
平 成 ２７ 年 度 事 業 計 画 書 

 

 

 

東京オリンピック・パラリンピックの開催決定を受けて、オリンピック・パラリンピック

競技大会組織委員会が設立され、大会開催に向けた本格的な準備がスタートしています。 

２０１４年１０月１０日には、組織委員会から「TOKYO２０２０」がめざすビジョンが発

表されました。 

「スポーツには、世界と未来を変える力がある。その力は、私たち全員が自己のベストを

目指すことで生まれます。アスリート、テクノロジー、おもてなし。すべての分野でその力

を最大のものにし、この世界を大きく前進させましょう。 

すべての人にとって素晴らしい世界になるために、あらゆる多様性を肯定し、真の共生社

会を実現しましょう。 

そして、ここで生まれたすべての変革と進歩を新たなレガシーとして次の世代へ。 

１９６４年、日本を変えた私たちが２０２０年、世界を変えましょう。 

歴史がもっともイノベーティブなオリンピック・パラリンピック競技大会だったと記憶す

るために。」というものです。 

 

本県でも、新たに「徳島県スポーツ推進条例」が制定されるとともに、「徳島県スポーツ 

推進計画」に掲げられた 

（１）運動好きで健やかな子どもたちが育つ「元気なとくしま」 

（２）世界にはばたくトップアスリートが育つ「輝くとくしま」 

（３）生涯にわたってスポーツを楽しむ「豊かなとくしま」 

（４）親睦や交流の場としてスポーツに親しむ「ふれあいとくしま」 

の４つの基本目標を実現するため、様々な「施策」が推進されています。 

 

私たち徳島県スポーツ振興財団は、県民の皆様に大きな感動や喜び、そして活力がもたら

されるよう、子どもから高齢者まで幅広い層のスポーツ参加機会の拡充や、体力づくりの支

援等の取り組みを推進し、スポーツ推進条例に定められた役割をしっかりと果たしながら、

本県のスポーツ振興計画が着実に実現できますよう努めます。さらに、国民体育大会や東京

オリンピック・パラリンピックに向け本県のアスリートの支援にも取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 基本方針  

 

徳島県から指定管理者として委託を受けたスポーツ施設の効率的で効果的な管理運営

と活用を図るとともに、生涯スポーツの普及及び競技力の向上に係る事業を展開し、県民

の皆様のニーズに応えながら、健康の保持増進とスポーツの振興に寄与してまいります。 

 

① 一般財団法人移行に当たり定めた公益目的支出計画に基づいた事業を着実に実施

するなど、公益的な役割をしっかりと果たしてまいります。  

② 県民の皆様の健康保持と体力増進に役立てていただくとともに、多くの感動を覚え

ていただけるように、おもてなしの心を大切に、公平で公正なサービスを提供します。 

③ 生涯にわたりスポーツに親しんでいただけるように、子どもから高齢者向けまでの

多彩なスポーツ教室を開催する等、リーズナブルで感動を得られる事業を展開します。 

④ 県内のスポーツ関係団体等と連携し、選手が競技や練習に集中できる環境や支援体

制の構築に努めるとともに、国民体育大会や東京オリンピック・パラリンピックに向

け、本県の未来のアスリート育成に取り組みます。 

⑤ 公の施設の指定管理者として、県民の皆様に安心して快適にご利用いただけるよう

に、老朽化への適確な対応に努め、安全で質の高い施設運営を行ってまいります。 

 

２ 競技力向上推進事業（継続事業１） 

 

（１）競技力向上のための教室開催 

本県の競技力向上を図るため、専門の外部講師によるスポーツ教室を開催するととも

に、テニス教室にジュニア、初級に加え、新たに中級を設けます。 

   ジュニアフェンシング教室 （鳴門・大塚スポーツパーク） 

   少年剣道教室       （鳴門・大塚スポーツパーク） 

   弓道教室         （鳴門・大塚スポーツパーク） 

   テニス教室（○新中級）   （ＪＡバンク蔵本公園） 

   相撲教室         （ＪＡバンク蔵本公園） 

 

（２）実践力向上のための応援事業の実施 

本県で開催される大会に参加する選手を対象に、大学教授や管理栄養士等の専門家に

よる理論と実践の両面にわたる指導を行い、更なるレベルアップを図ります。 

   とくしまマラソン応援講座 （鳴門・大塚スポーツパーク） 

 

３ 指定管理受託事業（その他事業１） 

 

（１）受託施設の管理運営 

効率的な維持管理により運営経費の縮減を図るとともに、利用者サービスの向上と効

果的な運用を行い、多くの県民の皆様にご利用いただける施設となるよう努めてまいり

ます。 



① 施設別管理運営方針 

各施設の有する機能と特性に応じ、次のような方針で管理運営を行うとともに、  

相互の連携・協力を強化し、３施設一体管理の相乗効果を発揮してまいります。 

 

ア 鳴門総合運動公園（鳴門・大塚スポーツパーク） 

「徳島県民によるスポーツにぎわいづくりの拠点化」の中核施設としての役割を

発揮するため、スポーツ振興のマネジメント機能を強化し、３施設の統括はもちろ

んのこと、県内の公立スポーツ施設や総合型地域スポーツクラブの支援に取り組ん

でまいります。 

また、昨年度に引き続きポカリスエットスタジアムメインスタンドの耐震化工事

がすすめられるとともに、新たにオロナミンＣ球場の照明灯の改修工事も予定され

ており、利用者の安全確保に万全を期してまいります。 

 

イ 蔵本公園（ＪＡバンク蔵本公園） 

都市近郊型スポーツ施設として、徳島市在住・在勤者をはじめ県内各地から訪れ

る方の「健康づくりの拠点」としての機能を果たすため、隣接する徳島大学リハビ

リテーション部と連携し、新たに「姿勢若返らせる腰痛予防教室」を実施するなど、

地域資源を活かしたサービスが提供できるよう取り組んでまいります。 

 

ウ 中央武道館 

剣道・柔道・弓道等武道の錬成の場として、また青少年の「心・技・体を鍛え、

礼を修める拠点」を目指し、県教育委員会や各競技団体と協力し、中学校で必修化

された武道の支援に取り組んでまいります。また、近隣の保育所等への空き時間の

利用促進にも引き続き取り組んでまいります。 

 

② 施設の維持管理 

スポーツ施設・設備を県民の皆さんがいつでも安心して安全・快適にご利用いた

だけるよう、常に適正な管理を行うとともに、徳島ヴォルティスや徳島インディゴ

ソックス等のプロスポーツの試合や各種競技会・大会等の運営がスムーズに行える

よう、グランドコンディションの調整や芝生の管理、競技用器具類の整備等、施設・

設備の維持補修や館内清掃等に万全を期してまいります。 

また、施設・設備の老朽化の進展に伴い故障等が増加傾向にあるため、日常的な

見回りや点検を通じて、予防管理と適確な修繕に努めてまいります。 

 

ア 鳴門総合運動公園（鳴門・大塚スポーツパーク）スポーツ施設 

内  容：総括管理、受付利用案内、使用料金収受、施設整備、機械設備運転 

保守、清掃、警備等施設管理運営 

    施設概要：体育館（アミノバリューホール）、野球場（オロナミン C 球場）、 

弓道場、陸上競技場（ポカリスエットスタジアム）、第二陸上競技場、

集会所、庭球場、武道館（ソイジョイ武道館） 



  イ 蔵本公園（ＪＡバンク蔵本公園）スポーツ施設 

内  容：受付利用案内、使用料金収受、施設整備、機械設備運転保守、清掃、

警備、プール監視等施設管理運営 

    施設概要：野球場（ＪＡバンク徳島スタジアム）、相撲場、庭球場（ＪＡバンクテ

ニスプラザ）、プール（ＪＡバンクちょきんぎょプール） 

 

ウ 中央武道館 

内  容：受付利用案内、使用料金収受、施設整備、機械設備運転保守、清掃、

警備等施設管理運営 

    施設概要：柔道場、剣道場、弓道場、研修室 

 

（２）スポーツ普及のための健康教室の開催 

指定管理施設を利用して、次のような健康教室等を開催することにより、子どもから

高齢者まで幅広い層の方に、気軽にスポーツに親しんでいただくことで、スポーツの  

普及に努めるとともに、高齢者等の生活習慣病の予防や子どもの体力向上等を図り、  

県民の皆さんの健康づくりに寄与してまいります。 

また、これとは別に、夏休みや冬休みの特別教室や文化的な短期教室等も開催し、   

心の健康保持や心技体のバランスのとれた子どもの育成等にも取り組んでまいります。 

  

ア 鳴門総合運動公園（鳴門・大塚スポーツパーク） 

キッズスポーツ教室        対象：２～３歳児と保護者（40 組）  

わんぱくスポーツ教室          対象：４～５歳児と保護者（20 組×２）  

ジュニアスポーツ教室Ⅰ      対象：小学１～２年生（30 名） 

ジュニアスポーツ教室Ⅱ      対象：小学３～６年生（30 名） 

高齢者健康教室          対象：６０歳以上（40 名×２） 

生き生き生活向上塾        対象：６０歳以上（20 名） 

ウェルＣＯＭＥ！長寿教室     対象：６５歳以上（30 名）  

バウンドテニス教室        対象：一般（20 名）  

ストレス発散！スポンジテニス教室 対象：一般（20 名×２） 

脱メタボ・ヨガ教室        対象：一般（30 名）    

燃焼系格闘技エクササイズ教室   対象：一般（30 名） 

  ○新目指せ！スーパーキッズ教室   対象：小学生（前・後期各 20 名） 

 

イ 蔵本公園（ＪＡバンク蔵本公園） 

  親子で楽しく運動教室      対象：２～３歳児と保護者（20 組） 

わんぱく教室           対象：４歳児（30 名） 

うんどう教室           対象：５歳児（30 名） 

ジュニアスポーツ教室       対象：小学１～２年生（30 名） 

生き生き健康教室         対象：６０歳以上（45 名） 

シルバーストレッチ教室      対象：６０歳以上（50 名） 



○新ちょっとダンス教室       対象：一般（前・後期各 30 名） 

○新姿勢若返らせる腰痛予防教室   対象：一般（前・後期各 45 名）週 2 回（月・木） 

○新スポンジテニス教室       対象：一般（前・後期各 30 名） 

バウンドテニス教室        対象：一般（35 名） 

トレーニング教室         対象：一般（45 名） 

健康教室             対象：一般（50 名） 

ビジョンヨガ教室         対象：一般（前・中・後期各 25 名） 

ビジョンヨガ（ナイト）教室    対象：一般（前・中・後期各 25 名） 

 

ウ 中央武道館 

  高齢者剣道教室          対象：６０歳以上 

 

（３）スポーツ普及のためのイベント等の実施 

県や県教育委員会、各種競技団体等と協賛し、家族で一緒に楽しめるイベントや実技

講習や練習方法の指導教室等を開催し、また、そのために必要な経費を補助することで、

スポーツの普及・振興に取り組んでまいります。 

ファミスポＳＨＯＷカーニバル開催（スポーツ王国とくしま推進会議と共催） 

○新児童虐待防止啓発事業（徳島県と共催） 

スポーツ普及イベント等助成事業（助成団体との共催） 

鳴門渦潮高校スポーツ科学科創設支援事業（Ｈ27年度まで事業期間延長）  

中学校武道必修化支援事業（Ｈ27年度まで事業期間延長） 

 

４ 生涯スポーツ普及受託事業（その他事業２） 

 

（１）広域スポーツセンター事業（徳島県から受託） 

総合型地域スポーツクラブにおいて、それぞれの運営状況に応じた「事業企画力」「運

営力」などに関する知識をクラブマネジャー等が習得し、クラブの運営力の向上が図れ

るよう支援します。 

また、多様化する地域住民のスポーツニーズに対応できるよう総合型地域スポーツク

ラブの要請に応じてスポーツ指導者等を派遣し、プログラムサービスの充実を図り、 

地域の方々が「総合型地域スポーツクラブ」を大いに活用し、健康で豊かな生活を送ら

れる社会基盤づくりに取り組みます。 

 

（２）スポーツ健康づくり実践モデル事業（徳島県から受託） 

県民が身近な地域で気軽に運動やスポーツ活動ができる総合型地域スポーツクラブ

の利点を最大限に活用し、「生活習慣病対策」や「高齢者の健康づくり」など地域の医

療分野等と連携した県民の「健康づくり」に取り組みます。 

 

（３）スポーツサポーター養成事業（徳島県から受託） 

総合型地域スポーツクラブにおいて大きな課題となっている指導者不足の解消を図



るため、多様な技術レベルに対応可能な指導者の発掘や、とくしまスポーツすだつネッ

ト登録指導者の拡大を図ってまいります。 

また、災害時に避難所や仮設住宅等で運動支援ができる人材を養成するとともに、ス

ポーツ関わる仲間との連携やスポーツボランティアの拡大に取り組みます。 

 

（４）総合型地域スポーツクラブ普及・育成・支援事業（徳島県体育協会から受託） 

総合型地域スポーツクラブの普及・育成を図るため、「会員の確保」や「財政運営」「指

導員やボランティア等の人材育成」など、設立や運営などに応じて必要な助言や支援を

行ってまいります。 

 

５ 法人経営 

 

一般財団法人への移行に際し定めた「公益目的支出計画」を着実に推進するとともに公

の施設の指定管理者としての安心・安全な施設運営、スポーツを中心とした多彩な教室開

催等、一般財団法人としてのメリットを生かした事業展開を行ってまいります。 

特に、将来にわたり、魅力ある自主事業の創造と展開等を図り、本県のスポーツ振興と

県民の皆様の健康増進に寄与し続けられる人材の育成に意を用いるとともに、柔軟かつ効

率的な運営による経営基盤の強化に努めてまいります。 

なお、次期（平成 28年度～）指定管理者応募に向けた諸準備を進めてまいります。 

 

 

 

【平成２７年度組織体制】 

  

            

                        

                                      

                                       

                                    

                      

                     

                   

        

                   

                                               

   

 

 

 

【ＪＡバンク蔵本公園】 

【鳴門・大塚スポーツパーク】 

 
事務局長（常務理事の兼務） 

総務担当        （4） 

次長    管理担当        （7） 

健康スポーツ担当（3） 

広域スポーツ担当（1） 

監 事  2 名 

 中央武道館担当  （3） 

蔵本事務所長（常務理事の兼務） 

総務担当        （2） 

    管理担当        （4） 

健康スポーツ担当（3） 

理 事 会 

理 事 9 名 

評議員会 

評議員 11

名 
理 事 長（1） 

(代表理事) 

常務理事（2） 

(業務執行理事) 

【中央武道館】 

 


