
令和３年度 事業計画

Ⅰ　基 本 方 針

　　昨年我が国は、世界的に拡大した新型コロナウイルス感染症の影響により、様々なスポーツ大会やス

ポーツイベントが中止や延期を余儀なくされたが、日本スポーツ協会や各中央競技団体が策定したガイド

ラインに基づく感染防止対策を徹底するなどして、「新たな生活様式」によるスポーツ活動が再開されつつ

ある。

　　こうした中、昨年12月、徳島ヴォルティスが地元ポカリスエットスタジアムにおいて「７季ぶりのＪ１

復帰」を果たし、県民に大きな勇気と感動を与える出来事となったことは記憶に新しく，改めてスポーツ

の持つ力の大きさが実感された。

　　本年は、１年延期となった「東京2020オリンピック・パラリンピック」がいよいよ開催される記念すべ

き年にあたり、このような節目の年に、本協会は、県立スポーツ施設の管理運営や生涯スポーツの振興を

担う一般財団法人徳島県スポーツ振興財団と統合し、本県スポーツの更なる普及・振興に向け、ハード・

ソフト両面にわたる施策を一体的に推進する組織として新たなスタートを切ることとなった。

　　令和３年度においては、新たな組織体制の下、以下の方針に基づき、スポーツの力で地域に活力をもた

らすべく、両法人の強みを活かした事業を積極的に展開する。

１　競技スポーツの推進

　　各競技団体及び関係団体と連携し、競技力向上及び各種全国大会で活躍するトップアスリートやオリン

ピックを目指す選手の育成を図り、また、ドーピング防止教育や、スポーツドクター・トレーナー等の協

力を得て、競技環境・体制を整える。

　　これら連携した事業を実施し、国民体育大会天皇杯順位の向上を図る。

２　スポーツ指導者の育成

　　スポーツ指導者は競技力向上やスポーツ少年団育成の要であり、講習会の開催や研修会への派遣により

養成と資質の向上を図る。

３　スポーツ少年団の育成

　　スポーツ少年団の育成と活動の促進を図り、次代を担う有為な青少年の育成に寄与する。

４　生涯スポーツの普及推進及び活動支援

　　地域における生涯スポーツの担い手である総合型地域スポーツクラブに対し、徳島県広域スポーツセン

ターにおいて、徳島県の委託に基づき運営等に係る支援を行うとともに、「登録・認証制度」の円滑な導入

に向けた調整を行う。

　　また、総合型地域スポーツクラブを拠点とした障がい者スポーツの普及・拡大を図る。

５　広報・顕彰活動

　　ホームページや会報は、本協会の情報発信の重要な手段であり、より利用しやすく、魅力あるホーム

ページ、紙面作りに努める。
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６　スポーツ施設の管理・運営

　　徳島県から指定管理者として指定を受けた、徳島県蔵本公園スポーツ施設、徳島県鳴門総合運動公園ス

ポーツ施設及び徳島県立中央武道館について、利用者に対し公平・公正で質の高いサービスを提供すると

ともに、効率的で効果的な維持管理を行うことで施設の長寿命化を図る。

７　健康運動教室の開催

　　スポーツ施設を有効活用し、子どもから高齢者まで幅広い層が気軽に楽しむことができるよう、豊富な

メニューの健康運動教室を安価に提供するとともに、専門的な知識を有するスポーツコーディネーターを

講師に起用するなど、合併の効果を活かして魅力ある教室運営を行う。

Ⅱ　主要事業の概要

【公益目的事業】

１　競技スポーツ推進事業（113,294千円）

　　国民体育大会支援事業（43,903千円）

　　第76回国民体育大会「三重とこわか国体」及び第77回国民体育大会冬季大会「いちご一会とちぎ国体」

「美の国あきた鹿角国体2022」へ徳島県選手団を派遣するとともに派遣に要する経費について助成する。

また、今年度は幹事県として、国民体育大会第42回四国ブロック大会を開催する。

　　競技スポーツ重点強化対策事業（66,577千円）

　　スポーツコーディネーターを，学校・競技団体等に派遣し，指導及び相談，助言等を行う。

　　その他、関係団体と連携し、競技力向上のための強化対策を推進し，国民体育大会四国ブロック大会

の突破率の向上，国民体育大会での更なる躍進を目指す。

　　スポーツ科学振興事業（755千円）

　　日本スポーツ協会から委託を受けたドーピング防止に関する事業、また、検診事業を行う。
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場　　　　所曜日日月令和～曜日日月令和事　　業　　内　　容№

国民体育大会への派遣１

三重県火1493～土493第76回会期前（水泳・体操・レスリング）

三重県月2093～土1893第76回会期前（柔道）

三重県火5103～土2593第76回本大会

栃木県日3014～月2414第77回冬季大会スケート・アイスホッケー競技会

秋田県日2024～木1724第77回冬季大会スキー競技会

徳島県他下旬83～中旬63国民体育大会第42回四国ブロック大会の開催２

場　　　　所曜日日月令和～曜日日月令和事　　業　　内　　容№

徳島市民吉野川運動広場他下旬83～上旬73少年スポーツ（野球・サッカー）検診事業１

未定中旬14・中旬93国体選手を中心としたアンチ・ドーピング教育・啓発事業２

東京都：国立スポーツ科学センター等下旬24・上旬73アンチ・ドーピング定期研修会３
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　　大会等選手激励事業（2,059千円）

　　国民体育大会に係る結団式や報告会、各種の激励訪問等を行う。

２　スポーツ指導者育成事業（1,673千円）

　　スポーツ指導者の育成に関する研修会を開催するとともに、全国会議や研修会へ指導者を派遣する。

３　青少年スポーツ育成事業（7,276千円）

　　全国・四国ブロックの各種研修会等に指導者やリーダーを派遣するとともに、スタートコーチ養成講習

会やジュニア・リーダースクールを開催し、指導者の養成、リーダーの育成に努める。

　　また、交流大会の開催及び派遣では、日独同時交流事業や四国ブロック交流大会へのチームの派遣や県

内交流大会を開催する。

場　　　　所曜日日月令和～曜日日月令和事　　業　　内　　容№

選手等の激励１

国民体育大会結団式

未定中旬93　①第76回本大会（認定証交付）

未定中旬14　②第77回冬季大会（認定証交付）

国民体育大会

徳島県他下旬83～中旬63　①第42回四国ブロック大会

三重県火1493～土493　②第76回会期前（水泳・体操・レスリング）

三重県月2093～土1893　③第76回会期前（柔道）

三重県火5103～土2593　④第76回本大会

栃木県日3014～月2414　⑤第77回冬季大会スケート・アイスホッケー競技会

秋田県日2024～木1724　⑥第77回冬季大会スキー競技会

国際大会出場者

未定下旬113国民体育大会入賞者表彰（兼国体報告会）２

場　　　　所曜日日月令和～曜日日月令和事　　業　　内　　容№

指導体制の整備と活動の促進１

東京都※オンライン併用53～中旬53公認スポーツ指導者事務担当者会議

東京都※オンライン併用未定3・未定3全国スポーツ指導者連絡会議（幹事会）

東京都※オンライン併用123～上旬123公認スポーツ指導者全国研修会

東京都※オンライン併用123～上旬123公認アスレティックトレーナー連絡会議

東京都※オンライン併用上旬34公認スポーツドクター代表者協議会

公認スポーツ指導者の養成・研修２

独自開催
バレーボール、空手道、トライアスロン月3114～火163公認コーチ１養成講習会

全国月3114～火163指導者資格取得補助事業

東京都：JAPAN SPORT OLYMPIC
SQUARE上旬123～上旬103コーチデベロッパー養成講習会

あわぎんホール土19・12・524徳島県スポーツ指導者研修会

場　　　　所曜日日月令和～曜日日月令和事　　業　　内　　容№

組織整備の強化・充実１

日本スポーツ少年団関係

東京都：JAPAN SPORT OLYMPIC
SQUARE上旬63　①都道府県事務担当者会議

東京都：JAPAN SPORT OLYMPIC
SQUARE土2624・土2953　②委員総会（２回）

東京都※オンライン併用土1263　③全国指導者協議会

高知県：未定23～上旬23　④中国・四国ブロック会議
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場　　　　所曜日日月令和～曜日日月令和事　　業　　内　　容№

四国ブロックスポーツ少年団関係１

高知県上旬24・中旬53　①連絡会議

高知県上旬24・中旬53　②指導者連絡協議会

徳島県スポーツ少年団関係

未定中旬34・中旬93　①本部委員会

未定中旬93　②指導者協議会

未定中旬34　③市町村事務担当者会議

指導者の養成・研修２

アクティブ・チャイルド・プログラム（ACP）

委託30コース月2824～木143　①普及促進

全国３会場（２日間）下旬24～上旬53　②講師講習会

全国３会場（１日）下旬24～上旬53　③ブラッシュアップセミナー（講師講習会受講修了者対象）

東京都※オンライン併用日1363第４回ジュニアスポーツフォーラム

スタートコーチインストラクター

全国７会場（１日）下旬113～上旬103　①移行研修会

大阪府：（２日間）下旬113～上旬103　②養成講習会

高知県：高知会館日5123～土4123四国ブロック指導者研究協議会

あわぎんホール日5123スタートコーチ養成講習会

リーダーの養成・研修３

総会１回、定例会６回、イベント１回木3134～木143徳島県リーダー会

オンライン開催日1363～土1263全国リーダー連絡会

ジュニア・リーダースクール

那賀川スポーツセンター他日21113～日2983　①南部コース

吉野川市民プラザ他日21113～日593　②県央コース

オンライン開催中旬83シニア・リーダースクール

高知県：県立青少年センター日21113～土20113四国ブロックリーダー研究大会

国際交流の派遣及び受入等４

日独ユースキャンプ

東京都：JAPAN SPORT OLYMPIC
SQUARE日1653～土1553　①事前研修会

埼玉県：スポーツ総合センター木583～木2273　②本県団員の派遣

第49回日独同時交流

徳島グランヴィリオホテル金1124派遣団員推薦に係る選考委員会

交流大会の派遣及び開催５

全国大会

東京都：未定月2093～土1893　①スポーツ少年大会（第59回）

沖縄県：未定月1683～金1383　②軟式野球（第43回）

高知県：県立青少年センター月2834～土2634　③剣道（第44回）

島根県：未定水3034～日2734　④バレーボール（第19回）

四国ブロック大会

徳島県：阿波市民球場他日2763～土2663　①軟式野球（全国予選）

香川県：三豊市緑ヶ丘サッカー場日1173～土1073　②サッカー

愛媛県：モンベルアウトドアオアシス
石鎚他日1873　③スポーツ少年大会

愛媛県：伊予市民体育館土3173　④フリー種目（バレーボール）

高知県：県民体育館日24103～土23103　⑤ミニバスケットボール

県内大会

オロナミンＣ球場他日663～日1843　①軟式野球

徳島市球技場土2953～土853　②サッカー

鳴門・大塚スポーツパーク日5123　③剣道

徳島市Ｂ＆Ｇ海洋センター土814　④卓球

藍住町町民体育館他金1124　⑤バレーボール
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４　スポーツ普及・振興事業（17,718千円）

　　スポーツ活動支援事業（1,974千円）

　　①　とくしまスポーツ活性計画助成事業の支援

　　　　Love & Fanとくしまスポーツ活性計画事業を支援する。

　　②　加盟団体への活動推進支援

　　　　生涯スポーツの普及に努める加盟団体の活動に対し助成を行う。

　　③　日本スポーツマスターズ2021の支援

　　総合型地域スポーツクラブ普及・育成・支援事業（12,331千円）

　　徳島県スポーツ推進計画に基づき、総合型地域スポーツクラブが自主的・主体的な活動ができるよう

支援するとともに、徳島県から委託を受け運営基盤の強化を図るための各種事業を実施する。

　　①　総合型地域スポーツクラブ強化事業『スポーツクリエイト推進事業』

契　登録・認証制度整備事業

　　令和４年度から導入が予定されている「登録・認証制度」の円滑な運用に向け、県内総合型ス

ポーツクラブや市町村行政担当者を対象に巡回指導や助言を行う。

形　クラブマネジメント力向上事業

　　総合型地域スポーツクラブが提供するプログラムの充実や会員等へのサービス向上のため、運営

スタッフやクラブマネージャー等を対象に研修会を開催する。

径　クラブプログラム充実支援事業

　　総合型地域スポーツクラブが提供するプログラムの充実や指導方法等を向上させるため、健康運

動指導士やスポーツ・レクリエーション指導者等の有資格者を各クラブに派遣し、実地に研修を行

う。

恵　クラブ間ネットワーク強化事業

　　県内の総合型地域スポーツクラブ36団体を、県西部・県中央部・県南部の３圏域に分け、エリア

ごとにネットワークを構築し、相互に情報交換をしながら広域での連携体制や課題解決を目指すた

めの研修会や交流事業を実施する。

　　②　地域スポーツ推進力向上事業『スポーツクリエイト推進事業』

契　スポーツサポーター育成活用促進事業

　　災害時の運動支援や介護施設等での認知症予防、障がい者に対する運動支援など様々な分野にお

いて、スポーツを通じてそれぞれの課題解決を図るため、スポーツ指導の経験を持ち各分野の専門

的知識を有する人材を「スポーツサポーター」として養成し、研修会を開催することで資質の向上

を図るとともに、イベントや講演会の講師等としての活躍を促進する。

形　地域スポーツコーディネーター育成モデル事業

　　総合型地域スポーツクラブに対し、地域活性化をテーマとした提案型の事業を委託することで、

観光・交流の促進などスポーツを通じた地域課題の解決に向け、学校や行政、企業等と連携しなが

ら事業をコーディネートができる人材の育成を目指す。

径　スポーツSDGs推進事業

　　総合型地域スポーツクラブ等を舞台に、健康寿命の延伸や幼児期の運動遊び、スポーツボランティ

アの育成などをテーマとした事業を実施することにより、スポーツを通じた「SDGs」の達成に向

け地域と連携した取り組みを推進する。



― ６ ―

　　共創共楽スポーツ推進事業（610千円）

　　徳島県からの委託により、総合型地域スポーツクラブを拠点に、障がい者のスポーツ機会の拡大や障

がい者スポーツの普及を目的としたセミナーや体験会を実施し、地域における様々な関係機関との連携

体制を「共に創り」、身近な場所でスポーツを「共に楽しむ」ことができるよう環境整備を行う。

　　競技スポーツ普及促進事業（2,803千円）

　　当協会が管理する施設を活用し、外部の専門講師や当協会の人材により、主として若年層に対し専門

的な指導を行うことで、競技人口の拡大を図るとともに競技力の向上に資する。

　　　　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（ジュニア、初心者、経験者の３コース）　　（むつみパーク蔵本）

　　　　すもう教室 （むつみパーク蔵本）

　　　　とくしまマラソン応援講座（中級者対象） （鳴門・大塚スポーツパーク）

　

５　広報・顕彰事業（2,404千円）

　　広報活動事業（1,009千円）

　　　年２回の会報誌の発行や、年間を通じホームページでの広報を行う。

　　顕彰事業(1,395千円)

　　　徳島県のスポーツ振興に功労のあった者や全国大会入賞者等を顕彰するための表彰式を実施する。

６　指定管理受託事業（435,568千円）

　　スポーツ施設の管理運営

　　当協会は次のスポーツ施設の管理運営に関し、令和３年４月１日から令和８年３月31日までの５年間、

徳島県から指定管理者として指定を受け、「安全で安心して利用できる施設」「利用者の視点に立った

サービスの提供」「コスト意識の重視」等を目標に掲げ、基本協定に基づき適正な管理運営を行う。

　　○徳島県蔵本公園（むつみパーク蔵本）スポーツ施設

　　　　施設の名称：野球場（むつみスタジアム）、相撲場、庭球場（むつみセンターコート）、

　　　　　　　　　　プール（むつみスイミング）

　　○徳島県鳴門総合運動公園（鳴門・大塚スポーツパーク）スポーツ施設

　　　　施設の名称：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）、球技場、相撲場

　　○徳島県立中央武道館

　　　　施設の名称：柔道場、剣道場、弓道場

場　　　　所曜日日月令和～曜日日月令和事　　業　　内　　容№
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　　スポーツ普及のための健康教室の開催

　　各スポーツ施設を利用したスポーツの普及振興及び健康の保持増進のため、当協会が有する人材やノ

ウハウを活かして、幅広い年齢層を対象に安価で魅力ある健康運動教室を提供する。

　　○徳島県蔵本公園（むつみパーク蔵本）

　　　　椅子を使ってハツラツ体操教室 対象：65歳以上（10名）

　　　　ZUMBAゴールド 対象：40歳以上（20名）

　　　　生活習慣病予防教室 対象：40歳以上（20名）

　　　　ちょこっとダンス 対象：18歳以上（25名）

　　　　生き生き筋活教室（初級） 対象：18歳以上（20名）

　　　　生き生き筋活教室（中級） 対象：18歳以上（20名）

　　　　楽しくシェイプアップ 対象：18歳以上（15名）

　　　　ジムで健康運動教室 対象：18歳以上（15名）

　　　　チャレンジスポーツ 対象：18歳以上（15名）

　　　　ビジョンヨガ 対象：18歳以上（20名）

　　　　バウンドテニス教室 対象：18歳以上（15名）

　　　　Reborn体幹入門Ａ 対象：18歳以上（10名）

　　　　Reborn体幹入門Ｂ 対象：18歳以上（10名）

　　　　美姿勢ピラティス 対象：18歳以上（20名）

　　　　楽しくピンポン 対象：18歳以上（20名）

　　　　スポンジテニス教室 対象：18歳以上（20名）

　　　　キッズ・ベーシック・イングリッシュ 対象：小学３・４年生（10名）

　　　　ジュニアスポーツ教室 対象：小学１・２年生（15名）

　　　　わんぱく運動教室（４・５歳児） 対象：４・５歳児（15名）

　　　　親子うんどう教室 対象：２・３歳児と保護者（10組）

　　○徳島県鳴門総合運動公園（鳴門・大塚スポーツパーク）

　　　　ウェルＣＯＭＥ！長寿教室 対象：65歳以上（25名）

　　　　ロコモ予防教室 対象：65歳以上（25名）

　　　　ハツラツ健康教室 対象：65歳以上（35名）

　　　　ジムで健活！教室 対象：50～60代（10名）

　　　　生活習慣病予防教室 対象：40歳以上（25名）

　　　　生き生き筋活教室 対象：18歳以上（25名）

　　　　パワーヨガでフィットネス 対象：18歳以上（25名）

　　　　燃焼系格闘技エクササイズ教室 対象：18歳以上（25名）

　　　　スポンジテニス教室（初級コース） 対象：18歳以上（12名）

　　　　スポンジテニス教室Ａ（ゲームコース） 対象：18歳以上（12名）

　　　　スポンジテニス教室Ｂ（ゲームコース） 対象：18歳以上（12名）

　　　　脱メタボ・ヨガ教室 対象：18歳以上の女性（25名）

　　　　Reborn体幹入門Ａ 対象：18歳以上初心者（10名）

　　　　Reborn体幹入門Ｂ 対象：18歳以上初心者（10名）



― ８ ―

　　　　楽しく！レクリエーション教室 対象：18歳以上（25名）

　　　　のびのびストレッチ教室 対象：18歳以上（25名）

　　　　働く大人のフィットネス 対象：18～65歳（20名）

　　　　ジュニアスポーツ教室（３・４年） 対象：小学３・４年生（20名）

　　　　ジュニアスポーツ教室（１・２年） 対象：小学１・２年生（20名）

　　　　わんぱくうんどう教室（５歳児） 対象：５歳児（20名）

　　　　親子うんどう教室（４歳児） 対象：４歳児と保護者（20組）

　　○徳島県立中央武道館

　　　　高齢剣道教室 対象：60歳以上経験者（25名）

　　　　太極拳教室 対象：18歳以上（15名）

　　　　リスタート弓道教室 対象：18歳以上経験者（20名）

　　　　ハツラツ筋活教室 対象：18歳以上（25名）

　　　　ピラティス教室 対象：18歳以上（15名）

　　地域活性化推進事業

　　総合型地域スポーツクラブを中心とした地域の連携を図り、健康寿命の延伸やスポーツ実施率の向上

等、地域の課題解決に資する取り組みや、地域に育つアスリートの支援をすることで、スポーツの普及

に資する。

【収益事業】

７　売店等運営事業（102千円）

　　本会の公益目的事業の推進に資するための付随事業として、また施設利用者の利便性向上のため、売店

及び自動販売機等の適切な設置運営を行う。

【法人運営】

８　法人経営（16,751千円）

　　スポーツ振興財団との合併に伴い、新たに拡充された組織体制の下、評議員会及び理事会の適時・適切

な開催をはじめとする円滑な法人運営を行うことで、公正かつ安定的な経営を確保する。

　　また、事業推進には安定した財政基盤が必要であり、関係機関・企業等に対し、本会の事業の重要性に

ついて理解を得て寄附を募るほか、賛助会員制度や収益事業による自主財源の確保と、効率的な事業執行

による経費節減に努める。


