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市　側 相 手 方

1 平成19年度県営治山事業に係
る長伐期施業協定書

H19.9.14 森林政策
課長

高知市長 高知県知事 保安林改良事業,山地治山事業,防災
対策総合治山及び保育事業で本数調
整伐を実施した森林の適切な維持管
理を図るための協定

森林政策課 公開

2 鏡地区15-14森林整備地域活動
実施協定書

H19.12.3 森林政策
課長

高知市長 高知市森林組合
代表理事組合長

森林施業の実施に不可欠な地域活動
の実施等に関する事項を決定

森林政策課 一部公開(森林所有者の氏
名・森林の所在地番)

3 鏡地区15-15森林整備地域活動
実施協定書

H19.12.3 森林政策
課長

高知市長 高知市森林組合
代表理事組合長

森林施業の実施に不可欠な地域活動
の実施等に関する事項を決定

森林政策課 一部公開(森林所有者の氏
名・森林の所在地番)

4 鏡地区17-5森林整備地域活動
実施協定書

H19.12.3 森林政策
課長

高知市長 高知市森林組合
代表理事組合長

森林施業の実施に不可欠な地域活動
の実施等に関する事項を決定

森林政策課 一部公開(森林所有者の氏
名・森林の所在地番)

5 鏡地区19-1森林整備地域活動
実施協定書

H19.12.3 森林政策
課長

高知市長 高知市森林組合
代表理事組合長

森林施業の実施に不可欠な地域活動
の実施等に関する事項を決定

森林政策課 一部公開(森林所有者の氏
名・森林の所在地番)

6 土佐山地区17-3森林整備地域
活動実施協定書

H19.12.3 森林政策
課長

高知市長 高知市森林組合
代表理事組合長

森林施業の実施に不可欠な地域活動
の実施等に関する事項を決定

森林政策課 一部公開(森林所有者の氏
名・森林の所在地番)

7 土佐山地区17-4森林整備地域
活動実施協定

H19.12.3 森林政策
課長

高知市長 高知市森林組合
代表理事組合長

森林施業の実施に不可欠な地域活動
の実施等に関する事項を決定

森林政策課 一部公開(森林所有者の氏
名・森林の所在地番)

8 土佐山地区19-2森林整備地域
活動実施協定

H19.12.3 森林政策
課長

高知市長 高知市森林組合
代表理事組合長

森林施業の実施に不可欠な地域活動
の実施等に関する事項を決定

森林政策課 一部公開(森林所有者の氏
名・森林の所在地番)

9 森林整備推進事業
(未整備森林緊急公的整備導入
モデル事業)に関する協定書

H20.1.10 森林政策
課長

高知市長 高知市森林組合
代表理事組合長

間伐等の施業実施を目的とした協定 森林政策課 公開

10 水土保全林(保全型)の植栽に
関する協定書

H20.4.4 森林政策
課長

高知市長 森林所有者 協定対象森林において,植栽を実施す
る協定書

森林政策課 一部公開(森林所有者氏名・
住所・個人の印影・森林所
在地番)
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11 高知市鏡吉原ふれあいの里の
管理運営に関する年度協定書

H20.4.1 農林水産
部部長

高知市長 吉原ふれあ
いグループ
代表

　高知市と吉原ふれあいグループは「高知市鏡吉原
ふれあいの里の管理運営に関する基本協定書」に基
づき，吉原ふれあいの里の管理運営業務の，平成20
年度の業務の内容及び指定管理料を定めることを目
的として本協定書を締結したもの。

中山間
振興課

一部公開
（個人の印影）

12 高知市鏡文化ステーション
RIO・高知市立鏡公民館・高知
市ギャラリー白雲の管理運営
に関する年度協定書

H20.4.1 農林水産
部部長

高知市長 高知市鏡地
域婦人会
会長

　高知市，高知市教育委員会と高知市鏡地域婦人会
とは「高知市鏡文化ステーションRIO・高知市立鏡
公民館・高知市ギャラリー白雲の管理運営に関する
基本協定書」に基づき，文化ステーションRIO・鏡
公民館・ギャラリー白雲の管理運営業務の平成20年
度の業務内容及び指定管理料を定めることを目的と
して本協定書を締結したもの。

中山間
振興課

公開

13 オーベルジュ土佐山の管理に
関する協定書

H20.4.1 農林水産
部部長

高知市長 オリエント
ホテル高知
㈱
代表取締役
社長

　オーベルジュ土佐山条例施行規則(平成17年規則
第52号)第4条の規定に基づき，オーベルジュ土佐山
の管理に関して，設置者である高知市と指定管理者
であるオリエントホテル高知㈱は，オーベルジュ土
佐山の管理のために必要な事項について定めること
を目的として本協定書を締結したもの。

中山間
振興課

高知市長 旭食品株式
会社　代表
取締役
高知市土佐
山柚子生産
組合
　組合長

　旭食品㈱は，本市中山間地域の有望作物であるユ
ズの取引先である。本市中山間地域では，土佐山柚
子生産組合を中心に，ユズの生産を基とした地域活
性化に取組んでいるが，本事業に協賛し旭食品㈱よ
り提案のあったユズ産地化対策事業を通した地域活
性化を図るため本協定書を締結したもの。

中山間
振興課

14 「ゆず香る中山間地域の創
造」パートナーズ協定書

H20.3.28 市長 公開

一部公開
（団体の代表者の印
影）
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15 西畑堤内排水ポンプ設備の管
理について

H19.12.3 春野町長 春野町長 高知春野農業協
同組合長

西畑緊急時排水
ポンプ組合代表

者

春野町西畑地区における内水による浸
水被害を軽減するために，台風や豪雨
時に地元組織が仮設ポンプ設備を設置
し，緊急排水作業を行うもの

耕地課 一部公開
（団体の代表者の印
影）

16 農地・水・環境保全向上対策
に係る協定書

H19.6.8 春野町長 春野町長 西畑環境保全の
会代表

本市の農業基盤となる農地，水及び環
境の保全と質的向上を図るとともに農
業が本来有する自然循環機能を維持及
び増進するため，国・県制定の要綱，
マニュアルに沿って活動組織と協定を
締結したも である

耕地課 一部公開
（団体の代表者の個
人印）

17 農地・水・環境保全向上対策
に係る協定書

H19.7.20 農林水産部
長

高知市長 介良沖ノ丸環境
保全の会代表

本市の農業基盤となる農地，水及び環
境の保全と質的向上を図るとともに農
業が本来有する自然循環機能を維持及
び増進するため，国・県制定の要綱，
マニュアルに沿って活動組織と協定を

耕地課 一部公開
（団体の代表者の個
人印）

18 農地・水・環境保全向上対策
に係る協定書

H19.8.9 春野町長 春野町長 春野東部環境保
全の会代表

本市の農業基盤となる農地，水及び環
境の保全と質的向上を図るとともに農
業が本来有する自然循環機能を維持及
び増進するため，国・県制定の要綱，
マニュアルに沿って活動組織と協定を

耕地課 公開

19 農地・水・環境保全向上対策
に係る協定書

H19.8.30 農林水産部
長

高知市長 高知市東部環境
保全の会代表

本市の農業基盤となる農地，水及び環
境の保全と質的向上を図るとともに農
業が本来有する自然循環機能を維持及
び増進するため，国・県制定の要綱，
マニュアルに沿って活動組織と協定を

耕地課 公開

20 農地・水・環境保全向上対策
に係る協定書

H20.6.27 農林水産部
長

高知市長 五台山緑の会代
表

本市の農業基盤となる農地，水及び環
境の保全と質的向上を図るとともに農
業が本来有する自然循環機能を維持及
び増進するため，国・県制定の要綱，
マニュアルに沿って活動組織と協定を
締結 あ

耕地課 一部公開
（団体の代表者の個
人印）

・公開等の区分
（公開しない部

分）
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22 高知市中央卸売市場　共
用部清掃負担区分に関す
る覚書

H20.4.1 市場長 高知市長 高知市
中央卸売
市場協会
理事長

高知市が清掃会社に委託した高知市中央卸
売市場の清掃委託料のうち，１/３を高知
市中央卸売市場協会に負担してもらうもの

市場課 公開

23 高知市中央卸売市場　内
線電話保守負担区分に関
する覚書

H20.4.1 市場長 高知市長 高知市
中央卸売
市場協会
理事長

高知市が電話会社に委託した高知市中央卸
売市場の内線電話保守点検委託料のうち，
業界使用分を高知市中央卸売市場協会に負
担してもらうもの

市場課 公開

24 高知市中央卸売市場　発
砲スチロール処分の負担
区分に関する覚書

H20.4.1 市場長 高知市長 高知市
中央卸売
市場協会
理事長

高知市が産業廃棄物処理業者に委託した高
知市中央卸売市場の発砲スチロール処分料
のうち，業界使用分を高知市中央卸売市場
協会に負担してもらうもの

市場課 公開

高知市
中央卸売
市場協会
理事長

高知市が警備会社に委託した高知市中央卸
売市場の警備委託料のうち，１/５を高知
市中央卸売市場協会に負担してもらうもの

市場課 公開21 H20.4.1 市場長 高知市長高知市中央卸売市場　構
内及び施設の警備負担区
分に関する覚書
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