
　　　　平成２３年度事業報告書 自　平成２３年４月　１日

至　平成２４年３月３１日

１  社会体育施設等管理運営事業 ※（　）内は平成２２年度

（１）尼崎市立社会体育施設

　　ア　屋内プール

 　　 　一般開放

　　イ　地区体育館

（２）尼崎市記念公園施設

　　ア　総合体育館

大　　人 小　　人 合　　計 幼　　児

男　子
(2,256) (371) (2,627)

1,917 478 2,395 (139)

女　子
(2,084) (290) (2,374) 162

1,752

(477)

365 2,117

合　計
(4,340) (661) (5,001) (5,140)

3,669

(4,935) (12,101) (17,036)

4,585

4,512 4,674843

12,461 17,046

(10,631) (9,847)

480

(691) (20,478)

20,642

(8,424) (12,046) (20,470)

(22,917)

679 10,766 9,876

(577)

11,712 18,884

(9,256) (13,661)

(445)

7,172

(646)

(16,623)

23,265

948

1,135

(935)(6,608) (10,015)

9,903 13,362604

479 17,078

(9,235) (12,164) (21,399)

(118,923)

7,357 9,721

(623)

676

(4,049)

12,224 22,600

(49,089) (69,834)

10,376

50,159 69,356 119,515

(3,382)

3,314

531

(490)

498

(600)

604

522

(547)

3,911

(675)

627

(560)

577

(1,100)

977

(1,223)

(1,152)

1,107

(1,251)

1,256

(1,677)

1,280

(7,431)

7,225

1,470

(1,193)

89.8

スポーツプラザ 各室貸与 合　　　計

件数 人　数 件数 人　数 件数 人　数

中央

小田

大庄

立花

武庫

園田

合計

件　数 人    数 利用率（％）

メインアリーナ
(1,169) (147,882) (90.4)

1,150 140,913

サブアリーナ　
(1,714) (54,964) (93.5)

1,653 53,386 92.8

格    技    室
(1,532) (32,712) (59.1)

1,513 30,035 57.8

弓    道    場
(942) (6,401) (72.4)

1,047 7,055 77.4

トレーニング室
(72,023) (72,023)

― 
78,657 78,657

ＥＸスタジオ　
(1,221) (15,509) (58.2)

1,197 15,539 53.8

－1－



　　イ　屋外施設

（３）尼崎市有料公園施設

　　ア　橘公園

　　イ　小田南公園

　　ウ　魚つり公園

スポーツサウナ
(727) (727)

― 
― ―

会　議　室　１
(135) (1,275) (26.8)

172 1,494 33.5

会　議　室　２
(163) (3,108) (35.8)

154 3,134 33.6

研    修    室
(237) (19,259) (41.8)

237 15,478 41.0

合      計
(79,863) (353,860)

85,780 345,691

件　数 人    数  利用率（％）

陸上競技場
(3,899) (105,034) (82.9)
3,993 106,494 89.5

補助陸上競技場
(660) (32,093) (44.2)
773 37,964 52.3

野球場
(637) (75,532) (72.7)
578 77,448 74.0

テニスコート
(10,460) (54,413) (69.1)
11,147 56,555 64.9

駐　車　場
(78,531)

― ― 
87,811

合     計
(94,187) (267,072)

104,302 278,461

件　数 人    数 利用率（％）

軟式野球場
(792) (30,380) (58.3)

717 30,929 58.8

件　数 人    数 利用率（％）

軟式野球場
(964) (20,026) (57.9)

886 19,958 57.1

駐　車　場
(14,953)

―　 ―　
15,203

合　　計
(15,917) (20,026)

16,089 19,958

件　数 人    数 利用率（％）

軟式野球場
(178) (14,578) (30.9)

166 13,880 31.0

多目的運動広場
(103) (17,535) (28.4)

110 18,447 33.1

合     計
(281) (32,113)

276 32,327

－2－



（４）尼崎市立青少年いこいの家

　　　施設利用者　　　　　　　　　　　    　       

２　スポーツ教室等開催事業

（１）スポーツ教室の開催

　　ア　サルーススイミングスクール（屋内プール）

21,383,400

(65,008,150)

59,578,400

(12,740,500)

10,774,000

11,130,000

(9,962,000)

9,686,400

(413,950)

567,000

(22,344,150)

(5,757,700)

5,921,200

(17)

(37,599,800)

32,445,400

(11,968,200)

(22,452,950)

22,053,300

(30,320,400)

25,826,700

(1,521,700)

697,500

(125,400)

0

(721,400)

355,100

(22,123,550)

22,053,300

(329,400)

0

(3,737)

3,726

(12,149)

12,017

(1,763)

(200)

93

(574)

582

(4,154)

4,157

1,469

(2,239)

2,210

(1,345)

1,297

(153)

219

２

小計

１

３～６

小計
(6,415)

6,104

0

(132)

67

小計

１

4,157

(5,641)

5,429

(42)

0

(4,196)

２

中学生以上

１

２

ｳｫｰﾀｰ
ｴｸｻｻｲｽﾞ

小計

１

２

一　般

宿泊棟 テント その他 合　　計 団   体

(5,521) (4,602) (9,159) (19,282) (829)

4,771 3,334 5,487 13,592 647

コース 対　象 週回数 人　数 受　講　料

ベビー
　６カ月～
　４歳児と親

１
(-) (-)

154 213,300

２
(159) (802,000)

79 390,100

小計
(159) (802,000)

233 603,400

幼　児 ３～６歳児

１
(115) (596,000)

幼　児

児　童

　３歳児～
　　　小学生

355,10067

２

幼　児

児　童

生　徒

５～６歳児と
小・中学生

合　　　計

－3－



　　イ　短期スイミングスクール（屋内プール）

　　ウ　サルースアクアクラブ（屋内プール）

　　エ　サルーススポーツ教室（地区体育館）

人　数

14,287

5,921,200

(413,950)

567,000

(83,920,300)

76,840,600

春　　期 合　　　計

582

(153)

219

(5,757,700)(574)

合計

３～６

ｳｫｰﾀｰ
ｴｸｻｻｲｽﾞ

合計

冬　　期

人数 受講料

(14,639)

9,197,700

1,693,850414173 897,400 92 281,950 149 514,500

一　般

3,605

9,120,600

立花
7,722,800 2,957

4,370,300

(9,404,800)

中央
(1,642) (4,054,820)

園田
(3,069) (7,739,100) (3,009) (7,466,900)

5,916

武庫
(3,921) (9,942,100) (3,948)

(6,078)

2,640 6,712,800 2,664 6,422,600 5,304

合計
(17,372) (43,908,870) (17,106) (42,738,250) (34,478)

15,979 40,904,000 16,111 39,626,400 32,090

(19,872,100)

18,045,6009,109,400 3,663 8,936,200 7,268

(7,869)

15,162,7007,439,900

(9,930,000)

(15,206,000)

13,135,400

(86,647,120)

80,530,400

合　　　計

夏　　期

人数 受講料

172 892,100

人数 受講料 人数 受　講　料

親子
(5) (26,500) (69) (-) (64) (-) (138) (26,500)

1   5,300    3   6,000    6 7,800    10 19,100

幼児
児童・生徒

(212) (1,123,600) (56) (157,600) (93) (362,700) (361) (1,643,900)

44 215,200 91 448,300 307 1,555,600

一般
(-) (-) (75) (75,000) (93) （-) (168) (75,000)

- - 45 60,750 52 58,400   97 119,150

(217) (1,150,100) (200) (232,600) (250) (362,700) (667) (1,745,400)

受講生 合　計 ビジター

人　数
(1,887) (179) (2,066) (47)

1,634 215 1,849 105

受講料
(9,879,800) (424,200) (10,304,000) (47,000)

8,660,200 537,500 105,000

上　半　期 下　半　期 合　　　　計

受講料 人　数 人　数 受　講　料受講料

(1,584) (3,226) (7,941,670)

1,637 4,422,000 1,685 3,322 8,792,300

(3,886,850)

小田
(3,976) (9,774,120) (3,902) (7,878) (19,178,920)

3,721 9,346,900 3,814 7,535 18,467,500

大庄
(1,335) (3,507,130) (1,327) (3,461,300) (2,662) (6,968,430)

1,417 3,590,100 1,328 3,336,800 2,745 6,926,900

(3,429) (8,891,600) (3,336) (8,588,400) (6,765) (17,480,000)

2,959

－4－



　　オ　サルースサマー短期教室（地区体育館）

人数 人数

　　カ　健康づくり教室（地区体育館）

　　キ　レインボーフィットネススクール（総合体育館）

730,750 59

1,624

(1,549)

4,214,050

健美操
(82) (303,400)

健康体操
(111) (277,500)

81 299,700 118 295,000

ボディコンディ
ショニング

(103) (381,100) キッズ
ジャズダンス

(177) (495,600)

93 344,100 79 221,200

キック
ボクササイズ

(159) (588,300) キッズ
ファンク

(133) (372,400)

163 603,100 148 414,400

パワーヨガ
(313) (1,158,100)

キッズバレエ
(129) (361,200)

314 1,161,800 87 243,600

8,348

1,772

(1,729)

1,590

器械体操

小田体育館 中央地区会館 合　　　　計

受講料 受講料 人数 受講料

合　計

ストレッチ

おはよう

-        10トランポリン

157 238,600 31

106

人　数 受　講　料

中央
(1,008) (2,603,850)

942 2,442,900

小田
(1,405) (3,674,650)

1,259 3,282,850

武庫

園田

ク ラ ス

大庄
(1,129) (2,854,900)

1,161 3,039,350

合計
(22,095,150)

21,682,000

(8,540)

立花
(1,720) (4,343,650)

ク ラ ス 人　数 受講料

4,576,500

(4,481,500)

4,126,350

(4,136,600)

人　数 受講料

ジャズダンス
(184) (846,400) ビギナー

エアロ
(130) (377,000)

196 901,600 137 394,400

太極拳(中級)
(120) (552,000) ビギナー

ボクササイズ
(275) (797,500)

203 933,800 182 527,800

太極拳
(399) (1,476,300) ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟ

ボクシング
(-) (-)

386 1,426,350 156    442,700      

シェイプ
アップバレエ

(190) (704,850) かんたん
サーキット

(85) (212,500)

147,500199

-   

51 132,600 -   -        51 132,600

47,000 188 285,600

26,000 10 26,000

106,000 21 21,000 127 127,000
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　　ク　レインボースポーツスクール（総合体育館）

　　ケ　夏休み短期スクール（レインボースポーツスクール）

（２）指導者派遣等事業

　　ア　指導者派遣（出張指導等）

体力測定　　　３８件
体成分測定　１０２件

ヨ　ガ
(465) (1,720,500) ジュニア

バレエ
(207) (579,600)

426 1,574,350 186 520,800

身体すっきり
ヨガ

(175) (647,500)
ヒップホップ

(141) (521,700)

191 701,150 149 551,300

ピラティス
(131) (484,700)

ベリーダンス
(-) (-)

96 355,200 169    625,300      

ステップ
シェイプ

(142) (525,400)
bt'チアダンス

(-) (-)

118 436,600 245    1,543,500    

フラダンス
(254) (939,800)

コアシェイプ
(14) (51,800)

258 952,750 - - 

お手軽
フィットネス

(66) (191,400)
ビジター

(5) (5,500)

103    298,700     8 8,800

やさしい
エアロ

(62) (229,400)
休講料

(139) (55,600)

- - 105

16,698,250

42,000

合  計
(4,391) (14,857,050)

4,655

(182)

人　数 受講料 人　数 受講料
(626) (3,630,800) (696)

141 463,650
(929) (4,830,800)

(1,877,850)
498 2,871,000 690 1,853,550
(172)

(27,200)
799 1,597,000 46 18,400

208 415,000 97     465,600      

(13,852,550)
126 251,000 3,855 13,771,650

ジュニア
サッカー

(641) (1,282,000)
休講料

(68)

キッズ
サッカー

(119) (238,000)
合　計

(3,811)

3 13 58,500

(600,600)

ク ラ ス ク ラ ス

硬式テニス
Ⅰ・Ⅱ

トランポリン
Ⅰ･Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

レディース
卓球

器械体操
122 385,600

(464,400)

(-) (-)

キッズテニス
(207) (558,900) エヴェッサ

バスケットボール
Ⅰ・Ⅱ169 454,950

回数 人数 受講料

エヴェッサ
バスケットボール

959 4,995,900

キッズ
バドミントン

(171) (342,000) レベルアップ
サッカー

月・日 　団　　体　　名　　 内　　　　　　容
4/1 ～ 3/31 生活協同組合　コープこうべ ダンベル体操等
4/1 ～ 3/31 学校法人からたち幼稚園等 体育あそび・泳法指導等
5/1 ～ 3/31 (社)尼崎市社会福祉協議会 ステップ運動等
4/1 ～ 9/30 (財)尼崎健康医療事業財団 看護専門学校 保健体育授業等
4/1 ～ 9/30 (労)関西労災看護専門学校 保健体育授業
そ　の　他 ＪＡ兵庫六甲尼崎 他 健康体操等
合　　　計 １４２件

通　年 地域住民

－6－



　　イ　高齢者二次予防事業「元気はつらつ教室」

　　（ア）期　間 平成２３年４月〜平成２４年３月

　　（イ）ところ 各地区体育館他８施設　１１教室

（うち平成２４年３月から１教室追加）

　　（ウ）参加人数 ２，７１７人

　　ウ　小児肥満対策事業

　　（ア）期　間 平成２３年７月９日（土）〜１２月２８日（水）

　　（イ）ところ 総合体育館、地区体育館他

　　（ウ）参加人数 ４３４人

　　エ　子どもたちの体力づくりモデル事業

　　（ア）期　間 平成２３年４月から平成２４年３月のうち　各小学校１０回

　　（イ）ところ 成徳・武庫・竹谷・明城小学校

　　（ウ）参加人数 ６２３人

（３）トレーニング指導等事業

　　ア　トレーニング室（総合体育館）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　イ　健康スポーツ講座（総合体育館）　　　　　

 実　施　日

（４）市立尼崎高等学校トレーニング指導事業

　　　トレーニング室利用状況

女　子男　子

8 39

実　 年
50歳以上

壮   年
49歳以下

青   年
29歳以下

高校生 中学生 小学生 合　　計
うち

初回講習

男子
(25,154) (19,260) (10,121) (5,702) (2,295) (49) (62,581) (1,338)

25,725 20,029 10,881 6,902 4,563 170 68,270 1,825

女子
(3,817) (2,642) (1,172) (1,607) (175) (29) (9,442) (573)

4,221 3,283 1,384 945 501 53 10,387 718

合計
(28,971) (21,902) (11,293) (7,309) (2,470) (78) (72,023) (1,911)

29,946 23,312 12,265 7,847 5,064 223 78,657 2,543

テ　　ー　　マ 合　計

１
カーディオキック

～ダイエット格闘技～
 7月16日 12 29 41

47

３
姿勢改善

～骨盤・肩甲骨体操～
 3月17日 9 50 59

２ ウェーブストレッチ 11月26日

合　　　　　　計 29 118 147

運動部(15ｸﾗﾌﾞ)
合計 その他

男子 女子 計

(-)

9,053 3,156 12,209 12,209 -

(8,327) (3,857) (12,184) (12,184)
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（５）小学校プール運営業務

　　ア　期　間 平成２３年８月２日（火）〜平成２３年８月１７日（水）

　　イ　ところ 難波・杭瀬・大島・武庫・園田小学校

　　ウ　利用人数 幼　児１，９５５人　小学生８，６５４人

中学生　　２６８人　保護者１，７２１人　合計１２，５９８人

（６）スポーツのまち尼崎促進事業

　　　スポーツ大会等誘致事業

１

２

３

４

５

６

７

８

９

（７）｢スポーツのまち尼崎」フェスティバル

　　ア　と　き　　　　平成２３年１０月１０日（月）

　　イ　ところ 記念公園内全施設、屋内プール及び市内６地区体育館

　　ウ　参加者 １７，４００人（延べ人数）

　　エ　内　容　　　　スポーツふれあい広場コーナー（ニュースポーツ体験、ツリーイング等）

スポーツ体験教室（ジュニアベースボールスクール、親子サッカー教室

 バレーボール教室、弓道教室等）

体力・健康・元気コーナー（体力測定、体成分測定、キッズ広場）

屋内プール（アクアトレーニング、ワンポイントレッスン、ファミリー

　　　　　　スイミング等）

６地区体育館（スポーツ・ニュースポーツ体験、キッズ広場、体験教室等）

（８）自然体験活動事業（青少年いこいの家）

　　ア　じゃがいも植付け事業及び収穫祭

　　（ア）と　き　　　 植付け　平成２３年４月　２日（土）

収穫祭　　　〃　　６月２６日（日）

　　（イ）内　容 じゃがいもの種芋の植付け及び収穫体験

　　（ウ）参加者　　　 植付け　１３２人（９５区画）

収穫祭　大人　７６人　　小人　４７人　　計　１２３人

　　イ　親子キャンプ

　　（ア）と　き　　　 平成２３年７月９日（土）～１０日（日）

　　（イ）内　容 親子を対象にしたキャンプの基本から応用技術の習得

　　（ウ）参加者　　　 大人　３３人　　小人　３９人　　計　７２人

計　２６，９０８人 

３，５００人 

１，５００人 

2011/12Ⅴ・プレミアリーグ女子尼崎大会 ２月11日 

2011/12Ⅴ・チャレンジリーグ男子尼崎大会 ２月18日～19日 

事　　　業　　　名 実　施　日 参加･観戦人数
第44回日本女子ソフトボール１部リーグ第1節兵庫･尼崎大会 ４月23日～24日 ３，０００人 

総理大臣杯争奪第51回西日本実業柔道団体対抗大会 ５月８日 １，８００人 

第51回西日本実業団空手道選手権大会 ５月22日 １，０００人 

第41回全日本実業柔道個人選手権大会 ８月27日～28日 ６，１００人 
第53回近畿６人制バレーボール総合男子・女子選手権大会 ９月３日～４日 ３，２００人 
全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子第13回､女子第3回) 10月29日～30日 ５，５４０人 

スポーツエアロビック２０１１西日本大会 12月24日～25日 １，２６８人 
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　　ウ　餅つき＆リース作り

　　（ア）と　き　　　 平成２３年１２月１０日（土）～１１日（日）

　　（イ）内　容 杵と臼を使った餅つき体験と自然のツルを採取してのリース作り

　　（ウ）参加者　　　 大人　２９人　　小人　３７人　　計　６６人

　　エ　クラフト体験

　　（ア）と　き　　　 平成２３年４月１日（金）～平成２４年３月３１日（土）

　　（イ）内　容 施設利用者への自然素材を利用したクラフト体験プログラムの提供

　　（ウ）参加者　　　 ６８５人

　※その他２１事業　　計２６事業のべ参加者　３，５１４人

（９）シティスポーツクラブ尼崎（ＷＯＯＤＹ）

　　ア　会　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
人　数 事務手数料 会    費

(7)

女
(157)

132 (51,166,500)

計
(259) 47,271,000

223

(2,205,000)

男
(-)

222

女
(-)

月会費

6

サーキット
会 員

(120) (97,650)

120 72,450

男
(3)

法人会員
(0)

(4,025,540)

4,288,640

(1,989)

2,220
合    計

(894,600)

18,900 1,041,740

計
(26)

10

女

合　　計

正
会
員

男
(722)

月会費
637 (85,397,150)

女
(855) (645,750) 71,219,770

745 258,300

計
(1,577)

半年会費
1,382 (33,887,690)

家
族
会
員

男
(102) 29,199,150

91

(97,650)

66,150
年会費

90
分
会
員

(-)

500,850 19,407,934257

(-)

計
(-)

479

年会費
0 2,047,500

プ
ー
ル
会
員

月会費

1

(23) (53,550) (2,163,610)

9

(178,845,490) (179,740,090)

916,650 174,475,734 175,392,384
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　　イ　ビジター　　　　　　　                            

　　ウ　各種スクール                     

  　エ　キッズクラブ

３　スポーツ振興基金事業

（１）住民参加型スポーツ促進事業

　　ア　わんぱく相撲大会

　　（ア）と　き 平成２３年６月５日（日）

　　（イ）ところ サンシビック尼崎　相撲場

　　（ウ）対　象　　　 小学生

　　（エ）参加者　　　　男子　４０人 女子　２人 計　４２人

　　イ　理事長杯子供相撲大会

　　（ア）と　き 平成２３年７月２４日（日）

　　（イ）ところ サンシビック尼崎　相撲場

　　（ウ）対　象　　　 幼児（４歳から就学前まで）・小学生

　　（エ）参加者　　　　男子　４８人 女子　２人 計　５０人

　　ウ　スマイルカップ綱引選手権大会

　　（ア）と　き 平成２４年３月２０日（火）

　　（イ）ところ 総合体育館　メインアリーナ

　　（ウ）対　象　　　 小学生以上

　　（エ）参加者　　　　２５５人

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙﾀﾞﾝｽ 合　計
34 454,650 840 4,295,840

(38) (372,750) (652) (3,576,960)

一　般 優　待 お試し 招　待 合　計 使 用 料

(102) (124) (117) (243) (586) (539,020)

258 50 517 555 1,380 589,720

受講者数 受講料 受講者数 受講料

スイミング
(510) (2,168,040)

フラダンス
(-) (-)

575 2,508,240 76 378,000

ジャズダンス
(31) (514,020)

卓　球
(45) (117,900)

41 360,820 48 128,380

競技ｴｱﾛﾋﾞｸｽ
(28) (404,250)

いきいき健康
(-) (-)

25 267,750 41 198,000

英語キッズ
体操

器械体操
キッズ
ダンス

チャレンジ健康
合　計

トレーニング

受講者数
(44) (128) (46) (18) (236)

24 122 27 7 180

受講料
(472,500) (1,253,280) (379,680) (44,020) (2,149,480)

199,500 813,120 211,680 12,840 1,237,140

－10－



（２）国際交流事業

　　ア　招聘

　　（ア）交流事業　　「日新剣道交流」　尼崎市剣道連盟主催　

　　（イ）期間　　　　平成２３年４月３０日（土）から５月５日（木）のうち５日間

　　（ウ）団体　　　　ハット剣道クラブ（ニュージーランド　ウエリントン市）５人招聘

　　イ　派遣

　　（ア）交流事業　　「日台友好国際交流少年軟式野球大会」　台湾　台北市　

　　（イ）期間　　　　平成２３年８月２３日（火）〜８月２６日（金）

　　（ウ）団体　　　　園田南野球スポーツ少年団　２２人派遣

（３）施設利用促進助成事業

　　　高齢者や障がい者に対する施設利用料金の一部補助により施設の利用促進を図った。

　　ア　屋内プール　　　　　　　　　　１，００３人

　　イ　総合体育館　トレーニング室　　１，０６９人

（４）スマイル健康事業

　　ア　期　間 平成２３年４月～平成２４年３月

　　イ　ところ 各地区公民館・共同会館　他

　　ウ　内　容 スマイル健康講座、スマイルくん健康体操・介護予防フォローアッ

プ教室等無料教室の実施

　　エ　参加者等 ３２１件　　７，７３０人

（５）スポーツ指導者講演会

　　　「果てしなき挑戦」　

　　ア　と　き 平成２４年２月９日（木）

　　イ　ところ 総合体育館　研修室

　　ウ　講　師　　　　塚原　光男（体操競技指導者）

　　エ　参加者　　　　１６０人

（６）スポーツ情報収集提供事業

　　ア　スポーツ・健康情報マガジン「スマイルＢＯＸ」の発行

　　　　季刊年４回、各９，０００部発行

　　イ　ホームページによる情報提供

　　（ア）動画で楽しく「スマイルレッスン」

　　（イ）健康のための運動・スポーツに関する「相談メール」

　　（ウ）イベント・大会等開催情報提供等

４　用品販売等事業

（１）自動販売機設置による飲料等の販売

（２）レストラン及び売店運営による軽食・菓子等の提供・販売

（３）スポーツ関連グッズ等用品販売及びレンタル　他

（４）シティスポーツクラブ尼崎駐車場の管理業務
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５　その他施設管理運営事業

（１）中央地区会館

  　ア　会館利用者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  　イ　図書室利用者

　　（ア）閲覧者                                                     

　　（イ）貸出利用者

（２）記念公園施設

　　　プロスポーツ大会等

料理教室
(96)(42) (47) (10.4)

(496)

(7)

大会議室

小会議室
(124) (256) (116)

(391) (395) (357)

(1,705)

(9.1)

18

(26.7)

115 211

(637)

51 8 107

和　　室
69 395 4,585 42.6

(22) (30) (32)
茶　　室

(84)

合　計

(32.5)

1,032 1,140
合　　計

819 2,991 67,105 32.3

閲覧者
(3,136)

平  日 土  曜 日・祝日

(1,118) (817)

(1,269) (4,353)

(720) (1,209)

724 1,188

午　前 午　後 夜　間 合　　　　　計 利用率
（％）件　数 件　数 件　数 件　数 人　数

大ホール
(230) (148) (163) (541) (33,741) (58.6)

223 131 132 486 34,212 52.4

控　　室
(38) (49) (59) (146) (1,920) (15.8)

45 61 54 160 1,972 17.3

(1,143) (15,872) (41.2)

400 420 420 1,240 17,067 44.6

(6,149) (53.7)

183 247 120 550 6,962 59.3

1,922 11.5

(141) (247) (106) (494) (5,582)

48

19 16 53 385 5.7

(988) (1,172) (840) (3,000) (65,606)

(5,071)

3,384 1,344 1,104 5,832

一日平均
(15.8) (22.4) (14.6) (16.6)

17.2 27.4 18.4 19.1

利用者

児　童 一　般 合　計

図書数
2,296 1,409 3,705

(489)

464

(3,084)

参加･観戦人数

日本女子プロ野球リーグ 5/16、7/25、8/6、9/6、9/28、10/6 ４，８３９人 

ＡＮＤ１ 平成２３年１２月４日 １，８００人 

事　業　名 実　施　日

ｂｊリーグ 平成２４年２月２５日 １，０００人 
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６　競技力向上等助成事業

（１）競技力向上のための事業

　　ア　助成団体 尼崎市体育協会

　　イ　対象種目 体操、少林寺拳法、剣道、柔道、陸上競技、バレーボール、

ラグビー、太極拳　　　計　８種目

（２）スポーツ敢闘賞・各種大会助成等

　　ア　尼崎市体育協会スポーツ敢闘賞の助成

　　（ア）と　き 平成２３年５月２８日（土）

　　（イ）ところ ホテルニューアルカイック

　　（ウ）内　容　　　　看板、記念メダルの提供

　　イ　尼崎市体育協会会長杯・尼崎市長旗（杯）総合開会式への助成

　　（ア）と　き 平成２３年９月１１日（日）

　　（イ）ところ 総合体育館

７　その他の事業

（１）スポーツ調査研究事業

   　 スポーツアドバイザーによる講義・助言等

　　ア　「我が国におけるスポーツ界の新しい波〜スポーツ行政・関係団体との連携〜」を

　　　テーマに職員に対して講義を行った。

　　イ　猪名川町スポーツ施設応募に向けた提案書作成における助言

（２）いきいきヘルスアップ

（３）サルーススイミングスクール記録会兼泳力検定会

（４）子供相撲教室

　　ア　と　き　　　　平成２３年７月２０日（水）～７月２２日（金）

　　イ　ところ　　　　サンシビック尼崎　相撲場

　　ウ　回　数　　　　３回

　　エ　対　象　　　　幼児・小学生

　　オ　参加者　　　　男子　４１人　　女子　１人　　合計　４２人

46 108

幼　児 0 0

第60回   H23.7.18(月)

男　　子 女　　子 合　　計

ｻﾝｼﾋﾞｯｸ尼崎
(2,752) (1,932) (4,684)

2,499 1,754 4,253

小田体育館
(344) (523) (867)

587 701 1,288

女 計

第61回   H24.3.20(火)

合　計
(3,096) (2,455) (5,551)

3,086 2,455 5,541

児童・生徒 46 31 77 62

合計
男 女 計 男

6 7

0 1 2 3 3

合　計 47 31 78 69

一　般 1 0 1

117 19548

185

6 0
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（５）ファミリー飯ごう炊さん

　　ア　と　き　　　　平成２３年１０月２３日（日）・３０日（日）

　　イ　ところ　　　　青少年いこいの家

　　ウ　対　象　　　　健康づくり教室、サルーススポーツ教室及びスイミングスクール

受講生とその家族及び友人

　　エ　参加者　　　　男子　１４１人　　女子　１５４人　　計　２９５人

（６）サンシビックまつり

　　ア　と　き　　　　平成２３年１１月５日（土）・６日（日） 　

　　イ　ところ　　　　サンシビック尼崎

　　ウ　対　象　　　　一般市民

　　エ　参加者　　　　３，２３８人

　　オ　内　容 会館グループ展示・舞台発表、ＡＳＰＦマスターズ水泳記録会、

トランポリン体験、さかあがり教室等

（７）第１回ＡＳＰＦマスターズ水泳競技会

　　ア　と　き　　　　平成２３年１１月６日（日）　　※サンシビックまつりと同時開催

　　イ　ところ　　　　屋内プール

　　ウ　対　象　　　　高校生を除く１８歳以上の人

　　エ　参加者　　　　６３人

（８）スマイルオンステージ

　　ア　と　き　　　　平成２４年２月２６日（日）

　　イ　ところ　　　　尼崎市総合文化センター　アルカイック大ホール

　　ウ　対　象　　　　バレエクラス・ダンス系クラス受講生

　　エ　参加者　　　　７１１人

　　オ　内　容 受講生による演技発表

（９）健康づくり教室交流戦

　　ア　と　き　　　　平成２４年３月２日（金）～２３日（金）

　　イ　ところ　　　　各地区体育館

　　ウ　対　象　　　　健康づくり教室受講生

　　エ　参加者　　　　７６４人

　　オ　種　目 バドミントン、卓球、家庭バレーボール、スポンジテニス

（10）サルースジュニアクッキングスクール

　　ア　と　き　　　平成２３年５月、７月、９月、１１月、平成２４年１月、３月

　　イ　ところ　　　サンシビック尼崎　料理教室

　　ウ　対　象　　　小学校３年生～６年生

　　エ　参加者　　　１１１人（６回）

　　オ　内　容　　　栄養を考えた食育

※　平成２３年度事業報告の附属明細書は、「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存

　在しないので作成しない。
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