
・夏季合宿は、毎年４月に合宿調整会議を宿泊施設の関係者等と調整のうえ、誘客体制を整えます。 

・今年度、臼田総合運動公園宿泊棟及び臼田テニスコートの改修による受け入れ体制の整備を図ります。 

受け入れ情報は、リニューアルした施設を市のホームページ及び関係団体の紹介等により、誘致活動を推進します。 

・既存の施設の利活用による大規模な大会の誘致や創設を図ります。 

○利用実績 ○ 実施計画 

・ゴルフ 市内に５つあるゴルフ場と提携し、市内ホテルや温泉宿泊施設への誘致を図ります。 

ジュニア育成のための大規模の大会を誘致します。 

・佐久平カントリ－クラブ 

18ホール　全長6,616yard　Par.72 

・サニーカントリクラブ 

27ホール　全長10,029yard　Par.108 

・望月カントリークラブ 

18ホール　全長6,745yard　Par.72 

・佐久春日野カントリー娯楽部 

18ホール　全長6,559yard　Par.72 

・望月東急ゴルフクラブ 

18ホール　全長7,216yard　Par.72 

・硬式野球 県外の有力校を招致し、佐久市営グラウンドにて交流試合を行う。 

・マレットゴルフ 今年度オープン予定の佐久市総合運動公園マレットゴルフ場で県大会を開催する。 

・ダンス ジュニアダンス等の北信越大会の招致を図る。 

・その他競技 柔道、バスケット等全日本クラスの団体の合宿の誘致を図る。 

臼田総合運動公園管理棟・宿泊棟 
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□施策名 □施策区分 □所管部署 社会教育部

　合宿の受け入れ誘致について 
１．世界最高健康都市の構築 ４．安心安全な子育て支援 体育課 

２．交流人口の創出 ５．徹底した情報公開による市民参加型市政の実現 直通：0267-62-2020 

３．地域経済の活性化 ６．その他 taiiku@city.saku.nagano.jp 

□目的又は成果の目標 □予算措置の状況 

市内の旅館・ホテル等の宿泊施設及び臼田運動公園宿泊棟と連携を図り、新たに市外から合宿利用者の増加を図る。 

○ 平成２１年度決算見込み 0 千円 

○ 平成２２年度当初予算 0 千円 

□施策概要 

（平成21年度） 

施設名 利用団体等 件数 人数 主な種目 宿泊状況 
佐久市総合体育館 高校6　大学2 8 380 ﾊﾞｽｹｯﾄ 市内ﾎﾃﾙ等 
浅間体育センター 中学１高校2 3 135 ﾊﾞｽｹｯﾄ 市内ﾎﾃﾙ等 
野沢体育センター ｽﾎﾟ少1　中学1　高校5 7 249 ﾊﾞｽｹｯﾄ 市内ﾎﾃﾙ等 

勤労者体育館 高校4 4 265 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 市内ﾎﾃﾙ等 

大沢社会体育館 高校2 2 145 ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ 市内ﾎﾃﾙ等 
東地区社会体育館 スポ少1　高校5 6 360 ﾊﾞｽｹｯﾄ 市内ﾎﾃﾙ等 

内山社会体育館 高校2 2 83 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 市内ﾎﾃﾙ等 
佐久市営グラウンド ｼﾆｱ1　中学2　高校1 5 261 野球 市内ﾎﾃﾙ等 

鼻顔テニスコート 中学1 1 45 硬式ﾃﾆｽ 市内ﾎﾃﾙ等 
千曲運動広場テニスコート 中学1 1 45 硬式ﾃﾆｽ 市内ﾎﾃﾙ等 

佐久市営武道館 高校1　その他2 3 145 空手 市内ﾎﾃﾙ等 
浅科総合グラウンド 高校2 2 90 野球 市内ﾎﾃﾙ等 
浅科御牧原台地グラウンド ｼﾆｱ1　高学3　大学1 5 160 野球 市内ﾎﾃﾙ等 

望月総合体育館 ｽﾎﾟ少1　高学4　その他1 6 290 ﾊﾞｽｹｯﾄ 望月・春日温泉等 

望月総合グラウンド リトル1　その他1 2 120 野球 春日温泉 

布施体育館 その他1 1 40 卓球 望月温泉 
臼田総合運動公園 中学・高校ほか 73 2,129 ｻｯｶｰ 宿泊施設兼用 

合計 131 4,942



社会体育施設 平成２２年４月１日現在 

No. 施　設　名 住　　所 開設年月 
アリーナ等 
面積(㎡) 

運動施設の内容 

佐久市総合体育館 大体育室 1,900 
バレーボール３面・バスケットボール２面・バドミン 
トン８面・テニス２面・ハンドボール１面

　　　　　〃　　　　　　小体育室 536 
バレーボール１面・バスケットボール１面・バドミン 
トン３面 

2 佐久市勤労者体育館 佐久市中込３３８４－１ 昭和５１年１２月 720 
テニス１面・バレーボール２面・バスケットボール１ 
面・バドミントン４面 

3 東地区社会体育館 佐久市新子田１３８２－１ 昭和５８年　４月 907 
バレーボール２面・バスケットボール２面・バドミン 
トン６面 

4 内山地区社会体育館 佐久市内山５２０１ 昭和５９年　４月 583 
バレーボール２面・バスケットボール１面・バドミン 
トン３面 

5 大沢地区社会体育館 佐久市大沢７８９－１ 昭和６１年　４月 720 
テニス１面・バレーボール２面・バスケットボール２ 
面・バドミントン４面 

6 浅間体育センター 佐久市岩村田１３４０－３ 平成　３年　４月 910 
バレーボール２面・バスケットボール２面・バドミン 
トン６面 

7 野沢体育センター 佐久市野沢３３９－１ 平成　９年　４月 1,008 
テニス１面・バレーボール２面・バスケットボール２ 
面・バドミントン６面 

8 佐久市営グラウンド 佐久市安原１４９３－１ 昭和４７年　４月 14,000 野球１面（センター120ｍ・両翼92ｍ） 

9 県民佐久運動広場運動場 佐久市取出町４５５ 昭和４８年　４月 14,000 陸上３００ｍ６コース・野球１面 

10 千曲川スポーツ交流広場 佐久市鳴瀬５０５－１ 平成　２年　７月 37,777 
野球４面・サッカー１面・ゲートボール６面・多目 
的広場 

11 鼻顔公園テニスコート 佐久市岩村田４２４６－１ 昭和５２年１１月 4,200 テニス６面 

12 千曲運動広場テニスコート 佐久市鍛冶屋４７７ 昭和６１年　４月 2,440 テニス４面 

13 
県民佐久運動広場テニスコー 
ト 

佐久市取出町４５５ 昭和４８年　４月 2,000 テニス４面 

14 
県民佐久運動広場屋内ゲート 
ボール場 

佐久市取出町４５５ 平成　３年１０月 933 屋内ゲートボール２面 

15 洞源湖マレットゴルフ場 佐久市前山３３７－９ 平成１３年　８月 L=720ｍ １８ホール 

16 佐久市営武道館 佐久市中込２９４１ 昭和４５年　４月 817 柔道（４０８．５㎡）、剣道（４０８．５㎡） 

17 臼田体育センター 佐久市下越２８４ 昭和４９年１０月 952 
バレーボール２面・バスケットボール２面・バドミン 
トン４面・テニス１面 

18 
臼田総合運動公園多目的広 
場 

佐久市臼田３１２４ 昭和６２年　５月 28,800 野球２面・サッカー２面・ソフトボール６面 

19 臼田テニスコート 佐久市臼田３０９１ 平成 元年　７月 5,600 全天候８面 

20 臼田ふれあいゲートボール場 佐久市下越３５１－１ 平成　５年　４月 1,197 ゲートボール屋内２面 

21 臼田屋外ゲートボール場 佐久市臼田１４５－３先 平成　３年　４月 4,430 ゲートボール10面 

22 
臼田総合運動公園マレットゴ 
ルフコース 

佐久市臼田３１１６－２ 平成　４年１１月 13,160 ３６ホール 

23 臼田武道館 佐久市下越２８４ 昭和５９年　３月 475.6 柔道場１面･剣道場１面 

24 臼田稲荷山弓道場 佐久市勝間１７－１ 昭和３４年　３月 298 4人立ち 

25 
臼田総合運動公園管理セン 
ター 

佐久市臼田３１１０－１ 平成　２年　５月 609.9 

26 臼田総合運動公園宿泊棟 佐久市臼田３１１０－１ 平成　４年　５月 1,391.9 
和室５・洋室１２・ミーティングルーム・男女大浴 
場・食堂・調理室、１０８名収容 

27 浅科多目的屋内運動場 佐久市塩名田１１５５－１ 平成　７年　７月 1,188 ゲートボール２面・テニス１面・フットサル１面 

28 浅科総合グラウンド 佐久市塩名田１１５１－１ 昭和５０年　４月 20,080 野球２面・サッカー１面 

29 浅科御牧原台地グラウンド 佐久市八幡１１１０－１ 平成１２年　７月 17,792 野球１面 

30 浅科テニスコート 佐久市塩名田１１５１－１ 昭和５５年　６月 1,750 テニス２面 

31 浅科御牧ゲートボール場 佐久市甲１０７１－１ 平成　５年　４月 1,890 ゲートボール４面 

32 浅科石尊山マレットゴルフ場 佐久市甲２２６－１ 平成　６年１２月 L=797ｍ １８ホール 

33 浅科柔剣道場 佐久市甲１０７１－１ 昭和５８年　１月 535 柔剣道併用・バレーボール１面 

34 望月総合体育館 佐久市望月１６３０－２ 昭和５９年　７月 1,440 
バレーボール３面・バスケットボール２面・バドミン 
トン１０面 

35 望月総合グラウンド 佐久市望月１６６９－２ 昭和５２年　９月 25,600 軟式野球２面・４００ｍトラック・サッカー１面 

36 本牧体育館 佐久市望月２７５－１ 昭和５１年　４月 556 バレーボール1面・ミニバス１面 

37 布施体育館 佐久市布施２１５１－３ 昭和６２年１１月 883 
バレーボール２面・ソフトバレーボール３面・ミニ 
バス１面 

38 春日体育館 佐久市春日２８２３ 昭和５３年１１月 736 バレーボール1面・ミニバス１面 

39 望月テニスコート 佐久市望月１６１６ 平成　３年　８月 1,190 テニス２面 

40 望月屋内ゲートボール場 佐久市望月１６１５－１ 平成 元年　５月 546 ゲートボール１面 

41 望月屋外ゲートボール場 佐久市望月１６２６－１ 昭和５７年　４月 3,192 ゲートボール７面 

42 望月マレットゴルフ場 佐久市望月１６２６－１ 平成　４年　４月 L=611.5ｍ １８ホール 

佐久市中込２９３９ 昭和５３年　９月 1


