
横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

平 成 29 年 ３ 月 22 日 

政策局大都市制度推進課 

昭 和 村 企 画 課 

 
 

～横浜市の友好交流自治体～ 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 
 

 

 

 

 

≪目  的≫ 

昭和村と友好交流協定を締結している横浜市の市民を対象として、村が管理する施設を  

村民料金で貸し出すことにより訪れる方々の増加を図り、相互の交流を深めていくこと を  

目的とする。 

≪開始時期≫ 平成 29 年４月１日 

≪対象施設≫ 詳細は別紙参照 

①体育施設：昭和村総合運動公園 多目的 

グラウンド、昭和村社会体育館 ほか 

②レジャー施設：昭和の森ゴルフ場 

③宿泊施設：昭和の森 山荘（※） 

④温泉施設：昭和の湯 

≪対象者≫ 横浜市民（横浜市内居住者） 

≪施設利用料金≫ 詳細は別紙参照 

≪利用方法≫ 

 予約が必要な施設においては、予約時に市民優待サービス利用の旨お伝えいただくとともに、 

 施設利用時に免許証、保険証など、住所がわかるものをご提示ください。 

 

 

 

 

 

横浜市と友好交流協定を結ぶ“群馬県昭和村”が 

29 年４月より、横浜市民向けの優待サービスを開始します！ 

対象の村内施設を村民料金と同額で利用でき、 

中には通常料金の 10 分の１となる施設もあります。 

横浜市民の皆さま、ぜひ優待サービスを活用して昭和村をご訪問ください！ 

 

 

 

優待サービス概要

 

29年4月１日 

開始！ 
新たに 

総合運動公園 多目的グラウンド 

昭和の森 山荘（※） 

※ 「昭和の森 山荘」は、平成 29年１月より「ウェルカムベビーのお宿」に認定されました。 
  （「ウェルカムベビーのお宿」とは、ミキハウス子育て総研の認定基準を満たして認定された、赤ちゃんなどの 

小さなお子様連れのファミリーにとって安心して宿泊できる施設です。） 

 
（裏面あり） 



【参考】横浜市と昭和村 
 横浜市の施設である「横浜市少年自然の家 赤城林間学園」（旧「横浜市赤城山市民野外活動センタ

ー」）を昭和 47年に昭和村に開設して以来、昭和村と横浜市は約半世紀に渡り交流を行っています。 

 群馬県昭和村は、赤城山北西麓に東西 10.8㎞、南北 9.8㎞の扇状に広がる村であり、標高は 260m

から 1,461mですが 500mから 800m付近まではゆるい傾斜をなし、赤城高原を形成しています。 

日本一の生産量を誇る「こんにゃく芋」やレタス・キャベツといった「高原野菜」の産地であり、

首都圏の台所としての役割を担っている「やさい王国」です。 

 横浜市と昭和村は、平成 17(2005)年に「災害時における相互応援に関する協定」を、平成 25(2013)

年には「友好・交流に関する協定」を結び、交流を進めています。 

平成 27年度は、横浜市内の小・中学校の児童・生徒を含む延べ約 37,000人以上が赤城林間学園を

利用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

政策局大都市制度推進課広域行政担当課長   堀  敏彦  ℡ 045-671-2108  

昭和村企画課長   角田 正良   ℡ 0278-24-5111  

 

 

【昭和村へのアクセス】 
【東京方面から】 

(1)車でのアクセス 

 関越自動車道で練馬 IC→昭和 IC まで 約80分 

(2)電車でのアクセス① 

〈上越新幹線〉東京駅→上毛高原駅（約80 分） 

 上毛高原駅から（※） 

〈車〉上毛高原→昭和村（約16 ㎞ 約30分） 

 
(3)電車でのアクセス② 

〈上越新幹線〉 

東京駅→高崎駅（約60 分） 

〈上越線(JR)に乗り換え〉 

高崎駅→沼田駅（約50 分） 

 沼田駅から（※） 

〈車〉沼田駅→昭和村 

（約４㎞ 約10 分） 

 
※ 上毛高原駅と沼田駅からは 

路線バス（関越交通）もご利用 

いただけます。 

なお、運行本数が限られ、乗り換え 

を要しますので、ご不明な点は 

昭和村役場  

℡ 0278-24-5111 

または 

関越交通（沼田営業所） 

℡ 0278-23-1111 

にお問い合わせください。 



※ 一人あたり・１泊２食付 

 

① 体育施設（要予約）・お問い合わせ(申込)：昭和村教育委員会事務局 電話 0278-24-5120 

施設名称・施設内容 住所 利用時間 優待料金 【参考】通常料金 

昭

和

村

総

合

運

動

公

園 

多目的グラウンド（夜間照明完備） 

【下記のいずれかで使用可能】 

（200ｍ・300ｍトラック、野球１面、 

サッカー１面、ソフトボール２面） 

昭和村 

糸井 

5895 

8:00～12:00 

13:00～17:00 

18:00～22:00 

全面：各 300円(※) 
全面：各 3,000円(※) 

夜間照明料金： 

900 円(1 時間※)  

(※半面の場合は半額) 

(夜間照明料金： 

900円(１時間※) 

(※半面の場合は半額) 

野球場（夜間照明完備） 

（左右両翼 90ｍ、中堅 120ｍ） 

8:00～12:00 

13:00～17:00 

18:00～22:00 

各 300円 各3,000円 

夜間照明料金： 

2,000円（１時間） 
夜間照明料金： 

1,000円(１時間) 

テニスコート（夜間照明完備） 

（全天候型サンドグラスコート５面） 

8:00～12:00 

13:00～17:00 

18:00～22:00 

各 210円（１面） 各2,100円 

夜間照明料金： 

150円（１時間） 
夜間照明料金： 

150円(１時間) 

ターゲットバードゴルフ場 

（18ホール 天然芝 常設コース） 
8:00～17:00 

一人 50円(１日) 一人 300 円(1 日) 

一人 5,000円（年間） 一人 1,000円（年間） 

グラウンドゴルフ場 

（16ホール 砂コート） 
8:00～17:00 

一人 50円(１日) 一人 300 円(1 日) 

一人 5,000円（年間） 一人 1,000円（年間） 

ふれあいグリーンパーク芝生広場 

（天然芝 105.0ｍ×68.0ｍ） 

8:00～12:00 

13:00～17:00 
各 500円 各5,000円 

昭和村社会体育館 

【下記のいずれかで使用可能】 

（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、卓球台15台） 

昭和村 

森下 

895 

8:00～12:00 

13:00～17:00 

18:00～22:00 

全面：各 200円※ 

（※半面の場合は半額） 
各2,000円 

(※半面の場合は半額) 

夜間照明料金： 

300円（１時間） 
夜間照明料金： 

300円（１時間） 

昭和村多目的屋内運動場 

【下記のいずれかで使用可能】 

（ゲートボール２面、バレーボール２面、 

テニスコート１面） 

昭和村

糸井 

588 

8:00～12:00 

13:00～17:00 

18:00～22:00 

各 200円 
各2,000円 

夜間照明料金： 

300円（１時間） 夜間照明料金： 

300円（１時間） 

昭和村弓道場 

（５人立） 

昭和村

糸井 

1287 

8:00～12:00 

13:00～17:00 

18:00～22:00 

各 150円 
各1,500円 

夜間照明料金： 

150円（１時間） 
夜間照明料金： 

150円（１時間） 

② レジャー施設（要予約）・お問い合わせ(申込)：昭和の森ゴルフ場 電話 0278-24-7172 

施設名称・施設内容 住所 利用時間 優待料金(※) 【参考】通常料金 

昭和の森 ゴルフ場 
９ホール：ラウンドの場合は同コースを２回プレー 

  平日は月曜日から金曜日（祝日除く） 

休日は土・日曜日及び祝日  

昭和村 

川額 

3716-431 

平日（ハーフ） 1,900円 2,900円 

平日（ラウンド） 2,800円 3,800円 

休日（ハーフ） 3,000円 4,000円 

休日（ラウンド） 5,000円 6,000円 

③ 宿泊施設（要予約）・お問い合わせ(申込)：昭和の森 山荘 電話 0278-24-7173 

施設名称・施設内容 住所 利用時間 優待料金(※) 【参考】通常料金 

昭和の森 山荘 

 ツイン 14室、和室３室 

昭和村 

川額 

3716-431 

日曜日～木曜日 
通常料金から 

500円引き 

7,500円 

金、土、祝前日 8,500円 

④ 温泉施設（予約不要）・お問い合わせ：昭和村社会福祉協議会 電話 0278-20-1126 

施設名称・施設内容 住所 利用時間 優待料金(※) 【参考】通常料金 

昭和の湯 

 大浴場（洋風・和風）露天風呂、足湯、   

大広間、休憩室 

昭和村 

糸井 624 

一般（～18:00） 400円 500円 

一般（18:00～） 300円 400円 

70歳以上の方 200円 500円 

４歳～小学生 200円 400円 

障がいのある方 200円 400円 
 

別 紙 
横浜市民向け優待サービス対象施設一覧 （H29.4.1～） 

※ 一人あたり・入館してから６時間まで 

※ 一人あたり 


