
これまでの指定状況

施　　設　　名
指定管理者
（R3.4時点）

指定開始日 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度／令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

ふくし交流プラザ
（社福）高知県社会福祉協議
会

H18.4.1

こうち男女共同参画センター
（公財）こうち男女共同参画
社会づくり財団

H18.4.1

人権啓発センター
（公財）高知県人権啓発セン
ター

H18.4.1

障害者スポーツセンター
（社福）高知県社会福祉協議
会

H16.4.1

〔　第１期　〕

指定期間：1年 　（H16.4.1～H17.3.31）
選定方法：公募　（応募　１者）
指定管理者：（財）高知県ふくし交流財団

美術館 （公財）高知県文化財団 H18.4.1

歴史民俗資料館 〃 H18.4.1

坂本龍馬記念館 〃 H18.4.1

文学館 〃 H18.4.1

県民文化ホール
高知県立県民文化ホール共
同企業体

H18.4.1

高知城歴史博物館 （公財）土佐山内記念財団 H28.4.1

交通安全こどもセンター
特定非営利活動法人たびび
と

H18.2.1

地域職業訓練センター 高知県職業能力開発協会 H23.4.1

足摺海洋館 （株）高知県観光開発公社 H31.4.1

甫喜ヶ峰森林公園 （一社）高知県山林協会 H18.4.1

森林研修センター
（情報交流館）

情報交流館ネットワーク H18.8.1

森林研修センター
（研修館）

（公財）高知県山村林業振興
基金

H18.4.1

牧野植物園 （公財）高知県牧野記念財団 H18.4.1

月見山こどもの森 情報交流館ネットワーク H18.8.1

宇佐漁港 高知県漁業協同組合 H22.4.1

池公園 （株）双葉造園 H17.4.1

〔　第１期　〕

指定期間：1年 　（H17.4.1～H18.3.31）
選定方法：公募　（応募　９者）
指定管理者：平成緑化建設（株）

〔　第４期　〕

指定期間：１年 （H24.4.1～H25.3.31）
選定方法：公募　（応募　２者）
指定管理者：平成緑化建設（株）

室戸広域公園 （株）双葉造園 H18.4.1

のいち動物公園
（公財）高知県のいち動物公
園協会

H18.4.1

春野総合運動公園
（公財）高知県スポーツ振興
財団

H18.4.1

スポーツ科学センター
（公財）高知県スポーツ振興
財団

H31.4.1

土佐西南大規模公園
（大方・佐賀地区）

特定非営利活動法人NPO砂
浜美術館

H18.4.1

土佐西南大規模公園
（中村地区）

（公財）四万十市公園管理公
社

H18.4.1

室戸体育館 （株）双葉造園 H18.4.1

〔　第１期　〕

指定期間：１年 　（H18.4.1～H19.3.31）
選定方法：非公募
指定管理者：室戸市

〔　第２期　〕

指定期間：１年 　（H19.4.1～H20.3.31）
選定方法：非公募
指定管理者：室戸市

甲浦港海岸緑地公園 東洋町 H18.4.1

手結港海岸緑地公園 （株）ヤ ・ シィ H18.4.1

高知港係留施設等 高知FAZ（株） H26.4.1

塩見記念青少年プラザ
特定非営利活動法人たびび
と

H16.8.1

〔　第５期　〕

指定期間：１年 　（H27.4.1～H28.3.31）
選定方法：　公募　（応募　１者）
指定管理者：
　特定非営利法人活動法人たびびと

香北青少年の家 （株）香北ふるさとみらい H18.4.1

高知青少年の家

青少年体育館

埋蔵文化財センター （公財）高知県文化財団 H18.4.1

〔　第２期　〕

指定期間：１年 　（H21.4.1～H22.3.31）
選定方法：非公募
指定管理者：（財）高知県文化財団

入交グループ高知公園管理
組合

県民体育館 H18.4.1

武道館 H18.4.1

弓道場
（公財）高知県スポーツ振興
財団

H25.7.1

〔　第１期　〕

　指定期間　：　２年 　（H18.4.1～H20.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　（財）高知県ふくし交流財団

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年　 （H20.4.1～H23.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　（社福）高知県社会福祉協議会

〔　第３期　〕

　指定期間　：　５年　 （H23.4.1～H28.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（社福）高知県社会福祉協議会

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H28.4.1～R3.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（社福）高知県社会福祉協議会

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年　 （Ｒ3.4.1～R8.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（社福）高知県社会福祉協議会

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　３者）
　指定管理者　：　（財）こうち男女共同参画社会づくり財団

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（財）こうち男女共同参画社会づくり財団

〔　第３期　〕

　指定期間　：　５年 　（H24.4.1～H29.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（公財）こうち男女共同参画社会づくり財団

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年 　（H29.4.1～R4.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（公財）こうち男女共同参画社会づくり財団

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　（財）高知県人権啓発センター

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（財）高知県人権啓発センター

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H24.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（公財）高知県人権啓発センター

〔　第４期　〕

　指定期間　：　３年 　（H27.4.1～H30.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（公財）高知県人権啓発センター

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年 　（H30.4.1～R5.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（公財）高知県人権啓発センター

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H17.4.1～H20.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（財）高知県ふくし交流財団

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H20.4.1～H23.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（社福）高知県社会福祉協議会

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H23.4.1～H28.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（社福）高知県社会福祉協議会

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年　 （H28.4.1～R3.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（社福）高知県社会福祉協議会

〔　第６期　〕

　指定期間　：　３年 　（R3.4.1～R8.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　３者）
　指定管理者　：　（社福）高知県社会福祉協議会

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（財）高知県文化財団

〔　第２期　〕

　指定期間　：　５年 　（H21.4.1～H26.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（財）高知県文化財団

〔　第3期　〕

　指定期間　：　５年 　（H26.4.1～H31.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（公財）高知県文化財団

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H31.4.1～R6.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（公財）高知県文化財団

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（財）高知県文化財団

〔　第２期　〕

　指定期間　：　５年 　（H21.4.1～H26.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（財）高知県文化財団

〔　第3期　〕

　指定期間　：　５年 　（H26.4.1～H31.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（公財）高知県文化財団

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H31.4.1～R6.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（公財）高知県文化財団

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（財）高知県文化財団

〔　第２期　〕

　指定期間　：　５年 　（H21.4.1～H26.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　（財）高知県文化財団

〔　第3期　〕

　指定期間　：　５年 　（H26.4.1～H31.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（公財）高知県文化財団

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H31.4.1～R6.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（公財）高知県文化財団

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（財）高知県文化財団

〔　第２期　〕

　指定期間　：　５年 　（H21.4.1～H26.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（財）高知県文化財団

〔　第3期　〕

　指定期間　：　５年 　（H26.4.1～H31.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（公財）高知県文化財団

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H31.4.1～R6.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（公財）高知県文化財団

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（財）高知県文化財団

〔　第２期　〕

　指定期間　：　５年 　（H21.4.1～H26.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（財）高知県文化財団

〔　第3期　〕

　指定期間　：　５年 　（H26.4.1～H31.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　高知県立県民文化ホール共同企業体

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H31.4.1～R6.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　高知県立県民文化ホール共同企業体

〔　第１期　〕

　指定期間　：　５年 　（H28.4.1～R3.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（公財）土佐山内記念財団

〔　第２期　〕

　指定期間　：　５年 　（Ｒ3.4.1～R8.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（公財）土佐山内記念財団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　第１期　〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定期間　：　３年 　（H18.2.1～H21.3.31）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選定方法　：　公募　（応募　５者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定管理者　：　特定非営利活動法人たびびと

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　特定非営利活動法人たびびと

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H24.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　特定非営利活動法人たびびと

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H27.4.1～R2.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　特定非営利法人たびびと

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年 　（R2.4.1～R7.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　　（一社）オフィスポラリス

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H23.4.1～H26.3.31）
　選定方法　：　非公募　
　指定管理者　：　高知県職業能力開発協会

〔　第2期　〕

　指定期間　：　３年 　（H26.4.1～H29.3.31）
　選定方法　：　非公募　
　指定管理者　：　高知県職業能力開発協会

〔　第3期　〕

　指定期間　：　５年 　（H29.4.1～R4.3.31）
　選定方法　：　非公募　
　指定管理者　：　高知県職業能力開発協会

〔　第１期　〕

　指定期間　：　４年 　（H31.4.1～R5.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（株）高知県観光開発公社

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　５者）
　指定管理者　：　（社）高知県山林協会

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（社）高知県山林協会

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H24.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（社）高知県山林協会

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H27.4.1～R2.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（一社）高知県山林協会

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年 　（R2.4.1～R7.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　　（一社）高知県山林協会

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.8.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　４者）
　指定管理者　：　情報交流館ネットワーク

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　情報交流館ネットワーク

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H24.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　情報交流館ネットワーク

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H27.4.1～R2.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　情報交流館ネットワーク

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年 　（R2.4.1～R7.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　　情報交流館ネットワーク

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　（財）高知県山村林業振興基金

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（財）高知県山村林業振興基金

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H24.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　（財）高知県山村林業振興基金

〔　第４期　〕

　指定期間　：　３年 　（H27.4.1～H30.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（公財）高知県山村林業振興基金

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年 　（H30.4.1～R5.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　　（公財）高知県山村林業振興基金

〔　第１期　〕

　指定期間　：　５年 　（H18.4.1～H23.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　（財）高知県牧野記念財団

〔　第２期　〕

　指定期間　：　５年 　（H23.4.1～H28.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（財）高知県牧野記念財団

〔　第３期　〕

　指定期間　：　５年 　（H28.4.1～R3.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（公財）高知県牧野記念財団

〔　第3期　〕

　指定期間　：　3年 　（R3.4.1～R6.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（公財）高知県牧野記念財団

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.8.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　３者）
　指定管理者　：　情報交流館ネットワーク

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　情報交流館ネットワーク

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H24.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　情報交流館ネットワーク

〔　第４期　〕

　指定期間　：　３年 　（H27.4.1～H30.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　情報交流館ネットワーク

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年 　（H30.4.1～R5.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　情報交流館ネットワーク

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H22.4.1～H25.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　高知県漁業協同組合

〔　第2期　〕

　指定期間　：　３年 　（H25.4.1～H28.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　高知県漁業協同組合

〔　第３期　〕

　指定期間　：　５年　 （H28.4.1～R3.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　高知県漁業協同組合

〔　第３期　〕

　指定期間　：　５年　 （R3.4.1～R8.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　高知県漁業協同組合

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　３者）
　指定管理者　：　平成緑化建設（株）

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　平成緑化建設（株）

〔　第５期　〕

　指定期間　：　２年 　（H25.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　（株）双葉造園

〔　第６期　〕

　指定期間　：　３年 　（H27.4.1～H30.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（株）双葉造園

〔　第７期　〕

　指定期間　：　５年 　（H30.4.1～R5.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（株）双葉造園

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　４者）
　指定管理者　：　（株）双葉造園

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　（株）双葉造園

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H24.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　（株）双葉造園

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H27.4.1～R2.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　（株）双葉造園

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年 　（R2.4.1～R7.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　　（株）双葉造園

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（財）高知県のいち動物公園協会

〔　第２期　〕

　指定期間　：　５年 　（H21.4.1～H26.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（財）高知県のいち動物公園協会

〔　第3期　〕

　指定期間　：　５年 　（H26.4.1～H31.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（公財）高知県のいち動物公園協会

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H31.4.1～R6.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（公財）高知県のいち動物公園協会

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　５者）
　指定管理者　：　くろしお通信・須工ときわグループ

〔　第２期　〕

　指定期間　：　５年 　（H21.4.1～H26.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（財）高知県スポーツ振興財団

〔　第3期　〕

　指定期間　：　５年 　（H26.4.1～H31.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　2者）
　指定管理者　：　（公財）高知県スポーツ振興財団

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H31.4.1～R6.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（公財）高知県スポーツ振興財団

〔　第１期　〕

　指定期間　：　５年 　（H31.4.1～R6.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（公財）高知県スポーツ振興財団

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　３者）
　指定管理者　：　特定非営利活動法人ＮＰＯ砂浜美術館

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　特定非営利活動法人ＮＰＯ砂浜美術館

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H24.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　特定非営利活動法人ＮＰＯ砂浜美術館

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H27.4.1～R2.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　特定非営利活動法人NPO砂浜美術館

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年 　（R2.4.1～R7.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　　特定非営利活動法人NPO砂浜美術館

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　（財）四万十市公園管理公社

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（財）四万十市公園管理公社

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H24.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（財）四万十市公園管理公社

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H27.4.1～R2.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（公財）四万十市公園管理公社

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年 　（R2.4.1～R7.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　　（公財）四万十市公園管理公社

〔　第３期　〕

　指定期間　：　２年 　（H20.4.1～H22.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　室戸市

〔　第４期　〕

　指定期間　：　２年 　（H22.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　室戸市

〔　第５期　〕

　指定期間　：　３年 　（H24.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　室戸市

〔　第６期　〕

　指定期間　：　３年 　（H27.4.1～H30.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　室戸市

〔　第７期　〕

　指定期間　：　５年 　（H30.4.1～R5.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（株）双葉造園

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　東洋町

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　東洋町

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H24.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　東洋町

〔　第４期　〕

　指定期間　：　３年 　（H27.4.1～H30.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　東洋町

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年 　（H30.4.1～R5.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　東洋町

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　３者）
　指定管理者　：　（株）ヤ・シイ

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　（株）ヤ・シイ

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H24.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（株）ヤ・シイ

〔　第４期　〕

　指定期間　：　３年 　（H27.4.1～H30.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（株）ヤ・シィ

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年 　（H30.4.1～R5.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　　（株）ヤ・シィ

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H26.4.1～H29.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　1者）
　指定管理者　：　高知FAZ（株）

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H29.4.1～R2.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　1者）
　指定管理者　：　高知FAZ（株）

〔　第３期　〕

　指定期間　：　５年 　（R2.4.1～R7.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　　高知FAZ（株）

　　　　　　　　　　〔　第１期　〕

　　　　　　　　　　　指定期間　：　２年 　（H16.8.1～H18.3.31）
　　　　　　　　　　　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　　　　　　　　　　　指定管理者　：　青少年育成高知県民会議

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　青少年育成高知県民会議

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　青少年育成高知県民会議

〔　第４期　〕

　指定期間　：　３年 　（H24.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　特定非営利活動法人たびびと

改築のため、指定管理を休止

〔　第６期　〕

　指定期間　：　５年 　（H30.4.1～R5.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　３者）
　指定管理者　：　特定非営利法人活動法人たびびと

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　（株）香北ふるさと公社

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（株）香北ふるさと公社

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H24.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（株）香北ふるさと公社

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H27.4.1～R2.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（株）香北ふるさと公社　※H28.11.9社名変更（（株）香北ふるさと公社　→（株）香北ふるさとみらい）

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年 　（R2.4.1～R7.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　　（株）香北ふるさとみらい）

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（財）高知県文化財団

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H22.4.1～H25.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（財）高知県文化財団

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年 　（H25.4.1～H30.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　（公財）高知県文化財団

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年 　（H30.4.1～R5.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：　　（公財）高知県文化財団

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H19.4.1～H22.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　６者）
　指定管理者　：　入交グループ高知城プロジェクトチーム

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H22.4.1～H25.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　入交グループ高知公園管理組合

〔　第３期　〕

　指定期間　：　５年 　（H25.4.1～H30.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　入交グループ高知公園管理組合

〔　第４期　〕

　指定期間　：　５年　 （H30.4.1～R5.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　入交グループ高知公園管理組合

高知公園駐車場に先行導入

指定期間：１年 　（H18.4.1～H19.3.31）
選定方法：公募　（応募　６者）
指定管理者：（財）高知県観光コンベンション協会

〔　第１期　〕

　指定期間　：　２年 　（H25.7.1～H27.3.31）
　選定方法　：　非公募
　指定管理者　：（公財）高知県スポーツ振興財団

特定非営利活動法人高知県
青年会館

H18.4.1

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　４者）
　指定管理者　：　（財）高知県青年会館

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（財）高知県青年会館

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H24.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（財）高知県青年会館（H25.4.１～H27.3.31　特定非営利活動法人高知県青年会館）

【　第４期　】

　指定期間　：　５年　（H27.4.1～R2.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　特定非営利活動法人高知県青年会館

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年 　（R2.4.1～R7.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　　特定非営利活動法人高知県青年会館

高知公園
（高知公園駐車場を含む）

H19.4.1

（公財）高知県スポーツ振興
財団

〔　第１期　〕

　指定期間　：　３年 　（H18.4.1～H21.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　３者）
　指定管理者　：　（財）高知県スポーツ振興財団

〔　第２期　〕

　指定期間　：　３年 　（H21.4.1～H24.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　２者）
　指定管理者　：　（財）高知県スポーツ振興財団

〔　第３期　〕

　指定期間　：　３年 　（H24.4.1～H27.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（財）高知県スポーツ振興財団

【　第４期　】

　指定期間　：　５年　（H27.4.1～R2.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　（公財）高知県スポーツ振興財団

〔　第５期　〕

　指定期間　：　５年 　（R2.4.1～R7.3.31）
　選定方法　：　公募　（応募　１者）
　指定管理者　：　　（公財）高知県スポーツ振興財団
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これまでの指定状況

施　　設　　名

ふくし交流プラザ

こうち男女共同参画センター

人権啓発センター

障害者スポーツセンター

美術館

歴史民俗資料館

坂本龍馬記念館

文学館

県民文化ホール

高知城歴史博物館

交通安全こどもセンター

地域職業訓練センター

足摺海洋館

甫喜ヶ峰森林公園

森林研修センター
（情報交流館）

森林研修センター
（研修館）

牧野植物園

月見山こどもの森

宇佐漁港

池公園

室戸広域公園

のいち動物公園

春野総合運動公園

スポーツ科学センター

土佐西南大規模公園
（大方・佐賀地区）

土佐西南大規模公園
（中村地区）

室戸体育館

甲浦港海岸緑地公園

手結港海岸緑地公園

高知港係留施設等

塩見記念青少年プラザ

香北青少年の家

高知青少年の家

青少年体育館

埋蔵文化財センター

県民体育館

武道館

弓道場

高知公園
（高知公園駐車場を含む）

子ども・福祉政
策部

地域福祉政策課

子ども・福祉政
策部

人権・男女共同
参画課

子ども・福祉政
策部

人権・男女協働
参画課

文化生活ス
ポーツ部

スポーツ課

文化生活ス
ポーツ部

文化振興課

文化生活ス
ポーツ部

文化振興課

文化生活ス
ポーツ部

文化振興課

文化生活ス
ポーツ部

文化振興課

文化生活ス
ポーツ部

文化振興課

文化生活ス
ポーツ部

文化振興課

文化生活ス
ポーツ部

県民生活課

商工労働部 雇用労働政策課

観光振興部 地域観光課

林業振興・環境部 林業環境政策課

林業振興・環境部 林業環境政策課

林業振興・環境部 森づくり推進課

林業振興・環境部 自然共生課

林業振興・環境部 自然共生課

水産振興部 漁港漁場課

土木部 公園下水道課

土木部 公園下水道課

土木部 公園下水道課

土木部 公園下水道課

文化生活ス
ポーツ部

スポーツ課

土木部 公園下水道課

土木部 公園下水道課

土木部 公園下水道課

土木部 海岸課

土木部 海岸課

土木部 港湾・海岸課

教育委員会 生涯学習課

教育委員会 生涯学習課

教育委員会 生涯学習課

教育委員会 生涯学習課

教育委員会 文化財課

教育委員会 文化財課

教育委員会 文化財課

文化生活ス
ポーツ部

スポーツ課

文化生活ス
ポーツ部

スポーツ課

文化生活ス
ポーツ部

スポーツ課

所　　管　　課
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