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近年、少子高齢化などによる人口構造の急激な変化や情報化の進展、環境問題の深刻化などにより社会全

体が大きく変化し続けている中で、「共生社会の実現」、「青少年の健全な育成」、「健康長寿社会の実現」、「地

域の活性化」といったスポーツがもたらす効果に対して、その重要性が改めて認識されている。 

第２期上尾市スポーツ推進計画では、「健康で活力に満ちたスポーツ活動の推進」を基本理念に掲げ、誰もが

スポーツに親しめる環境づくりを目指し、スポーツの新たな在り方を考えながら、市民のスポーツ活動の推進に取り

組んでいる。さらに、上尾市スポーツ健康都市宣言では、スポーツを従来からの「する」だけでなく、「みる」、「ささえ

る」ことを広くスポーツとの関わり方とし、市民が生涯にわたってスポーツ・レクリエーションに親しみ、健康意識の向

上に向けた宣言としている。 こうしたことから、あらゆる機会を通じ個々の体力や適性に応じてスポーツ・レクリエー

ション活動ができるよう、施設や設備の整備・充実をはじめ、スポーツ関係団体の指導・育成のほか、健康・体力

づくりのためのスポーツ大会やスポーツ教室（講座）を開催している。また、スポーツ・レクリエーション指導者の発

掘と養成（育成）など、生涯スポーツ・レクリエーションの向上を目指した環境整備を推進している。 

 

１ 生涯スポーツ・レクリエーション活動の推進 
市民誰もが気軽にスポーツ・レクリエーション活動に参加できるよう、ライフステージに合わせた活動機会の拡充

を図る。

（１）スポーツ健康都市宣言の実績 
市民一人ひとりの健康意識の醸成を図り、心身ともに健康で元気な健康長寿社会の実現に向け、スポーツ関 

連情報の提供充実をはじめ、スポーツ環境の整備拡充を推進する。 

○健康スポーツ体験会の実施 

 ・令和 4 年 8 月 27 日（土） 市民体育館 

○スポーツ健康都市宣言記念大会用賞状の提供 

○スポーツ関連情報の提供 

・スポーツ・レクリエーション行事予定表の作成 

・市ホームページや SNS でスポーツ情報を発信 

 

（２）スポーツクラブの育成 
地域のスポーツ愛好者のクラブ結成を促進するため、各種スポーツ大会の開催やスポーツ施設利用者の組織

化を推進するとともに、指導者の紹介などにも力を入れていく。 

また、市民の健康・体力づくりのための機会を提供するとともに地域スポーツ活動の活性化を図るため、スポー 

ツ協会をはじめ各種スポーツ関係団体等との連携により、シティハーフマラソンや市民体育祭などのスポーツイベ

ントを開催する。 

  

◎スポーツ大会  

事 業 名 会  場 開 催 日 対  象 

上尾市スポーツ健康都市宣言記念 

第６４回上尾市民体育祭 
上尾運動公園陸上競技場 令和４年１０月９日（日） 市内在住・在勤・在学者 

第３５回２０２２上尾ｼティハーフマラソン 
公道（川越上尾線）スタート 

上尾運動公園陸上競技場 

フィニッシュ 

令和４年 11 月１９日（土） 

令和４年 11 月 2０日（日） 
小学生以上 

第４１回上尾市民駅伝競走大会 
上尾運動公園陸上競技場 

周辺コース 
令和５年２月１２日（日） 市内在住・在勤・在学者 
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◎スポーツ教室 

事 業 名 会  場 開 催 日 対  象 

スポーツ講座 市民体育館 
令和４年６月 

１８日（土）、２５日（土） 
市内在住・在勤・在学者 

夏休みスケート教室 埼玉アイスアリーナ 
令和４年８月 

１日（月）、２日（火） 
４歳から中学生 

 

（３）スポーツ・レクリエーション指導者と関係団体の育成 

スポーツ協会の各種スポーツ・レクリエーション団体の指導、育成に努めている。 

○スポーツ・レクリエーション関係団体の育成 

【上尾市スポーツ協会】 

・設   立：昭和３３年１０月 

・構成団体：４7 団体 

（支部…１０、スポーツ・レクリエーション団体…３３、学校体育連盟〈小・中・高校〉…３、 

指導育成団体…１） 

・内部組織：常任理事会、理事会、部会 

・主な事業：市民体育祭、市民駅伝、シティハーフマラソン、スポーツ講演会、レクリエーション大会、 

スポーツ振興基金の管理運営ほか 

・事 務 局：スポーツ振興課内 
 

（４）スポーツ推進委員 

スポーツ推進委員は、教育委員会から委嘱された５０人が連絡協議会を組織し、市が実施するスポーツ事業の 

運営協力にあたるほか、委員相互の連絡協調と指導力、資質の向上を図るための研修に積極的に取り組むとともに、

関係機関・団体との連携を深め、地域に根差した生涯スポーツの一層の推進を図るため活動をしている。 

○スポーツ推進委員    ○スポーツ推進委員連絡協議会 

・定員：５０名         【活動方針】 

・任期：２年          ・地域におけるスポーツ・レクリエーション指導者及び団体・組織の育成 

                  ・地域スポーツ、生涯スポーツの推進 

                  ・専門委員会活動の充実 

                  ・スポーツ推進委員相互の連絡協調の推進 

                  ・研修会、講習会への積極的な参加 

                       【組 織】 

                  ・内部組織：常任委員会、専門委員会 

                    ・専門委員会：総務委員会、研修委員会、地域振興委員会 

広報委員会、女性委員会 

 【主な事業】 

・小学生ドッジボール大会 

・ミニバレー大会  

・健康スポレクひろば 

・軽スポーツ普及講習会…ニュースポーツ講習会（各スポーツ協会支部を対象） 

・研修会･･･軽スポーツ、ドッジボール等の実技及び審判講習会 

・県内研修会等 

・広報活動･･･「スポーツ推進委員活動の記録」発刊(隔年) 

「さわやかあげお」の発行（年 1 回） 

・その他･･･県と各種団体等が実施する事業に対する運営協力、 

各種研修会・講習会への参加、親睦事業等 
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２ スポーツ・レクリエーション施設の整備 
市民が安全で安心にスポーツ・レクリエーション活動が行えるよう、各運動施設を整備していくとともに学校体育

施設の有効活用と市民体育館の円滑な運営を推進し、スポーツに親しめる環境の充実を図る。 

 

（1）学校施設開放事業 

市民のスポーツ活動の場として市内小・中学校の校庭や体育館を開放し、地域スポーツの振興とコミュニティ 

づくりの推進に努めている。開放にあたっては、各学校単位に学校施設開放運営委員会を設置し円滑な運営を

図っている。 

 

◎屋外運動場・屋内運動場（体育館） 

〔開放日時〕 

区 分 利用施設 利 用 時 間 利 用 者 

土曜日 

校 庭 午後１時～午後６時３０分 

利用に当たっては、教育

委員会への団体登録が

必要（市内在住・在勤・

在学の者で構成する１０

人以上の団体） 

体育館 
午前８時～午後９時（小学校） 

正午～午後９時まで（中学校） 

日曜日及び休日  
校 庭 午前８時～午後６時３０分 

体育館 午前８時～午後９時 

平日（月～金曜日） 体育館 午後７時～午後９時 

※利用できる運動種目 

・屋外運動場 … ソフトボール、少年サッカー、少年野球、その他軽スポーツ及びレクリエーション的な 

スポーツ 

・屋内運動場 … バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球、武道、その他の軽スポーツ及び 

レクリエーション的なスポーツ 

・上記以外は教育委員会が特に許可した種目
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◎令和３年度学校開放施設利用状況                                     （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校名 校庭 体育館 合計 学校 校庭 体育館 武道館 合計
上尾小 6,736 5,699 12,435
中央小 2,314 2,663 4,977
大谷小 5,880 6,800 12,680
平方小 1,216 2,642 3,858
大石小 3,923 5,327 9,250
原市小 1,818 2,890 4,708
上平小 2,663 4,285 6,948
富士見小 16,408 22,518 38,926
尾山台小 2,978 2,534 5,512
東小 4,060 3,898 7,958

大石南小 3,890 2,455 6,345
平方東小 2,781 3,105 5,886
原市南小 3,103 5,031 8,134
鴨川小 3,986 8,073 12,059
芝川小 4,205 6,911 11,116
瓦葺小 4,309 5,933 10,242
今泉小 4,325 2,814 7,139
西小 1,650 2,680 4,330
東町小 1,983 5,680 7,663
平方北小 2,015 6,099 8,114
大石北小 5,860 5,415 11,275
上平北小 1,560 43 1,603
小学校合計 87,663 113,495 201,158 中学校合計 17,341 17,878 6,264 41,483

総計 105,004 131,373 6,264 242,641

太平中 1,192 1,423 1,729 4,344

上尾中 0 345 0 345

原市中 563 1,959 0 2,522

大石中 335 1,970 504 2,809

西中 8,854 630 405 9,889

上平中 1,092 3,862 0 4,954

大石南中 0 1,817 0 1,817

東中 1,330 997 0 2,327

6,316

瓦葺中 1,350 831 188

大谷中 2,625 2,497 1,194

2,369

南中 0 1,547 2,244 3,791
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（２）スポーツ施設整備 

近年、人々の健康・体力づくりに対する関心やスポーツ・レクリエーション活動の需要はますます多様化している。 

そんな中、市民自ら健康・体力を維持増進し、明るく豊かで活力に満ちた生活を送るためには、日常生活にス

ポーツを取り入れ、スポーツ活動に積極的に参加しながら、生涯を通じてスポーツ・レクリエーションに親しめるよう、

行政と地域、スポーツ関係団体が協力して総合的なスポーツ振興施策を実施していくことが求められている。 

多様な市民のニーズに対応していくとともに生涯にわたりスポーツに親しめるよう、スポーツ施設の整備や効率

的な管理運営など、スポーツを継続的に行うための環境づくりを行っていく。 

 

◆平方スポーツ広場・平方野球場・平塚サッカー場の利用区分と利用単位 

  【利用区分】 

「児童･生徒」：中学生以下の人が利用する場合、または主に中学生以下の人が利用する場合 

「一般･学生」：上記以外の人が利用する場合 

  【利用単位】 

「午前１」：午前８時～１１時  「午前２」：午前１１時～午後２時  「午 後」：午後２時～５時 

「夜間１」：午後５時～７時   「夜間２」：午後７時～９時 

 

◎平方スポーツ広場 
平方スポーツ広場は、平方小学校西側の敷地に、野球場、多目的広場、ソフトボール場（A・B）、グラウンドゴル 

フ（ゲートボール場）、駐車場を完備した施設です。 

・所在地：大字平方１１８５番地 

・使用料は下表のとおり 

・申し込み方法など詳しくはスポーツ振興課へ 

〔利用できる運動種目〕 

 

〔使用料の額〕 

多目的広場 野球場 ソフトボール場（Ａ・Ｂ） 
グラウンドゴルフ場 
ゲートボール場 

野球、サッカー、ソフトボー
ル、軽スポーツと教育委員
会が認めた運動種目 

野球、ソフトボール、軽ス
ポーツと教育委員会が認
めた運動種目 

少年野球、ソフトボール、
軽スポーツと教育委員会
が認めた運動種目 

グラウンドゴルフ、ゲート
ボール、軽スポーツと教
育委員会が認めた運動
種目 

利用区分／利用単位 午前１ 午前２ 午 後 

野球場 
多目的広場 

一般・学生 １，５００ 円 １，５００ 円 １，５００ 円 

児童・生徒 ７５０ 円 ７５０ 円 ７５０ 円 

ソフトボール場 Ａ 
ソフトボール場 Ｂ 

一般・学生 ９００ 円 ９００ 円 ９００ 円 

児童・生徒 ４５０ 円 ４５０ 円 ４５０ 円 

グラウンドゴルフ場 
ゲートボール場 

一般・学生 ６００ 円 ６００ 円 ６００ 円 

児童・生徒 ３００ 円 ３００ 円 ３００ 円 
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◎平方野球場 
平方野球場は、平方公民館西側の敷地に、野球場１面（両翼９０m、中堅１１５ｍ）、トイレ、駐車場を完備した

野球専用施設です。 

・所在地：大字平方７９３番地 

・使用料は下表のとおり 

・申し込み方法など詳しくはスポーツ振興課へ 

 

〔使用料の額〕 

利用区分／利用単位 午前１ 午前２ 午後 

一般・学生 １，５００ 円 １，５００ 円 １，５００ 円 

児童・生徒 ７５０ 円 ７５０ 円 ７５０ 円 

 

◎平塚サッカー場 

平塚サッカー場は、総合福祉センター南側の敷地に、人工芝サッカーコート１面（１０５m×６８ｍ）、夜間照明灯、

トイレ、駐車場を完備した施設です。 

・所在地：大字平塚５３６番地１ 

・使用料は下表のとおり 

・申し込み方法など詳しくはスポーツ振興課へ 

 

〔使用料の額〕 

利用区分／利用単位 午前１ 午前２ 午後 夜間１ 夜間２ 

サッカー場 

一 般 

学 生 

全面 7,200 円 7,200 円 7,200 円 4,800 円 4,800 円 

半面 3,600 円 3,600 円 3,600 円 2,400 円 2,400 円 

児 童 

生 徒 

全面 3,600 円 3,600 円 3,600 円 2,400 円 2,400 円 

半面 1,800 円 1,800 円 1,800 円 1,200 円 1,200 円 

夜 間 照 明

設備 

全点灯 １時間につき１，６００円 

１／２点灯 １時間につき８００円 

 

 

〔平塚サッカー場〕 
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（３）市民体育館の整備と管理運営 

市民の健康・体力の保持増進とスポーツ・レクリエーションの拠点としての市民体育館の施設・設備整備を推進

するとともに平成２５年４月１日から指定管理者制度を導入し、効率的な管理運営を行い、市民体育館機能の充

実を図る。 

①運営方針 

・市民スポーツ活動拠点 
市民の健康と体力の保持増進のための身体的活動と、 

スポーツ愛好者の自発的・自主的スポーツ活動の拠点 

として、市民スポーツの普及・振興を図る。 

・施設の効率的利用の促進 
市民に開かれたスポーツ・レクリエーション施設として、誰 

でも手軽に利用できるよう、施設利用の効率化を図る。 

・施設・設備の充実 
市民の多様化するスポーツ活動が、その能力・適性に応 

じて効果的に行えるよう、施設・設備の充実を図る。 

・安全管理の徹底 
市民の身体的活動が安全に行えるよう、施設・設備と競技 

用具等の点検、利用者の規律やマナーについての指導を 

徹底し、安全の確保に努める。 

 

②施設の概要 

平成２５年４月１日から、指定管理者制度を導入し、 

管理運営を指定管理者が行っている。 

   ・所 在 地：上尾市向山四丁目３番地１０ 

   ・電話番号：７８１－８１１１ 

   ・利用時間：午前９時～午後９時 

   ・休 館 日：年末年始（１２月３１日～１月２日）・臨時休館日 年６日（施設点検） 

 

施 設 名 面  積 備     考 

アリーナ フロア(1,856 ㎡) 

バレーボールコート３面 

バスケットボールコート２面 

バドミントンコート１２面 

卓球台３２台 

卓球室 （ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ） フロア （308 ㎡） 卓球台８台 

体力相談室兼ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 フロア （301 ㎡） トレーニング器具を利用して健康・体力の維持・増進 

柔道場 フロア （333 ㎡）  

剣道場 フロア （333 ㎡）  

弓道場 118.41 ㎡ 弓道(三人立) 

庭球場 4,066 ㎡ 全天候型２面  クレー４面 

会議室兼スタジオ フロア （129 ㎡） 全面利用 ９０人 

 

③市民体育館自主事業  ※期日変更の場合あり。 

○種目別個人開放 
市民の自主的スポーツ活動の促進と技術水準の向上を図り、市民スポーツの普及振興に寄与することを 

目的として実施している。 
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 〔種目別個人開放〕 

 

  
 

  

○トレーニング室初心者講習会 
初めて利用する人は、器具の安全な使用方法などの講習が必要。 

   ※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、休止する場合があります。  

 

  ○各種スポーツ教室 

日頃運動する機会が少ない市民や高齢者などに運動する機会を提供し、健康づくりに役立てる事を目的に

実施する。 

教室名 実施頻度 教室名 実施頻度 教室名 実施頻度 

ｽﾎﾟｰﾂ吹矢教室 全４回 ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽ教室 全５回 
ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 

初心者教室 
全８回 

バレエエクササイズ教室 全４回 卓球愛好者教室 全６回 筋力アップ教室 週１回 

ミニﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾙ教室 週１回 ヨガ教室 週１回 ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾙ教室 週１回 

ﾘﾗｯｸｽﾎﾟｰﾙｴｸｻｻｲｽﾞ教室 週１回 ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ教室 週１回 ジョギング教室 全３回 

親子基礎体力づくり講座 全３回 弓道教室 全８回 初心者なぎなた教室 全３回 

高齢者向け健康教室 全１回 ｿｰﾄﾞﾌｨｯﾄﾈｽ教室 全８回 親子ふれあいﾊ゙ﾚー ﾎ゙ ﾙー教室 全１回 
 

 ④施設の利用状況                            〔年度別・月別施設利用人数の推移〕 

  平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成 30 年度 平成 31 年度 令和２年度 令和３年度 

４月 ２４，９１５ ２２，７３２ ２９，５８９ ２７，６７３ ２８，２７２ ２５,９３６ 0 １６，８１９ 

５月 ３１，５６８ ３８，２５４ ３０，３４２ ３１，０７０ ３２，３３７ ３２,２８２ 0 １９，０２５ 

６月 ２８，８７６ ２７，１１８ ２８，４０９ ３１，８９１ ３１，８７６ ３４,３７７ ８,７４２ １９，４０６ 

７月 ３３，４５５ ４２，７５０ ３４，３２７ ３１，３５５ ２７，６８５ ２５,７１３ １３,１７７ １９，９６９ 

８月 ３０，１６６ ３１，９４１ ３０，６１６ ３１，３７６ ３３，０５９ ３４,０７７ １４,１６７ １４，８８３ 

９月 ３６，６８１ ３１，４９３ ３３，７２４ ３６，５７５ ３３，６１１ ３４,３４６ １８,１２０ １６，７６０ 

１０月 ３５，８００ ３５，６４１ ４６，２３９ ５４，５０３ ３２，７０５ ２４,１８３ １７,２０８ １５，６４９ 

１１月 ２１，９２０ ２９，４１８ ２２，２１７ ２３，１５０ ３０，２３７ ２３,０９３ １６,９５９ ２０，７１５ 

１２月 ２６，２６３ ２３、７０５ ２９，０９６ ３０，３３５ ２８，７００ ２８,８７０ １６,９５５ ２０，４５４ 

１月 ３０，４９５ ２９，５３０ ３２，１７６ ２５，６９６ ２９，０３１ ２９,４７３ １１,７８３ １７，０１３ 

２月 ２６，４７７ ２３、８３３ ２７，５３１ ２７，６３６ ２９，０４０ ２３,９９６ １１,６０４ １３，７９６ 

３月 ３９，０２１ ３３，９４６ ３８，７５７ ３６，７５４ ４０，４２２ ３,３７３ ２１,４４１ ２６，５０７ 

合計 ３６５，６３７ ３７０、３６１ ３８３，０２３ ３８８，０１４ ３７６，９７５ ３１９，７１９ １５０,１５６ ２２０，９９６ 

 

種  目 期  日 時  間 

バドミントン 毎週火曜日 18：00～21：00 

バスケットボール 毎週金曜日 18：00～21：00 

卓球 

毎週金曜日 18：00～21：00 

毎週土曜日 
9：00～18：00 

毎月第４月曜日 

毎週日曜日・祝日 9：00～21：00 

バレーボール 毎週土曜日 18：00～21：00 

期   日 時   間 対   象 備   考 

毎日（休館日を除く） 
受 付 時 間  10:40～・18:40～ 

講習開始時間  11:00～・19:00～ 

トレーニング室を初めて利
用する人（高校生以上） 

受講者に「トレーニン
グ室使用許可証」を
交付 
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