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令和２年度  事 業 報 告 及 び 附 属 明 細 書 

          

 Ⅰ 事業概要          

民間企業と共同企業体を組み，事業団がグループの代表法人として業務にあたる３年目となる

令和２年度も，事業団の設立目的である「市民一人ひとりが生涯にわたってスポーツ活動に親し

むことができるよう各種スポーツ事業を実施するとともに，快適で安全なスポーツ施設の提供を

行い健康で文化的な市民生活の実現に寄与する」のとおり，各種スポーツ教室やイベントを開催

し，高知市から指定を受けた高知市総合運動場他４施設の管理運営を行なった。 

令和元年度末から感染が拡大してきた新型コロナウイルスの影響により，４月 10 日から５月

10 日まで全館休館となり，４月・５月から開催を予定していた各種教室やイベントも中止となっ

た。６月以降も三密を回避できない教室は取りやめ，実施できる教室についても定員縮小や施設

の利用前後の消毒，受講生への検温・健康チェックシートの記入・運動時以外のマスク着用依頼

などの感染防止対策を講じながらの実施となった。 

また，全国的な感染拡大によりプロ野球キャンプや社会人・大学野球部の合宿のキャンセルが

相次ぎ，大きな大会等も中止となり，休館に伴う利用休止と併せて施設利用者が減少した。再開

後の利用者には，密とならないような配慮や検温，運動時以外のマスクの着用などの対策を依頼

し，安全なスポーツ施設の提供に努めた。 

 年々厳しい財政状況のなかグループでの創意工夫を重ね，例年以上に効率的な予算執行に努め

たが，新型コロナウイルスの収束がみられなかったため，年度を通じて予定通りの事業執行がで

きず，苦しい経営状況であった。        

          

 Ⅱ 公益目的事業の実施状況（事業明細）       

１. スポーツ振興に関する事業（定款第４条第１項第１号）     

(１) スポーツ教室・イベントの開催       

ア 熟年者スポーツ交流会       

熟年者がスポーツを通じて楽しさや喜びを体感するとともに，参加者相互の交流を深め，生

涯にわたってスポーツに親しむ機会づくりを目的として，50 歳以上の方を対象に第 26 回交

流会を開催した。        

例年実施しているラージボール卓球のみコロナ禍での実施を見送り，５回の交流会を実施

した。参加者は，延べ 202 名(男性 123 名・女性 79 名)であった。   

        

○ ターゲットバードゴルフ       

日時：令和２年８月 23 日(日)    

会場：高知市東部総合運動場 多目的ドーム 

参加者数：24 名（男性 16 名・女性８名）  58 歳～85 歳 平均 73.3 歳 

        

○ グラウンドゴルフ           

日時：令和２年９月 17 日(木)      

会場：高知市総合運動場 野球場  

参加者数：53 名（男性 33 名・女性 20 名） 64 歳～88 歳 平均 76.8 歳 

            

○ ペタンク         

日時：令和２年９月 23 日(水)     

会場：高知市総合運動場 補助グラウンド  

参加者数：32 名（男性 23 名・女性９名）  62 歳～87 歳 平均 74.1 歳  
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○ 硬式テニス         

日時：令和２年 11 月４日(水) 

会場：高知市総合運動場 テニスコート 

参加者数：44 名（男性 23 名・女性 21 名） 54 歳～87 歳 平均 67.6 歳  

          

○ パークゴルフ        

日時：令和２年 11 月 16 日(月) 

会場：高知県立春野総合運動公園 多目的広場・林間コース 

参加者数：49 名（男性 28 名・女性 21 名） 60 歳～83 歳 平均 75.4 歳 

        

○ ラージボール卓球        

日時：令和２年 12 月 12 日(土) 

会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

参加者数：－名 

 

 

 

 

イ クラブ間交流会         

教室終了後に発足したクラブを対象に，各クラブ間の交流を深めることとさらなる継続活動

につなげていくことを目的として４回の交流会を計画していたが，新型コロナウイルスの感

染拡大の影響による休館と申込少数により３回の交流会の開催が中止となった。 

          

○ 第 19 回スポンジテニス交流試合     

日時：令和２年５月８日(金) 

会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 体育館 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止   

参加者数：－名        

     

○ 第８回高知市スポーツ振興事業団理事長杯グラウンドゴルフ大会 

日時：令和２年６月２日(火) 

会場：高知市東部総合運動場 多目的グラウンド 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して事業中止   

参加者数：－名  
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○ 第７回グラウンドゴルフ交流会       

日時：令和２年 10 月 21 日(水)    

会場：高知市城ノ平運動公園 多目的広場      

       参加者数：29 名（男性 21 名・女性８名）  70 歳～83 歳 平均 77.48 歳  

 

○ 第 20 回スポンジテニス交流試合    

日時：令和３年２月 19 日(金)   

会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 体育館 

申込チームが少なかったため開催中止    

参加者数：－名         

 

    
  

 

ウ 健康づくり事業         

成人を対象に，健康増進と運動意欲の向上，スポーツの継続活動への機会づくりと生活習

慣病予防を目的として，ヨガやピラティス・ベリーダンスなどのフィットネス系の教室や水

泳・バドミントン・テニス・ウォーキングなど 42 教室を計画していたが，新型コロナウイル

スの感染拡大の影響を考慮して４教室の２回目以降開催が中止となり，７教室は不開催とな

った。 

(●は補助金事業を表す)       

         

○ ナイトヨガ教室(月曜日コース：１期)     

日時：令和２年４月６日(月)～６月１日(月)    

          毎週月曜日の全８回 19：15～20：45     

会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 大会運営室 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止   

参加者数：－名  

          

○ 大人の水泳教室(平泳ぎマスターコース)      

日時：令和２年４月７日(火)～４月 28 日(火)     

          毎週火曜日の全４回 14：00～15：15 

会場：高知市総合体育館 室内プール 

           新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して２回目以降開催中止   

       募集人員：15 名    応募数：18 名    

 参加者数：14 名（男性３名・女性 11 名）  50 歳～83 歳 平均 64.3 歳  
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○ ウォーキング＆ジョギング教室(１期)       

       日時：令和２年４月８日(水)～６月 10 日(水)     

          毎週水曜日の全８回 10：00～11：30     

       会場：高知市東部総合運動場 多目的広場他 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して２回目以降開催中止 

       募集人員：20 名    応募数：16 名      

参加者数：９名（男性１名・女性８名）    33 歳～71 歳 平均 58.5 歳  

 

○ ナイトヨガ教室(水曜日コース：１期)      

       日時：令和２年４月８日(水)～６月 10 日(水) 

  毎週水曜日の全８回 19：15～20：45     

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 大会運営室 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止   

参加者数：－名 

    

○ はじめてのナイトバドミントン教室(１期)     

       日時：令和２年４月８日(水)～６月 10 日(水)     

          毎週水曜日の全８回 19：00～21：00     

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 体育館   

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して２回目以降開催中止  

       募集人員：25 名    応募数：16 名  

参加者数：14 名（男性２名・女性 12 名）  27 歳～65 歳 平均 48.6 歳  

 

○ はじめてのテニス教室(１期)       

       日時：令和２年４月９日(木)～５月 28 日(木)     

          毎週木曜日の全８回 10：00～12：00     

       会場：高知市東部総合運動場 テニスコート 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して２回目以降開催中止 

       募集人員：12 名    応募数：21 名  

参加者数：19 名（男性９名・女性 10 名）  33 歳～71 歳 平均 58.5 歳  

 

● ナイトＺＵＭＢＡ®教室(１期)       

       日時：令和２年４月９日(金)～５月 28 日(木)     

          毎週木曜日の全８回 19：30～20：30     

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 大会運営室 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止   

参加者数：－名 

 

○ スタイル美人になるヨガ教室      

       日時：令和２年４月 10 日(金)～５月 29 日(金)     

          毎週金曜日の全８回 13：30～15：00     

       会場：高知市総合体育館 プレイルーム   

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名    
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○ はじめてのピラティス教室(１期)       

       日時：令和２年５月７日(木)～６月 25 日(木)      

          毎週木曜日の全８回 14：15～15：45     

       会場：高知市総合体育館 プレイルーム      

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名    

    

○ 水中ウォーキング体験教室       

       日時：令和２年５月 12 日(火)～６月２日(火)     

          毎週火曜日の全４回 19：30～20：30     

       会場：高知市総合体育館 室内プール        

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名  

         

○ ナイトフットサル教室        

       日時：令和２年５月 25 日(月)～７月 13 日(月)     

          毎週月曜日の全８回 19：30～21：00     

       会場：高知市東部総合運動場 多目的ドーム     

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名  

 

○ ロコモ予防＆スタイルアップ教室(１期)      

       日時：令和２年６月 15(月)～８月３日(月)     

          毎週月曜日の全８回 13：30～14：40     

       会場：高知市総合体育館 プレイルーム      

募集人員：12 名    応募数：14 名 

参加者数：12 名（男性０名・女性 12 名）  56 歳～75 歳 平均 63.25 歳 

 

○ ナイトピラティス教室(月曜コース：１期)      

       日時：令和２年６月 29 日(月)～８月 31 日(月)      

          毎週月曜日の全８回 19：15～20：45      

  会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 大会運営室   

募集人員：10 名    応募数：23 名      

参加者数：10 名（男性１名・女性９名）   32 歳～60 歳 平均 47.2 歳 

       

○ ナイトピラティス教室(金曜コース：１期)      

       日時：令和２年７月３日(金)～８月 28 日(金)      

          毎週金曜日の全８回 19：15～20：45       

会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 大会運営室   

募集人員：10 名    応募数：10 名      

参加者数：10 名（男性０名・女性 10 名）  44 歳～54 歳 平均 50.3 歳 

 

○ 大人の水泳教室(クロールマスター・月曜日コース)     

日時：令和２年７月６日(月)～７月 27 日(月)     

          毎週月曜日の全４回 14：00～15：15 

 会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 25ｍプール 

       募集人員：８名    応募数：７名    

 参加者数：７名（男性５名・女性２名）    46 歳～71 歳 平均 61.1 歳  
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○ 大人の水泳教室(クロールマスター・火曜日コース)     

日時：令和２年７月７日(火)～７月 28 日(火)     

          毎週火曜日の全４回 14：00～15：15      

会場：高知市総合運動場 室内プール 

       募集人員：８名    応募数：８名    

参加者数：７名（男性２名・女性５名）    46 歳～75 歳 平均 60.28 歳 

 

○ ナイトベリーダンスエクササイズ教室      

       日時：令和２年７月７日(火)～７月 28 日(火)     

          毎週火曜日の全４回 19：30～20：30     

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 大会運営室   

       募集人員：10 名    応募数：13 名    

参加者数：10 名（男性１名・女性９名）   44 歳～57 歳 平均 51.7 歳 

 

○ スポーツの日関連イベント：インボディ測定会 

日時：①令和２年７月 21 日(火) ②令和２年７月 28 日(火)  

①②９：00～16：30  

会場：①くろしおアリーナ 会議室 ②高知市総合体育館 会議室 

募集人員：96 名    応募数：88 名     

       参加者数：88 名（男性 36 名・女性 52 名）  18 歳～88 歳 平均 63.0 歳 

 

○ 美ューティーBodyWave 体験教室      

       日時：令和２年８月７日(金)～８月 28 日(金)     

          毎週金曜日の全４回 19：30～20：30     

       会場：高知市総合体育館 会議室      

       募集人員：10 名    応募数：13 名    

参加者数：10 名（男性０名・女性 10 名）   45 歳～68 歳 平均 52.2 歳 

            

○ 朝活！リフレッシュヨガ教室       

       日時：令和２年９月３日(木)～９月 24 日(木)     

          毎週木曜日の全４回 ７：00～８：00     

       会場：高知市総合体育館 プレイルーム      

       募集人員：12 名     応募数：13 名     

参加者数：10 名（男性１名・女性９名）    36 歳～61 歳 平均 50.0 歳 

 

○ 水泳教室：初めての泳ぎから初心者水泳まで     

       日時：令和２年９月３日(木)～９月 24 日(木)     

          毎週火・木曜日の全６回 14：00～15：30     

       会場：高知市総合体育館 室内プール     

       募集人員：10 名     応募数：14 名     

参加者数：10 名（男性０名・女性 10 名）   25 歳～75 歳 平均 60.2 歳 

 

○ ウェーブリングストレッチ＆簡単ヨガ教室      

       日時：令和２年９月４日(金)～10 月 23 日(金)      

          毎週金曜日の全８回 13：30～15：00     

       会場：高知市総合体育館 プレイルーム      

募集人員：18 名    応募数：19 名       

参加者数：15 名（男性０名・女性 15 名）   52 歳～77 歳 平均 62.0 歳  
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● ナイトＺＵＭＢＡ®教室(２期)       

       日時：令和２年９月 17 日(木)～11 月５日(木)     

          毎週木曜日の全８回 19：30～20：30     

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 大会運営室 

募集人員：12 名     応募数：14 名     

参加者数：11 名（男性０名・女性 11 名）   35 歳～70 歳 平均 54.8 歳 

 

○ はじめてのテニス教室(２期)       

       日時：令和２年９月 28 日(月)～11 月 16 日(月)     

          毎週月曜日の全８回 10：00～12：00     

       会場：高知市東部総合運動場 テニスコート 

募集人員：12 名    応募数：138 名     

       参加者数：18 名（男性９名・女性９名）   40 歳～72 歳 平均 60.8 歳  

         

○ はじめてのピラティス教室(２期)     

       日時：令和２年 10 月８日(木)～11 月 26 日(木)      

          毎週木曜日の全８回 14：15～15：45     

       会場：高知市総合体育館 プレイルーム      

募集人員：18 名    応募数：23 名     

       参加者数：18 名（男性２名・女性 16 名）  38 歳～79 歳 平均 53.61 歳  

 

○ 初心者からのステップアップ水泳教室       

       日時：令和２年 10 月 13 日(火)～12 月８日(火)      

          毎週火曜日の全８回 14：00～15：30     

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 25m プール 

募集人員：15 名    応募数：９名    

       参加者数：６名（男性１名・女性５名）   50 歳～75 歳 平均 66.5 歳  

                  

○ 初心者からのステップアップバドミントン教室     

       日時：令和２年 10 月 20 日(火)～12 月 15 日(火)     

          毎週火曜日の全８回 10：00～12：00  

会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 体育館 

募集人員：16 名    応募数：11 名    

       参加者数：11 名（男性１名・女性 10 名）  34 歳～71 歳 平均 59.0 歳 

         

○ 高知市健康ヨガフェスタ        

       日時：令和元年 10 月 25 日(日)       

          日曜日の３回 ①10：30～12：00 ②13：00～14：30 ③15：00～16：45 

       会場：高知市総合体育館 主競技場 

募集人員：150 名    応募数：118 名      

       参加者数：93 名（男性４名・女性 89 名）  19 歳～87 歳 平均 50.3 歳      

 

○ ロコモ予防＆スタイルアップ教室(２期）      

       日時：令和２年 10 月 26 日(月)～12 月 21 日(月)     

          毎週月曜日の全８回 13：30～14：40    

       会場：高知市総合体育館 プレイルーム     

募集人員：18 名    応募数：16 名    

       参加者数：14 名（男性１名・女性 13 名）  47 歳～75 歳 平均 61.93 歳 
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○ ナイトヨガ教室(月曜日コース：２期)      

       日時：令和２年 10 月 26 日(月)～12 月 21 日(月)      

          毎週月曜日の全８回 19：15～20：45    

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 大会運営室  

募集人員：12 名    応募数：24 名    

       参加者数：12 名（男性０名・女性 12 名）  36 歳～64 歳 平均 49.6 歳 

 

○ ナイトヨガ教室(水曜日コース：２期)      

       日時：令和２年 10 月 28 日(水)～12 月 16 日(水)     

          毎週水曜日の全８回 19：15～20：45     

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 大会運営室   

募集人員：12 名    応募数：25 名    

       参加者数：12 名（男性２名・女性 10 名）  42 歳～65 歳 平均 52.8 歳 

 

○ ノルディックウォーキング体験教室  

       日時：令和２年 11 月 18 日(水)～12 月９日(水)      

          毎週水曜日の全４回 10：00～11：30     

       会場：高知市東部総合運動場 多目的広場他 

募集人員：15 名    応募数：４名     

       参加者数：３名（男性２名・女性１名）   60 歳～76 歳 平均 68.0 歳  

 

● ＺＵＭＢＡ®教室        

       日時：令和２年 12 月１日(火)～令和３年１月 26 日(火)     

          毎週火曜日の全８回 14：30～15：30     

       会場：高知市総合体育館 プレイルーム      

募集人員：18 名    応募数：44 名     

       参加者数：18 名（男性１名・女性 17 名）  53 歳～77 歳 平均 62.38 歳  

 

○ 大人の水泳教室(基礎コース・２期)       

       日時：令和２年 12 月 15 日(火)～令和３年２月９日(火)    

          毎週火曜日の全８回 19：00～20：30     

       会場：高知市総合体育館 室内プール  

募集人員：15 名    応募数：17 名     

       参加者数：11 名（男性２名・女性９名）   43 歳～73 歳 平均 54.27 歳  

 

○ 初心者からのステップアップテニス教室     

       日時：令和３年１月 12 日(火)～３月９日(火)     

          毎週火曜日の全８回 10：00～12：00  

会場：高知市東部総合運動場 テニスコート            

募集人員：18 名    応募数：20 名     

       参加者数：19 名（男性 11 名・女性８名）  45 歳～72 歳 平均 62.7 歳  

 

● 男性限定！ナイトヨガ教室        

       日時：令和３年１月 14 日(木)～３月 11 日(木)     

          毎週木曜日の全８回 19：15～20：45     

       会場：高知市総合体育館 会議室      

募集人員：12 名    応募数：11 名     

       参加者数：11 名（男性 11 名・女性０名）  29 歳～70 歳 平均 58.91 歳  
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○ ナイトピラティス教室(２期)     

       日時：令和３年１月 18 日(月)～３月８日(月)      

          毎週月曜日の全８回 19：15～20：45     

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 大会運営室   

募集人員：12 名    応募数：25 名     

       参加者数：12 名（男性１名・女性 11 名）  30 歳～61 歳 平均 45.8 歳 

 

○ 初心者からの優しいヨガ教室        

       日時：令和３年１月 22 日(金)～３月 12 日(金)     

          毎週金曜日 13：30～15：00  

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 大会運営室   

募集人員：12 名    応募数：14 名     

       参加者数：13 名（男性１名・女性 12 名）  33 歳～70 歳 平均 57.1 歳 

 

○ はじめてのナイトバドミントン教室(２期)     

       日時：令和３年１月 20 日(水)～３月 10 日(水)     

          毎週水曜日の全８回 19：00～21：00     

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 体育館   

募集人員：16 名    応募数：14 名     

       参加者数：13 名（男性５名・女性８名）   33 歳～65 歳 平均 53.1 歳 

 

○ ウォーキング＆ジョギング教室(２期)       

       日時：令和３年１月 27 日(水)～３月 17 日(水)     

          毎週水曜日の全８回 10：00～11：30     

       会場：高知市東部総合運動場 多目的広場他 

       募集人員：15 名    応募数：13 名      

参加者数：13 名（男性０名・女性 13 名）  49 歳～73 歳 平均 60.9 歳  

 

○ ゆったりベリーダンス体験教室 

日時：令和３年２月 18 日(木)～３月 11 日(木)     

          毎週木曜日の全４回 14：30～15：30     

       会場：高知市総合運動場 プレイルーム 

       募集人員：18 名    応募数：17 名      

参加者数：16 名（男性０名・女性 16 名）  38 歳～75 歳 平均 60.5 歳  

         

○ 水中エアロビクス体験教室      

       日時：令和３年３月２日(火)～３月 23 日(火)   

          毎週火曜日の全４回 19：30～20：30  

会場：高知市総合体育館 室内プール 

募集人員：16 名    応募数：17 名     

       参加者数：13 名（男性０名・女性 13 名）  37 歳～78 歳 平均 52.54 歳  

 

○ インボディ測定会 

日時：①令和３年３月 15 日(月) ②令和３年３月 22 日(月)  

①②９：00～16：30  

会場：①くろしおアリーナ 会議室 ②高知市総合体育館 会議室 

募集人員：96 名    応募数：64 名     

       参加者数：64 名（男性 25 名・女性 39 名）  19 歳～84 歳 平均 61.8 歳 
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ナイトヨガ(月曜日コース：１期)※1

大人の水泳(平泳ぎマスターコース)※2

ウォーキング＆ジョギング(１期)※2

ナイトヨガ(水曜日コース：１期)※1

はじめてのナイトバドミントン(１期)※2

はじめてのテニス(１期)※2

ナイトＺＵＭＢＡ®(１期)※1

スタイル美人になるヨガ※1

はじめてのピラティス(１期)※1

水中ウォーキング体験※1

ナイトフットサル※1

ロコモ予防＆スタイルアップ(１期)

ナイトピラティス(月曜日コース：１期)

ナイトピラティス(金曜日コース：１期)

大人の水泳(クロールマスター・月曜日コース)

大人の水泳(クロールマスター・火曜日コース)

ナイトベリーダンスエクササイズ

スポーツの日関連イベント：インボディ測定

美ューティーBodyWave体験

朝活！リフレッシュヨガ

水泳教室：始めての泳ぎから初心者水泳まで

ウェーブリングストレッチ＆簡単ヨガ

ナイトＺＵＭＢＡ®(２期)

はじめてのテニス(２期)

はじめてのピラティス(２期)

初心者からのステップアップ水泳

初心者からのステップアップバドミントン

高知市健康ヨガフェスタ

ロコモ予防＆スタイルアップ(２期)

ナイトヨガ(月曜日コース：２期)

ナイトヨガ(水曜日コース：２期)

ノルディックウォーキング体験

ＺＵＭＢＡ®

大人の水泳(基礎コース・２期)

初心者からのステップアップテニス

男性限定！ナイトヨガ

ナイトピラティス(２期)

初心者からの優しいヨガ

はじめてのナイトバドミントン(２期)

ウォーキング＆ジョギング(２期)

ゆったりベリーダンス体験

水中エアロビクス体験

インボディ測定

参 加 者 数

健康づくり事業 総参加者数 646名

※１はコロナウイルス影響による不開催

※２はコロナウイルス影響により２回目以降中止
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エ 中高年スポーツ事業        

50 歳以上の方を対象に，健康意識を高め，生涯スポーツへのきっかけづくりを目的として

レベルアップテニス・アンチエイジングヨガ・ちょこトレなど８教室を計画していたが，ラ

ージボール卓球のみコロナ禍での開催を見送り，７教室を開催した。  

       

○ 50 歳からのレベルアップテニス教室      

日時：令和２年４月７日(火)～令和３年３月９日(火)     

毎月第１火曜日の全９回  13：00～15：00     

会場：高知市東部総合運動場 テニスコート 

    ５月は新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して，７月は雨天のため開催

中止     

募集人員：30 名    応募数：43 名     

       参加者数：32 名（男性 21 名・女性 11 名）  53 歳～74 歳 平均 63.4 歳  

         

○ ステップアップラージボール卓球教室(ダブルスの部)    

日時：令和２年５月 11(月)～６月 29 日(月)     

毎週月曜日の全８回 ９：30～11：30 

  会場：高知市総合体育館 主競技場 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名  

        

○ スクエアステップ＆健康フィットネス教室(１期)     

日時：令和２年６月５日(金)～８月 14 日(金)    

毎週金曜日の全 10 回 10：00～11：15     

会場：高知市総合体育館 プレイルーム 

募集人員：12 名    応募数：８名     

参加者数：８名（男性０名・女性８名）   65 歳～75 歳 平均 69.9 歳 

    

○ 50 歳からのアンチエイジングヨガ教室      

日時：令和２年６月９日(火)～６月 30 日(火) 

毎週火曜日の全４回 10：00～11：15   

会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 大会運営室 

募集人員：10 名    応募数 10 名     

参加者数：９名（男性１名・女性８名）   50 歳～79 歳 平均 64.2 歳 

 

○ ちょこトレ 

日時：令和２年８月 24 日(月)～９月 14 日(月) 

毎週月曜日の全４回 10：00～11：00 

会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 大会運営室 

募集人員：10 名    応募数：５名  

参加者数：５名（男性２名・女性３名）   59 歳～73 歳 平均 66.0 歳 

    

○ スクエアステップ＆健康フィットネス教室(２期)     

日時：令和２年 10 月２日(金)～12 月４日(金) 

毎週金曜日の全 10 回 10：00～11：15  

会場：高知市総合体育館 プレイルーム 

募集人員：15 名    応募数：16 名 

参加者数：16 名（男性３名・女性 13 名） 55 歳～75 歳 平均 66.8 歳 
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○ 50 歳からのアンチエイジングヨガ教室(２期)      

日時：令和３年１月 26 日(火)～３月 23 日(火) 

毎週火曜日の全８回 10：00～11：15   

会場：高知市総合体育館 プレイルーム 

募集人員：18 名    応募数：14 名 

参加者数：12 名（男性２名・女性 10 名）  50 歳～75 歳 平均 62.25 歳  

           

○ スクエアステップ＆健康フィットネス教室(３期)     

日時：令和３年１月８日(金)～３月５日(金) 

毎週金曜日の全８回 10：00～11：15  

会場：高知市総合体育館 プレイルーム 

募集人員：15 名    応募数：14 名 

参加者数：14 名（男性２名・女性 12 名）  60 歳～73 歳 平均 67.4 歳 

 

 

 

 

オ 中年女性を対象としたスポーツ事業      

中年女性を対象に，女性特有の悩みの解消や運動を継続できるきっかけづくりを目的として

美ボディエクササイズ・ウォーキング＆ジョギング・ヨガ・フットセラピーの３教室を実施

したが，新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮して美ボディエクササイズ教室は２回

目以降開催中止となった。       

        

○ 美ボディエクササイズ教室       

日時：令和２年４月６日(月)～６月１日(月) 

毎週月曜日の全８回 13：30～15：00 

会場：高知市総合体育館 プレイルーム 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して２回目以降開催中止 

募集人員：25 名    応募数：10 名 

参加者数：10 名（男性０名・女性 10 名） 40 歳～69 歳 平均 56.6 歳 
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50歳からのレベルアップテニス

ステップアップラージボール卓球（ダブルスの部）※

スクエアステップ健康フィットネス(１期)

50歳からのアンチエイジングヨガ

ちょこトレ

スクエアステップ健康フィットネス(２期)

50歳からのアンチエイジングヨガ

スクエアステップ健康フィットネス(３期)

参 加 者 数

中高年スポーツ事業 総参加者数 96名

※はコロナウイルス影響による不開催 
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○ 女性のためのからだリセットヨガ教室      

日時：令和２年８月 25 日(火)～９月 15 日(火) 

毎週火曜日の全４回 19：15～20：45 

会場：高知市総合体育館 会議室 

募集人員：10 名    応募数：20 名 

参加者数：10 名（男性０名・女性 10 名） 32 歳～66 歳 平均 51.1 歳  

 

○ フットセラピー＆からだ調整エクササイズ教室     

日時：令和３年１月 18 日(月)～３月８日(月) 

毎週月曜日の全８回 13：00～15：00  

会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 大会運営室 

募集人員：12 名    応募数：15 名 

参加者数：12 名（男性０名・女性 12 名） 41 歳～72 歳 平均 56.0 歳  

      

 
 

 

カ 幼児・小学生スポーツ事業        

幼児・小学生を対象に，多種多様なスポーツに触れ合う機会を提供し，運動能力の基礎を

つくり，スポーツの楽しさを体験しながら体力の向上を目指すことを目的として，体操・水

泳・ダンス・サッカー・バドミントンなど 28 教室を計画していたが，新型コロナウイルスの

感染拡大の影響を考慮して 15 教室が不開催となった。    

      

○ キッズ鬼ごっこ体験教室      

日時：令和２年４月 30(木)～５月 21 日(木) 

          毎週木曜日の全４回 15：30～16：15     

       会場：高知市総合運動場 多目的ドーム 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名  

             

○ 小学生水泳教室：水泳を楽しもう 

日時：令和２年５月７日(木)～５月 28 日(木)         

毎週月・木曜日の全７回 17：00～18：30       

会場：高知市総合体育館 室内プール           

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名  

10
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美ボディエクササイズ※

女性のためのからだリセットヨガ

フットセラピー＆からだ調整エクササイズ

参 加 者 数

中年女性を対象としたスポーツ事業 総参加者数 32名

※はコロナウイルス影響により２回目以降中止
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○ 幼児体操教室(年長児クラス：１期)       

       日時：令和２年５月 11 日(月)～６月 29 日(月)         

毎週月曜日の全８回 15：30～16：15       

会場：高知市総合体育館 プレイルーム           

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名  

 

○ 小学生サッカー教室(初心者クラス)       

       日時：令和２年５月 25 日(月)～7 月 13 日(月)    

          毎週月曜日の全８回 17：30～18：30     

       会場：高知市東部総合運動場 多目的ドーム     

           新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名  

        

● キッズからだつくり教室      

       日時：令和２年５月 28 日(木)～７月 16 日(木)     

          毎週木曜日の全８回 16：00～16：45     

       会場：高知市東部総合運動場 多目的ドーム    

           新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名  

 

● 小学生からだつくり教室(小学１～３年生)    

       日時：令和２年５月 28 日(木)～７月 16 日(木)     

          毎週木曜日の全８回 17：30～18：30     

       会場：高知市東部総合運動場 多目的ドーム    

           新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名  

 

○ キッズコーディネーション教室      

       日時：令和２年６月２日(火)～７月 21 日(火)     

          毎週火曜日の全８回 16：00～16：45     

       会場：高知市総合運動場 多目的ドーム  

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名  

 

○ ジュニアエアロポンポンダンス体験教室(１期)     

       日時：令和２年６月９日(火)～６月 30 日(火)     

          毎週火曜日の全４回 17：30～18：45     

       会場：高知市総合体育館 プレイルーム 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名  

 

○ 夏休み小学生サッカー教室(スキルアップクラス)     

       日時：令和２年７月 27 日(月)～８月 24 日(月）      

          毎週月・金曜日の全８回  ９：15～10：45     

       会場：高知市総合運動場 多目的ドーム      

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名     
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○ 夏休み小学生サッカー体験教室     

       日時：令和２年７月 27 日(月)～８月 24 日(月）     

          毎週月曜日の全４回  11：00～12：00     

       会場：高知市総合運動場 多目的ドーム      

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名   

 

○ 夏休み小学生スポーツ教室       

       日時：令和２年７月 27 日(月)～８月 24 日(月）     

          毎週月・金曜日の全８回  14：30～16：30     

       会場：高知市東部総合運動場 多目的ドーム     

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名    

 

○ 夏休み小学生水泳教室(１部)       

       日時：令和２年７月 29 日(水)～８月 19 日(水)     

          毎週水曜日の全４回 9：30～10：30     

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 25ｍプール   

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名 

 

○ 夏休み小学生水泳教室(２部)       

       日時：令和２年７月 29 日(水)～８月 19 日(水)     

          毎週水曜日の全４回 11：15～12：15     

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 25ｍプール   

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名 

 

○ 夏休み小学生ニュースポーツ体験教室       

       日時：令和２年８月５日(水)～８月 14 日(水）     

          毎週水・金曜日の全４回  15：30～16：30     

       会場：高知市針木運動公園 グラウンド 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

       参加者数：－名 

 

● キッズからだつくり教室(２期)      

       日時：令和２年８月 27 日(木)～10 月 22 日(木)     

          毎週木曜日の全８回 16：00～16：45     

       会場：高知市東部総合運動場 多目的ドーム  

募集人員：８名    応募数：５名     

       参加者数：５名（男性３名・女性２名）   ５歳～６歳 平均 5.4 歳 

         

● 小学生からだつくり教室(小学１～３年生：２期)     

       日時：令和２年８月 27 日(木)～10 月 22 日(木)     

          毎週木曜日の全８回 17：30～18：30     

       会場：高知市東部総合運動場 多目的ドーム 

募集人員：８名    応募数：21 名     

       参加者数：10 名（男性７名・女性３名）  ６歳～８歳 平均 7.0 歳 
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○ 放課後小学生スポーツ体験教室      

       日時：令和２年９月 25(金)～10 月２日(金)           

毎週金曜日の全２回 17：30～18：30     

会場：高知市城ノ平運動公園 ソフトボール専用球場     

募集人員：15 名    応募数：５名     

       参加者数：５名（男性３名・女性２名）   ６歳～11 歳 平均 8.4 歳 

         

○ キッズ＆ジュニアポンポンダンス体験教室    

       日時：令和２年 10 月 20 日(火)～11 月 17 日(火)     

          毎週火曜日の全４回 17：30～18：30     

       会場：高知市総合体育館 プレイルーム 

募集人員：15 名    応募数：20 名     

       参加者数：15 名（男性１名・女性 14 名） ４歳～８歳 平均 5.73 歳 

         

○ 幼児体操教室(年長児クラス：２期)      

       日時：令和２年 10 月 26 日(月)～12 月 21 日(月)     

          毎週月曜日の全８回  15：45～16：30  

       会場：高知市総合体育館 プレイルーム     

募集人員：10 名    応募数：13 名     

       参加者数：10 名（男性４名・女性６名）  ５歳～６歳 平均 5.5 歳 

 

○ 幼児水慣れ教室(１期)       

       日時：令和２年 11 月 18 日(水)～12 月９日(水)     

          毎週水曜日の全４回 16：00～16：45     

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 幼児プール・25ｍプール  

募集人員：10 名    応募数：９名     

       参加者数：９名（男性６名・女性３名）   ５歳～６歳 平均 5.56 歳 

 

○ ジュニアリズムトレーニング体験教室    

       日時：令和２年 11 月 27 日(金)～12 月 18 日(金)     

          毎週金曜日の全４回 17：30～18：30     

       会場：高知市総合体育館 プレイルーム 

募集人員：12 名    応募数：11 名     

       参加者数：９名（男性４名・女性５名）   ６歳～11 歳 平均 8.44 歳 

         

○ 小学生サッカー教室       

       日時：令和２年 12 月 28 日(月) 12：00～15：30     

       会場：高知市東部総合運動場 多目的ドーム 

 募集人員：32 名    応募数：15 名     

       参加者数：－名 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により，講師予定のプロ選手から 

講師辞退の申し入れがあり開催中止    
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○ キッズリズムトレーニング体験教室    

       日時：令和３年１月 14 日(木)～２月４日(木)     

          毎週木曜日の全４回 15：45～16：30     

       会場：高知市総合体育館 会議室 

募集人員：10 名    応募数：28 名     

       参加者数：10 名（男性３名・女性７名）  ３歳～６歳 平均 4.6 歳 

         

○ 幼児体操教室(年中児クラス)      

       日時：令和３年１月 18 日(月)～３月８日(月)     

          毎週月曜日の全８回  15：45～16：30  

       会場：高知市総合体育館 プレイルーム     

募集人員：10 名    応募数：13 名     

       参加者数：10 名（男性４名・女性６名）  ４歳～５歳 平均 4.7 歳 

 

○ 小学生バドミントン教室       

       日時：令和３年１月 20 日(水)～３月 10 日(水)     

          毎週水曜日の全８回 17：15～18：45  

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 体育館   

募集人員：20 名    応募数：24 名     

       参加者数：24 名（男性 11 名・女性 13 名） ６歳～11 歳 平均 8.8 歳 

      

○ 幼児水慣れ教室(２期) 

日時：令和３年２月 24 日(水)～３月 17(水)     

          毎週水曜日の全４回 16：00～16：45     

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 幼児プール・25ｍプール  

申込少数(３名)のため開催中止    

参加者数：－名 

 

○ 春休み小学生スポーツ教室       

       日時：令和３年３月 25 日(木)・26(金)・29 日(月)・30 日(火） 全４回 

10：00～11：30  

       会場：高知市東部総合運動場 多目的ドーム     

募集人員：20 名    応募数：21 名     

       参加者数：20 名（男性 13 名・女性８名） ７歳～11 歳 平均 8.7 歳  

      

○ 春休み小学生短期水泳教室       

       日時：令和３年３月 25 日(木)・26(金)・29 日(月)・30 日(火） 全４回 

          14：00～15：00 

       会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 25ｍプール   

募集人員：15 名    応募数：17 名     

       参加者数：17 名（男性７名・女性 10 名） ７歳～８歳 平均 7.4 歳 
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キ ファミリースポーツ事業        

スポーツを通して，家族でのふれあいの大切さや子どもの成長を感じるとともに，家族間の

交流を深めてもらうことを目的として，14 教室を計画していたが，申込少数のため２教室，

グランドコンディション不良のため１教室，新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して

２教室の開催が中止となった。 
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キッズ鬼ごっこ体験※

小学生水泳教室：水泳を楽しもう※

幼児体操(年長児クラス：１期)※

小学生サッカー(初心者クラス)※

キッズからだつくり※

小学生からだつくり(小学１～３年生)※

キッズコーディネーション※

ジュニアエアロポンポンダンス体験(１期)※

夏休み小学生サッカー(スキルアップクラス)※

夏休み小学生サッカー体験※

夏休み小学生スポーツ※

夏休み小学生水泳(１部)※

夏休み小学生水泳(２部)※

夏休み小学生ニュースポーツ体験※

キッズからだつくり(２期)

小学生からだつくり(小学１～３年生：２期）

放課後小学生スポーツ体験

キッズ＆ジュニアポンポンダンス体験

幼児体操(年長児クラス：２期)

幼児水慣れ(１期)

ジュニアリズムトレーニング体験

小学生サッカー※

キッズリズムトレーニング体験

幼児体操(年中児クラス)

小学生バドミントン

幼児水慣れ(２期)

春休み小学生スポーツ

春休み小学生短期水泳

参 加 者 数

幼児・小学生スポーツ教室

参加者数 144名

※はコロナ影響による不開催
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○ 親子ふれあいスイミング     

       日時：令和２年６月 21 日(日)・６月 28 日(日) 全２回   

       ９：30～10：30  

       会場：高知市総合体育館 室内プール     

   新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止  

       参加者数：－名 

 

○ ベビーアクアビクス教室      

   日時：令和２年７月２日(木)～９月 10 日(木)      

      毎週木曜日の全８回  

１部：10:00～10:50 ２部：11:00～11：50  

   会場：高知市総合体育館 室内プール 

    新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止  

    参加者数：－名 

  

○ ふれあいサッカー体験 DAY       

日時：令和２年７月５日(日) 10：00～11：30      

   会場：高知市土佐山運動広場 ソフトボール場     

    雨天によるグラウンドコンデション不良のため開催中止 

       参加者数：－名 

         

○ 第 29 回ファミリーグラウンドゴルフフェスティバル    

   日時：令和２年８月１日(土)   ９：15～11：00     

   会場：高知市総合運動場 多目的ドーム 

募集人員：30 名   応募数：28 名      

       参加者数：26 名（男性 11 名・女性 15 名）   ５歳～86 歳 平均 61.5 歳 

          

○ ふれあいカヌー体験教室      

   日時：令和２年８月 15 日(土)  13：00～15：00  

   会場：鏡川 柳原橋～月の瀬橋～柳原橋 

募集人員：６組 12 名   応募数：12 組 24 名    

       参加者数：４組８名（男性５名・女性３名）  ９歳～62 歳 平均 28.5 歳 

          

○ 親子からだあそび教室        

   日時：令和２年９月７日(月)・９月 14 日(月) 全２回 

16：00～16：45   

会場：高知市総合運動場 多目的ドーム    

       申込少数(１組)のため開催中止   

   参加者数：－名       

           

○ ふれあいサッカー体験 DAY       

   日時：令和２年９月 13 日(日)  10：00～11：00      

   会場：高知市針木運動公園 グラウンド     

   募集人員：10 組 30 名   応募数：11 組 24 名     

参加者数：９組 19 名（男性 15 名・女性４名） ３歳～51 歳 平均 19.7 歳 
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○ 親子リズムトレーニング体験 DAY 

    日時：①令和２年 11 月１日(日)  

②令和２年 11 月８日(日)    

①②10：00～11：00     

   会場：高知市総合体育館 プレイルーム 

募集人員：①②８組 16 名   応募数：①②８組 16 名  

  参加者数：①７組 14 名（男性６名・女性８名） ３歳～51 歳 平均 22.14 歳 

②７組 14 名（男性７名・女性 7 名） ７歳～56 歳 平均 25.93 歳 

 

○ 親子ふれあいスイミング     

       日時：令和２年 11 月８日(日) 15：00～16：00  

       会場：高知市総合体育館 室内プール     

募集人員：15 組 30 名   応募数：12 組 24 名     

参加者数：９組 18 名（男性６名・女性 12 名） ３歳～51 歳 平均 20.66 歳  

 

○ ふれあいスポーツ体験 DAY       

   日時：令和２年 11 月 29 日(日) 10：00～11：00     

   会場：高知市土佐山運動広場 ソフトボール場    

募集人員：10 組 30 名   応募数：10 組 23 名    

参加者数：10 組 23 名（男性 13 名・女性 10 名）３歳～44 歳 平均 19.22 歳  

 

○ ふれあいスポーツ体験 DAY       

   日時：令和３年２月 21 日(日) 14：00～15：00     

   会場：高知市城ノ平運動公園 多目的広場    

募集人員：10 組 30 名   応募数：10 組 24 名     

参加者数：10 組 24 名（男性 10 名・女性 14 名）５歳～45 歳 平均 20.91 歳 

 

○ 第 30 回ファミリーグラウンドゴルフフェスティバル     

   日時：令和３年２月 28 日(日) ９：00～     

   会場：高知市東部総合運動場 多目的広場  

       申込少数(２名)のため開催中止   

   参加者数：－名       

       

○ ふれあいサッカー体験 DAY       

   日時：令和３年３月７日(日)  10：00～11：00      

   会場：高知市針木運動公園 グラウンド     

   募集人員：10 組 30 名   応募数：10 組 20 名     

参加者数：７組 14 名（男性 11 名・女性３名）  ３歳～80 歳 平均 26.0 歳 

 

○ ふれあいサッカー体験 DAY       

   日時：令和３年３月７日(日) 14：30～15：30     

   会場：高知市土佐山運動広場 ソフトボール場    

募集人員：10 組 30 名   応募数：５組 12 名     

参加者数：３組７名（男性５名・女性２名）   ４歳～46 歳 平均 21.29 歳  
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ク スポーツ体験イベント       

市民の健康増進と運動意欲の向上，競技の普及・振興を図るとともに，スポーツの継続活動

への機会づくりを目的として計画していたが，新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し

てノルディックウォーキング体験会は 12 月以降の３回のみの開催となり，３つのイベントが

不開催となった。     

        

○ ノルディックウォーキング体験会       

   日時：①令和２年４月 28 日(火)  ②令和２年５月 26 日(火)  

③令和２年 10 月 28 日(水) ④令和２年 12 月 17 日(木)  

⑤令和３年２月 15 日(月)  ⑥令和３年３月 15 日(月)   

  全６回 10：00～11：30   

①②は新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

③は申込少数(２名)のため開催中止 

   会場：④⑤：高知市総合運動場  

⑥ ：高知市東部総合運動場 

       募集人員：15 名   応募数：22 名 

   参加者数：19 名（男性５名・女性 14 名） 53 歳～73 歳   平均 66.2 歳  

 

○ はじめてのグラウンドゴルフ体験 DAY 

日時：令和２年５月 12 日(火) 10：00～12：00 

 会場：高知市東部総合運動場 多目的ドーム 

    新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

 参加者数：－名  

 

○ 国際ヨガ DAY イベント 

日時：令和２年６月 19 日(金) ①10：00～11：30 ②13：30～15：00 

 会場：高知市総合体育館 プレイルーム 

    新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

 参加者数：－名  

 

● カポエイラ体験 DAY 

日時：令和２年７月５日(日) 14：00～15：30 

 会場：高知市総合体育館 補助競技場 

 募集人員：20 名     応募数：12 名 

 参加者数：10 名（男性５名・女性５名）  ６歳～57 歳    平均 36.4 歳 

 

○ 第 13 回スポーツ鬼ごっこ体験 DAY 

日時：令和２年７月 19 日(日) 10：00～11：30  

 会場：高知市総合運動場 多目的ドーム 

    新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

 参加者数：－名 

 

○ 第８回アーティスティックスイミング体験 DAY 

日時：令和２年８月５日(水) 14：00～15：30 

 会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 25ｍプール 

 募集人員：15 名    応募数：７名 

 参加者数：５名（男性１名・女性４名）   ６歳～10 歳    平均  7.8 歳 
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● シコ踏みトレーニング体験 DAY 

日時：令和２年 11 月１日(日) 14：00～15：00 

 会場：高知市総合運動場 相撲場練習所 

 募集人員：10 名    応募数：10 名 

 参加者数：７名（男性４名・女性３名）   ６歳～45 歳    平均  17.71 歳  

 

○ クリスマスイベント：ボディメイクピラティス 

日時：令和２年 12 月 18 日(金) 19：30～20：30 

 会場：高知市総合体育館 プレイルーム 

     講師のケガにより開催中止 

 参加者数：－名  

 

○ 第 14 回スポーツ鬼ごっこ体験 DAY 

日時：令和２年 12 月 20 日(日) 10：00～11：30  

 会場：高知市総合運動場 多目的ドーム 

募集人員：24 名    応募数：24 名 

参加者数：18 名（男性９名・女性９名）  ６歳～43 歳   平均  10.5 歳 

 

● クリスマスイベント：ZUMBAR® 

日時：令和２年 12 月 24 日(木) 19：30～20：30 

     会場：高知市総合体育館 プレイルーム 

   募集人員：18 名    応募数：19 名 

     参加者数：14 名（男性１名・女性 13 名）  40 歳～73 歳   平均  56.3 歳 

      

○ 第 15 回スポーツ鬼ごっこ体験 DAY 

日時：令和３年３月 20 日(日) 10：00～11：30  

 会場：高知市東部総合運動場 多目的ドーム 

募集人員：24 名    応募数：15 名 

参加者数：14 名（男性 11 名・女性３名）  ７歳～11 歳   平均  8.14 歳 

 

○ キッズフットボール体験 DAY 

日時：令和３年３月 20 日(土) 14：30～15：30 

会場：高知市東部総合運動場 多目的ドーム 

募集人員：16 名    応募数：19 名 

参加者数：18 名（男性 14 名・女性４名）  ４歳～６歳    平均  5.0 歳 

 

○ 小学生タグラグビー体験 DAY 

日時：令和３年３月 21 日(土) 10：00～11：30 

 会場：高知市東部総合運動場 多目的ドーム 

 募集人員：20 名    応募数：８名 

 参加者数：８名（男性４名・女性４名）    ６歳～10 歳     平均  7.5 歳 

  

 

(２) 第 32 回市民スポーツレクリエーション祭 2020 

 高知市教育委員会との共催により，市民が生涯スポーツとして親しめるレクリエーションス

ポーツや高知の自然を生かしたアウトドアスポーツを取り入れたスポーツの祭典として，家族

や地域・職場のみんなで一緒に楽しむスポーツの場とすることを目的に，接触が少なく，密とな

らないような種目に限定して開催した。  
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(３) トップアスリート招聘事業 

 高知市教育委員会策定の「第４次高知市スポーツ推進計画」の具体的施策として掲げる『トッ

プアスリートと市民が直接ふれあい交流のできるスポーツ教室等の開催』に連携した事業とし

てオリンピアンを招聘してバレーボール教室を計画していたが，新型コロナウイルス感染拡大

の影響を考慮して開催中止とした。       

 

 

(４) 地元クラブとの連携事業 

地元トップ選手との交流を行うことにより，スポーツへのより深い関心と将来の目標を持ち，

今後の競技生活への活力となる場所を提供する事業として２事業を実施した。 

         

○ 第３回小学生野球教室～高知ファイティングドッグス球団選手による野球教室～  

       日時：令和２年 11 月３日(火・祝) 14：00～16：00     

       会場：高知市総合運動場 野球場  

募集人員：30 名    応募数：58 名     

参加者数：58 名（男性 46 名・女性 12 名）   ６歳～12 歳     平均  10.98 歳        

指導は，監督・コーチ・選手合わせて５名とボランティアスタッフ８名 

実 施 場 所 延 人 数

初心者水泳教室 室内プール 43

ターゲットバードゴルフ 84

グラウンドゴルフ 69

ペタンク 100

カローリング 体育館 補助競技場 128

ストラックアウト 野球場 170

サイクルスポーツ 陸上競技場 73

体力テスト 体育館 主競技場 136

脳年齢測定・脳ストレス測定 96

肥満度判定つき血管年齢測定 96

デュアル周波数体組成計 96

1,091合  計

種 目 名

スポーツ教室

補助グラウンド

体育館 プレイルーム

ニュースポーツ体験

アウトドアスポーツ体験

健康づくりコーナー
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○ 小学生サッカー教室～高知ユナイテッドスポーツクラブ選手によるサッカー教室 ～ 

       日時：令和３年１月 17 日(日) 14：00～16：00     

       会場：高知市総合運動場 多目的ドーム     

募集人員：30 名    応募数：19 名     

参加者数：19 名（男性 17 名・女性２名）    ７歳～12 歳     平均  11.52 歳 

指導は，高知ユナイテッドスポーツクラブコーチ・選手合わせて６名 

         

      

２．スポーツ施設の管理運営（定款第４条第 1 項第 2 号） 

（１）高知市から指定を受けたスポーツ施設の管理運営 

ア 高知市総合運動場の管理運営 

 高知市教育委員会からの指定を受け，高知市総合運動場の管理運営を実施した。 

①  利用者数及び利用料金収入については下表のとおりで，全体の利用者数 370,187 人，利用

料金 72,684,303 円であった。前年度対比では，利用者数は 6.28%の減で，利用料金も

9.12％の減であった。昨年度改修工事等により使用できない期間があった陸上競技場や総合

体育館主競技場，多目的ドームなどが本年度は使用可能となり，利用者増が見込まれていた

が，４月 10 日から５月 10 日まで新型コロナウイルス感染拡大防止のための施設の閉鎖や，

スポーツ大会やイベントの中止に伴うキャンセルなどにより，本年度も利用者数・利用料金

ともに減となった。 

 また，高齢者の個人利用者数はプールやトレーニング室の利用を主体に 32,526 人，障が

い者は，3,933 人であった。 

（単位：人，円） 

区     分 
令和２年度 令和元年度 差     引 

利用者数 利用料金 利用者数 利用料金 利用者数 使用料 

陸上競技場(自転車走路含む) 63,651 4,362,900 38,765 3,265,920 24,886 1,096,980 

陸上競技場売店光熱水費   2,646,809   3,220,993 0 -574,184 

陸上競技場シアタールーム他         0 0 

陸上競技場選手宿泊棟 4,956 9,850,220 5,536 11,380,810 -580 -1,530,590 

野 球 場 15,654 6,099,700 18,918 7,465,960 -3,264 -1,366,260 

相 撲 場 190 59,490 869 484,850 -679 -425,360 

テニスコート 53,105 13,255,410 55,023 14,200,550 -1,918 -945,140 

補助グラウンド 20,997 2,802,090 22,677 2,883,590 -1,680 -81,500 

多目的ドーム 34,058 8,254,990 30,649 7,510,540 3,409 744,450 

総合体育館 累計 177,576 24,668,020 222,559 28,634,430 -44,983 -3,966,410 

 競技場 62,283 10,399,880 71,986 10,669,990 -9,703 -270,110 

 プール 72,413 8,803,420 86,043 10,362,380 -13,630 -1,558,960 

 雨天練習場 4,235 1,027,830 6,285 1,437,800 -2,050 -409,970 

 プレイルーム 8,745 1,052,860 13,977 1,427,300 -5,232 -374,440 

 会議室 7,269 457,490 14,096 804,320 -6,827 -346,830 

 トレーニング室 21,406 2,752,640 28,674 3,726,280 -7,268 -973,640 

 ランニング走路 271 33,600 314 39,960 -43 -6,360 

 シャワー室 954 140,300 1,184 166,400 -230 -26,100 

総合運動場売店光熱水費   548,999   741,900   -192,901 

旧 回 数 券   135,675   186,812   -51,137 

合     計 370,187 72,684,303 394,996 79,976,355 -24,809 -7,292,052 
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②  高知市受託業務として，運動場市の使用料徴収と学校照明施設利用料金の徴収を行った。 

（単位：円） 
区    分 令和２年度 令和元年度 差  引 

運動場売店 326,400 870,323 -543,923 

陸上競技場売店 1,611,211 1,527,892 83,319 

学校照明施設 9,255,860 11,103,200 -1,847,340 

合    計 11,193,471 13,501,415 -2,307,944 

 

イ 高知市東部総合運動場の管理運営 

 高知市教育委員会からの指定を受け，高知市東部総合運動場の管理運営を実施しました。 

①   利用者数及び利用料金収入については下表のとおりで，全体の利用者数 231,413 人，利用

料金 43,925,995 円であった。前年度対比では，利用者数は 21.8％減で，利用料金も 17.9％

の減であった。新型コロナウイルス感染拡大よるプロ野球キャンプ等の中止により野球場等

の一般利用の増加もみられたが，４月 10 日から５月 10 日まで施設の閉鎖や，スポーツ大会

やイベントの中止に伴うキャンセルなどにより，本年度も利用者数・利用料金ともに減とな

った。 

そのうち，屋内競技場（くろしおアリーナ）の利用者数及び利用料金収入について，利用

者数 98,784 人，利用料金 16,578,710 円であり，前年度対比では，利用者数は 32.1％減，利

用料金は 27.7％の減であった。 

また，高齢者の個人利用者数はプールやトレーニングルームの利用を主体に 34,056 人，障

がい者は，2,825 人であった。 

（単位：人，円） 

区    分 
令和２年度 令和元年度 差     引 

利用者数 利用料金 利用者数 利用料金 利用者数 使用料 

屋内競技場 累計 98,784 16,578,710 145,501 22,940,050 -46,717 -6,361,340 

 体 育 館 14,323 3,365,070 27,375 5,883,560 -13,052 -2,518,490 

 プール(50m,25ｍ) 59,410 10,315,790 78,313 12,760,430 -18,903 -2,444,640 

 トレーニングルーム 18,407 2,385,600 30,819 3,630,210 -12,412 -1,244,610 

 ランニング走路 3,648 361,080 4,219 420,480 -571 -59,400 

 会議室 2,996 151,170 4,775 245,370 -1,779 -94,200 

総合運動場 累計 

   (屋内競技場を除く) 

132,629 24,451,300 150,313 27,027,850 -17,684 -2,576,550 

            

  野 球 場 11,714 1,970,890 14,227 1,965,330 -2,513 5,560 

 打撃練習場 11,019 1,785,170 11,407 1,935,690 -388 -150,520 

 投球練習場 3,808 572,430 6,092 743,640 -2,284 -171,210 

 多目的グラウンド 8,924 781,250 12,152 800,850 -3,228 -19,600 

テニスコート 34,165 7,814,820 44,184 9,114,120 -10,019 -1,299,300 

体育センター 31,508 2,675,460 24,719 1,960,880 6,789 714,580 

多目的ドーム 30,917 8,822,080 36,571 10,485,340 -5,654 -1,663,260 

ドーム会議室 574 29,200 961 22,000 -387 7,200 

その他備品(ﾃﾆｽｺｰﾄ他照明料)   1,965,500   2,334,580 0 -369,080 

運動場市光熱水費   813,118   960,290 0 -147,172 

旧 回 数 券   117,367   247,590   -130,223 

合     計 231,413 43,925,995 295,814 53,510,360 -64,401 -9,584,365 
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②  高知市受託業務の一環として，運動場市の使用料徴収と学校照明施設利用料金の徴収を

行った。 

（単位：円） 
区    分 令和２年度 令和元年度 差  引 

運動場売店 5,360 38,400 -33,040 

学校照明施設 1,371,000 1,251,290 119,710 

合    計 1,376,360 1,289,690 86,670 

 

③  プールの利用者増を目的として，水泳や水中運動の教室を年間 256 回開催し，1,982 人の

参加があった。 

 

ウ 高知市針木運動公園の管理運営 

高知市教育委員会からの指定を受け，高知市針木運動公園の管理運営を実施した。 

①   利用者数及び利用料金収入については下表のとおりで，全体の利用者数 6,576 人，利用料

金 1,174,850 円であった。 前年度対比では，利用者数は 17.8％の減で，利用料金は 13.9％

の減であった。 

（単位：人，円） 

区    分 
令和２年度 令和元年度 差  引 

利用者数 利用料金 利用者数 利用料金 利用者数 使用料 

グラウンド 2,948 519,730 3,610 587,020 -662 -67,290 

テニスコート 3,628 655,120 4,390 777,520 -762 -122,400 

合    計 6,576 1,174,850 8,000 1,364,540 -1424 -189,690 

 

エ 高知市城ノ平運動公園の管理運営 

   高知市教育委員会からの指定を受け，高知市城ノ平運動公園の管理運営を実施した。 

①   利用者数及び利用料金収入については，下表のとおり全体で利用者数 8,657 人，利用料金

934,040 円であり， 前年度対比では利用者数は 24.5％減で，利用料金は 24.4％の減であっ

た。 

                                                            （単位：人，円） 

区    分 
令和２年度 令和元年度 差  引 

利用者数 利用料金 利用者数 利用料金 利用者数 使用料 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ専用球場 2,843 209,980 4,435 361,120 -1,592 -151,140 

多目的広場 5,814 724,060 7,031 874,470 -1,217 -150,410 

合    計 8,657 934,040 11,466 1,235,590 -2,809 -301,550 

 

オ 高知市土佐山運動広場の管理運営 

高知市教育委員会からの指定を受け，高知市土佐山運動広場の管理運営を実施した。 

①   利用者数及び利用料金収入については，下表のとおり全体で利用者数 1,262 人，利用料金

139,220 円であり， 前年度対比では，利用者数は 45.7％減で，利用料金は 15.9％の減であっ

た。 

                                                         （単位：人，円） 

区    分 
令和２年度 令和元年度 差  引 

利用者数 利用料金 利用者数 利用料金 利用者数 使用料 

多目的広場 1,262 139,220 2,323 165,630 -1061 -26,410 

合    計 1,262 139,220 2,323 165,630 -1061 -26,410 

 

 



27 
 

（２）施設開放事業 

     スポーツ活動への機会づくりと施設利用者の増加を目的として，利用頻度の少ない施設・時間帯

を有効活用し，多くの市民にスポーツ環境の提供を行うことを目的に事業を計画したが，新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響により，第 12 回体力測定 DAY と７月以降の東部総合運動場・水泳教室

及び水中運動のみの開催となった。 

 

○ 小学生サッカー体験教室（無料） 

    日時：令和２年４月 19 日(日)～５月 17 日(日)  

    毎週日曜日の全４回 14：30～15：30 

 会場：高知市針木運動公園 グラウンド 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

    参加者数：－名    

 

○ 小学生サッカー体験教室（無料） 

    日時：令和２年４月 19 日(日)～５月 17 日(日)  

    毎週日曜日の全４回 10：00～11：00 

 会場：高知市土佐山運動広場 ソフトボール場 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

    参加者数：－名    

     

○ 第 11 回体力測定 DAY（無料） 

    日時：令和２年４月 23 日(木) 14：00～ 

    会場：高知市総合運動場体育館 主競技場 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

    参加者数：－名 

 

○ 放課後サッカー体験教室（無料） 

    日時：令和２年５月１日(金)～５月 22 日(金) 

       毎週金曜日の全４回 17：30～18：30 

    会場：高知市城ノ平運動公園 ソフトボール専用球場 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して開催中止 

    参加者数：－名 

 

○ 第 12 回体力測定 DAY（無料） 

    日時：令和３年２月３日(木) 14：00～16：00 

    会場：高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ 

募集人員：10 名    応募数：10 名     

参加者数：９名（男性１名・女性８名）    54 歳～75 歳     平均  67.7 歳 

 

 〇 東部総合運動場・水泳教室及び水中運動 

    日時：令和２年４月～令和２年３月 月・火・木・金 30 分 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して４月～６月は開催中止 

    会場：東部総合運動場 くろしおアリーナ 25m プール 

    参加者数：水泳教室 843 名（男性 155 名・女性 688 名） 

         水中運動 618 名（男性 48 名・女性 570 名） 

         筋トレ・ストレッチ 521 名（男性 45 名・女性 476 名） 
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（３）トレーニング室利用講習の実施 

① 月５回の初心者講習 

      高知市総合体育館では，月５回（第２・第４水曜日：４回と第２日曜日：１回）実施し，令

和２年４月 19 日(日)・22 日(水)・５月 10 日(日)・５月 13(水)は，新型コロナウイルス感染

拡大防止のため中止とし，年間 54 回の講習を行った。（受講生 560 名・１回平均 10.4 名） 

高知市東部総合運動場（くろしおアリーナ）では，月５回（第１・第３火曜日：４回と第４

日曜日：１回）実施し，４月すべてと５月 12 日(火)は新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め中止とし，年間 53 回の講習を行った。（受講生は 311 名・１回平均 5.9 名） 

※ 講習日が祝日や事業の関係で，変更となった月もあった。 

 

② 利用者指導講習 

     利用者からの質問やトレーニング上の疑問点などに，職員が適時説明して指導を行った。ま

た，定期的に巡回を行い，器具・機器の状態を把握することによって，安全性にも気を配った。 

 

 

（４）救命講習の実施 

     施設利用者と職員を対象に，人命救助と怪我などの対処法を学び，万一の事故に迅速な対応がで

きることを目的とした救命講習を実施した。 

     初回のみ高知市消防局救急課救急指導係の職員に実施してもらい，その他は事業団職員が講師

を務め，新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して，従来の普通救命講習(180 分)ではなく，

救命入門講習(90 分)を実施した。 

日時：①令和２年９月 17 日(木)   ②令和２年 ９月 29 日(火)  

③令和２年 10 月 19 日(月)  ④令和２年 10 月 22 日(木)  

⑤令和３年 11 月 11 日(水)   

    会場：①④⑤：くろしおアリーナ 大会運営室 

②③ ：高知市総合体育館 会議室 

    参加者数：34 名（男性 22 名・女性 12 名） 

 

 

（５）インターンシップの受け入れ 

      「職場体験学習」として，令和２年 11 月 10 日から２日間，土佐女子中学校の生徒２名を受け入

れ，スポーツ教室・スポーツイベントのサポートや窓口対応・グランド整備など現場での仕事を総

合運動場と東部総合運動場の各施設で行った。 

 

 

３．スポーツ振興に関する啓発普及事業（定款第４条第 1 項第３号） 

（１）クラブ支援事業の取り組み 

    教室終了後に継続活動を促して発足したクラブへの支援を本年度は実施できなかった。 

 

 

（２）広報活動 

ア 事業団ホームページの運用 

          施設利用者等への施設の予約抽選やスポーツ教室の開催，申込抽選結果等の情報，    

当法人の運営管理に関する情報等をホームページに掲載し，提供してきた。     

イ 高知市広報「あかるいまち」や高知新聞の「こみゅっと」にスポーツ教室の開催について掲

載し，募集を行った。  

ウ スポーツ教室開催やイベント開催予定のチラシ配布を,市内小学校全校全生徒とふれあいセ

ンターや市民会館などに年間３回（合計 50,000 枚）配布を依頼した。       
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（３）スポーツ安全保険への加入促進   

  高知市総合運動場及び高知市東部総合運動場の受付において，スポーツ安全保険への加入促進

のポスターを掲示し，利用者に周知するとともに，申込書の配布を常時行えるようにしている。今

年度は，総合運動場 28 部・東部総合運動場 12 部の配布を行った。また，事業団ホームページにて

公益財団法人スポーツ安全保険協会の広告を掲載し，更なる加入促進を図る普及広報活動を行った。 

 

 

（４）スポーツ用具の貸出し 

スポーツ用具の貸出しを競技団体・地区体育会や町内会等に行った。今年度は，総合運動場 37

件・東部総合運動場 10 件の貸出しを行った。 

また，事業団主催のスポーツ教室卒業生が継続活動するまでの一定期間，ラケットやボール等の

貸出しを行い，継続活動を促した。 

 

 

（５）指導職員の派遣 

① 高知市介良市民会館よりデイサービス事業として依頼を受けて，高齢者 26 名を対象にレクリ

エーションゲームや軽スポーツの指導を３回予定してたが，新型コロナウイルス感染拡大の影

響を考慮して１回中止となり２回の実施となった。 

② 西日本高速道路サービス四国株式会社高知基地より体力測定の依頼を受け，２日間で 12 名の

体力測定を行った。 

 

 

（６）高知市スポーツ推進指導員 指導者育成事業 

「ささえる」スポーツを充実させるために，スポーツ指導者の活躍する場及び機会の拡大を図る

とともに，高知市スポーツ推進指導員の資質向上を目的に研修を行った。 

令和２年度は６月・７月・８月・９月・11 月・２月に，水泳部の研修を６回行った。 

 

 

（７）スポーツ振興事業への取り組み 

  スポーツ教室終了後に事業の評価・市民ニーズの把握をし，事業の見直しや新規事業への参考資

料とするため，各教室の終了後に参加者アンケート調査を行った。 

 

【アンケート結果】 

◇ 配布対象者数：令和２年度スポーツ教室参加者 63 教室 838 名 

◇ 総 実 施 者 数：732 名 

◇ 回 答 者 数：602 名 

◇ 回 答 率：82％ 

◇ 満足度集計結果 

 

 

大いに満足, 

71.0%
満足, 26.9%

不満, 0.5%

極めて不満, 0.0%

無回答, 1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

割合

教室に参加した全般的な満足度

大いに満足 満足 不満 極めて不満 無回答
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【考 察】 

  このアンケート集計は，あくまで最後まで参加した方を対象とした結果であり，途中で参加を辞退

した方が全参加者 838 名中 30 名（約 3.6%）いた。 

  また，アンケート配布日に欠席をしていたり，１家族１枚の配布のため家族参加の方の配布枚数が

少なかったことにより未配布となった方が 86 名（約 10.3%）いた。 

  一方，アンケートを回収できた方（602 名）の満足度は，「大いに満足」71.0%・「満足」26.9%と参

加者のほとんどの方に満足していただけた。また，重要性も参加者のほとんどの方が「極めて大切」

または「大切」と感じているので，引き続き満足度を維持するように取り組んでいきたい。 

   

 

４．各種資格の取得・更新（定款第４条第１項第４号） 

  職員が現在取得している資格の更新や新たな資格の取得のために，各種団体が主催する講習会や研

修会に参加し，今後の業務の為に自己の研鑽を高めた。 

① 新規資格取得 

     指導担当 

      ＩＹＣ認定ラジヨガ講師(橋本朱理・橋田和樹) 

② 令和２年度公益財団法人日本体育施設協会体育・スポーツ施設功労者 

  受賞者 

西田有美：主任 
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Ⅲ 役員会等に関する事項 

 

（１）理事会 

開催年月日 議 事 事 項 

第 42 回（定時） 

令和２年６月９日 
第１号議案 令和元年度事業報告及び附属明細書の承認の件 

第２号議案 令和元年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計

算書)及び附属明細書並びに財産目録の承認の件 

第３号議案 第 28 回定時評議員会の招集について 

 

報告第１号 令和元年度管理運営施設の利用状況について 

第 43 回（臨時） 

 令和２年６月 29 日 
第１号議案 代表理事選定の件 

第２号議案 副理事長選定の件 

第３号議案 専務理事選定の件 

第 44 回（臨時） 

令和２年 11 月 20 日 
第 1 号議案 寄付採納について 

第２号議案 第 29 回臨時評議員会の招集について 

 

報告第１号 令和２年度上期の施設利用状況について 

報告第２号 令和２年度上期の事業実施状況について 

報告第３号 令和２年度下期の事業実施予定等について 

報告第４号 代表理事等による理事会への職務執行状況の報告に 

ついて 

第 45 回（定時） 

 令和２年３月 18 日 
第１号議案 令和３年度事業計画及び収支予算について 

第２号議案 公益財団法人高知市スポーツ振興事業団職員就業規程 

の一部改正について 

第３号議案 公益財団法人高知市スポーツ振興事業団臨時職員就業 

規程の一部改正について 

第４号議案 公益財団法人高知市スポーツ振興事業団役員及び評議 

員の報酬等及び費用に関する規程の一部改正について 

臨時職員給与規程の一部改正について 

第５号議案 第 30 回臨時評議員会の招集について 

 

報告第１号 代表理事等による理事会への職務執行状況の報告につ 

いて 
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（２）評議員会 

開催年月日 議 事 事 項 

第 28 回（定時） 

 令和２年６月 29 日 

第１号議案 令和元年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計

算書)及び附属明細書並びに財産目録の承認の件 

第２号議案 千光士義幸氏の理事選任の件 

第３号議案 阿部紀夫氏の理事選任の件 

第４号議案 渡邊武氏の理事選任の件 

第５号議案 神家一成氏の理事選任の件 

第６号議案 刈谷好孝氏の理事選任の件 

第７号議案 中島敏雄氏の理事選任の件 

第８号議案 細木幸彦氏の理事選任の件 

第９号議案 森田善隆氏の理事選任の件 

第 10 号議案 山﨑修身氏の理事選任の件 

第 11 号議案 佐竹真紀氏の監事選任の件 

第 12 号議案 中平廣子氏の監事選任の件 

第 13 号議案 伊藤篤雄氏の評議員選任の件 

第 14 号議案 田所義博氏の評議員選任の件 

第 15 号議案 常行泰子氏の評議員選任の件 

第 16 号議案 野本明美氏の評議員選任の件 

第 17 号議案 山川瑞代氏の評議員選任の件 

第 18 号議案 吉川博之氏の評議員選任の件 

 

報告第１号 令和元年度事業報告及び附属明細書について 

報告第２号 第 42 回定時理事会の決議事項等について 

報告第３号 令和元年度管理運営施設の利用状況について 

第 29 回（臨時） 

 令和２年 12 月３日 

報告第 1 号 令和２年度上期の施設利用状況について 

報告第 2 号 令和２年度上期の事業実施状況について 

報告第 3 号 令和２年度下期の事業実施予定等について 

報告第 4 号 令和２年度第 44 回臨時理事会決議事項等について 

第 30 回（臨時） 

 令和２年３月 30 日 

第 1 号議案 令和３年度事業計画及び収支予算議案 

第２号議案 公益財団法人高知市スポーツ振興事業団役員及び評議 

員の報酬等及び費用に関する規程の一部改正について 

臨時職員給与規程の一部改正について 

 

報告第 1 号 第 45 回定時理事会の決議事項等について 

 

（３）監事監査 

実施年月日 監 査 事 項 

令和２年５月 28 日 令和元年度事業報告及び決算 

 

 

Ⅳ 許認可等に関する事項 

 

許認可等名称 許認可等行政機関 指定管理施設の名称 指定管理期間 

    

※ 令和２年度は該当なし。 
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事業報告附属明細書 

 

 

１.  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 123 条第２号に基づき報告する令和２年度事

業報告の附属明細書については，事業報告の内容を補足する重要な事項がないため作成してい

ません。 


