡日高村

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3744
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S22S23S24S32S35S36S38S39S42S43S44S45

買収調書、登記済書送付について
・道改（道路改良工事）：[No4]県道田井高
知線（愛宕山）／[No5]県道広瀬高知線（高
知市中万々）／[No6]県道大河内朝倉停車場
線（高知市宗安寺）／[No7、14]県道小申田
旭停車場線（高知市鳥越、鏡村）／[No8]県
道宍崎平石横浜（高知市唐岩）／[No12]県道
仁井田竹中線（高知市池）／[No13、18]県道
高知本山線（土佐山村、北秦泉寺）／
[No16、17]県道桂浜桟橋通線（高知市長浜
（4件））／[No20]春野赤岡線（仁井田）／
[No22]国道56号線（高知市朝倉）
・都計（都市計画街路事業工事）：[No16]札
場大津北馬場線（高知市高須）／[No21]長浜
線（高知市横浜）
・失対（失業対策砂防工事）：[No19]県道仁
井田竹中線（高知市池（2件））
・中小河改（中小河川改修工事）：[No9、
13、15]鏡川（高知市（2件）、東石立町）
・局改（局部改良工事）：[No10、11]仁井田
海岸堤（仁井田）
・車制（車両制限令対策工事）：[No7]県道
小申田旭停車場線（鏡村）
・地沈（地盤沈下対策工事）：[No3]県道種
崎千松公園線（仁井田）
・堤震（堤防震災復旧工事）：[No1]久万川
（高知市）／[No2]幹流国分川筋左岸（高知
市）／[No2]幹流新川左岸高知市長浜地内
・橋架（橋梁架換工事）：[No2]県道弘瀬伊
野線（鏡村）

買収調書、登記済書送付について
・道改（道路改良工事）：[No4]県道田井高知線（愛宕山）／[No5]県道広瀬
高知線（高知市中万々）／[No6]県道大河内朝倉停車場線（高知市宗安寺）
／[No7、14]県道小申田旭停車場線（高知市鳥越、鏡村）／[No8]県道宍崎平
石横浜（高知市唐岩）／[No12]県道仁井田竹中線（高知市池）／[No13、18]
県道高知本山線（土佐山村、北秦泉寺）／[No16、17]県道桂浜桟橋通線（高
知市長浜（4件））／[No20]春野赤岡線（仁井田）／[No22]国道56号線（高
知市朝倉）
・都計（都市計画街路事業工事）：[No16]札場大津北馬場線（高知市高須）
／[No21]長浜線（高知市横浜）
・失対（失業対策砂防工事）：[No19]県道仁井田竹中線（高知市池（2
件））
・中小河改（中小河川改修工事）：[No9、13、15]鏡川（高知市（2件）、東
石立町）
・局改（局部改良工事）：[No10、11]仁井田海岸堤（仁井田）
・車制（車両制限令対策工事）：[No7]県道小申田旭停車場線（鏡村）
・地沈（地盤沈下対策工事）：[No3]県道種崎千松公園線（仁井田）
・堤震（堤防震災復旧工事）：[No1]久万川（高知市）／[No2]幹流国分川筋
左岸（高知市）／[No2]幹流新川左岸高知市長浜地内
・橋架（橋梁架換工事）：[No2]県道弘瀬伊野線（鏡村）

要審査 無 無

R3-A-3745
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S31S32S33

買収調書について
■伊野土木
①道路改良工事
②都市計画街路事業工事
③地盤変動対策事業工事
④波介川改修工事
⑤仁淀川局部改良工事
⑥波介川堤防災害復旧工事

①二級国道高知松山線（高岡町）／県道甲殿弘岡線（春野村）／県道本山伊
野線（吾北村）／県道日浦越知線（日高村）／県道池川伊野線（吾北村（2
件））／国道松山高知線（土佐市蓮池）／高知西条線（伊野町）
②伊野町（伊野町）／二級国道松山高知線（高岡町（2件））
③波介川（波介（2件））／仁淀川（新居）
④高岡町波介
⑤吾川郡伊野町
⑥土佐市戸波村

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3746 用地砂利課 用地対策課 S33S34S37S38S39S40S41S42

用地買収登記について
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③荒廃砂防工事
④予防砂防工事
⑤通常砂防工事
⑥橋梁整備工事
⑦道路待避所新設工事
⑧特別失業対策事業工事
⑨都市計画街路改良工事

①県道柏島広瀬線（沖ノ島町）／県道沖ノ島線（沖ノ島町（3件））／県道
下ノ加江宿毛線（三原村）／県道宿毛清水線（小筑紫町（2件）、大月町（5
件））／県道下切小筑紫線（小筑紫町）／県道柏島二ツ石線（大月町）／県
道下川口宗呂宿毛線（小筑紫町）／国道松山高知線（宿毛市和田）
②県道柏島二ツ石線（大月町）／県道宿毛清水線（小筑紫町（3件））／県
道下川口宗呂宿毛線（小筑紫町）
③小深浦川（小深浦町）
④周防形川（大月町）／長谷川（三原村）
⑤茶屋堂川（平田町）
⑥県道宿毛津島線（橋上町）
⑦県道下川口中村線（三原村）
⑧片島港（宿毛市片島）
⑨宿毛（宿毛市宿毛）

要審査 無 無

R3-A-3747 用地砂利課 用地対策課 S33S34S35S36

昭和33～36年度　
用地買収登記済証　南国土木、本山土木、伊
野土木、須崎土木、窪川土木、越知土木
■伊野土木
①道路改良工事
②地盤変動対策工事
③橋梁架換工事
■本山土木
④県道杉久保線簡易待避所新設工事
■南国土木
⑤県道前浜土佐山田線道路改良工事
■窪川土木
⑥県道秋丸佐賀線道路改良工事
⑦県道上ノ加江窪川線待避所新設工事
■須崎土木
⑧県道中島宇佐須崎線道路改良工事
⑨県道下郷中村線橋梁架換工事
■越知土木
⑩県道越知出来地線道路特殊改良工事

①国道松山高知線（土佐市北地（2件））／天崎高知線（伊野町）／杉山高
知線（土佐市北地）
②波介川（土佐市波介（4件））／日下川（日高村）／南ノ谷川（伊野町）
③高知西条線（伊野町）
④大豊村
⑤長岡郡香長村
⑥⑦高岡郡窪川町
⑧須崎市浦ノ内
⑨高岡郡東津野村
⑩高岡郡越知町

要審査 無 無

R3-A-3748
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S32S44S45

用地買収について
①道路改良工事
②荒廃砂防工事
③高汐対策工事
④地盤変動対策工事

①国道195号線（香北町（2件））／国道194号線（吾北村（2件）、伊野町
（5件））／県道伊野高岡線（伊野町（2件））／県道春野赤岡線（春野町
（2件））／県道仁野高知線（春野町）
②奥の谷川（伊野町）／サルバミ川（土佐市塚地）
③甲殿海岸（春野町（2件））
④宇治川（伊野町）

要審査 無 無

R3-A-3749
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S33S34S35S36

買収調書について　伊野土木
①（道路）改良工事
②地盤変動（対策事業）工事
③局部改良工事
④堤防災害復旧工事

①県道高知西条線（吾北村（2件））／国道197号線（土佐市市野々（2
件）、甲原）／国道松山高知線（土佐市家俊、東鴨地）／国道33号線（伊野
町）／日浦越知線（日高村）
②南谷中ノ谷川（伊野町（3件））／波介川（土佐市波介（2件）、甲原）
③仁淀川河川（伊野町）
④波介川（土佐市東鴨地）

要審査 無 無
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作成課
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作成
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ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの
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R3-A-3750 用地砂利課 用地対策課 S36S37
昭和36・37年度　用地買収調書　南国土木
（道路）改良工事

県道植野土佐山田線（久礼田）
県道重倉笠ノ川線、県道八幡大津線（岡豊町）
国道高知徳島線（2件）
県道植野土佐山田線（2件）、県道繁藤西町線（2件）（土佐山田町）
県道浜改田後免線（後免町）
高知木頭徳島線（物部村）
県道重倉笠ノ川線（八京）
国道高知徳島線（野市町）
県道土居五台山線（2件）（稲生）
県道重倉笠ノ川線（白木谷）

要審査 無 無

R3-A-3751 用地砂利課 用地対策課 S37 昭和37年度　県有土地　No.2　用地砂利課

・【道路改良工事】県道浜改田後免線、南国市大埇地内、県道植野土佐山田
線、県道宍崎平石伊野線、県道小篭領石線、県道浜改田後免線、県道田井高
知線
・当時の写真
・図面一式

要審査 無 無

R3-A-3752 用地砂利課 用地対策課 S39

昭和39年度　用地買収登記済証　本山土木、
南国土木、伊野土木、室戸土木、越知土木
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③荒廃砂防工事
④道路災害復旧工事

①県道越知出来地線（越知町（3件））／県道西条本山線（大川村（2件））
／県道仁井田浜改田前浜赤岡線（十市）／県道柳瀬越知線（越知町）
②県道田井高知線（土佐村）／県道東祖谷山大杉停車場（大豊村）
③幹流入木川支流露ヶ谷川（佐喜浜町）／吉野川小支流宮ノ谷川（土佐村）
／幹流吉野川小支流梶谷川（土佐村）
④国道32号線（大豊村（2件））／国道高知西条線（伊野町）／吉野川小支
流正木谷川（土佐村）

要審査 無 無

R3-A-3753 用地砂利課 用地対策課 S40

昭和40年度　用地買収登記済証　須崎土木、
窪川土木、伊野土木、本山土木、室戸土木
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③車両制限令対策工事
④荒廃砂防工事
⑤災害応急工事
⑥災害助成工事
⑦災害復旧工事
⑧川口橋橋梁災害関連工事
⑨中平川口線工事
⑩佐喜浜港改修工事

①県道中島宇佐須崎線（中島）／県道佐賀中土佐（中土佐町）／谷地日下停
車場線（日高村）／県道松原窪川線（窪川町）
②県道梼原野村線（梼原村（5件））／国道194号線（吾北村（2件））／県
道田野々越知線（梼原村）／県道本川大杉線（本川村）／県道中平川口線
（梼原村）
③県道瓜生野吉野線（本川村）／県道東祖谷山大杉停車場線（大豊村）／県
道上ノ加江窪川線（中土佐町）／県道谷地日下停車場線（日高村）／県道佐
賀中土佐線（中土佐町）
④幹流波川支流勝賀野線（窪川町）／吉野川支流伊勢川小支流宮ノ谷川（土
佐村）
⑤国道高知西条線（伊野町）／県道大豊川之江線（大豊村）
⑥幹流新荘川河川（須崎市下分）
⑦県道田野々越知線（東津野村）／県道中平川口線（梼原村）
⑧⑨高岡郡梼原村
⑩室戸市佐喜浜町

要審査 無 無
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R3-A-3754 用地砂利課 用地対策課 S40

昭和40年度　用地買収登記済証　中村土木、
窪川土木、清水土木、越知土木
■清水土木
①県道宿毛清水線道路改良工事
②清水越線都市計画街路舗装工事
■中村土木
③西土佐松野線車両制限令対策工事
■窪川土木
④県道下郷窪川線車両制限令対策工事（2
件）
⑤県道松原窪川線道路特殊改良工事
■越知土木
⑥県道大渡長者佐川線車両制限令対策工事
⑦県道越知出来地線道路改良工事
⑧県道吾川本山線道路特殊改良工事
⑨梼原予防砂防工事

①土佐清水市養老
②土佐清水市汐見町
③幡多郡西土佐村
④⑤高岡郡窪川町
⑥高岡郡仁淀村
⑦高岡郡越知町
⑧⑨吾川郡池川町

要審査 無 無

R3-A-3755 用地砂利課 用地対策課 S32S33S34S35S36S37S38S39S40S41S42S43S44

昭和32～44年度　用地買収調書　室戸土木
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
③局部改良工事
④港改修工事
⑤室戸岬漁港修築工事
⑥荒廃砂防工事
⑦通常砂防工事
⑧小規模河川崎浜改修工事

①県道小島野根線（東洋町（3件））／県道船津野根線（東洋町（2件））／
県道椎名室戸線（室戸市領家）
②国道55号線（羽根町・吉良川町、東洋町、佐喜浜町）
③小池川（東洋町（2件））
④佐喜浜港（佐喜浜町）／室津港（室戸岬町）
⑤室戸岬町
⑥三崎谷川（東洋町）／幹流野根川支流つづら谷川（東洋町）／井ノ谷川
（東洋町）
⑦井ノ谷川（東洋町）
⑧佐喜浜町

要審査 無 無

R3-A-3756 用地砂利課 用地対策課 S37S38 昭和37・38年度　穴内川ダム裁決事件

・土地建物その他物件の損失補償に関する見積もり及びその内訳書
・事業計画書
・陳情書
・意見書
・土地収用裁決申請書
・調査報告書
・委任状
・権利収用裁決申請書
・穴内鉱山水没補償要求説明書（鉱業権を除く）
・穴内鉱山の水没に関する調査報告書
・図面一式

要審査 無 無

R3-A-3757 用地砂利課 用地対策課 S37 昭和37年度　穴内川ダム裁決申請
・事業認定申請書
・起業地や事業計画を示す図面一式
・事業認定申請書

要審査 無 無
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R3-A-3758 用地砂利課 用地対策課 S35
昭和35年度
国道33号線（高知市鴨部）裁決申請
杉田ダム裁決申請

【国道33号線】
・裁決申請書｛裁決申請書、事業計画書、標準土地調査書、起業地・事業計
画を表示する図面｝
・固定資産評価書
・土地買収代金その他補償金各人別調書
・裁決書
・意見書
【杉田ダム】
・和解調書
・裁決書
・期日呼出状
・裁決申請書
・裁決書
・収用地の水没前状況を表す当時の写真

要審査 無 無

R3-A-3759 用地砂利課 用地対策課 S34S35S37
昭和34・35・37年度
杉田ダム裁決申請
国分川改修事業

・土地収用法に基づく緊急土地使用許可申請書
・損失補償の内訳
・協議内容書
・土地調書
・農地評価書
・裁決申請書
・意見書
・別冊｛補償に関する基本方針、個人補償に関する基準額表、事業認定申請
書｝
・土地所有者との協議の経過説明書
・図面一式

要審査 無 無

R3-A-3760
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S35S36S39

用地買収について　伊野土木
①道路改良工事
②地盤変動対策工事
③改修工事

①県道庄田伊野線（日高村（2件））／国道56号線（土佐市家俊）／国道松
山高知線（土佐市甲原、土佐市北地）／県道中島宇佐須崎線（土佐市新居）
②波介川（土佐市岩戸）／日下川（日高村（3件））
③波介川（土佐市波介）／仁淀川左岸局部（伊野町）

要審査 無 無

R3-A-3761
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S36S37
用地買収について　伊野土木
①地盤変動対策工事
②仁淀川大橋架換工事

①波介川（土佐市波介、蓮池、北地（2件）、出間）
②吾川郡春野村／土佐市中島

要審査 無 無

R3-A-3762
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S37S38

用地買収について　伊野土木
①（道路）改良工事
②地盤変動対策
③宮ノ谷通常砂防工事
④中小河川波介川改修工事
⑤鹿敷河川災害復旧工事

①国道56号線（土佐市西鴨地）／県道伊野横浜線（伊野町）／県道弘岡中仁
ノ長浜線（春野村）／県道高知西条線（吾北村（2件）、、伊野町）／国道
194号線（吾北村）／国道松山高知線（土佐市本村、家俊）
②県道家俊岩戸眞幸線（土佐市波介）／波介川（土佐市甲原）
③高岡郡日高村
④土佐市波介・蓮池
⑤吾川郡伊野町

要審査 無 無

R3-A-3763 用地砂利課 用地対策課 S35S36S37S38
昭和35～38年度
穴内川ダム附帯事業裁決事件
陵川改修工事裁決事件

・意見書
・裁決書
・土地収用裁決申請書
・裁決申請書
・事業計画書
・図面一式

要審査 無 無
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R3-A-3764 用地砂利課 用地対策課 S38S39
昭和38・39年度　用地買収調書　南国土木
①道路改良工事
②中小河川国分川改修工事

①国道高知木頭徳島線（土佐山田町、物部村、南国市東崎、香北町)／県道
久保大宮線（物部村）／県道前浜土佐山田線（南国市立田）／県道撫川夜須
線（夜須町）／県道春野赤岡線（吉川村）／県道繁藤西町線（土佐山田町
（3件））／県道仁井田前浜赤岡線（南国市十市）／県道大宮赤岡線（野市
町）／国道195号線（物部村）／県道重倉笠ノ川線（南国市白木谷）／県道
八幡大津線（岡豊町）
②南国市廿枝

要審査 無 無

R3-A-3765 用地砂利課 用地対策課 S39

昭和39年度　買収登記済証　清水土木、本山
土木、南国土木、越知土木、宿毛土木、須崎
土木、高知土木、伊野土木
■越知土木
①斗賀野川小規模河川改修工事
②県道吾川本山線道路特殊改良工事
■南国土木
③道路改良工事
■高知土木
④法師ヶ鼻外線都市計画街路工事
■本山土木
⑤県道田井高知線道路改良工事
⑥県道本山三島線都市計画街路工事
⑦県道東祖谷山大杉停車場線道路災害復旧工
事
⑧県道東祖谷山大杉停車場線車両制限令対策
工事
■清水土木
⑨県道宿毛清水線道路改良工事
⑩県道宿毛清水線車両制限令対策工事
⑪窪津川支流菜畠谷川予防砂防工事
■伊野土木
⑫県道横浜伊野線特殊改良二種工事
■須崎土木
⑬県道宇和島須崎線道路改良工事（2件）
⑭県道宇和島須崎線道路特殊改良工事（2
件）
⑮金剛川砂防災害復旧工事
⑯犬ヶ谷川通常砂防工事
⑰県道中島宇佐須崎線舗装先行工事
■宿毛土木
⑱県道柏島二ツ石線道路改良工事

①高岡郡佐川町
②吾川郡池川町
③県道山川野市線（香我美町）／県道仁井田前浜赤岡線（吉川村）／県道久
保大宮線（日ノ御子）
④高知市札場・南御座
⑤土佐市土佐村
⑥本山町
⑦⑧大豊村
⑨土佐清水市養老
⑩土佐清水市大津
⑪土佐清水市窪津
⑫吾川郡春野村
⑬須崎市下分・下郷／高岡郡梼原町
⑭須崎市上分／高岡郡梼原町
⑮高岡郡葉山村
⑯高岡郡東津野村
⑰須崎市浦ノ内
⑱幡多郡大月町

要審査 無 無

R3-A-3766 用地砂利課 用地対策課 S39
昭和38・39年度　魚梁瀬発電所裁決事件
穴内川発電所裁決事件
国分川改修工事

・事業計画書
・意見書
・和解調書
・訴願裁決書の交付について
・事業費総括表
・国有農地等転用借受申込書
・不動産鑑定評価書
・休業補償等鑑定書
・図面一式

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3767 用地砂利課 用地対策課 S20S23S24S25S26S27S29S31S32S33S34S35

用地買収登記済証　
①道路改良工事
②地盤変動対策工事
③堤防工事
④街路工事
⑤橋梁架換工事
⑥災害復旧工事
⑦国分川堤防震災復旧工事
⑧幹流仁淀川左岸吾川郡神谷村加田河川維持
工事

①国道高知徳島線（夜須町）／県道東祖谷山大杉停車場線（大豊村）／県道
吾川本山線（池川町）／県道日浦越知線（日高村）／県道庄田伊野線（日高
村）
②仁淀川支流宇治川（伊野町）／波介川（土佐市甲原）
③新居（土佐市新居（2件））／宇治川水門新設並びに堤防工事（伊野町）
／仁淀川右岸（土佐市新居）
④県道西条本山線重要幹線（土佐村）／長浜線高知都市計画重要幹線（高知
市桟橋通）
⑤県道宇和島須崎線（葉山村）／県道本山大津停車場線（岡豊町）
⑥波介川（土佐市波介）／県道久礼佐賀線道路（高岡郡中土佐町）
⑦高知市布師田
⑧吾川郡伊野町

要審査 無 無

R3-A-3768 用地課 用地対策課 S31S32S33S34S36S37S38

①道路改良工事
②地盤変動対策工事
③河川改修工事
④県道中島宇佐須崎線橋梁架換工事
⑤県道宇和島須崎線橋梁災害工事
⑥県道中島須崎線車両制限令対策工事
⑦街路事業工事

①国道松山高知線（須崎市吾井郷（2件））／県道佐賀中土佐線（中土佐町
（6件））／県道中島宇佐須崎線（須崎市浦ノ内（3件）、多の郷）／
②幹流新荘川（須崎市下分（2件））
③長沢川（中土佐町（2件））
④須崎市神田
⑤高岡郡葉山村
⑥須崎市押岡
⑦市道鳥越線重要幹線（須崎市多の郷）／須崎都市計画重要幹線（須崎市多
の郷）

要審査 無 無

R3-A-3769 用地砂利課 用地対策課 S37S38

①昭和37年度　国分川改修事業　裁決申請書　
裁決書
②昭和37・38年度　国分川改修工事に伴う収
用裁決申請関係書同裁決書

①行政代執行令書、南国市廿枝、裁決書、鑑定書、意見書、裁決申請書、土
地調書、物件調書、権利調書、図面一式
②当時の写真、供託書、南国市廿枝、裁決書、意見書、農地評価書、物件調
書、土地調書、権利調書、図面一式

要審査 無 無

R3-A-3770
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S38S39

用地買収について　伊野土木
◆昭和38年度
①道路改良工事
②道路特殊改良工事
◆昭和39年度
③道路改良工事
④地盤変動対策工事
⑤車両制限令対策工事

①県道庄田伊野線（日高村（2件））／国道56号線（土佐市北地、西鴨地）
／吾川本山線車両制限（吾北村）
②高知西条線（伊野町）／県道思地川口線（伊野町）／県道弘岡下種﨑線
（春野村）
③高知西条線（伊野町）／県道中島宇佐須崎線（土佐市用石）／国道56号線
（土佐市家俊）
④波介川（土佐市岩戸（2件））
⑤高知西条線（吾北村）／横浜伊野線（伊野町）

要審査 無 無

R3-A-3771 用地砂利課 用地対策課 S39S40S41S42S43S44S45

昭和39～45年度　
用地買収登記済証　窪川土木、浦戸防災、本
山土木、高知土木、道路建設、清水土木、越
知土木、中村土木、伊野土木
①道路改良工事
②都市計画街路事業工事
③国分川災害復旧助成事業工事
④荒廃砂防工事
⑤道路災害復旧工事
⑥海岸保全施設整備工事
⑦下田川高汐対策事業工事
⑧橋梁架換工事

①国道194号線（伊野町）／国道321号線（中村市津蔵渕・間崎地内）／県道
吾川本山線（池川町）
②足摺岬線（土佐清水市浦尻）／南御座仁井田線（弥生町、丸池町）
③比島町、北川添、北久保
④幹流影地川（窪川町（2件））
⑤二級国道高知西条線（伊野町）、本川大杉線（土佐市田井）
⑥高知市中ノ島、高知市長浜
⑦五台山
⑧県道岩目地西佐川下山橋停車場線（佐川町）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3772 用地砂利課 用地対策課 S40S41

昭和40・41年度　用地買収登記済証　南国土
木
①道路改良工事
②橋梁架換工事

①国道195号線（香北町、土佐山田町）／県道遠崎野市線（野市町）／県道
春野赤岡線（吉川村）／県道大宮赤岡線（野市町、香我美町（2件））／県
道龍ヶ洞線（土佐山田町）／県道奥西川岸本線（香我美町）／国道高知木頭
徳島線（土佐山田町）／国道195号線（土佐山田町）／県道久保大宮線（物
部村、香北町）／撫川夜須線（夜須町）／県道山川野市線（香我美町）
②県道久保大宮線（物部村）

要審査 無 無

R3-A-3773 土地対策課 用地対策課 S54
昭和54年度　第3次国土調査事業第10箇年計
画策定資料

・都道府県地籍調査関連地域調書（高知県）
・市町村地籍調査関連地域調書（高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐
市、須崎市、中村市、宿毛市、土佐清水市、東洋町、奈半利町、田野町、安
田町、北川村、馬路村、芸西村、赤岡町、香我美町、土佐山田町、野市町、
夜須町、香北町、吉川村、物部村、本山町、大豊町、鏡村、土佐山村、土佐
町、大川村、本川村、伊野町、池川町、春野町、吾川村、吾北村、中土佐
町、佐川町、越知町、窪川町、梼原町、大野見村、東津野村、葉山村、仁淀
村、日高村、佐賀町、大正町、大方町、大月町、十和村、西土佐村、三原
村、以上9市44町村）
・地形図
・地形図別郡市町村名
・郡市町村別地形図名
・地形図（甲浦、北川、馬路、奈半利、室戸岬、川口、大栃、手結、安芸、
伊予三島、本山、高知、土佐長浜、新居浜、日比原、伊野、須崎、一子碆
（いしがばえ）、石鎚山、上土居、新田、窪川、土佐佐賀、檮原、田野々、
大用、土佐中村、土佐清水、宇和島、岩松、宿毛、柏島）
・県有林一覧図表
・県下ゴルフ場一覧図表
・市町村境界図および人口集中地区境界図（高知市、室戸市、土佐市、安芸
市、南国市、須崎市、中村市、宿毛市、土佐清水市、土佐山田町、伊野町）
・土地区画整理事業実施区域図
・資料作成の趣旨および作成要領

要審査 無 無

R3-A-3774 土地対策課 用地対策課 S45S46S47S48S49S50S51S52S53S54
昭和45～54年度　地籍調査十ヶ年計画策定資
料

・高知県地籍調査計画明細書
・高知県地籍調査面積に関する資料
・高知県地籍調査事業実施町村一覧図（色別）
・都道府県地籍調査長期計画作成要領
・高知県地籍調査新10カ年計画策定関係図
・地籍調査面積調書

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3775 土地対策課 用地対策課 S63
昭和63年度　次期国土調査事業長期計画検討
のための地籍調査実施状況等に関する調査の
実施について

・地籍調査実施状況等調べ
・ほ場整備実績一覧表
・民有林林道網整備計画書
・利用区分の定義および把握方法
・1980年世界農林業センサス高知県統計書（林業編）の写し
・総括統計表
・高知営林局管内図｛（宇和島、宿毛、清水、中村、川崎営林署）、（安
芸、魚梁瀬、奈半利営林署）、（本山、大栃営林署）、（大正、窪川、須
崎、高知営林）｝
・地籍調査実施状況等調査書（東洋町、佐賀町、土佐清水市、宿毛市、池川
町、仁淀村、中村市、大豊町、香北町、日高村、葉山村、大月町、中土佐
町、南国市、大方町、本川村、伊野町、吾川村、田野町、馬路村、土佐市、
物部村、三原村、北川村、高知市、室戸市、安芸市、奈半利町、芸西村、赤
岡町、香我美町、土佐山田町、野市町、本山町、土佐町、吉川村、大川村、
春野町、鏡村、土佐山村、吾北村、須崎市、越知町、窪川町、梼原町、大正
町、大野見村、東津野村、十和村、西土佐村、土佐町、以上9市43町村）
・国土調査実施概要
・土地利用現況
・都道府県地籍調査関連地域調書（高知県）
・市町村地籍調査関連地域調書（春野町、野市町、檮原町、本川村、田野
町、大川村、馬路村、三原村、土佐町、大正町、西土佐村、佐賀町、大豊
町、十和村、東津野村、高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎
市、中村市、宿毛市、土佐清水市、東洋町、奈半利町、安田町、北川村、芸
西村、赤岡町、香我美町、土佐山田町、夜須町、香北町、吉川村、物部村、
本山町、鏡村、土佐山村、伊野町、池川町、吾川村、吾北村、中土佐町、佐
川町、越知町、大野見村、葉山村、仁淀村、日高村、大方町、大月町）
・資料作成要領
・

要審査 無 無

R3-A-3776 用地管理課 用地対策課 S62

①昭和62年度　国分川収用案件（簡易関係）
②昭和62年度　土地収用法に基づく権利取得
裁決並びに明渡裁決の申し立てについて　国
分川　高知河川

①二級河川国分川改修工事並びにこれに伴う県道後免中島高知線道路付替工
事、事業計画等、相続関係説明図、保証金明細表、収用審理、用地買収調
書、裁決申請書、土地調書、明渡裁決申請書
②裁決書、損失補償、遺産分割協議書、交渉日誌、裁決手続開始決定書、事
業計画書、土地調書、物件調書、関係図面一式

要審査 無 無

R3-A-3777 用地管理課 用地対策課 S57S60S62

①昭和62年度　一般国道　197号線･葉山村永
野
②昭和57年度　県道桂浜桟橋線廃道敷地売却
③昭和60年度　桂浜はりまや橋廃道敷地売却
（完納）　
④昭和62年度　登記権利証書受領書・契約書
綴

①国道197号線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、土地交換契
約書、不動産鑑定評価書、地形図、当時の写真、関係図面
②境界画定協議書、道路の不用物件処分調書、関係図面
③県有財産売買契約書、標準値評価調書
④県有財産売買契約書、価格評定調書、現地写真、不動産鑑定評価書、鏡川
公用廃止について

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3778 用地管理課 用地対策課 S61S62

①昭和61年度　本川村（名の谷川）県有地処
理
②昭和62年度　二級河川鏡川及び神田川河川
敷地の一部公用廃止
③昭和62年度　一般国道439号線廃道敷地
④昭和62年度　R194号残土処理場払下書類
（名ノ谷）村
⑤昭和62年度　処分権限委任　海岸堤防敷地
の公用廃止処分調書

①現地の写真
②鏡川および神田川廃川敷地の売払について、県有財産売買契約書、地形
図、土地交換契約書、廃川処分調書、現地の写真、関係図面
③国道439号線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、用地買収調
書、道路の不用物件処分調書、当時の写真
④名ノ谷残土処理場の売払について、県有財産売買契約書、用地買収調書、
関係図面
⑤須崎市浦ノ内東分地先、海岸保全施設（旧堤防敷）の売却に係る権限委任
箇所における処分完了について（報告）、県有財産売買契約書、不動産鑑定
評価書、国有財産譲与契約書、廃堤敷地処分調書、旧海岸堤現況写真、関係
図面

要審査 無 無

R3-A-3779 用地管理課 用地対策課 S62

①昭和62年度　国道321号線廃道　土佐清水
市以布利
②昭和62年度　県道安芸物部線売却　
③昭和62年度　交換（県道）高知本山線　土
佐山村土佐山字サジキガナロ）国有
④昭和62年度　県道足摺岬公園線廃道敷地
（土佐清水市緑ヶ丘）市
⑤昭和62年度　高知市朝倉南咥内（旧国道）
廃道敷地
⑥昭和62年度　旧国道33号線廃道敷用地測量
成果品報告書　高知市朝倉南咥内

①国道321号線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、不動産鑑定
評価書、道路の不用物件処分調書、関係図面
②県道安芸物部線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、現地の写
真、関係図面
③県道高知本山線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、交換契約
書、道路の不用物件処分調書、関係図面
④県道足摺岬公園線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、関係図
面
⑤旧国道33号線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、旧国道33号
線に介在する日本国有鉄道所有地の処理について、立会確認書、土地登記簿
調査表
⑥旧国道33号線廃道敷用地測量について、土地登記簿調査表、立会確認書、
関係図面

要審査 無 無

R3-A-3780 用地管理課 用地対策課 S60S63

①昭和63年度　県道仁井田竹中線廃道敷地存
置協議
②昭和63年度　県道久礼須崎線売払事案　中
土佐町
③昭和63年度　県道伊野仁淀線廃道売払案件
④昭和60～63年度　桂浜はりまや線廃道敷地
⑤昭和63年度　県道春野赤岡線　吉川村　廃
道売払事案
⑥昭和60年度　桂浜はりまや線廃道敷地売却

①県道仁井田竹中線廃道敷の売払について、県有財産売買契約書、田畑売買
価格に関する調査結果、用地買収調書、現地の写真、関係図面、県道を構成
していた不用物件を国有財産として存置する必要の有無について
②県有財産売買契約書、県道久礼須崎線廃道敷地の売却について、現地の写
真、道路の不用物件処分調書、関係図面、道路の区域変更及び供用開始告示
集
③県道伊野仁淀線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、用地買収
調書、道路の不用物件処分調書、現地の写真、関係図面
④県有財産売買契約書、県道桂浜はりまや線廃道敷地の売却について、用地
買収に対する方針と経過について、用地買収後の残地処理に関する覚書
⑤県道春野赤岡線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、現地の写
真、関係図面
⑥県道桂浜はりまや線の元の地権者一覧表、県道桂浜はりまや線廃道敷地の
売払について、県有財産売買契約書、関係図面

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
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作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の
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電子データの
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R3-A-3781 用地管理課 用地対策課 S59S63

①昭和63年度　廃道売払　物部村
②昭和63年度　県道香北赤岡線（香我美町山
北）　
③昭和63年度　廃道売払（野市町東野）　
（株）高知スチロール
④昭和63年度　都計南国山田線廃道
⑤昭和59年度　国道197号線　須崎市上分
⑥昭和63年度　高知本山線売却事案　
⑦昭和63年度　県道窪川船戸線廃道敷地

①国道195号線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、現地の写真
②県道河北赤岡線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、関係図面
③県道山川野市線は移動敷地の売払について、県有財産売買契約書、関係図
面、現地の写真
④都計道路南国山田線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、用地
買収調書、現地の写真
⑤国道197号線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、田畑売買価
格に関する調査結果、関係図面、現地の写真
⑥県道高知本山線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、現地の写
真、関係図面
⑦県道窪川船戸線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、田畑売買
価格に関する調査結果、現地の写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3782 用地管理課 用地対策課 S60S62S63

①昭和63年度　国有財産法27条交換（越知町
越知字笹林）
②昭和62年度　国有財産法27条交換（仁淀村
森）仁淀村
③昭和62年度　交換　高知県住宅供給公社
（石立団地）
④昭和60年度　国有財産の交換　野市町道深
渕線
⑤昭和62年度　交換（水路⇔用悪水路）（窪
川町香月が丘993）窪川町土地開発公社　国
有
⑥昭和63年度　国有財産法第27条交換（用
廃）高知県千松園
⑦昭和63年度　国有財産法27条交換（越知町
越知字林屋敷）
⑧昭和62年度　交換土佐清水市養老（旧養老
小学校）
⑨昭和62年度　国有財産法27条交換（大月町
弘見）大月町
⑩昭和62年度　国有財産法27条交換（越知町
越知）越知町

①交換契約書、越知町全図（位置図）、越知町市街地（見取図）、現地の写
真、関係図面
②交換契約書、仁淀村管内図、周辺見取図、現地の写真
③交換契約書、土地評価依頼書、関係図面
④土地交換契約書、標準値評価調書
⑤交換契約書、交換計画書、現地の写真
⑥交換契約書、土地評価書、関係図面
⑦交換契約書、越知町全図（位置図）、越知町市街地（見取図）、評価調
書、現地の写真
⑧交換契約書、土地評価書、現地の写真、関係図面
⑨交換契約書、土地評価書、大月町全図（位置図）、現地の写真、関係図面
⑩交換契約書、越知町全図（位置図）、評価調書、越知町市街地（見取
図）、現地の写真

要審査 無 無

R3-A-3783 用地管理課 用地対策課 S63 昭和63年度　住公交換①-①福井東団地
・高知市福井東町の万々団地内における公共用財産の用途廃止について
・交換契約書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3784 用地管理課 用地対策課 S63
昭和63年度　住公交換①-②福井東団地（集
団和解方式による同意書）

・各権者の同意書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3785 用地管理課 用地対策課 S56S61

①昭和56年度　農道・水路の付替申請　高知
市福井町
②昭和61年度　国有財産法第27条交換（高知
市朝倉）　高知県住宅供給公社

①農道の用排水路の付替工事の許可について、関係図面一式
②国有財産現地受渡証書の送付について、交換契約書、関係図面

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3786 用地管理課 用地対策課 S62S63

①昭和62年度　交換　若草南団地　住宅供給
公社
②昭和62年度　用廃・交換　高知県住宅供給
公社理事長
③昭和63年度　交換　高知県住宅供給公社理
事長　高知市鴨部字南次郎丸

①交換財産現地受渡証書の送付について、交換契約書、関係図面
②交換契約書、各権者の同意書、関係図面
③交換契約書、現地の写真、各権者の同意書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3787 用地管理課 用地対策課 S63

①昭和63年度　国道197号線（葉山村）売払
事業
②昭和63年度　県道新居中島線売払
③昭和63年度　二級香宗川水系烏川・香美郡
野市町大谷

①国道197号線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、道路の不用
物件処分調書、現地の写真、関係図面
②県道新居中島線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、用地買収
調書（土佐市塚地）、現地の写真
③二級河川香宗川水系烏川廃川敷地の売払について、県有財産売買契約書、
廃川処分調書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3788 用地管理課 用地対策課 S60S62

①昭和62年度　県道東祖谷　山大杉停車場線
廃道敷地（大豊町穴内）
②昭和62年度　R197廃道（葉山村）売払事業
③昭和62年度　高知空港線（南国市久枝）売
払事業
④昭和60年度　一般国道197号線　葉山村永
野　
⑤昭和62年度　R321廃道売払（吉本）
⑥昭和62年度　二級河川鏡川廃川敷地　高知
市東石立町字セングノ木

①県道東祖谷山大杉停車場線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約
書、道路の不用物件処分調書、標準値評価調書等、関係図面
②国道197号線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、現地の写
真、関係図面
③県道高知空港線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、現地の写
真、関係図面
④国道197号線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、関係図面
⑤国道321号線廃道敷地の売払について、県有財産売買契約書、現地の写
真、関係図面
⑥二級河川鏡川廃川敷地の売払について、県有財産売買契約書、廃川処分調
書、現地の写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3789 用地管理課 用地対策課 S60S63

①昭和63年度　国有財産法第12条所管換　本
山町裁判所
②昭和60年度　南国土木　国有財産（土地）
の所管換えについて
③昭和63年度　国有財産法12条による所管換　
高知営林局
④昭和63年度　国有財産法12条による所管換　
南国市岡豊町　高知医科大学
⑤昭和63年度　国有財産法第12条　所管換　
高知医科大学長

①協議調書、関係図面
②関係図面
③協議調書、関係図面
④協議調書、関係図面
⑤協議調書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3790 用地管理課 用地対策課 S63

①昭和62年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく不用物件の譲与（春野町）
②昭和62年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく譲与（土佐市北地）
③昭和62年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく譲与（高知県）
④昭和62年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく譲与（土佐山田町入野）
⑤昭和62年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく譲与（須崎市道樫佐古線）
⑥昭和62年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく不用物件の譲与（梼原町）
⑦昭和62年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく譲与（高知県）

①道路現況台帳、認定路線調書、現地の写真、関係図面
②関係図面、現地の写真
③国道197号線廃道敷地の譲与について、道路の区域変更及び供用開始告示
集、関係図面
④関係図面、現地の写真
⑤現地の写真、国有財産譲与契約書、関係図面
⑥現地の写真、関係図面
⑦県道宇和島中村線廃道敷地の譲与について、道路の区域変更及び供用開始
告示集、関係図面

要審査 無 無
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R3-A-3791 用地管理課 用地対策課 S63

①昭和63年度　県有財産の譲与･日高村道狩
場線の廃道敷　道路法第94条第2項の規定に
基づく譲与（伊野土木）
②昭和63年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく譲与（南国市十市）
③昭和63年度　国有財産法27条交換　高知県
知事（警察用地内）
④昭和63年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく譲与（佐川町）
⑤昭和63年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく譲与
⑥昭和63年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく譲与　梼原町（六丁線）
⑦昭和63年度　国有財産（土地）の交換　須
崎市長
⑧昭和63年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく譲与（中村市蕨岡）
⑨昭和63年度　道路法94条第2項の規定に基
づく譲与･町道2073号野根谷線　室戸土木

①県有財産譲与契約書、現地の写真、関係図面
②路線認定に関する調書、路線廃止区域の変更に関する調書、関係図面、現
地の写真
③交換契約書、関係図面
④路線認定に関する調書、路線廃止区域の変更に関する調書、関係図面、現
地の写真
⑤県道桂浜はりまや線廃道敷地の譲与について、道路の区域変更及び供用開
始告示集、関係図面
⑥現地の写真、関係図面
⑦須崎市新町地先、交換契約書、現地の写真、関係図面
⑧道路の区域変更及び供用開始告示集、関係図面
⑨路線認定及び路線廃止に関する調書、現地の写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3792 用地管理課 用地対策課 S60
①昭和60年度　西光寺　移転補償
②西光寺関係資料綴（本山町）
③本山土木西光寺　補償対策資料

①県有財産売買契約書、各調査表及び設計工事費等算出表、不動産鑑定評価
書、現地の写真、関係図面、土地売買契約書（写し）、権利消滅に関する契
約書（写し）
②西光寺補償内訳、各調査表及び設計工事費等算出表、用地交渉に関する当
時の概況
③西光寺検討資料、各調査表及び設計工事費等算出表、本山大橋拡幅工事に
伴う現地の写真、吉野川災害復旧工事に関する現地の写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3793 用地管理課 用地対策課 S60 昭和60年度　高知県土地開発基金

・土地開発基金の繰り出しについて
・昭和59年度高知県土地取得事業特別会計予算事項別明細書
・協定書
・不動産鑑定評価書（国道33号線の現地の写真、関係図面）（高知市朝倉字
の現地の写真、関係図面、土地売買に関する契約書）
・関係図面
・鏡川水系河川改修事業用地先行取得対策資金貸付契約書
・昭和51年高知市給水条例（写し）
・検査調書及び工事検査明細書

要審査 無 無
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R3-A-3794 用地管理課 用地対策課 S61S62

①昭和61年度　安芸市穴内海浜地　
②昭和61年度　県道桂浜はりまや線　高知市
桟橋通5丁目　
③昭和62年度　国道321号線廃道敷地
④昭和62年度　廃道敷売払　須崎市浦ﾉ内
⑤昭和61年度　鏡川廃川敷地売却（上本宮
町）
⑥昭和61年度　鏡川廃川敷地売却（上本宮
町）
⑦昭和61年度　鏡川廃川敷地売却（上本宮
町）
⑧昭和61年度　二級河川香宗川第一支　烏川
の廃川敷地について

①～⑧県有財産売買契約書
①関係図面
②現地の写真、関係図面、鑑定評価書
③道路の不用物件処分調書、関係図面
④関係図面、現地の写真
⑤～⑦関係図面、鑑定評価書
⑧鑑定評価書、関係図面、現地の写真、境界確定通知書

要審査 無 無

R3-A-3795 用地管理課 用地対策課 S60S61S62

①昭和61年度　不要物件　主要県道龍河洞公
園線
②昭和61年度　中村市津蔵渕字ムカイ（旧河
川敷）　
③昭和60年度　桂浜はりまや線廃道敷地売却　
東京ビジネスサービス
④昭和61年度　一般国道197号線
⑤昭和62年度　県道興津仁井田停車場線　廃
道敷地売払い
⑥昭和61年度　二級河川久礼川水系長沢川河
川敷地の一部公用廃止

①県有財産売買契約書、用地買収調書、道路の不用物件処分調書、現地の写
真、関係図面
②県有財産売買契約書、現地の写真、関係図面
③県有財産売買契約書、関係図面、抵当権設定契約書、抵当権設定登記承諾
書、印鑑証明書
④県有財産売買契約書、道路の不用物件処分調書、用地買収調書、関係図
面、現地の写真、
⑤県有財産売買契約書、関係図面、境界確定協議書、現地の写真
⑥用地買収調書、県有財産売買契約書、関係図面、長沢川無番地に関する調
査報告書、現地の写真、廃川処分調書

要審査 無 無

R3-A-3796 用地管理課 用地対策課 S61

①昭和61年度　中村市南国見シンカエ（旧河
川敷）　
②昭和61年度　高知安芸自転車道廃道敷地　
③昭和61年度　高知安芸自転車道廃道敷地
④昭和61年度　2級河川香宗川派川香宗川の
廃川敷地　
⑤昭和61年度　県道春野赤岡線廃道敷地
⑥昭和61年度　宇賀谷川河川敷公用廃止

①県有財産売買契約書、現地の写真、関係図面、境界画定協議書
②県有財産売買契約書、土地売買契約書、道路の不用物件処分調書、不動産
売買契約書、現地の写真、関係図面
③県有財産売買契約書、土地売買契約書、道路の不用物件処分調書、関係図
面、現地の写真
④県有財産売買契約書、現地の写真、土地売買に関する契約書、用地買収調
書、関係図面
⑤県有財産売買契約書、関係図面、現地の写真
⑥県有財産売買契約書、関係図面、不動産鑑定評価書、現地の写真、廃川処
分調書、現地の写真（ネガフィルム）、覚書

要審査 無 無
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R3-A-3797 用地管理課 用地対策課 S60S61

①昭和60年度　鏡川廃川敷地売却（上本宮
町）
②昭和61年度　鏡川廃川敷地売却（上本宮
町）
③昭和61年度　鏡川廃川敷地売却（上本宮
町）
④昭和61年度　鏡川廃川敷地売却（上本宮
町）
⑤昭和61年度　鏡川廃川敷地売却（上本宮
町）
⑥昭和61年度　鏡川廃川敷地売却（上本宮
町）
⑦昭和60・61年度　鏡川廃川敷地売却（上本
宮町）
⑧昭和61年度　桂浜はりまや線　廃道敷地売
却　
⑨昭和61年度　国道321号廃道敷地（土佐清
水市爪白）

①②③④⑤⑥⑦県有財産売買契約書、関係図面、鑑定評価書
⑧県有財産売買契約書、関係図面
⑨県有財産売買契約書、現地の写真、用地買収調書

要審査 無 無

R3-A-3798 用地管理課 用地対策課 S46S47S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57S58S59昭和46～59年度　所管換道路､水路確認調書
・土地調書（長岡郡大豊村）
・各種関係図面一式

要審査 無 無

R3-A-3799 用地管理課 用地対策課 S46S47S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57S58S59

①登記済証　寄付受納分　西土佐村地内
②譲与申請書　中村市地内　日本鉄道建設公
団大阪支社
③寄付財産　佐賀町
④登記済証　寄付受納分　窪川町地内
⑤登記済証　道路交換　十和村地内
⑥寄付財産　十和村
⑦土地調書　中村市
⑧昭和58年度　受領書の送付について（伺）

①西土佐村地内の登記嘱託書綴り
②土地調書、中村市地内の登記嘱託書綴り
③佐賀町地内の登記嘱託書綴り
④窪川町地内の登記嘱託書綴り
⑤⑥十和村地内の登記嘱託書綴り
⑦土地調書、中村線川奥起点の鉄道用地実測図
⑧日本国有鉄道の事業実施に伴う財産整理について、付替道水路の財産整理
関係資料、覚書

要審査 無 無

R3-A-3800 用地管理課 用地対策課 S46S47S48S49S50

①昭和46～50年度　寄附申請書　登記済書　
高知県中村市　日本鉄道建設公団大阪支社
②中村線　登記済書　大方町（1）伊田　有
井川
③中村線　登記済書　大方町（2）上川口
④中村線　登記済書　大方町（3）浮鞭
⑤中村線　登記済書　大方町（4）入野（1）
⑥中村線　登記済書　大方町（5）入野（2）
⑦中村線　登記済書　大方町（6）下田ﾉ口　
上田ﾉ口

①土地調書（中村市）、登記嘱託書綴り
②③④⑤⑥⑦大方町地内の登記嘱託書綴り

要審査 無 無
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R3-A-3801 用地管理課 用地対策課 S50S51S52S53S54S55
昭和50～55年度　日本国有鉄道工事施工に係
る国有財産の整理　大阪鉄建公団

・日本国有鉄道の付替工事に関する財産整理の打合せ会開催について
・土地調書（幡多郡大方町、中村市、幡多郡佐賀町、長岡郡大豊町、南国
市、香美郡土佐山田町）
・交換道路確認調書
・覚書
・特別法の適用のない財産整理について

要審査 無 無

R3-A-3802 用地管理課 用地対策課 S46S47S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57S58S59

①所管換道路･水路確認調書　認定外道水路　
窪川町地内　日本国有鉄道四国総局
②所管換道路確認調書　認定町道路　窪川町
地内　日本国有鉄道四国総局
③（交換､寄附）登記嘱託書　建設省所有権
移転　所在　高知県幡多郡西土佐村
④所管換河川確認調書　認定外河川窪川町地
内　日本国有鉄道四国総局
⑤昭和59年度　国有鉄道工事に係る法定道路
（町道）､法定河川及び法定外道路･水路等
（農道･用悪水路等）の付替えに伴う国有財
産の相互所管換の確認について（伺）

①所管換道路、水路確認調書、土地調書（高岡郡窪川町）、各種関係図面一
式
②所管換道路確認調書、土地調書（高岡郡窪川町）、公図写し等関係図面
③西土佐村地内の登記嘱託書綴り
④所管換河川確認調書、土地調書（高岡郡窪川町）、公図写し等関係図面
⑤付替道水路の財産整理関係資料、覚書、特別法の適用の付替工事に伴う財
産整理について

要審査 無 無

R3-A-3803 用地管理課 用地対策課 S59

①昭和59年度　河川（道路）交換契約書　高
知県宿毛市地内　日本鉄道建設公団大阪支社
②昭和59年度　譲与申請書　高知県宿毛市地
内　日本鉄道建設公団大阪支社

①法定外公共用財産（農道・水路敷地）に関する交換について、河川交換契
約書、引渡建造物（道路付、川溝付）図面目録及び調書、各図面一式
②法定外公共用財産（農道・水路敷地）の譲与について、国有財産の整理に
ついて、土地調書、各図面一式

要審査 無 無

R3-A-3804 用地管理課 用地対策課 S59S60

①河川（道路）交換契約書　高知県宿毛市地
内　日本鉄道建設公団大阪支社
②昭和60年度　寄附申請書　高知県宿毛市地
内　日本鉄道建設公団大阪支社

①河川交換協議書、引渡建造物（道路付、川溝付）図面目録及び調書、各図
面一式
②法定外公共用財産（農道・水路敷地）の寄附申請に対する受納について、
土地調書、引渡建造物図面目録及び調書、各図面一式

要審査 無 無

R3-A-3805 用地管理課 用地対策課 S59

①昭和59年度　譲与申請書　中村市地内　日
本鉄道建設公団大阪支社
②寄付申請書　中村市地内　日本鉄道建設公
団大阪支社

①法定外公共用財産（農道・水路敷地）の譲与について、土地調書
②法定外公共用財産（農道・水路敷地）の寄附申請に対する受納について、
国有財産の整理について、道路、水路寄附譲与協議書、土地調書、引渡建造
物（道路付、川溝付）図面目録及び調書、各図面一式

要審査 無 無

R3-A-3806 用地管理課 用地対策課 S57S58S59S60S61

①昭和57年度　国有財産（不動産）交換申請
について　安芸市長
②昭和58・59年度　国有財産交換申請につい
て（越知土木）高知県知事　中内力
③昭和59年度　国有財産法27条交換（安芸市
井ﾉ口）高知県知事　中内力
④昭和60年度　国有財産法第27条交換（伊野
旧庁舎）
⑤昭和61年度　国有財産法27条交換（南国市
岡豊）高知県知事　中内力

①交換契約書、交換計画書、関係図面、現地の写真
②交換契約書、土地評価書、関係図面
③交換契約書、交換計画書、現地の写真、土地評価書、関係図面
④交換契約書、交換計画書、関係図面
⑤交換契約書、交換計画書、関係図面

要審査 無 無
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R3-A-3807 用地管理課 用地対策課 S60

①昭和57年度　二級河川国分川廃川調書　高
知市大津字西山ﾉ根2258
②昭和60年度　一般国道439号線廃道敷地売
却
③昭和60年度　県道前浜植野線・南国市田村　
④昭和60年度　主要県道春野赤岡線廃道敷地
売却
⑤昭和60年度　県有財産売買契約について　
土佐清水市下ノ加江
⑥昭和60年度　県有財産（県道城川梼原線廃
道敷地）の売払について　高岡郡梼原町上成
⑦廃道敷地売払に関する権限委任箇所の処分
完了について（報告）

①県有財産売買契約書、不動産鑑定評価書、現地の写真、廃川処分調書、廃
川敷地等台帳、関係図面
②県有財産売買契約書、現地の写真、関係図面
③県有財産売買契約書、裁決書、現地の写真、関係図面
④県有財産売買契約書、鑑定評価書、現地の写真、関係図面
⑤県有財産売買契約書、現地の写真、関係図面
⑥県有財産売買契約書、用地買収調書、現地の写真、関係図面
⑦県有財産売買契約書（写し）、須崎市浦ノ内

要審査 無 無

R3-A-3808 用地管理課 用地対策課 S59

①昭和59年度　用変　高知県住宅供給公社　
理事長　前島　潤
②昭和59年度　農道･水路の用途変更につい
て（伺）（高岡郡大野見村奈路字三角701ｰ3
地先）

①境界確定協議書、関係図面
②関係図面、現地の写真

要審査 無 無

R3-A-3809 用地管理課 用地対策課 S60

①昭和60年度　国道197号線廃道敷地売却　
梼原町中間　
②昭和60年度　国道194号（伊野町神谷）　
伊野町神谷　
③昭和60年度　普通財産の処分について　県
道高知南環状線　春野町　伊野土木
④昭和60年度　主要県道窪川船戸線廃道敷地
売却　
⑤昭和60年度　廃道敷地売払申請について　
野市町（三電機）　売却相手方　香我美町長
⑥昭和60年度　国道321号線　中村市津蔵渕

①県有財産売買契約書、道路の不用物件処分調書、用地買収調書、関係図面
②県有財産売買契約書、用地買収調書、現地の写真、関係図面
③県有財産売買契約書、用地買収調書、現地の写真、関係図面
④県有財産売買契約書、用地買収調書、現地の写真、境界確定協議書、関係
図面
⑤県有財産売買契約書、現地の写真、関係図面
⑥県有財産売買契約書、現地の写真、道路の不用物件処分調書、境界確定協
議書、現地の写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3810 用地管理課 用地対策課 S60

①昭和60年度　一級河川渡川水系国見川　中
村市国見
②昭和60年度　長谷川廃川敷地
③昭和60年度　二級河川才角川　大月町才角

①県有財産売買契約書、用地買収調書、現地の写真、土地登記済権利証書、
国有財産譲与契約書、廃川敷地処分調書、関係図面
②県有財産売買契約書、現地の写真、関係図面
③廃川敷地処分調書、現地の写真、関係図面

要審査 無 無
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R3-A-3811 用地管理課 用地対策課 S57S59S60

①昭和57年度　道路法第90条第2項の規定に
基づく国有地の譲与について（伺）（南国市
双葉台）
②昭和57年度　国有地譲与契約（吾北村道）
③昭和60年度　道路法第90条第2項の規定の
譲与について（高知市）
④昭和59年度　道路法第90条第2項の規定の
譲与について（窪川町）
⑤昭和59年度　県道の用に供する国有財産の
譲与について（道路法第90条第2項）
⑥昭和57年度　市道の用に供する国有財産の
譲与について（90条2項）高知市長

①道路現況台帳、関係図面
②国有財産譲与契約書、道路台帳、土地評価調書、現地の写真、関係図面
③道路台帳、関係図面、固定資産各証明書、現地の写真
④道路現況台帳、現地の写真、関係図面
⑤国県道認定調書、現地の写真、関係図面
⑥国有財産譲与契約書、道路現況台帳、現地の写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3812 用地管理課 用地対策課 S59S61

①昭和59年度　道路法第94条に基づく国有財
産の譲与（香我美町）14
②昭和59年度　道路法第94条第2項に基づく
国有財産の譲与（春野町）340
③昭和59年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく不要物件の譲与（高知市長）161
④昭和59年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく不要物件の譲与（高知市長）　226
⑤昭和59年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく不要物件の譲与（春野町）368
⑥昭和61年度　国有財産現地受渡証書の送付
⑦昭和61年度　道路法第94条第2項の規定に
よる旧国道敷地の譲与申請（東洋町）
⑧昭和61年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく譲与について（中土佐町）
⑨昭和61年度　道路法第94条第2項の規定に
基づく不要物件の譲与について（南国市）

①階級別町道名簿、現地の写真、関係図面
②現地の写真、関係図面
③高知市福井町、現地の写真、関係図面
④高知市神田、固定資産価格証明書、現地の写真、関係図面
⑤⑥⑦⑧⑨現地の写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3813 用地管理課 用地対策課 S60

①昭和60年度　香宗川河川敷公用廃止　香我
美町土地開発公社
②昭和60年度　桂浜はりまや線廃道敷地売却　
須崎工業（株）
③昭和60年度　桂浜はりまや線廃道敷地売却　
④昭和60年度　桂浜はりまや線廃道敷地売却　
谷川建設（株）

①県有財産売買契約書、現地の写真、関係図面
②③県有財産売買契約書、高知市長浜、関係図面
④県有財産売買契約書、高知市長浜、現地の写真、関係図面

要審査 無 無
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R3-A-3814 用地管理課 用地対策課 S59

①昭和59年高知県陸運事務所庁舎拡張工事　
成果品　社団法人高知県建設技術公社
②裁決申請明渡裁決申立書　高知県陸運事務
所庁舎拡張工事
③陸運（追加分）

①座標面積成果表等関係図面
②裁決申請書、事業計画書、物件調書、関係図面
③高知県陸運事務所庁舎拡張工事関係資料目録、移転雑費見積、営業補償金
見積、現地の写真、営業休止補償算定書

要審査 無 無

R3-A-3815 用地管理課 用地対策課 S59 昭和59年度　新旧道路敷地の交換　宿毛土木

・宿毛市二ノ宮
・土地交換契約書
・道路敷地交換調書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3816 用地管理課 用地対策課 S58

昭和58年度　
①国有財産（農道）の譲与について
②国有財産の現地受渡証書について
③国有財産の現地受渡証書の送付について
④国有財産の現地受渡証書の送付について
⑤須崎市土崎町180番の一部ほか
⑥国有財産（道路）の現地受渡証書の送付に
ついて
⑦登記簿謄本送付について

①高知市重倉字アイカエリ1121-3、関係図面
②高知市介良字内寺谷310番地先から字内寺谷359番地先まで、現地の写真、
関係図面
③須崎市山手町142番地先、現地の写真、関係図面
④須崎市多ノ郷字矢羽田甲306番111地先より同所字同甲306番97地先までほ
か
、現地の写真、関係図面
⑤国有財産（水路）の現地受渡証、現地の写真、関係図面
⑥香美郡土佐山田町楠目字小野3224-3、現地の写真、関係図面
⑦南国市東崎字利岡田1065-5・北浦田1097-3、現地の写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3817 用地管理課 用地対策課 S59

①昭和59年度　下水道法第36条に基づく国有
財産の譲与　高知市秦ポンプ場
②昭和59年度　用途廃止財産（農道）の取
消・公共用財産（農道）の用途廃止並びに財
務部への引継ぎ処理（高知市神田）
③昭和59年度　下水道法第36条に基づく国有
財産の譲与　高知市長浜原ポンプ場
④昭和59年度　道路法第90条第2項の規定の
譲与について（窪川土木）
⑤昭和59年度　道路法第94条第2項に基づく
国有財産の譲与（中土佐町）

①高知市愛宕山南、関係図面
②関係図面
③高知市長浜、関係図面
④幡多郡十和村、現地の写真、関係図面
⑤高岡郡中土佐町、現地の写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3818 用地管理課 用地対策課 S59

①県道後免中島高知線　比島橋架換調査委託
業務（株）藤本商会　高知県高知土木事務所
（補償金総括表等）
②県道後免中島高知線　比島橋架換調査委託
業務　№.2
③県道後免中島高知線　比島橋架換調査委託
業務（株）藤本商会　高知県高知土木事務所
（補償予定額総括表等）

①建物移転料算定表、補償に係る会社の概況、各種費用の算出表
②比島橋橋梁架換工事の用地補償費関係資料、関係図面、各種費用の算出表
③移転の工法に係る考察、土地鑑定評価書、各種費用の算出表、普通倉庫荷
役料率表

要審査 無 無

R3-A-3819 用地管理課 用地対策課 S59
昭和59年度　十市川防災調節池工事　河川予
定地と既買収不用地との交換　南国土木事務
所

・土地交換契約書
・登記簿謄本
・関係図面一式

要審査 無 無
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ファイル名 ファイルの概要
利用制限
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R3-A-3820 用地管理課 用地対策課 S58S59

①昭和59年度　不要地交換　県道柏島二ツ石
線工事　宿毛土木事務所
②昭和58年度　公有財産（土地）の所管換え
について（伺）　（中村下田ノ口線）
③昭和59年度　十市川防災調節池工事国有財
産所管換　南国土木事務所
④昭和59年度　寄付の受納について
⑤昭和59年度　県道遠崎野市線道路改良（国
有財産所管換）　南国土木事務所
⑥昭和59年度　砂防敷地譲与の受納（西ノ谷
川興廃砂防）　土佐清水土木事務所

①土地交換契約書、県道柏島二ツ石線道路特殊改良工事（幡多郡大月町）に
係る道路敷地交換調書、関係図面
②主要県道中村下田ノ口線道路改良工事（幡多郡大方町田野浦）に係る関係
図面
③南国市十市、関係図面
④窪川土木の河川敷地の寄附受納について（高岡郡窪川町）、県道はりまや
線道路敷地の寄附受納について（高知市長浜）、窪川土木の道路敷地の寄附
受納について（幡多郡十和村、高岡郡窪川町、幡多郡大正町）
⑤香美郡野市町、関係図面
⑥西ノ谷川荒廃砂防工事（土佐清水市爪白）、市有財産譲与契約書、関係図
面

要審査 無 無

R3-A-3821 用地管理課 用地対策課 S53S54S55S56S57

①昭和53～57年度　奈半利川水系加茂川　北
川村加茂土地改良区の申請申込
②昭和54年度　二級河川奈半利川水系加茂川
廃川敷地処分調書　場所安芸郡北川村加茂字
馬越250から　（安芸土木事務所管内）　売
却完了　用地管理課
③県有財産（二級河川野根川廃川敷地）の売
却について
④県有財産（二級河川可僧谷川廃川敷地）の
売却について
⑤県有財産（一般国道381号線廃道敷地）の
売却について

①安芸郡北川村、県有財産売買契約書、廃川敷地処分調書、関係図面
②安芸郡北川村、県有財産売買契約書、関係図面、廃川敷地処分調書
③安芸郡東洋町、県有財産売買契約書、廃川処分調書、現地の写真、関係図
面
④室戸市羽根町、県有財産売買契約書、廃川敷地処分調書、廃川敷地等台
帳、関係図面
⑤須崎市幸町、県有財産売買契約書、国道381号線道路改良工事（高岡郡窪
川町）の用地買収調書、道路の不用物件処分調書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3822 用地管理課 用地対策課 S54S55S56S57

①県有普通財産（二級河川奈半利川水系長谷
川廃川敷地）の売却について
②県有普通財産（一般国道321号線廃道敷
地）の売却について
③県有普通財産（県道越知出来地線廃道敷
地）の売却について
④県有普通財産（県道桂浜桟橋通線廃道敷
地）の売却について
⑤安芸郡安田町の県有普通財産の売却につい
て

①安芸郡奈半利町、県有財産売買契約書、廃川敷地処分調書、関係図面
②土佐清水市寿町、県有財産売買契約書、道路の不用物件処分調書、土地評
価書、現地の写真、道路の不用物件処分調書、関係図面
③高岡郡越知町、県有財産売買契約書、県道越知出来地線橋梁架換工事用地
買収調書、関係図面
④高知市長浜、県有財産売買契約書、道路の不用物件処分調書、関係図面、
現地の写真
⑤県有財産売買契約書、廃川敷地処分調書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3823 用地管理課 用地対策課 S55S56S57S58

①昭和57年度　県道須崎仁ノ線　須崎市浦ノ
内　宗光
②昭和56・57年度　県有普通財産の売却　吾
川郡伊野町
③昭和55～58年度　県有普通財産の売却　土
佐市甲原
④昭和57・58年度　県有財産（廃道敷地）の
売払い　土佐清水市清水

①県有財産売買契約書、道路の不用物件処分調書、関係図面
②県有財産売買契約書、国有財産譲与契約書、土地登記済権利証書（登記嘱
託書）、顛末書、覚書、関係図面
③県有財産売買契約書、不動産鑑定評価書、現地の写真、廃川敷地等台帳、
廃川敷地処分調書、境界確定協議書、国有財産譲与契約書、関係図面
④県有財産売買契約書、県道足摺岬清水港線特殊改良第1種工事（土佐清水
市中の浜）用地買収調書、道路の不用物件処分調書、関係図面

要審査 無 無

512 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3824 用地管理課 用地対策課 S54S55S56S57S58

①昭和54・55年度　国道32号線廃道敷地処分
調書　場所　南国市岡豊町滝本､山崎マリ　
南国土木事務所管内
②昭和56年度　二級河川奈半利川廃川敷地売
払調書　場所　奈半利町字西川原乙4882番外
2筆　　奈半利町　完了
③昭和54年度　二級河川新荘川廃川処分調書　
場所須崎市上分字寺尾26-4から　（須崎土木
事務所管内）　用地管理課
④昭和58年度　二級河川伊尾木川廃川敷地譲
与申請書関係　場所　安芸市川北字新町1631
から同市同所字溝尻1770まで　安芸土木
⑤昭和57年度　一般国道197号線廃道敷地　
処分調書　場所高岡郡葉山村新土居字弓場
321-3外　完了　用地管理課

①県有財産売買契約書、不動産鑑定評価書、土地評価書、現地の写真、関係
図面
②県有財産売買契約書、関係図面
③県有財産売買契約書、廃川敷地処分調書、関係図面
④県有財産売買契約書、価格調書、現地の写真、廃川敷地処分調書、関係図
面、人物を写したネガフィルム
⑤国道197号線道路改良工事（須崎市下郷、須崎市上分、高岡郡葉山村）用
地買収調書、不動産鑑定評価書、県有財産売買契約書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3825 用地管理課 用地対策課 S58S59

①昭和59年度　旧国道安芸市赤野廃道敷売払
関係書類
②昭和59年度　不用地の処分に関する権限の
委任について（伺）　高知市長浜字船戸973-
4､高知市長浜字船戸973-6）
③昭和59年度　津蔵渕川　中村市津蔵渕
④昭和58年度　山北岸本停車場線　香我美町
下分・徳王子
⑤昭和59年度　一般県道新改停車場線・山
田・曽我部川　樫谷隆雄
⑥昭和59年度　県道橋上平田線　宿毛市山奈
町芳奈

①廃道敷地の売払申込書の返戻等について、関係図面
②県有財産売買契約書、関係図面
③県有財産売買契約書、国道321号線交通安全整備事業工事用地買収調書、
間崎布堂ヶ谷線橋梁整備工事用地買収調書、現地の写真、現地のネガフィル
ム、関係図面
④県有財産売買契約書、現地の写真、関係図面
⑤県有財産売買契約書、第三者に給付をなすべき契約書、関係図面、現地の
写真
⑥県有財産売買契約書、不動産鑑定評価書、現地の写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3826 用地管理課 用地対策課 S54S55S56S59

①昭和59年度　国道33号線　鏡川橋川　　川
源･秋沢（3名）
②昭和55年度　県有普通財産・廃川敷地の譲
与　室戸市
③昭和54～56年度　普通財産譲与申請書の提
出・廃川敷地の売却に関する権限の委任　土
佐清水市
④昭和55年度　県有普通財産の売却　南国市
天行寺浮浪谷393
⑤昭和55年度　県有普通財産の売却　南国市
成合・天行寺浮浪谷393

①高知市本宮町、県有財産売買契約書、鑑定評価書、経過、国有財産譲与契
約書、関係図面
②室戸市佐喜浜町、県有財産売買契約書、廃川処分調書、現地の写真、廃川
敷地等台帳、関係図面
③県有財産売買契約書、収入調定書、関係図面
④地方税法第436条による土地価格通知書、県有財産売買契約書、関係図面
⑤県有財産売買契約書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3827 用地管理課 用地対策課 S48S53S54S55S56

①昭和53～56年度　廃川敷地の譲与　安芸郡
北川村大字野友字相返り北
②昭和56年度　廃川敷地の譲与　土佐郡土佐
山村土佐山字松ノ元
③昭和48年度　廃川敷地の譲与　宿毛市宿毛
字塩田
④昭和56年度　廃川敷地の譲与　中村市竹島
字村上

①県有財産売買契約書、関係図面、廃川敷地処分調書
②県有財産売買契約書、現地の写真、関係図面
③県有財産売買契約書、境界確定協議書、現地の写真、陳情書、関係図面
④県有財産売買契約書、道路の不用物件処分調書、現地の写真、境界確定協
議書、関係図面

要審査 無 無
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R3-A-3828 用地管理課 用地対策課 S57S58

①昭和57年度　一級河川渡川水系川家川廃川
敷地売却中村市安並字トイダ330番（中村土
木管内）　　用地管理課
②昭和58年度　県有財産（二級河川赤木谷川
廃川敷地）の売却

①県有財産売買契約書、川家川河川県単改修工事用地買収調書、土地評価
書、境界確定協議書、現地の写真、国有財産譲与契約書、廃川敷地処分調
書、関係図面
②県有財産売買契約書、不動産鑑定評価書、現地の写真、廃川処分調書、関
係図面

要審査 無 無

R3-A-3829 用地管理課 用地対策課 S49S52S53S54S55S56S57S58

①昭和53～58年度　一級河川仁淀川水系甲原
川廃川敷地　　土佐市甲原堂免1957（伊野土
木管内）　用地管理課
②昭和49年度　県有財産（一級河川物部川廃
川敷）の売払いについて（伺）　香美郡物部
村別府字ナロ373-8
③昭和52年度　県有普通財産（2級河川奈半
利川廃川敷）の売却について　安芸郡奈半利
町字元中ズ乙5057番）

①県有財産売買契約書、不動産鑑定評価書、国有財産譲与契約書、廃川敷地
処分調書、現地の写真、関係図面
②県有財産売買契約書、鑑定評価書、現地の写真、境界確定協議書、関係図
面
③県有財産売買契約書、昭和52年度地価調査価格表、土地評価書、現地の写
真、陳情書

要審査 無 無

R3-A-3830 用地管理課 用地対策課 S58

①昭和58年度　高知本山線　高知市東秦泉寺
②昭和58年度　国道321号土佐清水市清水
③昭和58年度　須崎仁ノ線　須崎市浦ノ内
④昭和58年度　窪川船戸線廃道敷地売却
⑤昭和58年度　国道381号　窪川町口神ノ川
⑥昭和58年度　山北岸本停車場線廃道敷地売
却（香我美町）
⑦昭和58年度　須崎市浦ﾉ内海岸堤藤田外
⑧昭和58年度　窪川都計3.5.6.山手線窪川町
ヒノキ谷

①県有財産売買契約書、標準地評価調書、現地の写真、関係図面
②県有財産売買契約書、標準地評価調書、国道321号線交通安全施設整備工
事用地買収調書、道路の不用物件処分調書、関係図面
③県有財産売買契約書、現地の写真、土地評価書、県道須崎仁野線道路改良
工事用地買収調書、道路の不用物件処分調書、関係図面
④高岡郡窪川町、県有財産売買契約書、現地の写真、道路の不用物件処分調
書、ネガフィルム、関係図面
⑤県有財産売買契約書、現地の写真、道路の不用物件処分調書
⑥県有財産売買契約書、標準地評価調書、現地の写真、道路の不用物件処分
調書、関係図面
⑦県有財産売買契約書
⑧土地交換契約書、関係図面、県有財産売買契約書

要審査 無 無

R3-A-3831 用地管理課 用地対策課 S58S59

①昭和58年度　須崎仁ﾉ線　須崎市浦ﾉ内　共
進建設
②昭和59年度　足摺岬公園線　土佐清水市窪
津　土佐清水市窪津漁協
③昭和59年度　県道後免中島高知線　高知市
布師田
④昭和59年度　一般国道381号廃道敷地　窪
川町北琴平町　窪川町土地開発公社
⑤昭和58年度　国道197号　　葉山村姫野々
⑥昭和59年度　繁藤西町線　土佐山田町平山
⑦昭和59年度　安田東洋線　安田町安田　
⑧昭和58年度　国道381号　　大正町田野々

①県有財産売買契約書、売買実例調書、道路の不用物件処分調書、現地の写
真、関係図面
②県有財産売買契約書、県道足摺港沿線県単道路改良工事用地買収調書、現
地の写真、現地のネガフィルム、関係図面
③県有財産売買契約書、道路の不用物件処分調書、県道後免中島高知線道路
改良工事用地買収調書、関係図面
④県有財産売買契約書、標準地評価調書、山手線窪川町都市計画街路事業工
事用地買収調書、不動産鑑定評価書、現地の写真、道路の不用物件処分調
書、関係図面
⑤県有財産売買契約書、国道197号線道路改良工事用地買収調書、道路の不
用物件処分調書、現地の写真、関係図面
⑥県有財産売買契約書、官民有地境界協定申請書、標準評価調書、現地の写
真、関係図面
⑦県有財産売買契約書、現地の写真、関係図面
⑧県有財産売買契約書、現地の写真、標準地評価調書、国道381号線道路改
良工事用地買収調書、道路の不用物件処分調書、関係図面

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3832 用地管理課 用地対策課 S59

①昭和59年度　新改浦尻線　土佐清水市浦尻
②昭和59年度　須崎仁野線廃道敷処分　（西
川魚店､中ノ浦部落）
③昭和59年度　国道381号廃道敷・十和村十
川
④昭和59年度　国道33号　伊野町枝川（西
川､寺田）土地売却
⑤昭和59年度　県有地売払　（奈半利町字西
川原）
⑥昭和59年度　仁淀川水系甲原川

①県有財産売買契約書、現地の写真、道路の不用物件処分調書、境界確定協
議書、関係図面
②県有財産売買契約書、現地の写真、道路の不用物件処分調書、関係図面
③県有財産売買契約書、土地売買契約書、交換契約書、現地の写真、関係図
面
④県有財産売買契約書、現地の写真、標準地評価調書、関係図面
⑤県有財産売買契約書、現地の写真、関係図面
⑥県有財産売買契約書、現地の写真、標準地評価調書、証明書、甲原地区耕
土置替工事、不動産鑑定評価書、現地の写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3833 用地管理課 用地対策課 S58
昭和58年度　裁決申請　明渡採決申立　宇賀
谷川改修工事

・事業計画書
・損失補償額綴り
・土地調書
・物件調書
・登記簿綴り
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3834 用地管理課 用地対策課 S56S58
①昭和56年度　横浜伊野線　裁決申請書明渡
裁決申立書
②昭和58年度　横浜伊野線

①一般県道横浜伊野線道路改築工事及びこれに伴う用排水路付替工事（高知
市横浜、吾川郡春野町、国道56号線、仁淀川左岸、吾川郡伊野町、国道33号
線）事業計画書、土地調書、物件調書、関係図面
②一般県道横浜伊野線道路改築工事及びこれに伴う用排水路付替工事（高知
市長浜）、不動産売買契約書、土地売買に関する契約書、残権者に係る用地
買収調書、事業計画書、土地調書、物件調書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3835 用地管理課 用地対策課 S57S58
昭和57・58年度　都市計画道路事業新月橋通
り線　裁決申請書

・現地の写真
・関係図面
・土地売買契約書
・和解調書
・裁決手続開始決定書
・事業計画書
・用地買収調書（高知市城山町）
・用地交渉日誌に基づく代替地の斡旋等の状況
・用地交渉日誌
・関係図

要審査 無 無

R3-A-3836 用地管理課 用地対策課 S56S58

①昭和56年度　用地交換申請書元川工区（伊
東）
②昭和58年度　新旧道路敷地の交換について
（窪川都市計画街路事業）3・5・6山手線
③昭和58年度　土地の交換について（伺）
（高岡郡窪川町窪川）
④昭和58年度　神田川河川敷交換

①土佐郡本川村地内、国道194号線道路改良工事に伴う新旧道路敷地の土地
交換契約に係る交換差金の納入について、土地交換契約書、不動産鑑定評価
書、関係図面
②高岡郡窪川町、土地交換契約書、窪川都市計画街路事業工事用地買収調
書、不動産鑑定評価書、関係図面
③事業計画概要、交換同意書、交換契約書、関係図面
④関係図面

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3837 用地管理課 用地対策課 S48S49S51S56S57

①昭和49年度　公社資金力借入金利関係
②昭和48年度　土地開発公社規定集・事業計
画支出・資金計画
③昭和48年度　高知県土地開発公社の設立関
係
④昭和57年度　土地開発公社　決済理事会
⑤昭和51年度　土地開発公社（買収証明書）
⑥昭和57年度　地域別連絡会議　高岡ブロッ
ク
⑦昭和56年度　都計浦戸湾環状線用地買収に
伴う移転先の取得について（伺）

①当面の経済情勢に対処するための金融機関の融資のあり方について、石油
の供給削減に伴う閣議了解を得た石油緊急対策要綱の追加的措置、土地開発
公社資金の借入金利の改定について、覚書
②高知県土地開発公社諸規定、事業及び決算報告書、特別会計決算付属明細
書、事業計画書及び収入支出予算書並びに資金計画書、資金計画と資金の借
入方法及び借入限度額並びに償還方法、貸借対照表勘定
③土地開発公社運営資金貸借契約書、土地開発公社等の土地取得状況等につ
いて
④事業及び決算報告書、決算附属明細表、予算及び事業計画並びに資金計
画、予算に関する説明書、業務概要、労働協約書
⑤公共事業資産の買取り申出書及び公共事業用資産の買取り等の証明書発行
等について
⑥知事認定に関しての建設省指摘事項、協定書
⑦移転先の取得に関する経過

要審査 無 無

R3-A-3838 用地管理課 用地対策課 S48S50

①昭和48年度　租税特別措置法関係
②昭和48年度　公社の設立・定款等の認可関
係
③昭和50年度　土地開発公社経理関係綴

①租税特別措置法に関する収用等の課税特例適用関係について、土地売買契
約書
②高知県土地開発公社理事会議事録、高知県土地開発公社定款、公有地拡大
の推進策の大綱、高知県開発財団寄附行為
③説明資料、、高知県土地開発公社事業計画書及び収入支出予算書並びに資
金計画書、特別会計決算付属明細書、高知県土地開発公社事業及び決算報告
書、説明資料、先行取得用地引渡実績調書

要審査 無 無

R3-A-3839 用地管理課 用地対策課 S48S52

①昭和52年度　国道321号　裁決申請書　明
渡裁決申立書　高知県
②昭和48年度　控　事業認定申請書　国道
321号改築工事　高知県　
③昭和52年度　事業認定申請書　国道321号
線道路改築工事　土佐清水市養老及び下益地
内

①和解調書、損失補償総括表、付属工作物移転設計書、建物調査表、土地調
書、物件調書、関係図面
②事業計画書、土地調書、関係図面
③裁決書、事業計画書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3840 用地管理課 用地対策課 S49S50S57S58

①昭和49年度　公共用地先行取得（公社・財
団）
②昭和49年度　取得・支払・事務費実績の報
告文
③昭和58年度　土地開発公社に依頼する用地
取得等の調査
④昭和58年度　国庫債務負担行為限度利率
⑤昭和57年度　公社との協定書・覚書等の関
係
⑥昭和50年度　土地開発公社引継ぎ（50）以
降文書綴

①競馬場移転に関する資料
②国道56号線（中村バイパス）二次改築工事用地並びに一級河川渡川改修工
事に関する用地先行取得事務費実績内訳書等
③土地開発公社事業別計画書、公共用地取得等依頼計画書、予算内訳書
④国庫債務負担行為による直轄事業又は補助事業の用に供する土地の先行取
得についての国の取得価額又は補助基本額に計上することのできる利子支払
額に係る限度利率について
⑤業務に関する協定書、用地先行取得等に関する覚書、公共用地先行取得事
業委託契約書、高知県土地開発公社定款、用地取得業務の媒介に関する契約
書、用地の買収委託確約書
⑥高知県土地開発公社理事会議事録、事業計画及び収入支出予算書並びに資
金計画書、添付資料、事業計画変更及び支出補正予算並びに資金計画変更、
説明資料、特別会計決算付属明細書、地方公社等に関する調査要領、先行取
得用地引渡実績調書、国道56号線（中村バイパス、土佐道路）二次改築工事
の先行取得に関する資料

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3841 用地管理課 用地対策課 S48S49S57S58S59

①昭和49年度　公社等四半期別資金計画等
②代替地取得事業対策に係る貸付状況､森林
組合連合会所有地､採用した取引事例等､代替
地等取得及び処分一覧表､図面等
③昭和59年度　高知県土地開発公社理事会資
料
④昭和48年度　高知県土地開発公社の財務承
認関係（法第18条）
⑤昭和49年度　高知県土地開発公社の財務初
任関係（法第18条）
⑥昭和57年度　土地開発公社経理基準要綱　
企画調整課

①公共用地等先行取得事業資金長期計画検討資料、銀行の大口融資の留意事
項について、土地開発公社49年度公共土木関係の資金借入返済計画、事業計
画
②昭和55年度決算附属明細表、代替地取得及び処分一覧表
③補正予算に関する説明書、事業別計画書
④高知県土地開発公社の昭和55年度予算事業計画及び資金計画の承認につい
て、事業計画書及び収入支出予算書並びに資金計画書、事業計画の説明資
料、高知県土地開発公社理事会議事録、事業計画及び収入支出予算書
⑤高知県土地開発公社の昭和52年度予算事業計画及び資金計画の承認につい
て、事業計画書及び収入支出予算書並びに資金計画書、高知県土地開発公社
理事会議事録、事業計画の説明資料
⑥公益法人会計基準について、土地開発公社経理基準要綱について

要審査 無 無

R3-A-3842 用地管理課 用地対策課 S49S51S56S57S58S59

①昭和51年度　土地開発公社文書綴
②昭和49年度　公社財団等
③昭和58・59年度　土地開発公社　決算関係
④昭和57年度　土地開発公社　事務連絡綴
⑤昭和56年度　土地開発公社関係綴
⑥岐阜県土地開発公社規程集　岐阜県土地開
発公社

①高知県土地開発公社組織、公共用地取得等を委託する場合の事務費負担率
の改定について、委託事務費改定率表、仕様書、土地開発公社に関する調査
表、事業報告書及び事業計画書、高知県土地開発公社事業及び決算報告書、
高知県土地開発公社事業計画書及び収入支出予算書並びに資金計画書、覚
書、土地開発公社現況説明資料、高知県土地開発公社理事会議事録特別会計
決算付属明細書
②事業計画、資金計画総括表、上電安芸線跡地利用について、大規模年金保
養基地の施設別分類系統図、競馬場移転計画、仕様書、高知県開発財団役員
名簿
③配管図、決算附属明細表、事業及び決算報告書、高知県土地開発公社予算
及び事業計画並びに資金計画、高知県土地開発公社予算に関する説明書
④第13回総会の開催について、高知県市町村開発公社等要覧、業務運営の健
全化について
⑤中島町ビルの敷地建物の取扱いについて、高知県土地開発公社組織、事業
別決算見込調書
⑥岐阜県土地開発公社定款、岐阜県土地開発公社事務局組織規定及び給与規
定並びに処務既定並びに会計既定及び会計既定細則

要審査 無 無

R3-A-3843 用地管理課 用地対策課 S53S55S56S57S58S59

①昭和58・59年度　公社事業計画予算承認伺
②公社財団（定款規定）
③昭和56年度～　予算及び事業計画　企画振
興課
④昭和53年度　土地開発公社　文書綴　企画
調整課

①昭和59年度予算及び事業計画並びに資金計画（予算に関する説明書）
②高知県土地開発公社定款、高知県土地開発公社諸規定、土地開発公社の設
立に関する参考資料、事業計画概要、業務概要
③昭和58年度予算及び事業計画並びに資金計画、予算に関する説明書、事業
別変更計画調書
④高知県土地開発公社組織、代替用地（鵜ヶ礁）に関する説明、保有土地の
状況、高知県土地開発公社事業計画書及び収入支出予算並びに資金計画書

要審査 無 無

R3-A-3844 用地管理課 用地対策課 S58

①昭和58年度　裁決申請（国道439号｢高須ト
ンネル｣）
②昭和58年度　国道439号　高須トンネル関
係書類

①長岡郡大豊町、裁決申請に係る土地所有者一覧表、事業計画書、土地調
書、物件調書、関係図面
②登記簿謄本綴り、交渉の経過、損失補償総括表、動産及び不動産調査表、
不動産鑑定評価書、関係図面

要審査 無 無
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R3-A-3845 用地管理課 用地対策課 S58

昭和58年度　
①国有財産（農道、水路）の現地受渡証書の
送付について（文書番号第297号）
②国有財産（農道、水路）の現地受渡証書の
送付について（文書番号第459号）
③国有財産の現地受渡証書の送付について
（文書番号第579号）
④国有財産の現地受渡証書の送付について
（文書番号第642号）

①高知市長浜、現地の写真、境界確定協議書、関係図面
②高知市大津、現地の写真、関係図面
③須崎市神田、廃道敷地に係る大蔵省との存置協議について、道路現況台
帳、現地の写真、関係図面
④香美郡香我美町、町道路線の認定一覧表、現地の写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3846 用地管理課 用地対策課 S58 昭和58年度　土地開発公社　関係文書綴

・用地先行取得等に関する覚書
・流域下水道事業工事用地買収調書（高知市高須）
・収用証明書
・高知広域都市計画道路事業新月橋通り線の用地買収に関する資料
・収用等の対償地の買取りに関する契約書（南国市岡豊町）
・官民有地境界協定申請書(南国市領石）
・県道家俊岩戸真幸線道路改良工事用地買収調書（土佐市甲原）
・土地売買契約書
・県立新設高等学校整備事業工事代替地買収調書
・介良川高潮対策工事代替用地買収調書（高知市介良）
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3847 用地管理課 用地対策課 S58S60

①昭和60年度　裁決申請　県道春野赤岡線　
用地管理課
②昭和58年度　裁決申請書明渡裁決申立書
（控）　県道春野赤岡線道路改築工事（十市
工区）

①裁決申請に関する調書、事業計画書、土地調書、物件調書、各権者の陳述
書、権利取得・明渡裁決申請書類、関係図面
②南国市浜改田地内、事業計画の概要、裁決申請に関する調書、残件調書、
用地買収経過表、事業計画書、土地調書、各権者の陳述書、相続関係説明
図、物件調書、土地調書、権利者からの手紙の写し、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3848 用地管理課 用地対策課 S58
①昭和59年度　裁決申請　県道桂浜はりまや
線道路改築工事
②県道桂浜はりまや線　原稿他

①高知市長浜、権利消滅に関する契約書、裁決申請に関する調書、事業計画
書、土地調書、事業認定申請書、建物移転料内訳書、関係図面
②裁決申請書、事業計画書、明渡裁決申立書、損失補償の見積もり内訳書、
裁決申請に関する調書、動産及び不動産調査表

要審査 無 無

R3-A-3849 用地管理課 用地対策課 S58S59
①昭和58～59年度　裁決申請明渡裁決申立　
高知県果樹試験場施設　用地管理課
②委任状様式

①高知市朝倉、土地売買契約書、物件調書、事業計画書、相続関係説明図、
土地調書、関係図面
②裁決申請書、事業計画書、土地調書、物件調書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3850 用地管理課 用地対策課 S58

①果樹試験場土地収用事件関係書綴（土地売
買契約書）
②地積測量図柴野様（土地調書）
③権利取得･明渡裁決申請書類　永小作権弘
田鐵次の相続人　申請には不要（戸籍謄本）
④権利取得･明渡裁決申請書類　調書原稿そ
の他　
⑤用地管理課　柴野殿　最新図面在中（土地
調書）
⑥果樹試地積測量図

①高知市朝倉、土地売買契約書、裁決申請に関する調書、課樹場用地買収計
画、農地賃貸借契約書、土地賃貸借契約書、関係図面
②土地売買契約書、土地調書
③相続関係説明図等
④物件調書、裁決申請書、事業計画書、関係図面
⑤土地調書、物件調書、関係図面
⑥裁決申請経過及び審理結果、関係図面

要審査 無 無
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識別番号
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作成課
移管元
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作成
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ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
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電子データの
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R3-A-3851 用地管理課 用地対策課 S62

①昭和62年度　主要県道宿毛津島線改築工事
事業認定申請書
手続保留申立書
②昭和62年度　県道庄田伊野線改築工事事業
認定申請書
③昭和62年度　一般国道439号改築工事　参
考資料　高知県
④昭和62年度　奥田川　収用裁決　裁決書

①事業計画書、計画案比較表、高知県宿毛市、関係図面
②事業計画書、ルート比較表、関係図面
③吾川郡吾北村、残件調書、路線の現状を示す写真、山岳リゾートの観光開
発計画に関する資料、地質調査に関する資料
④吾川郡伊野町、一級河川仁淀川水系奥田川改修工事、裁決書

要審査 無 無

R3-A-3852 用地管理課 用地対策課 S63
昭和63年度　国有財産法12条による所管換 
高知医科大学長

・南国市岡豊町
・所管換財産受渡証書の送付について
・協議調書
・登記簿謄本
・関係図面一式（公図・位置図、測量図）

要審査 無 無

R3-A-3853 用地管理課 用地対策課 S55
昭和55年度　農道･水路の用途変更について　
（8件）

・高知市菜園場（2件）
・高知市河ノ瀬町
・高知市万々
・高知市本町
・高知市萩町
・高知市介良乙
・香美郡土佐山田町
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3854 用地管理課 用地対策課 S55
昭和55年度　北川河川局部改良工事に伴う土
地交換の件

・高岡郡東津野村
・土地交換変更契約書
・境界確定協議書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3855 用地管理課 用地対策課 S55 昭和55年度　登記済証(写)の送付について

・国道195号線道路改良工事に伴う国有財産の所管換について
・香美郡物部村（大栃地区、山崎地区）
・見積書
・協定書
・算定表
・現地の写真
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3856 用地管理課 用地対策課 S55

①昭和55年度 二級河川奈半利川廃川敷地処
分調書
②昭和55年度　国道194号線廃道　
③昭和55年度　県道下長谷実崎線廃道敷地処
分調査
④昭和55年度　県道中村梼原線廃道敷地売払
申込書
⑤昭和55年度　一般国道195号線廃道敷地調
書
⑥昭和54年度 二級河川国分川水系 金谷川廃
川敷地書類
⑦昭和55年度 一般国道197号線 廃道敷地処
分調書

①安芸郡奈半利町、県有財産売買契約書、関係図面
②吾川郡伊野町勝賀瀬、県有財産売買契約書、関係図面
③中村市深木、県有財産売買契約書、道路の不用物件処分調書、関係図面
④中村市田ノ川、県有財産売買契約書、境界確定協議書、現地の写真、関係
図面
⑤香美郡物部村、県有財産売買契約書、道路の不用物件処分調書、関係図面
⑥高知市中秦泉寺、県有財産売買契約書、廃川処分調書、土地交換契約書、
写真
⑦須崎市上分、県有財産売買契約書、現地の写真、関係図面

要審査 無 無
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R3-A-3857 用地管理課 用地対策課 S47S48
①昭和47・48年度　四国鉱発株式会社に売払
した廃道敷関係書類
②昭和54年度　国道32号線廃道敷地処分調書

①廃道敷地の売払処分について（高知市一宮）、廃道敷地売払価格調書、県
有財産売買契約書、抵当権設定契約書、不動産鑑定評価書、現地の写真、関
係図面
②県有財産売買契約書、県有財産の売却について（南国市岡豊町）、現地の
写真、不動産鑑定評価書、土地評価書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3858 用地管理課 用地対策課 S54

①昭和54年度　旧市道樫佐右線廃道敷地譲与
申請書
②昭和54年度　旧市道坂ノ下、田ノ浦線廃道
敷地譲与申請書
③昭和54年度　旧町道長浜宇津野線廃道敷地
譲与申請
④昭和54年度（安芸市）　市道下島線廃道敷
地譲与申請書
⑤昭和55年度　旧市道落合線廃道敷地譲与申
請書
⑥昭和55年度　旧市道重倉線廃道敷地譲与関
係書類
⑦昭和55年度　二級河川鏡川固有財産の用途
変更承認関係書類
⑧昭和55年度　二級河川神田川改修工事に伴
う不用物件の引継書

①国有財産譲与契約書（須崎市吾井郷乙）、道路状況台帳、関係図面
②国有財産譲与契約書（宿毛市小筑紫町）、関係図面
③国有財産譲与契約書（高知市瀬戸）、関係図面
④国有財産譲与契約書（安芸市伊尾木）、道路現況台帳、関係図面
⑤国有財産譲与契約書（須崎市上分）、道路現況台帳、関係図面
⑥国有財産譲与契約書（高知市重倉）、関係図面
⑦高知市唐人町、関係図面
⑧引継引受財産受渡証書、高知市神田、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3859 用地管理課 用地対策課 S56
昭和56年度　高知広域都市計画道路事業　薊
野塚の原線の用地取得上申

・権利取得裁決申請並びに明渡裁決の申立ての取り下げ（高知市南久万）
・土地売買に関する契約書
・土地調書
・明渡裁決申立書
・物件調書
・用地交渉調書
・物件調査の報告書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3860 用地管理課 用地対策課 S56

昭和56年度　
①②新旧河川敷地の交換　上入川河川災害復
旧工事　（2件）
③新旧河川敷地の交換　県道川登有岡線道路
特殊改良一種工事
④新旧道路敷地の交換　国道197号線道路改
良工事
⑤新旧道路敷地の交換　県道東祖谷山大杉停
車場線橋梁架換工事
⑥新旧道路敷地の交換　国道194号線道路改
良工事
⑦新旧道路敷地の交換　県道本川大杉線道路
改良工事
⑧所管換財産受渡証書の送付

①②吾川郡吾北村上入川、土地交換契約書、関係図面
③中村市手洗川、土地交換契約書、現地の写真、関係図面
④高岡郡葉山村、土地交換契約書、不動産鑑定評価書（現地の写真・関係図
面）
⑤長岡郡大豊町、土地交換契約書、現地の写真、関係図面
⑥吾川郡伊野町加田、土地交換契約書、不動産鑑定評価書、関係図面
⑦土佐郡大川村井野川、土地交換契約書、土地評価書、現地の写真、関係図
面
⑧高知市築屋敷、高知市上町、鏡川中小河川改修事業に伴う所管換、関係図
面

要審査 無 無
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R3-A-3861 用地管理課 用地対策課 S56S57
昭和56・57年度　高知空港裁決申請書（その
2）　高知県

・和解調書（高知空港建設工事、航空保安施設建設工事これらに伴う附帯工
事及び河川、県道、市道、農業用水路付替工事、一級河川物部川一次支川後
川、二次支川新秋田川改修工事並びに主要県道春野赤岡線改築工事に関し
て）
・裁決手続開始決定書及び裁決書
・物件調書
・物件移転補償調書
・昭和52年度加湿養鰻技術に関する資料
・土地売買に関する契約書
・補償契約書
・土地調書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3862 用地管理課 用地対策課 S56

①昭和56年度　裁決申請書明渡裁決申立書
（空港）　第2次
②昭和56年度　裁決申請書明渡裁決申立書
（空港）　第3次

①高知県南国市田村及び香美郡吉川村、和解調書正本の送達、和解調書
（※）、土地調書、物件調書、関係図面
②土地売買に関する契約書、権利消滅に関する契約書、土地調書、権利取得
裁決申請並びに明渡裁決の申し立てについて（※）、物件調書、事業計画
書、関係図面
※高知空港建設工事、航空保安施設建設工事これらに伴う附帯工事及び河
川、県道、市道、農業用水路付替工事、一級河川物部川一次支川後川、二次
支川新秋田川改修工事並びに主要県道春野赤岡線改築工事に伴う事

要審査 無 無

R3-A-3863 用地管理課 用地対策課 S56S57

①昭和56年度　高知空港整備事業等収用対象
者表
②昭和57年度　裁決申請書　明渡裁決申立書
（空港）　第4次
③昭和56年度　控.　裁決申請書明渡裁決申
立書　第4次

①空港本体事業収用事案一覧表、高知空港整備事業工事物件移転補償調書
（南国市田村）、未買収用地一覧表
②裁決書正本の送達について（※）、裁決書、事業計画書、土地調書、物件
調書、関係図面
③権利取得裁決申請並びに明渡裁決の申し立てについて（※）、土地調書、
物件調書、事業計画書、関係図面
※高知空港建設工事、航空保安施設建設工事これらに伴う附帯工事及び河
川、県道、市道、農業用水路付替工事、一級河川物部川一次支川後川、二次
支川新秋田川改修工事並びに主要県道春野赤岡線改築工事に関する事

要審査 無 無

R3-A-3864 用地管理課 用地対策課 S56

①昭和56年度　都計高岡伊野線　裁決申請書　
明渡裁決申立書　
②昭和57年度　裁決申請書　一般国道194号
改築工事　吾川郡伊野町地内　高知県
③明渡裁決申立書　一般国道194号改築工事　
吾川郡伊野町地内　高知県
④⑤昭和57年度　裁決申請書明渡裁決申立書　
一般国道194号改築工事　吾川郡伊野町地内　
高知県　（2件）
⑥都計新月橋通り線用地取得上申

①土佐市高岡町、事業計画書、土地調書、物件調書、都市計画道路事業に係
る用地補償の交渉の協議不成立について、不動産鑑定評価書、関係図面
②裁決申請書、事業計画書
③明渡裁決申立書
④⑤事業計画書
⑥高知市神田、（案）裁決申請書明渡申立書高知広域都市計画道路事業、和
解調書正本の送達、土地収用法に基づく権利取得裁決並びに明渡裁決の申し
立てについて、事業計画書、土地調書、物件調書、関係図面、都市計画道路
事業に係る用地補償の交渉の協議不成立について、用地交渉調書、用地買収
調書、当時の写真

要審査 無 無

R3-A-3865 用地管理課 用地対策課 S56
昭和56年度　都計新月橋通線　裁決申請・明
渡裁決申請書　西森ビル

・土地調書（高知市神田）
・物件調書
・土地収用法に基づく緊急使用許可書の送付及び供託手続に伴う権限の委任
・事業計画書
・用地交渉調書
・新月橋通り線都市計画街路事業報告書
・関係図面

要審査 無 無
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R3-A-3866 用地管理課 用地対策課 S56

①昭和56年度　桐見ダム建設工事に係る収用
対象者表
②昭和57年度　裁決申請書　桐見ダム関係
③昭和57年度　（案）　裁決申請書明渡裁決
申立書　一級河川仁淀川水系坂折川（桐見）
治水ダム建設工事及びこれに伴う附帯工事並
びにに県道付替工事　高知県高岡郡越知町地
内
④一級河川仁淀川水系坂折川（桐見）治水ダ
ム建設工事及びこれに伴う附帯工事並びに県
道付替工事町道文徳線改良工事に伴う漁業補
償支払

①高岡郡越知町の土地収用対象者一覧表
②和解正本の送付について、和解調書、事業計画書、土地調書、土石・砂れ
き調書、権利調書、明渡裁決申立書、物件調書、桐見ダム建設に伴う漁業補
償について（各種補償金算出表）、関係図面
③意見書、土地収用法に基づく権利取得裁決並びに明渡裁決の申し立てにつ
いて、事業計画書、土地調書、土石･砂れき調書、物件調書、関係図面
④和解調書、関係図面、高岡郡越知町

要審査 無 無

R3-A-3867 用地管理課 用地対策課 S56
①昭和54年度　事業認定申請書　高知県
②昭和57年度　裁決申請書　都計南口山田線
3・4・24

①二級河川鏡川改修工事（鏡川・神田川・吉野川）、裁決書、高知市鷹匠
町、事業計画の概要、不動産鑑定評価書、権限の委任について、事業認定申
請書（収用地一覧）、事業計画書、関係土地調書、関係図面
②和解調書による収用事務官僚について、和解調書、南国市岡豊町、裁決手
続開始の決定、土地売買に関する契約書、事業計画書、土地調書、物件調
書、都市計画街路南国山田線道路改良工事用地買収調書、用地交渉日誌、関
係図面

要審査 無 無

R3-A-3868 用地管理課 用地対策課  ①S57②S55

①昭和57年度　高潮対策事業（二級河川介良
川）用地先行取得国庫債務負担行為　実施計
画申請書　高知県
②昭和55年度　道路局所管補助金交付申請書　
道路改良事業（県道春野赤岡線）　南国市浜
改田地区　高知県
③昭和56年度道路局所管補助金交付申請書 
道路改良事業(県道春野赤岡線)南国市浜改田
地区　高知県

①用地先行取得該当理由書、介良川高潮対策工事用地買収調書（高知市介
良）、地価動向に関する意見書、関係図面
②補助金等交付決定通知書、事業箇所別調書、不動産鑑定評価書、関係図面
③事業箇所別調書、用地先行取得該当理由書、不動産鑑定評価書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3869 用地管理課 用地対策課 S56

①昭和55年度　国庫補助道路事業国庫債務負
担行為実施認可設計書　高知県　（県道春野
赤岡線）
②昭和55年度　二級河川竹島川国庫債務負担
行為実施認可計画書　高知県

①昭和55年度国庫債務負担行為による用地先行取得実績報告、県道春野赤岡
線道路改良事業先行取得該当理由書、意見書、不動産鑑定評価書、用地先行
取得等に関する覚書、関係図面
②昭和55年度小規模河川改修事業国家債務負担行為先行取得実績報告書、用
地先行取得該当理由書、竹島川小規模河川改修工事用地買収調書、不動産鑑
定評価書、用地先行取得等に関する覚書、資金協力に関する覚書、意見書、
関係図面

要審査 無 無

R3-A-3870 用地管理課 用地対策課 S56

①昭和56年度　中小河川改修事業（日下川用
地先行取得国庫債務負担行為）実施計画申請
書　高知県
②昭和56年度　中小河川改修事業（松田川用
地先行取得国庫債務負担行為）実施計画申請
書　高知県
③昭和56年度　小規模河川改修事業（宇治川
用地先行取得国庫債務負担行為）実施計画申
請書　高知県

①用地先行取得国庫債務負担行為実施計画申請書及び実施計画書、日下川中
小河川改修工事用地買収調書（高岡郡日高村）、不動産鑑定評価書、不動産
鑑定中間報告書、資金協力に関する覚書、用地先行取得等に関する覚書、仕
様書、意見書、関係図面、現地の写真
②用地先行取得該当理由書、松田川中小河川改修工事用地買収調書、用地先
行取得等に関する覚書、資金協力に関する覚書、意見書、 関係図面
③国庫債務負担行為交付決定通知書、用地先行取得国庫債務負担行為実施計
画申請書及び実施計画書、用地先行取得該当理由書、宇治川小規模河川改修
工事用地買収調書（吾川郡伊野町）、不動産中間報告書、用地先行取得等に
関する覚書、仕様書、資金協力に関する覚書、意見書、現地の写真、関係図
面

要審査 無 無
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R3-A-3871 用地管理課 用地対策課  S61S56S57S58S59S60S61S62

①昭和61年度　鏡川廃川売却（上本宮町）　
②昭和62年度　鏡川廃川売却（上本宮町）　
③昭和62年度　鏡川廃川敷地（高知市岩ヶ渕
宇西串田）
④昭和56～62年度　一級河川仁淀川水系上八
川川の廃川敷地関係書

①県有財産売買契約書、境界確定協議書、関係図面
②県有財産売買契約書、鑑定評価書、関係図面
③県有財産売買契約書、鏡川河川災害復旧助成工事用地買収調書（高知市
岩ヶ淵）、廃川処分調書、現地の写真、関係図面
④所管換財産受渡書、県有財産売買契約書、国道439号線道路改良工事用地
買収調書（吾川郡吾北村）、国有財産譲与契約書、土地交換契約書、引継ぎ
引受財産受渡書、廃川処分調書、関係図面、現地の写真

要審査 無 無

R3-A-3872 用地管理課 用地対策課  S60S62

①昭和63年度・平成元年度　二級河川鏡川 
高知市上本宮町275-1 
②昭和56～63年度　羽根川水系井ﾉ谷川廃川
処分調書(副)
③昭和56～平成元年度　完 (64)　羽根川イ
ヨキ廃川処分調書(完)(副)

①県有財産売買契約書、廃川処分調書、現地の写真、関係図面
②室戸市羽根町、現地の写真、県有財産売買契約書、廃川処分調書、関係図
面
③室戸市羽根町、県有財産売買契約書、廃川処分調書、現地の写真、関係図
面

要審査 無 無

R3-A-3873 用地管理課 用地対策課  S63H元S56S57S58S59S60S61S62S63

①昭和60年度　済　桂浜はりまや線廃道敷地
売却
②昭和62年度　済　県道桂浜はりまや線廃道
敷地
(桟橋5丁目)秋目･入交･竹内･上野
③昭和62年度　済　廃道敷払い下げ申請書 
西土佐村岩間

①高知市長浜、県有財産売買契約書、標準地評価調書、関係図面
②高知市桟橋通5丁目、県有財産売買契約書、現地の写真、道路の不用物件
処分調書、鑑定評価書、関係図面
③幡多郡西土佐村、県有財産売買契約書、県道宇和島中村線緊急地方道路整
備事業用地買収調書、現地の写真、境界確定協議書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3874 用地管理課 用地対策課  S59S60S61S62S63H元

①平成元年度　県有財産（十市川廃川敷地）
の売却
②昭和59～60年度　鏡川廃川敷地処分調書
（岩ヶ淵）

①南国市十市、県有財産売買契約書、現地の写真、関係図面、十市川中小河
川改修工事
②高知市岩ヶ淵・朝倉、不動産売買契約書、県有財産売買契約書、二級河川
鏡川河川災害復旧助成工事用地買収調書、現地の写真、廃川処分調書、関係
図面

要審査 無 無

R3-A-3875 用地管理課 用地対策課 S52S53

①昭和52年度　道路法第92条第4項　[十和
村]　（土地交換）
②昭和53年度　道路法第92条第4項　[窪川
町]　（土地交換）

①幡多郡十和村、土地調書、関係図面
②高岡郡窪川町、土地調書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3876 用地管理課 用地対策課 S52

①昭和52年度　国有財産法第27条　土地交換　
[窪川町]
②昭和52年度　国有財産法第27条　土地交換　
[県住公]　第133号
③昭和52年度　国有財産法第27条　土地交換　
[県住公]　第338号
④昭和52年度　国有財産法第27条　土地交換　
[高知県住宅供給公社]
⑤昭和52年度　国有財産法第27号　土地交換　
[高知県ブロック（株）]

①高岡郡窪川町、交換財産現地受渡証書、交換契約書、土地評価書、関係図
面
②③高知市鴨部、交換財産現地受渡証書、交換契約書、関係図面
④高知市朝倉、交換財産現地受渡証書、交換契約書、関係図面
⑤土佐市中島、交換契約書、現地の写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3877 用地管理課 用地対策課 S52

①昭和52年度　公共用財産寄付受納　[鉄建
公団大阪支社西土佐村管内]
②昭和52年度　公共用財産寄付・譲渡　[鉄
建公団大阪支社窪川町管内]

①②農道･水路敷地の寄附申請に対する受納、土地調書、関係図面一式 要審査 無 無
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R3-A-3878 用地管理課 用地対策課 S52
①昭和52年度　公共用財産寄付受納　鉄建公
団大阪支社十和村管内
②農道敷地の寄付申請に対する受納について

①幡多郡十和村、農道･水路敷地の寄附申請に対する受納、土地調書、関係
図面一式
②高知市一宮、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3879 用地管理課 用地対策課 S50S51S52S53

①昭和52年度　大豊町道　高須年平線　廃道
敷譲与関係(完結)
②昭和52年度　日高村道日下駅前江尻線 廃
道敷譲与申請
③昭和50年度　高知市道浦戸～長浜線 廃道
敷譲与 94の2 完
④昭和50年度　日高村道　妹背能津越26号線
廃道
⑤昭和51年度　197号線廃道敷　東津野村芳
生野字新田
⑥昭和51年度　旧国道32号線廃道敷　南国市
岡豊町滝本･窪漆幸一へ売却
⑦昭和52年度 県道川之江大豊線道路敷地譲
与関係書類
⑧昭和53年度　高知市道（長浜～宇津野線）
廃道敷譲与関係（所在地．高知市瀬戸字瀬戸
屋敷）
⑨昭和52年度　高知市長浜～宇津野線廃道敷
譲与申請

①長岡郡大豊町、国有財産譲与契約書、関係図面
②公有財産譲与契約書、関係図面
③高知市長浜、国有財産譲与契約書、関係図面
④高岡郡日高村、国有財産譲与契約書、関係図面
⑤高岡郡東津野村、関係図面、廃道敷地の譲与
⑥高知市一宮、県有財産売買契約書、鑑定評価、土地評価書、現地の写真、
関係図面
⑦長岡郡大豊町、土地境界確認書、関係図面
⑧廃道敷地の譲与、国有財産譲与契約書、関係図面
⑨高知市瀬戸・横浜、国有財産譲与契約書、旧町道の廃道敷地の譲与、関係
図面

要審査 無 無

R3-A-3880 用地管理課 用地対策課 S52

河川敷地の交換について
(甲:吾川郡伊野町神谷字土居屋敷から同所
1311まで､吾川郡伊野町神谷字ハシカ薮乙:吾
川郡伊野町神谷字池ノ窪､同所字土居ノ奥､同
所字ハシカ薮)

・交換等実績調書
・小野川河川災害復旧工事に伴う用地の交換
・土地交換契約書（吾川郡伊野町）
・廃川敷地処分調書
・交換調書
・関係図面一式
・境界確定協議書

要審査 無 無

R3-A-3881 用地管理課 用地対策課 S52

昭和52年度　河川敷地の公用廃止について
(上申)
(場所 右岸:高岡郡日高村大字岩目地字曽我
1477番～同所岩目地字土居屋敷1425,左岸:高
岡郡日高村大字本郷字中川内2287番ﾎ先～同
所2287-2地先,理由･S52年度施行井ﾉ峯川災害
関連事業工事に伴う河川付替え)(52伊土第
214号) 2部

・交換等実績調書
・高岡郡日高村本郷
・廃川敷地処分調書
・境界確定協議書
・関係図面一式

要審査 無 無
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R3-A-3882 用地管理課 用地対策課 S52

昭和52年度
①金谷川災害復旧助成工事に伴う河川敷地の
交換（高知河川防災）
②渡川二支北川局部改良に伴う河川敷地の交
換（須崎土木）
③鳥川災害関連工事に伴う河川敷地の交換
（南国土木）
④県道中村宗呂線県単道路改良に伴う道路敷
地の寄付（中村土木）
⑤昭県道浦ノ内仏坂多ノ郷線道路改良工事に
伴う道路敷地の寄付（須崎土木）

①高知市中秦泉寺、土地交換契約書、標準地評価調書、不動産鑑定評価書、
関係図面
②高岡郡東津野村、土地交換契約書、用地調書、売買実例調書、現地の写
真、関係図面
③香美郡野市町、土地交換契約書、覚書、関係図面
④中村市江ノ村、県道宗呂中村線道路改良工事用地買収調書、関係図面
⑤須崎市神田、県道浦ノ内仏坂多ノ郷停車場線道路改良工事用地買収調書、
関係図面

要審査 無 無

R3-A-3883 用地管理課 用地対策課 S52
昭和52年度　公共用財産用廃・譲与　[鉄建
公団大阪支社十和村管内国鉄窪江線]

・国鉄窪江線開設工事に伴う用地の用途廃止及び譲与
・幡多郡十和村
・土地調書
・関係図面一式

要審査 無 無

R3-A-3884 用地管理課 用地対策課 S51

昭和51年度
①一般国道56号改築工事（窪川バイパス）　
昭和51年7月23日現地調査　51高収第1・2号　
高知県収用委員会
②明渡裁決申立書　一般国道56号改築工事　
窪川バイパス　51高収第2号

①収用委員会会議議事録、証人調書
②裁決書、現地の写真、不動産鑑定評価書、物件調書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3885 用地管理課 用地対策課 S51

①昭和51年度　裁決申請書・明渡申立書　高
知医科大学建設工事　同付帯工事　51高収第
3・4号
②昭和51年度　裁決申請書・明渡申立書　高
知医科大学建設工事　同付帯工事　51高収第
5・6号
③昭和51年度　議事録　高知医科大学建設事
業　51高収第3・4号
④昭和51年度　議事録　高知医科大学建設事
業　51高収第5･6号

①②裁決書、南国市岡豊町、不動産鑑定評価書、現地の写真、裁決手続開始
決定書、物件調書、土地調書、事業計画書、関係図面
③④収用委員会会議議事録

要審査 無 無

R3-A-3886 用地管理課 用地対策課 S50S51

①昭和50年度　一級河川仁淀川水系斗賀野川
廃川敷地の交換について
②昭和51年度　後免中島高知線道路改良工事
に伴う道路敷地の交換
③昭和52年度　国道195号線道路改良工事に
係る一級河川物部川河道付替工事に伴う河川
敷地の交換
④下田川高潮対策工事に伴う交換契約につい
て
⑤公共用財産の用途廃止について

①土地交換契約書、廃川敷地処分調書、高岡郡佐川町、斗賀野川用地交換調
書、関係図面
②土地交換契約書、高知市一宮、関係図面
③土地交換契約書、香美郡物部村、関係図面
④土地交換契約書、高知市仁井田、用地交換調書、関係図面
⑤土佐清水市下ノ加江、残地処分調書、清水谷川砂防流未処理工事、土地交
換契約書、土地評価書、関係図面
※他「昭和51年度施行用地取得に伴う交換等実績表」あり

要審査 無 無

R3-A-3887 用地管理課 用地対策課 S51

①昭和51年度　丈丈川局部改良工事に伴う所
管換綴
②昭和51年度　県道本川大杉線道路改良工事
に伴う道路敷地の交換

①安芸郡田野町、所管換財産受渡証書、国有財産の所要措置に対する協定
書、土地価格評定調書、土地価格評定調書、関係図面
②土佐郡本川村、土地交換契約書、売買実例調書、関係図面
※その他「昭和51年度施行用地取得に伴う交換等実績表」あり

要審査 無 無
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ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
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R3-A-3888 用地管理課 用地対策課 S51S52

①昭和52年度　土佐バイパス委託契約及び協
定書等
②昭和51年度　一般国道56号(土佐道路)高知
県56号

①高知市河ノ瀬町・朝倉、用地の先行取得に関する変更契約書、用地先行取
得実績明細表、金銭消費貸借契約証書、用地の先行取得に関する実施協定
書、用地先行取得に関する覚書、関係図面
②高知市河ノ瀬町・朝倉、再取得価額調書、金銭消費貸借証書、用地の先行
取得に関する変更契約書、建物移転調書、実績調書、用地の先行取得等に関
する覚書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3889 用地管理課 用地対策課 S51S52

①昭和51年度　高収第7号　51高収入第8号
一般国道321号改築工事(土佐清水市養老地
内)現地調査 高知県収用委員会
②戸籍謄本
③昭和51年度　正 裁決申請書(一般国道321
号改築工事)土佐清水市養老及び下益野地内
④昭和51年度　高収第7号 51高収入第8号
文書綴 一般国道321号改築工事(土佐清水市
養老及び下益野地内)
⑤昭和52年度　明渡申立書　一般国道321号
改築工事　土佐清水支養老及び下益野地内
⑥昭和52年度　一般国道321号鑑定書評価書
(土佐清水市養老地内) 高知県収用委員会
⑦昭和51年度　意見書 (扇喜関係)(51高収第
7･8号)一般国道321号改築工事(土佐清水市養
老及下益野地内)
⑧意見書（岡本関係）　一般国道321号改築
工事（土佐清水市養老及び下益野地内） 
（51高収第7･8号）
⑨51高収第7･8号　収用委員会会審理事録

①現地の写真
②関係者の謄本一式
③裁決申請書、事業計画書、土地調書、関係図面
④用地交渉日誌（写）、裁決書、和解調書、裁決手続開始決定書、関係図面
⑤明渡裁決申立書、物件調書
⑥不動産鑑定評価書、関係図面
⑦⑧意見書
⑨収用委員会審理議事録

要審査 無 無

R3-A-3890 用地管理課 用地対策課 S51

①昭和51年度　国有財産の所管換　[高知営
林局→建設省]
②昭和51年度　国有財産の所管換　[防衛庁
へ]

①安芸郡田野町、謄本綴り、関係図面
②香美郡香我美町、国有財産（普通河川敷）無償所管替換協議書、財産受渡
証書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3891 用地管理課 用地対策課 S52
①昭和52年度　公共用財産寄付・譲与　[鉄
建公団大阪支社大正町管内]
②登記済証寄付受納分　大正町地内

①幡多郡大正町、土地調書、国鉄窪江線開設工事に伴う用地の用途廃止及び
譲与、関係図面一式
②登記嘱託書綴り

要審査 無 無
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ファイル名 ファイルの概要
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R3-A-3892 用地管理課 用地対策課 S52

①昭和52年度　一級河川仁淀川水系仁淀川改
修工事（高知県土佐市用石地内）　裁決申請
書　四国地方建設局　正
②昭和52年度　一級河川に淀川水系仁淀川改
修工事（土佐市用石）（52高収第1・2号）文
書綴
③昭和52年度　正　（室津）裁決申請書
④昭和52年度　52高収第1・2号　一級河川仁
淀川水系仁淀川改修工事（土佐市用石地内）　
⑤昭和52年度　鑑定報告書　仁淀川改修工事
（土佐市用石地内）　高知県収用委員会
⑥昭和52年度　52高収第3・4号　一般国道55
号改築工事（室津改良工事）　
⑦昭和52年度　52高収第3・4号　一般国道55
号改築工事（室津改良工事）　文書綴

①明渡裁決申立書の受理について、物件調書、現地の写真、不動産鑑定評価
書、事業計画書、土地調書、関係図面
②裁決書、関係図面
③室戸市室戸岬町、物件調書、事業計画書、土地調書、関係図面
④収用委員会審理議事録、収用委員会会議議事録
⑤不動産鑑定評価書、現地の写真、関係図面
⑥収用委員会会議議事録、収用委員会審理議事録
⑦室戸市室戸岬町、裁決書、裁決手続開始決定書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3893 用地管理課 用地対策課 S52S54
①昭和52年度　特別会計
②昭和54年度　一般国道56号二次改築（土佐
道路）工事

①都市計画事業薊野塚ノ原線先行取得費について、資金協力に関する覚書、
用地先行取得実績明細表、県道高知別子山線道路改良工事用地買収調書（高
知市尾立）、用地買収費、波介川激甚災害対策特別緊急事業工事用地買収調
書（土佐市）、国分川中小河川改修工事用地買収調書（高知市）、鏡川激甚
災害対策特別緊急事業工事用地買収調書（高知市鴨部・石立町・東石立町・
大原町・大石木）、地方債元利金支払事務取扱契約書
②一般国道56号二次改築工事用地買収調書（高知市鴨部・朝倉・河ノ瀬
町）、用地先行取得等に関する覚書、一般国道56号二次改築工事物件移転補
償調書（高知市朝倉・鴨部）、地方債元利金支払事務取扱契約書、鏡川激甚
災害対策特別緊急事業工事用地買収調書（高知市鴨部・石立町・東石立町・
河ノ瀬町・神田・大原町・東城山町）、鏡川激甚災害対策特別緊急工事諸権
利補償調書（高知市石立町）、一般国道56号二次改築工事残地補償調書（高
知市朝倉）、裏戸湾環状線都市計画街路事業工事用地買収調書（高知市横
浜）、資金協力に関する覚書、波介川激甚災害対策特別緊急事業工事用地買
収調書（土佐市塚地・用石・蓮池・波介・高岡町）、国分川中小河川改修工
事用地買収調書（高知市布師田・南国市岡豊町）、県道高知別子山線道路改
良工事用地買収調書（高知市尾立）、用地の先行取得に関する変更契約書、
江の口川中小河川改修工事用地買収調書（高知市塚の原）、用地買収費

要審査 無 無

R3-A-3894 用地管理課 用地対策課 S49

①昭和49年度　裁決申請書　四国地方建設局　
49高収第3号
②昭和49年度　文書綴　49高収第3号 49高収
第10号

①事業計画書、高岡郡仁淀村、吾川郡吾北村、土地調書、関係図面
②裁決書、吾川郡吾川村、一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業及びこれに
伴う付替事業、建物鑑定評価書、和解調書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3895
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S47S48

①昭和47年度　一般国道55号（室戸市室戸岬
町地内)改築裁決申請書(正)四国地方建設局　
47高収第29号
②昭和48年度　裁決申請書(正)四国地方建設
局　48高収第2号

①裁決申請書、事業計画書、土地調書、関係図面
②明渡裁決申立書、高岡郡仁淀村、物件調書、事業計画書、土地調書、関係
図面

要審査 無 無
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ファイル名 ファイルの概要
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R3-A-3896
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S48
昭和48年度　一般国道55号改築工事（室戸市
室戸岬町地内）　47年度高収第18号　48高収
第3号

・収用委員会審理議事録及び会議議事録
・和解調書
・補償金調書
・裁決書
・土地売買に関する契約書
・明渡裁決申立書
・不動産鑑定評価書
・現地の写真
・物件調書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3897 用地管理課 用地対策課 S50S53

①昭和50年度　施行（土佐道路先行確認）　
再取得調書
②昭和53年度　土佐道路（県単）
③昭和53年度　土佐道路委託設計書

①一般国道56号二次改築工事、高知市朝倉、土地売買に関する契約書
②国道56号二次改築工事、資金協力に関する覚書、用地買収調書（高知市朝
倉）、物件移転補償調書、土地の評価調書、関係図面
③国道56号二次改築工事に伴う用地の先行取得に関する変更契約書、朝倉過
年度未処理地区残地補償調書、鴨部地区物件移転補償調書、用地買収調書
（河の瀬地区・能茶山地区・朝倉新規申請地区・朝倉過年度未処理地区）、
用地先行取得等に関する覚書、用地の先行取得に関する実施協定書、用地の
先行取得に関する契約書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3898 用地管理課 用地対策課 S49
①昭和49年度　文書綴　49高収第4号 49高収
第11号
②昭和49年度　裁決申請書　49高収第4号

①裁決書、吾川郡吾川村、裁決更生決定書、一級河川に淀川水系大渡ダム建
設事業工事及びこれに伴う附帯事業、関係図面
②一級河川に淀川水系大渡ダム建設事業及びこれに伴う附帯事業、事業計画
書、高岡郡仁淀村、土地調書、吾川郡吾川村、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3899 用地管理課 用地対策課 S49

①昭和49年度　明渡裁決申立書 四国地方建
設局　49高収第11号
②昭和49年度　補正文書綴　49高収第4･11号
③昭和49年度　意見書等綴　49高収第4･11号
④昭和49年度　一級河川仁淀川水系大渡ダム
建設事業及びこれに伴う付帯事業)　49高収
第4号 49高収第11号
⑤起業地及び事業計画を表示する図面

①一級河川に淀川水系大渡ダム建設事業及びこれに伴う附帯事業、高岡郡仁
淀村、物件調書、吾川郡吾川村
②高岡郡仁淀村、裁決申立書の取り下げについて、裁決申請書、明渡裁決申
立書
③用地買収に関する意見書等
④収用委員会会議議事録、収用委員会審理議事録
⑤関係図面

要審査 無 無

R3-A-3900 用地管理課 用地対策課 S49

①昭和49年度　正 裁決申請書　四国地方建
設局　49高収第14号
②昭和49年度　裁決申請書　四国地方建設局　
49高収第14号

①一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業及びこれに伴う附帯事業、和解調
書、吾川郡吾川村、事業計画書、高岡郡仁淀村、関係図面
②一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業及びこれに伴う附帯事業、土地調書
綴り、吾川郡吾川村

要審査 無 無

R3-A-3901 用地管理課 用地対策課 S53

昭和53年度　（それぞれ[①,②], [③]でひ
とまとまり）
①議事録
②一般国道56号改築工事（土佐道路）並びに
これに伴う市道及び河川付替工事　明渡裁決
申立書　裁決申請書　正　四国地方建設局
③53高収第1号　正本　一般国道55号改築工
事（室津改良工事）高知県室戸市地内　裁決
申請書　四国地方建設局

①一般国道56号改築工事並びにこれに伴う市道及び河川付替工事について、
土佐道路、収用委員会審理議事録
②高知市東城山町、物件調書、高知市河ノ瀬町、不動産鑑定評価書、裁決
書、高知市河ノ瀬町～同市朝倉、現地の写真、事業計画書、土地調書、関係
図面
③裁決書、室戸市室戸岬町、現地の写真、和解調書、裁決申請書、事業計画
書、土地調書、明渡裁決申立書、物件調書、現地調査調書、収用委員会審理
議事録、関係図面

要審査 無 無

528 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3902 用地管理課 用地対策課 S53 昭和53年度　特別会計

・浦戸湾環状線都市計画街路事業工事（高知市横浜）
・変更覚書
・用地先行取得等に関する覚書
・国道56号土佐道路工事（高知市河ノ瀬町・朝倉・鴨部）
・用地買収調書
・諸権利補償調書
・残地補償調書
・物件移転補償調書
・鏡川激甚災害対策特別緊急工事（高知市鴨部・石立町・東石立町・神田・
大原町）
・資金協力に関する覚書
・薊野塚の原線都市計画街路事業工事（高知市福井町・塚ノ原）
・国道197号線道路改良工事（高岡郡檮原町）
・県道高知別子山線道路改良工事（高知市尾立）
・波介川激甚災害対策特別緊急工事（土佐市塚地・用石・蓮池・波介・高岡
町）
・鏡川激甚災害対策特別緊急工事（高知市鴨部・石立町・東石立町・大原
町）
・神田川激甚災害対策特別緊急工事（高知市東城山町・城山町・鴨部・神
田・河ノ瀬町）
・国分川中小河川改修工事（高知市布師田）
・一般国道56号二次改築工事（高知市朝倉）
・土佐西南大規模公園工事（幡多郡大方町）

要審査 無 無

R3-A-3903 用地管理課 用地対策課 S49S51

①昭和49年度　明渡裁決申立書　四国地方建
設局　49高収第10号
②昭和49年度　補正文書綴　49高収第3.10号
③昭和49年度　意見書等綴　49高収第3.10号
④昭和51年度　鑑定評価書　大渡ダム関係　
51高収3.10号・4.11号

①一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業及びこれに伴う附帯事業（高岡郡仁
淀村・吾川郡吾川村）、物件調書
②裁決申請書及び明渡裁決申立書の取り下げについて、高岡郡仁淀村、吾川
郡吾川村
③異議申立等意見書綴り
④一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業、不動産鑑定評価書、現地の写真、
関係図面

要審査 無 無

R3-A-3904 用地管理課 用地対策課 S49
昭和49年度　明渡裁決申立書　四国地方建設
局　49高収第15号

・一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業及びこれに伴う附帯事業
・吾川郡吾川村、高岡郡仁淀村
・物件調書

要審査 無 無

529 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3905 用地管理課 用地対策課 S50S51

昭和50年度
①昭和50年度　上の加江･窪川線廃道敷(窪川
町親ヶ内字ツカ穴ノモト) 売却関係
②昭和50年度　国道55号線廃道敷地処分関係
(安芸市下山)
③昭和50年度　旧国道55号線廃道敷
④昭和50年度　旧国道55号線廃道敷売却関係
（東洋町　岡崎貞子）
⑤昭和50年度　宇和島窪川線廃道敷(大正町
田野々字九日田)売却関係
⑥昭和50年度　県道梅ノ辻･朝倉線 廃道敷地
売却関係　用地課
⑦昭和51年度　土佐市中島字井ﾉ向　廃道･廃
川敷地売却関係(売却人　小川末水)
⑧昭和51年度　旧国道32号線廃道敷　高知市
一宮　高知液化瓦斯（株）売却関係

①県有財産売買契約書、廃道敷売却地写真、高岡郡窪川町、道路不用物件処
分調書、関係図面
②県有財産売買契約書、土地評価書、売却予定地写真、道路不用物件処分調
書、関係図面
③県有財産売買契約書、安芸郡東洋町、土地評価書、廃道敷地の写真、道路
の不用物件調書、関係図面
④県有財産売買契約書、安芸郡東洋町、土地評価書、廃道敷写真、道路の不
用物件処分調書、関係図面
⑤県有財産売買契約書、幡多郡大正町、売却財産写真、関係図面
⑥高知市朝倉、県有財産売買契約書、売却財産写真、関係図面
⑦県有財産売買契約書、国有財産譲与契約書、県営に淀川土地改良事業概要
書、関係図面
⑧県有財産売買契約書、不動産鑑定評価書、売却財産写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3906 用地管理課 用地対策課 S49

①昭和49年度　文書綴　49高収第2号　49高
収第5号
②昭和49年度　鉱業権 和解調書原本　49高
収第2,5,8,9号

①一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業及びこれに伴う附帯事業にかかる鉱
業権の収用裁決申請事件、裁決書、高岡郡仁淀村、現地の写真、関係図面、
補償額算定表
②高岡郡仁淀村、吾川郡吾川村、和解調書、関係図面一式

要審査 無 無

R3-A-3907 用地管理課 用地対策課 S52

昭和52年度　用地管理課
①旧国道55号線室戸市椎名字田の浦廃道敷地
売却
②321号線 廃道敷売却　（土佐清水市以布
利）
③檮原町広野　廃道敷地売却関係（済）
④県道宍崎平石伊野線 廃道敷売却関係　土
佐郡鏡村今井字クレ石（売却地）
⑤県道宇和島窪川線 売払関係　（十和村十
川字サカウズ）

①県有財産売買契約書、土地評価書、室戸市室戸岬町、売却予定地写真、一
般国道55号線改良工事、道路の不用物件処分調書、関係図面
②県有財産売買契約書、売却地写真、主要県道中村清水線改良工事、関係図
面
③県有財産売買契約書、高岡郡檮原町、売却地写真、主要県道城川梼原線改
良工事、道路の不用物件処分調書、関係図面
④県有財産売買契約書、鏡ダム建設に伴う道路改良工事、道路の不用物件処
分調書、関係図面
⑤県有財産売買契約書、幡多郡十和村、昭和51年度県地価調査価格一覧表
（大正町・十和村）、売却地写真、県道宇和島窪川線改良工事、道路不用物
件処分調書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3908 用地管理課 用地対策課 S52
昭和52年度　道路法第92条第4項協議(大正
町)

・窪江線建設工事に伴う道路河川付替敷地の交換について
・道路交換契約書
・幡多郡大正町
・土地調書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3909 用地管理課 用地対策課 S52
①昭和52年度　道路法第92条第4項協議（大
正町）
②登記済証 町道交換分 大正町

①関係図面一式
②幡多郡大正町、登記嘱託書綴り

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3910 用地管理課 用地対策課 S53

①昭和53年度　裁決申請書（正）　一級河川
仁淀川水系柳瀬川災害復旧助成工事　高岡郡
佐川町地内　53高収第5号
②昭和53年度　明渡裁決申立書（正）　一級
河川仁淀川水系柳瀬川災害復旧助成工事　高
岡郡佐川町地内　53高収第6号
③昭和53年度　議事録　一級河川仁淀川水系
柳瀬川災害復旧助成工事　53高収第5・6号

①不動産鑑定評価書、標準地評価調書、補償金算定調書、現地の写真、裁決
書、関係図面
②物件調書、仁淀川水系（柳瀬川・立野川・春日川・斗賀野川・伏尾川）に
関する明渡裁決申立書への手続き綴り
③収用委員会審理議事録の綴り

要審査 無 無

R3-A-3911 用地管理課 用地対策課 S53

①昭和53年度　国有財産法第27条　[高知市]　
（4件）
②昭和53年度　国有財産法第27条　[高知県
住宅供給公社]
③昭和53年度　国有財産法第27条　[佐川町]
④昭和53年度　国有財産法第27条　[窪川町
土地開発公社]
⑤昭和53年度　国有財産法第27条　[土佐市]
⑥昭和53年度　国有財産法第27条　[中村市]

①53用第170号、公園予定地のための用地の交換について、高知市平和町、
交換財産現地受渡証書、交換契約書、現況写真、関係図面／53用第212号、
公園予定地のための用地の交換について、高知市平和町、交換財産現地受渡
証書、交換契約書、現地の写真、関係図面／53用第246号、水路新設付替工
事のための用地の交換について、高知市神田、交換財産現地受渡証書、交換
契約書、関係図面／53用第358号、市営長浜保育園予定地のための用地の交
換について、高知市長浜、交換財産現地受渡証書、交換契約書、関係図面
②宅地造成地内の道路付替工事のための用地交換について、高知市福井町、
交換財産現地受渡証書、交換契約書、関係図面
③公民館及び運動場予定地の道路付替工事のための用地交換について、高岡
郡佐川町、交換財産現地受渡証書、交換契約書、関係図面
④宅地造成予定地の道路付替工事のための用地交換について、高岡郡窪川
町、交換財産現地受渡証書、交換契約書、土地評価書、関係図面
⑤農道付替工事のための用地交換について、土佐市高岡町、交換財産現地受
渡証書、交換契約書、現地の写真、関係図面
⑥農道付替工事のための用地交換について、中村市下田、交換財産現地受渡
証書、交換契約書、土地評価書、現地の写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3912 用地管理課 用地対策課 S46
昭和46年度　法定外公共用財産付替寄付　
[鉄建公団大阪支社大方町管内]

・国鉄中村窪川線の用地寄附受納及び開設工事に伴う用地面積の錯誤につい
て
・土地調書
・幡多郡大方町
・寄附申請書
・工作物調書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3913 用地管理課 用地対策課 S46

昭和46年度
①鉄建公団　寄附・譲与　[参考]
②法定外公共用財産付替譲与　[鉄建公団大
阪支社大方町管内]
③法定外公共用財産付替譲与　[鉄建公団大
阪支社中村市管内]

①中村線付替道水路の登記及び寄附申請に対する錯誤について、土地調書、
幡多郡佐賀町、関係図面
②国鉄中村窪川線開設工事の用地譲与申請及び譲与面積の錯誤について、土
地調書、幡多郡大方町、関係図面
③国鉄中村窪川線の用地譲与申請及び譲与面積の錯誤について、土地調書、
中村市古津賀、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3914 用地管理課 用地対策課 S46

①法定外公共用財産付替寄付　[鉄建公団大
阪支社佐賀町管内]
②法定外公共用財産付替寄付　[鉄建公団大
阪支社中村市管内]

①国鉄中村窪川線の用地寄附申請及び受納面積の錯誤について、幡多郡佐賀
町、土地調書、関係図面
②国鉄中村窪川線の用地寄附申請及び受納面積の錯誤について、中村市古津
賀、土地調書、関係図面

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3915
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S48
昭和48年度　一級河川仁淀川水系大渡ダム建
設事業及びこれに伴う附帯事業　裁決申請
書・明渡裁決申立書

・収用委員会会議議事録
・収用委員会審理議事録
・高岡郡仁淀村
・裁決書
・現地の写真
・土地調書
・土地賃貸借に関する契約書
・不動産鑑定評価書
・昭和46年度大渡ダム建設に伴う損失補償基準
・物件移転等標準書
・土地売買に関する契約書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3916
用地管理課
（用地砂利
課）

用地対策課 S48S49

①昭和48年度　一般国道33号改築工事（佐川
バイパス）高知県高岡郡佐川町地内　明渡裁
決申立書　48高収第4号
②昭和48年度　議事録　一般国道33号改築工
事（佐川バイパス）　48高収第4号
③昭和49年度　明渡裁決申立書　49高収第7
号　取下S51.7.23

①収用委員会会議議事録、収用委員会審理議事録、明渡裁決書、物件移転協
議に関する経過書、物件調書、不動産鑑定評価書、現地の写真、土地売買契
約書、裁決申請書、土地調書、関係図面
②収用委員会会議議事録
③一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業に関する裁決申請書及び裁決申立書
の取り下げについて、吾川郡吾川村、高岡郡仁淀村、物件調書、事業計画
書、権利調書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3917
用地管理課
（用地課）

用地対策課 S49

①昭和49年度　農道付替えに伴う国有財産の
交換
②昭和49年度　土地区画整理法による施行地
域内の国有地編入に係る変更承認について
(伺)

①農道付替工事のための用地交換について、交換契約書、高岡郡日高村
②高知市瀬戸、瀬戸東団地区画整理事業について

要審査 無 無

R3-A-3918
用地管理課
（用地課）

用地対策課 S49
昭和49年度　大渡① 裁決申請書(正)　四国
地方建設局 48高収第7号 49高収第1号

・和解調書
・吾川郡吾川村
・一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業及びこれに伴う附帯事業について
・収用委員会審理議事録
・不動産鑑定評価書
・現地の写真
・裁決手続開始決定書
・明渡裁決申立書
・土地調書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3919
用地管理課
（用地課）

用地対策課 S49
昭和49年度　裁決申請書　四国地方建設局　
49高収第8・9号

・一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業及びこれに伴う附帯事業に関する収
用事件について
・明渡裁決申立書
・高岡郡仁淀村、吾川郡吾川村
・物件調書
・権利調書
・関係図面一式

要審査 無 無

R3-A-3920
用地管理課
（用地課）

用地対策課 S49

①昭和49年度　裁決申請書(正)　四国地方建
設局　49高収第12号
②昭和49年度　明渡裁決申立書 (正)　四国
地方建設局　49高収第13号

①一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業及びこれに伴う附帯事業について、
和解調書、吾川郡吾川村、事業計画書、土地調書、関係図面
②一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業及びこれに伴う附帯事業について、
吾川郡吾川村、物件調書、関係図面

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3921
用地管理課
（用地課）

用地対策課 S49S50S51S53S55

①昭和49年度　特別会計
②昭和50年度　特別会計
③昭和51年度　特別会計
④昭和53年度　国庫債務負担行為交付決定通
知書
⑤昭和55年度　一般国道56号2次改築（土佐
道路）工事に伴う用地の先行取得に関する変
更契約の締結

①国道197号線道路改良工事の用地先行取得について、用地買収調書（高岡
郡檮原町）、用地先行取得等に関する覚書、資金協力に関する覚書、中小河
川江の口川の用地先行取得について、用地買収調書（高知市塚ノ原）、県道
薊野塚の原線改良工事、用地買収調書（高知市塚ノ原）、物件移転補償調
書、土佐西南大規模公園の用地先行取得について、用地買収調書（幡多郡大
方町）、物件移転補償調書
②国道197号線道路改良工事に供する地方債の繰上償還について、高岡郡檮
原町、国道56号線（中村バイパス）二次改築工事に係る用地の再取得と費用
の交付について、中村市右山、薊野塚の原線都市計画街路事業に係る費用の
支出について、用地買収調書（高知市横内・塚ノ原）、土佐西南大規模公園
事業に係る費用の支出について、用地買収調書（幡多郡大方町）、中小河川
国分川改修工事に係る費用の支出について、用地買収調書（南国市岡豊町）
③国道56号（土佐道路）線二次改築工事に係る費用の支出について、高知市
朝倉、用地先行取得等に関する覚書、薊野塚の原線都市計画街路事業に係る
費用の支出について、用地買収調書（高知市福井町）、国道56号（土佐道
路）線二次改築工事に係る用地の再取得について、高知市朝倉、酷道56号
（中村バイパス）線二次改築工事に係る用地の再取得について、中村市
④国庫債務負担行為交付決定通知書、鏡川激甚災害対策特別緊急工事につい
て
⑤用地の先行取得に関する契約書、関係図面

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3922 用地管理課 用地対策課 S48S49S50S51

◆昭和47年度
①土地の寄付について
◆昭和48年度
②道路敷地の寄付について(2件)
③急傾斜用地の寄付について
◆昭和49年度
④急傾斜工事用地の寄付について(3件)
⑤土地の寄付について(3件)
◆昭和50年度
⑥急傾斜地用地の寄付採納について(2件)
⑦堤敷地の寄付採納について（3件）
⑧臨港道路敷地の寄付採納について
⑨道路及び河道敷地の採納について
◆昭和51年度
⑩急傾斜地の寄付（採納）について（3件）
◆その他
⑪寄付台帳

①北山急傾斜地崩壊対策事業に係る寄附申請、吾川郡伊野町、寄付調書、関
係図面
②県道高岡伊野線土佐都市計画街路事業に係る寄附申請、土佐市高岡町、寄
付調書、関係図面／県道種崎千松公園線道路改良工事に係る寄附申請、高知
市仁井田、用地買収調書、土地評価書、関係図面
③塩屋崎区域急傾斜地崩壊対策工事に係る寄附申請、高知市塩屋崎、寄付調
書、土地評価書、関係図面
④みませ区域急傾斜地崩壊対策工事に係る寄附申請（2件）、高知市御畳瀬
（2件）、寄付調書（2件）、土地評価書（2件）、関係図面（2件）／五台山
地区急傾斜地崩壊対策事業に係る寄附申請、高知市五台山、土地評価書、寄
付調書、関係図面
⑤急傾斜地崩壊対策事業工事に係る寄附申請、室戸市室戸岬町、寄付調書、
関係図面／県道八幡大津線道路改良工事に係る寄附申請、南国市岡豊町、土
地評価書、寄付調書、関係図面／県道安田東洋線における未登記道路敷部分
の寄附申請、安芸郡馬路村地内、土地評価書、寄付調書、関係図面
⑥急傾斜地崩壊対策事業工事に係る寄附申請、高知市山ノ端町、土地評価
書、寄付調書、関係図面／急傾斜地崩壊対策事業工事に係る寄附申請、高知
市五台山、寄付調書、土地評価書、関係図面
⑦高知港海岸（高潮）工事に係る寄附申請（2件）、高知市仁井田（2件）、
寄付調書（2件）、関係図面（2件）／大谷川局部改良工事に係る寄附申請、
高知市一宮、寄付調書、土地評価書、関係図面
⑧臨港道路敷地に係る寄附申請、高知市仁井田、寄付調書、関係図面
⑨国道195号線道路改良工事に係る譲与申請、香美郡物部村、譲与調書、関
係図面
⑩猿田緊急急傾斜地崩壊対策事業に係る寄附申請（2件）、高岡郡日高村（2
件）、寄付調書（2件）、土地評価書（2件）、関係図面（2件）／本宮町区
域急傾斜地崩壊対策工事に係る寄附申請、高知市本宮町、土地評価書、寄付
調書、関係図面
⑪①～⑩に係る用地を示す台帳（南国市岡豊町、高知市山ノ端町、土佐市高
岡町、高知市御畳瀬、高知市仁井田、高岡郡伊野町、高知市五台山、安芸郡
馬路村、室戸市室戸岬町、香美郡物部村、高知市一宮、高岡郡日高村、高知
市本宮町）

要審査 無 無

R3-A-3923 用地管理課 用地対策課 S49S54S55
①昭和49年度　収用裁決明渡裁決
②昭和54・55年度　（控）事業認定申請書　
高知県

①行政代執行法に基づく戒告について、土佐郡都市計画事業、土佐市高岡
町、現地の写真、裁決書、関係図面、土地調書、不動産鑑定評価書、事業計
画書、物件調書
②一級河川に淀川水系第二次支川早稲河放水路トンネル工事関連、宇治川激
甚災害対策特別緊急事業の長期借地に伴う移転補償の取扱いについて、事業
認定申請書、事業計画書、吾川郡伊野町、関係図面一式

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3924 用地管理課 用地対策課 S48S50S51

①昭和48年度　国有財産の所管換　奧の谷川
荒廃砂防
②昭和50年度　道路敷地の譲与契約　高知本
山線
③昭和50年度　道路敷地の交換　大豊川之江
線
④昭和50年度　渡川一支梼原川河川局部改良
工事（農林省－所管換）
⑤昭和50年度　新旧道路敷地の交換　鏡川高
潮対策
⑥昭和50年度　高知県有財産の譲与について
（大正町）
⑦昭和50年度　国有財産の所管換

①奥の谷荒廃砂防工事に係る国有財産の受渡完了について、土佐清水市下川
口、所管換財産受渡証書、現地の写真、関係図面
②県道高知本山線道路側溝流未処理用地に係る譲与について、高知市愛宕
町、不動産譲与契約書、関係図面
③県道大豊川之江線橋梁災害復旧工事に係る用地交換について、長岡郡大豊
町、関係図面
④梼原川河川局部下医療工事に係る国有財産の所管換について、所管換財産
受渡証書、幡多郡大正町、土地評価書、関係図面
⑤鏡川高潮対策工事に係る用地交換について、高知市唐人町、交換地評価
書、土地交換契約書、関係図面
⑥城山谷川荒廃砂防工事に係る用地の譲与について、幡多郡大正町、県有財
産譲与契約書、工事設計書、用地買収調書、物件移転補償調書、評価調書、
関係図面
⑦国道195号線道路改良工事に係る国有財産の受渡完了について、香美郡物
部村、所管換財産現地受渡証書、不動産鑑定評価書、現地の写真、関係図
面、二級河川十市川局部改良工事に係る国有財産の受渡完了について、高知
市仁井田、中小河川鏡川改修工事に係る用地の所管換について、高知市石立
町

要審査 無 無

R3-A-3925 用地管理課 用地対策課 S49S50
昭和49・50年度　県道宇佐高知線新設工事
（仁淀川河口大橋）及びこれに伴う附帯工事　
事業認定申請書　高知県

・事業認定申請書の縦覧終了について
・土佐市新居
・吾川郡春野町
・事業認定申請書
・事業計画書
・土地調書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3926 用地管理課 用地対策課 S50

①昭和50年度　河川敷地の交換　烏川局部改
良
②昭和50年度　道路敷地の交換　国道197号
線道路改良
③昭和50年度　受領証の交付　領石川災害助
成
④昭和51年度　受領証の交付　高知広域都市
計画

①烏川局部改良工事に伴う新旧河川敷地の交換について、香美郡野市町、用
地交換調書、関係図面
②国道197号線道路改良工事にに係る用地交換について、高岡郡葉山村、関
係図面
③領石川災害助成工事に係る公有財産授受後の受領証交付について、南国市
宍崎、県道久保大宮線特殊改良工事に係る公有財産授受後の受領証の交付に
ついて、香美郡物部村、関係図面
④高知広域都市計画道路事業篠原八幡線工事に係る公有財産授受後の受領証
の交付について、南国市篠原、南国市西山、土地売買に関する契約書、地価
調査書、道路用地の取得について、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3927 用地管理課 用地対策課 S50
昭和50年度　国有財産法第27条（交換）　本
山町土地開発公社

・本山保健所改築予定地に係る用地交換について
・交換財産現地受渡証書
・長岡郡本山町
・交換契約書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3928 用地管理課 用地対策課 S49

昭和49年度 一般国道33号保全事業　(高知県
吾川郡伊野町地内)
①昭和49年度　一般国道33号保全事業（高知
県吾川郡伊野町地内）　明渡裁決申立書　土
佐国道工事事務所
②議事録　一般国道33号保全事業（伊野町枝
川地内）　高知県収用委員会
③面談記録

①一般国道33号保全事業に係る用地収用について、土地売買に関する契約
書、不動産鑑定評価書、現地の写真、裁決手続開始決定書、物件調書、事業
計画書、土地調書、相続関係説明図、関係図面
②収用委員会審理議事録、収用委員会会議議事録、現地調査写真集
③一般国道33号保全事業に係る土地所有者との面談記録

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3929 用地管理課 用地対策課 S53

昭和53年度　
① 新旧河川敷地の交換契約　金谷川災害助
成
② 新旧道路敷地の交換　昭和中村線特殊改
良
③ 新旧河川敷地の交換契約　鏡川激甚災害
対策
④ 道路用地の交換　浦戸湾都市計画
⑤ 道路敷地の寄付　県道出口古津賀線
⑥ 河川敷地の交換　磯の川川小規模河川改
修

①金谷川災害助成工事に係る河川敷地の交換について、高知市北秦泉寺、土
地交換契約書、不動産鑑定評価書、河川敷地評価額、関係図面
②県道昭和中村線特殊改良第一種工事に係る道路敷地の交換について、中村
市蕨岡、土地交換契約書、土地評価書、関係図面
③鏡川激甚災害対策特別緊急事業に係る河川敷地の交換について、高知市河
ノ瀬町、土地交換契約書、相続関係説明図、関係図面
④浦戸湾都市計画街路事業に係る道路敷地の交換について、高知市桟橋通、
土地交換契約書、関係図面
⑤県道出口古津賀線道路改良工事に係る寄附申請について、中村市古津賀、
寄付調書、土地評価書、関係図面
⑥磯の川川小規模河川改修工事に係る用地交換について、中村市磯ノ川、土
地交換契約書、現地の写真、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3930 用地管理課 用地対策課 S53

①昭和53年度　大渡ダム補正文書　第14,15
号
②昭和53年度　文書綴　49高収第14,15号
③裁決申請書(5-2)　四国地方建設局　49高
収第14号
④昭和53年度　大渡ダム現地調査　(49高収
第14,15号) (昭53.4)
⑤裁決申請書(5-4)　四国地方建設局　49高
収第14,15号

①一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業に係る申請書及び申立書の取り下げ
について、吾川郡吾川村、高岡郡仁淀村、裁決申請書、明渡裁決申立書
②一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業に関する文書綴り、裁決書
③一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業及びこれに伴う附帯事業に係る土地
調書綴り、吾川郡吾川村、高岡郡仁淀村、愛媛県上浮穴（かみうけな）、土
地調書、関係図面
④現地の写真、高岡郡仁淀村、吾川郡吾川村
⑤一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業及びこれに伴う附帯事業に係る土地
調書綴り、吾川郡吾川村、高岡郡仁淀村、愛媛県上浮穴（かみうけな）、関
係図面

要審査 無 無

R3-A-3931 用地管理課 用地対策課 S49S50S53

①昭和50年度　鉱業権和解調書 正本送付関
係　49高収第2,5,89号
②昭和49年度　議事録　＜一級河川に淀川水
系大渡ダム建設事業及びこれに伴う附帯事業
＞（鉱業権関係）　49高収第2号 49高収第5
号
③鉱業権関係資料 登録原簿施業案等　高収
49　2,5,89号

①一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業に係る鉱区見取図について、高岡郡
仁淀村、吾川郡吾川村、和解調書、関係図面（位置図・消滅する鉱区の見取
図・実測平面図）
②委任状綴り、収用委員会会議議事録、収用委員会審理議事録
③一級河川仁淀川水系大渡ダム建設事業及びこれに伴う附帯事業に係る関係
図面一式

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3932 用地管理課 用地対策課 S51S53

昭和53年度　廃道敷譲与関係書類（譲与申請
書等）（9件）
①須崎市道（南古市線）廃道敷地譲与関係
②須崎市市道則行線廃道敷譲与申請書　完結
③須崎市弓道大坪支線第1号譲与申請書　須
崎市　完結
④須崎市旧市道灰方塩間線廃道敷譲与申請書　
完結
⑤須崎市日の川線廃道敷地譲与申請書　完結
⑥完結　土佐市道廃道敷譲与関係（山泉寺三
島ノ前線馬入弓場ヶ谷線）
⑦旧市道譲与申請書　完結
⑧高知市道（比島二号線）廃道敷譲与関係　
完了
⑨完結　市道の廃道敷地譲与申請書　土佐清
水市

①須崎市南古市町、国有財産譲与契約書、関係図面
②須崎市多ノ郷、国有財産譲与契約書、関係図面
③須崎市多ノ郷、国有財産譲与契約書、関係図面
④須崎市浦ノ内、国有財産譲与契約書、関係図面
⑤須崎市上分、国有財産譲与契約書、関係図面
⑥土佐市高岡町、国有財産譲与契約書、関係図面
⑦須崎市吾井郷、国有財産譲与契約書、関係図面
⑧高知比島町、国有財産譲与契約書、関係図面
⑨旧市道三崎海岸線、土佐清水市三崎町、国有財産譲与契約書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3933 用地管理課 用地対策課 S42S49

昭和42年度　
①一般県道足摺公園線 廃道敷地処分関係書
類
昭和49年度
②二級河川香宗川廃川敷関係書類
③旧国道高知徳島線(室戸市羽根町字下船場)
廃道敷売払関係
④十和村県有財産売払関係（済）
⑤（済）国道321号線（宿毛市小筑紫町）廃
道敷地売却関係
⑥国道321号線（土佐清水市清水口東谷）廃
道敷売却関係

①土佐清水市足摺岬、関係図面
②香美郡赤岡町、県有財産売買契約書、評価調書、現地の写真、廃川敷地処
分調書、関係図面
③室戸市羽根町、県有財産売買契約書、現地の写真、関係図面
④幡多郡十和村、県有財産売買契約書、評価調書、土地貸借契約書、関係図
面
⑤宿毛市小筑紫町、県有財産売買契約書、現地の写真、道路の不用物件処分
調書、関係図面
⑥土佐清水市清水、県有財産売買契約書、土地評価表、現地の写真、関係図
面

要審査 無 無

R3-A-3934 用地管理課 用地対策課 S51S53

①昭和53年度　県有財産の道路敷地への所管
換について(警察本部所管)　完了
②昭和51年度　河川敷地の交換
③昭和53年度　道路敷地の交換契約
④昭和53年度　新旧河川敷地の交換契約

①香美郡吉川村、県道春野赤岡線交通安全施策整備事業に係る受領用地の後
処理について、現地の写真、物件移転補償調書、設計書、関係図面
②吾川郡伊野町、一定災石見川災害復旧工事に係る河川敷地の交換につい
て、土地評価書、関係図面一式
③香美郡物部村、国道195号線道路改良工事に係る道路敷地の交換につい
て、土地交換契約書、交換調書、土地評価書、現地の写真、関係図面
④吾川郡吾北村、小川川河川災害復旧工事に係る河川敷地の交換について、
土地交換契約書、交換調書、土地評価書、現況写真、土地面積計算書、廃川
処分調書、関係図面

要審査 無 無

R3-A-3935 用地管理課 用地対策課 S53S54

①昭和53年度　新旧河川敷地の交換契約（金
谷川）
②昭和54年度　新旧河川敷地の交換（谷川）
③昭和53年度　新旧河川敷地の交換（久礼
川）
④昭和53年度　河川敷地の交換（磯の川川）

①金谷川災害助成工事に係る河川敷地の交換について、高知市北秦泉寺、土
地交換契約書、河川敷地評価額、不動産鑑定評価書、関係図面
②磯ノ川川小規模河川改修工事に係る河川敷地の交換について、中村市磯ノ
川、土地交換契約書、土地評価書、現地の写真、関係図面
③二級河川久礼川河川改良工事に係る河川敷地の交換について、高岡郡中土
佐町、土地交換契約書、関係図面
④谷川荒廃砂防工事に係る河川敷地の交換について、高岡郡窪川町土地交換
契約書、関係図面

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3936
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S58 開発財団　No1

・県内の用地の取得及び開発事業に関わる文書
・昭和53, 54年度　事業計画書及び収入支出予算書並び院資金計画書
・昭和44, 49, 50年度　事業計画書及び収支予算書
・昭和44年度　種崎千松公園用地取得事業工事用地買収調書（高知市種崎）
・昭和49, 50年度　特別会計決算附属明細書
・昭和50年度　高知県開発財団理事会会議録
・昭和49年度　第18回事業報告書
・昭和49年度　高知県開発財団事業及び決算報告書

要審査 無 無

R3-A-3937
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S58

開発財団　No2
①昭和45年度　一級河川渡川（百笑堤防）及
び一般国道55号（南国道路）　45.5.6　譲渡
図面
②高知県開発財団に係る関係文書

①関係図面一式
②昭和51年度　高知県開発財団事業計画及び終始予算書、昭和48年度　不動
産鑑定評価書、昭和56年度　高知県歳入歳出決算審査報告書

要審査 無 無

R3-A-3938
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S58

開発財団　No3
①昭和54年度　中島町ビルに係る落成式につ
いて
②昭和48年度　不動産鑑定評価書
③昭和48年度　一般国道56号（土佐道路）二
次改築工事　直轄事業用地先行取得事前確認
申請書
④昭和47,48, 50年度　関係図面

①落成式要領、関係図面
②高知市朝倉・城山町・鴨部
③高知県開発財団既定表、高知県歳入歳出決算審査報告書、高知県開発財団
決算及び精算報告書
④一般国道56号改築土佐道路　地域分析図・工事平面図　高知県

要審査 無 無

R3-A-3939
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S48 昭和48年度　高知県開発財団寄附行為

・昭和48年度　第17回事業報告書
・昭和48年度　高知県開発財団機械部特別会計
・昭和48年度　特別会計決算付属明細書
・昭和48年度　事業及び決算報告書
・昭和48年度　事業報告書

要審査 無 無

R3-A-3940
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S55 昭和55年度　公社財団等の概要 ・高知県開発財団の規定集 要審査 無 無

R3-A-3941
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S58 開発財団　No4

・昭和49, 53年度　事業報告書
・昭和49, 53年度　特別会計決算付属明細書
・昭和53年度　事業及び決算報告書
・関係写真
・一般国道56号関係図面

要審査 無 無

R3-A-3942
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S58 開発財団関係

・昭和48年度　国道56号二次改築工事（中村市右山）に係る解約契約書
・昭和51年度　高知県開発財団事業計画及び収支予算書
・昭和48, 49年度　事業計画及び収支予算書
・昭和48年度　関係写真
・機械部創設について
・昭和47年度　第16回事業報告書
・昭和47年度　高知県開発財団機械部特別会計
・昭和47年度　特別会計決算付属説明書

要審査 無 無

R3-A-3943
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S47 用地先行取得関係通達集
・覚書、申請書、契約書等の各書式及び昭和47年度道路局所管補助金等交付
申請についての一部改正

要審査 無 無

R3-A-3944
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S44S46
昭和44～46年度
観光（開発財団指導）

・足摺岬公園用地購入について
・竜串地区用地買収調書
・土地売買に関する契約書

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3945
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S48S49 開発財団規定集事業計画等

・昭和48年度　第17回事業報告書
・昭和48年度　高知県開発財団機械部特別会計
・昭和48年度　特別会計決算付属説明書
・高地開発財団の49年度事業計画
・昭和49年度　高知県開発財団事業計画及び収支予算書

要審査 無 無

R3-A-3946
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S49 公社・財団 ・昭和49年度　看護学園用地取得に関する経過等 要審査 無 無

R3-A-3947
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S51S52S53S54S55S56S57昭和51年度以降　開発財団任命関係
・昭和51, 52年度　高知県開発財団事業及び決算報告書
・昭和51, 52年度　高知県開発財団機械部特別会計

要審査 無 無

R3-A-3948
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S50S51S52S53
土地公社・財団文書綴　S50～53　企画調整
課

・昭和50年度　事業計画及び収支予算書
・昭和52年度　事業及び決算報告書
・昭和52年度　用地保有量調書
・昭和51年度　代替地価格調書
・昭和51年度　当初予算見積書（特別会計）

要審査 無 無

R3-A-3949
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S53S54S55 開発財団　53

・昭和54年度　用地処分調書（見込み含む）
・昭和53年度　第22回事業報告書
・昭和53年度　高知県開発財団機械部特別会計
・昭和53年度　特別会計決算付属説明書
・昭和53, 54年度　事業計画及び収支予算書
・公社・公団等に関する調

要審査 無 無

R3-A-3950
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S54
昭和54年度　土地開発公社関係（任命等）　
企画調整課

・協力職員の取扱いに関する協定について 要審査 無 無

R3-A-3951
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S54 土地開発公社　54～
・昭和54, 55年度　事業計画書及び収入支出予算書並びに資金計画書
・関係図面
・職員採用に関する調

要審査 無 無

R3-A-3952
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S54 大阪セメント鏡山開発団地問題
・大阪セメント所有の朝倉土地処分調書
・関係図面

要審査 無 無

R3-A-3953
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S54 公社財団合併検討

・裁決部創設の経緯
・昭和53年度　決算状況調書
・昭和54年度　土地開発公社開発財団の運営合理化対策土地開発公社開発財
団運営対策協議会報告書
・機構図

要審査 無 無

R3-A-3954
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S54
昭和54年度　桟橋通り土地（財団所有）の売
却関係

・開発財団保有地処分顛末
・競馬上位転身説に関する覚書
・県有財産売買契約書
・不動産鑑定評価書
・土地売買契約書
・保有地卸売り工事売渡調書

要審査 無 無

R3-A-3955
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S54S55
昭和54・55年度　公社財団関係文書　企画調
整課

・財産状況調
・地方公社等に関する調査要領
・高知県土地開発公社理事会議事録
・昭和55年度　事業計画書及び収入支出予算書並びに資金計画書
・昭和55年度事業計画

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3956
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S55 財団保有地

・開発財団保有土地処分方針
・「高知弁護士会館」建設用地問題について
・保有農地について
・不動産売買契約書（高知市布師田）
・土地売買に関する契約書（土佐市新居・香美郡野市町）

要審査 無 無

R3-A-3957
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S55
昭和55年度　（上末松）開発財団　企画調整
課

・南国市上末松
・高知県開発財団　MEMO（上末松土地関係の経過）
・土地売却に関する考察
・土地売買に関する契約書

要審査 無 無

R3-A-3958
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S55
昭和55年度　高知県開発財団事業及び決算報
告書

・昭和55年度　収入支出決算書
・昭和55年度　事業及び決算報告書
（高知県開発財団、高知県林業公社、高知県住宅供給公社、高知県中小企業
公社、高知県心身障害者扶養財団、高知県農業公社、高知県土地開発公社、
高知県福祉基金、高知県東京宿泊所運営会、高知県競馬施設公社、高知県ス
ポーツ振興会、県民文化ホール、高知空港周辺整備基金、高知県教育造林事
業団）
・昭和55年度　事業計画書及び収支予算書
（高知県林業公社、高知県中小企業公社、高知県教育造林事業団、高知県心
身障害者扶養財団、高知県農業公社、福祉基金、高知県競馬施設公社、県民
文化ホール、高知空港周辺整備基金、高知県スポーツ振興会、高知空港ビル
株式会社）
・昭和56年度　予算及び事業計画並びに資金計画
（高知県開発財団、高知県土地開発公社）

要審査 無 無

R3-A-3959
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S56S57
昭和56・57年度　開発財団解散－清算（決裁
書類）

・昭和57年　高知県開発財団の解散についての経過
・昭和56年　高知県開発財団決算書
・昭和56年　高知県開発財団評議員会議事録
・財産処分方法書

要審査 無 無

R3-A-3960
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S57 昭和57年度　開発財団　清算関係書類①
・昭和56年　高知県開発財団評議員会議事録
・解散、清算事務の経過について

要審査 無 無

R3-A-3961
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S57
昭和57年度　開発財団　清算関係書類②　※
重要

・昭和56～57年　精算会計決算報告書
・昭和57年　精算会計予算書
・昭和56年　決算報告書
・昭和57年　機械備品等処分調書
・昭和57年　機械会計決算調書
・昭和57年　瑕疵担保債権債務調書
・昭和57年　　土地開発公社への引継ぎ業務調書
・昭和57年　保有地処分調書
・昭和56年　高知県開発財団決算書
・昭和56～57年　精算報告書
・開発財団の設立と解散までの経緯

要審査 無 無

R3-A-3962
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S57
昭和57年度　開発財団清算関係（保有地所
分）

・土地売買契約書（高知市布師田・仁井田・北御座・南金田・南川添・杉井
流、幡多郡大方町、安芸郡東洋町、土佐清水市足摺岬・松尾・三崎、須崎市
浦の内、宿毛市宿毛）
・譲渡証書（香美郡野市町、高知市布師田、土佐市新居）
・開発財団保有地処分一覧表

要審査 無 無

R3-A-3963
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S57 昭和57年度　開発財団（桟橋土地処分問題）

・桟橋6丁目財団処分土地
・昭和54年　高知港東汐江埋立地の開発財団への譲渡経過
・県有財産売買契約書（高知市桟橋6丁目）
・開発財団の保有地処分の経

要審査 無 無
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R3-A-3964
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S57
昭和57年度　開発財団清算関係（庁舎処分関
係）

・昭和57年　開発財団解散に伴った残余財産の処分について
・中島町ビルセンター事務室の利用に関する契約書
・昭和57年　開発財団保有地処分一覧表

要審査 無 無

R3-A-3965
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S57 昭和57年度　開発財団　清算（参考書類）

・昭和56年　開発財団の解散、清算事務にかかる取組み、検討事項
・昭和52, 53年度　機械部事業実績
・財団業務スケジュール表
・昭和55年　保有地一覧表
・開発財団保有地土地処分方針

要審査 無 無

R3-A-3966
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S57
昭和57年度　開発財団解散書類（住友共電関
係）

・高知県開発財団に対する賛助契約書
・開発財団の賛助金伯耆の要請について

要審査 無 無

R3-A-3967
企画調整課
（企画振興
課）

用地対策課 S57
昭和57年度　開発財団（春野町土地造成及び
宿毛市財団問題）

・昭和56年　財団保有地の処分について（宿毛市宿毛）
・土地売買に関する契約書（宿毛市宿毛）
・昭和56年　春野町土地造成事業について
・建設工事請負契約書

要審査 無 無

R3-A-3968 用地管理課 用地対策課 S60

①昭和60年度　行政代執行（金谷川）
②昭和60（年度）　行政代執行（金谷川）
③図面等綴り
④行政代執行事例について

①二級河川国分川二次支川金谷川改修工事、高知市愛宕山、交渉経過、覚
書、代執行命令書、現地の写真、裁決書、関係図面
②工事請負契約書、高知市愛宕山、工事請負契約書、予定価格調書、関係図
面
③行政代執行に関する関係文書・図面
④県道後免中島高知線道路改築工事に伴う行政代執行事例についての文章

要審査 無 無

R3-A-3969 河川課 河川課 H26 H26建設ダム実施計画
和食ダム（安芸郡芸西村）と春遠ダム（幡多郡大月町地区）の平成26年度の
実施計画の変更認可を求めた際のヒアリング時に国に提出した文書

要審査 無 無

R3-A-3970 河川課 河川課 S47 後川裁判 後川廃棄物に関する裁判資料 要審査 無 無

R3-A-3971 河川課 河川課 S47 後川金鋼事件 後川廃棄物に関する裁判資料 要審査 無 無

R3-A-3972 河川 河川 26
26　奈半利川水系河川環境調査委託業務　県
河調第14-6号

・植生、魚類、底生生物に関する調査 
・実施設計書、入札記録、業務完了報告書等

要審査 無 無

R3-A-3973 河川 河川 26
H26　四万十川魚類調査委託業務　県河調第
14-7号

・水温、鮎生態、水面面積に関する調査
・実施設計書、入札記録、業務完了報告書等

要審査 無 無

R3-A-3974 河川 河川 26
26　伊尾木川水系河川環境調査委託業務　県
河調第14-8号

・環境基図、魚類、底生生物に関する調査
・実施設計書、入札記録、業務完了報告書等

要審査 無 無

R3-A-3975 河川 河川 26
H26　安田川水系河川環境調査委託業務　県
河調第14-13号

・河川環境の状況調査
・実施設計書、入札記録、業務完了報告書等

要審査 無 無

R3-A-3976 河川 河川 26
26　安田川ほか4河川浸水被害検証委託業務　
県河調第14-19号

・河川のピーク外水位、はん濫、内水に伴う浸水位等の痕跡調査
・実施設計書、入札記録、業務完了報告書等

要審査 無 無

R3-A-3977 防災砂防課 防災砂防課 H26
平成26年災　台風12号・11号及び豪雨　被災
状況資料

土木事務所別被災状況（写真、図面あり） 要審査 無 無

R3-A-3978 防災砂防課 防災砂防課 H26 平成26年災　被害報告 被害報告表、災害報告内訳書（台風11号、台風12号、台風19号等） 要審査 無 無

R3-A-3979 防災砂防課 防災砂防課 H26 平成26年災　被害報告 被害報告表、災害報告内訳書（台風11号、台風12号、梅雨前線豪雨等） 要審査 無 無

R3-A-3980 防災砂防課 防災砂防課 H26 平成26年災　災害報告 公共土木施設の災害に関する国への報告書 要審査 無 無

R3-A-3981 防災砂防課 防災砂防課 H26 平成26年災　災害報告（事務所・市町村） 市町村長又は土木事務所長からの災害報告書 要審査 無 無

R3-A-3982 道路課 道路課 S51～S61 完成橋梁図　№101～№163 橋梁整備実施計画説明表 要審査 無 無

R3-A-3983 道路課 道路課 S54迄 完成橋梁綴　№0～№100 橋梁整備実施計画説明表 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
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ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-3984 道路課 道路課 S63 浦戸大橋
有料道路の事業（料金徴収）許可（昭和43年12月20日建設大臣から日本道路
公団）、同事業変更許可（昭和63年5月19日建設大臣からから日本道路公
団）

要審査 無 無

R3-A-3985 道路課 道路課 S58S59S60S61視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ台帳（永久保存） 9路線 要審査 無 無

R3-A-3986 道路課 道路課  S58S9S61S62S63長岡踏切
日本国有鉄道公社四国総局に県が委託した国道195号と県道領石後免線が交
差する踏切の拡幅工事

要審査 無 無

R3-A-3987 道路課 道路課 S58S59S60S61S62S62JR長岡踏切 日本国有鉄道公社四国総局と県の踏切拡幅協議 要審査 無 無

R3-A-3988 道路課 道路課 H14 国道441号網代バイパス景観検討委員会 第4回国道44１号網代バイパス景観検討委員会会議資料会議録 要審査 無 無

R3-A-3989 道路課 道路課  H12H13 国道381号（半家地区）景観検討委員会 第5回～第7回国道381号（半家地区）景観検討委員会会議資料 要審査 無 無

R3-A-3990 道路課 道路課 H12 H13 半家工区景観検討委員会
国道381号（半家地区）景観検討委員会関係資料（設計照査報告書、川平橋
資料集等）

要審査 無 無

R3-A-3991 都市計画課 都市計画課  S57S59 現状調査　都市計画　説明文書綴
都市計画区域、市街化区域、地域地区、促進地域、都市計画施設、市街化開
発事業、市街地開発事業等予定地域、地区計画、都市計画事業費の財源等の
状況等に関する調査

要審査 無 無

R3-A-3992 都市計画課 都市計画課 不明
高知広域都市計画区域区分の変更　　　　　　
　　　　　　　　　　　（高知県決定）
(1/4)

高知広域都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更に関する図面（総括
図、計画図）

要審査 無 無

R3-A-3993 都市計画課 都市計画課 S63H1
高知広域都市計画用途地域の変更　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(事前協議)

高知広域都市計画の変更（平成元年6月16日告示）等 要審査 無 無

R3-A-3994 都市計画課 都市計画課 Ｓ63
高知広域都市計画用途地域の変更　
  
  

高知広域都市計画用途地域変更告示（昭和63年5月2日告示）（潮見台ニュー
タウン、天王ニュータウン、土佐山田町前山地区特定保留の解除等によるも
の）

要審査 無 無

R3-A-3995 都市計画課 都市計画課 Ｓ63
高知広域都市計画用途地域の変更　
  
  

高知広域都市計画用途地域の変更に関する関係市町村から提出された原案
（伊野町、土佐山田町、南国市、高知市）

要審査 無 無

R3-A-3996 都市計画課 都市計画課 Ｓ61
高知広域都市計画用途地域の変更計画図
S1/2,500　　昭和61年4月15日　県告示第265
号

高知広域都市計画用途地域の変更計画図 要審査 無 無

R3-A-3997 都市計画課 都市計画課 Ｓ61 高知広域都市計画用途地域の変更　事前協議
・高知広域都市計画用途地域の変更に関する建設省都市局長の同意（昭和61
年3月5日）

要審査 無 無

R3-A-3998 都市計画課 都市計画課 Ｓ61 高知広域都市計画用途地域の変更(案) 高知広域都市計画用途地域の変更（昭和61年4月15日告示） 要審査 無 無

R3-A-3999 都市計画課 都市計画課 Ｓ61 高知広域都市計画用途地域の変更
・高知広域都市計画用途地域の変更案
・建設大臣への用地地域変更認可申請

要審査 無 無

R3-A-4000 都市計画課 都市計画課 S60
高知広域都市計画用途地域の変更原案　(高
知市)　　昭和六十年一月

用途地域見直しの理由、用途地域対称総括図、建築用途別現況図、土地利用
動向図、不適格建築物分布図、建ぺい率分布図、容積率分布図、敷地規模分
布図、商業業務施設分布図、大規模建築物分布図、工業施設分布図

要審査 無 無

R3-A-4001 都市計画課 都市計画課 Ｓ46

【永久保存】　
　　
　　
　　
　　

高知広域都市計画　用途地域決定準則（昭和46年5月）、街路の横断図、道
路計画書等

要審査 無 無

R3-A-4002 都市計画課 都市計画課 S59～61 都市計画地方審議会　委員・幹事任免関係 都市計画地方審議会　委員・幹事任免関係 要審査 無 無

R3-A-4003 都市計画課 都市計画課 S55～58 都市計画地方審議会　委員・幹事任免関係 都市計画地方審議会　委員　幹事任免関係 要審査 無 無

R3-A-4004 都市計画課 都市計画課 S56～H7 屋外広告物審議会　辞令綴　　昭和56年～
屋外広告物審議会委員の委嘱
　昭和56年度～平成7年度

要審査 無 無
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R3-A-4005 都市計画課 都市計画課 H11H12H13
第4回線引き　高知広域都市計画市街化区域
及び市街化調整区域の変更　　高知県(県決
定)

●　高知広域都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更案（平成12年4
月10日公告）
●高知区域都市計画区域計画書
　・市街化区域及び市街化調整区域の区分
　・市街化区域及び市街化調整区域の整備・開発又は保全の方針
●市街化区域及び市街化調整区域の整備・開発又は保全の方針（平成11年）
　・人工フレームの算出
　・市街化区域等設定調書
　・市街化区域内集団農地の整序の方針
　・区域の見直しに関する基本事項（第4回見直し）
等

要審査 無 無

R3-A-4006 都市計画課 都市計画課 Ｓ57 宿毛都市計画用途地域指定計画書 宿毛都市計画用途地域指定（昭和57年9月28日公告）」 要審査 無 無

R3-A-4007 都市計画課 都市計画課 Ｓ63
高知広域都市計画　市街化区域等設定調書　　
　　　　　　　　　　　中四農政局協議　　
昭和62年　月

高知広域都市計画市街化区域及び市街化調整区域の見直しに関する協議（昭
和63年3月17日中国四国農政局長から通知）

要審査 無 無

R3-A-4008 都市計画課 都市計画課 S62S63
高知広域都市計画市街化区域及び市街化調整
区域の変更(事前協議)　　高知県

高知広域都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更（昭和63年5月2日告
示）

要審査 無 無

R3-A-4009 都市計画課 都市計画課 Ｓ54
高知広域都市計画　用途地域の変更(正)　　
昭和五十四年十二月   (高知県知事決定)

高知広域都市計画　用途地域の変更(正)　　（昭和54年12月17日建設大臣承
認）

要審査 無 無

R3-A-4010 都市計画課 都市計画課 Ｓ54
高知広域都市計画用途地域計画図　　昭和54
年12月21日　県告示第742号

高知広域都市計画用途地域計画図 要審査 無 無

R3-A-4011 都市計画課 都市計画課 S53Ｓ54
高知広域都市計画 市街化区域及び市街化調
整区域

高知広域都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更に関する文書
・四国地方建設局との事前協議
・変更案に対する関係市町村意見（昭和54年7月）
・縦覧（昭和54年3月7日）
・県都市計画地方審議会の議決（昭和54年7月31日）
・建設省都市局長の承認（昭和54年3月9日）
・区域の変更告示（昭和54年9月14日）

要審査 無 無

R3-A-4012 都市計画課 都市計画課 Ｓ61

第2回線引き見直し 
　　
　　
　　
　　

高知広域都市計画市街化区域及び市街化調整区域の変更 要審査 無 無

R3-A-4013 都市計画課 都市計画課 Ｓ61
高知広域都市計画道路の措置に関する覚書
(下知伊野線等)　　昭和61年7月

高知県広域都市計画道路（県道梅ヶ辻朝倉線、都市計画道路下知伊野線及び
市道鴨田9号線）の措置に関する高知市長、県道路課長及び県都市計画道路
施工者の昭和61年7月30日付け覚書

要審査 無 無

R3-A-4014 都市計画課 都市計画課 Ｓ61
都計道路に係る協議     (土居線とR55との
交差点)　 建設省　　S61.11

都市計画街路土居線と一般国道との道路交差に関する承認工事の申請（都市
計画道路施工者（県）と四国地方建設局）

要審査 無 無

R3-A-4015 都市計画課 都市計画課 Ｓ47
街路移管　覚書　
　 
  

高知県広域都市計画道路（高知山田線）の措置に関する南国市長と県土木部
長による工事完成後の南国市への移管等の昭和47年10月6日付け覚書

要審査 無 無

R3-A-4016 都市計画課 都市計画課 Ｓ61
3・4・24南国山田線　事業計画変更認可書   
                    （山田工区）

高知県広域都市計画道路（3.4.24南国山田線）の事業計画変更（昭和62年3
月31日県告示）

要審査 無 無

R3-A-4017 都市計画課 都市計画課 Ｓ49 篠原八幡線　移管
高知県広域都市計画道路（街路篠原八幡線）と県道御免中島高知線の措置に
関する南国市長、県道路課長及び県都市建設課長長の昭和49年6月27日付け
覚書等

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-4018 都市計画課 都市計画課 Ｓ60～61
国道195号線篠原八幡線 
  
  

県道篠原八幡線改良工事に伴う土佐電気鉄道後免線遮断機設置工事（工事場
所：南国市篠原地区）に伴う交差点処理（道路管理者、都市計画道路施工
者、土佐電気鉄道株式会社、南国市長）

要審査 無 無

R3-A-4019 都市計画課 都市計画課 S60
3・5・55篠原八幡線(1)　
  
  

高知県広域都市計画道路（3.5.55篠原八幡線）の事業計画変更（昭和61年3
月25日県告示）

要審査 無 無

R3-A-4020 都市計画課 都市計画課 S57S58
篠原八幡線事業認可変更申請書             
                      電車道(195号線)～
(55号線)

高知県広域都市計画道路（3.5.55篠原八幡線）の事業認可（昭和58年4月26
日県告示）

要審査 無 無

R3-A-4021 都市計画課 都市計画課 Ｓ60～61
60　篠原八幡線と土電軌道との平面交差に係
る協定書

県道篠原八幡線改良工事に伴う土佐電気鉄道後免線遮断機設置工事（昭和61
年3月17日県と土佐電気鉄道(株)の協定）工事場所：南国市篠原地区

要審査 無 無

R3-A-4022 都市計画課 都市計画課 S61～62
河川法第24、26条　許可申請書(藻川)　
　　
　

都市計画道街路（篠原八幡線）の2級河川国分川水系藻川への橋梁新設（昭
和62年10月2日河川法第24条第26条許可）

要審査 無 無

R3-A-4023 都市計画課 都市計画課 Ｓ46
S46.10.8　 高知広域都市計画区域の変更
(他)　　　　　　　　審議会(第6回)

・高知県広域都市計画道路変更申請（高知市、土佐山田町、南国市、伊野
町）
・高知県広域都市計画臨港地区の変更（高知市、土佐山田町、南国市、伊野
町、春野町）（昭和46年10月8日告示）
・県都市計画公聴会（高知県広域都市計画道路構想、議事録）（昭和45年4
月28日開催）

要審査 無 無

R3-A-4024 都市計画課 都市計画課 不明
室戸都市計画公園の決定(第9・6公園)　　　　
　　　高知県

第9・6・1号室戸広域公園と第3.3.1号神ノ前公園の公園に関する都市計画の
変更

要審査 無 無

R3-A-4025 都市計画課 都市計画課 S44～54
都市計画地方審議会　委員　幹事任免関係　　
　　　　　　　　　　　　昭和44年～54年

都市計画地方審議会　委員　幹事任免関係 要審査 無 無

R3-A-4026 都市計画課 都市計画課 S58Ｓ59
第2回見直し線引き1　      計画班　都市計
画課

高知広域都市計画市街化区域及び市街化調整区域の見直しに関する文書
・基本的事項協議（昭和58年8月29日農林水産部長から土木部長へ回答）
・関係市町への原案作成依頼（昭和58年9月1日）
・高知市との素案協議（昭和59年6月1日）

要審査 無 無

R3-A-4027 都市計画課 都市計画課 Ｓ59
第2回見直し線引き2　      計画班　都市計
画課

高知広域都市計画市街化区域及び市街化調整区域の見直しに関する文書
・高知市の第3次素案
・区域の線引き要望に関する資料
・区域の線引き変更（素案）に関する資料
・区域の見直しに関する関係市町への原案提出依頼（昭和59年7月23日）

要審査 無 無

R3-A-4028 都市計画課 都市計画課 S63
高知広域都市計画　市街化区域等設定調書   
                             中四農政局
協議　　昭和63年

高知県広域都市計画市街化区域及び市街化調整区域の見直し（春野町内ノ谷
地区、高知市薊野地区等）

要審査 無 無

R3-A-4029 都市計画課 都市計画課 H17
宿毛湾港工業流通団地造成事業　開発行為協
議申請書【正】　高知県

高知県土地計画法施行条例第3条に基づく開発行為の協議（平成17年8月26日
同意）

要審査 無 無

R3-A-4030 都市計画課 都市計画課 H16
伊野南墓地(仮称)整備事業　都市計画法第29
条の規定に基づく開発行為許可申請書　吾川
郡伊野町字池ノ内地区　　伊野町

・伊野南墓地(仮称)整備事業に関する事業認定（平成19年7月27日第480号）
・都市計画法第35条の開発許可（平成19年7月27日16高都計第276号）

要審査 無 無

R3-A-4031 都市計画 都市計画 26
平成26年度　都開第2号　大規模盛土造成宅
地調査委託業務

・大規模造成宅地の影響調査
・施行伺
・入札記録
・委託業務契約書

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-4032 都市計画課 都市計画課 S60

高知県中小企業団地造成事業
高知市布師田地内 都市計画法第36条第1項に
基づく 工事完了届出 高知市 昭和60年4月 
高知県土地開発公社(株)第一測量設計コンサ
ルタント

位置図、公共施設新旧対照図、公図写し 要審査 無 無

R3-A-4033 都市計画課 都市計画課 S60

高知県中小企業団地造成事業
高知市布師田地内 都市計画法第36条第1項に
基づく工事完了届出 建設省所管法定外公共
用財産 高知市 昭和60年4月 高知県土地開発
公社(株)第一測量設計コンサルタント

位置図、公共施設新旧対照図、公図写し、地積測量図写し等 要審査 無 無

R3-A-4034 都市計画課 都市計画課 S60

高知県中小企業団地造成事業
高知市布師田地内 都市計画法第36条に基づ
く工事完了届出 建設省所管法定外公共用財
産に関する相互帰属資料一式 高知市 昭和60
年4月 高知県土地開発公社(株)第一測量設計
コンサルタント

用地帰属手続きに関する申出書、相互帰属調書、地積測量図等、登記処理完
了後における各筆面積計算書、土地登記簿謄本写し等

要審査 無 無

R3-A-4035 都市計画課 都市計画課 S60

正 高知県中小企業団地造成事業
都市計画法第36条に基づく工事完了届出 高
知市布師田地内 2.公共施設用地の相互帰属
調書(1)新設施設別調書(2)従前土地所有者別
調書(3)土地の帰属者別調書(4)所在別調書 
昭和60年5月 高知県土地開発公社(株)第一測
量設計コンサルタント

新設施設別調書、従前土地所有者別調書、土地の帰属者別調書、所在別調書 要審査 無 無

R3-A-4036 都市計画課 都市計画課 S60

正 高知県中小企業団地造成事業
都市計画法第36条に基づく工事完了届出 高
知市布師田地内 3.地積測量図等写(1)字源右
衛門(2)字四郎右衛門(3)その他 昭和60年4月 
高知県土地開発公社(株)第一測量設計コンサ
ルタント

地積測量図等写 要審査 無 無

R3-A-4037 都市計画課 都市計画課 S60

正 高知県中小企業団地造成事業
都市計画法第36条に基づく工事完了届出 高
知市布師田地内 3-2登記処理完了後における
各筆面積計算書 昭和60年4月 高知県土地開
発公社(株)第一測量設計コンサルタント

登記処理完了後における各筆面積計算書 要審査 無 無

R3-A-4038 都市計画課 都市計画課 S60

正 高知県中小企業団地造成事業
都市計画法第36条に基づく工事完了届出 高
知市布師田地内 4.土地登記簿謄本写(1)字源
右衛門(2)字四郎右衛門(3)その他 昭和60年4
月 高知県土地開発公社(株)第一測量設計コ
ンサルタント

土地登記簿謄本写 要審査 無 無

R3-A-4039 都市計画課 都市計画課 S60
都市計画法第36条の規定による開発行為の工
事完了検査について
文書番号963-2

高知県中小企業団地（高知市布師田字四郎右衛門地区）における高知県土地
開発公社（当初の開発行為被許可者は高知県開発財団）による開発行為（当
初許可昭和56年11月24日第1075号、変更許可昭和59年12月20日第1075-2号）
の工事完了検査

要審査 無 無
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識別番号
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作成
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ファイル名 ファイルの概要
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区分
複製物の
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電子データの

有無

R3-A-4040 都市計画課 都市計画課 S60

正 高知県中小企業団地造成事業
高知市布師田地内 都市計画法第36条第1項に
基づく 工事完了届出 高知市 昭和60年4月 
高知県土地開発公社(株)第一測量設計コンサ
ルタント

位置図、公共施設新旧対照図、公図写し 要審査 無 無

R3-A-4041 公園下水道課 公園下水道課 H26
H26年度都市公園等指定管理者募集関係　資
料2　（候補者決定）

公の施設の指定管理者の指定、指定管理者との基本協定等 
 
(高知県立室戸体育館、高知県立池公園、高知県立室戸広域公園、高知県立
土佐西南大規模公園（大方地区・佐賀地区）、高知県立土佐西南大規模公園
（中村地区）)

要審査 無 無

R3-A-4042 公園下水道課 公園下水道課    S56S58S60S62

①昭和56年度　支出負担行為決議書　瀬戸湾
東部流域下水道　高知市高須　用地　高知県
土地開発公社高知市土地開発公社　高知土木
事務所
②昭和59年度　流域下水道（高須浄化セン
ター）59年度用地国債（契約・登記・補償）
③昭和61年度　流域下水道事業（用地国債振
替等）公園下水道課

①覚書、土地売買契約書
②土地売払収入の振替

要審査 無 無

R3-A-4043 都市建設課 公園下水道課 S42 高知市下水道築造認可変更申請書

・高知市下水道計画概要
・第1期下水道事業工費計算書
・第1期下水道事業財政計画概要
・第1期下水道計画図
・一位代位表
・下水道施設事業総括表
・昭和27～29年度戦災復興下水道事業
・昭和24～29年度下水道増補改良事業
・昭和30年度以降下水道施設事業

要審査 無 無

R3-A-4044 公園下水道課 公園下水道課 S57S60S62

①昭和62年度　都市計画事業認可申請書（2･
2・78）一宮2号公園高知市
②昭和62年度　都市計画事業認可申請書（2･
2・94）横浜1号公園高知市
③昭和62年度　都市計画事業認可申請書（2･
2・96）横浜3号公園高知市
④昭和62年度　都市計画事業認可申請書（2･
2・97）横浜4号公園高知市
⑤昭和62年度　緑町児童公園認可申請書（須
崎市）
⑥昭和62年度　緑町児童公園認可申請書（須
崎市）
⑦永　昭和60年度　都市計画事業認可変更申
請書（4・4・1）城西公園
⑧昭和57年度　都市計画事業認可変更申請書
（5・4・2城西公園）高知市

①～⑥都市計画公園事業の都市計画法に基づく都市計画⑦⑧公園事業の都市
計画法に基づく事業認可

要審査 無 無

R3-A-4045 建築住宅課 建築指導課 S25～S42 建築基準法第42条第1項4号指定起案綴り

道路法、都市計画法又は土地区画整理法による事業計画のある道路で2年以
内に事業が施行される予定の区域（高知市、伊野町、安芸市、奈半利町、甲
浦町、本山町、高岡町、須崎市、窪川町、中村市、宿毛市、室戸市）の指定
告示

要審査 無 無

R3-A-4046 建築住宅課 建築指導課 S42
建築基準法第42条第1項4号指定起案綴り　国
道55号線（南国バイパス）

道路法による事業計画のある道路で2年以内に事業が施行される予定の区域
（南国市）の指定告示

要審査 無 無
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作成課
移管元
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作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-A-4047 建築住宅課 建築指導課 S43S50S52S54S55建築基準法第42条第1項4号指定起案綴り
道路幅員の中心線からの水平距離を2.0mを指定する告示（吾川郡伊野町、室
戸市、安芸市、香美郡土佐山田町、須崎市、高岡郡佐川町地区）

要審査 無 無

R3-A-4048 建築住宅課 建築指導課  S58Ｓ60
建築基準法第42条第1項4号指定起案綴り（南
国市十市パークタウン）

土地区画整理法による事業計画のある道路で2年以内に事業が施行される予
定の区域（南国市）の指定告示

要審査 無 無

R3-A-4049 建築住宅課 建築指導課 S62 建築基準法第42条第1項4号指定（中村市）
土地区画整理法による事業計画のある道路で2年以内に事業が施行される予
定の区域（南国市）の指定告示

要審査 無 無

R3-A-4050 建築住宅課 建築指導課 S36～S45
道路指定起案綴　建築基準法第2項（1.8ｍ未
満）第3項の規定関係№1

道路幅員の中心線からの水平距離を1.35m～2.0mに指定する告示（高知市、
中村市、土佐清水市、室戸市、土佐市、須崎市地区）
建築基準法施行細則の一部改正

要審査 無 無

R3-A-4051 建築住宅課 建築指導課 S36～S61
道路指定起案綴　建築基準法第2項（1.8ｍ未
満）第3項の規定関係№2

道路幅員の中心線からの水平距離を1.35mを指定する告示（幡多郡大方町地
区）

要審査 無 無

R3-A-4052 建築住宅課 建築指導課 S36～S61
道路指定起案綴　建築基準法第2項（1.8ｍ未
満）第3項の規定関係№3

道路幅員の中心線からの水平距離を1.8m未満に指定する告示（須崎市、幡多
郡佐賀町、中村市、高岡郡中土佐町、高岡郡佐川町、土佐清水市、南国市、
香美郡土佐山田町、室戸市、香美郡野市町地区）

要審査 無 無

R3-A-4053 建築住宅課 建築指導課 S47～S50 道路指定起案綴　建築基準法第2項　NO.1
道路幅員の中心線からの水平距離2.0mを指定する告示（室戸市、幡多郡佐賀
町、南国市、吾川郡春野町、幡多郡大方町、吾川郡伊野町、香美郡土佐山田
町、吾川郡春野町、高岡郡中土佐町、地区）

要審査 無 無

R3-A-4054 建築住宅課 建築指導課 S50～S55 道路指定起案綴　建築基準法第2項　NO.2
道路幅員の中心線からの水平距離を2.0mを指定する告示（幡多郡大方町、高
岡郡中土佐町。南国市、土佐清水市、吾川郡伊野町、地区）

要審査 無 無

R3-A-4055 建築課 建築指導課 S57～S59 道路指定起案綴　建築基準法第2項　NO.3
道路幅員の中心線からの水平距離を2.0mを指定する告示（香美郡野市町、香
美郡香我美町、南国市地区）

要審査 無 無

R3-A-4056 建築住宅課 建築指導課 S61 道路指定起案綴　建築基準法第2項　NO.4
道路幅員の中心線からの水平距離を2.0mを指定する告示（中村市、幡多郡大
方町地区）

要審査 無 無

R3-A-4057 建築課 建築指導課 S52 土佐清水市2項　3項
道路幅員の中心線からの水平距離の指定を求める申請（土佐清水市、中村
市、幡多郡佐賀町地区）

要審査 無 無

R3-A-4058 建築課 建築指導課 S60 大方町2項 道路幅員の中心線からの水平距離の指定を求める申請（幡多郡大方町地区） 要審査 無 無

R3-A-4059 建築住宅課 建築指導課 S61 中村市・大方町43条ただし書き関係 覚書き
接道義務の免除に関する市町長と県建築主事の覚書（中村市、幡多郡大方町
地区）

要審査 無 無

R3-A-4060 建築住宅課 建築指導課 S26～S29 2級建築士名簿 1 2級建築士の登録番号1から500までの名簿 要審査 無 無

R3-A-4061 建築住宅課 建築指導課 S52
(社）高知県建築士事務所協会　（社）設計
監理協会設立

公益法人の設立許可申請 要審査 無 無

R3-A-4062 建築住宅課 建築指導課 S47～S54 建築士法施行細則関係
・建築士法施行細則の一部改正
・2級建築士試験の受験資格の基準

要審査 無 無

R3-A-4063
建築住宅課
建築課

建築指導課    S58S60S62H3建築士法施行細則関係
建築士法施行令等の一部を改正する政令の公布等に伴う建築士法施行細則の
改正

要審査 無 無

R3-A-4064 建築住宅課 建築指導課 S47 建築士事務所取消処分 1級建築士事務所の登録取消及び登録抹消 要審査 無 無

R3-A-4065 建築住宅課 建築指導課   S49S50S52
違反建築物の設計者等の通知（法9条の3関
係）

違反建築物の設計者等の通知 要審査 無 無

R3-A-4066 建築住宅課 建築指導課   S52S54S55 建築工事請負業者に係る刑事事件に関する件 葉山村公共事業の贈収賄事件に関する資料 要審査 無 無

R3-A-4067 建築住宅課 建築指導課 S54 建築士・建築士事務所処分関係（宿毛事件） 贈収賄事件による建築基準法第10条第1項の規定に基づく業務停止処分 要審査 無 無

R3-A-4068 建築住宅課 建築指導課 S55 建築士法に基づく処分関係 贈収賄事件による建築基準法第10条第1項の規定に基づく業務停止処分 要審査 無 無

R3-A-4069 建築住宅課 建築指導課 S55
二級建築士懲戒処分（住宅供給公社に関する
事件）

贈収賄事件による建築基準法第10条第1項の規定に基づく業務停止処分 要審査 無 無

R3-A-4070 建築住宅課 建築指導課 S56 二級建築士懲戒処分
産業廃棄物不法投棄事件による建築基準法第10条第1項の規定に基づく業務
停止処分

要審査 無 無
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R3-A-4071 建築住宅課 建築指導課 S59 一級建築士懲戒処分（贈賄） 贈収賄事件による建築基準法第10条第1項の規定に基づく業務停止処分 要審査 無 無

R3-A-4072 建築住宅課 建築指導課 S61 一級建築士懲戒処分 贈収賄事件による建築基準法第10条第1項の規定に基づく業務停止処分 要審査 無 無

R3-A-4073 建築住宅課 建築指導課 S60 二級建築士学科試験無効処分について 実務経験を偽り学科試験を受験した者の合格を無効とする処分 要審査 無 無

R3-A-4074 建築住宅課 建築指導課 S25～S30 高知県建築基準法・士法施行条例・細則

高知県建築審査会条例（制定、改正）
建築基準法施行細則（制定、改正）
建築基準法施行手続要領
高知県建築士審議会運営規程
高知県耐火建築促進補助規則
出頭者鑑定人等のの報酬、費用弁償等に関する条例
社団法人高知県耐火建築普及会認可申請書（民法第34条）

要審査 無 無

R3-A-4075 建築住宅課 建築指導課 S35S47S53 高知県建築基準法施行条例起案綴 高知県建築基準法施行条例の一部を改正する条例 要審査 無 無

R3-A-4076 建築住宅課 建築指導課   S62S63H4
高知県建築基準法施行条例改正　起案・参考
資料

都市計画区域の指定に伴い建築基準法の指定区域を廃止する告示（香美郡野
市町、南国市、高岡郡宇佐町、幡多郡三崎町、安芸郡甲浦町、安芸郡奈半利
町、宿毛市、中村市、香美郡香我美町地区）

要審査 無 無

R3-A-4077 建築住宅課 建築指導課 S62 高知県建築基準法施行条例改正　NO.1 建築基準法の改正に伴う同法施行条例の他県の状況等 要審査 無 無

R3-A-4078 建築住宅課 建築指導課 S62 高知県建築基準法施行条例改正　NO.2 建築基準法の改正に伴う同法施行条例改正案の検討 要審査 無 無

R3-A-4079 建築住宅課 建築指導課 S62 諸規定起案綴（手数料減免他）

・建築審査会長から知事へ建築確認の簡素化などを求める意見
・建築確認申請手数料の減免措置
・被災から30日以内に建築物の建築や修繕に着手するときは建築基準法の適
用をしない区域の指定
・し尿浄化槽の機能認定に関する事務取扱要領
・道路の位置の指定取扱要領
・簡易防火戸を乙種防火戸に代わるものとすることができる区域の指定

要審査 無 無

R3-A-4080 建築住宅課 建築指導課 S60～H6 起案文書(内規等） 建築主事印の登録等 要審査 無 無

R3-A-4081 建築住宅課 建築指導課 S35S45S50H1高知県手数料規則改正起案綴 地方公共団体手数料令の改正に伴う建築基準法に関する手数料の改定 要審査 無 無

R3-A-4082 建築住宅課 建築指導課 S33～S53 確認区域の廃止　起案綴
都市計画区域の指定に伴い建築基準法の指定区域を廃止する告示（香美郡野
市町、安芸郡甲浦町、安芸郡奈半利町、宿毛市、中村市、香美郡香我美町地
区）

要審査 無 無

R3-A-4083 建築住宅課 建築指導課 S33～S46 建築審査会条例　起案綴 高知県建築審査会条例の一部改正 要審査 無 無

R3-A-4084 建築住宅課 建築指導課 S26～S33 建築基準法6条1項4号・22条指定　起案綴
耐火建築物及び簡易耐火建築物以外の建築物の屋根は不燃材料で造り又はふ
かなければならない区域の指定（南国市等）

要審査 無 無

R3-A-4085 建築住宅課 建築指導課 S33～S57
建築基準法6条1項4号括弧書き区域指定　起
案綴

・都市計画区域内で建築確認申請を必要としない区域の指定（高岡郡越知
町、高岡郡佐川町、高岡郡中土佐町、幡多郡佐賀町、宿毛市地区）

要審査 無 無

R3-A-4086 建築住宅課 建築指導課 S35～S61 建築基準法施行細則等起案綴
建築基準法施行細則の一部改正
高知県建築計画概要書閲覧規則の一部改正

要審査 無 無

R3-A-4087 建築住宅課 建築指導課 S46 建築行政関係表彰綴 1/2
建築基準法施行20周年及び同改正法施行記念
建築行政功労者建設大臣感謝状贈呈者名簿

要審査 無 無

R3-A-4088 建築住宅課 建築指導課 S46 建築行政関係表彰綴 2/2
建築基準法施行20周年及び同改正法施行記念
建築行政功労者建設大臣感謝状授与候補者の推薦

要審査 無 無

R3-A-4089 建築住宅課 建築指導課  S58S62
建築物の設計又は工事監理の制限に関する条
例の改廃について

・建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例の改廃
・2級建築士試験及び木造建築士試験受験資格の改正

要審査 無 無

R3-A-4090 建築住宅課 建築指導課 S41～S43 行政命令綴　永久保存
建築基準法の違反（建築物の倒壊のおそれ、建ぺい率等）に対する措置命令
等

要審査 無 無

R3-A-4091 建築住宅課 建築指導課 S46 行政命令・違反関係（高知市潮江新町）
建築基準法の違反（建築確認を受けず建築に着手、違法建築物）に対する措
置命令等

要審査 無 無

R3-A-4092 建築住宅課 建築指導課 S48～S52 行政命令・違反関係（土佐山田）
違法建築に対して県知事が施工の即時停止命令をしたことに関する損害賠償
請求事件の一連書類

要審査 無 無
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R3-A-4093 建築住宅課 建築指導課 S49 行政命令・違反関係（土佐山田） 違反建築物に対する施工の即時停止命令 要審査 無 無

R3-A-4094 建築住宅課 建築指導課 S49 行政命令・違反関係（安芸市共同住宅） 違反建築物に対する施工の即時停止命令 要審査 無 無

R3-A-4095 建築住宅課 建築指導課   S49S50 行政命令・違反関係（土佐佐賀） 違反建築物の一部除却とその期間中の使用禁止命令 要審査 無 無

R3-A-4096 建築住宅課 建築指導課 S48 行政命令・違反関係（安芸市大山岬）
建築許可を受けずに建物を建築していることに関して施工の停止を命じた事
例

要審査 無 無

R3-A-4097 建築住宅課 建築指導課  S49S52 行政命令・違反関係（土佐清水） 違反建築物に対する施工の即時停止命令 要審査 無 無

R3-A-4098 建築住宅課 建築指導課 S40～49 許可申請書
建築許可（宿毛市、高知市、安芸市、南国市、室戸市、吾川郡伊野町、中村
市、須崎市、土佐市、宿毛市、土佐清水市、安芸郡東洋町、須崎市地区）

要審査 無 無

R3-A-4099 建築課 建築指導課 H1
建築基準法第42条第2項、3項道路一覧（野市
町・中土佐町）

道路幅員の中心線からの水平距離を指定した告示（香美郡野市町、高岡郡野
市町地区）の一覧表及び位置図

要審査 無 無

R3-A-4100 建築課 建築指導課 H1
建築審査会（鈴江メッキ株式会社・48条3
項）NO1

メッキ工場の新築に関する建築許可（南国市地区） 要審査 無 無

R3-A-4101 建築課 建築指導課 H1
建築審査会（鈴江メッキ株式会社・48条3
項）NO2

メッキ工場の新築に関する建築許可（南国市地区） 要審査 無 無

R3-A-4102 建築課 建築指導課 H1
建築審査会（宿毛市真丁アーケード屋根改修
工事）

アーケード屋根改修に関する建築許可（宿毛市地区） 要審査 無 無

R3-A-4103 建築課 建築指導課 H1 建築審査会 建築審査会の審議内容等 要審査 無 無

R3-A-4104 港湾課 港湾・海岸課 S39～H21 永　昭和40年～分区条例原議・分区指定
高知県の管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条
例の制定、改正。同条例要綱の制定。臨港地区内の分区の指定、同分区指定
の解除

要審査 無 無

R3-A-4105 港湾課 港湾・海岸課 S62
久礼港　兼用工作物（元防波堤・道路）管理
協定　昭和62年度

高岡郡中土佐町久礼港における海岸保全施設の財産処分の運輸大臣承認（昭
和62年11月4日）、同港の海岸保全区域の占用同意（昭和62年12月11日）、
同港の海岸保全施設と県道中土佐佐賀線の兼用工作物管理協定（昭和63年3
月3日）

要審査 無 無

R3-A-4106 港湾課 港湾・海岸課 S45 土佐湾高潮対策技術会議資料＜予備＞

・土佐湾高潮対策技術会議
・台風10号による被害概況（昭和45年8月26日現在）
・台風10号に関する気象資料速報
・浦戸湾流入河川ハイドログラフの検討（昭和46年4月）
・台風10号による高知港被害報告

要審査 無 無

R3-A-4107 港湾課 港湾・海岸課 S45
土佐湾高潮対策技術会議　第1回～第4回委員
会資料

第5回委員会
・高潮対策施設基本計画方針
・高知港における計画高潮位
・浦戸湾流入河川における堤防計画（第1回～第4回委員会報告）
第6回委員会
・高知港における高潮対策施設基本計画
・浦戸湾流入河川における計画堤防高

要審査 無 無

R3-A-4108 港湾課 港湾・海岸課  S45S47 土佐湾高潮対策技術会議　第8回委員会
・土佐湾高潮対策技術会議第8回委員会資料・議事録（昭和48年1月17日）
・土地条件調査報告書（高知地区）（昭和48年3月）
・土佐湾拠点港湾計画調査報告書（昭和47年3月）

要審査 無 無

R3-A-4109 港湾課 港湾・海岸課  S44S45S46S47重要書類　土佐湾高潮対策技術会議資料
第11回高知県港湾審議会、土佐湾高潮対策技術会議、土佐湾高潮対策技術委
員会、台風による災害調査報告　等

要審査 無 無

R3-A-4110 港湾課 港湾・海岸課 S45
重要　土佐湾高潮対策技術会議資料　永久保
存

・台風10号による土佐湾高潮痕跡調査報告書（昭和45年9月）
・高知市の防災対策について（報告書）（昭和46年7月28日）
・浦戸湾内の高潮計算（昭和46年12月）

要審査 無 無

R3-A-4111 港湾課 港湾・海岸課 S45
土佐湾高潮対策技術会議　資料　高知沿岸の
波浪解析と海岸陸こう高さ検討業務（まと
め）

・土佐湾沿岸の波浪解析（海岸堤防高の検討）（昭和47年3月）
・高知県沿岸の波浪解析と海岸堤防高の検討業務報告書（昭和47年2月）

要審査 無 無
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R3-A-4112 港湾課 港湾・海岸課 S45 （港）土佐湾高潮対策技術会議　第8委員会
・土佐湾高潮対策技術会議
・土佐湾高潮対策技術委員会
・台風7010による土佐湾高潮調査資料　等

要審査 無 無

R3-A-4113 港湾課 港湾・海岸課 S45 （港）土佐湾高潮対策技術会議　第5委員会

第5回委員会
・高潮対策施設基本計画方針
・高知港における計画高潮位
・浦戸湾流入河川における堤防計画（第1回～第4回委員会報告）
・海岸・港湾・漁港・河川の現況と計画
第6回委員会
・高知港における高潮対策施設基本計画案
・浦の内港流入河川における計画堤防高案
第7回委員会
・土佐湾における高潮対策施設基本計画
・浦ノ内湾における高潮対策施設基本計画
第8回委員会
台風10号による土佐湾高潮痕跡調査報告書
台風10号による高知港被害調査報告
台風10号による湾内高潮痕跡調査報告書

要審査 無 無

R3-A-4114 港湾課 港湾・海岸課   S45S46S47
重　土佐湾高潮対策技術会議資料（河川海岸
も入ってる）永久保存

・土佐湾における高潮対策施設基本計画
・台風7010による土佐湾高潮調査資料
・浦の内湾における高潮対策実施基本計画　等

要審査 無 無

R3-A-4115 港湾課 港湾・海岸課  S49S50
Ｓ49　高知港海岸保全施設用廃（仁井田地
区）

高知港の海岸保全施設（防潮堤）の財産処分承認書（昭和50年2月13日運輸
大臣から高知県知事あて）

要審査 無 無

R3-A-4116 港湾課 港湾・海岸課 S51～
高知港事務所　昭和51年度以降　登記済綴よ
り一覧表・位置図・切図・不動産鑑定

高知港の土地所有者等の整理 要審査 無 無

R3-A-4117 港湾課 港湾・海岸課 S54
須崎港におよぼす津波影響調査（付　須崎港
防災計画会議議事録）報告書　昭和55年3月

須崎港におよぼす津波影響調査（付　須崎港防災計画会議議事録）報告書　
昭和55年3月

要審査 無 無

R3-A-4118 港湾課 港湾・海岸課 S31～ 起債台帳　港湾課
港湾整備特別会計長期貸付償還（借受先：郵政省、光栄企業金融公庫、四国
銀行）

要審査 無 無

R3-A-4119 港湾課 港湾・海岸課 S62 航空写真　宿毛湾港空中写真 航空写真　宿毛湾港空中写真　撮影　昭和62年11月22日　縮尺　約1：8000 要審査 無 無

R3-A-4120 港湾課 港湾・海岸課 S62～S63
高知新港　漁業補償関係公文書綴　Ⅱ　S62
～63

高知新港建設に伴う漁業補償契約（昭和62年12月5日締結） 要審査 無 無

R3-A-4121 港湾課 港湾・海岸課 S55
台風13号　波浪状況写真　昭和55年9月10～
11日

台風13号波浪状況写真あしずり港、三崎海岸、片粕海岸、下川口港、遠奈呂
（ブロックヤード）、清水港、以布利港、下ノ加江港、各港係留状況）

要審査 無 無

R3-A-4122 港湾課 港湾・海岸課 S58
昭和58年度　仁淀川河口海岸図面綴り　昭和
59年2月　高知県土木部用地管理課　アジア
航測株式会社

測線図・深浅図・海底地形図（長浜海岸、戸原海岸、新居海岸、甲殿海岸） 要審査 無 無

R3-A-4123 港湾課 港湾・海岸課 S59
津波防波堤計画影響等調査等委託業務　報告
書　昭和60年3月　高知県土木部　株式会社
パスコ

須崎港の津波防波堤等の港湾整備事業が地域へ及ぼす影響を分析把握しその
行政的対応を検討したもの

要審査 無 無

R3-A-4124 港湾課 港湾・海岸課 S59
津波防波堤計画影響等調査等委託業務　概要
書　昭和60年3月　高知県土木部

須崎港の津波防波堤等の港湾整備事業が須崎市の野見海岸、中ノ島海岸、安
和海岸のに及ぼす影響を調査したもの

要審査 無 無

R3-A-4125 港湾課 港湾・海岸課 S61
宿毛湾港港湾計画資料（その1）新規　昭和
61年10月　宿毛湾港港湾管理者

昭和61年6月に重要港湾に指定された宿毛湾港の昭和70年を目標にした港湾
計画資料

要審査 無 無

R3-A-4126 港湾課 港湾・海岸課 S61
宿毛湾港港湾計画資料（その2）新規　昭和
61年10月　宿毛湾港港湾管理者

昭和61年6月に重要港湾に指定された宿毛湾港の昭和70年を目標にした港湾
計画資料

要審査 無 無
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R3-A-4127 港湾課 港湾・海岸課 S61
宿毛湾港港湾計画書-新規-　昭和61年10月　
宿毛湾港港湾管理者

昭和61年6月に重要港湾に指定された宿毛湾港の昭和70年を目標にした港湾
計画資料

要審査 無 無

R3-A-4128 港湾課 港湾・海岸課 S62
航空写真　62・11　伊海調第1号甲殿海岸他2
地区　航空写真撮影委託業務

昭和62年11月22日撮影甲殿海岸ほか2箇所航空写真 要審査 無 無

R3-A-4129 港湾課 港湾・海岸課 S54

第1回　高知海岸（桂浜地区）侵食対策委員
会議事録　
昭和54年12月8日　高知海岸（桂浜地区）侵
食対策委員会

第1回　高知海岸（桂浜地区）侵食対策委員会議事録　
昭和54年12月8日　高知海岸（桂浜地区）侵食対策委員会

要審査 無 無

R3-A-4130 港湾課 港湾・海岸課 S55
高知新港海岸変形予測調査委託業務報告書　
昭和55年度新港委第2号　昭和56年1月　高知
県　日本テトラポッド株式会社　12

高知新港海岸変形予測調査委託業務報告書　昭和55年度新港委第2号　昭和
56年1月　高知県　日本テトラポッド株式会社　12

要審査 無 無

R3-A-4131 港湾課 港湾・海岸課 S56
正　昭和56年度　新港委第5号　高知海岸調
査報告　昭和57年3月　高知県　日本テトラ
ポッド株式会社　20

高知新港建設に伴う同港東側の隣接海岸への台風来襲時等の波浪による影響
を漂砂水理模型実験で調査したもの

要審査 無 無

R3-A-4132 港湾課 港湾・海岸課 S57 57年度　久礼港手戻報告書　永久 久礼港改修事業、防波堤、高岡郡中土佐町小草地区、異常気象による手戻り 要審査 無 無

R3-A-4133 港湾課 港湾・海岸課  S52H18 渡川河口調査報告書
・渡川河口調査報告書（建設省四国地方建設局中村工事事務所発注成果（昭
和53年3月））
・下田港航路の現状と課題（平成18年7月県港湾課）

要審査 無 無

R3-A-4134 港湾課 港湾・海岸課  S59S60 宿毛湾港　港湾区域・関係

・宿毛湾水産業振興実施計画（案）（昭和60年4月）
・宿毛市漁業協同組合理事会・総会（昭和60年2月6日）
・宿毛湾開発に関する要望に対する回答書（昭和59年5月19日、昭和60年12
月17日）
・宿毛湾総合開発事業の同意条件確約書（昭和59年3月16日）
・宿毛市漁業協同組合にかかる漁業振興策について（回答）（昭和60年11月
22日）　等

要審査 無 無

R3-A-4135 港湾課 港湾・海岸課 S61
第7次五ヶ年計画及び昭和62年度港湾整備事
業等の予算要求　再ヒアリング(61．7．4)

・港湾整備5箇年計画の閣議決定通知（昭和61年12月3日運輸大臣）
・港湾整備事業予算要求書、港湾整備計画説明書
・事業計画図面、現況航空写真

要審査 無 無

R3-A-4136 港湾課 港湾・海岸課   S62S63H5 指定重要港湾周辺対策資金
・平成5年度高知県指定重要港湾周辺対策資金制度要綱
・昭和63年度高知県指定重要港湾周辺対策資金制度要綱
・昭和63年度高知新港周辺対策資金制度要綱

要審査 無 無

R3-A-4137 港湾課 港湾・海岸課 S63
昭和63年度　港湾整備事業及び起債事業予算
要求　要求資料様式及び三建ヒアリング
（62．5．29　62．6．10　62．7．3）

・昭和63年度港湾関係予算概算要求の概要（運輸省港湾局）
・第7次港湾整備5箇年計画及び昭和63年度起債関係事業等予算要求書　等

要審査 無 無

R3-A-4138 港湾課 港湾・海岸課 S63
昭和63年度　港湾整備事業及び起債事業の予
算要求　ヒアリング62．6．10　7　再ヒアリ
ング7．3

・港湾関係事業等予算要求書
・港湾整備計画説明書　等

要審査 無 無

R3-A-4139 港湾課 港湾・海岸課 S37～S60 港湾管理者及び長の告示
港湾管理者及び長の告示。港湾施設の供用開始。港湾区域内等における行為
の規制に関する規則の一部改正。港湾区域内で投棄を規制する産業廃棄物等
の指定。港湾施設の概要公示

要審査 無 無

R3-A-4140 港湾課 港湾・海岸課 S42 Ｓ42中土佐町鎌田港埋立地交換及び売却関係
高岡郡中土佐町鎌田地区の県有埋立地と同町吹出の端の民有地の交換契約。
高岡郡中土佐町鎌田地区の県有埋立地の売買契約

要審査 無 無
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R3-A-4141 港湾課 港湾・海岸課 S55～H2 S50～　寄付受納　港湾管理

・高知市桟橋通で高知フェリーサービスセンター(株)が所有していた建物の
県への寄付受納
・高知市仁井田地区で三菱鉱業セメント(株)が所有していた雑種地の県への
高知港海岸（高潮）工事用地の寄付受納
・高知市仁井田地区臨港道路敷地の高知県開発財団から県への寄付受納
・高知市中ノ島地区で(株)溝渕石油店が施工した海岸保全施設（防潮堤）の
同社から県への寄付受納
・宿毛市片島港塩浜地区における海岸保全施設及び事業関連用地の民間から
県への寄付受納
・東洋町甲浦地区の甲浦港の港湾施設（可動橋）の室戸汽船(株)から県への
寄付受納
・高知市桟橋通地区の側溝の(財)高知県総合保健協会から県への寄付受納
・高知市萩町地区の側溝等の　高知市から県への寄付受納
・宿毛市高砂地区の宿毛湾港建設事業着工記念礎石の建設会社から県への寄
付受納

要審査 無 無

R3-A-4142 港湾課 港湾・海岸課 S57 57　渡辺石油払下 高知市桟橋通6丁目に存する県有財産の売買契約（昭和57年10月2日締結） 要審査 無 無

R3-A-4143 港湾課 港湾・海岸課 S61 県有財産取得議案　昭和六十二年二月議会
宿毛湾港丸島地区の港湾施設整備に伴い港湾施設用地の取得のため高知県土
地開発公社に代行買収させた土地を取得するため、高知県財産規則の規定に
基づき県議会の議決を求めたもの

要審査 無 無

R3-A-4144 港湾課 港湾・海岸課  S59S61
昭和61年度　奈半利港臨港道路敷の境界につ
いて（道路用地の買収）

奈半利港臨港道路敷地として利用されている民有地の買収のための官民境界
確認

要審査 無 無

R3-A-4145 港湾課 港湾・海岸課 S62
公共用財産（農道・水路）の用途廃止並びに
財務事務所への引き継ぎ処理

安芸郡奈半利町字水門地区の公共用財産の用途廃止と大蔵大臣への引継ぎ
（昭和62年4月27日四国財務局高知財務事務所長へ通知）

要審査 無 無

R3-A-4146 港湾課 港湾・海岸課 S63～H1 63元　手結港臨港道路寄付関係
夜須町道を手結港の臨港道路敷地（香美郡夜須町手結山地内）とするため夜
須町から寄付を受納した文書

要審査 無 無

R3-A-4147 港湾課 港湾・海岸課  S53S55S57S60Ｓ55　海岸事業長期計画 海岸保全事業計画概要表、河岸事業計画校種別内訳表等 要審査 無 無

R3-A-4148 港湾課 港湾・海岸課    S57S56S55S54
Ｓ57　台風13号災害　下田港港口航路浚渫関
係綴り

台風13号（昭和57年8月25日～27日）災害
下田港被災状況写真、平面図、航路浚渫関係図

要審査 無 無

R3-A-4149 港湾課 港湾・海岸課 S50
S50年以降あしずり港関連の協定・覚書等の
写綴

あしずり港改修事業に関する県と関係団体による次の文書
・清水漁業協同組合への漁業保証契約書写し（昭和51年6月25日）
・漁業振興等に関する土佐清水市との確約書写し（昭和51年1月29日）
・船舶用給水施設の管理及び使用に関する土佐清水市との協定書写し（昭和
59年4月1日）　等

要審査 無 無

R3-A-4150 港湾課 港湾・海岸課 S51 昭和51あしずり港改修事業に伴う漁業補償
あしずり港改修事業に伴う漁業補償調書の知事から運輸省第三港湾建設局長
への提出（昭和51年12月8日）　等

要審査 無 無

R3-A-4151 用地対策課 港湾・海岸課 S61 61　奈半利港高潮対策漁業補償 奈半利港高潮対策工事に伴う漁業権の一部消滅補償。昭和61年10月27日契約 要審査 無 無

R3-A-4152
新港建設対策
室

港湾・海岸課  S56S62
高知新港漁業補償等　公文書綴Ⅰ　S62．6．
13　確認書締結まで

高知市漁協組合長への事前調査の協力依頼
事前調査お同意が工事の施行と同義でないことの確認書
高知県知事、高知市漁協組合長及び同市漁協三里支所代表者による高知新港
建設問題の処理に関する覚書・協定書
高知新港建設に伴う高知新港漁業補償交渉団長と高知県知事の確認書・覚書
（昭和63年6月13日）等

要審査 無 無

R3-A-4153 港湾課 港湾・海岸課 S61 補償額算定調書　高知港整備事業　　1/2 高知港整備事業に関する補償額算定調書 要審査 無 無

R3-A-4154 港湾課 港湾・海岸課 S62～H1 須崎港漁業補償関係　S62～H元
・須崎港港湾整備事業に伴う漁業振興対策に関する須崎市からの要望
・須崎港港湾整備事業に伴う漁業補償

要審査 無 無
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有無
電子データの

有無

R3-A-4155 港湾課 港湾・海岸課 S63 63　漁業補償　砂ノ盛　港湾課
高知港改修事業（東潮江地区の泊地浚渫工事）及び維持浚渫工事（南吸江地
区）に伴い発生する土砂を高知沖（砂の盛）に投棄することに伴う漁業補償

要審査 無 無

R3-A-4156

重要港湾対策
課
新港建設対策
室

港湾・海岸課 S63～H1
高知新港漁業補償　国税関係綴・資料　S63
～H1

高知新港建設に伴う漁業協同組合への漁業補償、機船船びき網漁業の廃業、
廃業に伴う調整金、漁業補償金への国税の課税

要審査 無 無

R3-A-4157 港湾課 港湾・海岸課 S63～H1
須崎港漁業補償　再取得　S63～H元　（須崎
港）

・須崎港港湾整備事業に伴う漁業権等の高知県による先行補償に関する補償
相当額の運輸省との支払い協定（平成元年3月29日）、運輸省へのへの確定
報告（平成元年9月21日）、運輸省への請求（平成元年9月27日）　等

要審査 無 無

R3-A-4158 港湾課 港湾・海岸課 H7 須崎漁業補償 須崎港沖合漁業影響調査委託業務（平成7年度須港調査第1号）算定資料等 要審査 無 無

R3-A-4159 海岸課 港湾・海岸課 S60 60災　大西浜海岸　災害復旧助成事業
西浜海岸災害復旧助成事業（安芸市西浜地区）
被災状況写真、図面等

要審査 無 無

R3-A-4160 漁港課 港湾・海岸課 S61 行当海岸における土捨場護岸の帰属について
行当海岸保全区域の土捨場護岸の建設工事完了に伴うい当護岸を漁港管理者
から港湾管理者に帰属させる通知（昭和61年7月10日）

要審査 無 無

R3-A-4161 港湾課 港湾・海岸課  S54S55 54　甲浦港　補助金相当額の返還・譲度法46
甲浦港（安芸郡東洋町甲浦地区）で県が港湾改修事業で整備した外殻施設
（防波堤）の売買契約（昭和55年4月11日締結）
防波堤の売却に伴う国庫補助金相当額の返還書（昭和55年2月12日）

要審査 無 無

R3-A-4162 港湾課 港湾・海岸課 S40～S59 Ｓ40～　北タナスカ埋立～売却　再配分問題

・南吸江地区の公有水面埋立の反対陳情
・埠頭埋立地の払下げ計画
・漁業基地前面野積場の漁業基地以外の暫定利用
・県有埋立地の砂利土場再配分　等

要審査 無 無

R3-A-4163 港湾課 港湾・海岸課 S44～S47
44～47　高知港防災事業計画及び協定書　高
知市

高知港改修に伴う御畳瀬地区、種崎地区又は桂浜地区の防災のための排水施
設の整備等に関する覚書・協定書の締結
高知港改修計画に伴う防災事業（港湾整備事業特別会計）の高知市と県の協
定（昭和46年3月26日締結）　等

要審査 無 無

R3-A-4164 港湾課 港湾・海岸課  S46S47 Ｓ47　分区図（高知港）
高知港臨港地区指定申請（昭和46年5月19日）
高知港行き都市計画臨港地区内の分区の指定（昭和47年11月17日）

要審査 無 無

R3-A-4165 港湾課 港湾・海岸課 S59
宿毛湾港　港湾区域認可申請書　59・4・25
付

高知県地方港湾審議会会議録（昭和59年3月5日）、
宿毛湾港港湾区域認可書（昭和59年6月12日運輸大臣から高知県）

要審査 無 無

R3-A-4166 港湾課 港湾・海岸課 S62 高知新港　漁業補償交渉経過Ⅰ（対交渉用）

・高知港改修（三里地区）事業の漁業補償交渉経緯
・関連新聞記事
・漁業補償契約書（昭和62年12月5日締結）
・漁業補償交渉団等との工事の施行、漁業補償、漁業振興援助等に関する確
認書・覚書

要審査 無 無

R3-A-4167 港湾課 港湾・海岸課 S56
建設省所管海岸保全区域写真台帳　No.41～
No.87 高知県

県内の海岸保全区域の写真台帳
海岸名（編成順）：長浜、戸原、甲殿、新居、田条、灰方、塩間、出見、立
目、摺木、東横浪、横浪東、横浪、中の浦、鳴無、須の浦、福良、今河内、
浦場、ニゴリ、安和、水谷、桧生、塩浜、笹場、矢井賀、小鶴津、大鶴津、
佐賀、白浜、伊田、有井川、浮鞭、久百々、落窪、爪白、松崎、赤泊、高
望、白浜、西福良、新田、咸陽

要審査 無 無

R3-A-4168 港湾課 港湾・海岸課 S43 公有水面埋立台帳総括表
・昭和18年以前
・昭和18年～昭和41年

要審査 無 無

R3-A-4169 港湾課 港湾・海岸課 S61 61 各港　港湾計画地方港湾
甲浦港、佐喜浜港、室津港、奈半利港、手結港、久礼港、佐賀港、上川口
港、下田港、上川口港、以布利港、清水港、あしずり港

要審査 無 無

R3-A-4170 港湾課 港湾・海岸課 S49
49　高知港公共けい留施設附帯施設の占用
（ミマセ）

高知港御畳瀬地区の野積場に水産物荷さばき所及び漁具倉庫を占用する許可
（（昭和49年9月10日運輸省港湾局長あて協議）

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-C-1 不明 教育政策課 S23 S23年度　高知県教育委員会　会議録
・第1回～第5回定例会会議録
・臨時会会議録(11/18、11/29、12/16、12/21、1/18、1/26、2/26、3/17、
3/23～25)

要審査 無 無

R3-C-2 不明 教育政策課 S24 S24年度　高知県教育委員会　会議録

・第6回～第17回定例会会議録
・臨時会会議録(4/15、4/20、4/26、5/23、6/23、7/25、8/5、8/29、9/19、
9/28、10/25、11/28～29、12/21、2/1、2/25、3/15)

要審査 無 無

R3-C-3 不明 教育政策課 S26 昭和26年度　高知県教育委員会　会議録

・昭和26年4月定例会～昭和27年3月定例会会議録
・臨時会会議録(7/3、7/24、8/29、5/23、6/23、7/25、8/5、8/29、9/26、
10/13、10/24、1/18、2/18、2/23、3/27～29)

要審査 無 無

R3-C-4 不明 教育政策課  S26S27 昭和27年度　高知県教育委員会　会議録

・昭和27年1月定例会～昭和28年7月定例会会議録
・臨時会会議録(1/18、2/18、2/23、3/27～29、5/19、6/24、7/21、9/5、
9/20、10/10、11/14、12/24～25、2/23～25、11/30)

要審査 無 無

R3-C-5 不明 教育政策課 S27 昭和27年　教育委員会定例会会議録

・昭和27年4月定例会～昭和28年3月定例会会議録
・臨時会会議録(5/19、6/24、7/21、9/5、9/20、10/10、11/14、11/29、
12/24～25、2/23～25、3/24、3/28～30)

要審査 無 無

R3-C-6 総務課 教育政策課 H1
平成1年度　市町村教育長任命承認　永年保
存

平成元年度　市町村教育長任命承認 要審査 無 無

R3-C-7 総務課 教育政策課 S62 62年度　市町村教育長任命承認　永年保存 昭和年62年度　市町村教育長任命承認 要審査 無 無

R3-C-8 総務課 教育政策課 S59 昭和59年度　市町村教育長任命　永年保存 昭和年59年度　市町村教育長任命承認 要審査 無 無

R3-C-9 総務課 教育政策課 S55～S58 55～58　市町村教育長任命承認　永年保存 昭和55～58年度　市町村教育長任命承認 要審査 無 無

R3-C-10 総務課 教育政策課    S40S46S47S48
46～51年度　市町村教育長任命承認　永年保
存

・昭和46～51年度　市町村教育長任命承認
・県教育長任命の承認申請
・都道府県および指定都市教育委員会の教育長の任命承認の申請（通知）
・歳出予算の繰越しの手続および繰越明許費にかかる翌年度にわたる債務の
負担の手続きに関する事務の委任（通知）

要審査 無 無

R3-C-11 総務課 教育政策課 S37～S45 38～45　永年保存　市町村教育長任命承認 昭和37～45年度　市町村教育長任命承認 要審査 無 無

R3-C-12 総務課 教育政策課 S63 昭和63年度　市町村教育長任命　永年保存 昭和63年度　市町村教育長任命承認 要審査 無 無

R3-C-13 総務課 教育政策課 S60 昭和年60年度　市町村教育長任命　永年保存 昭和年60年度　市町村教育長任命承認 要審査 無 無

R3-C-14 総務課 教育政策課 S61 昭和年61年度　市町村教育長任命　永年保存 昭和年61年度　市町村教育長任命承認 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-C-15 総務課 教育政策課  S45S46 46年度　人事　給与

・昭和46年4月1日付け教育委員会事務局人事異動
・職員の昇任選考請求
・職員の採用選考請求
・配置職員の定数補正
・勧奨退職の発令
・高知県青年の船実行委員会事務局職員への就任
・給料表格付運用基準の改正
・職員の昇格選考請求
・行政職給料表初任給基準の改定に伴う在職者の給料の調整
・給料の切替え等
・特別昇給の運用
・職員の給与の支給等に関する規則（昭和31年高知縣人事委員会規則第3
号）の一部改正
・給料表別等級別職務区分表（昭和32年高知縣人事委員会規則第7号）の一
部改正

要審査 無 無

R3-C-16 総務課 教育政策課  S43S44 44年度　人事関係

･職員の争議行為等の防止
・退職の勧奨
・勧奨退職の取り扱い要綱
・職員の昇任選考請求
・職員の採用選考請求
・職員の異動発令
・特別昇給の運用
・高等学校教育職給料表および小中学校等教育職給料表等の適用を受ける職
から行政職給料表が適用を受ける職に異動する者の任用等級および給料月額
の決定基準
・管理職手当の支給率の改正
・給料表の運用措置
・職員の昇格選考請求

要審査 無 無

R3-C-17 総務課 教育政策課  S38S39 昭和39年度　職員人事・給与・企調

・職員の給与の支給等に関する規則および給料表別等級別職務区分表の一部
改正
・職員の給与に関する条例等の一部改正及びこれに伴う追給等
・給与集中管理の実施
・事務局異動方針
・高知県職員定数条例の一部改正
・職員の人事異動
・高岡高校宇佐分校の火災
・職員の昇任選考請求
・職員の採用選考請求
・職員の退職発令
・オリンピック東京大会競技役員委嘱および派遣

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-C-18 総務課 教育政策課 S57 S56,57　事務局人事　総務課

・職員の採用内定
・職員の採用選考請求
・職員の採用選考考査
・埋蔵文化財発掘調査に伴う専門職員の選考採用
・職員の昇格選考請求
・専門的教育職員の採用選考
・職員の昇任・昇格選考請求
・職員の昇任選考請求
・専門的教育職員の昇任選考
・勧奨により退職する職員に対する特別昇給の特例
・昇任候補者名簿の提出

要審査 無 無

R3-C-19 総務課 教育政策課 S55 54　55　人事　教委総務課

・職員の採用選考請求並びに給料月額の決定
・国立室戸少年自然の家運営委員への就任
・教育センター研究員の兼職の発令
・昭和55年度退職勧奨の実施
･埋蔵文化財発掘調査に伴う専門職員の選考採用
・職員の採用選考請求
・職員の昇任選考請求
・専門的教育職員の昇任選考
・昭和55年度職務専念義務免除承認調

要審査 無 無

R3-C-20 総務課 教育政策課 S62 63年度　組織定数

・昭和63年4月1日定数補正（案）、組織･機構の改正（案）
・県立学校施設整備費の推移
・埋蔵文化財用務担当職員等の推移
・文化振興課機構図
・高知県立歴史民俗資料館の機構
・高知県立美術館の機構
・義務教育課総務班、免許係の組織変更
・64全国高校総体高知県実行委員会事務局職員必要人員説明資料

要審査 無 無

R3-C-21 総務課 教育政策課    S53S55S56S57定数補正　55,56,57 組織改正

・事務局職員の定数補正
・事務局職員の増員
・昭和58年度事務局職員定数補正及び組織改正

要審査 無 無

R3-C-22 総務課 教育政策課  S61S62 62.4～63.3　人事関係綴　A1

・昭和62年度職員採用試験の予定職種及び人員の報告
・事務局職員（教職員・兼務）の人事異動
・職員の採用選考請求
・職員の昇任選考請求
・職員の昇格選考請求
・専門的教育職員の昇任選考請求
　・技能職員の技師等への転職

要審査 無 無
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R3-C-23 総務課 教育政策課  S60S61 61年4月　定例異動資料　A-1

・新設高校開設準備事務所の廃止に伴う人事異動
・事務局職員の採用選考請求並びに給料月額の決定等
・職員の割愛
・教育長の職務代理
・職員の昇任、昇格、選考請求
・専門的教育職員の採用選考
・専門的教育職員の昇任選考
・技能職員の技師等への転職

要審査 無 無

R3-C-24 総務課 教育政策課  S63H1
平元・四～平二・四　人事関係綴(平元・
四・一付け人事異動を含む。）

・専門的教育職員の昇任・選考
・職員の採用・選考請求
・職員の昇任・選考請求
・職員の昇格・選考請求
・昭和63年度勧奨退職者及び定年退職者等に対する特別昇給の実施等
・事務局職員の人事異動
・教育長に対する単身赴任手当の支給
・高知県職員定数条例の一部改正

要審査 無 無

R3-C-25 総務課 教育政策課 S60 昭和61年4月人事異動資料　　教委事務局

・異動対照表
・昭和61年度行政組織機構改正（教育委員会事務局）
・人事異動希望調書
・任用等級別職員名簿
・参考資料　

要審査 無 無

R3-C-26 総務課 教育政策課    S59S60S61S62人事異動対照表（59以降～）　　企画広報班
・62.4.1～63.4.1異動対照表正本
・昭和59年4月1日～昭和61年4月1日付異動資料
・教育委員会事務局職員数調（57.4.1～60.4.1）

要審査 無 無

R3-C-27 総務課 教育政策課 S60 昭和61年4月人事異動資料　　教委事務局

・履歴書
・昭和61年4月、3月教育委員会事務局人事異動表（教職員）
・異動対照表
・任用等級別職員名簿
・参考資料　

要審査 無 無

R3-C-28 総務課 教育政策課 S61
昭和62年4月人事異動資料　　教委事務局　
No5

・人事異動希望調書
・1987年3月末人事異動に関する要求書
・人事異動発表にあたっての高知県教育長談話（62.3.27）
・昭62.4.1付人事異動概況（内部資料）
・昭和62年4月、3月教育委員会事務局人事異動表（教職員）（事務・技術職
員等）
・昭62.4.1付人事異動対照表
・昭和62年4月1日組織･機構改正（案）
・昭和62年度事務局職員定数補正（組織改正）
・昭和62年度定数補正ヒアリング資料（昭和61年11月）
・任用等級別職員名簿
・人事異動調書

要審査 無 無
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R3-C-29 総務課 教育政策課  S59S60 昭和60年4月人事異動資料　　教委事務局

・昭和60年4月、3月教育委員会事務局人事異動表
・異動対照表
・昭和61年度行政組織機構改正（教育委員会事務局）
・昭和60年4月1日付異動資料
・任用等級別職員名簿
・参考資料　
・人事異動調書
・視力障害者に対する「対面朗読」ー開始の現在までの経過ー

要審査 無 無

R3-C-30 総務課 教育政策課 S59～S62
人事異動（記者発表）（59以降～）企画広報
班

・人事異動発表にあたっての高知県教育長談話（59.3.27～63.3.26）
・教職員人事異動概要（59.4.1～63.4.1付 ）
・校長教頭調（内部資料）（59.4.1～63.4.1付 ）
・新規採用職員数調（内部資料）（59.4.1～63.4.1付 ）
・人事異動概況（内部資料）（59.4.1～63.4.1付 ）
・教育委員会事務局等人事異動概況（教員））（事務・技術・単労）
（59.4.1～63.4.1付 ）

要審査 無 無

R3-C-31 総務課 教育政策課    S45S46S47S49
追手前高校停学処分取消請求事件昭和四六年
行（ウ）第一号原告Y・K　T・S

追手前高校の生徒に係る停学処分取消請求事件の訴状、答弁書、準備書面、
証拠申請書、口頭弁論調書、訴の取下げに対する同意書

要審査 無 無

R3-C-32 総務課 教育政策課   S45S46S49 追手前高校停学処分取消請求事件
追手前高校の生徒に係る停学処分取消請求事件の訴状、答弁書、準備書面、
証拠申請書、口頭弁論調書

要審査 無 無

R3-C-33 総務課 教育政策課    S45S46S47S49追手前高校停学処分取消請求事件Y・K　T・S
追手前高校の生徒に係る停学処分取消請求事件の訴状、答弁書、準備書面、
証拠申請書、口頭弁論調書

要審査 無 無

R3-C-34 総務課 教育政策課 S46
追手前停学処分取消請求事件　証言記録第一
巻

追手前高等学校停学処分取消請求事件　速記録第一巻 要審査 無 無

R3-C-35 総務課 教育政策課  S46S47 追手前停学処分取消請求事件速記録　第二巻 追手前高等学校停学処分取消請求事件　速記録第二巻 要審査 無 無

R3-C-36 総務課 教育政策課   S47S48S49 追手前停学処分取消請求事件　速記録第三巻 追手前高等学校停学処分取消請求事件　速記録第三巻 要審査 無 無

R3-C-37 総務課 教育政策課  S45S48 追手前事件資料 追手前高等学校の生徒に係る停学処分の資料 要審査 無 無

R3-C-38 総務課 教育政策課  S53S54
東工業事件（マット）証人調書　書証　第一
審のみ

東工業高校マット事件の第一審の証人調書、書証 要審査 無 無

R3-C-39 総務課 教育政策課    S52S53S54S55
東工業事件（マット）第一審（原本）　控訴
審（原本）・上告審（原本）及び控訴審証人
調書

東工業高校マット事件第一審（原本）　控訴審（原本）・上告審（原本）及
び控訴審証人調書

要審査 無 無

R3-C-40 総務課 教育政策課    S50S51S52S53東工業関係
東工業高校マット事件に係る顛末書、損害賠償請求、相被告への求償に関す
る資料等

要審査 無 無

R3-C-41 総務課 教育政策課 S59 高知東工業事件（マット事件） 東工業高校マット事件損害賠償請求に関する資料等 要審査 無 無

R3-C-42 総務課 教育政策課 S59 東工業高校マット事件 東工業高校マット事件損害賠償請求に係る相被告への求償に関する資料等 要審査 無 無

R3-C-43 総務課 教育政策課 S59 東工業事件求償関係書類 東工業高校マット事件損害賠償請求に係る相被告への求償に関する資料等 要審査 無 無

R3-C-44 総務課 教育政策課  S58S59 東工業高校事件関係書類 東工業高校マット事件損害賠償請求に係る相被告への求償に関する資料等 要審査 無 無

R3-C-45 教育政策課 教育政策課 H26 H27 政策提言

国への政策提言
・教育課題を解決するための教員加配の重点化による支援
・若年無業者等の職業的自立支援（地域若者サポートステーション事業）の
充実

要審査 無 無
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R3-C-46 総務課 教育政策課 S52～S56 教育長引継書　S52～S56

・高知県教育委員会事務局機構図
・高知県教育委員会教育委員名簿
・昭和57年度高知県教育委員会行政方針及び重点施策
・昭和57年度高知県教育委員会所掌予算
・各課業務内容等（懸案事項･事務分担表）

要審査 無 無

R3-C-47 総務課 教育政策課    S49S50S51S5251年度　給与　人事

・事務局職員の人事異動
・職員の採用選考請求
・職員の昇格選考請求
・職員の分限処分および懲戒処分に関する調査
・一斉休暇闘争に関する参考資料

要審査 無 無

R3-C-48 総務課 教育政策課 S50 50年度　給与　人事

・職員の分限処分および懲戒処分に関する調査
・事務局職員の人事異動
・職員の採用選考請求
・職員の昇格選考請求
・事務局職員の定数補正
・国立室戸少年自然の家職員の任用
･職員の割愛
・職員の昇任選考請求
・専門的教育職員の採用選考

要審査 無 無

R3-C-49 総務課 教育政策課 S52 事務職員給与実態調査（51.4.1）
・事務職員給与実態調査個人票（昭和51.4.1現在）
・事務職員の給与実態調査調査表（昭和51年4月1日現在）

要審査 無 無

R3-C-50 総務課 教育政策課 H1 閉庁方式による四週六休制の実施（決裁） 閉庁方式による四週六休制の実施 要審査 無 無

R3-C-51 総務課 教育政策課    S43S44S45S46昭和44～45年　職員給与実態調査
・昭和43年地方公務員給与実態調査調査票
・昭和44～46年地方公務員給与実態調査調査表

要審査 無 無

R3-C-52 総務課 教育政策課   S57S58S59 S58,59 事務局人事　総務課

・職員の退職の承認及び特別昇給等
・国立青年の家（大洲）の職員の割愛
・昭和57年度勧奨等退職
・職員の採用選考請求並びに給料月額の決定
・専門的教育職員の採用選考
・給料表を異にして異動する者の給料月額の決定
・職員の昇任選考請求
・職員の昇格選考請求
・教育委員会事務局人事異動表

要審査 無 無

R3-C-53 総務課 教育政策課   S59S60 S60～61 人事関係

・勤務延長の状況報告
・職員の昇任、昇格選考請求
・職員の採用選考請求
・専門的教育職員の採用選考
・定年年齢に達した現業職員に対する勤務延長
・教育委員会事務局人事異動表
・事務局職員の死亡に伴う退職辞令の交付、特別昇給の実施及び感謝状等の
授与
･職員の割愛

要審査 無 無

R3-C-54 総務課 教育政策課  S61S62 S62～63 人事関係綴
・辞令書
・人事異動通知書

要審査 無 無
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R3-C-55 総務課 教育政策課 S63 S63.4～64.3 人事関係綴

・職員の退職承認及び退職に伴う特別昇給等の実施
・教育委員会人事異動表・教育委員会事務局人事異動表
・昭和62年度勧奨退職者及び定年退職者等に対する特別昇給の実施等
・職員の昇格選考請求
・史学（歴史、民俗、考古）専門職員の選考採用の請求
・給料表を異にして異動する者の給料月額の決定
・職員の採用選考請求
・職員の昇任選考請求

要審査 無 無

R3-C-56 総務課 教育政策課   S39S40S41 昭和40,41年度　職員人事　企調

・職員の採用
・職員の採用選考請求
・職員の昇任選考請求
・職員の異動発令
・懐徳館における刀剣の盗難事故
・職員の退職
・教育長の人事異動
・教育委員会事務局人事異動表
・幡多ろう学校の管理運営

要審査 無 無

R3-C-57 総務課 教育政策課    S52S53S54S55週休二日制試行 56以前　57,58,59

・4週1回・交替半休制
・週休二日制の試行
・週休二日制の試行の延長
・週休二日制の試行結果
・週休二日制再試行の結果
・週休二日制再々試行
・週休二日制再々試行の延長
・週休二日制再々試行の結果

要審査 無 無

R3-C-58 総務課 教育政策課  S46S47 47年度　定昇　昇格　人事

・職員の昇任選考請求
・職員の派遣研修
・人事異動の発令
・職員の退職勧奨
・職員の昇格選考請求
・定期昇給等の発令

要審査 無 無

R3-C-59 総務課 教育政策課   S33S34S35 昭和34,35年度　職員人事　企調

・職員の採用
・職員の辞職承認、配置換及び昇任
・「山の家」焼失にともなう関係者の処分
・職員の転任及び配置換
・職員の人事異動
・職員の出向
・職員の採用選考請求及び職務の等級の決定
・職員の昇任選考請求

要審査 無 無
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R3-C-60 総務課 教育政策課    S35S36S37 昭和36,37年度　職員人事　企調

・職員の昇任
・職員の人事
・県立図書館長の人事
・職員の採用選考請求及び職務の等級の決定
・職員の採用
・職員の辞職承認、配置換及び昇任
・「山の家」焼失にともなう関係者の処分
・職員の人事異動
・職員の出向
・職員の昇任選考請求
・懐徳館における盗難事故
・佐喜浜小学校学力テスト妨害事件に関するてん末報告
・吏員への選考昇任
・職員の転職及び配置換
・中央教育事務所における公印等盗用、公文書偽造行使による県金庫教育費
歳計現金不正引出及び戻入事件

要審査 無 無

R3-C-61 総務課 教育政策課   S37S38S39 昭和38年度　職員人事　給与

・職員の採用選考請求
・職員の昇任選考請求
・職員の人事異動
・職員の功績表彰
・県立図書館守衛及び用人服務心得
・高知県教育長への高等専門学校設置準備会幹事の（委嘱・解嘱）
・高知県教育委員長への高等専門学校設置準備会委員の（委嘱・解嘱）

要審査 無 無

R3-C-62 総務課 教育政策課  S42S43 43年度 人事関係　給与

・職員の異動発令
・職員の昇任選考請求
・退職勧奨
・文書諭告
・職員の給料調整
・職員の昇格選考請求
・職員の職務の等級の昇格発令
・懲戒処分を受けた職員等の給与上の取扱い
・給料表の運用措置
・職員の特別昇給
・給与の訂正

要審査 無 無

R3-C-63 総務課 教育政策課  S47S48 48年度　給与　採用　人事　服務

・職員の給料切替
・職員の給料の調整
・特別昇給の運用
・事務局職員の給与切替
・特別昇給の運用
・職員の分限処分および懲戒処分に関する調査
・職員の採用選考請求
・給料表別等級別職務区分表の一部改正
・高知県青年の船本部職員を委嘱された事務局職員の服務取扱
・職員の昇格選考請求
・県有車に係る事故報告
・争議行為等の防止
・昇格、昇給の運用等

要審査 無 無
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R3-C-64 総務課 教育政策課  S41S42 42年度　人事

・事務局職員の人事異動
・職員の異動発令
・職員の昇任選考請求
・退職の勧奨
・併任の解除

要審査 無 無

R3-C-65 総務課 教育政策課    S53S54S55S56給与関係条例規則改正通知（原議）　B9

・職員の給与に関する条例の一部改正
・職員の給与に関する条例等の一部改正
・期末手当及び勤勉手当の支給日の改正
・休日勤務手当の適用日の拡大
・住居手当の改定

要審査 無 無

R3-C-66 総務課 教育政策課    S46S47S48S49児童手当法関係（原議）　B-4

・児童手当の支給対象範囲の拡大
・支給対象範囲の拡大に伴う児童手当制度の運営及び児童手当施行令等の一
部改正
・児童手当法施行令の一部改正
・児童手当法等の一部改正
・児童手当法施行規則の一部改正等
・児童扶養手当法等の一部改正
・児童手当にかかる特例措置
・児童手当等の支給に関する法律施行令等の一部改正

要審査 無 無

R3-C-67
学校安全対策
課

学校安全対策
課

H26 公立学校施設における津波対応調査 公立学校施設における津波対策状況調査 要審査 無 無

R3-C-68 総務課
学校安全対策
課

H8
平成8年度財産処分承認申請書（上名野川
小）高知県39

・公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分承認申請
・公立学校施設整備費国庫補助金等に係る財産処分の承認

要審査 無 無

R3-C-69 総務課
学校安全対策
課

H8
平成8年度財産処分報告書　高知県39　安芸
市　畑山小・中

・公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分報告 要審査 無 無

R3-C-70
学校安全対策
課

学校安全対策
課

H24 H24年度旧大栃高校契約書書類関係
・高圧気中開閉器及び高圧ケーブル交換に伴う四国電力への申請
・旧大栃高校の消防設備に係る経費支出伺
・旧大栃高校校舎等機械警備業務委託に関する契約等

要審査 無 無

R3-C-71

H23
総務福利課
H24～
学校安全対策
課

学校安全対策
課

   H23H24H25H26H23年度～旧大栃高校部局間・課間貸付等
・県有財産（旧大栃高校・建物）の部局間貸付け
・県有財産（旧大栃高校・敷地及び建物）の文化生活部への部局間貸付け
（短期）

要審査 無 無

R3-C-72 総務課
学校安全対策
課

  S55S58S59 安芸工業 ・安芸工業高校土地と安芸市都市計画公園事業 要審査 無 無

R3-C-73 総務課
学校安全対策
課

  S55H3H4 安芸工業 ・安芸工業高校敷地売却 要審査 無 無

R3-C-74
児童生徒支援
課

学校安全対策
課

 H15H16 丸の内高校同窓会館敷地目的外使用(16～ ・教育財産（県立丸の内高校、土地）の一部目的外使用許可の更新 要審査 無 無

R3-C-75 総務課
学校安全対策
課

S61 東高校飛地売払(高知市) 教育財産の用途廃止及び売払い 要審査 無 無

R3-C-76 総務課
学校安全対策
課

 H元H2 高知東高校敷地売払
・大谷川高潮対策事業に伴う用地譲渡
・教育財産の用途廃止及び売払い

要審査 無 無

R3-C-77 総務課
学校安全対策
課

S60
昭和六十年度地第7号新設高校地質調査委託
業務

昭和六十年度地第7号新設高校地質調査委託業務(地下水調査) 要審査 無 無
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R3-C-78 総務福利課
学校安全対策
課

H19 大方商業テレワーク
・地域再生推進のためのプログラムにおける支援措置に係る取扱い（通知）
・教育財産（県立大方商業高等学校、建物）の一部目的外使用許可
・地域再生計画の変更の認定申請書の提出

要審査 無 無

R3-C-79 総務課
学校安全対策
課

S63 宿毛工業高校実習棟建築主体工事 宿毛工業高校実習棟建築主体工事写真 要審査 無 無

R3-C-80 総務課
学校安全対策
課

  S53S54S55 山田養護学校

・寄宿舎増築
・高等部設置に係る現地説明会
・県立山田養護学校の浄化槽設置に伴う排水処理に係る覚書の交換
・教育財産（土地）の用途廃止並びに譲与
・校有地内における工事施行の許可

要審査 無 無

R3-C-81

H14
総務課
H15
児童生徒支援
課

学校安全対策
課

 H14H15 高知東高校（看護科棟建築）
・看護専攻科の新設に係る県教育委員会との情報交換メモ
・5年一貫看護科棟の設計上の要望
・東高校看護科棟建築主体工事設計委託業務設計書

要審査 無 無

R3-C-82 総務福利課
学校安全対策
課

H22
平成22年度　地震対策（文科省調査・耐震化
実施計画・対策基金）

・文部科学省への耐震化年次計画の提出
・公立高等学校・特別支援学校の耐震化実施計画
・県有建築物南海地震対策基金の取扱い

要審査 無 無

R3-C-83 総務福利課
学校安全対策
課

H23
平成23年度　地震対策（文科省調査・耐震化
実施計画・対策基金）

・公立高等学校・特別支援学校の耐震化
・文部科学省への耐震化年次計画の提出
・県有建築物南海地震対策基金の取扱い

要審査 無 無

R3-C-84

H23
総務福利課
H24
学校安全対策
課

学校安全対策
課

 H23H24
平成24年度　地震対策（文科省調査・耐震化
実施計画・対策基金）

・公立学校施設の耐震改修状況調査の文部科学省への回答
・県有建築物耐震化実施計画
・県有建築物南海地震対策基金

要審査 無 無

R3-C-85

H21～23
総務福利課
H24
学校安全対策
課

学校安全対策
課

   H21H22H23H24学校からの問い合わせ・要望等

・松樹木枯損対策
・県立特別支援学校に対する要望書
・あけぼの街道（国道195号線）の開通に伴う施設整備に関する意見
・丸の内高校同窓会館
・高知東高校校舎耐震化工事実施にかかる要望事項
・山田高校（本館）耐震補強工事
・高知海洋高校体育館耐震補強工事予算措置（協議）
・馬術部馬場（練習場）拡張
・春野高校本館耐震補強工事学校要望対応
・身体に障害のある入学生に対する特別措置

要審査 無 無

R3-C-86 不明 小中学校課  S21S22
22年小第1類　教職員人事（高岡）3（14の
9）

国民学校・小学校教職員人事（高岡郡） 要審査 無 無

R3-C-87 不明 小中学校課  S21S22
22年中第1類　教職員人事（吾川・高岡）3
（14の7）

国民学校・中学校教職員人事（吾川郡・高岡郡） 要審査 無 無

R3-C-88 不明 小中学校課  S21S22
22年　第1類　青年学校教職員人事（高岡・
幡多）3（14の5）

青年学校教職員人事（高岡郡・幡多郡） 要審査 無 無

R3-C-89 不明 小中学校課  S21S22
22年中第1類　教職員人事（高知・土長）3
（14の8）

中学校教職員人事（高知市・土佐郡・長岡郡） 要審査 無 無

R3-C-90 不明 小中学校課  S21S22
22年小第1類　教職員人事（高知市）3（14の
3）

国民学校・小学校教職員人事（高知市） 要審査 無 無
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R3-C-91 不明 小中学校課 S22
22年小・中第1類　教職員人事（増俸）3（14
の2）

小学校・中学校　教職員増俸伺 要審査 無 無

R3-C-92 不明 小中学校課  S21S22
22年小第1類　教職員人事（土長・吾川）3
（14の1）

国民学校・小学校教職員人事（土佐郡・長岡郡・吾川郡） 要審査 無 無

R3-C-93 不明 小中学校課     S20S21S22S28
人事給与　25年土長、21年土長青年学校、28
年高岡、25年昇給2（7の7）

人事給与　土佐長岡郡青年学校、28年高岡郡教育委員会発令、25年昇給・昇
格

要審査 無 無

R3-C-94 不明 小中学校課  S20S21 21年小第1類　教職員人事（高岡）2（7の6） 国民学校・小学校教職員人事（高岡郡） 要審査 無 無

R3-C-95 不明 小中学校課  S20S21
21年小第1類　教職員人事（安芸・香美）2
（7の5）

国民学校教職員人事（安芸郡・香美郡） 要審査 無 無

R3-C-96 不明 小中学校課  S20S21
21年国第1類　教職員人事（高知市・吾川）2
（7の3）

国民学校教職員人事（高知市・吾川郡） 要審査 無 無

R3-C-97 不明 小中学校課  S20S21
21年青第1類　教職員人事（吾川・高岡・幡
多）20（1の1）

青年学校教職員人事（吾川郡・高岡郡・幡多郡） 要審査 無 無

R3-C-98 不明 小中学校課  S20S21 21年国第1類　教職員人事（土長）2（7の4） 国民学校教職員人事（土佐郡・長岡郡） 要審査 無 無

R3-C-99 不明 小中学校課   S19S20S21
21年青第1類　教職員人事（安芸・高知・香
美）2（7の2） 青年学校教職員人事（安芸郡・高知市・香美郡） 要審査 無 無

R3-C-100 不明 小中学校課 S22
22年中第1類　教職員人事（幡多）3（14の
4）

中学校教職員人事（幡多郡） 要審査 無 無

R3-C-101 不明 小中学校課  S20S21 青年学校任用関係　2（7の1） 青年学校任用関係 要審査 無 無

R3-C-102 不明 小中学校課  S19S20
20年青第1類　教職員人事（高岡・幡多）1
（8の8）

青年学校職員人事（高岡郡・幡多郡） 要審査 無 無

R3-C-103 不明 小中学校課  S19S20
20年小第1類　教職員人事、国民学校（土
長・吾川）1（8の6）

国民学校教職員人事（土佐郡・長岡郡・吾川郡） 要審査 無 無

R3-C-104 不明 小中学校課 S20
20年国第1類　教職員人事（高岡郡）1（8の
1）

国民学校教職員人事（高岡郡） 要審査 無 無

R3-C-105 不明 小中学校課 S20 20年国第1類　教職員人事（幡多）1（8の2） 国民学校教職員人事（幡多郡） 要審査 無 無

R3-C-106 不明 小中学校課 S20 20年　第1類　青年学校　進退伺　1（8の4）
・青年学校教員進退伺簿（土佐長岡郡）
・青年学校教員進退伺簿（高知市）
・青年学校教員進退伺簿（吾川郡）

要審査 無 無

R3-C-107 不明 小中学校課  S20S22
20年　第1類　青年学校人事　1（8の7）
22年

・昭和22年度現員現給調査書（青年学校）
・第二次調査青年学校凹凸調整並びに一斉増俸等の調査
・昭和23年度青年学校増俸関係調査書
・昭和23年度末青年学校凹凸調整並びに一斉増俸所要額等の調査（各郡別）
・青年学校教員大学・高専卒業俸給調査書
・青年学校号俸別調査
・青年学校有資格・無資格勤務年数別調査
・青年学校有資格・無資格年齢別調査表
・青年学校配置簿（安藝郡）

要審査 無 無

R3-C-108 不明 小中学校課 S20
20年国第1類　教職員人事（安芸・香美）1
（8の5）

国民学校教職員人事（安芸郡・香美郡） 要審査 無 無

R3-C-109 不明 小中学校課 S20
20年国第1類　教職員人事（高知市）1（8の
3）

国民学校教職員人事（高知市） 要審査 無 無

564 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-C-110 不明 小中学校課  S22S23
23年中第1類　教職員人事（土長･高岡・吾
川）4（11の8）

教職員人事（土佐郡･長岡郡・高岡郡・高知市・吾川郡） 要審査 無 無

R3-C-111 教務課 小中学校課 S24
23年小第1類　教職員人事（六・三ベース切
替）4（11の1）

・昭和23年12月1日6・3ベース俸給切替伺綴(小学校)
・昭和23年12月1日6・3水準給与発令伺綴(中学校)

要審査 無 無

R3-C-112 不明 小中学校課 S23
23年小第1類　教職員人事（全郡市昇給
23.1.1、23.6.1）4（11の6）

小学校全郡市昇給23.1.1、23.6.1 要審査 無 無

R3-C-113 不明 小中学校課  S23S24
24年中第1類　教職員人事（安芸・吾川）4
（11の4）

（退職願、資格任用願、復職願）綴（安芸郡・吾川郡） 要審査 無 無

R3-C-114 不明 小中学校課  S21S22
22年小第1類　教職員人事（幡多）3（14の
14）

小学校教職員人事（幡多郡） 要審査 無 無

R3-C-115 不明 小中学校課   S21S22S23
23年小第1類　進退伺　義務（吾川・高岡）4
（11の10）

小学校進退伺（吾川郡・高岡郡） 要審査 無 無

R3-C-116 不明 小中学校課  S22S23
23年小第1類　教職員人事（幡多）4（11の
3）

小学校教職員人事（幡多郡） 要審査 無 無

R3-C-117 不明 小中学校課   S22S23S25
23年小第1類　教職員人事（高岡・香美）4
（11の5）
（25年もあり）

小学校教職員人事（高岡郡・香美郡） 要審査 無 無

R3-C-118 不明 小中学校課 S23
23年小第1類　教職員人事　昇給　4（11の
11）

・昭和23年3月31日付け教員一斉増俸伺簿綴（小学校の部）
・昭和23年3月31日中学校教員増俸伺簿
・昭和23年3月31日付け増俸伺簿（新制中学校の部　香美郡）
・昭和23年3月31日付け増俸伺簿（青年学校の部(3月末退職者)　香美郡）

要審査 無 無

R3-C-119 不明 小中学校課   S20S21S22
22年青第1類　教職員人事（安芸・高知・吾
川）3（14の13）
（21年安芸もあり）

青年学校教員進退伺簿
（吾川郡、高知市、安芸郡）

要審査 無 無

R3-C-120 不明 小中学校課    S19S20S21S22
22年青第1類　教職員人事（香美・土長・安
芸）3（14の12）
（20年もあり）

・青年学校教員進退伺簿
（安芸郡、香美郡、土佐長岡郡）

要審査 無 無

R3-C-121 不明 小中学校課     S21S22S23
22年　　第1類　県教委事務引継3（14の11）
23年

・都道府県教育委員会事務担当者打合会議復命書
・増員関係調
・戦災風水害及南海震災公立学校其の他建物復旧事務費並に新制中学校施設
事務費国庫補助に伴ふ職員設置要領
・戦災風水害及南海震災公立学校其他建物復旧事務費国庫補助に伴ふ営繕職
員増置要領
・本省通牒
・事務引継書

要審査 無 無

R3-C-122 不明 小中学校課  S21S22
22年中第1類　教職員人事（安芸・香美）3
（14の10）

新制中学校教員進退伺簿
（安芸郡・香美郡）

要審査 無 無

R3-C-123 教務課 小中学校課  S24S25
24年小中第1類　教職員人事（幡多）5（19の
12）
（25年もあり）

小学校・中学校教職員人事（幡多郡） 要審査 無 無

R3-C-124 教務課 小中学校課 S24
24年小第1類　教職員人事（高知市・吾川
郡）5（19の9）

小学校教職員人事（高知市・吾川郡） 要審査 無 無

R3-C-125 教務課 小中学校課  S24S25
24年小第1類　教職員人事（土長･香美）5
（19の8）
（25年あり）

小学校教職員人事（土佐郡・長岡郡・香美郡） 要審査 無 無

R3-C-126 不明 小中学校課  S23S24
24年小第1類　教職員発令簿（高知市）5（19
の7）

教職員人事発令簿（高知市） 要審査 無 無
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R3-C-127 不明 小中学校課  S23S24
24年小第1類　教職員人事（高岡）5（19の
17）

小学校教職員人事（高岡郡） 要審査 無 無

R3-C-128 教務課 小中学校課  S24S25
24年小第1類　教職員人事（安芸）5（19の
6）

小学校教職員人事（安芸郡） 要審査 無 無

R3-C-129 不明 小中学校課  S23S24
24年小第1類　教職員人事（香美）5（19の
5）

小学校教職員人事（香美郡） 要審査 無 無

R3-C-130 不明 小中学校課   S22S23S24
24年小第1類　教職員人事（幡多）5（19の
4）

小学校教職員人事（幡多郡） 要審査 無 無

R3-C-131 不明 小中学校課  S23S24
24年中第1類　教職員人事（香美・高知・土
長）5（19の3）

中学校教職員人事（香美郡・高知市・土佐長岡郡） 要審査 無 無

R3-C-132 不明 小中学校課  S23S24
24年全第1類　義務人事（23.1.1、23.6.1切
替）5（19の10）

義務教育23.1.1、23.6.1給与切替 要審査 無 無

R3-C-133 不明 小中学校課    S22S23
23年中第1類　教職員人事（高岡・幡多）4
（11の7） 中学校教職員人事（高岡郡・幡多郡） 要審査 無 無

R3-C-134 不明 小中学校課  S21S22
22年小第1類　教職員人事（安芸・香美）3
（14の6）

小学校教職員人事（安芸郡・香美郡） 要審査 無 無

R3-C-135 不明 小中学校課  S22S23
23年中第1類　教職員人事（安芸・香美）4
（11の9）

中学校教職員人事（安芸郡・香美郡） 要審査 無 無

R3-C-136 教務課 小中学校課 S25
25年小第1類　小学校人事（高知市・幡多
郡）6（7の7）

小学校人事（高知市・幡多郡） 要審査 無 無

R3-C-137 教務課 小中学校課 S25
25年小第1類　教職員人事（25.12末特昇、
26.1.1 299号仮発令）6（7の6）

・小学校教職員人事（25.12末付特別昇給伺）
・小学校教職員人事（ 昭和25年法律第299号施行による26.1.1付給与切替仮
発令伺）

要審査 無 無

R3-C-138 教務課 小中学校課 S25
25年小第1類　教職員人事（安芸・香美・土
長・吾川・高岡）6（7の5）

小学校教職員人事（安芸郡・香美郡・土佐長岡郡・吾川郡・高岡郡） 要審査 無 無

R3-C-139 教務課 小中学校課  S24S25 25年中第1類　教職員人事（安芸）6（7の4） 中学校教職員人事（安芸郡） 要審査 無 無

R3-C-140 教務課 小中学校課 S25
25年　第1類　人事給与（25.9.30昇給）6（7
の3）

・9月末昇給伺
・11月末昇格伺

要審査 無 無

R3-C-141 教務課 小中学校課 S25
25年小第1類　教職員人事（26.1.1 299号小
発令）6（7の1）

小学校・中学校教職員人事（ 昭和25年法律第299号施行による26.1.1付給与
切替本発令伺）

要審査 無 無

R3-C-142 教務課 小中学校課   S24S25S26
25年　第1類　教職員人事（25.3.31昇給発令
あり（各郡）、26.4.1再計算中学校）6（7の
2）

小学校・中学校教職員人事 要審査 無 無

R3-C-143 不明 小中学校課  S23S24
24年中第1類　教職員人事（高岡郡）5（19の
15）

中学校教職員人事（高岡郡） 要審査 無 無

R3-C-144 教務課 小中学校課   S24S25S26
25年中第1類　教職員人事（高岡）5（19の
19）

・小学校・中学校教職員人事（高岡郡） 要審査 無 無

R3-C-145 不明 小中学校課  S23S24
24年中第1類　中学人事（吾川・幡多）5（19
の18）

中学校教職員人事（吾川郡・幡多郡） 要審査 無 無

R3-C-146 教務課 小中学校課 S24 24年小第1類　小学人事（高岡）5（19の16） 小学校教職員人事（高岡郡） 要審査 無 無

R3-C-147 教務課 小中学校課  S24S25
24年中第1類　義務人事給与（26.1.1　299号
切替）5（19の14）

義務教育教職員人事・給与切替（ 昭和25年法律第299号施行による26.1.1付
給与切替仮発令伺）

要審査 無 無

R3-C-148 不明 小中学校課  S23S24
24年小第1類　教職員人事（土長・高知）5
（19の13）

小学校教職員人事（土佐郡・長岡郡・高知市） 要審査 無 無
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R3-C-149 教務課 小中学校課  S25S26
26年小第1類　教職員人事（高岡）7（18の
12）

小学校教職員人事（高岡郡） 要審査 無 無

R3-C-150 教務課 小中学校課  S25S26
26年小第1類　教職員人事（吾川・土長）7
（18の11）

小学校教職員人事（吾川郡・土佐郡・長岡郡） 要審査 無 無

R3-C-151 教務課 小中学校課  S25S26
26年小第1類　教職員人事（安芸・香美）7
（18の10）

小学校教職員人事（安芸郡・香美郡） 要審査 無 無

R3-C-152 教務課 小中学校課  S25S26
26年小第1類　教職員人事（幡多）7（18の
1）

小学校教職員人事（幡多郡） 要審査 無 無

R3-C-153 教務課 小中学校課 S26
26年小第1類　教職員人事（安芸・高岡・幡
多）7（18の2）

小学校教職員人事（安芸郡・香美郡・土佐郡・長岡郡・高知市・吾川郡・高
岡郡・幡多郡）

要審査 無 無

R3-C-154 教務課 小中学校課  S26S27
27年小第1類　教職員人事（安芸・香美）7
（18の7）

小学校教職員人事（安芸郡・香美郡） 要審査 無 無

R3-C-155 教務課 小中学校課  S25S26
26年中第1類　教職員人事（安芸）7（18の
6）

中学校教職員人事（安芸郡） 要審査 無 無

R3-C-156 教務課 小中学校課   S24S25S26
26年小第1類　教職員人事（高知市）7（18の
5）

小学校教職員人事（高知市） 要審査 無 無

R3-C-157 教務課 小中学校課  S26S27
27年小第1類　教職員人事（吾川・高岡）7
（18の4）

小学校教職員人事（吾川郡・高岡郡） 要審査 無 無

R3-C-158 教務課 小中学校課  S26S27
27年小第1類　教職員人事（高知市・土長）7
（18の3）

小学校教職員人事（高知市・土佐郡・長岡郡） 要審査 無 無

R3-C-159 教務課 小中学校課  S26S27
27年小第1類　教職員人事（幡多）7（18の
9）

小学校教職員人事（幡多郡） 要審査 無 無

R3-C-160 教務課 小中学校課  S25S26
26年　第1類　教職員人事（高知・吾川）7
（18の13）

中学校教職員人事（高知市・吾川郡） 要審査 無 無

R3-C-161 教務課 小中学校課  S26S27
26年　第1類　教職員人事（適格審査）7（18
の16）

・教職不適格者の名簿について
・教職不適格者の審査資料の提出について
・教職不適格者指定解除について
・教職不適格者と判定又は指定された者のうち教職に復帰もしくは採用され
た者の調査について

要審査 無 無

R3-C-162 不明 小中学校課    S22S23S27S28
28年　第1類義務人事（23.27年分発令簿、安
芸小含む）10（2の2）

義務教育人事 要審査 無 無

R3-C-163 教務課 小中学校課  S26S27
27年中第1類　中学人事（安芸・香・高知）9
（5の1）

中学校教職員人事（安芸郡・香美郡・高知市） 要審査 無 無

R3-C-164 教務課 小中学校課  S26S27
27年中第1類　教職員人事（土長・吾川）9
（5の2）

中学校教職員人事（土佐郡・長岡郡・吾川郡） 要審査 無 無

R3-C-165 教務課 小中学校課  S26S27
27年中第1類　教職員人事（高岡・幡多）9
（5の3）

中学校教職員人事（高岡郡・幡多郡） 要審査 無 無

R3-C-166 教務課 小中学校課  S26S27 27年　第1類　義務人事（給与）9（5の4） 義務教育昇給・昇格 要審査 無 無

R3-C-167 教務課 小中学校課 S27 27年　第1類昇給　人事（給与）9（5の5） 義務教育昇給 要審査 無 無

R3-C-168 教務課 小中学校課  S25S26
26年中第1類　教職員人事（高岡）7（18の
18）

中学校教職員人事（高岡郡） 要審査 無 無

R3-C-169 教務課 小中学校課  S25S26
26年中第1類　教職員人事（幡多）7（18の
17）

中学校教職員人事（幡多郡） 要審査 無 無

R3-C-170 教務課 小中学校課   S24S25S26
26年中第1類昇給　教職員人事（高岡）7（18
の15）

義務教育昇給 要審査 無 無
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R3-C-171 教務課 小中学校課   S25S26
26年中第1類　教職員人事（香美・土長）7
（18の14）

中学校教職員人事（香美郡・土佐郡・長岡郡） 要審査 無 無

R3-C-172 教務課 小中学校課 S27
27年　第1類　地教委引継（高岡）8（16の
16）

県教育委員会から市町村教育委員会への事務引継書（窪川町、大野見村、東
又村、松葉川村、仁井田村、戸波村、川内村、能津村、上ノ加江町）

要審査 無 無

R3-C-173 教務課 小中学校課 S27
27年　第1類　地教委引継（吾川）8（16の
15）

県教育委員会から市町村等教育委員会への事務引継書（仁西村、伊野町、高
吾北組合立仁淀学校組合、諸木村、下八川村、三水学校組合、三瀬村、明治
村、芳原村）

要審査 無 無

R3-C-174 教務課 小中学校課 S27
27年　第1類　地教委引継（高岡）8（16の
14）

県教育委員会から市町村教育委員会等への事務引継書（宇佐町、新居村、日
下村、加茂村、佐川町、波介村、佐川中学校組合）

要審査 無 無

R3-C-175 教務課 小中学校課 S27
27年　第1類　地教委引継（安芸）8（16の
13）

県教育委員会から市町村教育委員会への事務引継書（赤野村、土居村、野根
町、佐喜浜町、吉良川町、室戸岬町、室戸町、奈半利町、田野町、安芸町、
馬の上村、和食村）

要審査 無 無

R3-C-176 教務課 小中学校課 S27 27年　第1類　地教委事務引継8（16の12）
県教育委員会から市町村教育委員会への事務引継書（下田町、中筋村、八束
村、中村町、具同村、清水町、三﨑町、大正町）

要審査 無 無

R3-C-177 教務課 小中学校課 S27
27年　第1類　地教委引継（土長）8（16の
6）

県教育委員会から市町村等教育委員会への事務引継書（西豊永村、東豊永
村、後免町野田村組合、長岡村、本山町、山北村、東川村、上韮生村、夜須
町）

要審査 無 無

R3-C-178 教務課 小中学校課 S27
27年　第1類　地教委引継（高岡）8（16の
2）

県教育委員会から市町村教育委員会への事務引継書（上分村、下半山村、須
崎町、多の郷村、浦ノ村内、久礼町、吾桑村、興津村、黒岩村）

要審査 無 無

R3-C-179 教務課 小中学校課 S27
27年　第1類　地教委引継（土長）8（16の
4）

県教育委員会から市町村教育委員会への事務引継書（橋上村、白田川村、東
山村、宿毛町、江川﨑村、下ノ加江町、下川口町、月灘村、津大村、沖ノ島
村、昭和村）

要審査 無 無

R3-C-180 不明 小中学校課 S31
27年　第1類　地教委引継（土長）8（16の
1）

県教育委員会から市町村教育委員会への事務引継書（香長村、介良村、大津
村、後免町野田村学校組合、岡豊村、後免町、大豊村、本山町、香南中学校
組合、土佐山村、鏡村、土佐村、大川村、本川村、佐賀町、大方町、三原
村、月灘村、大内町、津大村、江川﨑村、十川村、昭和村、大正町、中村
市、土佐清水市、宿毛市）

要審査 無 無

R3-C-181 教務課 小中学校課 S27
27年　第1類　地教委引継（高岡）8（16の
3）

県教育委員会から市町村教育委員会への事務引継書（斗賀野村、越知町、尾
川村、大桐村、長者村、蓮池村、別府村）

要審査 無 無

R3-C-182 教務課 小中学校課 S27
27年　第1類　地教委引継（安芸）8（16の
11）

県教育委員会から市町村教育委員会への事務引継書（馬路村、和食村外三箇
村学校組合、北川村、畑山村、川北村、甲浦町、安田町、東川村、井ノ口
村、羽根村、伊尾木村、西分村）

要審査 無 無

R3-C-183 教務課 小中学校課 S27
27年　第1類　地教委引継（吾川）8（16の
10）

県教育委員会から市町村教育委員会への事務引継書（横畠村、清水村、八田
村、神谷村、弘岡上村、弘岡中村、弘岡下村外7ヶ村、弘岡下村、森山村、
秋山村）

要審査 無 無

R3-C-184 教務課 小中学校課 S27 27年　第1類　地教委事務引継8（16の7）
県教育委員会から市町村教育委員会への事務引継書（新改村、田井村、 野
村、瓶岩村、本川村、国府村、久礼田村）

要審査 無 無

R3-C-185 教務課 小中学校課  S26S27 中学校設置　12（4の2）
・中学校設置に伴う学級編制の認可について
・平和条約発効記念および憲法施行5周年記念行事の実施について

要審査 無 無

R3-C-186 不明 小中学校課 S20 青年学校職員履歴簿　香美視学室 青年学校職員履歴簿 要審査 無 無

R3-C-187 高等学校課 高等学校課 H26 H26年度　談合疑義事実報告書② H26年度　談合疑義事実報告書 要審査 無 無
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R3-C-188 不明
特別支援教育
課

S42S48 高知プラン

・精神薄弱児教育における教育課程の研究1Ｍinimum Ｅssentialsについて 
高知県精神薄弱児教育カリキュラム研究委員会
・精薄教育に於けるカリキュラムの研究(第一報)(高知県における精薄者の
適職とその分析) 高知県教育委員会
・適職業群の分析 高知県精神薄弱児教育カリキュラム研究委員会
・精神薄弱教育における教育課程の研究Ⅱ 高知プランの基本的性格 高知県
教育委員会
・精神薄弱教育における教育課程の研究Ⅲ 精神薄弱特殊学級教育課程ー試
案ー 高知県教育委員会
・精神薄弱教育における高知プランの考え方とその展開Ⅰ 西谷英雄

要審査 無 無

R3-C-189 不明
特別支援教育
課

S34～S62
高知県の障害児教育の歴史 資料集 ※永久保
存

・「ともに歩んだ道」 高知県精神薄弱者育成会
・高知県教育年表 高知県教育委員会
・研究集録 高知県特殊教育研究会
・翔ぶ 新堀小学校ことばの教室開設20周年記念誌
・義務制施行記念ー盲学校・聾学校40年、養護学校10年の記録ー 全国特殊
教育推進連盟
・高知県の障害児教育の歩みー高知市を中心にしてー 高知市福祉牧場おお
なろ園 寺村周一
・日本の精神薄弱教育ー戦後30年ー 全日本特殊教育連盟編 第6巻地域史Ⅲ･
西日本 日本文化科学社
・高知県手をつなぐ親の会 創立30周年記念誌
・高知県の特殊教育 昭和47年 高知県教育委員会
・心身障害児就学の手びき 昭和43年8月 高知市教育委員会 高知市特殊教育
推進委員会
・高知県公立小学校・中学校 特殊学級設置運営の手引き 昭和42年10月 高
知県教育委員会
・高知県における精神薄弱教育の現状ー特殊教育に関する調査報告ー 昭和
42年11月 高知県教育センター 黒川貴郎
・特殊教育指導資料 精神薄弱特殊学級経営の手引ーはじめて特殊学級を担
任する人のためにー 昭和50年3月 高知県教育委員会
・高知県立養護学校設立に関する陳情書 高知県立養護学校設立期成会（土
佐山田町）

要審査 無 無

R3-C-190 社会教育課 生涯学習課 S62 高知県青年会館　寄付金に関する指定申請
財団法人 高知県青年会館建設の青少年宿泊施設伊野スポーツセンターに係
る特定寄付金及び指定寄付金に関する指定申請関係資料

要審査 無 無

R3-C-191 社会教育課 生涯学習課 S63
63（永）普通財産（旧高知青少年の家敷地一
部分）売払関係書類綴

旧高知青少年の家の敷地の一部分の売払に関する契約書及び関係書類 要審査 無 無

R3-C-192 社会教育課 生涯学習課 S63 63（永）土地の寄付受納について
・土地の寄付受納について（伺）
・普通財産の異動について（伺）

要審査 無 無

R3-C-193 社会教育課 生涯学習課 S61 61県立高知青少年の家敷地購入綴
・県立高知青少年の家敷地購入に係る不動産鑑定評価の依頼について（伺）
・不動産鑑定評価書

要審査 無 無

R3-C-194 社会教育課 生涯学習課 S63 （永）S63　土地の交換について
・土地の交換について（伺）
・交換契約書
・交換申請書

要審査 無 無

R3-C-195 社会教育課 生涯学習課 S63 高知青少年の家　敷地是正関係書類綴
・登記嘱託（伺）
・公有財産の所管換え（伺）

要審査 無 無

R3-C-196 社会教育課 生涯学習課 S63
旧高知青少年の家の用途廃止及び総務部長へ
の引継ぎ

旧高知青少年の家の建物及び土地の行政財産としての用途廃止及び総務部長
への引継ぎについて（伺）

要審査 無 無

R3-C-197 社会教育課 生涯学習課 S61 61　高知青少年の家　用地取得関係綴
・高知青少年の家敷地の土地売買契約（伺）
・所有権移転登記の嘱託（伺）
・不動産鑑定評価書

要審査 無 無
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R3-C-198 社会教育課 生涯学習課 S61 61　河川法　第24・26・27条　許可申請
県立北川青少年の家多目的広場設置に係る河川法第24・26・27条許可申請に
ついて

要審査 無 無

R3-C-199 社会教育課 生涯学習課 S62 高知青少年の家　敷地使用額 高知青少年の家の敷地使用額 要審査 無 無

R3-C-200 生涯学習課 生涯学習課 H26
平成26年度　若者の学びなおしと自立支援事
業2

・「若者の学びなおしと自立支援事業」高等学校担当者会及び地区別連絡会
等
・「若者はばたけネット」（学校からの切れ目のない支援ネットワーク）の
活用

要審査 無 無

R3-C-201 生涯学習課 生涯学習課 H26
平成26年度　若者の学びなおしと自立支援事
業1

・「若者はばたけネット」を活用する「若者の学びなおしと自立支援事業」
について

要審査 無 無

R3-C-202 生涯学習課 生涯学習課 H26 平成26年度　読書関係

・都道府県及び市町村における「子ども読書活動推進計画」策定状況
・都道府県及び市町村における「子ども読書の日」に関する取組予定状況
・「手づくり絵本」作品展示会開催について
・NPO法人高知こどもの図書館開館15周年を祝う会知事祝辞について
・2014農村と読書（第69回全国農村読書調査結果報告書）

要審査 無 無

R3-C-203 生涯学習課 生涯学習課 H26
H26　読書コミュニティ拠点形成支援事業
「高知県子ども読書活動推進ネットワーク
フォーラム」

・文部科学省委託事業「平成26年度読書コミュニティ拠点形成支援事業『高
知県子ども読書活動推進ネットワークフォーラム』委託事業計画書
・文部科学省委託事業「平成26年度読書コミュニティ拠点形成支援事業『高
知県子ども読書活動推進ネットワークフォーラム』委託事業企画提案書

要審査 無 無

R3-C-204 生涯学習課 生涯学習課 H26

子どもの読書活動の推進「読書コミュニティ
拠点形成支援」委託事業
「高知県子ども読書活動推進ネットワーク
フォーラム」事業完了報告書

・平成26年度子どもの読書活動の推進「読書コミュニティ拠点形成支援」委
託契約の締結について
・平成26年度「高知県子ども読書活動推進ネットワークフォーラム」事業完
了報告書について

要審査 無 無

R3-C-205 生涯学習課 生涯学習課 H26
「高知県子ども読書活動推進ネットワーク
フォーラム」
企画運営委員会

「高知県子ども読書活動推進ネットワークフォーラム」企画運営委員会の開
催について

要審査 無 無

R3-C-206 生涯学習課 生涯学習課 H26
「高知県子ども読書活動推進ネットワーク
フォーラム」
全県フォーラム

・「高知県子ども読書活動推進ネットワークフォーラム」全県フォーラムア
ンケート結果及びお礼状について
・「高知県子ども読書活動推進ネットワークフォーラム」全県フォーラムに
おける配付資料等について
・「高知県子ども読書活動推進ネットワークフォーラム」全県フォーラムに
おける開会挨拶について

要審査 無 無

R3-C-207 生涯学習課 生涯学習課 H26
「高知県子ども読書活動推進ネットワーク
フォーラム」
地域フォーラム

・「高知県子ども読書活動推進ネットワークフォーラム」地域フォーラム
（第1回、第2回）における配付資料等について
・「高知県子ども読書活動推進ネットワークフォーラム」地域フォーラムア
ンケート結果について
・「高知県子ども読書活動推進ネットワークフォーラム」地域フォーラムの
開催について

要審査 無 無

R3-C-208 生涯学習課 生涯学習課  H19H20
平成20年度　子どもの読書活動「文部科学大
臣表彰関係）

・平成20年度子どもの読書活動優秀実践図書館・団体（者）に対する文部科
学大臣表彰推薦候補者の決定について
・平成20年度子どもの読書活動優秀実践図書館・団体（者）に対する文部科
学大臣表彰受賞報告会について

要審査 無 無

R3-C-209 生涯学習課 生涯学習課  H21H22 高知自然学校構想

・高知自然学校構想の説明及び意見交換会
・高知自然学校構想（全国生涯学習フォーラム高知大会～まなびピア高知
2010～「環境フォーラム」）
・高知県地球温暖化対策実行計画（平成23年度以降）に盛り込む対策及び施
策についての調査
・第5回環境プロジェクト委員会

要審査 無 無
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R3-C-210 社会教育課 生涯学習課 S46S47S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57S58S59S60S61H元財産関係綴61年度　以前

・行政財産の一部目的外使用について
・重要物品の不用決定について
・教育財産の用途廃止並びに取りこわし処分について
・行政財産（県立図書館）の用途廃止並びに取りこわしについて
・電話加入権に関する移動報告及び有価証券の引継ぎについて

要審査 無 無

R3-C-211 生涯学習課 生涯学習課 H26
H26年度青少年教育施設のあり方を考える懇
話会

・県立青少年教育施設の業務状況評価について
・平成26年度青少年教育施設のあり方を考える懇話会の開催について

要審査 無 無

R3-C-212 生涯学習課 生涯学習課 H26
平成26年度放課後子ども教室推進事業費補助
金交付要綱

平成26年度放課後子ども教室推進事業費補助金交付要綱の制定について 要審査 無 無

R3-C-213 生涯学習課 生涯学習課 H26
平成26年度高知県放課後児童クラブ推進事業
費補助金交付要綱

平成26年度高知県放課後児童クラブ推進事業費補助金交付要綱の制定につい
て

要審査 無 無

R3-C-214 生涯学習課 生涯学習課 H26
平成26年度高知県放課後児童クラブ施設整備
助成事業補助金交付要綱　改正

平成26年度高知県放課後児童クラブ施設整備助成事業補助金交付要綱の一部
改正及び高知県放課後児童クラブ施設整備助成事業費における施設整備の取
扱い通知について

要審査 無 無

R3-C-215 生涯学習課 生涯学習課  H25H26
平成26年度放課後子ども総合プラン（国庫補
助）申請・実績・通知「市町村」

・平成26年度放課後児童健全育成事業費国庫補助金の交付申請・実績報告に
ついて
・「放課後児童健全育成事業費等の国庫補助について」の廃止について

要審査 無 無

R3-C-216 生涯学習課 生涯学習課 H25
平成26年度高知県学校支援地域本部事業費補
助金交付要綱

・高知県学校支援地域本部事業費補助金交付要綱及び同事業実施要領並びに
放課後学びの場充実事業実施要領の改正について

要審査 無 無

R3-C-217 生涯学習課 生涯学習課 H25
平成26年度高知県土曜教育支援事業費補助金
交付要綱

平成26年度高知県土曜教育支援事業費補助金交付要綱及び同事業実施要領の
制定について

要審査 無 無

R3-C-218 人権教育課
人権教育・児
童生徒課

H26 いじめ防止サミット

・いじめ防止子どもサミット実行委員会の開催について
・いじめ防止子どもサミットにおけるパネルディスカッションのコーディ
ネーター、パネラーへの依頼について
・いじめ防止子どもサミットにおける主催者代表（知事挨拶）について
・いじめ防止子どもサミットの開催について
・いじめ防止子どもサミット実行委員の募集について

要審査 無 無

R3-C-219 人権教育課
人権教育・児
童生徒課

H25 高知県いじめ防止基本方針

・「高知県いじめ防止基本方針」（案）説明会の開催について
・国の「いじめ防止基本方針」についての説明会の開催について
・平成25年度いじめの防止等に関する取組及び児童生徒の自殺予防に関する
普及啓発協議会

要審査 無 無

R3-C-220 人権教育課
人権教育・児
童生徒課

   H24H25H26H27 
緊急スクールカウンセラー派遣事業
（東日本大震災関連事業）平成25年度～

・「緊急スクールカウンセラー等派遣事業」に係る委託事業完了報告書等の
提出について
・「緊急スクールカウンセラー等派遣事業」の廃止について
・「緊急スクールカウンセラー等派遣事業」に係る契約書の提出について
・「緊急スクールカウンセラー等派遣事業」の事業実施計画書等の提出につ
いて

要審査 無 無

R3-C-221 人権教育課
人権教育・児
童生徒課

H25 緊急対応マニュアル（基本編）（事例編）
・児童生徒の生命に関わる事件・事故後の対応【実践編】について
・児童生徒の生命に関わる事件・事故後の対応【基本編】の改訂について

要審査 無 無

R3-C-222 人権教育課
人権教育・児
童生徒課

H26 高知県いじめ問題調査委員会　H26

・高知県いじめ問題調査委員会委員の委嘱について
・高知県いじめ問題調査委員会の開催について
・第1回高知県いじめ問題調査委員会議事録
・市町村立学校で発生したいじめによる重大事態に係る県教育委員会への報
告について

要審査 無 無
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R3-C-223 人権教育課
人権教育・児
童生徒課

 H25H26
学校経営計画に基づく生徒指導推進校支援事
業

・学校経営計画に基づく生徒指導推進校支援事業要綱制定について
・平成26年度「学校経営計画に基づく生徒指導推進校支援事業」の推進校の
選定について
・学校経営計画に基づく生徒指導推進校支援事業連絡協議会の開催について
・平成26年度「学校経営計画に基づく生徒指導推進校支援事業」の推進校へ
の学校訪問について

要審査 無 無

R3-C-224
安芸桜ヶ丘高
等学校

安芸桜ヶ丘高
等学校

H23 年間指導計画、学校教育計画 平成23年度年間指導計画、学校教育計画 要審査 無 無

R3-C-225
安芸桜ヶ丘高
等学校

安芸桜ヶ丘高
等学校

H24 年間指導計画、学校教育計画 平成24年度年間指導計画、学校教育計画 要審査 無 無

R3-C-226
高知東高等学
校

高知東高等学
校

H24 平成24年度　会議録（職員会） 平成24年度　職員会会議録 要審査 無 無

R3-C-227
高知東高等学
校

高知東高等学
校

H25 平成25年度　会議録（職員会） 平成25年度　職員会会議録 要審査 無 無

R3-C-228
高知北高等学
校

高知北高等学
校

H26
学校経営構想図及び学校経営構想図に係る年
間指導計画・進捗状況確認表

H26学校経営構想図及び学校経営構想図に係る年間指導計画・進捗状況確認
表（高知北高等学校 定時制 夜間部）

要審査 無 無

R3-C-229
高知北高等学
校

高知北高等学
校

H25
学校経営構想図及び学校経営構想図に係る年
間指導計画・進捗状況確認表

H25学校経営構想図及び学校経営構想図に係る年間指導計画・進捗状況確認
表（高知北高等学校 定時制 夜間部）

要審査 無 無

R3-C-230
高知北高等学
校

高知北高等学
校

H23
学校経営構想図及び学校経営構想図に係る年
間指導計画・進捗状況確認表

H23学校経営構想図及び学校経営構想図に係る年間指導計画・進捗状況確認
表（高知北高等学校 定時制 夜間部）

要審査 無 無

R3-C-231 窪川高等学校 窪川高等学校 H26 会議録　　　（職員会議・運営委員会） H26職員会議・運営委員会会議録等 要審査 無 無

R3-C-232 大方高等学校 大方高等学校 H26
学校経営計画・評価
（平成26年度学校評価の報告について）

H26学校経営計画・評価 要審査 無 無

R3-C-233
幡多農業高等
学校

幡多農業高等
学校

H26 学校経営計画・評価 H26学校経営計画・評価 要審査 無 無

R3-C-234 中村高等学校 中村高等学校 Ｈ23 学校経営計画・評価 H23学校経営計画・評価中村高等学校西土佐分校） 要審査 無 無

R3-C-235 中村高等学校 中村高等学校 Ｈ24 学校経営計画・評価 H24学校経営計画・評価（中村高等学校西土佐分校） 要審査 無 無

R3-C-236
宿毛工業高等
学校

宿毛工業高等
学校

H26 職員会会議録 H26職員会会議録 要審査 無 無

R3-C-237

高知江の口特
別支援学校
（医大付属病
院分校含）

高知江の口特
別支援学校
（医大付属病
院分校含）

Ｈ25 学校経営計画・評価 Ｈ25学校経営計画・評価 要審査 無 無

R3-C-238

高知江の口特
別支援学校
（医大付属病
院分校含）

高知江の口特
別支援学校
（医大付属病
院分校含）

Ｈ17～Ｈ24学校評価 Ｈ17～Ｈ24学校評価 要審査 無 無

R3-C-239

高知若草特別
支援学校（希
望の家、国立
病院分校、子
鹿園分校含）

高知若草特別
支援学校（希
望の家、国立
病院分校、子
鹿園分校含）

H26 H26年度学校評価 H26年度学校評価 要審査 無 無

R3-E-1
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S26
昭和二十六年第一類庶務議事録総務課一冊の
一

昭和26年第1回～第25回人事委員会議事録 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-E-2
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S27
昭和二十七年第一類庶務議事録総務課一冊の
一

昭和27年第1回～第29回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-3
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S28
昭和二十八年第一類庶務議事録総務課一冊の
一

昭和28年第1回～第48回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-4
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S29
昭和二十九年第一類庶務議事録総務課一冊の
一

昭和29年第1回～第53回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-5
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S30 昭和三十年第一類庶務議事録総務課一冊の一 昭和30年第1回～第52回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-6
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S31
昭和三十一年第一類庶務議事録総務課一冊の
一

昭和31年第1回～第47回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-7
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S32
昭和三十二年第一類庶務議事録総務課一冊の
一

昭和32年第1回～第47回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-8
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S33
昭和三十三年第一類庶務議事録総務課一冊の
一

昭和33年第1回～第49回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-9
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S34
昭和三十四年第一類庶務議事録総務課二冊の
一

昭和34年第1回～第7回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-10
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S34
昭和三十四年第一類庶務議事録総務課二冊の
二

昭和34年第8回～第56回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-11
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S35
昭和三十五年第一類庶務議事録総務課一冊の
一

昭和35年第1回～第51回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-12
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S36
昭和三十六年第一類庶務議事録総務課二冊の
一

昭和36年第1回～第25回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-13
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S36
昭和三十六年第一類庶務議事録総務課二冊の
二

昭和36年第26回～第47回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-14
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S37
昭和三十七年第一類庶務議事録総務課二冊の
一

昭和37年第1回～第21回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-15
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S37
昭和三十七年第一類庶務議事録総務課二冊の
二

昭和37年第22回～第43回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-16
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S38
昭和三十八年第一類庶務議事録総務課二冊の
一

昭和38年第1回～第22回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-17
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S38
昭和三十八年第一類庶務議事録総務課二冊の
二

昭和38年第23回～第46回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-18
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S39
昭和三十九年第一類庶務議事録総務課二冊の
一

昭和39年第1回～第28回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-19
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S39
昭和三十九年第一類庶務議事録総務課二冊の
二

昭和39年第29回～第43回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-20
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S40 昭和四十年第一類庶務議事録総務課二冊の一 昭和40年第1回～第29回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-21
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S40 昭和四十年第一類庶務議事録総務課二冊の二 昭和40年第30回～第50回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-22
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S41
昭和四十一年第一類庶務議事録総務課三冊の
一

昭和41年第1回～第25回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-23
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S41
昭和四十一年第一類庶務議事録総務課三冊の
二

昭和41年第26回～第53回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-24
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S41
昭和四十一年第一類庶務議事録総務課三冊の
三

昭和41年第54回～第65回人事委員会議事録 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-E-25
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S42
昭和四十二年第一類総務委員会議事録総務課
二冊の一

昭和42年第1回～第38回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-26
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S42
昭和四十二年第一類総務委員会議事録総務課
二冊の二

昭和42年第39回～第50回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-27
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S43
昭和四十三年第一類総務委員会議事録総務課
二冊の一

昭和43年第1回～第34回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-28
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S43
昭和四十三年第一類総務委員会議事録総務課
二冊の二

昭和43年第35回～第48回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-29
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S46
昭和四十六年第一類総務委員会議事録総務課
二冊の一

昭和46年第1回～第17回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-30
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S46
昭和四十六年第一類総務委員会議事録総務課
二冊の二

昭和46年第18回～第34回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-31
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S47
昭和四十七年第一類総務議事録総務課2冊の
一

昭和47年第1回～第19回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-32
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S47
昭和四十七年第一類委員会議事録総務課二冊
の二

昭和47年第20回～第35回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-33
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S48 昭和四十八年第一類総務議事録総務課1冊の1 昭和48年第1回～第34回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-34
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S49
昭和四十九年第一類総務議事録総務課二冊の
一

昭和49年第1回～第23回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-35
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S49
昭和四十九年度第1類委員会議事録総務課二
冊の二

昭和49年度第24回～第48回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-36
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S50 昭和五十年度第1類委員会議事録2冊の1 昭和50年度第1回～第18回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-37
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S50 昭和五十年度第1類委員会議事録2冊の2 昭和50年度第19回～第41回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-38
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S51 昭和五十一年度第1類委員会議事録2冊の1 昭和51年度第1回～第24回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-39
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S51 昭和五十一年度第1類委員会議事録2冊の2 昭和51年度第25回～第46回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-40
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S52 昭和五十二年度第1類委員会議事録3冊の1 昭和52年度第1回～第20回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-41
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S52 昭和五十二年度第1類委員会議事録3冊の2 昭和52年度第21回～第42回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-42
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S52 昭和五十二年度第1類委員会議事録3冊の3 昭和52年度第43回～第48回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-43
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S53 昭和五十三年度第1類委員会議事録2冊の1 昭和53年度第1回～第24回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-44
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S53 昭和五十三年度第1類委員会議事録2冊の2 昭和53年度第25回～第45回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-45
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S54 昭和五十四年度第1類委員会議事録2冊の1 昭和54年度第1回～第20回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-46
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S54 昭和54年第一類委員会議事録総務課2冊の2 昭和54年第21回～第24回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-47
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S55 昭和55年第一類委員会議事録総務課3冊の1 昭和55年第1回～第21回人事委員会議事録 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-E-48
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S55 昭和55年第一類委員会議事録総務課3冊の2 昭和55年第22回～第30回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-49
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S55 昭和55年第一類委員会議事録総務課3冊の3 昭和55年第31回～第40回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-50
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S56 昭和56年第一類委員会議事録総務課3冊の1 昭和56年第1回～第20回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-51
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S56 昭和56年第一類委員会議事録総務課3冊の2 昭和56年第21回～第37回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-52
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S56 昭和56年第一類委員会議事録総務課3冊の3 昭和56年第38回～第47回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-53
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S57 昭和57年第一類委員会議事録総務課2冊の1 昭和57年第1回～第25回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-54
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S57 昭和57年第一類委員会議事録総務課2冊の2 昭和57年第26回～第43回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-55
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S58 昭和58年第一類委員会議事録総務課2冊の1 昭和58年第1回～第24回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-56
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S58 昭和58年第一類委員会議事録総務課2冊の2 昭和58年第25回～第35回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-57
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S59 昭和59年第一類委員会議事録総務課2冊の1 昭和59年第1回～第25回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-58
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S59 昭和59年第一類委員会議事録総務課2冊の2 昭和59年第26回～第40回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-59
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S60 昭和60年第一類委員会議事録総務課3冊の1 昭和60年第1回～第20回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-60
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S60 昭和60年第一類委員会議事録総務課3冊の2 昭和60年第21回～第37回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-61
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S60 昭和60年第一類委員会議事録総務課3冊の3 昭和60年第38回～第40回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-62
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S61 昭和61年第一類委員会議事録総務課2冊の1 昭和61年第1回～第35回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-63
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S61 昭和61年第一類委員会議事録総務課2冊の2 昭和61年第36回～第46回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-64
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S62 昭和六二年第一類庶務議事録総務課二冊の一 昭和62年第1回～第37回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-65
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S62 昭和六二年第一類庶務議事録総務課二冊の二 昭和62年第38回～第41回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-66
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S63 昭和六十三年第委員会議事録総務課二冊の一 昭和63年第1回～第34回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-67
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

S63
昭和六十三年第委員会議事録総務課二分冊の
二

昭和63年第35回～第43回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-68
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

H元 平成元年度委員会議事録総務課三分冊の一 平成元年度第1回～第20回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-69
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

H元 平成元年度委員会議事録総務課三分冊の二 平成元年度第21回～第34回人事委員会議事録 要審査 無 無

R3-E-70
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

H元 平成元年度委員会議事録総務課三分冊の三 平成元年度第35回～第38回人事委員会議事録 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-E-71
人事委員会事
務局

人事委員会事
務局

H21 例題公表

・高知県職員等採用上級試験の教養試験及び専門試験の例題、論作文試験課
題及び集団討論課題（平成18～20年度分）の点字版
・平成21年度 高知県職員等採用試験及び高知県警察官採用試験の教養試験
及び専門試験の例題、論・作文試験課題及び集団討論課題
・高知県職員等採用上級試験の教養試験及び専門試験の例題、論文試験課題
及び集団討論課題（平成21年度）の点字版
・身体障害者を対象とした高知県職員等採用試験の教養試験及び作文試験課
題（平成20年度及び21年度）の点字版

要審査 無 無

R3-F-1
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S52 県職員措置請求（52・4）図書館駐車場　8
・県職員措置請求書
・住民監査請求に係る監査実施通知
・県職員措置請求に対する監査結果通知

要審査 無 無

R3-F-2
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S52 県職員措置請求（52・7）安田川管理　9
・県職員措置請求書
・県職員措置請求についての不受理通知

要審査 無 無

R3-F-3
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S54
住民監査請求　昭和54年9月14日
時間外勤務手当　10

・県職員措置請求書
・住民監査請求に係る監査実施通知
・県職員措置請求に対する監査結果通知

要審査 無 無

R3-F-4
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S54

県職員措置請求（54・12・5）　
　　
　
早朝職場大会出席者給与減額　11

・県職員措置請求書
・住民監査請求に係る監査実施通知
・県職員措置請求に対する監査結果通知

要審査 無 無

R3-F-5
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S55
県職員措置請求（55・8・11）
郷土文化会館青山文庫入場料徴収　12

・県職員措置請求書
・住民監査請求に係る監査実施通知
・県職員措置請求に対する監査結果通知

要審査 無 無

R3-F-6
監査委員事務
局

監査委員事務
局

 S57-S58
高知県職員措置請求（塚の原保育園）　13
請求　57．3．16  決定　57．5．13

・県職員措置請求書
・住民監査請求に係る監査実施通知
・県職員措置請求に対する監査結果通知

要審査 無 無

R3-F-7
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S60
五台山地区都計法の開発許可に伴う監査請求　
14
　（60・11・29）

・県職員措置請求書
・県職員措置請求についての返却通知

要審査 無 無

R3-F-8
監査委員事務
局

監査委員事務
局

 S37S38 昭和38年度　監査公表原議

昭和37・38年度　監査公表原議（昭和37・38年度監査等実施分）
・定例監査報告
・定例並びに臨時出納検査報告
・定例出納検査報告
・臨時出納検査報告

要審査 無 無

R3-F-9
監査委員事務
局

監査委員事務
局

 S39S40 監査公表原議（昭和40年　1号－23号）
昭和39・40年度　監査公表原議（昭和39・40年度監査等実施分）
・定例監査報告

要審査 無 無

R3-F-10
監査委員事務
局

監査委員事務
局

 S40S41

監査公表原議　公表　昭和41年　1号－10号
　　　　　　　　　　報告　昭和40年　7号
－28号
　　　　　　　　　　　　　　昭和41年　2
号－23号

昭和40・41年度　監査公表原議（昭和39・40･41年度監査等実施分）
・定例監査報告
・定例出納検査報告
・出納検査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-11
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S42
監査公表原議　公表　昭和42年　9号－13号
　　　　　　　　　　報告　昭和42年　13号
－20号

昭和42年度　監査公表原議（昭和42年度監査等実施分）
・定期監査報告
・出納検査報告

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-F-12
監査委員事務
局

監査委員事務
局

 S41S42
監査公表原議　公表　昭和42年　1号－8号
　　　　　　　　　　報告　昭和42年　1号
－13号

昭和41・42年度　監査公表原議（昭和41･42年度監査等実施分）
・定期監査報告
・出納検査報告

要審査 無 無

R3-F-13
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S46 昭和46年度　監査報告
昭和46年度　監査報告・公表（昭和46年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査報告

要審査 無 無

R3-F-14
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S47 昭和47年度　監査報告

昭和47年度　監査報告・公表（昭和47年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-15
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S48 昭和48年度　監査報告

昭和48年度　監査報告・公表（昭和48年度監査等実施分）
・定期監査報告
・随時監査報告
・監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-16
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S49 49　第一類　監査報告・公表　一冊の一

昭和49年度　監査報告・公表（昭和49年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-17
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S50 50　第一類　監査報告・公表　全
昭和50年度　監査報告・公表（昭和49･50年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-18
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S51 51　第一類　監査報告・公表　全
昭和51年度　監査報告・公表（昭和51年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-19
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S52 52　第一類　監査報告・公表　全
昭和52年度　監査報告・公表（昭和52年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-20
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S53 53　第一類　　監査報告・公表　全

昭和53年度　監査報告・公表（昭和53年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-21
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S54 54　第一類　　監査報告・公表　全

昭和54年度　監査報告・公表（昭和54年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-22
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S55 55　第一類　　監査報告・公表　全

昭和55年度　監査報告・公表（昭和55年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-23
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S56 56　第一類　　監査報告・公表　全

昭和56年度　監査報告・公表（昭和56年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-24
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S57 57　第一類　監査報告・公表　全
昭和57年度　監査報告・公表（昭和57年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-25
監査委員事務
局

監査委員事務
局

 S57S58 58　第一類　　監査報告・公表　全
昭和57・58年度　監査報告（昭和57･58年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-F-26
監査委員事務
局

監査委員事務
局

 S58S59 59　第一類　　監査報告・公表　全
昭和58・59年度　監査報告・公表（昭和58･59年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-27
監査委員事務
局

監査委員事務
局

 S59S60 60　第一類　　監査報告・公表　全
昭和59・60年度　監査報告・公表（昭和59･60年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-28
監査委員事務
局

監査委員事務
局

 S60S61 61　第一類　　監査報告・公表　全

昭和60・61年度　監査報告・公表（昭和60･61年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-29
監査委員事務
局

監査委員事務
局

 S61S62 62　第一類　　監査報告・公表　全

昭和61・62年度　監査報告・公表（昭和61･62年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-30
監査委員事務
局

監査委員事務
局

 S62S63 63　第一類　　監査報告・公表　全

昭和62・63年度　監査報告・公表（昭和62･63年度実施分）
・定期監査報告
・監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-31
監査委員事務
局

監査委員事務
局

 S63H1 元　第一類　　監査報告・公表　全

昭和63・平成元年度　監査報告・公表（昭和63・平成元年度監査等実施分）
・定期監査報告
・監査報告
・監査公表の県公報登載依頼

要審査 無 無

R3-F-32
監査委員事務
局

監査委員事務
局

 S28～S42 企業会計審査意見書

・昭和27～30年度高知県電気事業会計決算審査意見書
・昭和31～33年度高知県電気事業会計決算に対する監査委員の意見書
・昭和32～33年度高知県病院事業会計決算に対する監査委員の意見書
・昭和34～38年度高知県電気事業会計決算審査意見書
・昭和34～38年度高知県病院事業会計決算審査意見書
・昭和37年度高知県電気事業会計決算書
・昭和37年度高知県病院事業会計決算書
・昭和39～41年度高知県公営企業会計決算審査意見書

要審査 無 無

R3-F-33
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S38
昭和37年度　公営企業決算審査意見書　原稿
資料

・昭和37年度　公営企業決算審査意見書　原稿資料
　　昭和37年度高知県電気事業会計決算審査意見書
　　昭和37年度高知県病院事業会計決算審査意見書
・監査委員会監査資料（高知県病院局）
・高知県立中央病院概況（付・横浜分院）
・業務概況（県立宿毛病院）
・事業概況（県立西南病院）
・監査委員会監査資料（高知県立西南病院）
・業務概要（中村准看護婦養成所）
・監査委員会監査資料（高知県立中村准看養成所）
・高知県電気利水局事務分掌表
・監査資料（県立安芸病院・芸陽院）

要審査 無 無

R3-F-34
監査委員事務
局

監査委員事務
局

 S40S41
歳入歳出決算審査意見書（昭和39年度・40年
度）

・昭和39年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・昭和40年度高知県歳入歳出決算審査意見書

要審査 無 無

R3-F-35
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S42 歳入歳出決算審査意見書（昭和41年度） 昭和41年度高知県歳入歳出決算審査意見書 要審査 無 無

R3-F-36
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S43 昭和42年度　公営企業会計決算審査意見書

・昭和42年度　高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和42年度高知県電気事業会計決算書
・昭和42年度高知県工業用水道事業会計決算書
・昭和42年度高知県観光施設事業会計決算書
・昭和42年度高知県病院事業会計決算書

要審査 無 無

578 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-F-37
監査委員事務
局

監査委員事務
局

 S40～S46 公営企業会計決算審査意見書　39－45 昭和39～45年度　高知県公営企業会計決算審査意見書 要審査 無 無

R3-F-38
監査委員事務
局

監査委員事務
局

 S45～S46 昭和44・45年度　決算審査

・昭和44年度　高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和44年度定額の資金を運用するための基金の運用状況審査意見書
・昭和44年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・昭和45年度　高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和45年度定額の資金を運用するための基金の運用状況審査意見書
・昭和45年度高知県歳入歳出決算審査意見書

要審査 無 無

R3-F-39
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S49 49　第一類　決算審査意見書　一冊の一
・昭和48年度高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和48年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・昭和48年度定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査意見書

要審査 無 無

R3-F-40
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S50 50　第一類　決算審査意見書　全冊
・昭和49年度高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和49年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・昭和49年度定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査意見書

要審査 無 無

R3-F-41
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S52 51　第一類　決算審査意見書
・昭和51年度高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和51年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・昭和51年度定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査意見書

要審査 無 無

R3-F-42
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S51 51　第一類　決算審査意見書　全冊
・昭和50年度高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和50年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・昭和50年度定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査意見書

要審査 無 無

R3-F-43
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S53 52　第一類　決算審査意見書
・昭和52年度高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和52年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・昭和52年度定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査意見書

要審査 無 無

R3-F-44
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S54 53　第一類　決算審査意見書　全冊
・昭和53年度高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和53年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・昭和53年度定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査意見書

要審査 無 無

R3-F-45
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S55 54　第一類　決算審査意見書　全冊
・昭和54年度高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和54年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・昭和54年度定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査意見書

要審査 無 無

R3-F-46
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S58 57　第一類　決算審査意見書　　全冊
・昭和57年度高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和57年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・昭和57年度定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査意見書

要審査 無 無

R3-F-47
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S59 58　第一類　決算審査意見書　　全
・昭和58年度高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和58年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・昭和58年度定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査意見書

要審査 無 無

R3-F-48
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S60 59　第一類　決算審査意見書　　全
・昭和59年度高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和59年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・昭和59年度定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査意見書

要審査 無 無

R3-F-49
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S61 60　第一類　決算審査意見書　　全
・昭和60年度高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和60年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・昭和60年度定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査意見書

要審査 無 無

R3-F-50
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S62 61　第一類　決算審査意見書　　全
・昭和61年度高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和61年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・昭和61年度定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査意見書

要審査 無 無

R3-F-51
監査委員事務
局

監査委員事務
局

S63 62　第一類　決算審査意見書　　全
・昭和62年度高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和62年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・昭和62年度定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査意見書

要審査 無 無

R3-F-52
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H1
昭和63年度　決算審査意見書　監査委員事務
局

・昭和63年度高知県公営企業会計決算審査意見書
・昭和63年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・昭和63年度定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査意見書
・昭和63年度高知県歳入歳出決算再審査意見書

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-F-53
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H2 平成元年度　決算審査意見書
・平成元年度高知県公営企業会計決算審査意見書
・平成元年度高知県歳入歳出決算審査意見書
・平成元年度定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査意見書

要審査 無 無

R3-F-54
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H1 坂本ダム監査要求
・地方自治法第243条の2第3項の規定に基づく要求について
・地方自治法第243条の2第3項の規定に基づく要求の取り下げについて

要審査 無 無

R3-F-55
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H21 平成21年度　委員監査概要（財援団体） 平成21年度　委員監査概要（財政的援助団体等） 要審査 無 無

R3-F-56
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H21
平成21年度　財政的援助団体等監査資料　1
／2

平成21年度　財政的援助団体等監査資料　1／2
要審査 無 無

R3-F-57
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H21
平成21年度　財政的援助団体等監査資料　2
／2

平成21年度　財政的援助団体等監査資料　2／2 要審査 無 無

R3-F-58
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H21
9（社）高知県森林整備公社
財政的援助団体等監査

・平成19～20年度（社）高知県森林整備公社業務報告書・決算報告書
・平成20～21年度（社）高知県森林整備公社事業計画及び収支予算書
・事前監査（補助金団体）結果報告書
・事前監査（財援団体）結果報告書
・監査結果への対応について（回答）

要審査 無 無

R3-F-59
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H26 平成26年　出先監査資料　土木部 平成26年度　出先監査資料　土木部 要審査 無 無

R3-F-60
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H26
平成26年度　出先監査資料
農業振興部・林業振興環境部・水産振興部

平成26年度　出先監査資料
農業振興部・林業振興環境部・水産振興部

要審査 無 無

R3-F-61
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H26
平成26年度　出先監査資料
文化生活部・産業振興推進部・商工労働部・
観光振興部

平成26年度　出先監査資料
文化生活部・産業振興推進部・商工労働部

要審査 無 無

R3-F-62
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H26
平成26年度　出先監査資料
健康政策部・地域福祉部

平成26年度　出先監査資料
健康政策部・地域福祉部

要審査 無 無

R3-F-63
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H26
平成26年
会計管理局・教育委員会・各種委員会・公営
企業局

平成26年度　監査資料
会計管理局・教育委員会・各種委員会（議会事務局・監査委員事務局・人事
委員会・労働委員会・県警本部）・公営企業局

要審査 無 無

R3-F-64
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H26
平成26年　監査資料
農業振興部・林業振興環境部・水産振興部・
土木部・警察本部

平成26年度　監査資料
農業振興部・林業振興環境部・水産振興部・土木部

要審査 無 無

R3-F-65
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H26

平成26年度　監査資料
総務部・危機管理部・健康政策部・地域福祉
部・文化生活部・産業振興推進部・中山間対
策・運輸担当理事所管・商工労働部・観光振
興部

平成26年度　監査資料
総務部・危機管理部・健康政策部・地域福祉部・文化生活部・産業振興推進
部・中山間対策・運輸担当理事所管・商工労働部・観光振興部

要審査 無 無

R3-F-66
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H26
平成26年度　出先監査資料
公安委員会（警察）

平成26年度　出先監査資料
公安委員会（警察）

要審査 無 無

R3-F-67
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H26
平成26年　出先監査資料
教育委員会

平成26年度　出先監査資料
教育委員会

要審査 無 無

R3-F-68
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H26
平成26年度　出先監査資料
教育委員会　（県立高等学校等）　③

平成26年度　出先監査資料
教育委員会　（県立高等学校等）　③

要審査 無 無

R3-F-69
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H26
平成26年度　出先監査資料
教育委員会　（県立高等学校等）　①

平成26年度　出先監査資料
教育委員会　（県立高等学校等）　①

要審査 無 無

R3-F-70
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H26
平成26年度　出先監査資料
教育委員会　（県立高等学校等）　②

平成26年度　出先監査資料
教育委員会　（県立高等学校等）　②

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-F-71
監査委員事務
局

監査委員事務
局

H26
平成26年度　出先監査資料
総務部・危機管理部・公営企業局

平成26年度　出先監査資料
総務部・危機管理部・公営企業局

要審査 無 無

R3-H-1 総務課 総務課 S43･44 警察官友の会設立手続関係（Ｓ43～Ｓ44）
警察官友の会設立のための関係文書（準備委員会、会員選考結果、垂れ幕作
成、事業計画、質疑応答予測事項作成、各紙掲載記事等）

要審査 無 無

R3-H-2 総務課 総務課 S31～S54 警察公印台帳　公安委員会公印保管台帳 警察本部以下、各課各警察署を摘要とする公印台帳 要審査 無 無

R3-H-3 総務課 総務課 S19 大東亜戦争高知県政史関係

・大東亜戦争高知県政史に関する文書
・昭和19年人口表
・県政史編纂要領案
・警察部各課の廃合
・高知県警察関係調査表（警察部長各課長署長署次席名簿、警察部長課長署
長等所属団体表等）

要審査 無 無

R3-H-4 会計課 総務課 S38～S60 国有物品関係通達等綴

・物品管理法の既定に基づく物品の亡失・損傷報告の取扱
・物品関係事務手続きの簡素化
・物品管理法の一部改正等
・国有自動車の登録申請人名義等の取扱等
・拳銃およびガス銃の管理・改正等
・国有物品管理規則の一部改正等

要審査 無 無

R3-H-5 会計課 会計課 S37～H元 拾得・遺失物取扱規程関係
・高知県警遺失物取扱規程に関する改正案
・埋蔵文化財等の取扱いについて
・落とし物テレホンサービスの実施

要審査 無 無

R3-H-6
警務課
企画係

警務課 S37 例規 用語の定義に関する訓令の制定について 要審査 無 無

R3-H-7
警務課
企画係

警務課 S50～H1 訓令綴（Ｎｏ．1）

・配置定員規定の改正等
・処務規定の改正等
・用語の定義に関する改正等
・自宅待機に関する訓令等
・警備艇管理規定等
・吏員等の職及び職務に関する規定の改正等
・単純な労働に従事する職員の勤務時間及び休日休暇に関する規定の改正等
・職員の勤務を要しない時間指定に関する規定（順則）
・公印規定等の改正等
・無線通話規定等の改正等
・組織規定の改正等
・部課長及び署長事務専決規定等の改正等
・広報規定等の改正等
・関係資料

要審査 無 無

R3-H-8
警務
企画係

警務課 S50～S60 県公安委員会規則（Ｎｏ．1）

・定員配分規則
・組織規則
・派出所、駐在所の名称、市及び所管区域
・公安委員会公印規則
・関係資料

要審査 無 無

R3-H-9
警務
企画係

警務課 Ｓ37 機構改革
・機動隊の活動状況等関係資料他
・外勤主任の勤務実態調査結果（参考資料）

要審査 無 無

R3-H-10
警務
企画係

警務課 S47～S53 組織・定員関係綴
・組織機構および定員の改正経過
・組織機構の改正状況
・他、改正条例案要綱、質疑応答、議案説明等

要審査 無 無

R3-H-11
警務
企画係

警務課 S48～S49 増員警察官の配分方について
増員が必要な各所属に対する増員要求及び予算要求関係文書（現配置状況、
人員一覧表、増員計画表等）

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-H-12
警務
企画係

警務課 S50～S53 組織機構及び定員の改正

・昭和50年度機構改革及び定員改正
・警察組織規則の一部改正
・派出所、駐在所等の名称・位置及び所管区域に関する規則の一部改正
・吏員等の職および職務に関する訓令の一部改正
・階級別定員の基準の改正に伴う定員改正等

要審査 無 無

R3-H-13
警務
企画係

警務課 S54 組織定員の改正関係

・規則の改正
・組織規則改正
・定員配分規則改正
・処務規定改正
・用語定義に関する訓令等

要審査 無 無

R3-H-14
警務
企画係

警務課 S52 警察官階級別定員条例改正議案関係

・警察の設置及び定員に関する条例の一部改正
・警察法施行令の一部を改正する政令等の施行について（警察庁資料）
・警察官の階級別定員の基準の改正の趣旨と改正後の運用方針
・昭和52年6月県議会説明資料

要審査 無 無

R3-H-15
警務
企画係

警務課 S53 警察官定員条例改正議案関係
・警察の設置及び定員に関する条例の一部改正
・県議会に提出する関係資料（議案説明資料、階級別定員計算表、新旧対照
表、提出議案議案要領、想定質問集等）

要審査 無 無

R3-H-16
警務
企画係

警務課 S58 定員改正条例・規則・訓令綴

・警察の設置及び定員に関する条例の一部を改正する条例議案の提出（審
査、掲載記事等）
・各課からの上申書
・当時の定員規定・組織規定

要審査 無 無

R3-H-17
警務
企画係

警務課 S57
組織（規程等）改正（副校長制等）　　　
（※組織規則（規程等）改正（副校長制
等））

警察組織規則の一部改正（新旧対照表、組織規定、組織表、類似県指導係設
置状況等）

要審査 無 無

R3-H-18
警務
企画係

警務課 S55
条例改正議案・組織規則一部改正
（国際捜査共助・犯罪被害者給付金）

警察法施行令等の改正（犯罪被害者に対する給付制度の創設の準備状況等、
想定質問関係文書）

要審査 無 無

R3-H-19
警務
企画係

警務課 S56 定員改正・条例・規則・訓令
・警察の設置及び定員に関する条例の一部改正議案の提出、新旧対照表等
・警察定員配分規則の一部改正（配置作業表他、各課参考資料）

要審査 無 無

R3-H-20
警務
企画係

警務課 S57～ 条例・規則・規程等改正
・警察処務規定の一部改正
・警察交通機動隊運営規程の一部改正
・警察配分定員規定の一部の改正・訓令等

要審査 無 無

R3-H-21
警務
企画係

警務課 S54～S57 定員改正条例規則・訓令
・昭和56年12月警察官及び一般職員の所属別配置基準取扱方針（作業重点、
改正内容、各比較表等参考資料）
・警察定員配分規則、警察官部門別配置定員基準表等

要審査 無 無

R3-H-22
警務
企画係

警務課 S59 組織　定員改正　規則　訓令等

・県警察の組織機構及び定員の一部改正
・警察組織規則の一部改正
・警察定員配分規則の一部改正
・警察配置定員規定の一部改正
・用語の定義に関する訓令の一部改正
・高知、高知南両署の管轄区域変更に伴う体制の整備及び末検挙
・運営規程施行細則の一部改正
・高知警察署外勤警察運営規程施行細則の一部追加、改正
・高知南警察署外勤警察運営規程施行細則の一部追加、改正
・高知南警察署外勤警察運営規程施行細則、改正資料
・中村警察署外勤警察運営規程施行細則のうち別表第7の一部改正
・警察官及び一般職員の配置定員基準表の改正
・他、関係図面、組織表

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-H-23
警務
企画係

警務課 S59～S60
組織　定員改正　（規則　訓令）　　　　　　
　　（※昭和60年　組織　定員改正　規則　
訓令等）

・各課からの上申
・条例改正関係
・想定問答
・組織機構の改正
・組織規則等の一部改正
・定員配分規則の一部改正
・配置定員規定の一部改正
・配置定員基準表の一部改正
・警察署における課の所掌事務
・処務規定の一部改正

要審査 無 無

R3-H-24
警務
企画係

警務課 S60Ｓ61 組織　定員改正（規則　訓令）

・保安課の名称変更
・防犯保安警察の組織機構の整備
・高速隊新設準備室並びに交通特捜班の増強
・警察組織規定の一部改正
・組織機構の改編に伴う関係訓令の一部改正
・警察配置定員規定の一部改正
・警察官及び一般職員の配置定員基準表の一部改正
・他、組織表等関係資料

要審査 無 無

R3-H-25
警務
企画係

警務課 S61S62 組織　定員改正

・情報管理体制の強化及び情報管理室の設置
・情報管理室の独立設置、参考資料（全国における課室設置状況、県警察に
おける電算化の現状、電算摘要業務一覧、電算要員養成状況、第一次電算業
務5か年計画、汎用コンピュータ適用業務作業計画、第二次計画システム構
成図）
・工学担当鑑定官及び足こん跡担当鑑定官の増員方
・鉄道警察隊の編制
・外勤警察体制の強化
・県警察の組織機構及び定員の一部改正
・警察の設置及び定員に関する条例の一部を改正する条例議案の提出
・警察配置定員規定の一部改正
・警察官及び一般職員の配置定員基準表の改正

要審査 無 無

R3-H-26
警務
企画係

警務課 S62S63 組織　定員改正

・少年相談専門員の配置
・薬物乱用相談員の配置
・警察官の増員要求
・情報管理室長の専任化及び独立の室設置
・外勤警察体制の強化
・「高知県警察64総体対策準備事務局」（仮称）設置に必要な人員配置方
・防犯部関係の警察官増員等要求
・高速道路交通警察隊の増員要求
・警衛事務増加に伴う欠員充足方
・警察官及び一般職員の配置定員基準表の一部改正

要審査 無 無

R3-H-27
警務
企画係

警務課 S36S37 派出所等組織

・巡査駐在所設置についての請願関係
・中央公園警備派出所の設置
・幹部派出所、駐在所の建物の使用貸借契約
・巡査連絡所の廃止
・人員の昇格、増強、転用配置等
・派出所受持区の呼称変更
・外勤勤務規定施行細則の一部変更
・管轄変更方に関する住民の要望
・派出所設置方陳情に対する措置・回答

要審査 無 無

R3-H-28
警務
企画係

警務課 S57 交通部参事官新設協議書 高知県警察組織規則の一部改正 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-H-29
警務
企画係

警務課 S57
機構改革（職域新設）（派出所・駐在所統廃
合）（表紙）
交通部参事官他職制新設と統廃合（背表紙）

・警察組織規則の一部改正
・署の会計課長の設置及び配置基準
・警察交通事故処理センターの活動区域の指定等の一部改正
・警察交通巡視員規定の一部改正
・組織機構の改編及び定員の改正等に関する報告
・吏員等の職及び職務に関する訓令等の一部改正

要審査 無 無

R3-H-30
警務
企画係

警務課 S34 各署処務規程細則綴
各署処務規定施行細則の実施（高知、土佐、本山、伊野、室戸、佐川、清
水、窪川、中村、安芸）

要審査 無 無

R3-H-31
警務
企画係

警務課 S39 各署施行細則
警察署処務規定施行細則の改正（佐川、土佐、清水、本山、高知、中村、山
田）

要審査 無 無

R3-H-32
警務
企画係

警務課 S55～S61　　　　　　　（※Ｓ56年4月～Ｈ元年9月）各署施行細則
警察署処務規定施行細則の改正（室戸、高知南、本山、中村、赤岡、安芸、
須崎）

要審査 無 無

R3-H-33
警務
企画係

警務課 S53～S61 例規綴（Ｎｏ．1）

・県企業局管理の有料道路における警察車両の通行
・浦戸大橋における警察車両の通行
・警察車両等管理運用規定及び関係例規の一部改正
・管区機動隊の配置及び運用方針
・鏡川及び浦戸湾における高知署及び高知南署の管轄区域
・瓶ケ森林道及び四国カルスト幹線牧道附近における事案を処理するための
愛媛警察との協定の締結
・警察交通事故処理センターの活動区域の指定に関する例規等の一部改正
・運転免許課職員の勤務を要しない時間の指定に関する特例基準の制定
・各種行事の総合調整に関する例規の一部改正
・「高知県警察音楽隊運営要綱に関する例規」等の一部改正
・証人出廷措置要領の制定
・各種統計資料等で使用する世帯数及び人口の取扱
・鏡川及び浦戸湾における高知署及び高知南署の事案処理のための境界線等
に対する協定
・警察公益法人監督事務等対策委員会要綱の制定
・窪川地区原発問題対策推進委員会の設置
・警察署における課の所掌事務
・厚生年金健康福祉センターの開設に伴う事案処理に関する協定
・物部川流域における赤岡署、南国署及び山田署の事案処理のための境界線
等に関する協定

要審査 無 無

R3-H-34
警務
企画係

警務課 S55 条例・規則・訓令等改正
・警察の設置及び定員に関する条例
・「高知県警察の設置及び定員に関する条例」及び「高知県組織規則」の一
部改正

要審査 無 無

R3-H-35
警務
人事

警務課 Ｓ12～Ｓ19警察職員応召者名簿 警察職員応召者名簿 要審査 無 無

R3-H-36
警務
人事

警務課 S63　　　　　　　（※昭和63年度～平成元年度）
4週6休制　土曜開庁編　　　　　　　　　　　
　（※4週6休制　土曜閉庁編）

・土曜閉庁方式導入にむけた知事部局の取組み
・4休6休制の実施率、変更率の調査及び土曜閉庁方式導入の可否等の調査
・4週6休制実施状況等調査結果
・一般職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う人事院規則等の改正
・「警察職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例
議案」に対する草案提出、議案説明、議案要綱、新旧対照表

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-H-37
警務
人事

警務課 S63　　　　　　　　　（※昭和63年度）4週6休制・実施編

・週休2日（4週6休）制試行の実施調査結果
・警察職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例議
案の法規審査日程、想定問答
・警察職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例等
の施行の日を定める規則の制定
・4週6休制実施に伴う人事委員会規則等の改正依頼
・4週6休制実施に伴う警察大学校等における各教科課程の編成、運用等
・勤務を要しない時間の指定に関する規則等の制定
・4週6休制実施に係る人事委員会規則、通知の主な改正点
・勤務を要しない時間の指定の特例基準の例規の制定
・勤務を要しない時間の指定の特例の県人事委員会に対する承認申請
・4週6休制の実施に先立ち講じた措置の報告
・4週6休制の実施率、変更率の調査

要審査 無 無

R3-H-38
警務
給与係

警務課 S23 昭和23年度　退職手当裁定書綴 退職手当決定通知書、退職手当請求書、履歴書綴り 要審査 無 無

R3-H-39
警務
給与係

警務課 S23-S27　　　　　　　（※Ｓ23～Ｓ26）昭和23～26年度　退職手当関係綴

・退官退職手当支給要綱
・内地外で死亡した職員の退職手当及び死亡賜金の取扱い
・高知県退職手当支給内規
・政府職員の退職後の失業にかかる退職手当差額支給
・公職追放解除になった者に対する退職手当の支給
・廃止自警職員の退職手当引継
・恩給並びに恩典に関する総司令部覚書

要審査 無 無

R3-H-40
警務
給与係

警務課 S24 昭和24年度　退職手当裁定綴 退職手当の支給、退官（職）手当支給通知書、退職手当請求書、履歴書綴り 要審査 無 無

R3-H-41
警務
給与係

警務課 S25-S27 昭和25～27年度　退職関係書類綴
・退官退職手当支給準則
・退職手当請求書等

要審査 無 無

R3-H-42
警務
給与係

警務課 S27～S29 昭和27年度　退職手当裁定綴 退職手当支給等 要審査 無 無

R3-H-43
警務
給与係

警務課 S27
昭和27年度　旧自治体警察職員退職手当請求
書

・警察法の施行に伴う自治体警察職員となった者の退職手当
・退職金請求書等

要審査 無 無

R3-H-44
警務
給与係

警務課 S49 給与改定関係書

・期末手当の支給の特例
・警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の専決
・単労職員に対する期末手当の支給
・昭和49年7月人事院による基礎資料
・給与改定による予想給料表
・住居手当の運用

要審査 無 無

R3-H-45
警務
給与係

警務課 S50 給与改定関係書

・人事院の給与勧告についての内容の建依別の登載
・給与法が可決された場合の11月分の給与支給の事務処理
・国家公務員の給与改定による差額追給
・管理職手当の率の引き下げ
・警察職員の給与に関する条例の一部改正
・時間当たり給与単価一覧表

要審査 無 無

R3-H-46
警務
給与係

警務課 S51 給与改定関係書

・一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の公布施行等
・給与法の審議状況
・警察職員の給与に関する条例の一部改正
・給与改定による説明会の実施

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-H-47
警務
給与係

警務課 S55 給与改定関係書

・給与勧告の骨子
・昭和58年8月人事院による参考資料
・一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
・警察職員の給与改定に関する法制審査要求書
・公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案要綱
・昭和55年12月高知県議会定例会議案及び説明書（その2）

要審査 無 無

R3-H-48
警務
給与係

警務課 S56 給与改定関係書

・給与勧告について（速報）
・人事院給与勧告に係る説明会
・警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・警察職員の給与の改定に関する法制審査要求書
・警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案要綱
・警察職員の給与に関する条例等の一部改正及び差額支給
・昭和56年度高知県一般会計補正予算

要審査 無 無

R3-H-49
警務
給与係

警務課 S58 給与改定関係書

・給与法の改正に伴う規則、細則、通達の改正一覧
・一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の公布施行
・警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・警察職員の給与の改定に関する法制審査要求書
・一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案要綱
・行政職給料表新旧対照表
・警察職員の給与に関する条例等の一部改正及び差額支給
・昭和58年12月高知県議会定例会議案及び説明書（その2）
・昭和58年8月人事院による参考資料
・昭和58年8月警察庁による参考資料

要審査 無 無

R3-H-50
警務
給与係

警務課 S59 給与改定関係

・昭和59年8月人事委員勧告書
・俸給月額対照表
・給与勧告の骨子
・警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案説明
・一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
・教育職・行政職給料表

要審査 無 無

R3-H-51
警務
給与係

警務課 S60 給与改定関係

・警察官給料表の改編
・警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・警察官給料表
・一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
・俸給の切替え関係検討案
・給料の切替調達の送付
・昭和60年8月地方公務員給与制度研究会による地方公務員給与制度研究会
中間報告書

要審査 無 無

R3-H-52
警務
給与係

警務課 S61 給与改定関係

・人事院勧告の送付
・公務員給与改定の勧告にあたって
・俸給月額対照表
・昭和61年8月人事院による参考資料
・給与勧告の骨子
・職員の給与に関する勧告
・一般職員の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の送付
・警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・給与改定勧告の状況

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-H-53
警務
給与係

警務課 S62 給与改定関係

・人事院給与勧告の送付
・給与勧告の骨子
・人事院の給与勧告
・民間における給与改定状況
・医療職俸給表
・昭和62年8月人事院による参考資料（給与関係）
・税務職俸給表
・俸給月額対照表
・教育職俸給表
・一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
・警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

要審査 無 無

R3-H-54
警務
給与係

警務課 S52 給与改定関係書

・昭和52年自治労高知
・給与勧告についての説明
・行政職俸給表
・人事院勧告の送付
・給与改定に伴う特別生活資金の貸付
・一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の公布施行
・人事委員会規則の制定又は一部改正
・俸給の切替え等
・警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・高齢職員に対する給与の適正化

要審査 無 無

R3-H-55
警務
給与係

警務課 S53 給与改定関係書

・給与勧告の骨子
・1978年／昭和53年自治労高知
・昭和53年9月高知県議会定例会追加議案及び説明書（その3）
・人事院規則の公布等
・給与勧告の建依別登載

要審査 無 無

R3-H-56
警務
給与係

警務課 S54 給与改定関係書

・昭和54年8月人事院による定年制度関係資料
・警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・職員の給与に関する報告及び勧告に対する法制審査要求書
・給与勧告の建依別登載
・昭和54年12月高知県議会定例会議案及び説明書（その4）
・1979年／昭和54年自治労高知
・一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
・昭和54年度賃金確定・週休二日制実施に対する要求交渉における妥結事項

要審査 無 無

R3-H-57 監察課 監察課 Ｍ36～Ｓ23人民行賞通知簿 功績を挙げた人民に対する表彰綴り（日付、氏名、経緯など記載） 要審査 無 無

R3-H-58
監察課
監察係

監察課 S63 昭和63年　秋叙勲 昭和63年功績調書 要審査 無 無

R3-H-59
監察課
監察係

監察課 S63 昭和63年　春叙勲 昭和63年功績調書 要審査 無 無

R3-H-60
監察課
監察係

監察課 S62 昭和62年　秋叙勲 昭和62年功績調書 要審査 無 無

R3-H-61
監察課
監察係

監察課 S62 昭和62年　春叙勲 昭和62年功績調書 要審査 無 無

R3-H-62
監察課
監察係

監察課 S61 昭和61年　秋叙勲 昭和61年功績調書 要審査 無 無

R3-H-63
監察課
監察係

監察課 S61 昭和61年　春叙勲 昭和61年功績調書 要審査 無 無

R3-H-64
監察課
監察係

監察課 S60 昭和60年　秋叙勲 昭和60年功績調書 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-H-65
監察課
監察係

監察課 S60 昭和60年　春叙勲 昭和60年功績調書 要審査 無 無

R3-H-66
監察課
監察係

監察課 S59 昭和59年　春・秋叙勲 昭和59年功績調書 要審査 無 無

R3-H-67
監察課
監察係

監察課 S59　　　　　　　　　　（※Ｓ58）昭和58年　春・秋叙勲 昭和58年功績調書 要審査 無 無

R3-H-68
監察課
監察係

監察課 Ｓ56 56　特別ほう賞
・昭和56年藍綬褒章
・昭和56年秋の褒賞受章者名簿

要審査 無 無

R3-H-69
監察課
監察係

監察課 Ｓ63 昭和63年　叙勲
・生存者叙勲候補者の功績調書作成方依頼
・功績調書
・死亡叙勲の決定

要審査 無 無

R3-H-70
監察課
監察係

監察課 Ｓ63 昭和63年　特別ほう賞
・功績調書
・藍綬褒賞受章

要審査 無 無

R3-H-71
監察課
監察係

監察課 Ｓ10　　　　　　　　　　（※Ｓ10～29）Ｓ10～Ｓ29　警察職員表彰台帳
・警察職員表彰（日別事件毎）
・長官賞、管本部長賞、隊長賞、署長賞

要審査 無 無

R3-H-72
監察課
監察係

監察課 Ｓ40 特別ほう賞

・人名救助者遺族に対する銀杯授与方上申書
・昭和36年度警察協力者表彰
・藍綬・黄綬褒章の表彰上申
・功績調書
・現場写真（高知市桂浜）

要審査 無 無

R3-H-73
監察課
監察係

監察課 Ｓ41 特別ほう賞
・昭和41年度科学技術に関する紫綬、藍綬及び黄綬褒章受章者候補者の内申
・授与候補者調査表

要審査 無 無

R3-H-74
監察課
監察係

監察課 Ｓ43 特別ほう賞
・安全功労者表彰に対する候補者の調査、上申
・功績調書
・藍綬褒章・黄綬褒章受章者名簿

要審査 無 無

R3-H-75
監察課
監察係

監察課 Ｓ45 特別ほう賞
・功績調書
・授与候補者の上申
・褒賞審査票

要審査 無 無

R3-H-76
監察課
監察係

監察課 Ｓ46 特別ほう賞
・褒賞受章候補者の推薦
・高知県交通安全協会役員名簿
・功績調書

要審査 無 無

R3-H-77
監察課
監察係

監察課 Ｓ53 特別ほう賞
・昭和53年度褒賞受章候補者
・功績調書
・昭和53年褒賞受章者名簿

要審査 無 無

R3-H-78
監察課
監察係

監察課 Ｓ38 藍綬褒章推薦伺い
・藍綬ほう章授与方上申候補者推薦
・功績調書

要審査 無 無

R3-H-79
監察課
監察係

監察課 Ｓ62 警察協力章上申伺い

・警察庁長官の行う部外功労者表彰（警察協力章）の被上申者
・功績調書
・高知県警察協力医会会則
・高知県警察協力医会（仮称）設立趣意書
・昭和62年警察部外功労者表彰受賞者名簿

要審査 無 無

R3-H-80
生企課
風営係

生活企画課 Ｓ59～Ｈ1 条例等制定綴

・法制審査要求
・条例議案の提出
・議会対策資料
・医療法の改正に伴う条例改正
・地方税法の一部改正に伴う条例改正
・規則の制定事項

要審査 無 無
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識別番号
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作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-H-81
生企課
風営係

生活企画課 Ｓ47～Ｓ52風営条例・規則・規程・例規改正資料

・風俗営業等取締法の施行等に関する条例施行等の一部改正
・陳情書
・遊技営業における景品の単価値上げ
・まあじゃんの遊技料金改正
・パチンコ遊技における景品たばこの交換率の改正
・商品たばこ交換率引上げへの陳情書
・陳情補足説明書
・電動式発射装置付スマートボール遊技機に対する取扱
・アレンヂボール等その他の遊技機の基準制定等

要審査 無 無

R3-H-82
生企課
風営係

生活企画課 Ｓ47 風営法改正資料（モーテル）47・9

・法律案関係資料
・モーテル営業実態調査等関係資料
・衆議院地方行政会議録
・高知県自然保護課業務便覧
・高知県環境衛生関係法令集(昭和46年版)
・モーテル営業所改造指導基準

要審査 無 無

R3-H-83
生企課
風営係

生活企画課 Ｓ41 風営法改正関係資料（41）

・風俗営業取締法の一部を改正する法律案についての資料(昭和33年版)
・風俗営業等取締法の施行等に関する条例施行規則
・風俗営業等公安委員会の許可等二伴う手数料徴収条例の一部を改正する条
例案および関係資料
・風俗営業等取締法新旧条文対照表(昭和41年版）

要審査 無 無

R3-H-84
生企課
風営係

生活企画課 Ｓ53
風営法等・条例・規則・例規等改正資料（※
風営法等・条例・規則・規程・例規等改正資
料）

・ぱちんこ遊技場における貸玉料金の引上げに関する陳情書
・ぱちんこ遊技等における貸玉料金の値上げ及びスマートボール・メタル遊
技機の基準の改正
・陳情書
・遊技方法、構造説明書、スマートボール機平面図、実物写真
・風俗営業等取締法施行等に関する施行規則の一部改正に関する陳情書
・新旧対照表
・関係図面
・昭和53年12月高知県議会定例会議案及び説明書（その2）

要審査 無 無

R3-H-85 地域課 地域課 Ｓ36 派出所・駐在所等整理統合案
・派出所・駐在所等整理統合に関する資料
・関係図面

要審査 無 無

R3-H-86 地域課 地域課 Ｓ38 高知県外勤警察官勤務規程

・高知県外勤警察官勤務規定
・外勤警察官配置状況報告記載要領
・勤務重点推進要目記載要領
・官公署等案内簿整理要領
・立ち入り調査簿整理記載要領

要審査 無 無

R3-H-87 地域課 地域課 Ｓ41 大田口検問所関係

・交通検問所の調査
・備前警察署三石検問所の概要
・太田口検問所の設置にともなう道路占用許可
・検問所当時の写真
・常設検問所整備構想
・検問所検討資料
・関係図面

要審査 無 無

R3-H-88 地域課 地域課 Ｓ41 早明浦ダム関係

・超短波無線移動局等の特別配分
・早明浦ダム建設工事年度別工事予定表
・早明浦ダムによる水没家屋の状況
・関係図面

要審査 無 無

R3-H-89 地域課 地域課 Ｓ42 外勤警察官増員に伴う合理化計画
・外勤警察官増員に伴う合理化計画関係資料
・関係図面

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
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作成
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ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-H-90 地域課 地域課 Ｓ46 移動交番車関係綴

・移動交番車巡回先・日時表
・相談受理内容一覧表
・移動交番車の運用要領の制定
・県民グラフNo.120(昭和46年発行)
・当時の相談応対の様子写真

要審査 無 無

R3-H-91 地域課 地域課 Ｓ46 常設検問所関係

・常設検問所の設置に関する文書
・当時の写真（橘団地）
・当時の写真（吾川村森林のダム代替地、橘駐在所建設予定地）
・既存の検問所実態調査表
・当時の写真（太田口検問所）
・当時の写真（大渡検問所建設予定地）
・当時の写真（大崎検問所候補地）
・当時の写真（森山検問所候補地）
・鳴門検問所の図面等の送付
・フェリー「むろと」の就航

要審査 無 無

R3-H-92 地域課 地域課 Ｓ56 大杉検問所開所関係

・太田口検問所の移転に伴う検問所名及び番地等の変更
・大杉検問所の開設
・当時の写真（本山署管内国道32号線附近）
・大杉検問所の設備増強
・国道検問所の運用
・太田口検問所の運用
・大杉検問所車両導流帯への「グリーンベルト」の設置
・本山警察署大杉検問所運営要領
・昭和57年5月交通量調査（本山警察署）
・関係図面

要審査 無 無

R3-H-93 地域課 地域課 Ｓ62 生見海岸における落雷事故

・落雷によるサーファー死亡事故発生
・被災現場の位置（生身サーフィン場）
・生身落雷事故に伴う教訓と対策
・事件当時の記事の切り抜き
・関係図面

要審査 無 無

R3-H-94
免許
センター
執務室

免許センター S63.7～H1.1免許関係例規・通達等文書綴 電算システム障害時対策マニュアル 要審査 無 無

R3-H-95
免許
センター
執務室

免許センター H1.1～H1.9免許関係例規・通達等文書綴 出張試験事務処理要領 要審査 無 無

R3-H-96
免許
センター

免許センター S50～S56 通達・例規

・運転免許事務の適正運用
・運転免許関係実務資料No13,No12,No17,No26,No30,No34
・運転免許関係各種申請書及び届書の記載要領
・緊急自動車の運転資格の審査の実施要領

要審査 無 無

R3-H-97
免許
センター

免許センター S53.3～S53.12免許関係例規・通達等文書綴

・旧軽免許又は旧三輪免許に係る普通保有者に対する限定解除の審査の促進
・限定解除審査の手引き～旧軽免許又は旧三輪免許保有者用～
・運転免許関係実務資料No.17
・運転免許関係各種申請書及び届書の記載要領
・運転免許事務の適正運用に関する通達の一部改正
・年次市町村別人口と運転免許保有者（推定）比較

要審査 無 無
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R3-H-98
免許
センター

免許センター S54.1～S54.7免許関係例規・通達等文書綴

・清水自動車学校の開校に伴う清水出張試験
・市町村別及び署管内別人口
・昭和53年市町村別人口と運転免許保有者（推定）一覧表
・昭和54年「昭和53年中の運転免許事務取扱状況」
・運転免許関係実務資料No20,No21,No22,No23,No24,No26
・緊急自動車の運転資格の審査の実施要領
・外勤警察官の職務執行能力向上のための職場教養の推進
・交通安全協会の電話サービス
・交通広報誌の配布

要審査 無 無

R3-H-99
免許
センター

免許センター S54.7～S55.5免許関係例規・通達等文書綴

・運転免許関係各種申請書及び届書の記載要領に関する例規の一部改正
・都道府県市区町村コード
・運転免許関係実務資料No.29,No30
・昭和55年運転免許制度の概要－法理と運用の実際－
・昭和54年中の運転免許事務取扱状況
・特別講習の講習科目等に関する細目
・運転免許証作成・交付処理日程

要審査 無 無

R3-H-100
免許
センター

免許センター S55.6～S56.6免許関係例規・通達等文書綴

・運転免許関係実務資料No.33,No34,No35,No36,No37
・運転免許事務の適正運用
・運転免許試験等の運営に関する通達の一部改正
・年末年始における運転免許事務の運用
・昭和55年運転者管理システムのリアルタイム化
・昭和55年県下市町村別人口と免許保有者の推定比較
・昭和55年中の運転免許事務取扱状況
・運転免許関係各種申請書及び届書の記載要領に関する例規の一部改正
・高知県二輪車安全普及協会の定款
・仮運転免許事務の処理要領に関する例規の一部改正
・運転免許課で実施する運転免許試験等の運営
・仮運転免許証等の番号の取り方

要審査 無 無

R3-H-101
免許
センター

免許センター S56.7～S57.4免許関係例規・通達等文書綴

・原付免許取得者等に対する技能講習の強化
・原付技能講習カリキュラム
・原付技能講習実施要領
・「二輪車安全普及販売店研修会」の開催に伴う指導強力
・昭和57年運転免許証の更新に伴う手続の簡素化及び講習の合理化推進計画
・運転免許関係各種申請書及び届書の記載要領に関する例規の一部改正
・昭和56年運転免許申請書の記載要領説明[指定自動車教習所用]
・昭和57年新規免許証等の即日交付実施状況、運転免許証の更新手続の簡素
合理化及び更新時講習の運営改善計画
・昭和57年運転免許関係実務資料No.40
・昭和56年第15号高知県議会だより

要審査 無 無

R3-H-102
免許
センター

免許センター S57.5～S58.2免許関係例規・通達等文書綴

・運転免許事務の運用
・更新免許証の即日交付のための庁舎整備等
・関係図面
・'82安全運転ガイド高知県の道路交通
・昭和57年土・日曜日における運転免許証の更新事務窓口事務処理要領
・運転免許証の更新手続の簡素合理化及び更新時講習の運営改善
・運転免許事務の運用に関する例規の一部改正
・運転免許事務の課題と今後の方向
・昭和57年運転免許関係事務資料No.43
・運転免許交付簿（更新免許証）及び交付名簿備考欄の記載要領
・指定自動車教習所の教習生に係る仮運転免許申請書の多用途利用
・昭和58年「昭和57年中の運転免許事務取扱状況」

要審査 無 無
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R3-H-103
免許
センター

免許センター S58.3～S59.5免許関係例規・通達等文書綴

・県有土地の使用許可申請（吾川郡伊野町枝川）
・運転免許事務の運用に関する例規の一部改正
・昭和58年高知県総務部知事公室広報・広聴のしおり
・運転免許試験の一部免除者に対する申請手続等の教示
・昭和59年度高知県交通安全実施計画の作成
・昭和58年度高知県交通安全実施計画

要審査 無 無

R3-H-104
免許
センター

免許センター S59.6～S59.12免許関係例規・通達等文書綴

・高知県警30年のあゆみ編集担当者会議への出席
・運転免許事務の運用に関する例規の一部改正
・更新免許証の即日交付に伴うポスターの作成、ポスター原本
・高知県運転免許センター（吾川郡伊野町枝川）の冊子

要審査 無 無

R3-H-105
免許
センター

免許センター S60.1～S61.5免許関係例規・通達等文書綴
・関係署別簡素化講習用掲示板の取付箇所
・関係図面および設置場所写真
・運転免許関係実務資料No.51

要審査 無 無

R3-H-106
免許
センター

免許センター S61.5～S61.12免許関係例規・通達等文書綴
・学科試験に合格し、拒否となった者の再受験の際の事務取扱方法の改善
・免許事務の改善等

要審査 無 無

R3-H-107
免許
センター

免許センター S62.1～S62.3免許関係例規・通達等文書綴
・免許証の更新及び免除試験に係る免許証の交付日の一部変更
・運転免許事務取扱等状況月報様式の一部変更

要審査 無 無

R3-H-108
免許
センター

免許センター S62.3～S62.12免許関係例規・通達等文書綴

・二輪車安全運転講習制度の実施に伴う運転免許証の更新時講習の受講免除
・署における更新免許証の交付日の運用
・二輪車安全運転講習の実施
・署における原付（小特）、出張試験、再交付及び失効免許証の交付日の運
用

要審査 無 無

R3-H-109
免許
センター

免許センター S63.1～S63.7免許関係例規・通達等文書綴
ゴールデンウィークに係る署における運転免許証の更新及び執行手続きの事
務処理

要審査 無 無

R3-H-110
免許
センター

免許センター S47～S60 運転免許事務取扱状況
・昭和60年中の運転免許業務の概要
・昭和47～59年中の運転免許事務取扱状況

要審査 無 無

R3-H-111
免許
センター

免許センター S53～S59 年別運転免許事務取扱状況（※（高知県）） 昭和53～59年中の運転免許事務取扱状況 要審査 無 無

R3-H-112 災害対策課 災害対策課 Ｓ45 仁淀川流域災害状況写真

・仁淀川流域の災害状況写真（25点）
・伊野町神谷（保木部落、割石地区）・出来地地区・石見地区・中追附近・
長原比地区
・吾北村下八川附近
・佐川町屋川入口付近
・越知町片岡付近・越知中学校付近
・日高村名越屋付近・岡花・日下・妹背・沖名付近
・佐川町松崎付近

要審査 無 無

R3-H-113 災害対策課 災害対策課 Ｓ45 台風10号写真集
・台風10号による災害救助法適用市町村
・被災当時の写真（26点）

要審査 無 無

R3-H-114 災害対策課 災害対策課 Ｓ45 台風10号　被害ならびに災害警備活動状況
・台風10号による被害を受けた状況写真及び活動写真並びに表彰写真（22
点）
・高知市菜園場・下知地区・城見町・葛島・横浜

要審査 無 無

R3-H-115 災害対策課 災害対策課 Ｓ47 Ｓ47年7月　繁藤災害記録

・国鉄繁藤駅付近における局地的集中豪雨による列車等の被害発生状況と警
察措置
・被災・被害状況調書
・災害現場撮影見取図
・関係機関活動状況
・香美郡土佐山田町繁藤付近の現場略図

要審査 無 無
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R3-H-116 災害対策課 災害対策課 Ｓ47 繁藤地区山崩れ　災害警備活動の概要

・繁藤地区山崩れ災害警備実施状況
・香美郡土佐山田町繁藤（通称：追廻山）
・警備体制の概要
・現場活動状況
・交通規制
・検証・身元確認
・通信関係
・県議会の災害対策
・反省教訓事項
・昭和47年7月31日土佐山田町繁藤地区山崩災害警備活動の概要

要審査 無 無

R3-H-117 災害対策課 災害対策課 Ｓ47
繁藤地区山崩れ　災害警備実施　関係書綴
（1）

・昭和47年7月5日繁藤地区山崩れ災害警備実施関係書綴（電送）
・昭和47年7月5日高知新聞記事切り抜き
・国鉄繁藤駅付近における局地的集中豪雨による列車等の被害状況
・国鉄繁藤駅付近災害現場写真撮影見取図
・台風9号の接近に伴う災害警備体制
・災害警備の反省検討

要審査 無 無

R3-H-118 災害対策課 災害対策課 Ｓ47 繁藤地区山崩れ　災害警備　関係書綴（2）
・昭和47年7月5日繁藤地区山崩れ災害警備関係書綴（その2）
・災害における避難措置調書
・山崩れ災害発生時における付近の交通状況

要審査 無 無

R3-H-119 災害対策課 災害対策課 Ｓ47 繁藤地区山崩れ　災害の概況（中間報告）

・昭和47年7月16日繁藤地区山崩れ災害の概況（中間報告）
・繁藤地区山崩れ災害現場原形見取図
・内閣総理大臣（防災功労者）表彰方の上申
・昭和47年7月繁藤地区山崩れ災害警備業績調書
・一般部隊機動通信班関係
・昭和47年7月8日高知県土佐山田町繁藤地区山崩れ災害警備活動概況報告書
・9月補正予算見積書（災害関係分）
・関係図面

要審査 無 無

R3-H-120 災害対策課 災害対策課 Ｓ47 総括

・山田署管内繁藤における災害警備出動者調
・山崩れ等の災害対策に関する地方監察の実施
・災害警備の反省教訓
・昭和47年8月10日繁藤地区山崩れ災害警備通信活動概況報告書
・昭和47年7月16日繁藤地区山崩れ災害の概況（中間報告）
・昭和47年7月31日土佐山田町繁藤地区山崩れ災害警備活動の概要
・繁藤地区山崩れ県災害警備本部編成および事務分掌表

要審査 無 無

R3-H-121 災害対策課 災害対策課 Ｓ47
繁藤地区山崩れ　災害警備に伴う出動実態の
調査について等

・繁藤地区山崩れ災害警備に伴う出動実態の調査
・集中豪雨による災害警備に要した経費等の調べ
・繁藤地区山崩れ災害警備に伴う出動実態の調査
・山田署管内繁藤における災害警備出動者調

要審査 無 無

R3-H-122 災害対策課 災害対策課 Ｓ47
災害警備要員の差し出し方について（通達）
等

・警備部隊招集関係
・災害警備要員の差し出し方

要審査 無 無

R3-H-123 災害対策課 災害対策課 Ｓ47 山崩れ現場原形見取図　No.1 繁藤地区山崩れ災害現場原形見取図および遺体発見位置図等関係図面 要審査 無 無
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R3-H-124 災害対策課 災害対策課 Ｓ47 繁藤地区山崩れ　電話通信紙綴

・本庁および管内局の警備体制
・本庁の現地災害対策活動
・国鉄繁藤駅付近における局地的集中豪雨による列車等の被害状況
・災害発生状況と措置
・災害警備活動の状況
・土佐山田町繁藤地区山崩れ災害による遺体の発見
・7月12日夜間～7月13日朝の気象状況報告
・気象情報
・繁藤地区山崩れ災害における遭難遺体の収容ならびに身元の確認状況
・定例連絡会議の状況
・ダイナマイト使用に伴う対策
・ダム放流時間の変更
・現地対策会議の結果

要審査 無 無

R3-H-125 災害対策課 災害対策課 Ｓ50 台風5号　災害ならびに警備活動状況（1）

・災害ならびに警備活動状況等の写真（48点）
・吾川郡吾北村思地旧役場附近・清田・高岩・上八川役場附近・下八川
・伊野町神谷（割石地区）・仁淀川橋東詰
・高知市石立町
・高岡郡日高村妹背・日下役場附近・岡花立体交差点・長山田・折目
・土佐市高岡町
・宿毛市和田地区
・8月19日、8月20日朝日新聞記事切り抜き
・8月20日、9月19日毎日新聞記事切り抜き
・8月18日読売新聞記事切り抜き
・8月18日産経新聞記事切り抜き
・8月19日高知新聞記事切り抜き

要審査 無 無

R3-H-126 災害対策課 災害対策課 Ｓ50 台風5号　災害ならびに警備活動状況（2）
・災害ならびに警備活動状況等写真(20点）
・須崎市大間（駅、堤防、橋）附近・西崎町（公舎）
・8月18日高知新聞記事切り抜き

要審査 無 無

R3-H-127 災害対策課 災害対策課 Ｓ50 台風5号による公舎被害状況（須崎警察署）
・須崎警察署昭和50年8月17日台風5号による公舎被害状況等写真(26点）
・須崎市西崎・浦ノ内駐在所

要審査 無 無

R3-H-128 災害対策課 災害対策課 Ｓ51 台風17号　災害警備活動

・災害被災地当時の写真(19枚）
・高知市国鉄高知駅ホーム・筆山・神田地区・玉水町・愛宕町
・高岡郡日高村
・手結山観光ホテル下道路

要審査 無 無

R3-I-1
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S28
昭和28年総会資料
自169回　至179回

審問調書等定例総会関係資料 要審査 無 無

R3-I-2
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S36～38
昭和36～38年総会資料
自406回　至478回

定例総会議事録等関係資料 要審査 無 無

R3-I-3
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S38～45
昭和38～45年総会資料
自479回　至674回

定例総会議事録等関係資料 要審査 無 無

R3-I-4
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S45～47
昭和45～47年総会資料
自675回　至725回

定例総会議事録等関係資料 要審査 無 無

R3-I-5
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S48～49
昭和48～49年総会資料
自726回　至770回

定例総会議事録等関係資料 要審査 無 無

R3-I-6
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S49～51
昭和49～51年総会資料
自771回　至814回

定例総会議事録等関係資料 要審査 無 無

R3-I-7
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S51～54
昭和51～54年総会資料
自815回　至878回

定例総会議事録等関係資料 要審査 無 無

R3-I-8
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S51～54
昭和54～56年総会資料
自879回　至935回

定例総会議事録等関係資料 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-9
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S56～59
昭和56～59年総会資料
自936回　至997回

定例総会議事録等関係資料 要審査 無 無

R3-I-10
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S59～62
昭和59～62年総会資料
自998回　至1078回

・定例総会議事録等関係資料
・欧州労使紛争処理機関の実情（昭和59年11月）

要審査 無 無

R3-I-11
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S29～35
昭和29～35年公益委員会議事録　
自97回　至207回

公益委員会議事録等関係資料 要審査 無 無

R3-I-12
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S36～53
昭和36～53年公益委員会議事録　
自208回　至383回

公益委員会議事録等関係資料 要審査 無 無

R3-I-13
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S21～23
昭和21～23年総会議事録
自1回　至46回

・労働委員会議事録等関係資料
・高知県幡多支部職員組合機関誌『波多』創刊号

要審査 無 無

R3-I-14
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S23～25
昭和23～25年総会議事録
自47回　至86回

定例総会議事録等関係資料 要審査 無 無

R3-I-15
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25
昭和25年総会議事録
自87回　至90回

・定例総会議事録
・労働委員会公益委員会議事録等

要審査 無 無

R3-I-16
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25
昭和25年総会議事録
自91回　至97回

・定例総会議事録
・労働委員会公益委員会議事録
・臨時総会議事録等

要審査 無 無

R3-I-17
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25～26
昭和25～26年総会議事録
自98回　至105回

・定例総会議事録
・臨時総会議事録
・労働委員会公益委員会議事録等

要審査 無 無

R3-I-18
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S26
昭和26年総会議事録
自106回　至117回

・定例総会議事録
・公益委員会議事録

要審査 無 無

R3-I-19
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S26
昭和26年総会議事録
自118回　至128回

・定例総会議事録
・公益委員会議事録等

要審査 無 無

R3-I-20
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S26～27
昭和26～27年総会議事録
自129回　至134回

・定例総会議事録
・臨時総会議事録
・公益委員会議事録等

要審査 無 無

R3-I-21
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S27
昭和27年総会議事録
自135回　至148回

・臨時総会議事録
・定例総会議事録等

要審査 無 無

R3-I-22
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S27
昭和27年総会議事録
自149回　至157回

・臨時総会議事録
・定例総会議事録
・公益委員会議事録等

要審査 無 無

R3-I-23
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S27～28
昭和27～28年総会議事録
自158回　至189回

・臨時総会議事録
・定例総会議事録等

要審査 無 無

R3-I-24
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S29～30
昭和29～30年総会議事録
自190回　至244回

・臨時総会議事録
・定例総会議事録等

要審査 無 無

R3-I-25
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S31～33
昭和31～33年総会議事録
自245回　至331回

定例総会議事録等関係資料 要審査 無 無

R3-I-26
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S34～37
昭和34～37年総会議事録
自332回　至431回

・定例総会議事録
・臨時総会議事録等

要審査 無 無

R3-I-27
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S37～40
昭和37～40年総会議事録
自432回　至539回

・定例総会議事録
・臨時総会議事録等

要審査 無 無

R3-I-28
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S40～43
昭和40～43年総会議事録
自540回　至606回

・定例総会議事録
・臨時総会議事録等

要審査 無 無

R3-I-29
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S43～45
昭和43～45年総会議事録
自607回　至674回

・定例総会議事録
・臨時総会議事録等

要審査 無 無

R3-I-30
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S45～48
昭和45～48年総会議事録
自675回　至742回

・定例総会議事録
・臨時総会議事録等

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-31
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S48～52
昭和48～52年総会議事録
自743回　至825回

・定例総会議事録
・臨時総会議事録等

要審査 無 無

R3-I-32
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S52～56
昭和52～56年総会議事録
自826回　至940回

定例総会議事録等関係資料 要審査 無 無

R3-I-33
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S57～62
昭和57～62年　総会議事録
自941回　至1084回

・定例総会議事録
・委員の任命換えに伴う組織総会の招請
・臨時総会議事録等

要審査 無 無

R3-I-34
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S28～34
昭和28～34年総会議事抄録
自162回　至340回

・臨時総会議事録
・定例総会議事録
・公益委員会議事録等

要審査 無 無

R3-I-35
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S34～40
昭和34～40年総会議事抄録
自341回　至515回

・定例総会議事録
・臨時総会議事録等

要審査 無 無

R3-I-36
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S40～46
昭和40～46年総会議事抄録
自516回　至677回

・定例総会議事録
・臨時総会議事録等

要審査 無 無

R3-I-37
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S46～52
昭和46～52年総会議事抄録
自678回　至823回

・定例総会議事録
・臨時総会議事録等

要審査 無 無

R3-I-38
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S52～59
昭和52～59年総会議事抄録
自824回　至990回

・定例総会議事録
・臨時総会議事録等

要審査 無 無

R3-I-39
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S62
昭和62年公益委員会議事抄録
自208回　至403回

公益委員会議事録等関係資料 要審査 無 無

R3-I-40
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S24 不当労働行為申立事件　Ｓ24（1） 斡旋申請書、聴取書、決定書等関係資料 要審査 無 無

R3-I-41
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S24～S25 不当労働行為申立事件　Ｓ24（3） 答弁書 要審査 無 無

R3-I-42
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S24～S25 不当労働行為申立事件　Ｓ24（6）、（7）
・答弁書
・嘆願書

要審査 無 無

R3-I-43
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25 不当労働行為申立事件　Ｓ25（1） 審問調書 要審査 無 無

R3-I-44
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25 不当労働行為申立事件　Ｓ25（1） 審問調書 要審査 無 無

R3-I-45
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25 不当労働行為申立事件　Ｓ25（3）
・申立書
・答弁書
・陳述書

要審査 無 無

R3-I-46
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25 不当労働行為申立事件　Ｓ25（3） 命令書 要審査 無 無

R3-I-47
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S26 不当労働行為申立事件　Ｓ26（1）
・中央労働時報第61～63号
・旬刊人事タイムス第4巻第2～8号

要審査 無 無

R3-I-48
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S27 不当労働行為申立事件　Ｓ27（1）
・申立書
・中央労働時報第56～60号, 特別号

要審査 無 無

R3-I-49
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S27 不当労働行為申立事件　Ｓ27（2）
・申立書
・労働高知第4巻第1号
・県民クラブ3月号

要審査 無 無

R3-I-50
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S27 不当労働行為申立事件　Ｓ27（3） 中央労働時報第50～55号 要審査 無 無

R3-I-51
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S27 不当労働行為申立事件　Ｓ27（4） 中央労働時報第49, 68, 69, 71, 72, 73, 74号 要審査 無 無

R3-I-52
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S27 不当労働行為申立事件　Ｓ27（5） 中央労働時報第48, 75～79号 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-53
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S27 不当労働行為申立事件　Ｓ27（6） 申立書 要審査 無 無

R3-I-54
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S27 不当労働行為申立事件　Ｓ27（7）
・申立書
・三重県労働時報第48, 49号
・日通勤労資料第29号

要審査 無 無

R3-I-55
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S28 不当労働行為申立事件　Ｓ28（1）
・申立書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-56
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S28 不当労働行為申立事件　Ｓ28（2） 申立書 要審査 無 無

R3-I-57
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S28～S30 不当労働行為申立事件　Ｓ28（3）-1 申立書、陳述書、陳述意見要旨 要審査 無 無

R3-I-58
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S28～S30 不当労働行為申立事件　Ｓ28（3）-2 口述書 要審査 無 無

R3-I-59
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S28～S30 不当労働行為申立事件　Ｓ28（3）-3 審問調書 要審査 無 無

R3-I-60
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S28～S30 不当労働行為申立事件　Ｓ28（3） 決定書 要審査 無 無

R3-I-61
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S28 不当労働行為申立事件　Ｓ28（4）
・申立書
・北海道労働委員会月報Vol.3 No.23
・山口県労働時報6月8月

要審査 無 無

R3-I-62
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S29 不当労働行為申立事件　Ｓ29（1） 審問調書 要審査 無 無

R3-I-63
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S29 不当労働行為申立事件　Ｓ29（1）（4）

・申立書
・陳述書
・声明書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-64
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S29 不当労働行為申立事件　Ｓ29（2）
・申立書
・労働組合名鑑 1952
・中央労働時報第64, 65, 67号

要審査 無 無

R3-I-65
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S29 不当労働行為申立事件　Ｓ29（3）
・申立書
・労働組合名鑑 1952

要審査 無 無

R3-I-66
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S30～S31 不当労働行為申立事件　Ｓ30（1）

・申立書
・答弁書
・労働時報2月号 Vol.7 No.2
・中央労働時報第165～167号

要審査 無 無

R3-I-67
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S30～S31 不当労働行為申立事件　Ｓ30（1） 契約書、就業規則等関係書類 要審査 無 無

R3-I-68
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S30～S32 不当労働行為申立事件　Ｓ30（2）

・申立書
・答弁書
・嘆願書
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-69
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S30 不当労働行為申立事件　Ｓ30（3）

・申立書
・命令書
・調査報告書
・審問調書
・決定書
・労働時報第1448号

要審査 無 無

R3-I-70
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S30 不当労働行為申立事件　Ｓ30（4） 申立書 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-71
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S31 不当労働行為申立事件　Ｓ31（1）
・申立書
・陳述書

要審査 無 無

R3-I-72
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S31～S33 不当労働行為申立事件　Ｓ31（2）No.1
・申立書
・判決文
・最終陳述

要審査 無 無

R3-I-73
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S31～S33 不当労働行為申立事件　Ｓ31（2）No.2
・審問調書
・最終陳述

要審査 無 無

R3-I-74
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S31 不当労働行為申立事件　Ｓ31（3） 申立書 要審査 無 無

R3-I-75
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S33 不当労働行為申立事件　Ｓ33（1）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-76
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S33 不当労働行為申立事件　Ｓ33（2） 申立書 要審査 無 無

R3-I-77
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S33～S34 不当労働行為申立事件　Ｓ33（3）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-78
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S34 不当労働行為申立事件　Ｓ34（1）
・申立書
・陳述書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-79
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S34 不当労働行為申立事件　Ｓ34（2）、（3）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-80
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S34 不当労働行為申立事件　Ｓ34（4）
・申立書
・調査調書

要審査 無 無

R3-I-81
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S35 不当労働行為申立事件　Ｓ35（1）、（2）
・申立書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-82
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S35～S36 不当労働行為申立事件　Ｓ35（3）
・協定書
・答弁書
・申立書

要審査 無 無

R3-I-83
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S35 不当労働行為申立事件　Ｓ35（4）
・申立書
・陳述書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-84
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S35～S36 不当労働行為申立事件　Ｓ35（5）
・申立書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-85
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S35 不当労働行為申立事件　Ｓ35（6）
・申立書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-86
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S36 不当労働行為申立事件　Ｓ36（1） 申立書 要審査 無 無

R3-I-87
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S36 不当労働行為申立事件　Ｓ36（2）
・申立書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-88
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S36 不当労働行為申立事件　Ｓ36（3）

・申立書
・答弁書
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-89
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S36 不当労働行為申立事件　Ｓ36（4）

・申立書
・答弁書
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-90
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S36 不当労働行為申立事件　Ｓ36（5）
・申立書
・陳述書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-91
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S36 不当労働行為申立事件　Ｓ36（6）
・申立書
・陳述書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-92
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S36 不当労働行為申立事件　Ｓ36（7） 申立書 要審査 無 無

R3-I-93
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S36～S37 不当労働行為申立事件　Ｓ36（8）
・申立書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-94
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S36～S39 不当労働行為申立事件　Ｓ36（9）三ノ一

・申立書
・陳述書
・答弁書
・命令書

要審査 無 無

R3-I-95
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S36～S39 不当労働行為申立事件　Ｓ36（9）三ノ二 陳述書等関係書類 要審査 無 無

R3-I-96
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S36～S39 不当労働行為申立事件　Ｓ36（9）三ノ三 審問調書 要審査 無 無

R3-I-97
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S37～S38 不当労働行為申立事件　Ｓ37（1）

・申立書
・答弁書
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-98
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S37～S38 不当労働行為申立事件　Ｓ37（1）
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-99
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S37～S38 不当労働行為申立事件　Ｓ37（2）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-100
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S37 不当労働行為申立事件　Ｓ37（3）
・申立書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-101
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S37 不当労働行為申立事件　Ｓ37（4）、（5）
・申立書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-102
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S37～S38 不当労働行為申立事件　Ｓ37（6）
・申立書
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-103
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S37～S38 不当労働行為申立事件　Ｓ37（7）
・申立書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-104
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S37 不当労働行為申立事件　Ｓ37（8） 申立書 要審査 無 無

R3-I-105
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S38 不当労働行為申立事件　Ｓ38（1）
・申立書
・陳述書

要審査 無 無

R3-I-106
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S38 不当労働行為申立事件　Ｓ38（2） 申立書 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-107
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S38 不当労働行為申立事件　Ｓ38（3）

・申立書
・陳述書
・審問調書
・回答書

要審査 無 無

R3-I-108
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S38 不当労働行為申立事件　Ｓ38（4）
・申立書
・陳述書

要審査 無 無

R3-I-109
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S38～S39 不当労働行為申立事件　Ｓ38（5）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-110
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S38 不当労働行為申立事件　Ｓ38（6） 申立書 要審査 無 無

R3-I-111
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S38～S40 不当労働行為申立事件　Ｓ38（7）
・申立書
・答弁書
・陳述書

要審査 無 無

R3-I-112
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S39 不当労働行為申立事件　Ｓ39（1）
・陳述書
・調査調書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-113
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S39 不当労働行為申立事件　Ｓ39（2）
・申立書
・陳述書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-114
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S39 不当労働行為申立事件　Ｓ39（3）
・申立書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-115
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S39 不当労働行為申立事件　Ｓ39（4）
・申立書
・陳述書

要審査 無 無

R3-I-116
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S40 不当労働行為申立事件　Ｓ40（1） 申立書 要審査 無 無

R3-I-117
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S40 不当労働行為申立事件　Ｓ40（2） 申立書 要審査 無 無

R3-I-118
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S40 不当労働行為申立事件　Ｓ40（3）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-119
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S40 不当労働行為申立事件　Ｓ40（4）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-120
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S40 不当労働行為申立事件　Ｓ40（5）
・申立書
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-121
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S40 不当労働行為申立事件　Ｓ40（5）
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-122
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S40～S42 不当労働行為申立事件　Ｓ40（6）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-123
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41 不当労働行為申立事件　Ｓ41（1）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-124
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41 不当労働行為申立事件　Ｓ41（1）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-125
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41～S42 不当労働行為申立事件　Ｓ41（2）
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-126
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41～S42 不当労働行為申立事件　Ｓ41（2）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-127
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41～S42 不当労働行為申立事件　Ｓ41（3）

・申立書
・答弁書
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-128
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41～S42 不当労働行為申立事件　Ｓ41（3）

・申立書
・答弁書
・陳述書
・審問調書
・命令書

要審査 無 無

R3-I-129
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41～S42 不当労働行為申立事件　Ｓ41（3）

・申立書
・答弁書
・陳述書
・審問調書
・命令書

要審査 無 無

R3-I-130
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41～S42 不当労働行為申立事件　Ｓ41（3）

・申立書
・答弁書
・陳述書
・審問調書
・命令書

要審査 無 無

R3-I-131
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41～S42 不当労働行為申立事件　Ｓ41（4）

・申立書
・答弁書
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-132
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41～S42 不当労働行為申立事件　Ｓ41（4）

・申立書
・答弁書
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-133
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41～S42
不当労働行為申立事件　Ｓ41（5）三分冊の
一

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書
・命令書

要審査 無 無

R3-I-134
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41～S42
不当労働行為申立事件　Ｓ41（5）三分冊の
二

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書
・命令書

要審査 無 無

R3-I-135
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41～S42 不当労働行為申立事件　Ｓ41（5）3分冊の3 審問調書 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-136
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41～S42 不当労働行為申立事件　Ｓ41（6）

・申立書
・答弁書
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-137
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42 不当労働行為申立事件　Ｓ42（1）
・申立書
・陳述書

要審査 無 無

R3-I-138
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42～S43 不当労働行為申立事件　Ｓ42（2）
・申立書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-139
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42 不当労働行為申立事件　Ｓ42（3）

・申立書
・答弁書
・陳述書
・和解調書

要審査 無 無

R3-I-140
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42 不当労働行為申立事件　Ｓ42（4）
・申立書
・答弁書
・陳述書

要審査 無 無

R3-I-141
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42～S43 不当労働行為申立事件　Ｓ42（5）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-142
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42 不当労働行為申立事件　Ｓ42（6）
・申立書
・陳述書

要審査 無 無

R3-I-143
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42～S44 不当労働行為申立事件　Ｓ42（7）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-144
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42～S44 不当労働行為申立事件　Ｓ42（7） 和解打合せ等関係書類 要審査 無 無

R3-I-145
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42～S44 不当労働行為申立事件　Ｓ42（7）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-146
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42～S44 不当労働行為申立事件　Ｓ42（7）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・命令書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-147
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42～S44 不当労働行為申立事件　Ｓ42（7）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書
・命令書

要審査 無 無

R3-I-148
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42～S44 不当労働行為申立事件　Ｓ42（7）

・申立書
・陳述書
・審問調書
・命令書

要審査 無 無

R3-I-149
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42 不当労働行為申立事件　Ｓ42（8）
・申立書
・陳述書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-150
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42～S43
不当労働行為申立事件　Ｓ42（9）、
（10）、（11）

申立書 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-151
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42～S43 不当労働行為申立事件　Ｓ42（12）、（13） 申立書 要審査 無 無

R3-I-152
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S43～S55
不当労働行為申立事件　Ｓ43（1）～（7）、
S45（1）～（4）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-153
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S43 不当労働行為申立事件　Ｓ43（8）
・申立書
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-154
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S43 不当労働行為申立事件　Ｓ43（9）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-155
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S43 不当労働行為申立事件　Ｓ43（10）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-156
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S43 不当労働行為申立事件　Ｓ43（10） 打合せ資料 要審査 無 無

R3-I-157
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S43～S45 不当労働行為申立事件　Ｓ43（11） 1/2

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-158
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S43～S45 不当労働行為申立事件　Ｓ43（11） 2/2 審問調書 要審査 無 無

R3-I-159
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S44 不当労働行為申立事件　Ｓ44（1）
・申立書
・陳述書

要審査 無 無

R3-I-160
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S44～S45 不当労働行為申立事件　Ｓ44（2）

・申立書
・答弁書
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-161
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S45～S46 不当労働行為申立事件　Ｓ45（5）

・申立書
・答弁書
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-162
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S45 不当労働行為申立事件　Ｓ45（6）
・申立書
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-163
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S45 不当労働行為申立事件　Ｓ45（7）
・申立書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-164
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S45～S48
不当労働行為申立事件　Ｓ45（8）、（12）
その1

・申立書
・陳述書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-165
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S45～S48
不当労働行為申立事件　Ｓ45（8）、（12）
その3

審問調書 要審査 無 無

R3-I-166
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S45～S48
不当労働行為申立事件　Ｓ45（8）、（12）
その2

証人調書 要審査 無 無

R3-I-167
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S46～S48 不当労働行為申立事件　Ｓ46（2）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-168
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S46～S47 不当労働行為申立事件　Ｓ46（3）
・申立書
・陳述書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-169
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S46～S47 不当労働行為申立事件　Ｓ46（4） 申立書 要審査 無 無

R3-I-170
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S47～S49 不当労働行為申立事件　Ｓ47（1）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-171
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S47～S49 不当労働行為申立事件　Ｓ47（1）
・審問調書
・命令書案

要審査 無 無

R3-I-172
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S47～S49 不当労働行為申立事件　Ｓ47（1） 命令書等関係書類 要審査 無 無

R3-I-173
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S47～S56 不当労働行為申立事件　Ｓ47（2）
・申立書
・陳述書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-174
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S47～S56 不当労働行為申立事件　Ｓ47（2） 証拠説明書等関係書類 要審査 無 無

R3-I-175
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S47～S56 不当労働行為申立事件　Ｓ47（2） 審問調書等関係書類 要審査 無 無

R3-I-176
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S47～S56 不当労働行為申立事件　Ｓ47（2） 審問調書等関係書類 要審査 無 無

R3-I-177
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S47～S49 不当労働行為申立事件　Ｓ47（3）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・命令書

要審査 無 無

R3-I-178
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S47～S49 不当労働行為申立事件　Ｓ47（3） 審問調書 要審査 無 無

R3-I-179
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S47～S49 不当労働行為申立事件　Ｓ47（3） 審問調書 要審査 無 無

R3-I-180
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S47～S49 不当労働行為申立事件　Ｓ47（3） 争点整理関係綴り等関係書類 要審査 無 無

R3-I-181
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S48～S49 不当労働行為申立事件　Ｓ48（1）
・申立書
・陳述書
・協定書

要審査 無 無

R3-I-182
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S48～S54 不当労働行為申立事件　Ｓ48（2）
・申立書
・陳述書
・協定書

要審査 無 無

R3-I-183
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S48～S54 不当労働行為申立事件　Ｓ48（2） 審問調書等関係書類 要審査 無 無

R3-I-184
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S48～S54 不当労働行為申立事件　Ｓ48（2） 和解調書 要審査 無 無

R3-I-185
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S48～S54 不当労働行為申立事件　Ｓ48（2）
・和解協定書
・闘争ニュース
・組合ニュース

要審査 無 無

R3-I-186
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S48～S54 不当労働行為申立事件　Ｓ48（2） 要請書等関係書類 要審査 無 無

R3-I-187
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S49～S50 不当労働行為申立事件　Ｓ49（1）
・申立書
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-188
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S50～S51 不当労働行為申立事件　Ｓ50（1）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-189
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S50 不当労働行為申立事件　Ｓ50（2）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-190
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S50 不当労働行為申立事件　Ｓ50（3）
・申立書
・陳述書
・協定書

要審査 無 無

R3-I-191
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S50～S56 不当労働行為申立事件　Ｓ50（4） 陳述書等関係書類 要審査 無 無

R3-I-192
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S50～S56 不当労働行為申立事件　Ｓ50（4） 審問調書等関係書類 要審査 無 無

R3-I-193
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S50～S56 不当労働行為申立事件　Ｓ50（4） 判決文等関係書類 要審査 無 無

R3-I-194
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S50～S56 不当労働行為申立事件　Ｓ50（4） 命令書等関係書類 要審査 無 無

R3-I-195
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S51 不当労働行為申立事件　Ｓ51（11）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書
・命令書
・交付調書

要審査 無 無

R3-I-196
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S52 不当労働行為申立事件　Ｓ52（1）

・陳謝文
・陳述書
・答弁書
・審問調書
・和解調書

要審査 無 無

R3-I-197
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S52～S53 不当労働行為申立事件　Ｓ52（2）

・審問調書
・申立書
・答弁書
・陳述書

要審査 無 無

R3-I-198
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S52～S53 不当労働行為申立事件　Ｓ52（2） 和解調書等関係書類 要審査 無 無

R3-I-199
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S53～S54 不当労働行為申立事件　Ｓ53（1）

・陳述書
・審問調書
・申立書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-200
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S54 不当労働行為申立事件　Ｓ54（1）

・審問調書
・申立書
・陳述書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-201
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S54～S55 不当労働行為申立事件　Ｓ54（2）
・申立書
・陳述書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-202
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S54～S55 不当労働行為申立事件　Ｓ54（2） 審問調書等関係書類 要審査 無 無

R3-I-203
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S54～S55 不当労働行為申立事件　Ｓ54（2） 審問調書等関係書類 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-204
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S54 不当労働行為申立事件　Ｓ54（3）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-205
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S54 不当労働行為申立事件　Ｓ54（4）
・申立書
・陳述書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-206
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S55 不当労働行為申立事件　Ｓ55（1） 申立書等関係書類 要審査 無 無

R3-I-207
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S55～S56 不当労働行為申立事件　Ｓ55（2）
・申立書
・陳述書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-208
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S56 不当労働行為申立事件　Ｓ56（1）

・陳述書
・答弁書
・審問調書
・和解調書

要審査 無 無

R3-I-209
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S57 不当労働行為申立事件　Ｓ57（1）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・和解調書

要審査 無 無

R3-I-210
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S57 不当労働行為申立事件　Ｓ57（2）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-211
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S58～S60 不当労働行為申立事件　Ｓ58（1）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-212
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S58～S60 不当労働行為申立事件　Ｓ58（1） 審問調書等関係書類 要審査 無 無

R3-I-213
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S58～S60 不当労働行為申立事件　Ｓ58（2）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・和解調書

要審査 無 無

R3-I-214
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S59 不当労働行為申立事件　Ｓ59（1）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-215
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S60～S61 不当労働行為申立事件　Ｓ60（1）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-216
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S60～S62 不当労働行為申立事件　Ｓ60（3）、（6）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・和解調書

要審査 無 無

R3-I-217
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S60～S62 不当労働行為申立事件　Ｓ60（3）、（6） 申立書（要旨）、答弁書（要旨）等関係書類 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-218
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S61～S62 不当労働行為申立事件　Ｓ61（1）

・申立書
・陳述書
・答弁書
・審問調書
・雇用の安定のために〔昭和61年度版〕
・和解メモ

要審査 無 無

R3-I-219
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ30～33 S30行政訴訟事件

・命令書
・答弁書
・陳述書
・南海レーダー四月号
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-220
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ30～33 S30行政訴訟事件
・申立書
・命令書

要審査 無 無

R3-I-221
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ42～48 S42行政訴訟事件
・判決文
・協議書
・協議書

要審査 無 無

R3-I-222
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ55～56 S55行政訴訟事件

・答弁書
・命令書
・陳述書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-223
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ55～56 S55行政訴訟事件

・命令書
・審問調書
・協定書
・審問調書

要審査 無 無

R3-I-224
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ55～56 S55行政訴訟事件
・申立書
・決定書
・命令書

要審査 無 無

R3-I-225
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ55～56 S55行政訴訟事件
・命令書
・申立書

要審査 無 無

R3-I-226
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ63～Ｈ1 S63行政訴訟事件
・命令書
・答弁書

要審査 無 無

R3-I-227
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S22 調整事件記録Ｓ22（1） 調停委員会状況書等関係書類 要審査 無 無

R3-I-228
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S22 調整事件記録Ｓ22（2） 調停委員会状況書等関係書類 要審査 無 無

R3-I-229
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S23 調整事件記録Ｓ23（1） 昭和23年事件記録 要審査 無 無

R3-I-230
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S23 調整事件記録Ｓ23（2） 昭和23年事件記録 要審査 無 無

R3-I-231
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S23 調整事件記録Ｓ23（3） 経過記録等昭和23年事件記録 要審査 無 無

R3-I-232
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S23 調整事件記録Ｓ23（4） 昭和23年事件記録 要審査 無 無

R3-I-233
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S24 調整事件記録Ｓ24（1） 昭和24年事件記録 要審査 無 無

R3-I-234
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S24 調整事件記録Ｓ24（2） 昭和24年事件記録 要審査 無 無

R3-I-235
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S24 調整事件記録Ｓ24（3）－46～49、51～56
・申立書
・答弁書

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-236
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S24 調整事件記録S24（4）－57～62、64～69 昭和24年事件記録 要審査 無 無

R3-I-237
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25 調整事件記録S25（1）－49～56 昭和25年事件記録 要審査 無 無

R3-I-238
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25 調整事件記録S25（2）－57～59、61 昭和25年事件記録 要審査 無 無

R3-I-239
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25 調整事件記録S25（3）－62～66 昭和25年事件記録 要審査 無 無

R3-I-240
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25 調整事件記録S25（3）（4）－66、67 昭和25年事件記録 要審査 無 無

R3-I-241
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25 調整事件記録S25（4）（5）－68～72 昭和25年事件記録 要審査 無 無

R3-I-242
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25 調整事件記録S25（6）－74、75 昭和25年事件記録 要審査 無 無

R3-I-243
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25 調整事件記録S25（7）－76、77 昭和25年事件記録 要審査 無 無

R3-I-244
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25 調整事件記録S25（8）－78～82 昭和25年事件記録 要審査 無 無

R3-I-245
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25 調整事件記録S25（9）－83～85 昭和25年事件記録 要審査 無 無

R3-I-246
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S26 調整事件記録S26（1）－86～89 昭和26年事件記録 要審査 無 無

R3-I-247
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S26 調整事件記録S26（2）－90～93、95 昭和26年事件記録 要審査 無 無

R3-I-248
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S27 調整事件記録S27（1）－96～100 昭和27年事件記録 要審査 無 無

R3-I-249
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S27 調整事件記録S27（2）－101～110 昭和27年事件記録 要審査 無 無

R3-I-250
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S27 調整事件記録S27（3）－111～113 昭和27年事件記録 要審査 無 無

R3-I-251
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S28 調整事件記録S28（1）－119～127 昭和28年事件記録 要審査 無 無

R3-I-252
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S28 調整事件記録S28（3）－117、118、130～132 昭和28年事件記録 要審査 無 無

R3-I-253
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S28 調整事件記録S28（4）－133～138 昭和28年事件記録 要審査 無 無

R3-I-254
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S29 調整事件記録S29（1）－139～143 昭和29年事件記録 要審査 無 無

R3-I-255
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S29 調整事件記録S29（2）－144～152 昭和29年事件記録 要審査 無 無

R3-I-256
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S29 調整事件記録S29（3）－153～159 昭和29年事件記録 要審査 無 無

R3-I-257
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S29 調整事件記録S29（4）－160～162 昭和29年事件記録 要審査 無 無

R3-I-258
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S30 調整事件記録S30（1）－163～170 ・昭和30年事件記録 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-259
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S30 調整事件記録S30（2）－171～185 昭和30年事件記録 要審査 無 無

R3-I-260
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S30 調整事件記録S30（3）－186～194 昭和30年事件記録 要審査 無 無

R3-I-261
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S31 調整事件記録S31－195～206 昭和31年事件記録 要審査 無 無

R3-I-262
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S32 調整事件記録S32（1）－1～10、21～23 ・昭和32年事件記録 要審査 無 無

R3-I-263
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S33 調整事件記録S32（2）－24～29 昭和32年事件記録 要審査 無 無

R3-I-264
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S32 調整事件記録S32（3）－11～15 昭和32年事件記録 要審査 無 無

R3-I-265
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S32 調整事件記録S32（4）－16～20 昭和32年事件記録 要審査 無 無

R3-I-266
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S33 調整事件記録S33（1）－1～6 昭和33年事件記録 要審査 無 無

R3-I-267
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S33 調整事件記録S33（2）－7～14 昭和33年事件記録 要審査 無 無

R3-I-268
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S33 調整事件記録S33（3）－15～23 昭和33年事件記録 要審査 無 無

R3-I-269
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S34 調整事件記録S34（1）－1～6 昭和34年事件記録 要審査 無 無

R3-I-270
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S34 調整事件記録S34（2）－7～9 昭和34年事件記録 要審査 無 無

R3-I-271
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S35 調整事件記録S35（1）－1～4 昭和35年事件記録 要審査 無 無

R3-I-272
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S35 調整事件記録S35（2）－5,6 昭和35年事件記録 要審査 無 無

R3-I-273
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S36 調整事件記録S36（1）－1～5 昭和36年事件記録 要審査 無 無

R3-I-274
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S36 調整事件記録S36（2）－6、8～15 昭和36年事件記録 要審査 無 無

R3-I-275
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S36 調整事件記録S36（3）－16～26 昭和36年事件記録 要審査 無 無

R3-I-276
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S37 調整事件記録S37（1）－1～4、6～9 昭和37年事件記録 要審査 無 無

R3-I-277
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S37 調整事件記録S37（2）－10～20 昭和37年事件記録 要審査 無 無

R3-I-278
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S38 調整事件記録S38（1）－1～6 昭和38年事件記録 要審査 無 無

R3-I-279
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S38 調整事件記録S38（2）－7～15 昭和38年事件記録 要審査 無 無

R3-I-280
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S39 調整事件記録S39（1）－1～3 昭和39年事件記録 要審査 無 無

R3-I-281
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S39 調整事件記録S39（2）－4～7 昭和39年事件記録 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-282
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S39 調整事件記録S39（3）－8～16 昭和39年事件記録 要審査 無 無

R3-I-283
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S40 調整事件記録S40（1）－1～11 昭和40年事件記録 要審査 無 無

R3-I-284
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S40 調整事件記録S40（2）－12～23 昭和40年事件記録 要審査 無 無

R3-I-285
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41 調整事件記録S41（1）－1～7 昭和41年事件記録 要審査 無 無

R3-I-286
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41 調整事件記録S41（2）－8～14 昭和41年事件記録 要審査 無 無

R3-I-287
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S41 調整事件記録S41（3）－15～22 昭和41年事件記録 要審査 無 無

R3-I-288
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42 調整事件記録Ｓ42（1）-1～6 昭和42年事件記録 要審査 無 無

R3-I-289
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S42 調整事件記録Ｓ42（2）-7～13 昭和42年事件記録 要審査 無 無

R3-I-290
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S43 調整事件記録Ｓ43（1）-1～11 昭和43年事件記録 要審査 無 無

R3-I-291
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S43 調整事件記録Ｓ43（2）-12～16 昭和43年事件記録 要審査 無 無

R3-I-292
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S44 調整事件記録Ｓ44（1）-1～9 昭和44年事件記録 要審査 無 無

R3-I-293
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S44 調整事件記録Ｓ44（2）-10～19 昭和44年事件記録 要審査 無 無

R3-I-294
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S45 調整事件記録Ｓ45（1）-1～23 昭和45年事件記録 要審査 無 無

R3-I-295
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S45 調整事件記録Ｓ45（2）-24～32 昭和45年事件記録 要審査 無 無

R3-I-296
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S46 調整事件記録Ｓ46（1）-1～12 昭和46年事件記録 要審査 無 無

R3-I-297
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S46 調整事件記録Ｓ46（2）-13～25 昭和46年事件記録 要審査 無 無

R3-I-298
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S46 調整事件記録Ｓ46（3）-26～34 昭和46年事件記録 要審査 無 無

R3-I-299
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S46 調整事件記録Ｓ46（4）-35～44 昭和46年事件記録 要審査 無 無

R3-I-300
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S47 調整事件記録Ｓ47（1）-1～8 昭和47年事件記録 要審査 無 無

R3-I-301
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S47 調整事件記録Ｓ47（2）-9、10、12～18 昭和47年事件記録 要審査 無 無

R3-I-302
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S47～S50 調整事件記録Ｓ47別冊-11 答弁書等昭和47年事件記録 要審査 無 無

R3-I-303
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S48 調整事件記録Ｓ48（1）-1～8 昭和48年事件記録 要審査 無 無

R3-I-304
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S48 調整事件記録Ｓ48（2）-9～15 昭和48年事件記録 要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-305
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S49 調整事件記録Ｓ49（1）-1～11 昭和49年事件記録 要審査 無 無

R3-I-306
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S49 調整事件記録Ｓ49（2）-12～16 昭和49年事件記録 要審査 無 無

R3-I-307
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S50 調整事件記録Ｓ50（1）-1～6 昭和50年事件記録 要審査 無 無

R3-I-308
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S50 調整事件記録Ｓ50（2）-7～14 昭和50年事件記録 要審査 無 無

R3-I-309
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S51 調整事件記録Ｓ51-1～17 昭和51年事件記録 要審査 無 無

R3-I-310
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S52 調整事件記録Ｓ52（1）-1～9 昭和52年事件記録 要審査 無 無

R3-I-311
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S52 調整事件記録Ｓ52（2）-10～17 昭和52年事件記録 要審査 無 無

R3-I-312
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S53 調整事件記録Ｓ53（1）-1～7 昭和53年事件記録 要審査 無 無

R3-I-313
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S53 調整事件記録Ｓ53（2）-8～11 昭和53年事件記録 要審査 無 無

R3-I-314
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S53 調整事件記録Ｓ53（3）-12～16 昭和53年事件記録 要審査 無 無

R3-I-315
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S53 調整事件記録Ｓ53（4）-17～22 昭和53年事件記録 要審査 無 無

R3-I-316
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S54 調整事件記録Ｓ54（1）-1、3～5 昭和54年事件記録 要審査 無 無

R3-I-317
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S54～S56 調整事件記録Ｓ54別冊-2 調査報告書等昭和54年事件記録 要審査 無 無

R3-I-318
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S54 調整事件記録Ｓ54（2）-6～8、10 昭和54年事件記録 要審査 無 無

R3-I-319
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S54 調整事件記録Ｓ54（3）-9、11～15 昭和54年事件記録 要審査 無 無

R3-I-320
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S54 調整事件記録Ｓ54（4）-16～21 昭和54年事件記録 要審査 無 無

R3-I-321
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S55 調整事件記録Ｓ55（1）-1～10 昭和55年事件記録 要審査 無 無

R3-I-322
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S55 調整事件記録Ｓ55（2）-11～17 昭和55年事件記録 要審査 無 無

R3-I-323
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S56 調整事件記録Ｓ56（1）-1～7 昭和56年事件記録 要審査 無 無

R3-I-324
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S56 調整事件記録Ｓ56（2）-8～11 昭和56年事件記録 要審査 無 無

R3-I-325
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S56 調整事件記録Ｓ56（3）-12～14 昭和56年事件記録 要審査 無 無

R3-I-326
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S56 調整事件記録Ｓ56（4）-15～21 昭和56年事件記録 要審査 無 無

R3-I-327
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S57 調整事件記録Ｓ57（1）-1～13 昭和57年事件記録 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-328
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S57 調整事件記録Ｓ57（2）-14～19 昭和57年事件記録 要審査 無 無

R3-I-329
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S57 調整事件記録Ｓ57（3）-20～27 昭和57年事件記録 要審査 無 無

R3-I-330
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S57 調整事件記録Ｓ57（4）-28～34 昭和57年事件記録 要審査 無 無

R3-I-331
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S58 調整事件記録Ｓ58（1）-1～6 昭和58年事件記録 要審査 無 無

R3-I-332
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S58 調整事件記録Ｓ58（2）-7～13 昭和58年事件記録 要審査 無 無

R3-I-333
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S58 調整事件記録Ｓ58（3）-14～19 昭和58年事件記録 要審査 無 無

R3-I-334
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S58 調整事件記録Ｓ58（4）-20～26 昭和58年事件記録 要審査 無 無

R3-I-335
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S59 調整事件記録Ｓ59（1）-1～3 昭和59年事件記録 要審査 無 無

R3-I-336
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S59 調整事件記録Ｓ59（2）-4～8 昭和59年事件記録 要審査 無 無

R3-I-337
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S59 調整事件記録Ｓ59（3）-9～12 昭和59年事件記録 要審査 無 無

R3-I-338
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S59 調整事件記録Ｓ59（4）-13～19 昭和59年事件記録 要審査 無 無

R3-I-339
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S59 調整事件記録Ｓ59（5）-20～30 昭和59年事件記録 要審査 無 無

R3-I-340
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S60 調整事件記録Ｓ60（1）-1～7 昭和60年事件記録 要審査 無 無

R3-I-341
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S60 調整事件記録Ｓ60（2）-8～16 昭和60年事件記録 要審査 無 無

R3-I-342
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S60 調整事件記録Ｓ60（3）-17～23 昭和60年事件記録 要審査 無 無

R3-I-343
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S61 調整事件記録Ｓ61（1）-1～6 昭和61年事件記録 要審査 無 無

R3-I-344
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S61 調整事件記録Ｓ61（2）-7～12 昭和61年事件記録 要審査 無 無

R3-I-345
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S62 調整事件記録Ｓ62（1）-1～4 昭和62年事件記録 要審査 無 無

R3-I-346
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S62 調整事件記録Ｓ62（2）-5～7 昭和62年事件記録 要審査 無 無

R3-I-347
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S62 調整事件記録Ｓ62（3）-8～10 昭和62年事件記録 要審査 無 無

R3-I-348
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S63 調整事件記録Ｓ63-1～6 昭和63年事件記録 要審査 無 無

R3-I-349
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

H元 調整事件記録H元（1）-1～5 平成元年事件記録 要審査 無 無

R3-I-350
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

 S23Ｓ22S23S24S25S26S27S28S29
昭和二十三二十二年十月十四,十五日　　　
第一回　四國地方労仂委員會連絡協議會

第二回～第十六回　四國地方労仂委員會連絡協議會関係資料 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-351
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25 地方公務員関係組合資格審査記録
組合資格審査議事録（幡多教組、室戸岬、後川村、高知市、清水町、中筋
村、東山村、三崎町、室戸町、幡東町、安田町、宿毛町、田野町、幡多支
庁、三原村、吉野村、東川村）等

要審査 無 無

R3-I-352
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S27 稲生石灰労働組合資格審査簿
・組合資格審査記録
・昭和27年12月・1月『労働高知』高知県経済部労政課編

要審査 無 無

R3-I-353
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ29 S29不当労働行為申立事件（取下） 浦戸漁民組合定期大会議事録等関係資料 要審査 無 無

R3-I-354
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S22～29 三者会議　NO.1 第一回～第十七回 四国地方労働委員会協議会会報等 要審査 無 無

R3-I-355
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25～Ｓ31 慶長社労働組合資格審査簿 組合資格審査等関係資料 要審査 無 無

R3-I-356
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ32 S32協約拡張適用事件記録 労働協約の地域的一般的拘束力に関する調査等関係資料 要審査 無 無

R3-I-357
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ32 S32争議予告違反被疑事件記録 争議予告違反被疑事件に関する調査・記録等 要審査 無 無

R3-I-358
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ33 S33不当労働行為申立事件（却下） 不当労働行為申立事件に関する調査・記録等 要審査 無 無

R3-I-359
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ33S34 S33争議予告違反被疑事件記録 争議予告違反被疑事件に関する調査・記録等 要審査 無 無

R3-I-360
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S27～34 資格審査取下綴 労働組合資格審査記録等 要審査 無 無

R3-I-361
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25～35
高知県交通労働組合資格審査簿その一　第91
号第248号第326号第403号第438号第455号第
479号第495号第526号第546号第573号

労働組合資格審査議事録等 要審査 無 無

R3-I-362
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S24～Ｓ36 土佐電気鉄道労働組合資格審査簿 労働組合資格審査記録等 要審査 無 無

R3-I-363
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ36
S36不当労働行為申立事件（36-9）再審関係
書類綴

命令書等関係資料等 要審査 無 無

R3-I-364
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25～37 日本セメント土佐工場労働組合資格審査簿 労働組合資格審査記録等 要審査 無 無

R3-I-365
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ27～S37 土佐電氣製鋼労働組合資格審査簿 労働組合資格審査記録等 要審査 無 無

R3-I-366
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S23～S38 昭和38.7.15　第13回労裁会議
第一回～第十三回 労裁会議（徳島県池田町、高知県庁、愛媛県松山市、香
川県高松市、高知市保護会館、香川県土庄町、徳島県鳴門市、高知市社会福
祉会館、徳島市徳島相互銀行）等

要審査 無 無

R3-I-367
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25～Ｓ38 協和農機労働組合資格審査簿
・組合資格審査議事録
・公益委員会議事録等

要審査 無 無

R3-I-368
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S38 S38争議予告違反被疑事件　一号
・産経委員会議事録の閲覧
・争議予告違反被疑事件の記録等

要審査 無 無

R3-I-369
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ40
S40不当労働行為申立事件（40-3）再審関係
書類綴

事件関係資料 要審査 無 無

R3-I-370
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

Ｓ41
S41不当労働行為申立事件（41-1）再審関係
書類綴

事件関係資料 要審査 無 無

R3-I-371
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S25～S44 高知通運労働組合資格審査簿 労働組合資格審査記録等 要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-I-372
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S26～43
若葉看護婦家政婦協同組合資格審査
高知県満和派遣看護婦付添婦労働組合
(昭和26年～昭和43年)

組合資格審査の関係資料（高知派遣看護婦付添婦協同組合、若葉看護婦家政
婦協同組合、高知県満和派遣看護婦付添婦従業員組合、高知県満和、派遣看
護婦付添婦労働組）

要審査 無 無

R3-I-373
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S44 S44年第1号争議予告違反被疑事件 争議行為に関する通知等 要審査 無 無

R3-I-374
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

 S22～25,27～32,あっせん員候補者No.1　（S22.9～58.2） 高知県地方労働委員会あっせん員候補者委嘱に関する文書 要審査 無 無

R3-I-375
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

 S23～34,36～40,44,委員任免No.1(中労委等への通知） 人事異動に伴う補欠委員の任命に関する文書 要審査 無 無

R3-I-376
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

 S49,53,55,57,局長事務引継書綴
・昭和63年4月高知県地方労働委員会事務局長（事務引継書）
・人事異動に伴う新旧事務局長の挨拶状
・昭和51年度高知県地方労働委員会業務概要説明資料等

要審査 無 無

R3-I-377
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

S52～60,62,63,H1～5
大臣　労政局長（職員）　全労委表彰（委員
職員）

全国労働委員会連絡協議会における委員及び（事務局）職員の表彰等 要審査 無 無

R3-I-378
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

H26 26　商工農林水産委員会 委員会のための取扱事件集計、労働相談実績集計等関係資料 要審査 無 無

R3-I-379
労働委員会
事務局

労働委員会
事務局

 S60H7
労委創設記念行事綴その二
一00四回総会、四0周年、五0周年

・高知県地方労働委員会第1000回総会を記念する会（冊子）
・労働委員会制度創設40周年記念行事関係綴
・地労委制度創設50周年記念事業関係
・当時の写真（ネガフィルム

要審査 無 無

R3-M-1 総務課 電気工水課 ～H19 叙勲功績調書（総務部提出） ・功績調書の作成 要審査 無 無

R3-M-2 総務課 電気工水課 S34～37 人事（異動・採用等）

・職員の採用選考請求
・職員の昇任試験施行
・準職員の定数内繰入れ措置試験実施
・企業職員の職務の等級の格付
・職員の昇任選考請求
・初級職採用試験の実施
・勤務成績の評定

要審査 無 無

R3-M-3 総務企画課 電気工水課 S43～46 人事（採用・退職・昇任等）

・職員の昇任選考の請求
・職員の退職
・職員の退職勧奨
・横浪有料道路建設に伴う技術職員の増員
・職員の採用
・職員の分限処分及び懲戒処分等の状況
・職員の選考採用

要審査 無 無

R3-M-4 総務企画課 電気工水課 S46～49 人事（採用・退職・昇任等）

・職員の昇任選考請求
・採用候補者選択の結果及び採用の内定通知
・採用候補者の提示請求
・職員の分限及び懲戒に関する調査
・身体障害者の雇用状況調査
・企業職員懲戒委員会への処分審議の諮問
・職員の退職
・争議行為等の防止
・職員の勧奨退職

要審査 無 無
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令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-M-5 総務課 電気工水課 S59～S61 59～61　条例・規程　改正等

・管理規程の一部改正
・指名競争入札に関する告示
・高知県企業局電気事業保安規程（昭和40年10月制定）の廃止
・高知県有料道路料金徴収条例の一部を改正する條例議案の提出

要審査 無 無

R3-M-6 総務課 電気工水課 S61～S62 条例・規程　改正等　～昭和63年3月31日

・管理規程の一部改正
・訓令及び管理規程の一部改正
・指名競争入札に関する告示
・昭和63年2月高知県議会定例会への條例議案の提出
・高知県有料道路料金徴収規程の一部改正

要審査 無 無

R3-M-7
経理課
管理課
総務課

電気工水課 S40～S50 規程関係

・道路法に基づく占使用許可の事務取扱い
・準備品の取扱い
・物品の分類（通知）
・仮工作物設置
・電気局共同宿舎使用内規制定

要審査 無 無

R3-M-8
総務課
電力調査課

電気工水課 S27～S30
告示・訓令・令達・条例　改正等　（総務
課）

・物部川発電所建設事務所の廃止
・地方公営企業法適用に関する規則の制定
・建設事務所処務規程の一部改正
・永瀬発電所建設工事中の御在所橋架設工事の施行監督
・杉田発電所測量及び地質調査工事の施行に伴う権限委任
・地方公営企業法に基づく条例の制定
・地方公営企業法に基づく条例の一部改正
・地方公営企業法適用に関する条例の制定
・地方公営企業法適用に関し基本計画の制定

要審査 無 無

R3-M-9 総務課 電気工水課 S28～S32 管理規程　改正等　（総務課）

・高知県電気局分課分掌規程の一部改正
・管理規程制定伺
・職員の職の設置　伺
・電気局職員の職の設置に関する規程
・吉野発電所災害対策工事事務所の廃止並びに杉田発電所建設事務所設置に
伴う諸規程の制定、改正及び廃止等　伺
・高知県電気局杉田発電所建設事務所処務規程の一部改正　伺
・高知県電気局財務規程の一部

要審査 無 無

R3-M-10 総務課 電気工水課 S31～S37 管理規程 改正等　（総務課）

・高知県有財産及び営造物に関する条例の一部改正
・杉田発電所設置に伴う諸規程等の制定並びに改正
・高知県電気局杉田発電所えん堤操作規程制定
・杉田発電所建設事務所廃止に伴う諸規程改正並びに廃止
・えん堤操作規程の改正
・電気局分課分掌規程の改正

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-M-11 総務課 電気工水課 S38～S39 条例・規程　改正等　（管理課）

・定数条例の一部改正
・県営工業用水道事業の実施に伴う基本計画の認定及び関係条例の整備
・工業用水道事業実施に伴う管理規程等の改正及び電気利水局の発足に伴う
職員の身分に関する訓令
・條例制定
・契約規程の改正
・電気及び工業用水道事業に従事する企業職員の給与の支給に関する規程の
一部改正に伴う届出
・電気利水局職員の職の設置に関する規程等の一部改正
・地方公営企業法第15条第1項但書に規定する者の範囲に関する規則等の整
備
・高知県電気利水局処務規程の一部改正
・諸規程の改正等

要審査 無 無

R3-M-12 管理課 電気工水課 S40～S41 条例・規程  改正等　（管理課）

・県議会へ議案の提出
・規程等の制定及び改正（届出）
・鏡川工業用水道建設事務所の当直勤務の廃止
・管理規程等の制定及び改正
・条例の一部改正（依頼）
・労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲の認定申請書の取下げ
・地方公営企業労働関係法の一部改正に伴う非組合員の範囲に関する条例の
送付等（報告）
・条例の廃止
・地方公共団体の長が指定する者の範囲
・規程の改正
・規程の制定
・事業所の設置

要審査 無 無

R3-M-13 管理課 電気工水課 S42～S44 条例・規程　改正等　（管理課）

・管理規程の制定及び改正
・労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲
・有料道路事業の実施計画の一部の変更に関する議案の提出
・規程の改正
・規程等の制定、改廃
・高知県企業局保安規程等の一部改正
・規程の一部改正
・交通事故防止委員会設置
・分課分掌規程等の一部改正　伺
・企業局職員賞誉取扱要綱の制定

要審査 無 無

R3-M-14
総務企画課
経理課

電気工水課 S48～S50 条例・規程　改正等　（総務企画課）

・保安規程の一部改正
・規程の一部改正
・昭和50年度に企業局が発注する建設工事の契約に係る指名競争入札に参加
する者に必要な資格
・告示の一部改正
・昭和49年度に発注する仁淀川河口大橋（橋梁）建設工事の指名競争入札に
参加する者に必要な資格を定めその資格及び資格審査の申請時期、方法等を
告示すること
・道路の区域の決定
・高知県企業局公印規程の全部改正等

要審査 無 無
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識別番号
文書

作成課
移管元
所属

作成
年度

ファイル名 ファイルの概要
利用制限

区分
複製物の

有無
電子データの

有無

R3-M-15

電気課
総務課
経理課
総務企画課

電気工水課 S51～S52 条例・規程　改正等　（総務課）

・保安規程の一部改正
・管理規程等の一部改正
・管理規程等の一部改正
・企業局が発注する測量業務及び建設コンサルタント業務の契約に係る指名
競争入札に参加する者に必要な資格
・管理規程等の制定及び一部改正
・保安規程の一部改正に伴う届出

要審査 無 無

R3-M-16 総務企画課 電気工水課 S45～S47 条例規程　改正等

・管理規程の一部改正
・企業局が発注する建設工事の契約に係る指名競争入札に参加する者に必要
な資格
・高知県有料道路料金徴収規程の一部改正
・組織規程の一部改正
・規程の一部改正
・ダム操作規程の改正、廃止
・高知県企業局契約規程の一部改正
・高知県工業用水道条例の一部改正

要審査 無 無

R3-M-17 0 電気工水課 S55～S57 条例・規程　改正等　（総務課）

・契約規程の一部改正
・管理規程の一部改正
・保安規程変更届出書の提出
・告示の制定
・管理規程の一部改正及び公印の廃止
・四週五休制の実施
・管理規程及び告示の一部改正
・告示の制定及び廃止

要審査 無 無

R3-M-18 総務企画課 電気工水課 S47 企業局長事務引継書　昭和四十七年四月 ・企業局長事務引継書　昭和47年3月31日 要審査 無 無

R3-M-19 総務企画課 電気工水課 S50 企業局長　事務引継書　五十年四月 ・企業局長事務引継書　昭和50年4月1日 要審査 無 無

R3-M-20 総務企画課 電気工水課 S54 局長事務引継書　昭和 ・企業局長事務引継書　昭和54年4月2日 要審査 無 無

R3-M-21 総務企画課 電気工水課 S57 局長事務引継書　昭和57年 ・企業局長事務引継書　昭和57年 要審査 無 無

R3-M-22 総務企画課 電気工水課 S59 局長事務引継書　昭和59年4月 ・企業局長事務引継書　昭和59年 要審査 無 無

R3-M-23 総務企画課 電気工水課 S60 局長事務引継書　昭和六〇年四月 ・企業局長事務引継書　昭和60年3月 要審査 無 無

R3-M-24 総務企画課 電気工水課 H1 局長事務引継書　平成元年三月 ・企業局長事務引継書　平成元年3月31日 要審査 無 無

R3-M-25 工務課 電気工水課 H3
杉田・吉野ダム貯水池及び下流測量委託業務　
成果報告書

・杉田・吉野ダム貯水池及び下流測量委託業務　成果報告書（政課関係写真
95枚のみ）

要審査 無 無

R3-M-26 工務課 電気工水課 S61 豊永PS計画の経緯

・豊永PS関係官庁協議状況　61.11.18
・豊永発電所建設経過　昭和61年7月29日
・「豊永小水力発電所建設の吉野川及び周辺地すべりへの影響」の評価　昭
和60年7月
・豊永発電所（仮称）基本設計概要書　60.3
・小水力発電所の水槽及び発電所計画予定地の地質、地すべり総合診断報告
書　昭和59年12月

要審査 無 無

617 / 620



令和３年４月１日移管（令和４年４月１日公開）

識別番号
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作成
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ファイル名 ファイルの概要
利用制限
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複製物の
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電子データの
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R3-M-27 工務課 電気工水課 S58 豊永発電所計画

・小水力発電開発事業　概略設計委託業務報告書（吉野川水系南小川大平地
点）　昭和59年2月
・昭和58年度　大平発電所立地環境調査報告書　昭和59年3月
・小水力発電地点選定調査　吉野川水系南小川　大平地点発電計画報告書

要審査 無 無

R3-M-28 工務課 電気工水課 S61 豊永発電所発電計画の経緯

・豊永発電所発電計画の経緯
・小水力発電地点選定調査　吉野川水系南小川　大平地点発電計画報告書
・小水力発電開発事業　概略設計委託業務報告書　大平地点における最適発
電計画策定の経緯　昭和59年2月
・小水力発電開発事業　概略設計委託業務報告書（吉野川水系南小川大平地
点）　昭和59年2月
・昭和58年度　大平発電所立地環境調査報告書　昭和59年3月

要審査 無 無

R3-M-29 工務課 電気工水課 H5-H6 H05-H06年度 電気野市 風力発電  1

・風車設置に伴う騒音の規制
・電力各社の新エネルギー等からの余剰電力購入に関する考え方
・(株)東洋設計来局時の懇談内容　平成6年3月11日
・風力発電調査復命　H6.2.7
・風力発電事業開始の問題点　H6.2.16

要審査 無 無

R3-M-30
工務課
総務課

電気工水課 H6 H06年度 電気野市 風力発電  2
・地域エネルギー開発利用（発電）事業化可能性調査費補助金及び地域エネ
ルギー開発利用（発電）モデル事業費補助金の募集　等
・室戸風力発電所竣工式実施計画書　平成6年10月25日

要審査 無 無

R3-M-31 工務課 電気工水課 H6 H06年度 電気野市 風力発電  3
・風力発電設備に関する調査票の送付
・復命書　平成6年6月13日

要審査 無 無

R3-M-32 工務課 電気工水課 H6 H06年度 電気野市 風力発電  4

・風力発電所建設に伴うテレビ生涯事前調査
・風力課題　H6.11.1
・野市風力発電所　建築確認の問題点と対策　平成6年11月14日
・野市風力発電所起工式　行事等概要書

要審査 無 無

R3-M-33 工務課 電気工水課 H6 H06年度 電気野市 風力発電  5
・野市風力発電所パンフレットの送付
・野市風力発電所電気工作物使用前検査記録

要審査 無 無

R3-M-34 0 電気工水課 H5
H05年度 電気野市 野市町大谷地区風況調査
報告書

・電気野市 野市町大谷地区風況調査　報告書　平成6年3月 要審査 無 無

R3-M-35 工務課 電気工水課 H6
H06年度 電気野市 風力発電に関する調査報
告書

・風力発電に関する調査報告書　1994年8月 要審査 無 無

R3-M-36 工務課 電気工水課 H6
H06年度 電気野市 ヒアリング資料及び見積
り

・野市風力発電所各社見積書
・風力発電設備に関する調査票　1993年3月

要審査 無 無

R3-M-37 工務課 電気工水課 H6
H06年度 電気野市 風力発電機に関するヒア
リング資料

・電気野市 風力発電機に関する各社ヒアリング資料 要審査 無 無

R3-M-38 工務課 電気工水課 H6
H06年度 電気野市 風力発電機に関するヒア
リング資料電波障害

・電気野市 風力発電機に関する各社ヒアリング資料　電波障害 要審査 無 無

R3-M-39 総務課 電気工水課 H6
H06年度 電気野市 風力発電(野市)機種選定
関係綴

・風力発電設備機種選定
・風力発電設備機種選定審査会の開催
・風力発電設備機種選定案の報告
・野市風力発電所設置事業の機種選定

要審査 無 無
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R3-M-40 0 電気工水課 H6
H06年度 電気野市 野市風力発電所の当初資
料(建設経緯等)

・野市風力発電所の設置経緯等
・風力発電計画　平成6年7月8日
・野市風力発電所運転に関する質問事項　H7.10.11
・野市風力発電所管理システム御見積りの件　平成7年12月13日
・野市風力発電所トラブル原因等
・野市風力発電所の平均風速
・大豊町における風力発電計画（H8.7.11監査事務局に提出）

要審査 無 無

R3-M-41
工務課
総務課

電気工水課 H6
H06年度 電気野市 風力発電(野市)補助金交
付申請綴

・公園施設設置及び管理許可申請書の提出
・平成6年度地域エネルギー開発利用発電モデル事業計画変更承認の申請
・平成6年度地域エネルギー開発利用発電モデル事業実施状況の報告
・平成6年度地域エネルギー開発利用発電モデル事業費補助金の交付申請

要審査 無 無

R3-M-42 工務課 電気工水課 H6
H06年度 電気野市 野市風力発電所建設工事
通産局届出書類

・保安規程の届出
・電機主任技術者兼任承認の申請
・試験使用届出
・使用前検査申請
・野市風力発電所工事計画届出書の提出

要審査 無 無

R3-M-43 0 電気工水課 H6 H06年度 電気野市 風力設計関係 ・平成6年度地域エネルギー開発利用発電モデル事業費補助金交付申請書 要審査 無 無

R3-M-44 工務課 電気工水課 H6
H06年度 電気野市 野市風力発電所工作物設
置届

・野市風力発電所タワー材質（報告）
・野市風力発電所建設工事
・野市風力発電所建設に伴う工作物設置届け

要審査 無 無

R3-N-1 高知工科大学 高知工科大学 H18 文部科学大臣表彰

平成19年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞候補者の推薦について
候補調査書
平成19年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞及び若手科学者賞受
賞者の決定について（通知）　　開発部門　1名

要審査 無 無

R3-N-2 高知工科大学 高知工科大学 H25 平成26年度科学技術分野の文部科学大臣表彰

平成26年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞及び若手科学者賞受
賞者の決定について（通知）　　文部科学大臣表彰科学技術賞（技術部門）
1件受賞
・文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）/文部科学大臣表彰科学技術賞
（技術部門）/文部科学大臣表彰若手科学者賞推薦
候補調査書

要審査 無 無

R3-N-3 高知工科大学 高知工科大学 H21 受託一覧

平成21年度受託研究等一覧表
平成21年度受託事業一覧表
平成21年度外部資金一覧表
平成21年度競争的資金に係る間接経費執行報告書について
平成21年度競争的研究資金一覧表
競争的資金に係る間接経費執行実績報告書

要審査 無 無

R3-N-4 高知工科大学 高知工科大学 H20 受託一覧
平成20年度受託研究　研究資金一覧表
平成20年度競争的資金に係る間接経費執行報告書について
競争的資金に係る間接経費執行実績報告書（平成20年度）

要審査 無 無
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R3-N-5 高知工科大学 高知工科大学 H26 26　高知工科大学紀要　第11巻
第1回～7回　紀要（第11巻）編纂委員会　議事録　会議資料
高知工科大学紀要第11巻　校正原稿
『高知工科大学紀要　第11館第1号　概要集』

要審査 無 無

R3-N-6 高知工科大学 高知工科大学 H23 紀要　第8巻
最終原稿「高知工科大学紀要　第8巻第1号」
高知工科大学紀要　第8巻　第1号　CD
第7～11回　紀要（第8巻）編纂委員会議事録　会議資料

要審査 無 無

R3-N-7 高知工科大学 高知工科大学 H24 H24　高知工科大学紀要　第9号
「高知工科大学紀要」第9館第1号の発行について
第1回～第10回紀要（第9巻）編纂委員会　議事録
初稿原稿、再校原稿

要審査 無 無

R3-N-8 高知工科大学 高知工科大学 H20
平成20年度　私学助成成果報告物　紀要（第
6巻）

「高知工科大学紀要」第6巻第1号の発注について
成果報告物  論文初稿

要審査 無 無

R3-N-9 高知工科大学 高知工科大学 H22 紀要　第7巻
「高知工科大学紀要」第7巻第1号の発行について
最終原稿

要審査 無 無

R3-N-10 高知短期大学 高知短期大学 H25 H25年度　公立短期大学実態調査

公立短期大学に関する調査報告　平成26年5月20日　短期大学の在り方に関
する検討会
高知短期大学（1．沿革、2．本学の特色、3．大学改革等の10年のあゆみ、
4．第一サイクルの事故点検評価及び認証評価結果からみえてきたこと、5．
本学の当面する課題と取組状況（将来構想も含む。）について、6．その
他）
「地域連携の専門科目「高知学」」高知短期大学
「地域連携講座「消費生活論」」高知短期大学

要審査 無 無
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