
基本財産または出資額 出資
（うち県出資額） 比率

(％)  (電話番号)

理事長 H 2. 3.28 500,000,000 50.0 高知市高須３５３－２
井奥　和男 (250,000,000) 　　　　　　　　　　　　　(866-8013)

理事長 H 7. 4.28 100,000,000 70.0 高知市追手筋２－７－５
橋井  昭六 (70,000,000) 　　　　　　　　　　　　　(871-1600)

代表理事 H 2.11. 1 486,769,480 64.4 高知市本町４－１－３７　丸の内ビル２Ｆ
青木　章泰 (313,500,000) 　　　　　　(875-0022)

理事長 H10.10.14 10,000,000 50.0 高知市旭町３－１１５
筒井　早智子 (5,000,000) 　　　　　　　　　　　　　(873-9100)

理事長 H23.4.1 16,185,370,000 100 高知市永国寺町２－２２
中澤　卓史 (16,185,370,000) 　　　　　　　　　　　　　(821-7100)

理事長 S58. 4. 1 21,274,487 51.7 高知市本町４－１－３７　高知県立人権啓発センター
西尾　健一 (11,000,000) 　　(821-4681)

理事長 S53. 5.30 106,100,000 89.5 高知市春野町芳原２４８５番地
猪野　和典 (95,000,000) 　　　　　　　　　　　　　(841-3105)

会長 S47. 6.16 294,372,600 70.7 高知市丸ノ内１－７－５２
青木　章泰 (208,130,000) 　　　　　　　　　　　　　(873-6263)

代表理事 H21. 8. 3 184,100,000 55.9 東京都中央区銀座１－３－１３　オーブプレミア　B1
今西　正和 (103,000,000) （03-3538-4367）

代表取締役社長 S56. 4.22 600,000,000 51.7 南国市久枝乙５８
十河　　清 (310,000,000) 　　　　　　　　　　　　　(864-1525)

代表取締役社長 H26.10.1 1,000,000,000 50.0 高知市桟橋通4丁目12番7号
片岡　万知雄 (500,000,000) (833-7111）

理事長 S47. 6. 1 5,000,000 100 高知市丸ノ内１－７－５２　高知県庁西庁舎３F
杉村　允孝 (5,000,000) 　　　　　  (823-8618)

理事長 S36. 9. 4 30,000,000 100 南国市双葉台７番地１
久武　弘明 (30,000,000) 　　　　　　　 　 (862-4180)

理事長 H12. 2.25 10,000,000 50.0 高岡郡四万十町琴平町４７４－１
中尾　博憲 (5,000,000) 　　　　　　　　　　　(0880-29-0200)

理事長 S48. 3.31 10,000,000 100 高知市九反田４－１０－４０２　トップワン四国４Ｆ
田所　実 (10,000,000) 　　　　　　　  (880-5580)

理事長 H 8. 4. 1 1,000,000 100 香南市野市町大谷７３８
吉村　和久 (1,000,000) 　　　　　　　　　　　(0887-56-3500)

理事長 S40.12.27 8,600,000 51.2 高知市九反田４－１０－４０１　トップワン四国４Ｆ
田所　実 (4,400,000) 　　　 (882-1313)

名誉会長 H 4. 3.25 634,784,005 70.6 高知市本町２－３－３１　ＬＳビル３Ｆ
尾﨑　正直 (448,129,200) 　　　　　　(871-0003)

県出資団体の状況（出資比率１/２以上のもの）

（平成31年４月１日現在）　

代　　表　　者
団　　　　　体　　　　　名 設立年月日 所　　　在　　　地 所　管　課

職　　　氏　　名

1 公益財団法人 高知県文化財団 文化振興課

2 公益財団法人 土佐山内記念財団 文化振興課

3 公益財団法人 高知県国際交流協会 国際交流課

4 公益財団法人 こうち男女共同参画社会づくり財団 県民生活･男女共同参画課

5 高知県公立大学法人 私学・大学支援課

6 公益財団法人 高知県人権啓発センター 人権課

7 公益財団法人 高知県スポーツ振興財団 スポーツ課

8 公益財団法人 高知県スポーツ協会 スポーツ課

9 一般財団法人 高知県地産外商公社 地産地消・外商課

10 高知空港ビル株式会社 交通運輸政策課

11 とさでん交通株式会社 交通運輸政策課

12 公益財団法人 高知県農業公社 農業担い手支援課

13 一般社団法人 高知県森林整備公社 森づくり推進課

14 公益財団法人 四万十川財団 環境共生課

15 高知県土地開発公社 用地対策課

16 公益財団法人 高知県のいち動物公園協会 公園下水道課

17 高知県住宅供給公社 住宅課

18 公益財団法人 暴力追放高知県民センター 組織犯罪対策課



基本財産または出資額 出資
（うち県出資額） 比率

(％)  (電話番号)
高知市丸ノ内１－２－２０（交通運輸政策課内）

代表取締役社長 499,000,000 49.1 ＜総務部＞四万十市駅前町7-1　　　　　　　　　　(0880-35-5240)  

大原　充雄 (245,000,000)

理事長 S59.12.15 82,050,000 49.9 高知市布師田３９９２－２
松岡　哲也 (41,000,000) 　　　　　　　　　　　　　(845-6600)

代表取締役社長 S63. 9. 9 100,000,000 ※37.2 高知市南久保１１－２３
田中　正澄 (200,000,000) 　　　　　　　　　　　　　(883-0780)

会長 H14. 4. 1 255,190,000 39.2 高知市丸ノ内１－２－２０　高知県庁５Ｆ
岩城　孝章 (100,000,000) 　　　　　　　　　　　　　(823-1434)

代表取締役社長 S45. 3. 2 350,000,000 42.9 土佐清水市三崎４１２４－１
中島　喜久夫 (150,000,000) 　　　　　　　　　　　 　 (0880-85-0201)

代表理事 S48. 3.26 69,250,000 28.9 高知市春野町森山２８７０
弘田　憲一 (20,000,000) 　　　　　　　　　　　　　(894-3550)

理事長 S55. 3. 8 187,820,000 39.9 南国市三畠高村２９２－２
弘田　憲一 (75,000,000) 　　　　　　　　　　　　　(864-4645)

理事長 H 6. 9. 1 205,363,000 47.6 高知市仁井田字新港４７０６－４
弘田　憲一 (97,852,000) 　　　　　　　　　　　　　(837-6330)

会長理事 S45. 6.25 92,980,000 46.8 吾川郡いの町１８７９－９
西岡　幸生 (43,500,000) 　　　　　　　　　　　　　　　(892-4830)

理事長 13,500,000 37.0 高知市本町５－１－５０　中沢ビル４F
川田　　勲 (5,000,000) 　　　　　　　　　　　(855-3905)

理事長 H 1.12.20 925,806,633 49.2 南国市双葉台７番地１
戸田　昭 (455,752,513) 　　　　　　　　　　　　　(855-7050)

代表取締役社長 H 3. 7. 9 133,100,000 46.6 長岡郡大豊町川口２０４２－１６
岩﨑　憲郎 (62,000,000) 　　　　　　　　　　　(0887-72-1230)

代表取締役 H25.12.24 168,000,000 27.8 安芸市津久茂町１番１号
横山　幾夫 (46,670,000)

代表取締役 H26.4.1 116,320,000 26.1 高岡郡佐川町乙２１２３番地２
堀見　和道 (30,334,000)

代表取締役 H26.4.8 51,010,000 25.1 幡多郡黒潮町入野５４９６番地
大西　勝也 (12,780,000)

代表取締役 H26.4.14 123,880,000 27.5 土佐郡土佐町田井１４６０番地１
和田　守也 (34,067,000)

代表取締役 H26.5.29 131,000,000 25.1 高岡郡日高村本村２０９番地１
戸梶　眞幸 (32,934,000)

代表取締役 H26.9.3 52,000,000 25.4 土佐清水市西町２番１号
泥谷　光信 (13,211,000)

県出資団体の状況（出資比率１/４以上１/２未満のもの No.1）

（平成31年４月１日現在）　

※資本金は537,100千円から100,000千円に減資されたが、発行済株式総数及び県の持株数に変動はないため、実質的出資率は37.2%となる。

代　　表　　者
団　　　　　体　　　　　名 設立年月日 所　　　在　　　地 所　管　課

職　　　氏　　名

19 土佐くろしお鉄道株式会社 S61. 5. 8 交通運輸政策課

20 公益財団法人 高知県産業振興センター 商工政策課

21 株式会社　高知流通情報サービス 経営支援課

22 公益財団法人 高知県観光コンベンション協会 観光政策課

23 株式会社　高知県観光開発公社 地域観光課

24 一般社団法人 高知県農業用廃プラスチック処理公社 環境農業推進課

25 公益社団法人 高知県種苗センター 農業イノベーション推進課

26 公益社団法人 高知県青果物基金協会 農産物マーケティング戦略課

27 一般社団法人　高知県肉用子牛価格安定基金協会 畜産振興課

28 公益社団法人 高知県森と緑の会
H 8. 3.29

林業環境政策課

29 公益財団法人 高知県山村林業振興基金 森づくり推進課

30 株式会社　とされいほく 森づくり推進課

31 こうち安芸メガソーラー株式会社 新エネルギー推進課

32 こうち・さかわメガソーラー株式会社 新エネルギー推進課

33 こうち・くろしお太陽光発電株式会社 新エネルギー推進課

34 こうち名高山ソーラーファーム株式会社 新エネルギー推進課

35 こうち・ひだかメガソーラー株式会社 新エネルギー推進課

36 こうち・しみずメガソーラー株式会社 新エネルギー推進課



基本財産または出資額 出資
（うち県出資額） 比率

(％)  (電話番号)

理事長 H11. 3.15 40,700,000 25.1 高知市五台山４２００－６
水上　　元 (10,200,000) 　　　　　　　　　　　　　(882-2601)

代表理事 H 6. 4.19 61,000,000 36.1 高岡郡日高村本村字焼坂６５９番１
岩城　孝章 (22,000,000) 　　　  (0889-24-6210)

代表理事 H 9. 3.26 10,000,000 45.0 高知市神田字治国谷１６４６番１
児玉　篤宗 (4,500,000) 　　　  (805-1660)

県出資団体の状況（出資比率１/４以上１/２未満のもの No.2）

（平成31年４月１日現在）　

代　　表　　者
団　　　　　体　　　　　名 設立年月日 所　　　在　　　地 所　管　課

職　　　氏　　名

37 公益財団法人  高知県牧野記念財団 環境共生課

38 公益財団法人 エコサイクル高知 環境対策課

39 公益財団法人 高知県魚さい加工公社 環境対策課



　《出資比率１／４未満の団体》（※広域的な団体を除く）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成31年４月１日現在）　

基本財産または出資額 出資
（うち県出資額） 比率

(％)  (電話番号)

代表取締役社長 S28. 2.18 220,000,000 4.5 高知市本町３－２－１５
佐竹　慶生 (10,000,000) 　　　　　　　　　　　　　　　(822-2111)

代表取締役社長 S44. 4. 8 300,000,000 4.0 高知市北本町３－４－２７
井上　良介 (12,000,000) 　　　　　　　　　　　　　　　(880-1111)

代表取締役社長 H 3. 7. 1 80,000,000 ※7.0 高知市鷹匠町２－１－５
安岡　直人 (56,000,000) 　　　　　　　　　　　　　　　(872-1100)

代表取締役社長 H 8. 6. 3 3,300,000,000 7.0 高知市若松町１０－１１
渡辺　　陽 (230,000,000) 　　　　　　　　　　　　　　　(880-0033)

理事長 S56. 1.30 6,485,713 15.4 高知市丸ノ内１－７－４５　総合あんしんセンター
加志﨑　万蔵 (1,000,000) 　　　　　　　　　　　　　(825-1245)

理事長　　 H22.2.1 21,000,000 21.4 高知市丸ノ内１－２－２０
倉本　　秋 (4,500,000) (822-9910)

理事長 S56. 4. 1 6,050,000 24.8 高知市はりまや町３－７－６　パームサイドビラ２F
東﨑　幸男 (1,500,000) 　　　　　 　 (855-5100)

代表理事 H29.7.28 0 0.0 高知市本町４丁目１番32号　こうち勤労センター５階
岩城　孝章 (0) 　　　　　　　　　　　　　(088-855-7748)

代表取締役社長 S63. 9.17 100,000,000 10.0 徳島県海部郡海陽町宍喰浦字正梶２２－１
前田　　惠 (10,000,000) 　　　　　　　　　　　　　(0884-76-3701)

会長 S24.10.20 14,292,568,131 21.8 高知市上町３－１３－１４
原田　　悟 (3,109,255,000) 　　　　　　　　　　　　　(823-3261)

代表取締役社長 H 6. 4.25 989,500,000 20.2 南国市蛍が丘１－１－１
平山　耕三 (200,000,000) 　　　　　　　　　　　　　　　(880-8400)

理事長 H 6. 9. 1 145,000,000 21.4 高知市丸池町１－１－１４　高知市勤労者交流館１Ｆ　　　　　　　

折田　晃一 (31,000,000) 　　　　(885-9739)

会長理事 S37. 3. 5 2,317,920,000 15.6 高知市北御座２－２７　ＪＡ高知ビル３Ｆ
久岡　　隆 (361,580,000) 　　　　　　　　　　　　　　　(802-8044)

理事長 S45. 4.10 2,060,000 24.3 高知市塩田町８－１
平田　幸成 (500,000) 　　　　　　　　　　　　　(879-0300)

理事長 S55. 3.31 6,000,000 13.3 高知市介良乙８１５－１
児島　英敏 (800,000) 　　　　　　　　　　　　　(860-2400)

代表取締役社長 H 7. 8. 1 1,036,000,000 24.1 高知市仁井田字新港４７００番地
奴田原　稔 (250,000,000) 　　　　　　　　　　　　　　　(847-4600)

代表理事 H31.3.18 0 0.0 高知市丸ノ内１－７－５２
田中　宏治 (0) （824-0379）

理事長 H29.4.3 22,518,150,000 2.6 東京都台東区東上野3－21－6　鈴やビル３階　
武部　勤 (589,400,000) 　　　　　　　　　　　　　　　　（03－5846－8441）

代　　表　　者
団　　　　　体　　　　　名 設立年月日 所　　　在　　　地 所　管　課

職　　　氏　　名

1 株式会社　高知放送 広報広聴課

2 株式会社　テレビ高知 広報広聴課

3 株式会社　エフエム高知 広報広聴課

4 高知さんさんテレビ株式会社 広報広聴課

5 一般財団法人 高知県救急医療情報センター 医療政策課

6 一般社団法人 高知医療再生機構 医療政策課

7 公益財団法人 高知県生活衛生営業指導センター 食品・衛生課

8 一般社団法人 高知県移住促進・人材確保センター 移住促進課

9 阿佐海岸鉄道株式会社 交通運輸政策課

10 高知県信用保証協会 経営支援課

11 株式会社　南国オフィスパークセンター 企業立地課

12 公益財団法人 高知勤労者福祉サービスセンター 雇用労働政策課

13 高知県農業信用基金協会 協同組合指導課

14 公益社団法人 高知県建設技術公社 土木政策課

15 一般財団法人 高知県環境検査センター　　　　 公園下水道課

16 高知ファズ株式会社 港湾振興課

17 一般社団法人高知県漁業就業支援センター 漁業振興課

18 全国漁業信用基金協会 水産政策課

※資本金は800,000千円から80,000千円に減資されたが、発行済株式総数及び県の持株数に変動はないため、実質的出資率は7.0%となる。
H31.3.19付けで高知県漁業信用基金協会が全国漁業信用基
金協会に吸収合併（出資比率44%→2.6%）


