（令和2年4月1日現在）
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公益財団法人
名

称

所管部名

所管課室名

1

徳島県消防協会

危機管理環境部

消防保安課

2

徳島県生活衛生営業指導センター

危機管理環境部

安全衛生課

3

徳島県市町村振興協会

政策創造部

市町村課

4

ｅ－とくしま推進財団

政策創造部

Society5.0推進課

5

内町敬老育英会

経営戦略部

総務課

6

徳島県国際交流協会

未来創生文化部

ダイバーシティ推進課

7

とくしまあいランド推進協議会

未来創生文化部

ダイバーシティ推進課

8

徳島県母子寡婦福祉連合会

未来創生文化部

次世代育成・青少年課
こども未来応援室

9

徳島新聞社会文化事業団

未来創生文化部

県民文化課

10 徳島市文化振興公社

未来創生文化部

県民文化課

11 阿波銀行学術・文化振興財団

未来創生文化部

県民文化課

12 徳島県文化振興財団

未来創生文化部

県民文化課

13 徳島県スポーツ協会

未来創生文化部

スポーツ振興課

14 徳島市体育振興公社

未来創生文化部

スポーツ振興課

15 徳島県埋蔵文化財センター

未来創生文化部

文化資源活用課

16 阿波人形浄瑠璃振興会

未来創生文化部

文化資源活用課

17 阿波銀福祉基金

保健福祉部

保健福祉政策課

18 とくしま移植医療推進財団

保健福祉部

医療政策課

19 徳島アイバンク

保健福祉部

医療政策課

20 とくしま未来健康づくり機構

保健福祉部

健康づくり課

21 徳島県老人クラブ連合会

保健福祉部

長寿いきがい課

22 徳島県福祉基金

保健福祉部

障がい福祉課

23 徳島の盲導犬を育てる会

保健福祉部

障がい福祉課

24 徳島県視覚障害者連合会

保健福祉部

障がい福祉課

25 徳島経済研究所

商工労働観光部

商工政策課

26 とくしま産業振興機構

商工労働観光部

商工政策課

27 徳島市地場産業振興協会

商工労働観光部

新未来産業課

28 徳島県勤労者福祉ネットワーク

商工労働観光部

労働雇用戦略課

29 徳島県林業労働力確保支援センター

農林水産部

スマート林業課
プロジェクト推進室

30 徳島県水産振興公害対策基金

農林水産部

水産振興課

31 徳島県農業開発公社

農林水産部

経営推進課

32 徳島県建設技術センター

県土整備部

県土整備政策課

33 徳島市公園緑地管理公社

県土整備部

都市計画課

34 キョーエイ社会福祉事業団

教育委員会事務局 グローバル・文化教育課

35 大塚芳満記念財団

教育委員会事務局 グローバル・文化教育課

36 原菊太郎基金

教育委員会事務局 グローバル・文化教育課

37 康楽会

教育委員会事務局 グローバル・文化教育課

38 藤田育英会

教育委員会事務局 グローバル・文化教育課

39 徳島県学校給食会

教育委員会事務局

体育学校安全課

40 徳島市学校給食会

教育委員会事務局

体育学校安全課

41 とくぎん生涯学習振興財団

教育委員会事務局

生涯学習課

42 小畠育英会

教育委員会事務局

生涯学習課

警察本部

刑事部
組織犯罪対策課

43 徳島県暴力追放県民センター

所在地
電話番号
徳島市幸町3-79
088-625-8342
徳島市南仲之町四丁目18番地
088-623-7400
徳島市幸町三丁目55番地
088-652-1721
徳島市幸町3-55 自治会館内
088-621-3415
徳島市新蔵町一丁目52
088-652-5418
徳島市寺島本町西1-61
088-656-3303
徳島市中昭和町一丁目2番地
088-655-5080
徳島市中昭和町一丁目2番地
088-654-7418
徳島市中徳島町二丁目５番地２
088-655-7365
徳島市元町一丁目24番地
088-626-0408
徳島市西船場町二丁目24番地の１
088-656-7717
徳島市藍場町2-14
088-622-8121
徳島市昭和町三丁目３５番地１
088-655-3660
徳島市徳島町城内6番地徳島市立体育館内
088-654-5188
板野郡板野町犬伏字平山８６番２
088-672-4545
徳島市川内町宮島本浦１８４
088-665-2202
徳島市西船場町2-24-1 (株)阿波銀行内
088-623-3131
徳島市幸町3丁目61
088-622-0264
徳島市蔵本町三丁目18番地の1５
088-633-7163
徳島市蔵本町一丁目10番地3
088-633-2266
徳島市中昭和町一丁目2番地
088-625-0021
徳島市南矢三町二丁目1-59
088-631-1200
徳島市沖浜東１丁目３４番地コーポ中村ビル１階
088-625-7700
徳島市南矢三町二丁目1-59
088-633-6663
徳島市西船場町二丁目１２番地
088-652-7181
徳島市南末広町５番８－８号
088-654-0101
徳島市福島一丁目8番22号
088-626-2453
徳島市昭和町3-35-1
088-655-2940
徳島市西新浜町二丁目3番102号
088-676-2200
徳島市東沖洲2-13
088-636-0526
徳島市北佐古一番町5番12号 JA会館8階
088-624-7247
徳島市川内町平石住吉209番地5 徳島健康科学総合センター内

088-624-7950
徳島市北佐古１番町1-10
088-633-1313
徳島市川内町加賀須野４６３番地１５
088-665-9001
鳴門市撫養町南浜字浜田83番地1
088-686-3765
徳島市山城町東浜傍示32番地3
088-655-9595
板野郡松茂町中喜来字中須20番地
088-699-2414
阿南市下大野町三条９０番地
0884-22-1004
徳島市万代町1-1
088-621-3168
徳島市方上町馬越111-1
088-669-4744
徳島市富田浜一丁目41番地
088-623-3111
鳴門市大津町大代1256
088-686-2386
徳島市新町橋１丁目４番２
088-656-2710

主な事業
防火・防災思想の普及啓発
（研修会講習会，普及）
生活衛生関係営業の経営健
全化等を図る事業
市町村の財政支援等のため
の貸付事業等
情報通信技術の利活用等に
関する事業等
高齢者慰労表彰及び青少年
育成事業
外国人との共生社会実現に資する事業

（外国人支援，国際交流）
明るい長寿社会づくりに関す
る事業
ひとり親家庭の生活の支援
等
奨学助成,芸術祭の開催等
市民文化の振興に関する事
業等
学術研究等への助成及びス
ポーツ大会開催
文化芸術
（助成給付，その他の指導育成）

スポーツ振興事業
各種スポーツ教室開催事業
等
埋蔵文化財の発掘及び活用
等
阿波人形浄瑠璃の振興及び
表彰
福祉団体等に対する助成事
業
保健衛生医療
（助成給付，その他普及広報）

保健衛生医療
（研究，普及）
県民への健康診断及び各種
検査事業等
高齢者の社会参加に関する
事業
社会福祉推進事業及び普及
啓発活動
盲導犬育成事業等
福祉援護
（研修会講習会，普及）
地域経済の活性化に関する
調査研究及び提言等
中小企業支援及び産学連携
事業等
地場産業振興事業
福利共済
（助成給付，普及）
職業労働，農林水産
(振興，その他の指導育成)
農林水産（振興）
農林水産
（振興，助成給付）
建設（研修会講習会，その他）

公園施設管理運営事業等
（その他の施設の運営）
奨学助成, 緑化推進
育英奨学（助成給付）等
育英奨学（助成給付）等
育英奨学（助成給付）等
育英奨学（助成給付）
その他産業（その他）
その他産業（その他）
生涯学習振興に関する事業
教育（助成給付）等
暴力団排除のための支援及
び普及啓発等

