覚書等整理表

（平成25年９月公表分）

№

覚 書 等 件 名

1

平常時における防災対策
活動への協力に関する協
定

2

災害時における電力供給
設備等の復旧に係る相互
協力に関する協定書

姉妹都市災害時等相互応
援に関する協定
3

4

5

6

7

（様式１）

（部局名：防災対策部）
（取りまとめ課：防災政策課 電話 088 ‑823 ‑9055）（ページ番号 １／６）
・公開等の区分
関係者名
最終決
所管課
文書日付
概
要 ・ 背
景
（公開しない部
裁者
等
市 側 相 手 方
分）
H24.10.24 市長
高知市長 株式会社 南海トラフの巨大地震等に備えるために， 防災政 公開
フタガミ 市が平常時に行っている防災対策活動への 策課
代表取締 協力について必要な事項を定め，災害に強
役会長
い安心・安全なまちづくりに資するための
協定書
H24.12.7 市長
高知市長 四国電力 災害により大規模な停電等が発生した場合 防災政 一部公開（法人
株式会社 において，住民生活の維持と安全を確保す 策課
の代表者印の印
高知支店 るために電力供給設備等の迅速かつ円滑な
影）
執行役員 保安・復旧を図るための協定書
高知支店
長
H25.1.9
市長
高知市長 北見市長 災害等が発生した市が独自では十分な応急 防災政 公開
措置及び国民保護措置等が実施できない場 策課
合に，被害を受けていない市が，被災市に
おける応急・復旧・復興対策等を円滑に遂
行するため相互の応援体制についての協定

特設公衆電話の設置及び H25.3.25
管理並びに利用等に関す
る覚書

市長

大規模災害時における避 H25.3.27
難所としての施設の使用
に関する協定書

市長

津波発生時における緊急 H24.7.20
避難場所としての施設の
使用等に関する協定書

市長

津波発生時における緊急 H24.8.13
避難場所としての施設の
使用等に関する協定書

市長

高知市長 西日本電 大規模災害等が発生した際に西日本電信電 防災政
信電話株 話株式会社が提供する非常用電話（特設公 策課
式会社
衆電話）の設置及び管理並びに利用等につ
いて定めた覚書
高知市長 学校法人 市内において大規模な被害が発生した場合 防災政
土佐塾学 に，学校法人土佐塾学園が所有する施設を 策課
園 理事 避難所として使用することについての協定
長
書
高知市長 株式会社 マルハン高知一宮店を，高知市が南海地震 地域防
マルハン 対策で指定を進める津波避難ビルとして活 災推進
代表取締 用させて頂くための協定である。
課
役社長
高知市長 有限会社 シンセイ高知店駐車場棟を，高知市が南海 地域防
成
地震対策で指定を進める津波避難ビルとし 災推進
代表取締 て活用させて頂くための協定である。
課
役

一部公開（法人
の代表者印の印
影）
一部公開（法人
の代表者印の印
影）
一部公開（法人
の代表者印の印
影）
一部公開（法人
の代表者印の印
影）

備考

覚書等整理表

№
8

9

（平成25年９月公表分）

覚 書 等 件 名
津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
使用等に関する協定書

津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
10
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
11 避難場所としての施設の
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
12 避難場所としての施設の
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
13 使用等に関する協定書

14

津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
使用等に関する協定書

津波発生時における緊急
15 避難場所としての施設の
使用等に関する協定書

（様式１）

（部局名：防災対策部）
（取りまとめ課：防災政策課 電話 088 ‑823 ‑9055）（ページ番号 ２／６）
・公開等の区分
関係者名
最終決
所管課
文書日付
概
要 ・ 背
景
（公開しない部
裁者
等
市 側 相 手 方
分）
H24.8.20 市長
高知市長 個人
岡林マンションを，高知市が南海地震対策 地域防 一部公開（個人
で指定を進める津波避難ビルとして活用さ 災推進 の住所，氏名及
せて頂くための協定である。
課
び印影）
H24.12.10 市長
高知市長 株式会社 株式会社青柳本社工場を，高知市が南海地 地域防 一部公開（法人
青柳
震対策で指定を進める津波避難ビルとして 災推進 の代表者印の印
代表取締 活用させて頂くための協定である。
課
影）
役社長
H24.12.27 市長
高知市長 絹川住宅 絹川ビル５を，高知市が南海地震対策で指 地域防 一部公開（法人
有限会社 定を進める津波避難ビルとして活用させて 災推進 の代表者印の印
代表取締 頂くための協定である。
課
影）
役
H25.3.19 市長
高知市長 高知県
高知土木事務所を，高知市が南海地震対策 地域防 公開
高知県知 で指定を進める津波避難ビルとして活用さ 災推進
事
せて頂くための協定である。
課
H25.3.25 市長
高知市長 高知県教 高知県立高知南高等学校を，高知市が南海 地域防 公開
育委員会 地震対策で指定を進める津波避難ビルとし 災推進
教育長
て活用させて頂くための協定である。
課
H25.3.29 市長
高知市長 株式会社 フィッシングハヤシを，高知市が南海地震 地域防 一部公開（法人
林釣具製 対策で指定を進める津波避難ビルとして活 災推進 の代表者印の印
作所
用させて頂くための協定である。
課
影）
代表取締
役
H25.3.29 市長
高知市長 有限会社 有料老人ホーム（旧高齢者向け優良賃貸住 地域防 一部公開（法人
益永メ
宅）つばさを，高知市が南海地震対策で指 災推進 の代表者印の印
ディカル 定を進める津波避難ビルとして活用させて 課
影）
サービス 頂くための協定である。
代表取締
役
H25.3.29 市長
高知市長 個人
アーバンヒル青山を，高知市が南海地震対 地域防 一部公開（個人
策で指定を進める津波避難ビルとして活用 災推進 の住所，氏名及
させて頂くための協定である。
課
び印影）

備考

覚書等整理表

№

（平成25年９月公表分）

覚 書 等 件 名
津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
使用等に関する協定書

16

津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
17 使用等に関する協定書

18

津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
使用等に関する協定書

津波発生時における緊急
19 避難場所としての施設の
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
20 避難場所としての施設の
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
21 使用等に関する協定書

（様式１）

（部局名：防災対策部）
（取りまとめ課：防災政策課 電話 088 ‑823 ‑9055）（ページ番号 ３／６）
・公開等の区分
関係者名
最終決
所管課
文書日付
概
要 ・ 背
景
（公開しない部
裁者
等
市 側 相 手 方
分）
H25.4.1
市長
高知市長 株式会社 ＡＰパークを，高知市が南海地震対策で指 地域防 一部公開（法人
ＮＴＴ西 定を進める津波避難ビルとして活用させて 災推進 の代表者印の印
日本ア
頂くための協定である。
課
影）
セット・
プランニ
ング四国
支店
支店長
H25.4.19 市長
高知市長 四電ビジ 高知電気ビルを，高知市が南海地震対策で 地域防 一部公開（法人
ネス株式 指定を進める津波避難ビルとして活用させ 災推進 の代表者印の印
会社
て頂くための協定である。
課
影）
代表取締
役社長
H25.4.25 市長
高知市長 株式会社 サウスブリーズホテルを，高知市が南海地 地域防 一部公開（法人
サウスブ 震対策で指定を進める津波避難ビルとして 災推進 の代表者印の印
リーズホ 活用させて頂くための協定である。
課
影）
テル
代表取締
役
H25.5.9
市長
高知市長 個人
ボンジュール宗円を，高知市が南海地震対 地域防 一部公開（個人
策で指定を進める津波避難ビルとして活用 災推進 の住所，氏名及
させて頂くための協定である。
課
び印影）
H25.5.21 市長
高知市長 個人
ホワイエ高須を，高知市が南海地震対策で 地域防 一部公開（個人
指定を進める津波避難ビルとして活用させ 災推進 の住所，氏名及
て頂くための協定である。
課
び印影）
H25.5.21 市長
高知市長 株式会社 （株）吉永室内工芸ビルを，高知市が南海 地域防 一部公開（法人
吉永室内 地震対策で指定を進める津波避難ビルとし 災推進 の代表者印の印
工芸
て活用させて頂くための協定である。
課
影）
代表取締
役

備考

覚書等整理表

№

（平成25年９月公表分）

覚 書 等 件 名

津波発生時における緊急
22 避難場所としての施設の
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
23 避難場所としての施設の
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
24 避難場所としての施設の
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
25
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
26 避難場所としての施設の
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
27 避難場所としての施設の
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
28
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
29
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
30 避難場所としての施設の
使用等に関する協定書

（様式１）

（部局名：防災対策部）
（取りまとめ課：防災政策課 電話 088 ‑823 ‑9055）（ページ番号 ４／６）
・公開等の区分
関係者名
最終決
所管課
文書日付
概
要 ・ 背
景
（公開しない部
裁者
等
市 側 相 手 方
分）
H25.5.27 市長
高知市長 個人
セレクト高須を，高知市が南海地震対策で 地域防 一部公開（個人
指定を進める津波避難ビルとして活用させ 災推進 の住所，氏名及
て頂くための協定である。
課
び印影）
H25.5.27 市長
高知市長 個人
ルーカス高須を，高知市が南海地震対策で 地域防 一部公開（個人
指定を進める津波避難ビルとして活用させ 災推進 の住所，氏名及
て頂くための協定である。
課
び印影）
H25.5.27 市長
高知市長 個人
マイセル高須を，高知市が南海地震対策で 地域防 一部公開（個人
指定を進める津波避難ビルとして活用させ 災推進 の住所，氏名及
て頂くための協定である。
課
び印影）
H25.5.31 市長
高知市長 有限会社 ハピネス杉井流を，高知市が南海地震対策 地域防 一部公開（法人
さんとう で指定を進める津波避難ビルとして活用さ 災推進 の代表者印の印
代表取締 せて頂くための協定である。
課
影）
役
H25.5.31 市長
高知市長 個人
マンションベスタを，高知市が南海地震対 地域防 一部公開（個人
策で指定を進める津波避難ビルとして活用 災推進 の住所，氏名及
させて頂くための協定である。
課
び印影）
H25.5.31 市長
高知市長 個人
カーサローズヴェールを，高知市が南海地 地域防 一部公開（個人
震対策で指定を進める津波避難ビルとして 災推進 の住所，続柄，
活用させて頂くための協定である。
課
氏名及び印影）
H25.6.3
市長
高知市長 有限会社 ドルフ高須を，高知市が南海地震対策で指 地域防 一部公開（法人
日昇
定を進める津波避難ビルとして活用させて 災推進 の代表者印の印
代表取締 頂くための協定である。
課
影）
役
H25.6.13 市長
高知市長 株式会社 ホテルロスイン高知を，高知市が南海地震 地域防 一部公開（法人
マルエイ 対策で指定を進める津波避難ビルとして活 災推進 の代表者印の印
代表取締 用させて頂くための協定である。
課
影）
役社長
H25.6.13 市長
高知市長 個人
メゾン・ド・ケイを，高知市が南海地震対 地域防 一部公開（個人
策で指定を進める津波避難ビルとして活用 災推進 の住所，氏名及
させて頂くための協定である。
課
び印影）

備考

覚書等整理表

№

（平成25年９月公表分）

覚 書 等 件 名

津波発生時における緊急
31 避難場所としての施設の
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
32 避難場所としての施設の
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
33 避難場所としての施設の
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
34 避難場所としての施設の
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
35 使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
36
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
37
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
38 使用等に関する協定書

（様式１）

（部局名：防災対策部）
（取りまとめ課：防災政策課 電話 088 ‑823 ‑9055）（ページ番号 ５／６）
・公開等の区分
関係者名
最終決
所管課
文書日付
概
要 ・ 背
景
（公開しない部
裁者
等
市 側 相 手 方
分）
H25.6.13 市長
高知市長 個人
アバイドを，高知市が南海地震対策で指定 地域防 一部公開（個人
を進める津波避難ビルとして活用させて頂 災推進 の住所，氏名及
くための協定である。
課
び印影）
H25.6.13 市長
高知市長 個人
インペリアル西本１を，高知市が南海地震 地域防 一部公開（個人
対策で指定を進める津波避難ビルとして活 災推進 の住所，氏名及
用させて頂くための協定である。
課
び印影）
H25.6.13 市長
高知市長 個人
インペリアル西本２を，高知市が南海地震 地域防 一部公開（個人
対策で指定を進める津波避難ビルとして活 災推進 の住所，氏名及
用させて頂くための協定である。
課
び印影）
H25.6.13 市長
高知市長 個人
ヴィラージュ葛島を，高知市が南海地震対 地域防 一部公開（個人
策で指定を進める津波避難ビルとして活用 災推進 の住所，氏名及
させて頂くための協定である。
課
び印影）
H25.6.13 市長
高知市長 高知ホテ 高知ホテルを，高知市が南海地震対策で指 地域防 公開
ル株式会 定を進める津波避難ビルとして活用させて 災推進
社
頂くための協定である。
課
代表取締
役社長
H25.6.13 市長
高知市長 高須開発 パークサイド高須Ⅱを，高知市が南海地震 地域防 一部公開（法人
有限会社 対策で指定を進める津波避難ビルとして活 災推進 の代表者印の印
代表取締 用させて頂くための協定である。
課
影）
役
H25.6.19 市長
高知市長 株式会社 高知龍馬ホテルを，高知市が南海地震対策 地域防 一部公開（法人
マルエイ で指定を進める津波避難ビルとして活用さ 災推進 の代表者印の印
代表取締 せて頂くための協定である。
課
影）
役社長
H25.6.19 市長
高知市長 オリエン オリエントホテル高知を，高知市が南海地 地域防 一部公開（法人
ト高知株 震対策で指定を進める津波避難ビルとして 災推進 の代表者印の印
式会社
活用させて頂くための協定である。
課
影）
代表取締
役

備考

覚書等整理表

№

（平成25年９月公表分）

覚 書 等 件 名

津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
39 使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
40
使用等に関する協定書
津波発生時における緊急
41 避難場所としての施設の
使用等に関する協定書

（様式１）

（部局名：防災対策部）
（取りまとめ課：防災政策課 電話 088 ‑823 ‑9055）（ページ番号 ６／６）
・公開等の区分
関係者名
最終決
所管課
文書日付
概
要 ・ 背
景
（公開しない部
裁者
等
市 側 相 手 方
分）
H25.6.19 市長
高知市長 オリエン オリエントホテル高知和風別館吉萬を，高 地域防 一部公開（法人
ト高知株 知市が南海地震対策で指定を進める津波避 災推進 の代表者印の印
式会社
難ビルとして活用させて頂くための協定で 課
影）
代表取締 ある。
役
H25.6.19 市長
高知市長 株式会社 高知さくらホテルを，高知市が南海地震対 地域防 一部公開（法人
マルエイ 策で指定を進める津波避難ビルとして活用 災推進 の代表者印の印
代表取締 させて頂くための協定である。
課
影）
役社長
H25.6.19 市長
高知市長 個人
ロイヤルガーデン２を，高知市が南海地震 地域防 一部公開（個人
対策で指定を進める津波避難ビルとして活 災推進 の住所，氏名及
用させて頂くための協定である。
課
び印影）

備考

