
　定款の定めるところにより、市民の心身の健全な発達と健康で豊かな生活の形成に資する

ため、次の事業を実施する。

１　体育施設管理運営受託事業

　宇都宮市から指定管理者として次の体育施設の管理運営業務を受託し、多様化する利用者

ニーズに対応した弾力的な施設管理を行うとともに、市民の健康増進やスポーツの普及振興

を図るためのスポーツ指導にも積極的に取り組むこととし、より一層市民に親しまれる施設

づくりに努める。

  受託施設（２２施設）

・体育館（４施設）

　1　宇都宮市体育館 　2　宇都宮市雀宮体育館

　3  宇都宮市明保野体育館 　4　清原体育館

・運動場等（１５施設）

　1　宮原運動公園 　2　駒生運動公園

　3　鬼怒川緑地運動公園石井緑地 　4　柳田緑地

　5　道場宿緑地 　6　清原中央公園

　7　清原南公園野球場 　8　宇都宮市屋板運動場

　9　宇都宮市サッカー場  10　みずほの中央公園

 11　御幸公園野球場  12　陽南第１公園

 13  陽南第２公園  14　錦中央公園

 15　宇都宮市弓道場

・プール（２施設）

　1　宇都宮市陽南プール 　2　宇都宮駅東公園プール

・スケートセンター（１施設）

　1　宇都宮市スケートセンター
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２　自主事業

　「生涯スポーツの振興」と「スポーツ人口の拡大」を図ることを基本目標とし、多様化する市

民のスポーツニーズに的確に対応しながら、幼児から高齢者までの幅広い年齢層を対象に、スポ

ーツをする機会とスポーツを観る機会及び健康づくりの場を提供するための各種事業を次の体系

により実施する。

（１）スポーツ教室事業（３３種目　２３２コース　延１，０５３日）

№ 実施時期 日　数 会　　 場 対 　象 募集定員

(第１回) ５月～６月 ８日間 宇都宮市弓道場 一　　般 ３５名

(第２回) ９月～10月 ８日間 宇都宮市弓道場 一　　般 ３５名

(第１回) ５月～６月 ８日間 清原テニスコート 一　　般 ５０名

(第２回) ５月～６月 ８日間 清原テニスコート 一　　般 ５０名

(第３回) ９月～10月 ８日間 屋板テニスコート 一　　般 ７０名

(第４回) ９月～10月 ８日間 屋板テニスコート 一　　般 ５０名

６月～７月 ６日間 清原体育館 一般女性 ２５名

(第１回) 10月～11月 ８日間 明保野体育館 一　　般 ３０名

(第２回) 11月～12月 ８日間 雀宮体育館 一　　般 ３０名

(第３回) １月～２月 ８日間 清原体育館 一　　般 ３０名

 卓　　球（硬式＆ラージ）

(第１回) 11月～12月 ８日間 雀宮体育館 一　　般 ２５名

(第２回) １月～２月 ８日間 清原体育館 一　　般 ２５名

１月～３月 ８日間 スケートセンター 一　　般 ４０名

◆競技系スポーツ（６種目　１３コース　延１０２日）

教　　室　　名

2

 テ　ニ　ス

1

 弓　　道

6
 スケート

3
 栃木ＳＣのシェイプサッカー

4

 バドミントン

5
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№ 実施時期 日　数 会　　 場 対 　象 募集定員

 4月～9月(火) 23日間 宇都宮市体育館 一　　般 ７０名

10月～3月(火) 18日間 清原体育館 一　　般 ６０名

 4月～9月(火) 23日間 宇都宮市体育館 一　　般 ３０名

10月～3月(月) 18日間 明保野体育館 一　　般 ３０名

４月～９月 23日間 宇都宮市体育館 一　　般 ３０名

10月～３月 22日間 清原体育館 一　　般 ２０名

４月～９月 23日間 宇都宮市体育館 一　　般 ４５名

10月～３月 21日間 清原体育館 一　　般 ３０名

(第１回) ４月～５月 ６日間 宇都宮市体育館 一　　般 ５５名

(第２回) ６月～７月 ６日間 明保野体育館 一　　般 ２５名

(第３回) 10月～11月 ６日間 明保野体育館 一　　般 ２５名

(第１回) ４月～５月 ６日間 雀宮体育館 一　　般 ３０名

(第２回) ８月～９月 ６日間 宇都宮市体育館 一　　般 ５５名

(第３回) １月～２月 ６日間 清原体育館 一　　般 ３０名

５月～６月 ５日間 宇都宮市体育館 一　　般 ２０名

(第１回) ５月～６月 ５日間 宇都宮市体育館 一般女性 ３０名

(第２回) ９月～10月 ５日間 雀宮体育館 一般女性 ２５名

(第１回) ６月～７月 ６日間 宇都宮市体育館 一　　般 ５０名

(第２回) ８月～９月 ６日間 宇都宮市体育館 一　　般 ３０名

(第３回) 11月～12月 ６日間 清原体育館 一　　般 ３０名

８月～９月 ５日間 清原体育館 一　　般 ３０名

10月 ５日間 清原体育館 一　　般 ２０名

◆フィットネス・ダンス系（１０種目　９５コース　延２５０日）

教　　室　　名

4

 ピラティス

2

 エアロビクス

 エンジョイトレーニング

3

 ダンスエクササイズ

9
 ズンバ

10
 リラクゼーションエクササイズ

1
(Aコース)

(Bコース)

5

 ヨ　　ガ

7

 フラダンス

 バレトン

8

6
メタボ予防トレーニング
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№ 実施時期 日　数 会　　 場 対 　象 募集定員

 4月～9月(月) 20日間 宇都宮市体育館 幼児とその親 ３５組

10月～3月(火) 19日間 清原体育館 幼児とその親 ３０組

 4月～9月(月) 20日間 宇都宮市体育館 幼児とその親 ３５組

10月～3月(火) 19日間 清原体育館 幼児とその親 ３０組

(Cコース)  4月～9月(火) 23日間 宇都宮市体育館 幼児とその親 ３５組

 4月～9月(金) 23日間 宇都宮市体育館 幼児とその親 ３５組

10月～3月(金) 21日間 清原体育館 幼児とその親 ３０組

 4月～9月(金) 23日間 宇都宮市体育館 幼児とその親 ３５組

10月～3月(金) 21日間 清原体育館 幼児とその親 ３０組

(Aコース) 通　年 (火) 35日間 宇都宮市サッカー場 幼　　児 ２５名

(Bコース) 通　年 (火) 35日間 宇都宮市サッカー場 小 学 生 ３０名

(Cコース) 通　年 (金) 35日間 宇都宮市サッカー場 幼　　児 ２５名

(Dコース) 通　年 (金) 35日間 宇都宮市サッカー場 小 学 生 ３０名

 4月～9月(水) 18日間 宇都宮市体育館 幼　　児 ２０名

10月～3月(水) 17日間 清原体育館 幼　　児 ２０名

 4月～9月(水) 18日間 宇都宮市体育館 小 学 生 ２５名

10月～3月(水) 17日間 清原体育館 小 学 生 ２５名

 4月～9月(木) 18日間 宇都宮市体育館 幼　　児 ２０名

10月～3月(木) 17日間 清原体育館 幼　　児 ２０名

 4月～9月(木) 18日間 宇都宮市体育館 小 学 生 ２５名

10月～3月(木) 17日間 清原体育館 小 学 生 ２５名

 4月～9月(木) 18日間 宇都宮市体育館 小 学 生 ３０名

10月～3月(木) 17日間 清原体育館 小 学 生 ３０名

 4月～9月(月) 12日間 宇都宮市体育館 幼　　児 ４０名

10月～3月(月) 12日間 明保野体育館 幼　　児 ４０名

 4月～9月(月) 12日間 宇都宮市体育館 幼　　児 ４０名

10月～3月(月) 12日間 明保野体育館 幼　　児 ４０名

◆ジュニアスポーツ（１４種目　７７コース　延６４３日）

4

 キッズスポーツ

教　　室　　名

1

 親子deスポーツ

2

 ジュニアサッカー（栃木SC共催）

3

 ジュニアフットサル（栃木SC共催）

(Aコース)

(Bコース)

(Dコース)

(Eコース)

(Aコース)

(Bコース)

(Aコース)

(Bコース)

(Cコース)

(Dコース)

(Eコース)

- 4 -



№ 実施時期 日　数 会　　 場 対 　象 募集定員

(第１回) ４月～５月 ６日間 宇都宮市体育館 小 学 生 ５０名

(第２回) ８月～９月 ６日間 宇都宮市体育館 小 学 生 ５０名

(第１回) ５月～６月 ３日間 宇都宮市体育館 小 学 生 ６０名

(第２回) ９月 ３日間 宇都宮市体育館 小 学 生 ６０名

(第１回) ６月 ６日間 宇都宮市体育館 小 学 生 ６０名

(第２回) ７月～８月 ６日間 宇都宮市体育館 小 学 生 ６０名

６月～７月 ６日間 宇都宮市体育館 幼　　児 ５０名

６月～７月 ６日間 宇都宮市体育館 小 学 生 ５０名

７月 ６日間 宇都宮市体育館 小 学 生 ５０名

７月～８月 ５日間 駅東公園プール 小 学 生 ６０名

 体育応援教室

(第１回) ８月 ６日間 宇都宮市体育館 小 学 生 ５０名

(第２回) 10月～11月 ６日間 清原体育館 小 学 生 ３０名

 ジュニアテニス

９月 ６日間 屋板テニスコート 小 学 生 ３０名

(Aコース) 10月～11月 ５日間 スケートセンター 小 学 生 ８０名

(Bコース) 10月～11月 ５日間 スケートセンター 小 学 生 ８０名

(Cコース) ２月～３月 ５日間 スケートセンター 小 学 生 ８０名

(Dコース) ２月～３月 ５日間 スケートセンター 小 学 生 ８０名

教　　室　　名

 ジュニアリズムダンス

5

 速くなろう！かけっこ塾

6

13

12

 ジュニアスポーツ体験塾
10

 キッズリズムダンス
8

7

 鉄棒（逆上がり）

14

 ジュニアジャズヒップホップダンス
9

 ジュニアスケート

 ジュニア水泳
11
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№ 実施時期 日　数 会　　 場 対 　象 募集定員

 4月～9月(火) 22日間 宇都宮市体育館 一般(中高年) ６０名

10月～３月(月) 18日間 明保野体育館 一般(中高年) ５０名

 らくらくトレーニング

４月～９月 12日間 宇都宮市体育館 一般(中高年) ２５名

 リラックスピラティス

10月～11月 ６日間 明保野体育館 一般(中高年) ２５名

（２）市民参加型ワンデイ事業（７事業）　

№ 実施時期 会　　 場 対 　象 募集定員

1 　６月 日　　光
子供から
大人まで

７５名

2 　８月 宇都宮市体育館 親　子 ６０組

3 　９月 那 珂 川
子供から
大人まで

５０名

4 　９月 那　　須
子供から
大人まで

７５名

5 １１月 宇都宮市サッカー場 親　子 ６０組

6 　１月 清原体育館
子供から
大人まで

６０チーム

7 　３月 明保野体育館 親　子 ２００組

（３）施設ふれあい事業（８事業）

№ 実施時期 会　　 場 対 　象 募集定員

1
通　年

(木曜日) 明保野体育館 一　　般 ２０名

2
通　年

(金曜日) 雀宮体育館 一　　般 ２０名

3 　９月 宇都宮市体育館
子供から
大人まで

５０名

4 １０月 明保野体育館
子供から
大人まで

７０名

5 １１･３月 スケートセンター 小 学 生 各５０名

6 １２月 雀宮体育館
子供から
大人まで

１５チーム

7 　１月 宇都宮清原球場
子供から
大人まで

１２チーム

8 　３月 スケートセンター
子供から
大人まで

１０チーム

◆高齢者スポーツ（３種目　４７コース　延５８日）

親子スポーツフェスティバル

教　　室　　名

1

3

2

親子ふれあいサッカー

事　　業　　名

清原施設利用者交流会

明保野体育館エアロビクスクラブ

雀宮体育館リフレッシュエアロビクス

宇都宮市体育館利用者交流会

明保野体育館利用者交流会

 いきいきスポーツ倶楽部

事　　業　　名

タートルハイク in 日光

親子ふれあいバスケットボール

エンジョイ! カヌー

チャレンジジャンプ
うつのみや大なわとび大会

ウォーキング de 那須めぐり

ジュニアスケート体験会

雀宮体育館利用者交流会

スケートセンター利用者交流会
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（４）クラブサークル支援事業

№ 実施時期 会　　 場 対 　象 募集定員

1 ６月 宇都宮市体育館 ダンス系サークル ２０チーム

（５）観戦型スポーツ事業

　「日米大学野球選手権大会」への招待　　７月１０日　宇都宮清原球場　

（６）スポーツ健康体力相談事業（２４日・４８コース 各１０名）

（７）スポーツ指導デリバリー事業

№ 実施時期 種　　　目

（８）スポーツ情報提供事業

　情報誌「宇都宮スポーツナビ」発行（スポーツ教室、イベント、体育施設情報）

（９）その他目的を達成するための事業

３　主管事業

宇都宮マラソン大会事務局

｢第２７回宇都宮マラソン大会」　

体育施設における公益目的以外の貸出事業

（１）「小学校スケート教室」における実技指導・助言　（宇都宮市内６８校）

（２）宇都宮市体育協会事務

通　年1

各種競技スポーツ
レクリエーションスポーツ

フィットネス
リラクゼーション

市内小学校、地域、企業
などへの体力向上、健康
づくり支援

市内小学校、宮っ子ステー
ション、ＰＴＡ、子供会、
地域、企業、その他

５　その他

事　　業　　名

ダンスサークル発表会

事　　業　　名 対　象　団　体

４　収益事業
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