
　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　スポーツ推進事業（自主事業）

　平成３０年度に策定した「自主事業実施計画書」に基づき、幼児から高齢者までの幅広い年齢

層を対象に、各種事業を次の体系により実施する。令和２年度は、「働き方改革」等により余暇

時間が増加した社会人が、スポーツ教室に参加しやすくなるよう、夜間のフィットネス・ダンス

系に、２つの新規事業を開催するほか、東京オリンピックの開催により、市民のスポーツへの関

心も高まることから、ワンデイ事業において、小学生を対象としたバレーボールクリニックを新

たに開催するとともに、これまで、２体育館で実施していたスポーツフェスティバルを、２年後

に開催する「いちご一会とちぎ国体」の応援として位置づけ、４体育館での開催まで拡充する。

また、観戦型事業についても事業数を増やして開催するが、初の試みとなるＶリーグの観戦事業

は、令和３年度に実施する財団設立４０周年記念事業のプレイベントとして取り組む。

  （１）スポーツ教室事業（３８種目　延開催日数１，０１４日）

◆競技系スポーツ（４種目　延開催日数８８日）

№ 実施時期 日　数 会　　 場 募集定員 対　象

第１回 ５月～６月 ８日間 屋板テニスコート ５０名

第２回 ５月～６月 ８日間 屋板テニスコート ６５名

第３回 ９月～10月 ８日間 清原テニスコート ５０名

第４回 ９月～10月 ８日間 清原テニスコート ５０名

　

第１回 ５月～６月 ８日間 宇都宮市弓道場 ３５名

第２回 ８月～９月 ８日間 宇都宮市弓道場 ３５名

第３回 １０月 ８日間 宇都宮市弓道場 ３５名

 卓　　球（硬式＆ラージ）

６月～７月 ８日間 宇都宮市体育館 ３０名 一　　般

第１回 ６月～７月 ８日間 雀宮体育館 ３０名

第２回 10月～12月 ８日間 明保野体育館 ３０名

第３回 １月～３月 ８日間 宇都宮市体育館 ３０名

令和２年度公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団事業計画

教　　室　　名

1

 テ　ニ　ス

一　　般

2

 弓　　道

一　　般

 バドミントン

一　　般
4

3

- 1 -



№ 実施時期 日　数 会　　 場 募集定員 対　象

午　前  通 年（火） 38日間 宇都宮市体育館 ７０名/日

夜　間  通 年（火） 38日間 宇都宮市体育館 ２５名/日

 ズ　 ン　 バ　　 ★ラテン系の音楽とダンスを融合させたダンスエクササイズ　　

午　後 通年（金） 38日間 宇都宮市体育館 ６５名/日

午　前 ４月～９月 18日間 清原体育館 ２５名/日

午　前 10月～３月 22日間 雀宮体育館 ２５名/日

 通 年（木） 41日間 宇都宮市体育館 ３０名/日 一　　般

 ピ ラ テ ィ ス　 ★ストレッチを中心にインナーマッスルを鍛える

第１回 ４月～５月 ５日間 宇都宮市体育館 ５０名

第２回 ５月～６月 ５日間 清原体育館 ３０名

第３回 ８月～９月 ５日間 清原体育館 ３０名

第４回 10月～11月 ５日間 宇都宮市体育館 ５０名

第５回 １月～２月 ５日間 宇都宮市体育館 ５０名

第１回 ４月～５月 ５日間 清原体育館 ３０名

第２回 ５月～６月 ５日間 宇都宮市体育館 ５０名

第３回 ６月～７月 ５日間 清原体育館 ３０名

第４回 １月～２月 ５日間 宇都宮市体育館 ５０名

 バ レ ト ン　　　★バレエとヨガの要素を取り入れたエクササイズ

第１回 ４月～５月 ５日間 宇都宮市体育館 ５０名

第２回 ６月～７月 ５日間 宇都宮市体育館 ５０名

第３回 ９月～10月 ５日間 宇都宮市体育館 ５０名

第４回 ２月～３月 ５日間 宇都宮市体育館 ５０名

５月～６月 ５日間 宇都宮市体育館 ４０名 一　　般

５月～６月 ５日間 明保野体育館 ２５名 一般女性

 ファイティングエクササイズ　    ★パンチ＆キック、格闘系エアロビクスダンス

第１回 ５月～６月 ５日間 宇都宮市体育館 ３０名

第２回 10月～11月 ５日間 宇都宮市体育館 ３０名

 ボディメイク・ピラティス（新規）★№８の教室より、負荷を高めたピラティス

第１回 ６月～７月 ５日間 宇都宮市体育館 ３０名

第２回 11月～12月 ５日間 宇都宮市体育館 ３０名
一　　般

12
 フラダンス

8

14

11
 リラクゼーションエクササイズ

◆フィットネス・ダンス系（１３種目　延開催日数３２０日）

教　　室　　名

5

 エアロビクス

一　　般

一　　般

一　　般

9

一　　般

7
 エンジョイトレーニング

 ヨ　　ガ

一　　般

10

一　　般

6

13
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№ 実施時期 日　数 会　　 場 募集定員 対　象

 ペルビック（骨盤）コンディショニング　★身体の歪みを解消するエクササイズ

第１回 ６月～７月 ５日間 宇都宮市体育館 ４０名

第２回 10月～12月 ５日間 宇都宮市体育館 ４０名

第３回 ２月～３月 ５日間 宇都宮市体育館 ４０名

 ボディメイク・ヨガ（新規）　    ★№９の教室より、負荷を高めたヨガ

第１回 ８月～９月 ５日間 宇都宮市体育館 ３０名

第２回 １月～２月 ５日間 宇都宮市体育館 ３０名

 ポ ル ド ブ ラ　                ★バレエとダンスの動きを基本としたエクササイズ

９月～10月 ５日間 宇都宮市体育館 ４０名 一　　般

№ 実施時期 日　数 会　　 場 募集定員 対　象

Ａコース  通 年（月） 40日間 宇都宮市体育館 ３０組

Ｂコース  通 年（月） 40日間 宇都宮市体育館 ３０組

Ｃコース  通 年（金） 41日間 宇都宮市体育館 ３０組

Ｄコース  通 年（金） 41日間 宇都宮市体育館 ３０組

Ａコース  通 年（火） 35日間 宇都宮市サッカー場

Ｂコース  通 年（火） 35日間 宇都宮市サッカー場

Ｃコース  通 年（金） 35日間 宇都宮市サッカー場

Ｄコース  通 年（金） 35日間 宇都宮市サッカー場

Ａコース  通 年（木） 35日間 宇都宮市体育館

Ｂコース  通 年（木） 35日間 宇都宮市体育館

Ｃコース  通 年（木） 35日間 宇都宮市体育館

第１回 ４月 ３日間 宇都宮市体育館 ６０名

第２回 ６月～７月 ３日間 宇都宮市体育館 ６０名

第３回 ９月～10月 ３日間 宇都宮市体育館 ６０名

第４回 ２月 ３日間 宇都宮市体育館 ６０名

第１回 ４月 ３日間 清原体育館 ５０名

第２回 ５月 ３日間 雀宮体育館 ５０名

第３回 ９月 ３日間 宇都宮市体育館 ６０名

第４回 ９月 ３日間 宇都宮市体育館 ６０名

教　　室　　名

22

 速くなろう！かけっこ塾

小 学 生

幼児から
小 学 生

一　　般
16

19

17

 ジュニアフットサル（栃木SC共催）

幼児から
小 学 生

２５名

21

 キッズスポーツ

幼　　児

４０名

18

20

15

２５名

親　　子

 親子deリズムあそび

◆ジュニアスポーツ（１６種目　延開催日数５４３日）

教　　室　　名

一　　般

 ジュニアサッカー（栃木SC共催）
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№ 実施時期 日　数 会　　 場 募集定員 対　象

第１回 ４月～５月 ５日間 宇都宮市体育館 ４５名

第２回 ９月～10月 ５日間 宇都宮市体育館 ４５名

第３回 11月～12月 ５日間 宇都宮市体育館 ４５名

第４回 １月～２月 ５日間 宇都宮市体育館 ４５名

第５回 ２月～３月 ５日間 宇都宮市体育館 ４５名

第１回 ４月～５月 ５日間 宇都宮市体育館 ４０名

第２回 ９月～10月 ５日間 宇都宮市体育館 ４０名

 とび箱・マット教室

第１回 ５月 ３日間 清原体育館 ４０名

第２回 ６月 ３日間 雀宮体育館 ４０名

第３回 10月 ３日間 明保野体育館 ４０名

５月～６月 ６日間 屋板テニスコート ４０名 小 学 生

第１回 ５月～６月 ５日間 宇都宮市体育館 ２０組

第２回 10月～11月 ５日間 宇都宮市体育館 ２０組

第１回 ５月～６月 ５日間 宇都宮市体育館 ４０名

第２回 ２月～３月 ５日間 宇都宮市体育館 ４０名

第１回 ６月 ３日間 宇都宮市体育館 ５０名

第２回 ６月 ３日間 宇都宮市体育館 ５０名

第３回 10月～11月 ３日間 宇都宮市体育館 ５０名

第４回 ３月 ３日間 宇都宮市体育館 ５０名

６月～７月 ６日間 宇都宮市体育館 ３０名 小 学 生

第１回 ６月～７月 ５日間 宇都宮市体育館 ４０名

第２回 11月～12月 ５日間 宇都宮市体育館 ４０名

第３回 １月～２月 ５日間 宇都宮市体育館 ４０名

７月 ３日間 宇都宮市体育館 ６０名 小 学 生

 10月～11月 ６日間 明保野体育館 ３０名 小 学 生

教　　室　　名

24

 ジュニアチアダンスwithブレクシー

小 学 生

 キッズリズムダンス

幼　　児
23

33
 ジュニアバドミントン

小 学 生

25

29

 鉄棒（逆上がり）

 ジュニアテニス

小 学 生

27

 パパ・ママ☆キッズエクササイズ

親　　子

28

 ジュニアチアダンスwithSCチアーズ

小 学 生

26

小 学 生

30
 ジュニア卓球

32
 夏休みチャレンジ！とび箱・マット教室

31

 ジュニアヒップホップダンス
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◆ソフトスポーツ（５種目　延開催日数６３日）

№ 実施時期 日　数 会　　 場 募集定員 対　象

 いきいきスポーツ倶楽部

 通 年（火） 42日間 宇都宮市体育館 ５０名/日 一般(シニア)

 ノルディックウォーキング

第１回 ５月 ３日間 宇都宮市体育館周辺 ２０名

第２回 10月 ３日間 宇都宮市体育館周辺 ２０名

 ソフトピラティス

６月～７月 ５日間 明保野体育館 ３０名 一般(シニア)

 ソフトバレトン

９月～10月 ５日間 明保野体育館 ２５名 一般(シニア)

 ソフトヨガ

11月～12月 ５日間 明保野体育館 ３０名 一般(シニア)

　（２）市民参加型ワンデイ事業（１２事業）　

№ 実施時期 会　　 場 募集定員 対　象

1 ５月 宇都宮市サッカー場 ５０組 親　　子

2 ５月 清原中央公園 ―
子供から
大人まで

3 ６月 宇都宮市サッカー場 ５０組 親　　子

4 ８月 宇都宮市体育館 ６０組 親　　子

5 ８月 宇都宮市体育館 １００名 小 学 生

6 ９月 宇都宮市体育館 ―
子供から
大人まで

7 10月 宇都宮市サッカー場 ５０組 親　　子

8 10月 明保野体育館 ―
子供から
大人まで

一般(シニア)

37

38

第１回パパ・ママ☆キッズサッカー

教　　室　　名

34

35

事　　業　　名

親子ふれあいサッカー

清原スポーツフェスティバル
施設無料開放Day

（いちご一会とちぎ国体応援）

親子ふれあいバスケットボール

バレーボールクリニック（仮称）

36

第２回パパ・ママ☆キッズサッカー

ブレックスアリーナ宇都宮
スポーツフェスティバル

施設無料開放Day
（いちご一会とちぎ国体応援）

明保野スポーツフェスティバル
施設無料開放Day

（いちご一会とちぎ国体応援）
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№ 実施時期 会　　 場 募集定員 対　象

9 11月 森林公園 ２０組 親　　子

10 １月 宇都宮市体育館 ６０チーム
子供から
大人まで

11 ３月 雀宮体育館 ―
子供から
大人まで

12 ３月 宇都宮市体育館 １００組 親　　子

　（３）施設ふれあい事業（８事業）

№ 実施時期 会　　 場 募集定員 対　象

1 通年(木) 明保野体育館 ２５名/日 一　　般

2 通年(木) 清原体育館 ２５名/日 一　　般

3 通年(金) 雀宮体育館 ２５名/日 一　　般

4 ７月 宇都宮市体育館 １６チーム 一　　般

5 ９月 雀宮体育館 １２チーム 一　　般

6 10月 宇都宮市弓道場 ４０名 一　　般

7 12月 明保野体育館 ４０名 一　　般

8 ２月 清原中央公園 ２０チーム 小学生以上清原体育館ふれあい事業

宇都宮市体育館ふれあい事業

雀宮体育館ふれあい事業

屋板運動場ふれあい事業

清原エアロビクス

雀宮エアロビクス

明保野体育館ふれあい事業

事　　業　　名

明保野エアロビクス

親子ふれあいサイクリング

親子スポーツフェスティバル

チャレンジジャンプ
うつのみや大なわとび大会

（いちご一会とちぎ国体応援）

事　　業　　名

雀宮スポーツフェスティバル
施設無料開放Day

（いちご一会とちぎ国体応援）
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  （４）クラブサークル支援事業

№ 実施時期 会　　 場 募集定員 対　象

1 ２月 宇都宮市体育館 ３０チーム 小・中学生

　（５）観戦型スポーツ事業（２事業）

№ 開　催　日

1 ８月３０日（日）

2 ３月

　（６）スポーツ健康体力相談事業

№ 実施時期 日　数 会　　 場 募集定員 対　象

1 通年（水） 42日 宇都宮市体育館 １２名/日 一　　般

　（７）スポーツデリバリー事業

№ 実施時期 日　数 種　　　目

レクリエーションスポーツ

フィットネススポーツ

リラクゼーション

ニュースポーツ

　（８）スポーツ情報提供事業

　　ホームページ「宇都宮スポーツナビ」の充実及び情報誌の発行

　　（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

２　主管事業

　宇都宮マラソン大会事務局

　｢第３４回宇都宮マラソン大会」　

事　　業　　名

 ＰＴＡ、地域、企業、

うつのみや
ジュニアダンスフェスティバル

事　　業　　名 会　　場

財団設立40周年記念事業プレイベント
Ｖリーグ女子　東レアローズ戦

（対戦チーム未定）

事　　業　　名

宇都宮市体育館

プロ野球イースタンリーグ
東北楽天イーグルス VS 読売ジャイアンツ

宇都宮清原球場

 その他

スポーツ
健康体力相談

事　業　内　容 対　象　団　体

1
市内小学校、地域、
企業などへの体力向
上、健康づくり支援

通　　年 100日

 市内小学校、

 宮っ子ステーション、
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３　体育施設管理運営事業

　宇都宮市から次の体育施設の指定管理者として指定を受け、市民が安心して快適に施設を

利用できるよう、施設の管理運営業務を適正に行うとともに、定休日の開放や貸出期間及び

貸出時間を延長するなど、多様化する利用者ニーズに対応した弾力的な施設の管理運営を行

う。さらに、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支援にも積極的に

取り組むことにより、一層市民に親しまれる施設づくりに努める。

  指定管理施設（１８施設）

　1　清原中央公園 宇都宮市清原工業団地１４番地

　2　宮原運動公園 宇都宮市陽南４丁目５番６号

　3　駒生運動公園 宇都宮市鶴田町３６６９番地

  4　御幸公園野球場 宇都宮市平出工業団地１３番地１

　5　鬼怒川緑地運動公園石井緑地 宇都宮市石井町字大島２３２６番地

　6　柳田緑地 宇都宮市柳田町字屋敷東右岸

  7　みずほの中央公園 宇都宮市瑞穂３丁目３番

　8　道場宿緑地 宇都宮市道場宿町字上河原地先

　9　清原南公園野球場 宇都宮市清原工業団地２番地

 10　陽南第１公園 宇都宮市大塚町１番地

 11  陽南第２公園 宇都宮市大和２丁目９番

 12　錦中央公園 宇都宮市今泉町１５７番地

 13　宇都宮市体育館 宇都宮市元今泉５丁目６番１８号

 14　宇都宮市雀宮体育館 宇都宮市南町６番３号

 15  宇都宮市明保野体育館 宇都宮市明保野町７番９号

 16　宇都宮市サッカー場 宇都宮市中久保２丁目１番２５号

 17　宇都宮市弓道場 宇都宮市屋板町２３１番地１

 18　宇都宮市屋板運動場 宇都宮市屋板町２３１番地１

※柳田緑地は、台風１９号の被災復旧工事により、１年間休場予定。

※宮原運動公園は、公園の再整備により、テニスコートが改修の予定。

※清原中央公園体育館及び屋板運動場テニスコートは、国体関連により改修の予定。

４　収益事業

　体育施設における公益目的以外の貸出事業
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