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№ 施設の名称 指定期間 所管課

代表者
高知市大津甲651番地
　株式会社四国舞台テレビ照明

高知市本町四丁目１番16号
　四電ビジネス株式会社高知支店

高知市本町二丁目２番29号
　三菱電機ビルテクノサービス株式会社
　四国支社高知支店

高知市大津甲651番地
　株式会社シアターショップ高知支店

2
高知市春野文化ホールピアステージ
高知市春野郷土資料館
春野市民図書館

 H30.4.1
  ～R5.3.31

総務部
文化振興課
088-821-9215
総務部
民権・文化財課
088-832-7277
教育委員会
図書館・科学館課
088-823-4946

3 高知市立自由民権記念館
 H31.4.1
  ～R6.3.31

総務部
民権・文化財課
088-832-7277

4 高知市市民活動サポートセンター
 H29.4.1
  ～R4.3.31

市民協働部
地域コミュニティ推進課
088-823-9080

5
高知市江ノ口コミュニティセンター
江ノ口市民図書館

 R3.4.1
  ～R6.3.31

市民協働部
地域コミュニティ推進課
088-823-9080
教育委員会
図書館・科学館課
088-823-4946

6 高知市弥右衛門ふれあいセンター
 H30.4.1
  ～R5.3.31

市民協働部
地域コミュニティ推進課
088-823-9080

代表者
高知市大原町158番地
　公益財団法人高知市スポーツ振興事業団

東京都中央区京橋三丁目13番１号
　大成有楽不動産株式会社

香川県高松市寿町一丁目１番12号
　シンコースポーツ四国株式会社

8 高知市土佐山へき地診療所
 R2.4.1
  ～R7.3.31

健康福祉部
健康福祉総務課
088-823-9440

9

高知市東部健康福祉センター
高知市南部健康福祉センター
高知市障害者福祉センター
高知市土佐山健康福祉センター
高知市春野あじさい会館

 R3.4.1
  ～R6.3.31

健康福祉部
障がい福祉課
088-823-9378

10 高知市春野デコの里
 R2.4.1
　～R5.3.31

11 高知市春野西諸木公会堂
 R2.4.1
　～R5.3.31

12 高知市福寿園
 H31.4.1
  ～R6.3.31

13
高知市生活支援ハウス
高知市高齢者共同生活住宅

 R3.4.1
  ～R6.3.31

14 高知市土佐山弘瀬あすなろの里
 R3.4.1
  ～R6.3.31

代表者
高知市旭町三丁目94番地
　株式会社ヤマウチ高知営業所

構成員
高知市本町四丁目１番16号
　四電ビジネス株式会社高知支店

16 高知市勤労者交流館
 H31.4.1
  ～R6.3.31

商工観光部
産業政策課
088-823-9456

総務部
文化振興課
088-821-9215

愛媛県松山市三番町四丁目９番地５
　 伊予鉄総合企画株式会社

高知市大津甲651番地
　 株式会社四国舞台テレビ照明

高知市土佐山弘瀬361番地１
　 高知市土佐山弘瀬区

高知市旭町三丁目94番地
　ヤマウチ・四電ビジネスグループ

7

高知市総合運動場
高知市東部総合運動場
高知市城ノ平運動公園
高知市土佐山運動広場
高知市針木運動公園

高知市大原町158番地
　 高知市スポーツ振興事業団グループ

市民協働部
スポーツ振興課
088-823-2630

[構成団体]

構成員

 H30.4.1
  ～R5.3.31

1
高知市文化プラザ
高知市立中央公民館

高知市大津甲651番地
　 高知市文化プラザ共同企業体

 H29.4.1
  ～R4.3.31

[構成団体]

構成員

高知市丸池町１番１－14号
　 公益財団法人高知勤労者福祉サービスセンター

[構成団体]

指定管理者制度導入施設（令和３年10月）

指定する団体

15 ヨネッツこうち
 R1.10.10
  ～R6.3.31

環境部
清掃工場
088-842-1171

高知市横浜新町三丁目1409
　 特定非営利活動法人ＮＰＯ高知市民会議

高知市愛宕町一丁目10番７号
　 高知市江ノ口コミュニティセンター運営委員会

東京都豊島区東池袋一丁目44番３号　池袋ＩＳＰタマビル
　 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

高知市曙町二丁目５番１号
　 国立大学法人高知大学

高知市丸ノ内一丁目７番45号
　 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

高知市春野町西畑2680番地
　 特定非営利活動法人春野町高齢者福祉をすすめる会

健康福祉部
高齢者支援課
088-823-9441

高知市春野町西諸木1498番地
　 西諸木自治会

高知市池2171番地５
 　社会福祉法人ミレニアム

高知市下島町106番地
　 医療法人山村会
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№ 施設の名称 指定期間 所管課指定する団体

17 高知市立龍馬の生まれたまち記念館
 H28.4.1
　～R4.3.31

18 高知市桂浜公園駐車場
 R3.4.1
　～R4.3.31

19 はりまや橋観光バスターミナル
 H29.4.1
  ～R4.3.31

20 高知よさこい情報交流館
 H31.4.1
  ～R6.3.31

21

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
高知市立市民図書館鏡分室

 H30.4.1
  ～R5.3.31

農林水産部
鏡地域振興課
088-896-2001
総務部
文化振興課
088-821-9215
教育委員会
図書館・科学館課
088-823-4946

22 オーベルジュ土佐山
 H30.4.1
　～R10.3.31

農林水産部
土佐山地域振興課
088-895-2312

23

高知市中島町駐車場
高知市中央公園地下駐車場
高知市県庁前通り地下駐車場
高知市鏡小浜堂メン駐車場
高知市鏡小浜ニカキヤマ駐車場
高知市高知駅北口駐車場
高知市南御座駐車場

 H30.4.1
  ～R5.3.31

都市建設部
都市建設総務課
088-823-9216

代表者
高知市南はりまや町二丁目４番15号
　四国管財株式会社

構成員
兵庫県西宮市六湛寺町９番16号
　日本管財株式会社

25 わんぱーくこうち
 H30.4.1
  ～R5.3.31

都市建設部
みどり課
088-823-9469

26 高知市青年センター
 R3.4.1
　～R8.3.31

27 高知市工石山青少年の家
 R2.4.1
  ～R7.3.31

高知市桟橋通二丁目１番50号
　 一般社団法人高知市青年センターサークル協議会 教育委員会

青少年・事務管理課
088-823-9468

商工観光部
観光振興課
088-823-9457

高知市本町五丁目１番45号
　 公益財団法人高知市都市整備公社

高知市桟橋通四丁目12番７号
　 株式会社土佐電ビルサービス

高知市鷹匠町二丁目5番7号
　 公益社団法人高知市観光協会

高知市鳥越40番地15
　学校法人日吉学園

 R2.4.1
  ～R7.3.31

都市建設部
住宅政策課
088-823-9463

[構成団体]

高知市本町五丁目１番45号
　 公益財団法人高知市都市整備公社

東京都豊島区東池袋一丁目44番３号　池袋ＩＳＰタマビル
　 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

高知市升形５番37号
　 オリエントホテル高知株式会社

高知市帯屋町二丁目１番33号
　 株式会社高知市中心街再開発協議会

24 高知市営住宅及び共同施設

高知市南はりまや町二丁目４番15号
　 四国管財・日本管財共同企業体

高知市仁井田4563番地１
　 入交住環境株式会社
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