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令和２年度 公益財団法人徳島市体育振興公社 

事 業 報 告 書 
 

Ⅰ 総括事項 

公益財団法人徳島市体育振興公社は、公益財団法人となり 9 年目が経過し、より一層
の社会的信用を得るため、使命感と責任感を持って、公益事業の充実に向け、不断の努
力に努めているところです。 

長年にわたり培ってきたスポーツ振興と施設管理の経験と能力を発揮し、公益性の高
い事業を中心に、多様化する市民の皆様のニーズに応え、より優れたサービスの提供に
努めています。また、徳島市立体育館等 13 のスポーツ施設と徳島市立青少年交流プラ
ザの管理運営については、市民の皆様に安心・安全・快適な施設環境で利用していただ
けるよう努めています。社会貢献事業も数多く実施し、より多くの方々に利用いただく
ことで施設の価値を高めるよう努力するとともに、これまで以上に効率的な運営と健全
な経営に努めているところです。 

令和 2年度は、第 4期指定管理の初年度であり、「すべては市民の皆様のために！」
の理念の共有のもと、新たな 5 年間の事業計画の履行に向けてスタートを切りました。
しかしながら、前年度末から発生した新型コロナウイルスの影響で、徳島市からの感染
拡大防止対策の要請を受け、施設の臨時休業（33日間）や高校生以下又は中学生以下の
利用制限を設けての供用（25 日間）、スポーツ教室等の休講（約 2 ヵ月）や高校生以下
対象を中止しての実施、イベント事業の中止など、事業運営は厳しい状況となりました。 

経営面では、徳島市からの指定管理業務継続支援金の交付や、国からの持続化給付金
により、単年度赤字を回避することができました。 

施設管理運営事業においては、各施設ともに、経年劣化による施設や設備の不具合等
が発生しましたが、市との緊密な連絡調整により、早期に補修や修繕を実施し、安心・
安全・快適な施設の提供に努めました。また、施設の新型コロナウイルス感染症への対
応では、屋内施設にサーマルカメラの設置や、施設出入口での手指消毒の徹底、施設内
の十分な換気、ドアノブや手摺りなどのアルコール除菌の定期的な実施など、感染対策
を十分に行った他、施設での感染拡大防止に努めました。球技場のトイレ手洗いの自動
水栓化や、スポーツセンターの体育館窓開放のための網戸設置など、感染リスクを下げ
るための施設の改修も実施しました。 

スポーツ振興事業においては、市民の皆様の体力の向上、健康の保持増進、心の健康、
生きがいづくりのために、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむ
ことができる機会を提供し、生涯スポーツ社会の実現に努めました。特に、子どもの体
力向上と高齢者の健康寿命延伸に向けた事業を積極的に実施しました。また、スポーツ
教室等の新型コロナウイルス感染症への対応では、参加者全員の検温や体調管理、手指
消毒の徹底、参加者同士の接触を避けることや十分な距離を取るなど、感染対策を十分
に行った上で運営を行いました。 

Ｂ＆Ｇ関連事業では、海洋キャンプや海辺のクリーンアップ事業が評価され、Ｂ＆Ｇ
財団から 12 年連続での「特Ａ」評価をいただくことができました。 

今後も、市民の皆様から信頼、期待される指定管理者を目指し、役員・職員が一丸と
なり、全力で本施設の管理運営に取り組んでまいります。 

 

Ⅱ 事業の状況 

【公益目的事業】 

１ 各種スポーツ教室開催事業 

生涯スポーツの普及、振興及び市民の健康増進を図るため、年間を通して、乳幼児か
ら高齢者までの幅広い年齢層を対象に、だれもが身近にスポーツ・レクリエーション活
動が楽しめる教室を開催しています。 

また、発達障がいや身体障がいのある子どもたちも安心して参加できるよう、スポー
ツ指導スタッフは専門的知識や対処方法などを習得し、スタッフが細心の注意を払って
サポートを行うことで、一人でも多くの障がいを持つお子様が健常者と一緒になって楽
しむことができるスポーツ教室運営としています。 
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〈開催場所及び教室の規模等〉 

(1) 徳島市立体育館        32 教室 （  962 回） 参加延べ 30,745 人 
(2) 徳島市立スポーツセンター    4 教室 （  125 回）  〃   1,128 人 
(3) 徳島市Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 7 教室 （  212 回）  〃    2,662 人 
(4) 徳島市民城内庭球場      32 教室 （1,102 回）  〃   14,034 人 
(5) おためし教室                                          〃        331 人 

 
［スポーツ教室の状況］ 

区 分 本年度 前年度 増 減 比 率 
参加延べ人数 48,900 人 54,132 人 △5,232 人 90.33％ 
受講料収入 30,202,950 円 32,170,500 円 △1,967,550 円 93.88％ 

 
〈託児利用システム〉 

徳島市立体育館の育児支援ルームを活用し、育児中の方々が安心してスポーツが
楽しめるよう、21 教室を対象とし、託児を行っています。託児には、育児経験豊富
なスタッフ（保育士・ベビーシッター有資格者など）があたっています。 

 
［託児料収入      59,470 円（ 51.49％）  参加延べ    278 人（ 62.19％）］ 

 
〈駐車場利用システム〉 

受講生の利便性を図るために、徳島中央公園西側及び南側駐車場（徳島市公園緑
地課管理）の一部を専用で借上げ、受講生の負担が通常料金の 3 分の 1 程度で利用
できるようにしています。 

 
［駐車場料収入 2,646,700 円（ 92.92％）  利用延べ 26,467 台（ 92.92％）］ 
 

２ スポーツ振興及び地域交流事業 

(1) 特別講座開催 

徳島市体育施設を活用して、スポーツの普及、振興及び市民の健康増進や地域住
民の交流を図るため、余暇を活用し生活をより豊かにしたい、レベルアップを目指
したい、マリーンスポーツを楽しみたい、水泳が上達したい、子育て支援など、ス
ポーツ教室だけでは対応できない様々な市民の皆様のニーズに対応した創意工夫を
凝らした講座を開催しています。 

① 中長期特別講座       17 講座      参加延べ  6,630 人 
② 短期特別講座        14 講座       〃      492 人 
③ 夏季特別講座        23 講座       〃    1,014 人 
④ おためし講座                                    〃       93 人 

(2) 指導者派遣 

子どもの体力向上を目的に、スポーツが好きな子も、苦手な子でも、幅広くスポ
ーツを楽しむきっかけをつくるため、徳島市内の幼稚園や子育て支援施設などに、
指導者を派遣しています。 

高齢者の健康づくりを支援することを目的に、徳島市保健センターからの受託に
よる高齢者健康づくりのための講座に、指導者を派遣しています。 

① 幼稚園巡回指導（徳島市こども元気アップ事業） 参加延べ    507 人 
② 子育て安心ステーション等その他派遣        〃      503 人 
③ 徳島市保健センター派遣（きっかけ体操教室）   〃      603 人 
（徳島市等受託） 
① 徳島市保健センターきっかけウォーキング･ウォーキング講座   288 人 
② 徳島市保健センターウォーキングイベント             53 人 
③ 徳島市保健センター青空健康ウォーキング             149 人 
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(3) 大会・イベント等開催 

徳島市体育施設を活用して、スポーツの普及、振興及び市民の健康増進や地域住
民の交流を図るため、スポーツ教室受講生が日頃の練習の成果を発揮できる各種ス
ポーツ大会の開催や、地域住民の皆様の防災意識を高めていただくための親子防災
体験会、子育て支援の一環としてのベビー＆チャイルド大運動会を開催しています。 

また、「街を明るく・子供たちに夢を」をキャッチフレーズに、毎年 12 月初旬か
ら翌 1 月中旬まで、徳島市立体育館正面玄関前広場に LED イルミネーションを飾り
付け、地元内町地区の活性化、防犯対策や景観のアップに努めています。 

夢ナリエ・城内メモリアル［LED 電飾］ （12/1～1/15） 

〈新型コロナウイルスの影響により中止〉 
① ＴＳＫテニス強化大会  
② 防災体験会       
③ ベビー＆チャイルド大運動会 

 

(4) その他サポート等 

スポーツの普及、振興及び市民の健康増進や地域住民の交流を図るため、徳島市
体育施設を利用して、各種公的団体が開催するスポーツ大会や運動会等に対して支
援を行っています。 

また、スポーツ活動への支援として、全国規模以上のスポーツ大会を開催する団
体や、全国規模の以上の大会に出場する選手又は団体などに助成、各競技団体が有
名選手を招いての体験講習会や、スポーツの普及活動のために行うスポーツ交流大
会などに助成を行っています。 

〈新型コロナウイルスの影響により中止〉 
① 各種スポーツ大会や運動会等のサポート 
② スポーツ活動への支援（助成） 

(5) レベルの高い大会の誘致及び全国スポーツ交流大会開催事業 

全国規模のスポーツ大会、プロリーグや実業団のトップクラスの大会を間近に観
ることにより、徳島の子どもたちが夢と希望を抱き、感動することによりスポーツ
への関心を高め、スポーツに取り組む意欲を育む機会を提供するために、レベルの
高い大会の積極的な誘致を行っています。 

また、競技団体の協力を得て、生涯スポーツの普及振興、競技力の向上と健康体
力づくりと、徳島の伝統文化に触れていただき、交流の輪を広げることを目的に、
全国から参加者を募り、徳島の伝統文化である阿波おどりとスポーツ大会のコラボ
レーションによる全国スポーツ交流大会を開催しています。 

レベルの高い大会  全国高校ボクシング（特別大会）他 1 件 

〈新型コロナウイルスの影響により中止〉 
阿波おどりカップ全国オープンラージボール卓球大会    

(6) スポーツに関する情報の収集及び提供事業 

広く市民の皆様に各種スポーツ事業等のスポーツ情報を提供し、スポーツに対す
る興味と関心を高め、スポーツを行う契機としています。また、スポーツに関する
調査研究を行い、市民の皆様のスポーツの普及、振興に役立てています。 

① ホームページでの情報提供 
② 市民ニーズの収集、分析 

 
［特別教室開催等の状況］ 

区 分 本年度 前年度 増 減 比 率 
参加延べ人数 9,842 人 15,264 人 △5,422 人 64.48％ 
参加料収入 9,176,550 円 16,362,470 円 △7,185,920 円 56.08％ 
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３ 青少年交流プラザ地域交流事業 

徳島市立青少年交流プラザを活用して、スポーツの普及、振興及び市民の健康増進や
地域住民の交流を図るため、余暇を活用し生活をより豊かにしたい、遊戯を楽しみたい、
ヨーガを始めたい、地域住民とのコミュニティなど、様々な市民の皆様のニーズに対応
した創意工夫を凝らした講座を開催しています。 

① 特別講座開催         6 講座      参加延べ  1,727 人 
② おためし講座                              〃       22 人 

 
［特別講座開催等の状況］ 

区 分 本年度 前年度 増 減 比 率 
参加延べ人数 1,749 人 1,868 人 △119 人 93.63％ 
参加料収入 1,229,250 円 1,505,650 円 △276,400 円 81.64％ 

 

【収益事業】 

１ 公益目的とした事業以外の体育施設管理運営事業 

徳島市体育施設条例、施行規則及び関係法令等を遵守し、公平・平等な利用の確保、
安全対策に配慮した管理運営及び快適なスポーツ環境の確保に努めるとともに、利用者
本位の施設管理の原点に立ち、さらに施設の効用を最大限に発揮できるよう管理運営を
行っています。 

〈管理施設〉 

(1) とくぎんトモニアリーナ（徳島市立体育館） 
(2) 徳島市立スポーツセンター 
(3) 徳島市Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 
(4) ワークスタッフ陸上競技場（徳島市陸上競技場） 
(5) 徳島市民吉野川運動広場 
(6) 徳島市民島田運動広場 
(7) 徳島市民吉野川北岸運動広場 
(8) 徳島市民勝浦川運動広場 
(9) 徳島市民城内庭球場 
(10) 徳島市Ｂ＆Ｇ海洋センター舟艇施設 
(11) 徳島市球技場 
(12) ワークスタッフ田宮プール（徳島市田宮公園プール） 
(13) 徳島市Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

〈特記事項〉 

新型コロナウイルスによる施設供用の状況 
4/11～4/21（11 日間） 
 屋内施設 高校生以下の利用制限 

  屋外施設 高校生以下の部活動と同様の利用状態と思われる場合の利用制限 
 4/22～5/24（33 日間） 
  全施設  臨時休業 
 5/25～6/7 （14 日間） 

  屋内施設 中学生以下の利用制限 
  屋外施設 中学生以下の部活動と同様の利用状態と思われる場合の利用制限 

プール施設の状況 
  徳島市Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 
   7/1～8/31 （62 日間） 入場制限 100 人 

ワークスタッフ田宮プール（徳島市田宮公園プール） 
7/10～8/31（53 日間） 午前・午後の 2部入替制 入場制限 各部 500 人 

新型コロナウイルス感染症への対応として、屋内施設にサーマルカメラの設置や、
施設出入口での手指消毒の徹底、施設内の十分な換気、ドアノブや手摺りなどのアル
コール除菌を定期的に実施など、感染対策を十分に行い施設での感染防止に努めると
ともに、感染拡大防止を理由とする施設利用のキャンセルには適切に対応しました。 
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［体育施設利用の状況］ 

区 分 本年度 前年度 増 減 比 率 
利用延べ人数 701,531 人 965,945 人 △264,414 人 72.63％ 
利用料金収入 44,591,040 円 62,874,440 円 △18,283,400 円 70.92％ 

 

２ 体育施設売店事業 

(1) 自動販売機の設置 

施設利用者への利便提供のため、徳島市教育委員会から行政財産の目的外使用の
許可を得て、徳島市体育施設に飲料水等自動販売機を設置しています。 

(2) 売店の設置 

市民の皆様のニーズに対応したサービスを提供するとともに、障害者の社会参加
を支援し福祉事業に寄与するため、徳島市教育委員会から行政財産の目的外使用の
許可を得て、徳島市田宮公園プールに社会福祉法人が運営する軽食等売店を設置し
ています。 

本年度は、新型コロナウイルス感染対策から売店販売を中止しました。 

(3) 物品貸出・販売 

市民の皆様が気軽に施設を利用できるよう、競技用具や備品の貸出、販売を実施
しています。 

 
［売店事業収入 4,993,621 円（ 74.12％）］ 

 
３ 青少年交流プラザ管理運営事業 

徳島市立青少年交流プラザ条例、施行規則及び関係法令等を遵守し、公平・平等な利
用の確保、安全対策に配慮した管理運営及び快適な環境の確保に努めるとともに、利用
者本位の施設管理の原点に立ち、さらに施設の効用を最大限に発揮できるよう管理運営
を行っています。 

〈管理施設〉 

徳島市立青少年交流プラザ  

〈特記事項〉 

新型コロナウイルスによる施設供用の状況 
4/11～4/21（11 日間） 高校生以下の利用制限   

 4/22～5/24（33 日間） 臨時休業 
 5/25～6/7 （14 日間） 中学生以下の利用制限 

新型コロナウイルス感染症への対応として、施設出入口での手指消毒の徹底や、施
設内の十分な換気、ドアノブや手摺りなどのアルコール除菌を定期的に実施など、感
染対策を十分に行い施設での感染防止に努めるとともに、感染拡大防止を理由とする
施設利用のキャンセルには適切に対応しました。 
 

［青少年交流プラザ利用の状況］ 

区 分 本年度 前年度 増 減 比 率 
利用延べ人数 4,147 人 7,534 人 △3,387 人 55.04％ 
利用料金収入 362,080 円 447,970 円 △85,890 円 80.83％ 

 

４ 青少年交流プラザ売店事業 

(1) 自動販売機の設置 

施設利用者への利便提供のため、徳島市教育委員会から行政財産の目的外使用の
許可を得て、徳島市立青少年交流プラザに飲料水等自動販売機を設置しています。 
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(2) 物品貸出・販売 

利用者の皆様からの要望により、バーベキューセットの貸出や、宿泊に必要な歯
ブラシ、シャンプーの物品の販売を行っています。 

 
［売店事業収入    44,701 円（ 62.86％）］ 
 

【社会貢献等】 

(1) ボランティア活動 

施設周辺の清掃活動や吉野川南岸河川敷のクリーンキャンペーンに参加しました。 

(2) コカ・コーラとスペシャルオリンピックスの協働事業に協力 

世界的にスペシャルオリンピックスを支援しているコカ･コーラ社が日本全国で
展開している取り組みで、その支援型自動販売機を徳島市立体育館に設置していま
す。売上の一部がスペシャルオリンピックスの運営費として寄付されています。 

(3) 日本財団の夢の貯金箱事業に協力 

日本財団では素晴らしい日本を次世代に残すことを目的に、寄付つき自動販売機
「夢の貯金箱」の事業を進めています。これに対応した自動販売機を徳島市Ｂ＆Ｇ
海洋センター体育館と徳島市球技場に設置し、売上の一部が日本財団の活動費とし
て寄付されています。 

(4) 公社イベント 

地域との協働事業として、徳島市立体育館正面玄関前広場に LED イルミネーショ
ンを飾り付け、地元内町地区の活性化、防犯対策や景観のアップに貢献する「夢ナ
リエ城内メモリアル」も冬の風物詩として定着しています。 
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Ⅲ　役員会等に関する事項

１．理事会

２．評議員会

Ⅳ　法人の概況

１．設立年月日

平成24年 4月 1日公益財団法人に移行　（旧法人の成立年月日　昭和51年 9月25日）

評議員の選任について

第3号議案 理事及び監事の推薦について 可決

第4号議案 評議員の推薦について 可決

第45回 理事会
令和 2年11月 1日

第22回 評議員会
令和 2年11月 1日

第20回 評議員会
令和 2年 4月27日

第1号議案 評議員の選任について
可決（決議の省略
の方法による）

承認可決

令和3年度 事業計画及び予算の承認について第1号議案

第44回 理事会
令和 2年 6月18日

第1号議案

第1号議案

第2号議案 理事の選任について
可決（決議の省略
の方法による）

第1号議案 令和元年度 事業報告及び決算の承認について 承認可決

第2号議案 理事及び監事の選任について 可決

第3号議案 評議員の選任について 可決

可決（決議の省略
の方法による）

件　　　　　　　　　名

代表理事及び業務執行理事の選定について
可決（決議の省略
の方法による）

会議の結果

第21回 評議員会
令和 2年 6月18日

開催年月日等

第1号議案 評議員の推薦について
可決（決議の省略
の方法による）

報告
第46回 理事会
令和 3年 2月24日

報告1号 自己の職務の執行の状況報告について

承認可決

第2号議案
令和3年度 資金調達及び設備投資の見込みの承認
について

件　　　　　　　　　名 会議の結果

報告自己の職務の執行の状況報告について

令和元年度 事業報告及び決算の承認について

第21回評議員会の招集について

開催年月日等

第43回 理事会
令和 2年 5月28日

可決第2号議案

報告1号

第1号議案 承認可決

第42回 理事会
令和 2年 4月27日

第1号議案 評議員の推薦について
可決（決議の省略
の方法による）

第2号議案 理事の推薦について
可決（決議の省略
の方法による）
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２．定款に定める目的

この法人は、徳島市及び徳島市教育委員会との緊密な連携のもとに、体育施設その他の公共施設の効

果的・効率的な活用を促進するとともに、市民はもとより広域的な住民との協働を基本とした生涯スポーツ

を推進することにより、地域住民が広くスポーツに親しみ、豊かな人間性の涵養と健康で活力に満ちた明る

い生活の実現に寄与することを目的とする。

３．定款に定める事業内容

⑴　各種スポーツ教室の開催事業

⑵　スポーツの振興及び地域交流事業

⑶　体育施設その他公共施設の管理運営事業

⑷　その他この法人の目的を達成するために必要な事業

４．行政庁に関する事項

徳島県知事

５．主たる事務所

徳島市徳島町城内６番地　徳島市立体育館内

６．登記に関する事項

令和 2年 4月27日　評議員辞任 髙瀨　　淳

令和 2年 4月27日　理事辞任 三好　康宏

令和 2年 4月27日　評議員就任 日野出英樹

令和 2年 4月27日　理事就任 清水　和夫

令和 2年 6月18日　評議員重任 岩瀬　毅信

藤田　雅文

加藤　順曠

丸與　健一

日野出英樹

山尾　士朗

令和 2年 6月18日　代表理事重任 岸本　正文

令和 2年 6月18日　理事重任 岸本　正文

熊本　　知

河野　　曉

小原　　繁

田村　典子

坂田千代子

清水　和夫

令和 2年 6月18日　監事重任 小田　昇司

令和 2年 6月30日　理事辞任 熊本　　知

令和 2年11月 1日　評議員辞任 山尾　士朗

令和 2年11月 1日　評議員就任 藤井　速資

徳島地方法務局

令和 2年 5月 1日

令和 2年 6月29日

令和 2年 7月 6日

令和 2年11月12日

登　記　先 登　　　記　　　事　　　項 登記年月日
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７．役員に関する事項

⑴　評議員

令和 3年 3月31日現在

⑵　理事及び監事

令和 3年 3月31日現在

８．職員に関する事項

令和 3年 3月31日現在

Ⅴ　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

１．理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の運用状況

⑴　コンプライアンス規則を定めるとともに、理事及び職員に周知徹底を図る。

⑵　内部監査規則に基づき、調査を実施し、業務の有効性、効率性及び財産管理の実態を調査し、理事

及び職員の職務の執行が、法令及び定款に適合していることを確認し、その結果を理事長に報告する。

⑶　理事会は法令、定款及び理事会規則等に従い、重要事項を決定するとともに、理事の職務の執行を

監督する。

２．理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

　理事の職務執行は、法令及び定款、諸規程に基づいて行われ、その職務執行に係る情報は理事会規

則等に基づき、理事会議事録に記録され、その記録の保存及び管理は、文書の処理規定等に基づき適

切に保存及び管理する。

1人

理事長

1人

徳島市川内北小学校 校長・徳島市小学校体育連盟 会長

現　職　・　所　属　団　体　等

税理士

河野　　曉

役　員　名

評議員

四国大学 生活科学部 教授

株式会社あわわ 会長・徳島県労働委員会 委員

主事 10人

小田　昇司監事

（常勤役員）

事務局長

6人課長

職　員　数 備　　　　　　　　　　考

理事長

徳島市国府中学校 校長・徳島市中学校体育連盟 会長

4人部長

役　員　名

理事

小原　　繁 徳島大学 名誉教授

藤井　速資

氏　　　名

岸本　正文

徳島県サッカー協会 会長

徳島市教育委員会 教育次長

田村　典子

職　　　名

坂田千代子

清水　和夫

日野出英樹

藤田　雅文

加藤　順曠

丸與　健一

氏　　　名 現　職　・　所　属　団　体　等

国立病院機構徳島病院 診療部長

鳴門教育大学 芸術･健康系教育部 教授

徳島市陸上競技協会 顧問

一般財団法人徳島市体育協会 副会長

岩瀬　毅信

副部長 4人

合 計

7人

35人

2人再雇用職員

係長
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３．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　内部統制システムの運用状況について重要な不備がないか常時確認を行っている。

Ⅵ　その他重要事項

１．指定管理者に関する事項

〈徳島市財政援助団体等監査〉

監査の実施期間 令和2年11月16日から令和3年1月27日まで

監査の結果 　公益財団法人徳島市体育振興公社の公の施設の指定管理に係る出納その他

の事務の執行は、おおむね適正に処理されていたが、所管部課では、利用料金

の承認決裁及び指定管理料の支出に係る年度協定書締結決裁において、決裁

権者が適正でないものがあった。 当該指摘事項については、それぞれ必要な措

置を講じ、 地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、 その旨を監査委員に

通知されたい。

　なお、 その他軽易な事項については、 口頭により所管部課に対し改善及び団

体への適切な指導を求めた。

２．公益認定に関する事項

Ⅶ　事業報告の附属明細書

令和2年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に

規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

令和元年12月20日付徳島市教育委員会指令
第127号により、指定を受ける。

事業報告書等の提出

事業計画書等の提出

令和 2年 7月15日 変更の届出 理事の名称の変更

令和 3年 3月12日

令和 2年11月20日 変更の届出 評議員の名称の変更

指　定　等　の　状　況

備　　　　　考内　　容　　等

指　定　期　間

令和 2年 6月22日

年　　月　　日

施　　　　　設

令和 2年 4月 1日から令和 7年
3月31日まで（5年間）

令和元年12月20日付徳島市教育委員会指令
第125号により、指定を受ける。

徳島市立青少年交流
プラザ

令和 2年 4月 1日から令和 7年
3月31日まで（5年間）

徳島市立体育館等
13施設

令和 2年 5月19日 変更の届出 評議員及び理事の名称の変更


