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市　側 相 手 方

1
研修職員の派遣に関する
協定書

H24.3.26市長 高知市長
高知県知
事

高知市から高知県へ研修派遣する職員に係
る身分や給与等に関する協定書
(H24.4.1～H26.3.31)

人事課 公開

2 派遣職員に関する協定書 H24.4.1 市長 高知市長
高知県知
事

高知市から高知県へ派遣する職員に係る身
分や給与等に関する協定書
(H24.4.1～H25.3.31)

人事課 公開

3
職員交流に関する変更協
定書

H24.4.1 市長 高知市長
高知県知
事

高知県と高知市で締結した職員交流に関す
る協定書の派遣期間等を変更する協定書
(H24.4.1～H26.3.31)

人事課 公開

4
高知市と北見市の職員相
互交流研修に関する協定
の一部変更協定書

H24.4.1 市長 高知市長 北見市長

北見市と高知市で締結した職員相互交流研
修に関する協定書の各派遣研修職員及び研
修期間等を変更する協定書
(H24.4.1～H26.3.31)

人事課 公開

5
派遣職員に関する変更協
定書

H23.11.1市長 高知市長 岩泉町長
岩泉町と高知市で締結した派遣職員に関す
る協定書の派遣期間等を変更する協定書
(H23.11.1～H24.3.31)

人事課 公開

6
派遣職員に関する変更協
定書

H24.4.1 市長 高知市長 岩泉町長
岩泉町と高知市で締結した派遣職員に関す
る協定書の派遣期間等を変更する協定書
(H24.4.1～H24.9.30)

人事課 公開

7
派遣職員の取扱いに関す
る協定書

H23.7.27市長 高知市長 石巻市長
高知市から石巻市へ派遣する職員に係る身
分や給与等に関する協定書
(H23.8.1～H23.11.30)

人事課 公開

8
派遣職員の取扱いに関す
る協定書

H23.11.16市長 高知市長 石巻市長
高知市から石巻市へ派遣する職員に係る身
分や給与等に関する協定書
(H23.12.1～H24.3.31)

人事課 公開

9
派遣職員の取扱いに関す
る協定書

H24.2.27市長 高知市長 石巻市長
高知市から石巻市へ派遣する職員に係る身
分や給与等に関する協定書
(H24.4.1～H24.9.30)

人事課 公開

10
派遣職員の取扱いに関す
る協定書

H23.9.28市長 高知市長
いわき市
長

高知市からいわき市へ派遣する職員に係る
身分や給与等に関する協定書
(H23.10.1～H23.12.31)

人事課 公開

11
派遣職員の取扱いに関す
る協定書

H24.3.15市長 高知市長
いわき市
教育委員
会

高知市からいわき市教育委員会へ派遣する
職員に係る身分や給与等に関する協定書
(H24.4.1～H24.9.30)

人事課 公開
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市　側 相 手 方

12 変更協定書 H24.5.28市長 高知市長
いわき市
教育委員
会

いわき市教育委員会と高知市で締結した派
遣職員の取扱いに関する協定書の旅費等の
経費負担を変更する協定書

人事課 公開

13
派遣職員に関する変更協
定書

H24.3.31市長
高知市総
務部長

こうち人
づくり広
域連合長

こうち人づくり広域連合と高知市で締結し
た派遣職員に関する協定書の派遣期間等を
変更する協定書
(H24.4.1～H26.3.31)

人事課 公開

14 覚書 H23.9.15市長 高知市長

株式会社
四国銀行
取締役頭
取

株式会社四国銀行と高知市で締結した臨時
職員賃金の口座振替に関する協定書のフ
ロッピィディスク交換による臨時職員賃金
振替に関する取扱要領を変更する覚書

人事課
一部公開
(法人の代表者の
印影)

15

定住自立圏の形成に関す
る協定の一部を変更する
協定

H24.3.29総務部長 高知市長 南国市長 平成22年10月6日付で締結した,「定住自立
圏の形成に関する協定」について,23年度
に見直しを行い,協定の一部を変更する協
定を締結したもの｡「南海地震対策の推
進」「子育て支援の充実・強化」など7分
野において8項目を新設・追加｡

総合政策課 公開

16

定住自立圏の形成に関す
る協定の一部を変更する
協定

H24.3.29総務部長 高知市長 香南市長 平成22年10月6日付で締結した,「定住自立
圏の形成に関する協定」について,23年度
に見直しを行い,協定の一部を変更する協
定を締結したもの｡「南海地震対策の推
進」「子育て支援の充実・強化」など7分
野において8項目を新設・追加｡

総合政策課 公開

17

定住自立圏の形成に関す
る協定の一部を変更する
協定

H24.3.29総務部長 高知市長 香美市長 平成22年10月6日付で締結した,「定住自立
圏の形成に関する協定」について,23年度
に見直しを行い,協定の一部を変更する協
定を締結したもの｡「南海地震対策の推
進」「子育て支援の充実・強化」など7分
野において8項目を新設・追加｡

総合政策課 公開
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18

高知市事業等からの暴力
団の排除に関する協定書

H24.1.19市長 高知市長 高知県警
察本部刑
事部長

高知市の事務又は公共工事その他の高知市
が実施する事業からの暴力団を排除するた
めに必要な措置を講ずるに当たって必要な
事項について協定を締結したもの。

総務課 公開

19

高知市県庁前通り地下駐
車場の利用に関する覚書

H24.4.1課長 高知市長 (株)高知
市中心街
再開発協
議会 代表
取締役

高知市役所へ用務で来庁した者等が，高知
市県庁前通り地下駐車場を利用した場合に
係る高知市による駐車料金等の取り扱いに
ついて覚書を締結したもの。 総務課 公開

20

災害時における電気設備
等の復旧に関する協定書

H23.11.15 市長 高知市長 高知県電
気工事業
工業組合
高知中央
支部長
高知中央
電気工事
業協同組
合　理事
長

高知市内における災害発生時に，公共施設
等における電気設備等の復旧を図るととも
に，電気に係る事故から市民を守り，安全
で安心な市民生活を確保するため，協定を
締結するもの。

契約課
一部公開
(法人の代表者の
印影)

21

災害時における電気設備
等の復旧に関する協定書

H23.12.19 市長 高知市長 高知県電
気工事業
工業組合
高南支部
長　高南
電気工事
業組合
組合長

高知市内における災害発生時に，公共施設
等における電気設備等の復旧を図るととも
に，電気に係る事故から市民を守り，安全
で安心な市民生活を確保するため，協定を
締結するもの。

契約課
一部公開
(法人の代表者の
印影)
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