
　　　　平成２４年度事業報告書 自　平成２４年４月　１日

至　平成２５年３月３１日

１  社会体育施設等管理運営事業 ※（　）内は平成２３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

ＥＸスタジオ　
(1,197) (15,539) (53.8)

1,076 14,240 51.4

トレーニング室
(78,657) (78,657)

― 
75,643 75,643

弓    道    場
(1,047) (7,055) (77.4)

1,048 7,315 82.9

格    技    室
(1,513) (30,035) (57.8)

1,582 27,034 57.0

サブアリーナ　
(1,653) (53,386) (92.8)

1,776 47,633 92.2

件　数 人    数 利用率（％）

メインアリーナ
(1,150) (140,913) (89.8)

1,155 128,487 88.5

(119,515)

3,727 52,173 3,994 74,172 7,721 126,345
合計

(3,314) (50,159) (3,911) (69,356) (7,225)

(22,600)

599 10,283 692 13,676 1,291 23,959
園田

(604) (10,376) (676) (12,224) (1,280)

(17,078)

584 7,507 451 10,398 1,035 17,905
武庫

(498) (7,357) (479) (9,721) (977)

(23,265)

556 9,168 652 13,077 1,208 22,245
立花

(531) (9,903) (604) (13,362) (1,135)

(18,884)

653 8,653 984 13,354 1,637 22,007
大庄

(522) (7,172) (948) (11,712) (1,470)

(1,256) (20,642)

697 11,095 594 9,925 1,291 21,020

5,467 621 13,742 1,259 19,209

小田
(679) (10,766) (577) (9,876)

件数 人　数

中央
(480) (4,585) (627) (12,461) (1,107) (17,046)

638

4,184 4,380

スポーツプラザ 各室貸与 合　　　計

件数 人　数 件数 人　数

333 1,889

合　計
(3,669) (843) (4,512) (4,674)

3,378 806

1,822 473 2,295 (162)

女　子
(1,752) (365) (2,117) 196

1,556

大　　人 小　　人 合　　計 幼　　児

男　子
(1,917) (478) (2,395)
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　　イ　屋外施設

（３）尼崎市立青少年いこいの家

　　　施設利用者　　　　　　　　　　　    　       

（４）猪名川町スポーツ施設（平成24年4月事業開始）

　　ア　猪名川町スポーツセンター

　　（ア）体育館

　　（イ）屋外施設

テニスコート 4,753 24,780 47.0

合     計 5,205 41,941

件　数 人    数 利用率（％）

グラウンド　 452 17,161 37.0

トレーニングルーム 15,044 15,044 ― 

合     計 18,337 62,105

多 目 的 室 891 15,875 40.0

ミーティングルーム 226 5,112 15.0

件　数 人    数 利用率（％）

ア リ ー ナ 2,176 26,074 66.0

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

4,308 2,579 5,203 12,090 584

259,779

宿泊棟 テント その他 合　　計 団   体

駐　　車　　場
(87,811)

― ― 
77,481

合     計
(104,302) (278,461)

92,899

テニスコート
(11,147) (56,555) (64.9)

11,176 58,961 63.7

野　　球　　場
(578) (77,448) (74.0)

582 74,697 70.8

補助陸上競技場
(773) (37,964) (52.3)

721 38,286 50.9

件　数 人    数  利用率（％）

陸 上 競 技 場
(3,993) (106,494) (89.5)

2,939 87,835 88.7

合      計
(85,780) (345,691)

82,762 317,897

研    修    室
(237) (15,478) (41.0)

230 13,985 38.1

会　議　室　２
(154) (3,134) (33.6)

142 2,544 31.9

会　議　室　１
(172) (1,494) (33.5)

110 1,016 24.4
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　　イ　うぐいす池公園

　　ウ　登り尾公園

　　エ　千軒（管理委託）

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）

ｳｫｰﾀｰ
ｴｸｻｻｲｽﾞ

(219) (567,000)

197 531,900

小計
(3,726) (21,383,400)

3,240 19,222,000

1,797 9,746,500

２
(1,297) (9,686,400)

1,246 8,943,600

小計
(6,104) (32,445,400)

6,194 36,002,800

一　般 中学生以上

１
(2,210) (11,130,000)

155 1,154,500

３～６
(582) (5,921,200)

714 6,723,000

幼　児

児　童

生　徒

５～６歳児と
小・中学生

１
(5,429) (25,826,700)

5,325 28,125,300

２
(93) (697,500)

幼　児
児　童

３歳児～
　小学生

１
(4,157) (22,053,300)

4,134 21,810,900

- - 

水慣れ
２～４歳児 １

(-) (-)

チャレンジ 255 674,500

小計
(233) (603,400)

351 943,600

幼　児 ３～６歳児 １
(67) (355,100)

317 814,400

２
(79) (390,100)

34 129,200

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)

グラウンド 123 3,542 ― 

合     計 440 6,605

件　数 人    数 利用率（％）

キャンプ場 317 3,063 ― 

件　数 人    数 利用率（％）

テニスコート 1,742 11,469 72.0

件　数 人    数 利用率（％）

テニスコート 1,013 5,603 79.0
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　　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

(80,530,400)

15,764 40,267,700 15,783 38,545,900 31,547 78,813,600
合計

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

(13,135,400)

2,954 7,435,700 2,988 6,982,400 5,942 14,418,100
園田

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

(18,045,600)

3,426 8,693,400 3,375 8,268,600 6,801 16,962,000
武庫

(3,605) (9,109,400) (3,663) (8,936,200) (7,268)

(15,162,700)

2,844 7,377,500 2,823 7,033,600 5,667 14,411,100
立花

(2,959) (7,722,800) (2,957) (7,439,900) (5,916)

(6,926,900)

1,268 3,246,100 1,246 3,115,500 2,514 6,361,600
大庄

(1,417) (3,590,100) (1,328) (3,336,800) (2,745)

(7,535) (18,467,500)

3,695 9,205,700 3,741 8,913,200 7,436 18,118,900

4,309,300 1,610 4,232,600 3,187 8,541,900

小田
(3,721) (9,346,900) (3,814) (9,120,600)

人　数 受　講　料

中央
(1,637) (4,422,000) (1,685) (4,370,300) (3,322) (8,792,300)

1,577

712,500 9,510,500 186,000

上　半　期 下　半　期 合　　　　計

受講料 人　数 受講料

1,660 285 1,945 186

受講料
(8,660,200) (537,500) (9,197,700) (105,000)

8,798,000

1,361,350

一　般 受講生 合　計 ビジター

人　数
(1,634) (215) (1,849) (105)

(514,500) (414) (1,693,850)
207 998,100 40 138,100 78 225,150 325

合計
(173) (897,400) (92) (281,950) (149)

(119,150)
- - - - 9 12,150   9 12,150

308 1,338,900

一般
(-) (-) (45) (60,750) (52) (58,400) (97)
207 998,100 40 138,100 61 202,700

10,300

幼児
児童・生徒

(172) (892,100) (44) (215,200) (91) (448,300) (307) (1,555,600)

(7,800) (10) (19,100)
- - - - 8 10,300   8

人数 受講料 人数 受　講　料

親子
(1) (5,300) (3) (6,000) (6)

夏　　期 冬　　期 春　　期 合　　　計

人数 受講料 人数 受講料

ｳｫｰﾀｰ
ｴｸｻｻｲｽﾞ

(219) (567,000)

197 531,900

合計
(14,287) (76,840,600)

14,174 78,653,800

10,227,300

３～６
(582) (5,921,200)

714 6,723,000
合　　　計

１
(12,017) (59,578,400)

11,828 61,171,600

２
(1,469) (10,774,000)

1,435
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　　オ　サルースサマー短期教室（地区体育館）

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）

215,600

526,400

ヨ　ガ
(426) (1,574,350)

キッズバレエ
(87) (243,600)

443 1,642,800 77

36,400

パワーヨガ
(314) (1,161,800) キッズ

ファンク
(148) (414,400)

262 969,400 188

277,500

キック
ボクササイズ

(163) (603,100) キッズ
ジャズダンス

(79) (221,200)
173 640,100 13

342,200      

ボディメイクサー
キット

(93) (344,100)
健康体操

(118) (295,000)
82 303,400 111

健美操
(81) (299,700) ビギナー (59) (147,500)
-      -           ステップ 118    

シェイプ
アップバレエ

(199) (730,750) ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟ
ボクシング

(156) (442,700)
180 669,700 141    408,900      

太極拳
(386) (1,426,350) ブートキャンプ

ＥＸ
(-) （-)

395 1,461,500 25 72,500

太極拳(中級)
(203) (933,800) ビギナー

ボクササイズ
(182) (527,800)

212 982,100 143 414,700

ジャズダンス
(196) (901,600) ビギナー

エアロ
(137) (394,400)

150 690,000 140 406,000

ク ラ ス 人　数 受講料 ク ラ ス 人　数 受講料

園田
(1,624) (4,214,050)
1,500 3,908,950

合計
(8,348) (21,682,000)
8,057 20,905,150

立花
(1,772) (4,576,500)
1,674 4,330,100

武庫
(1,590) (4,126,350)
1,639 4,239,300

小田
(1,259) (3,282,850)
1,228 3,213,400

大庄
(1,161) (3,039,350)
1,138 2,954,500

人　数 受　講　料

中央
(942) (2,442,900)
878 2,258,900

(285,600)
101 187,400 50 69,000 151 256,400

合　計
(157) (238,600) (31) (47,000) (188)

(127,000)
ストレッチ 47 47,000 30 30,000 77 77,000
おはよう (106) (106,000) (21) (21,000) (127)

(26,000)
-      -        20 39,000 20 39,000

トランポリン
(-) (-) (10) (26,000) (10)

(132,600)
54 140,400 -   -        54 140,400

器械体操
(51) (132,600) (-) (-) (51)

小田体育館 中央地区会館 合　　　　計

人数 受講料 受講料 人数 受講料
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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）

 ※平成24年度から１回毎の
 　申込みに変更した。

　　コ　イナボースポーツスクール（猪名川町スポーツセンター）※平成24年度事業開始

　　サ　リフレッシュプログラム（猪名川町スポーツセンター）※平成24年度事業開始

リズミックシェイプ 976 おはようストレッチ 164

パンチ DE シェイプ 517 合　　　計 7,557

バランス DE ボール 552 筋トレエクササイズ 1,463

シェイプサーキット 795 ポールコンディショニング 448

ク ラ ス 人　数 ク ラ ス 人　数

生活いきいき教室 1,153 全身ストレッチ 1,489

健 康 太 極 拳 47 196,350 合　計 394 2,014,325

骨盤リセット 12 24,675 ﾌﾞﾙｰｻﾝﾀﾞｰｽ 154 965,475野球塾

ヨガ＆ポール 23 48,300 ジュニアテニス 40 256,100

機能改善ヨガ 85 355,425 キッズダンス 33 168,000

ク ラ ス 人　数 受講料 ク ラ ス 人　数 受講料

回数 人数 受講料
エヴェッサ

バスケットボール
(3) (13) (58,500)
4 44 66,000

キッズ
サッカー

(126) (251,000)
合　計

(3,855) (13,771,650)
152 294,000 3,673 12,671,600

ジュニア
サッカー

(799) (1,597,000)
休講料

(46) (18,400)
745 1,484,000 43 17,200

キッズ
バドミントン

(208) (415,000)
サッカー塾

(97) (465,600)
183 354,000 158    636,000      

キッズテニス
(169) (454,950) エヴェッサ

バスケットボール
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

(959) (4,995,900)
171 448,200 766 3,915,600

レディース
卓球

(122) (385,600)
器械体操

(141) (463,650)
151 452,800 132 422,400

硬式テニス
Ⅰ・Ⅱ

(498) (2,871,000) トランポリン
Ⅰ･Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

(690) (1,853,550)
541 2,946,400 631 1,701,000

ク ラ ス 人　数 受講料 ク ラ ス 人　数 受講料

147 58,800

合  計
(4,655) (16,698,250)
4,415 15,601,300

27 29,700

ＺＵＭＢＡ
(-) （-)

休講料
(105) (42,000)

62     181,250     

1,449,000    
マット (103) (298,700)

ビジター
(8) (8,800)

エクササイズ 132    382,800     

484,700      

フラダンス
(258) (952,750)

bt'チアダンス
(245) (1,543,500)

121 449,550 230    

566,100

ステップ
シェイプ

(118) (436,600)
ベリーダンス

(169) (625,300)
107 395,900 131    

364,000

コア＆
ピラティス

(96) (355,200)
ヒップホップ

(149) (551,300)
112 403,300 153

身体すっきり
ヨガ

(191) (701,150) ジュニア
バレエ

(186) (520,800)
210 777,000 130
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（２）指導者派遣等事業

　　ア　指導者派遣（出張指導等）

体力測定　　　２９件

体成分測定　１１４件

　　イ　高齢者二次予防事業「元気はつらつ教室」
　　（ア）期　間 平成２４年４月〜平成２５年３月
　　（イ）ところ 各地区体育館他８施設　１１教室
　　（ウ）参加人数 ４，１７７人

　　ウ　小児肥満対策事業
　　（ア）期　間 平成２４年７月１４日（土）〜１２月２８日（金）
　　（イ）ところ 総合体育館、地区体育館他
　　（ウ）参加人数 ６８５人

　　エ　子どもたちの体力づくりモデル事業
　　（ア）期　間 平成２４年４月から平成２５年３月のうち　各小学校８回
　　（イ）ところ 杭瀬・七松・尼崎北・園和小学校
　　（ウ）参加人数 ６１６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

合　　　　　　計 29 123 152

３
姿勢改善ｽﾄﾚｯﾁ＆ｴｸｻｻｲｽﾞ

 ３月17日 10 46 56
～股関節とカラダの使い方～

２ 自分でできる簡単整体 　12月８日 12 35 47

１
足裏健康体操

 ７月28日 7 42 49
～フットセラピー～

75,643 2,257

テ　　ー　　マ 男　子 女　子 合　計

29,870 21,924 10,901 8,645 3,887 416

552

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

(53) (10,387) (718)
3,659 2,883 954 693 323 125 8,637

女子
(4,221) (3,283) (1,384) (945) (501)

(68,270) (1,825)
26,211 19,041 9,947 7,952 3,564 291 67,006 1,705

小学生 合　　計
うち

初回講習

男子
(25,725) (20,029) (10,881) (6,902) (4,563) (170)

通　年 地域住民

実　 年
50歳以上

壮   年
49歳以下

青   年
29歳以下

高校生 中学生

そ　の　他 ＪＡ兵庫六甲尼崎 他 健康体操等

合　　　計 １８０件

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

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

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
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（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

（５）小学校プール運営業務

　　ア　期　間 平成２４年８月２日（木）〜８月１７日（金）

　　イ　ところ 難波・杭瀬・大島・武庫・園田小学校

　　ウ　利用人数 幼　児１，６５９人　小学生８，９７９人

中学生　　１９４人　保護者１，５１６人　合計１２，３４８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
10

11

（７）｢スポーツのまち尼崎」フェスティバル
　　ア　と　き　　　　平成２４年１０月８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 １７，１３３人
　　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
　　　　　　　　　バスケットボール教室、ジュニアテニススクール等）
スマイルカップ（３on３大会、フットサル大会）
屋内プール（水中健康運動、プールギネスに挑戦、ベビースイミング、
　　　　　　遊具貸出等）
６地区体育館（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２４年４月８日（日）

収穫祭　　　　　　７月１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　１６８人（１０１区画）

収穫祭　大人　６８人　　小人　３９人　　計　１０７人

計　２７，６５４人 

2012/13Ⅴ・チャレンジリーグ男子尼崎大会 2月16日～17日 １，５５０人 

ＪＢＬ2012-2013シーズンゲーム 2月23日 １，６００人 

ｽｽﾞｷｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ2012第29回全日本ｴｱﾛﾋﾞｯｸ選手権大会 12月22日～23日 ９０５人 

2012/13Ⅴ・プレミアリーグ女子尼崎大会 2月 9日 ３，６００人 

全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子第14回､女子第４回) 10月27日～28日 ７，０７０人 

Ｆリーグ2012powered byウィダーinゼリー第21節 12月 9日 ２，４５０人 

総理大臣杯争奪第52回西日本実業柔道団体対抗大会 5月20日 １，５１０人 

第42回全日本実業柔道個人選手権大会 8月25日～26日 ３，２５９人 

第52回西日本実業団空手道選手権大会 5月13日 ９５０人 

第56回関西実業団陸上競技選手権大会 5月18日～20日 １，８５０人 

事　　　業　　　名 実　施　日 参加･観戦人数

第45回日本女子ソフトボール第１節兵庫･尼崎大会 4月23日～24日 ２，９１０人 

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

8,694 3,759 12,453 12,453-

運動部(15ｸﾗﾌﾞ)
合計その他

男子 女子 計
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　　イ　親子キャンプ
　　（ア）と　き　　　 平成２４年７月７日（土）～８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　２４人　　小人　２６人　　計　５０人

　　ウ　餅つき＆リース作り
　　（ア）と　き　　　 平成２４年１２月１５日（土）～１６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　２７人　　小人　３２人　　計　５９人

　　エ　クラフト体験
　　（ア）と　き　　　 平成２４年４月１日（日）～平成２５年３月３１日（日）
　　（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　　　 ６５８人

　※その他２０事業　　計２５事業のべ参加者　３，６９２人

（９）シティスポーツクラブ尼崎（ＷＯＯＤＹ）
　　ア　会　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

(175,392,384)
2,353 1,004,850 182,831,040 183,835,890

(72,450) (4,288,640)
126 56,700 4,419,290

合    計
(2,220) (916,650) (174,475,734)

(1,041,740)
8 15,750 828,620

計
(10)
11

プ
ー
ル
会
員

男
(1)

月会費

3

女
(9) (18,900)

サーキット
会 員

(120)

661

法人会員
(6) (0)

年会費
(2,047,500)

6 0 2,205,000

90 320
分
会
員

女
(257) (500,850)
341 639,450

計
(479)

(47,271,000)

計
(223) 49,234,500
210

男
(222)

月会費
(19,407,934)
35,584,920

女
(132) (66,150)

年会費
124 37,800

計
(1,382)

半年会費
1,339 (29,199,150)

家
族
会
員

男
(91) 26,466,760
86

607 (71,219,770)

女
(745) (258,300) 64,091,950
732 255,150

人　数 事務手数料 会    費 合　　計

正
会
員

男
(637)

月会費
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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　尼崎子供相撲教室
　　（ア）と　き 平成２４年６月２日（土）
　　（イ）ところ サンシビック尼崎　相撲場
　　（ウ）対　象　　　 幼児（年長）・小学生
　　（エ）参加者　　　　男子　４０人 女子　３人 計　４３人

　　イ　わんぱく相撲大会
　　（ア）と　き 平成２４年６月３日（日）
　　（イ）ところ サンシビック尼崎　相撲場
　　（ウ）対　象　　　 幼児（年長）・小学生
　　（エ）参加者　　　　男子　５３人 女子　５人 計　５８人

　　ウ　創立３０周年記念事業「スマイルカップ大運動会」
　　（ア）と　き 平成２５年３月２４日（日）
　　（イ）ところ 総合体育館　メインアリーナ
　　（ウ）対　象　　　 地域住民
　　（エ）参加者　　　　６５５人

（２）国際交流事業
　　　派遣（渡航費の一部助成）
　　ア　事業名　　　　「国際親善合同稽古会（ウインターセミナー）」
　　イ　行き先　　　　ニュージーランド　ウエリントン市
　　ウ　期　間　　　　平成２４年８月２９日（水）〜９月４日（火）
　　エ　団　体　　　　尼崎市剣道連盟　６人

(1,237,140)
592,200 1,552,320 206,640 - 245,700 2,596,860

受講料
(199,500) (813,120) (211,680) (12,840) (-)

(180)
54 159 21 - 39 273

受講者数
(24) (122) (27) (7) (-)

英語リトル
器械体操

ｼﾞｭﾆｱﾀﾞﾝｽ チャレンジ健康 キッズ短期
合　計

リズミック HIP HOP トレーニング 水泳教室

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙﾀﾞﾝｽ
(34) (454,650)

合　計
(840) (4,295,840)

37 426,300 785 4,159,620

競技ｴｱﾛﾋﾞｸｽ
(25) (267,750)

いきいき健康
(41) (198,000)

15 204,750 32 261,000

ジャズダンス
(41) (360,820)

卓　球
(48) (128,380)

38 480,780 44 117,900

スイミング
(575) (2,508,240)

フラダンス
(76) (378,000)

589 2,432,640 30 236,250

受講者数 受講料 受講者数 受講料

261 28 679 663 1,631 584,080

使 用 料
(258) (50) (517) (555) (1,380) (589,720)

一　般 優　待 お試し 招　待 合　計
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（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　　　　　　　　　　　　９７５人

　　イ　総合体育館　トレーニング室　　　　８４４人

（４）スマイル健康事業

　　ア　期　間 平成２４年４月～平成２５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開催

　　エ　参加者等 ３１５件　　９，０８８人

（５）スポーツ指導者講演会

　　　「ライフ・コンディショニング」　

　　ア　と　き 平成２５年２月２１日（木）

　　イ　ところ 総合体育館　研修室

　　ウ　講　師　　　　佐伯　美香（元全日本バレーボール選手、元ビーチバリヤー）

　　エ　参加者　　　　１５６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１０，０００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）レストランにおける軽食等の提供・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

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

(11.5)
48 57 9 114 1,890 12.3

料理教室
(48) (51) (8) (107) (1,922)

(59.3)
191 255 132 578 7,212 62.6

小会議室
(183) (247) (120) (550) (6,962)

(44.6)
460 456 390 1,306 17,803 47.1

大会議室
(400) (420) (420) (1,240) (17,067)

(17.3)
40 59 62 161 1,982 17.4

控　　室
(45) (61) (54) (160) (1,972)

午　前 午　後

(52.4)
227 134 134 495 33,480 53.6

大ホール
(223) (131) (132) (486) (34,212)

夜　間 合　　　　　計 利用率
（％）件　数 件　数 件　数 件　数 人　数
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  　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
　　ア　事業名　　　　　日本女子プロ野球リーグ
　　イ　実施日　　　　　平成２４年６月３０日（土）・１０月１３日（土）
　　ウ　参加・観戦人数　２，３７０人

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 サッカー、ソフトボール、空手道　　　　　計　３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２４年５月２６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２４年９月９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　「５年後、事業団が勝ち残るための布石」をテーマとした職員意見交換会に対する
　　　評価・助言
　　イ　猪名川町Ｂ＆Ｇ海洋センター応募に向けた提案書作成における助言

図書数
(2,296) (1,409) (3,705)
1,262 1,858 3,120

利用者
(464) (724) (1,188)
345 656 1,001

21.9 11.7 13.5

児　童 一　般 合　計

2,411 1,052 667 4,130

一日平均
(17.2) (27.4) (18.4) (19.1)
12.1

平  日 土  曜 日・祝日 合　計

閲覧者
(3,384) (1,344) (1,104) (5,832)

(32.3)
1,077 1,178 855 3,110 67,049 33.7

合　　計
(1,032) (1,140) (819) (2,991) (67,105)

(5.7)
22 13 21 56 415 6.1

茶　　室
(18) (19) (16) (53) (385)

(21.3)
89 204 107 400 4,267 21.7

和　　室
(115) (211) (69) (395) (4,585)
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（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）ファミリー飯ごう炊さん
　　ア　と　き　　　　平成２４年１０月２１日（日）・１１月４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　１３７人　　女子　１５３人　　計　２９０人

（５）サンシビックまつり
　　ア　と　き　　　　平成２４年１１月１０日（土）・１１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　　　　３，１９８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

（６）第２回ＡＳＰＦマスターズ水泳競技会
　　ア　と　き　　　　平成２４年１１月１１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　　　　７２人

（７）スマイルオンステージ
　　ア　と　き　　　　平成２５年２月２４日（日）
　　イ　ところ　　　　あましんアルカイックホール
　　ウ　対　象　　　　バレエクラス・ダンス系クラス受講生
　　エ　参加者　　　　７４４人
　　オ　内　容 受講生による演技発表

（８）サルースウォーキングツアー
　　ア　と　き　　　平成２５年３月１０日（日）
　　イ　ところ　　　世界文化遺産国宝姫路城と好古園
　　ウ　対　象　　　スクール受講生（大人）、アクアクラブ会員
　　エ　参加者　　　２９人

12 20

合　計 65 68 133 59 61 120 253

一　般 6 2 8 6 6

7 8

児童・生徒 59 65 124 50 51 101 225

幼　児 0 1 1 3 4

第62回   H24.7.16(月) 第63回   H25.2.11(月)
合計

男 女 計 男 女 計

合　計
(3,086) (2,455) (5,541)
3,928 1,854 5,782

4,683

小田体育館
(587) (701) (1,288)
604 495 1,099

男　　子 女　　子 合　　計

ｻﾝｼﾋﾞｯｸ尼崎
(2,499) (1,754) (4,253)
3,324 1,359
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（９）健康づくり教室交流戦

　　ア　と　き　　　　平成２５年３月１３日（水）～２２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　　　　５０７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２４年５月、７月、９月、１１月、平成２５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　　　１０９人（６回）

　　オ　内　容　　　栄養を考えた食育
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