
別紙１

物　　件　　名 個数 設置場所

アップライトバイク 4 トレーニングルーム

リカベントバイク 4 トレーニングルーム

クロストレーナー 3 トレーニングルーム

バイク 1 トレーニングルーム

ロウ 1 トレーニングルーム

アダクション 1 トレーニングルーム

チン　ディップ 1 トレーニングルーム

ファンクショナル備品（一式） 1 トレーニングルーム

水泳教室備品(一式） 1 プール

フロア教室備品（一式） 1 倉庫

グラウンド教室備品（一式） 1 倉庫

物　　件　　名 個数 設置場所

フロア教室備品（一式） 1 倉庫

事務所備品（一式） 1 倉庫

上井草スポーツセンター　持ち込み備品一覧

妙正寺体育館　持ち込み備品一覧



別紙２

物　　件　　名 個数 設置場所

トレッドミル 5 トレーニングルーム

アークトレーナー 3 トレーニングルーム

フライリアデルト 1 トレーニングルーム

シーテッドレッグカール 1 トレーニングルーム

バイセップ/トライセップ 1 トレーニングルーム

スミスプレス 1 トレーニングルーム

オーバーヘッドプレス 1 トレーニングルーム

レッグエクステンションアジャスタ付 1 トレーニングルーム

トーソーローテーション 1 トレーニングルーム

フリースペース用ゴムマット（一式） 1 トレーニングルーム

全自動血圧計 1 トレーニングルーム

体組成計 1 トレーニングルーム

更衣室ロッカー 6 更衣室

会員管理システム（一式）
　管理ソフト
　液晶ディスプレイ
　無停電電源装置
　キャッシュドロワ
　管理PC
　プリンタ　等

1 受付

プールロボット 1 プール

デジタルサイネージ 2 ロビー

印刷機 1 事務室

プリペイドカード対応券売機 4 受付

上井草スポーツセンター　リース品一覧



別紙２

物　　件　　名 個数 設置場所

複合機 5 事務所

マット（大） 3 体育室

マット（小） 1 体育室

跳び箱（中） 1 体育室

跳び箱（小） 1 体育室

ロイター板（小学生） 1 体育室

ロイター板（幼児） 1 体育室

鉄棒 1 体育室

セーフティマット 1 体育室

平均台 1 体育室

台車（大） 1 体育室

券売機 6 受付

ハンドウエイトラック 1 体育室

ワイヤレスアンプ 1 体育室

ワイヤレスマイクロフォン 2 体育室

ワイヤレスマイクヘッドセット 1 体育室

ミニトランポリン 4 体育室

バレエスタンドセット 8 体育室

妙正寺体育館　リース品一覧



光熱水費　契約内容

上井草スポーツセンター

妙正寺体育館

水道 東京都水道局 φ75、φ50（呼び径）

供給契約先 契約内容

電気
東京電力エナジーパートナー

㈱
業務用休日高負荷電力

別紙３　

ガス 東京ガス㈱ 小型空調専用契約

水道 東京都水道局 φ50（呼び径）

供給契約先 契約内容

電気
東京電力エナジーパートナー

㈱
業務用電力

ガス 東京ガス㈱ 業務用季節別契約



点検等実施報告書

上井草スポーツセンター

実施日 修繕予定・実施

H31.04.18 ---- 

H31.04.18 ---- 

H31.04.18 ---- 

H31.04.18 ---- 

H31.04.18 ---- 

H31.04.18 ---- 

H31.04.18 ---- 

H31.04.18 ---- 

H31.04.18 ---- 

H31.04.18 ---- 

H31.04.18 ---- 

H31.04.18 ---- 

H31.04.18 ---- 

H31.04.22 ---- 

H31.04.22 ---- 

H31.04.25 ---- 

H31.04.25 ---- 

R1.05.14 経過観察

R1.05.16 区へ修繕依頼中

R1.05.16 ---- 

R1.05.16 ---- 

R1.05.16 ---- 

R1.05.16 ---- 

R1.05.16 ---- 

R1.05.16 ---- 

R1.05.16 ---- 

---- 

R1.05.16 ---- 

R1.05.24 ---- 

R1.05.24 ---- 

R1.05.27 ---- 

R1.06.17～25 ---- 

R1.06.20 ---- 

R1.06.20 ---- 

R1.06.20 ---- 

R1.06.20 ---- 

R1.06.20 ---- 

R1.06.20 ---- 

R1.06.20 ---- 

R1.06.20 ---- 

R1.06.20 ---- 

R1.06.20 経過観察

R1.06.20 経過観察

R1.06.20 区へ修繕依頼中

樹木管理 問題なし

定期清掃 問題なし

点検項目 実施状況

害虫生息調査 問題なし

別紙４

自動塩素注入装置点検 問題なし

ろ過機点検 問題なし

駐輪場整理 問題なし

ガソリントラップ点検清掃 問題なし

昇降機保守 問題なし

グリストラップ点検清掃 問題なし

プール水質検査 問題なし

雑用水水質検査 問題なし

空調循環ポンプ点検 ホッパー錆

受水槽点検 問題なし

外調機点検 問題なし

遠赤外線暖房機点検 問題なし

害虫生息調査 問題なし

樹木管理 問題なし

空気環境測定 会議室CO2高め、湿度低下

駐車場設備保守点検 各部摩耗・劣化

自家用電気工作物月次点検 問題なし

非常用発電機点検業務 問題なし

駐輪場整理 問題なし

投光器点検 Ｈ33年3月31日までテニスコート工事中により点検不可

受水槽点検 問題なし

グリストラップ点検清掃 問題なし

定期清掃 問題なし

昇降機保守 問題なし

中央監視設備点検 問題なし

電話設備 問題なし

非常用発電機点検業務 問題なし

プール水質検査 問題なし

フィルター清掃 問題なし

自家用電気工作物月次点検 問題なし

昇降機保守 問題なし

ガソリントラップ点検清掃 問題なし

樹木管理 問題なし

定期清掃 問題なし

駐車場管制システム保守 問題なし

害虫生息調査 問題なし

自動ドア点検 安全ガイドライン未達、機器経年磨耗

体育館棟・プール棟汚水槽清掃 プール棟圧力メーター取付部腐食
体育館棟・プール棟雑排水槽清掃 プール棟圧力メーター取付部腐食他

駐輪場整理 問題なし

グリストラップ清掃 問題なし



R1.06.20 ---- 

R1.06.20 ---- 

R1.06.20 ---- 

R1.06.20 ---- 

R1.06.20 ---- 

R1.06.20 ---- 

R1.06.20 ---- 

R1.06.21 ---- 

R1.06.21 ---- 

R1.06.24 ---- 

R1.06.24 ---- 

R1.06.26 ---- 

R1.06.28 ---- 

R1.07.18 区へ修繕依頼中

R1.07.18 ---- 

R1.07.18 ---- 

R1.07.18

R1.07.18 ---- 

R1.07.18 ---- 

R1.07.18 ---- 

R1.07.18 ---- 

R1.07.18 ---- 

R1.07.18 ---- 

R1.07.18 ---- 

R1.07.18

R1.07.22 ---- 

R1.07.22 ---- 

R1.07.22 ---- 

R1.07.23 経過観察

R1.07.25 ---- 

R1.07.26

R1.08.15 ---- 

R1.08.15 ---- 

R1.08.15 ---- 

R1.08.15 ---- 

R1.08.15 ---- 

R1.08.15 ---- 

R1.08.15 ---- 

R1.08.15 ---- 

R1.08.15 ---- 

R1.08.15 ---- 

---- 

R1.08.23 ---- 

R1.08.26 ---- 

R1.08.26 ---- 

R1.08.27 ---- 

---- 

R1.09.17 経過観察

R1.09.19 ---- 

R1.09.19 ---- 

R1.09.19 ---- 

ヒトポンプパッケージ保守 問題なし

施設内時計点検 問題なし

受水槽点検 問題なし

ファンコイル点検 問題なし

害虫生息調査 問題なし

ファンコイル・ビルマルチ保守 問題なし

給排気機点検 問題なし

雑用水水質検査 問題なし

自家用電気工作物月次点検 問題なし

プール水質検査 問題なし

非常用発電機点検業務 問題なし

非常用発電機年次点検業務 問題なし

消防設備点検 問題なし

樹木管理 問題なし

節水装置点検 不良個所交換

害虫生息調査 問題なし

煤煙測定（冷温水発生機） 問題なし

駐車場設備保守点検 各部摩耗・劣化

グリストラップ点検清掃 問題なし

受水槽点検 問題なし

フィルター清掃 問題なし

冷水機（体育館棟1F・BF） 問題なし

定期清掃 問題なし

昇降機保守 問題なし

空気環境測定 会議室CO2高め、湿度低下

自家用電気工作物月次点検 問題なし

総トリハロメタン（プール） 問題なし

レジオネラ（給湯） 問題なし

ガス湯沸かし器点検 問題なし

プール水質検査 問題なし

防犯カメラ点検 問題なし

害虫生息調査 問題なし

受水槽点検 問題なし

ガソリントラップ点検清掃 問題なし

非常用発電機年次点検業務 問題なし

グリストラップ点検清掃 問題なし

貯湯槽清掃・点検 問題なし

投光器点検 Ｈ33年3月31日までテニスコート工事中により点検不可

昇降機保守 問題なし

受水槽清掃・点検 問題なし

樹木管理 問題なし

定期清掃 問題なし

グラウンド重点整備 台風接近予報の為9月へ延期

空気環境測定 会議室CO2高め、湿度低下

雑用水水質検査 問題なし

自家用電気工作物月次点検 問題なし

非常用発電機年次点検業務 問題なし

プール水質検査 問題なし

冷水機（体育館棟1F・BF） 問題なし

グリストラップ点検清掃 問題なし

害虫生息調査 問題なし



R1.09.19 区へ修繕依頼中

R1.09.19 ---- 

R1.09.19 ---- 

R1.09.19 ---- 

R1.09.19 ---- 

R1.09.19 ---- 

R1.09.19 ---- 

R1.09.19 ---- 

R1.09.19 ---- 

R1.09.20 ---- 

R1.09.24 ---- 

R1.09.25 指定管理者修繕予定

R1.10.17 ---- 

R1.10.17 ---- 

R1.10.17 ---- 

R1.10.17 ---- 

R1.10.17 ---- 

R1.10.17 ---- 

---- 

R1.10.17 区へ修繕依頼中

R1.10.17 ---- 

R1.10.17 ---- 

R1.10.17 ---- 

R1.10.17 ---- 

R1.10.17 ---- 

R1.10.17 指定管理者修繕予定

R1.10.17 ---- 

R1.10.28 ---- 

R1.10.28 ---- 

R1.10.28 ---- 

R1.10.28 ---- 

R1.10.31 ---- 

R1.11.01 ---- 

R1.11.18 ---- 

R1.11.19 経過観察

R1.11.21 ---- 

R1.11.21 経過観察

R1.11.21 区へ修繕依頼中

R1.11.21 ---- 

R1.11.21 ---- 

R1.11.21 ---- 

R1.11.21 ---- 

R1.11.21 ---- 

R1.11.21 ---- 

---- 

R1.11.21 ---- 

R1.11.21 ---- 

R1.11.21 ---- 

R1.11.21 ---- 

R1.11.21 ---- 

R1.11.21 ---- 

駐車場管制システム保守 問題なし

樹木管理 問題なし

駐車場設備保守点検 各部摩耗・劣化

遠隔監視装置点検 問題なし

グラウンド重点整備 問題なし

フィルター清掃 問題なし

受水槽点検 問題なし

定期清掃 問題なし

昇降機保守 問題なし

グリストラップ点検清掃 問題なし

ガソリントラップ点検清掃 問題なし

自家用電気工作物月次点検 問題なし

非常用発電機年次点検業務 問題なし

プール水質検査 問題なし

投光器点検 Ｈ33年3月31日までテニスコート工事中により点検不可

自動ドア点検 安全ガイドライン未達、機器経年磨耗

昇降機保守 問題なし

駐輪場整理 問題なし

受水槽点検 問題なし

定期清掃 問題なし

冷水機点検 問題なし

電気温水器点検 清掃控室・整骨院不良

外調機点検 問題なし

遠赤外線暖房機点検 問題なし

自動塩素注入装置点検 問題なし

ろ過機点検 問題なし

非常用発電機年次点検業務 問題なし

簡易専用水道検査 問題なし

雑用水水質検査 問題なし

自家用電気工作物月次点検 問題なし

電話設備 問題なし

プール水質検査 問題なし

ポンプ類点検 DP-7-6,DP-10-4･5ポンプ不良

駐車場設備保守点検 各部摩耗・劣化

空気環境測定 会議室CO2高め、湿度低下

グリストラップ点検清掃 問題なし

煤煙測定（冷温水発生機） 問題なし

非常用発電機年次点検業務 問題なし

駐輪場整理 問題なし

樹木管理 問題なし

定期清掃 問題なし

昇降機保守 問題なし

害虫生息調査 汚水槽・雑排水槽オオチョウバエ発生消毒

樹木管理 問題なし

膨張タンク・ヘッダー点検 問題なし
オーバーフロータンク清掃･点検 問題なし

フィルター清掃 問題なし

ボイラー点検 問題なし

投光器点検 Ｈ33年3月31日までテニスコート工事中により点検不可

貯湯槽点検 問題なし

受水槽点検 問題なし



R1.11.25 ---- 

R1.11.26 ---- 

R1.12.16～23 ---- 

R1.12.20 ---- 

R1.12.20 ---- 

R1.12.20 ---- 

R1.12.20 ---- 

R1.12.20 ---- 

R1.12.20 ---- 

R1.12.20 ---- 

R1.12.20 ---- 

R1.12.20 経過観察

R1.12.20 経過観察

R1.12.20 ---- 

R1.12.20 ---- 

R1.12.20 ---- 

R1.12.20 ---- 

R1.12.20 ---- 

R1.12.20 ---- 

R1.12.23 ---- 

R1.12.23 ---- 

R1.12.23 ---- 

R1.12.27 ---- 

R2.01.16 ---- 

R2.01.16 ---- 

R2.01.16 区へ修繕依頼中

R2.01.16 ---- 

R2.01.16 指定管理者修繕予定

R2.01.16 ---- 

R2.01.16 ---- 

R2.01.16 ---- 

R2.01.16 ---- 

R2.01.16 ---- 

R2.01.16 ---- 

R2.01.16 ---- 

R2.01.16 ---- 

R2.01.16 ---- 

R2.01.21 ---- 

R2.01.24 ---- 

R2.01.24 ---- 

R2.01.27 ---- 

R2.02.20 ---- 

R2.02.20 ---- 

R2.02.20 ---- 

R2.02.20 ---- 

R2.02.20 ---- 

---- 

R2.02.20 ---- 

R2.02.20 ---- 

R2.02.20 ---- 

R2.02.20 区へ修繕依頼中

駐車場管制システム保守 問題なし

害虫生息調査 問題なし

自家用電気工作物月次点検 問題なし

中央監視設備点検 問題なし

プール水質検査 問題なし

ガソリントラップ点検清掃 問題なし

受水槽点検 問題なし

ガス湯沸かし器点検 問題なし

定期清掃 問題なし

昇降機保守 問題なし

ヒトポンプパッケージ保守 問題なし

ファンコイル・ビルマルチ保守 問題なし

体育館棟・プール棟雑排水槽清掃 プール棟圧力メーター取付部腐食他

沈渣槽・グリストラップ清掃 問題なし

電気時計点検 問題なし
体育館棟・プール棟汚水槽清掃 プール棟圧力メーター取付部腐食

雑用水水質検査 問題なし

上水水質検査 問題なし

自家用電気工作物年次点検 問題なし

プール水質検査 問題なし

ファンコイル点検 問題なし

全熱交換器保守 問題なし

害虫生息調査 問題なし

消防設備点検 不良個所多数あり

昇降機保守 問題なし

駐車場設備保守点検 各部摩耗・劣化

非常用発電機年次点検業務 問題なし

ガス湯沸かし器点検 問題なし

グリストラップ点検清掃 問題なし

フィルター清掃 問題なし

駐輪場整理 問題なし

受水槽点検 問題なし

防災設備点検 問題なし

昇降機保守 問題なし

自家用電気工作物月次点検 問題なし

非常用発電機年次点検業務 問題なし

自家用電気工作物年次点検 問題なし

空気環境測定 会議室CO2高め、湿度低下

樹木管理 問題なし

定期清掃 問題なし

受水槽点検 問題なし

駐輪場整理 問題なし

電話設備 問題なし

自動券売機点検 問題なし

プール水質検査 問題なし

昇降機保守 問題なし

自動ドア点検 安全ガイドライン未達、機器経年磨耗

ガソリントラップ点検清掃 問題なし

グリストラップ清掃 問題なし

投光器点検 Ｈ33年3月31日までテニスコート工事中により点検不可

防犯カメラ点検 問題なし



R2.02.20 ---- 

R2.02.20 ---- 

R2.02.21 ---- 

R2.02.25 ---- 

R2.02.25 ---- 

R2.02.25 ---- 

駐車場設備保守点検 R2.02.25 各部摩耗・劣化 経過観察

R2.03.17 ---- 

R2.03.18 ---- 

R2.03.19 区へ修繕依頼中

R2.03.19 ---- 

R2.03.19 ---- 

R2.03.19 ---- 

R2.03.19 ---- 

R2.03.19 ---- 

R2.03.19 ---- 

R2.03.19 ---- 

R2.03.19 ---- 

R2.03.19 ---- 

R2.03.19 ---- 

R2.03.19 ---- 

R2.03.19 ---- 

R2.03.25 ---- 

妙正寺体育館

実施日 修繕予定・実施

H31.04.11 ---- 

H31.04.11 経過観察

H31.04.11 ---- 

H31.04.11 ---- 

H31.04.11 ---- 

H31.04.11 ---- 

H31.04.11 ---- 

H31.04.11 ---- 

H31.04.18 ---- 

H31.04.22 ---- 

害虫生息調査 R1.05.09 ---- 

昇降機保守 R1.05.09 経過観察

R1.05.09 ---- 

自動ドア点検 R1.05.09 ---- 

遠隔監視装置点検 R1.05.09 ---- 

消防設備点検 R1.05.09 ---- 

設備巡回点検 R1.05.09 ---- 

自家用電気工作物月次点検 R1.05.09 ---- 

非常用発電機保安管理 R1.05.09 ---- 

空気環境測定 R1.05.14 ---- 

自家用電気工作物月次点検 R1.06.13 ---- 

非常用発電機保安管理 R1.06.13 ---- 

害虫生息調査 R1.06.13 ---- 

樹木管理 問題なし

雑用水水質検査 問題なし

空気環境測定 問題なし

自家用電気工作物月次点検 問題なし

プール水質検査 問題なし

定期清掃 問題なし
非常用発電機年次点検業務 問題なし

樹木管理・排水溝清掃 問題なし

定期清掃 問題なし

駐車場管制システム保守 問題なし

害虫生息調査 問題なし

非常用発電機年次点検業務 問題なし

駐車場設備保守点検 各部摩耗・劣化

電話設備 問題なし
防犯カメラ点検 問題なし

受水槽点検 問題なし

昇降機保守 問題なし

駐輪場整理 問題なし

点検項目 実施状況

害虫生息調査 問題なし

フィルター清掃 問題なし
自家用電気工作物月次点検 問題なし

ガス湯沸かし器点検 問題なし
グリストラップ点検清掃 問題なし

設備巡回点検 問題なし

非常用発電機保安管理 問題なし

雑用水・沈砂槽清掃 問題なし

フィルター清掃 問題なし

昇降機保守 ピット内漏水

定期清掃 問題なし

定期清掃 問題なし

問題なし

問題なし

雑用水水質検査 問題なし

問題なし

ピット内漏水

自家用電気工作物月次点検 問題なし

構内交換（電話）設備点検 問題なし

問題なし

問題なし

問題なし

問題なし

問題なし

問題なし

問題なし

問題なし



昇降機保守 R1.06.13 経過観察

定期清掃 R1.06.13 ---- 

設備巡回点検 R1.06.13 ---- 

樹木管理 R1.06.13 ---- 

雑用水水質検査 R1.06.24 ---- 

R1.07.09 ---- 

R1.07.11 ---- 

R1.07.11 ---- 

R1.07.11 ---- 

R1.07.11 経過観察

R1.07.11 ---- 

R1.07.11 ---- 

R1.07.11 ---- 

R1.07.11 ---- 

R1.07.11 ---- 

R1.07.11 ---- 

R1.07.11 ---- 

R1.07.11 ---- 

R1.07.11 ---- 

R1.07.11 ---- 

R1.07.11 ---- 

R1.08.08 ---- 

R1.08.08 ---- 

R1.08.08 ---- 

R1.08.08 ---- 

R1.08.08 ---- 

R1.08.08

R1.08.08 ---- 

R1.08.08 ---- 

R1.08.08 ---- 

R1.08.08 ---- 

R1.08.08 ---- 

R1.08.08 ---- 

R1.08.08 ---- 

R1.08.26 ---- 

R1.09.10 ---- 

R1.09.12 ---- 

R1.09.12 ---- 

R1.09.12 ---- 

R1.09.12 経過観察

R1.09.12 ---- 

R1.09.12 ---- 

R1.09.12 ---- 

R1.09.12 ---- 

R1.09.12 ---- 

R1.09.12 ---- 

R1.09.12 ---- 

R1.10.10 ---- 

R1.10.10 ---- 

R1.10.10 ---- 

R1.10.10 ---- 

ピット内漏水

汚水槽清掃 問題なし

雑排水槽清掃 問題なし

問題なし

空気環境測定 問題なし

設備巡回点検 問題なし

問題なし

問題なし

問題なし

磁器室タイル床清掃 問題なし

ガラス（低所）清掃 問題なし

支障枝・枯枝剪定 問題なし

ウレタン塗装床清掃 問題なし

昇降機点検 ピット内漏水

常緑中高木剪定 問題なし

非常発電機点検 問題なし

遠隔監視装置点検 問題なし

害虫防除 問題なし

自家用電気工作物月次点検 問題なし

ガラス（高所）清掃 問題なし

屋上清掃 問題なし

常緑中高木剪定 問題なし

支障枝・枯枝剪定 問題なし

昇降機点検 問題なし

電話交換機点検 問題なし

設備巡回点検 問題なし

害虫防除 問題なし

空調機フィルター清掃 問題なし

塩ビ床清掃 問題なし

磁器室タイル床清掃 問題なし

樹木消毒 問題なし

除草 問題なし

自家用電気工作物月次点検 問題なし

非常発電機点検 問題なし

雑用水水質検査 問題なし

空気環境測定 問題なし

自家用電気工作物月次点検 問題なし

非常発電機点検 問題なし

体育館・小体育館床清掃 問題なし

ウレタン塗装床清掃 問題なし

常緑中高木剪定 問題なし

支障枝・枯枝剪定 問題なし

設備巡回点検 問題なし

昇降機点検 ピット内漏水

昇降機保守 問題なし

定期清掃 問題なし

自動ドア点検 問題なし

樹木管理 問題なし

磁器室タイル床清掃 問題なし

害虫防除 問題なし

フィルター清掃 問題なし



R1.10.10 ---- 

R1.10.10 ---- 

R1.10.10 ---- 

R1.10.28 ---- 

R1.11.12 ---- 

定期清掃 R1.11.14 ---- 

消防設備点検 R1.11.14 ---- 

設備巡回点検 R1.11.14 ---- 

昇降機保守 R1.11.14 ---- 

自家用電気工作物月次点検 R1.11.14 ---- 

昇降機保守 R1.12.12 ---- 

定期清掃 R1.12.12 ---- 

フィルター清掃 R1.12.12 ---- 

設備巡回点検 R1.12.12 ---- 

害虫生息調査 R1.12.12 ---- 

自家用電気工作物月次点検 R1.12.19 ---- 

雑用水水質検査 R1.12.23 ---- 

R2.01.07 問題なし ---- 

R2.01.09 問題なし ---- 

R2.01.09 問題なし ---- 

R2.01.09 問題なし ---- 

R2.01.09 問題なし ---- 

R2.01.09 問題なし ---- 

R2.01.09 問題なし ---- 

R2.01.09 問題なし ---- 

R2.01.09 問題なし ---- 

R2.01.09 問題なし ---- 

R2.01.09 問題なし ---- 

R2.02.13 問題なし ---- 

R2.02.13 問題なし ---- 

R2.02.13 問題なし ---- 

R2.02.13 問題なし ---- 

R2.02.13 問題なし ---- 

R2.02.13 問題なし ---- 

R2.02.13 問題なし ---- 

R2.02.13 問題なし ---- 

R2.02.13 問題なし ---- 

R2.02.13 問題なし ---- 

R2.02.13 問題なし ---- 

R2.02.13 問題なし ---- 

R2.02.13 問題なし ---- 

R2.02.25 問題なし ---- 

R2.03.03 問題なし ---- 

R2.03.12 問題なし ---- 

R2.03.12 問題なし ---- 

R2.03.12 問題なし ---- 

R2.03.12 問題なし ---- 

R2.03.12 問題なし ---- 

R2.03.12 問題なし ---- 

雑用水水質検査 問題なし

空気環境測定 問題なし

害虫生息調査 問題なし

自家用電気工作物月次点検 問題なし

設備巡回点検 問題なし

問題なし

問題なし

問題なし

問題なし

問題なし

問題なし

問題なし

問題なし

問題なし

昇降機保守

定期清掃

汚・雑排水槽清掃

空気環境測定
ポンプ点検
（雑用水・汚雑排・雨水ポン
プ）

害虫生息調査

問題なし

問題なし

問題なし

樹木管理

昇降機保守

自家用電気工作物月次点検

非常用発電機保安管理

害虫生息調査

自動ドア点検

設備巡回点検

防犯カメラ点検

中央監視設備点検（警報盤）

設備巡回点検

自家用電気工作物月次点検

全熱交換器保守

自動制御設備
ガスヒートポンプエアコン

定期清掃

フィルター清掃

給排気機点検

昇降機保守

定期清掃

設備巡回点検

自家用電気工作物年次点検

非常用発電機保安管理

害虫生息調査

非常用発電機保安管理

雑用水水質検査

空気環境測定



床材・面積

【上井草スポーツセンター】
体育館棟

階 室内 床面積 材質
アリーナ 931.2 フローリング
トレーニングルーム 229.77 カラートップ（カーペット）
スタッフルーム 32.48 リノリウム
放送室 5 タイルカーペット
ホール１ 187.71 リノリウム
ホール２ 6675 リノリウム
男子更衣室 36.72 タイルカーペット
男子シャワー室 19.98 タイル
男子便所 20.4 タイル
女子更衣室 39.44 タイルカーペット
女子シャワー室 19.2 タイル
女子便所 20.4 タイル
身障者用便所 4.6 タイル
自販機コーナー 17.7 大理石
廊下１ 21.96 リノリウム
廊下２ 40.39 フロアリウム
エレベーター 1.89 ゴムタイル
階段１ 14.43 モルタル
階段２ 5.85 ビニールタイル
階段３ 73.41 大理石、リノリウム
小体育館 315.6 フローリング
こどもの広場 137.72 フローリング
ホール３ 112.75 リノリウム
廊下３ 28 花崗岩
風除室 22.2 花崗岩
玄関ホール 196.6 花崗岩
事務室 76.88 タイルカーペット
受付 47.56 タイルカーペット
湯沸室 4 ビニールシート
予約情報コーナー 18.48 タイルカーペット
休憩室 7.25 タイルカーペット
救護室 16.38 タイルカーペット
男子更衣室 8 タイルカーペット
女子更衣室 8.25 タイルカーペット
男子便所 13.2 タイル
女子便所 18.81 タイル
身障者用便所 3.78 タイル
廊下４ 23.78 リノリウム
ギャラリー 244.98 ビニールタイル
廊下（ブリッジ） 55.76 リノリウム
階段３ 94.2 大理石、リノリウム
第一会議室 68.32 リノリウム
第二会議室 69.54 リノリウム
談話コーナー 78.66 花崗岩
食堂 49.28 フローリング
厨房 17.12 タイル
湯沸室 2.92 ビニールシート
男子便所 15.26 タイル
女子便所 13.11 タイル
廊下５ 62.4 大理石、リノリウム
階段３ 94.2 大理石、リノリウム
階段６ 7.2 モルタル
階段１０ 12.89 モルタル

３階 ホール４ 18.88 リノリウム

別紙５

地階

１階

２階



プール棟
階 室内 床面積 材質

廊下 61.1 強化リノリュ－ム
女子便所 7.98 タイル
男子便所 11.34 タイル
清掃員控室１ 14.88 ビニールシート
清掃員控室２ 14.88 ビニールシート
中央監視室 23.38 ビニールシート、パーマリウム
駐車場 563.04 コンクリート
車路 687 コンクリート
駐車場管理室 12.06 ビニールシート
エレベーター 1.89 ゴムタイル
階段４ 14.98 リノリウム
階段５ 14.38 ケミクリート
ホール１ 63.42 花崗岩
プール（２５m） 363.13 タイル
プール（幼児用） 135 タイル
プールサイド 433.1 タイル
採暖室 33.3 タイル
プール監視員室 31.02 ビニールシート
救護室 4.32 ビニールシート
駐輪場 418.77 コンクリート
バイク置き場 87.75 コンクリート
ピロティー 235 タイル
ゴミ置き場 43.13 ケミクリート
女子更衣室 31.54 ウレタントップコート
女子身障者用更衣室 25.14 フロアリウムタイル
女子シャワー室 30.03 タイル
女子便所 15 タイル
女子身障者用便所 4.6 タイル
男子更衣室 31.27 ウレタントップコート
男子身障者用更衣室 25.92 フロアリウムタイル
男子シャワー室 26.16 タイル
男子便所 13.23 タイル
男子身障者用便所 3.6 タイル
廊下２ 16.98 タイル
女子洗面所 19.56 タイル
男子洗面所 10.62 タイル
階段４ 14.98 リノリウム
階段７ 10.2 モルタル
階段９ 10.61 タイル
ホール２ 19.05 花崗岩
ギャラリーラウンジ 99.88 花崗岩
男子便所 7.48 タイル
女子便所 7.48 タイル
身障者用便所 4.41 タイル
ギャラリー２ 48 ステンレスメッシュ

弓道場
階 室内 床面積 材質

玄関ホール 25.37 花崗岩、フローリング
本座 110.68 フローリング
看的所（東） 7.78 コンクリート
看的所（西） 4.36 コンクリート
審判席 5.59 畳（一部檜）
控室 6.8 畳（一部檜）
前室 3.96 フローリング
女子更衣室 6.49 タイルカーペット
女子便所 6.06 タイル
身障者用便所 4.1 タイル
男子更衣室 6.99 タイルカーペット
男子便所 6.53 タイル

２階

地階

１階



屋外本部棟
階 室内 床面積 材質

大会控室 45.73 タイル
男子更衣室 32.03 アクサンス
男子シャワー室 16.5 タイル
男子便所 15.29 タイル
身障者用便所（男） 4.2 タイル
身障者用便所（女） 4.2 タイル
女子便所 14.58 タイル
女子シャワー室 15.94 タイル
女子更衣室 25.26 アクサンス
洗面所（男） 12.69 ケミクリート
洗面所（女） 11.59 ケミクリート
前室（男） 9 タイル
前室（女） 9 タイル

ガラス 高所 521
低所 1,497

【妙正寺体育館】

階 室内 床面積 材質
アリーナ 719.15 スポーツ長尺シート
器具庫（北） 56.22 防塵塗装
器具庫（西） 53.82 防塵塗装
器具庫（東） 18.01 防塵塗装
小体育室 261.31 スポーツ長尺シート
器具庫（小体） 26.52 防塵塗装
廊下・ﾗｳﾝｼﾞ 135.84 長尺シート（模様入り）
保育ｽﾍﾟｰｽ 11.82 長尺シート（ﾉﾝﾜｯｸｽ）
保育ｽﾍﾟｰｽ（踏込） 0.99 長尺シート（模様入り）
男子更衣室 18.03 長尺シート
男子更衣前室 4.93 長尺シート
男子更衣前室（踏込） 3.83 長尺シート（模様入り）
男子ｼｬﾜｰ室 6.24 樹脂ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
女子更衣室 24.96 長尺シート
女子更衣前室 5.95 長尺シート
女子更衣前室（踏込） 2.72 長尺シート（模様入り）
女子ｼｬﾜｰ室 6.18 樹脂ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
女子ﾄｲﾚ 12.72 防汚長尺シート
女子洗面室 4.38 防汚長尺シート
女子洗面室通路 3.24 防汚長尺シート
男子ﾄｲﾚ 9.68 防汚長尺シート
男子洗面室 5.47 防汚長尺シート
多機能ﾄｲﾚ 5.07 防汚長尺シート
女子職員更衣室 6.83 長尺シート（無地）
男子職員更衣室 6.83 長尺シート（無地）
更衣室前廊下 13.73 長尺シート（無地）
風除室 11.75 磁器タイル貼
玄関ホール 40.00 磁器タイル貼
ラウンジ 40.00 磁器タイル貼
会議室 27.90 長尺シート（ﾉﾝﾜｯｸｽ）
事務室 37.64 タイルカーペット
湯沸室 2.41 長尺シート（無地）
ｷﾞｬﾗﾘｰ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ通路 152.06 長尺シート（模様入り）
廊下（北） 32.84 長尺シート（模様入り）
廊下（南） 80.39 長尺シート（模様入り）
女子ﾄｲﾚ 5.23 防汚長尺シート
女子洗面室 3.58 防汚長尺シート
男子ﾄｲﾚ 5.06 防汚長尺シート
男子洗面室 4.28 防汚長尺シート
だれでもﾄｲﾚ 4.50 長尺シート（模様入り）

１階

地階

１階



階段室　Ａ 32.94 長尺シート（模様入り）
階段室　Ａ（蹴上） 9.36 長尺シート（模様入り）
階段室　Ｂ 43.52 長尺シート（模様入り）
階段室　Ｂ（蹴上） 15.08 長尺シート（模様入り）
ＥＶ 1.97 長尺シート（EV）
ドライエリア（南） 60.22 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ
ドライエリア（東） 30.75 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ
ドライエリア（北棟） 10.66 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ
玄関ポーチ 11.77 磁器タイル貼
テニスコート 人工芝
屋上清掃 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ
U字溝・桝清掃
ガラス（低所） 4,491.00
ガラス（高所） 521.00

外部

階段　ＥＶ



上井草スポーツセンター照明LED化未了箇所

総数量 体育館棟 体育館棟
体育館棟
占有

プール棟 弓道場 屋外本部棟 グラウンド

ダウンライトφ120 20 20 0

ダウンライトφ170 49 31 15 3

ダウンライトφ200 257 144 66 7 20 20

ダウンライトφ220 111 53 36 10 12

FL20W×１　反射笠付 5 4 1

FL20W×１　トラフ 27 18 5 2 2

FL20W×１　トラフ(カバー付) 8 2 3 1 2

FL20W×２　反射笠付 1 1

FL20W×２　埋込 7 6 1

FL40W×１　反射笠付 31 4 7 20

FL40W×１　トラフ 69 38 13 18

FL40W×１　トラフ防水 8 8

FL40W×１　防水トラフ(カバー付)

FL40W×１　埋込 58 6 6 30 6 10

FL40W×１　逆富士V型 3 3

FL40W×２　反射笠付 145 43 57 33 12

FL40W×２　反射笠付(DC内蔵) 2 2

FL40W×２　トラフ 19 1 18

FL40W×２　埋込 73 47 6 1 19

FL40W×２　逆富士V型 8 2 6

FDL36×3×8連+FDL３６×2×4連 4 4

FL20×４　和風シーリングライト 1 1

HQI150W×１　ダウンライト　ロビー天井 16 16

MF1000W×１　テニスコート照明 32 32

ロ―ボルトミニハロゲン50W×１ 2 1 1

IL　150W×１ 12 12

IL　100W×１ 10 10

HQI150W×１ 7 7

IL　60W×１　埋込 18 18

FDL27W×1　角型ダウンライト 1 1

ﾊﾛｹﾞﾝﾗﾝﾌﾟｸﾘｱ50Ｗ×1　ﾌｯﾄﾗｲﾄ 20 20

ＦＰＬ６Ｗ×1 7 7

FL40W×１　ブラケット(DC内蔵)　 7 7

FCL30W×１(DC内蔵)　 2 2

IL100W×１非常照明　ロビー天井 6 6

ＦＰＬ36×3　埋込 3 3

ポーチ 44 14 20 10

ＬＤＡ8Ｌ-Ｇ-Ｅ17/60/Ｓ　　大階段フットライト 18 18

ＦＰＬ36ＥＸ-Ｎ　グランド外灯 21 21

RF１００V９５WM　小運動場 6 6

15Ｗ×1　直管 2 1 1

ＲＦ220Ｖ270ＷＨ/Ｄ 6 6

ﾀﾞｲｸﾛｲｯｸﾐﾗｰﾗﾝﾌﾟ12ｖ20ｗ×1（ｗ） 22 3 19

FDL18ｗ×1 22 22

※2021/3/28現在、すでにLED化されている以下の場所は除く

プール21台、小体育館32台、体育館68台、こども広場4台、駐車場14台、駐輪場26台+スポット2台、共用部DL48台は除く

別紙６



スポーツ振興事業

【29年度】

１．体育の日イベント

上井草スポーツセンター

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

スポーツフェスティバル

無料開放　9:00～20:50 トレーニング 268          無料

初めてトレーニング トレーニング 45            無料

無料開放　9:00～20:50 水泳 835          無料

A面
ボールでチャレンジ①

体操 31            無料

A面
ボールでチャレンジ②

体操 44            無料

B面
ポールウォーキングを
体験してみよう！

ウォーキ
ング

17            無料

AB面
Jrバスケットボール体験会

バスケット
ボール

39            無料

A面
チアリーディング体験しよう
①

チアリー
ディング

28            無料

A面
チアリーディング体験しよう
②

チアリー
ディング

29            無料

B面
ボールゲーム教室①

体操 23            無料

B面
ボールゲーム教室②

体操 18            無料

AB面
ウォーキング・ジョギング入
門

ウォーキング 14            無料

60歳からの貯筋体操 体操 21            無料

パワーヨガ ヨガ 39            無料

産後ボディケア ダンス 39            無料

別紙７

10月9日

10月9日



フラダンス ダンス 25            無料

骨盤Ex ダンス 46            無料

格闘技Eｘ ダンス 42            無料

ゆるストレッチ ダンス 33            無料

ピエロのバルーンパフォーマンス 298          無料

「無料健康相談、骨盤・背骨
の歪みチェック」

セミナー 110          無料

上井草の秘宝を探せ！！
かっぱからの挑戦状！

ゲーム 420          無料

ぐるぐるロール 水泳 52            無料

ステップサーキット 水泳 8             無料

グローブ☆アクアビクス 水泳 14            無料

のびのび水中ストレッチ 水泳 10            無料

ぴよぴよ親子サーキット 水泳 32            無料

ぐるぐるロール 水泳 120          無料

ウォーターガンでやっつけろ！ 水泳 46            無料

浮島渡り 水泳 154          無料

ドルフィンチャレンジ 水泳 33            無料

親子フライ（Fly)
一人でも参加可

水泳 7             無料

4泳法【ワンポイントアドバイ
ス】

水泳 11            無料

チャレンジクイックターン 水泳 10            無料

タイムトライアル 水泳 33            無料

ファットバーンシェイプアクア 水泳 8             無料

10月9日



魚釣り 水泳 151          無料

ハンドボール体験会 ハンドボール 185          無料

ミニサッカー サッカー 153          無料

サッカー　コーチと対決 サッカー 107          無料

少年サッカー大会 サッカー 150          無料

卓球バレー体験会 ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ 78            無料

スポーツ鬼ごっこ 体操 180          無料

サッカー・バレーボール
アトラクション
①キックターゲット
②選手サイン会
③アタックゲーム

サッカー･
バレーボー

ル
747          無料

フライングディスク ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ 177          無料

スポーツデビュー 628          無料

親子野球教室 野球 62            無料

ゲートボール体験会 ゲートボール 159          無料

スポーツチャンバラ体験会 ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ 52            無料

親子サッカー教室 サッカー 58            無料

フットサル交流大会 フットサル 92            無料

弓道体験会 弓道 144          無料

たこやき縁日 ゲーム 156          無料
スポフェスビンゴ～かっぱさんぽ～ ウォークラリー 67            無料

妙正寺体育館
事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

体力測定・体組成測定 体操 354 無料

ボッチャ体験会 ボッチャ 67 無料

ユニカール体験会 ﾕﾆｶｰﾙ 78 無料

モーニングヨガ
ヨガ・

ピラティス
41 無料

フラダンス フラダンス 30 無料

託児(フラダンス) フラダンス 2 無料

健康法【高】 体操 16 無料

子供運動広場①(3.4歳) 体操 30 無料

子供運動広場②(5.6歳) 体操 24 無料

10月9日

10月9日

10月9日

スポーツフェスティバル



子供運動広場③(小学生) 体操 32 無料

ピラティス
ヨガ・

ピラティス
16 無料

託児(ピラティス)
ヨガ・

ピラティス
0 無料

格闘技シェイプ ダンス 22 無料

親子テニス教室① テニス 22 無料

親子テニス教室② テニス 20 無料

初中級テニス教室 テニス 9 無料

中上級テニス教室 テニス 11 無料

無料開放（1面）
※15:00～17:00枠は2面使用

テニス 30 無料

スポフェスビンゴ～かっぱさんぽ～ ｳｫｰｸﾗﾘｰ 53 無料

ピエロのバルーンパフォーマンス 28 無料

２．弓道・アーチェリー認定講習会

種目 受講者数（人） 認定者数（人） 受講者数（人）

弓道 4 3 19

弓道 2 0 8

弓道 7 6 10

弓道 4 1 8

合計 17          10            45            

10月9日



３．その他

上井草スポーツセンター

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

(土)親子体操 体操 通年 不開示 1,230／１回

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

(月)【初級】健康法【高】 ダンス 年3期 不開示 410／１回

(金)シニア体操【高】 ダンス 年3期 不開示 410／１回

(月)子連れヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 870／１回

(金)子連れヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 870／１回

(火)肩こり・腰痛スッキリ体操【高】 ダンス 年3期 不開示 410／１回

(木)肩こり・腰痛スッキリ体操【高】 ダンス 年3期 不開示 410／１回

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

(月)【初級】健康法【高】 ダンス 7～8月 不開示 410／１回

(金)シニア体操【高】 ダンス 7～8月 不開示 410／１回

(月)子連れヨガ ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 870／１回

(金)子連れヨガ ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 870／１回

(火)肩こり・腰痛スッキリ体操【高】 ダンス 7～8月 不開示 410／１回

(木)肩こり・腰痛スッキリ体操【高】 ダンス 7～8月 不開示 410／１回

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

(火)産後ボディケア（1回制） ヨガ・ピラティス 4～3月 不開示 960／１回

(水)かんたんエアロ（1回制） ダンス 4～3月 不開示 610／１回

(木)ピラティス（1回制） ヨガ・ピラティス 4～3月 不開示 610／１回

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

(水)初めての成人水泳【高】 水泳 通年 不開示 610／１回

(土）ニコニコひよこアクア土曜 水泳 通年 不開示
2,670／2回
4,010／3回

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

(火)アクアシルバー【高】 水泳 年3期 不開示 410／１回

(水)のんびり水中運動【高】 水泳 年3期 不開示 410／１回

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

ショートプログラム(プール利用者対象)

(月)姿勢作り水中運動 水泳 4～3月 不開示 無料

(水)泳法ワンポイントレッスン 水泳 4～3月 不開示 無料

(金)水中運動 水泳 4～3月 不開示 無料

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

(火）ステップアップエクササイズ(1回制） 水泳 4～3月 不開示 610／１回



事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

プレキッズ＆マミーサッカー教室 サッカー

4/12･19･
26,5/17,24

6/7,147/5,12･
9/6,13,20,10/4･11･

18,11/1･8･15,
12/6･13･20,

1/10･17,
2/7･14･21,3/7･14

不開示 510円

大人のサッカー教室
初心者クラス

サッカー 4/15,5/21,7/2 不開示 510円

大人のサッカー教室
チャレンジクラス

サッカー 4/15,5/21,7/2 不開示 510円

親子でアタック!!
はじめてのバレーボール教室

バレーボール 4/23 不開示 1020円

親子サッカー教室70 サッカー 4/29,9/30 不開示 720円

みんなでアクア アクアビクス 4/29 不開示 610円

FC東京観戦セミナー サッカー 4/30 不開示
 小中学生

2200円
大人3200円

シルバー体力測定 体操 5/2,11/18 不開示 無料

わくわく親子体操 体操 5/3,9/3 不開示 610円

夏までにカラダ引き締め教室
①初めての体幹トレーニング
②格闘技シェイプ

ダンス 5/3 不開示 510円

ミニトランポリン体験教室 体操 5/6 不開示 610円

チャレンジ鉄棒 体操 5/7 不開示 610円

キッズエンジョイサッカー交流会 サッカー 5/7 不開示 510円

気軽にわいわいフットサル フットサル 5/27 不開示 510円

きらきらサッカー教室 サッカー
6/11,11/12,

1/14,2/4
不開示 1020円



大人のサッカー教室
女性初心者クラス

サッカー 6/17 不開示 510円

大人のサッカー教室
男性初心者クラス

サッカー 6/17 不開示 510円

サッカーボール蹴り方教室 サッカー 6/24 不開示 510円

【出張教室】
杉並区立小中学校女子サッカー
合同部活動練習会

サッカー 4/25 不開示 無料

【出張教室】
杉並区特別支援学級合同交流
会

サッカー 6/6 不開示 無料

【出張教室】
杉並区三谷小学校研究授業

バレー
ボール

6/19 不開示 無料

【出張教室】
三谷小教員向け授業 体操 5/19,31 不開示 無料

【出張教室】
四宮森児童館①親子体操教室

体操 5/30 不開示 無料

【出張教室】
四宮森児童館②親子体操教室

体操 6/15 不開示 無料

ＣＰＲ＆ＡＥＤの使い方を体験しよう 7/17 不開示 無料

たくさん汗をかいて！夏バテなん
か吹き飛ばそう！！
①楽々エアロ
②バランスシェイプ
③ステップサーキット
④ファットバーンシェイプ

ヨガ・ピラティス 7/17 不開示 610円

食トレ セミナー 7/29 不開示 200円

チャレンジ跳び箱 体操 8/14 不開示 610円

チャレンジ鉄棒 体操 8/15 不開示 610円

チャレンジマット運動 体操 8/16 不開示 610円

フライングディスク ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ 9/3,12/10 不開示 200円



はじめてのバランストレーニング
ヨガ

ピラティス
9/3 不開示 610円

走って投げて 野球 9/16 不開示 610円

ポールウォーキング 体操 9/22,11/26 不開示 510円

キッズエンジョイサッカー交流会 サッカー 9/30 不開示 510円

大人のサッカー教室
女性＆初心者クラス

サッカー 11/19,12/10 不開示 510円

大人のサッカー教室
試合たくさんクラス

サッカー
11/19,12/10,

1/14,2/4
不開示 510円

アクアムーブメント 水泳 12/17,2/18 不開示 510円

クリスマス☆アクア 水泳 12/23 不開示 610円

健康運動セミナー12月 体操 12/26 不開示  920円

親子体操 体操 12/26 不開示
 1教室610円
2教室920円

ライトｄｅダンス 体操 12/26 不開示
 1教室610円
2教室921円

【出張教室】
杉並区三谷小学校研究授業

サッカー 10/18 不開示 無料

【出張教室】
杉並区中学校特別支援学級お
よび養護学校合同交流会

サッカー 12/12 不開示 無料

【出張教室】
四宮森児童館③親子体操教室

体操 11/16 不開示 無料

ボールとあそぼう！
ママと娘のさくらんぼ広場

サッカー 2/12･28 不開示 610円

復興支援チャリティフットサル交流会 サッカー 3/11 不開示 4,500円(募金)

食トレ セミナー 3/21 不開示 200円

スポーツ指導者講習会 セミナー 3/25 不開示 920円

ヒップアップトレーニング 体操 3/11･25 不開示 無料

トレーニングはじめてウィーク フィットネス 3/16～31 不開示 無料

体力測定会～自分の身体を知
れば得をする～

フィットネス 3/21 不開示 無料

ＣＰＲ＆ＡＥＤについて学ぼう！ セミナー 3/21 不開示 無料

イスエクササイズ 体操 3/24 不開示 610円

ふわふわトランポリン体験教室 体操 3/30 不開示 610円



親子でバブリーダンス ダンス 3/31 不開示 920円

女性インストラクタｰによる女性のた
めのビューティーエクササイズ
①美尻＆体幹トレーニング
②ヨガ　③フラダンス

体操・ダンス 3/31 不開示 610円

【出張教室】
杉並区済美小学校特別支援学級
土曜日授業

サッカー 1/27 不開示 無料

【出張教室】
四宮森児童館④親子体操教室

体操 2/15 不開示 無料

【出張教室】
四宮森児童館⑤親子体操教室

体操 2/20 不開示 無料

妙正寺体育館

通年 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

教室 (木)幼児親子　体操 体操 通年 不開示 1230／１回

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

定期 ヨガ　※託児付き ヨガ 年3期 不開示 460／１回

教室 ヨガ　託児 年3期 不開示 460／１回

(水)健康法【高】 ダンス 年3期 不開示 610／１回

(金)健康法【高】 ダンス 年3期 不開示 410／１回

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

ヨガ　※託児付き ヨガ 定期7～8月 不開示 460／１回

ヨガ　託児 定期7～8月 不開示 460／１回

(水)健康法【高】 ダンス 定期7～8月 不開示 610／１回

(金)健康法【高】 ダンス 定期7～8月 不開示 410／１回



事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

ふらっと (火)ロコモ予防体操 健康体操 通年 不開示 550／１回

教室 (金)ヨガ ヨガ・ピラティス 通年 不開示 610／１回

(第2,4土)産後ボディメイク
※女性限定

ヨガ・ピラティス 通年 不開示 610／１回

(第2,4土)産後ボディメイク
※女性限定

ヨガ・ピラティス 通年 不開示

(第2,4土)親子リズム体操 ダンス 通年 不開示 610／１回

(第2,4土)一番脂肪り ダンス 通年 不開示 610／１回

(第1,3日)おなかスッキリ ダンス 通年 不開示 610／１回

(第1,3日)ヨガ＆ピラティス ヨガ・ピラティス 通年 不開示 610／１回

(第1,3日)ヨガフュージョン ヨガ・ピラティス 通年 不開示 610／１回

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

イベント
わいわい親子体操
〜2歳半から未就学児対応〜

体操 4/30 不開示  610円

フライングディスク ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ 5/4 不開示 200円

健康法～ボールを使って運動し
よう～

体操 5/7 不開示 610円

井草川川沿いウォーキング ウォーキング 5/21 不開示 320円

たくさん汗をかいて！夏バテなん
か吹き飛ばせ！！IN妙正寺
①バランスシェイプ
②楽々エアロ
③格闘技シェイプ

ダンス 7/24 不開示  各610円

きらきらサッカー教室 サッカー 7/23 不開示 1,020円

鉄棒チャレンジ教室 体操 8/19 不開示 各610円

ふわふわトランポリン体験教室 体操 8/21 不開示 各610円

みんな妙正寺で運動しよう!! 体操 11/23 不開示 610／１回

ポールウォーキング体験会 ウォーキング 1/14 不開示 610円

きらきらサッカー教室 サッカー 1/20 不開示 1,020円



杉並区パドルテニス講習会 パドルテニス 2/3 不開示

 ①,②参加
800円

どちらか　400
円

指導者講習会～親から子へ～ 体操 3/11 不開示  920円

指導者講習会～親から子へ～ 体操 3/17 不開示  920円

健康運動セミナー セミナー 3/17 不開示  920円

チャレンジマット教室 体操 3/26 不開示  各610円

チャレンジ跳び箱教室 体操 3/26 不開示  各610円

チャレンジ鉄棒 体操 3/29 不開示  各610円

ふわふわトランポリン体験教室 体操 3/31 不開示  各610円



【30年度】

１．体育の日イベント

上井草スポーツセンター

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

スポーツフェスティバル

無料開放　9:00～20:50 トレーニング 229          無料

初めてトレーニング トレーニング 58           無料

無料開放　9:00～20:50 水泳 886          無料

特別プログラム
「トップトレーナーによる」
①効果的なウォーミングアッ
プの方法
②効果的な筋力トレーニン
グの方法
③効果的なストレッチの方
法
④効果的な有酸素トレーニ
ング

トレーニング 33           無料

「理想のカラダ」に！
自重de家トレ
①胸②腹③尻④胸⑤腹

トレーニング 35           無料

ぐるぐるロール 水泳 91           無料

ぴよぴよ親子サーキット 水泳 30           無料

のびのび水中ストレッチ 水泳 11           無料

Poolno
Sarfエクササイズ①

水泳 10           無料

Poolno　尻トレ① 水泳 9             無料

浮島渡り 水泳 122          無料

ぐるぐるロール 水泳 162          無料

親子アクアビクス 水泳 19           無料

みんなで作ろう！
流れるプール

水泳 57           無料

足ひれ体験 水泳 16           無料

チャレンジクイックターン 水泳 11           無料

10月8日



タイムトライアル 水泳 13           無料

Poolno　尻トレ② 水泳 9             無料

Poolno
Sarfエクササイズ②

水泳 10           無料

たこ焼き縁日
Inプールサイド

ゲーム 192          無料

タグラグビー体験教室 ラグビー 51           無料

スポーツデビュー 260          無料

フットサル交流会 フットサル 52           無料

ピエロのバルーン
パフォーマンス

236          無料

たこ焼き縁日 ゲーム 141          無料

スポフェスビンゴ
～かっぱさんぽ～

ｳｫｰｸﾗﾘｰ 19           無料

10月8日



妙正寺体育館

スポーツフェスティバル

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

無料健康相談
骨盤・背骨の歪みチェック

セミナー 92 無料

体力測定・体組成測定
Ex.各30分
①ボールエクササイズ（ギ
ムニクボール）
②コアコンディション
③かんたんピラティス
④肩こり予防ストレッチ

体操 254 無料

スポーツコンシェルジュ セミナー 115 無料

テーブルボッチャ　体験会 ボッチャ 78 無料

車椅子乗車体験 車いす 51 無料

ボールでチャレンジ バレーボール 34 無料

バスケットボール
（オリンピアンからかっこいいシュー
トを教えてもらおう！)

バスケット
ボール

34 無料

ふわふわトランポリン体験 体操 84 無料

フライングディスク体験 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 90 無料

ポールウォーキング ｳｫｰｷﾝｸﾞ 7 無料

フラダンス（託児あり※別枠5名） フラダンス 30 無料

託児（フラダンス参加者対象） 1 無料

ヨガ
ヨガ・

ピラティス
38 無料

マタニティーヨガ
ヨガ・

ピラティス
2 無料

ピラティス
ヨガ・

ピラティス
27 無料

託児（ピラティス参加者対象） 2 無料

格闘技シェイプ ダンス 41 無料

親子テニス教室
（4歳～小学１年生までの
子と保護者）

テニス 20 無料

親子テニス教室
（小学2～6年生までの
子と保護者）

テニス 22 無料

初級・初中級テニス教室 テニス 11 無料

中上級・上級テニス教室 テニス 11 無料
無料開放（1面）
※15:00～枠は2面

テニス 24 無料 -           

ピエロのバルーン
パフォーマンス

32 無料

スポフェスビンゴ
～かっぱさんぽ～

ｳｫｰｸﾗﾘｰ 36 無料

２．弓道・アーチェリー認定講習会

種目 受講者数（人） 認定者数（人） 受講者数（人）

弓道 1 1 11
弓道 11 9 10
弓道 2 2 15
合計 14          12           36           

10/8



３．その他

上井草スポーツセンター

通年 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
教室

フロア (土)親子体操 体操 通年 不開示 1,230／１回

定期 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
教室 (月)【初級】健康法【高】 ダンス 年3期 不開示 410／１回

フロア (金)シニア体操【高】 ダンス 年3期 不開示 410／１回

(月)子連れヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 870／１回

(金)子連れヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 870／１回

(火)肩こり・腰痛スッキリ体操【高】 ダンス 年3期 不開示 410／１回

(木)肩こり・腰痛スッキリ体操【高】 ダンス 年3期 不開示 410／１回

短期 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
教室 (月)【初級】健康法【高】 ダンス 7～8月 不開示 410／１回

フロア (金)シニア体操【高】 ダンス 7～8月 不開示 410／１回

(月)子連れヨガ ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 870／１回

(金)子連れヨガ ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 870／１回

(火)肩こり・腰痛スッキリ体操【高】 ダンス 7～8月 不開示 410／１回

(木)肩こり・腰痛スッキリ体操【高】 ダンス 7～8月 不開示 410／１回

ふらっと 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
教室 (火)産後ボディケア（1回制） ヨガ・ピラティス 4～10月 不開示 960／１回

フロア (水)かんたんエアロ（1回制） ダンス 4～10月 不開示 610／１回

(木)ピラティス（1回制） ヨガ・ピラティス 4～10月 不開示 610／１回

(日)アロマストレッチ（1回制） ダンス 4～10月 不開示 610／１回

(日)楽々エアロ＆ストレッチ（1回制） ダンス 4～10月 不開示 610／１回

(日)初めてのピラティス（1回制） ヨガ・ピラティス 4～10月 不開示 610／１回

(日)リセットアロマストレッチ（1回制） ダンス 4～10月 不開示 610／１回

通年 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
教室 (水)初めての成人水泳【高】 水泳 通年 不開示 610／１回

プール
(土）ニコニコひよこアクア土曜 水泳 通年 不開示

2,670／2回
4,010／3回

定期 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

教室 (火)アクアシルバー【高】 水泳 年3期 不開示 410／１回
プール (水)のんびり水中運動【高】 水泳 年3期 不開示 410／１回

ふらっと 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
教室 ショートプログラム(プール利用者対象)

プール (月)姿勢作り水中運動 水泳 4～3月 不開示 無料

(水)泳法ワンポイントレッスン 水泳 4～3月 不開示 無料

(金)水中運動 水泳 4～3月 不開示 無料

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

(火）ステップアップエクササイズ(1回制） 水泳 4～3月 不開示 610／１回



イベント 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

プレキッズ＆マミー
サッカー教室

サッカー

4/11,5/16･23
6/13,7/4・11
9/5・12・19
10/3･10･17

不開示 510円

親子サッカー教室70 サッカー 4/22 不開示 720円

親子サッカー教室70 サッカー 4/22 不開示 720円

大人のサッカー教室
女性＆初心者クラス

サッカー 4/30 不開示 510円

大人のサッカー教室
試合たくさんクラス

サッカー
4/30,5/27,6/17,7/

8
不開示 510円

FC東京観戦セミナー サッカー 4/28 不開示
 小中学生

2200円
大人3200円

みんなでアクア！ アクアビクス 4/28,11/2 不開示  610円

親子リズム＆親子体操 ダンス
体操 4/28 不開示 610円

夏まえカラダ引締め教室
①初めての体幹トレーニング
②格闘技シェイプ

ダンス 4/29 不開示 510円

チャレンジマット運動 体操 4/30,8/12 不開示 610円

親子サッカー教室70
～ママ限定～

サッカー 5/20 不開示 720円

親子サッカー教室70
～ママ限定～

サッカー 5/20 不開示 720円

大人と子どものサッカー
入門道場

サッカー 5/27,6/17 不開示 510円

脳と身体のすこやか水中運動 水中運動 5/2 不開示 610円

シルバー体力測定 体操 5/3,11/4 不開示 無料

ミニトランポリン 体操 5/6 不開示 610円

フライングディスク ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 5/6,9/9 不開示 200円

GW上井草SC･妙正寺体育館
スポーツビンゴ

イベント 4/28～5/6 不開示 無料

走って、投げて、蹴って
サッカー

野球
5/19 不開示 920円

ボールとあそぼう！
ママと娘のさくらんぼ広場

サッカー 6/23,10/21 不開示 610円

きらきらエンジョイサッカー教室 サッカー 6/24 不開示 610円



スポーツ指導者講習会 講習会 6/10 不開示 1020円

ヒップアップトレーニング 体操 6/3･24 不開示 無料

【出張教室】
杉並区特別支援学級
合同交流会

サッカー 5/29 不開示 無料

【出張教室】
杉並区三児童館
合同チャレンジフェスティバル

フットサル 6/16 不開示 無料

【出張教室】
杉並区立小中学校女子サッカー
合同部活動練習会

サッカー 6/25 不開示 無料

【出張教室】
四宮森児童館①親子体操教室

体操 6/13 不開示 無料

【出張教室】
四宮森児童館②親子体操教室

体操 6/21 不開示 無料

大人と子どものサッカー
入門道場

サッカー 7/8,10/27 不開示 510円

CPR＆AEDの使い方を
体験しよう！

講習 7/16,9/17 不開示 無料

たくさん汗をかいて！
夏バテなんか吹き飛ばせ！！
①初めてのピラティス
②楽々エアロ
③バランスシェイプ
④ステップサーキット
⑤ファットバーンシェイプ

ダンス 7/16 不開示 610円

～みんなで楽しもう！～
キッズエンジョイボール運動広場

体操 8/26 不開示 610円

～みんなで楽しもう！～
キッズエンジョイボール運動広場

体操 8/26 不開示 610円

チャレンジ鉄棒 体操 8/11,11/4 不開示 610円

チャレンジ跳び箱 体操 8/13,11/4 不開示 610円

食トレ セミナー 9/17 不開示 200円

～体力測定会～
自分のからだ知れば得をする

測定 9/17 不開示 610円

【出張教室】
杉並区立小中学校女子サッカー
合同部活動練習会

サッカー 7/10,9/11 不開示 無料

【出張教室】
杉並区児童館ボール運動教室

体操 8/9 不開示 無料

ターゲットバードゴルフ ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ 10/22 不開示  200円



杉並区少年・少女サッカー大会 サッカー 11/4 不開示 無料

らくらく水中運動 水中運動 11/2 不開示 610円

アクアジム 水泳 11/4 不開示 無料

【出張教室】
杉並区桃井第二小学校
特別支援学級公開授業

サッカー 10/3 不開示 無料

【出張教室】
四宮森児童館③親子体操教室

体操 10/10 不開示 無料

【出張教室】
四宮森児童館④親子体操教室

体操 11/8 不開示 無料

【出張教室】
四宮森児童館⑤親子体操教室

体操 12/5 不開示 無料

【出張教室】
杉並区立小中学校女子サッカー
合同部活動練習会

サッカー 12/5 不開示 無料

【出張教室】
四宮森児童館⑥親子体操教室

体操 12/6 不開示 無料

【出張教室】
杉並区立小中学校女子サッカー
合同部活動練習会

サッカー 1/22 不開示 無料

【出張教室】
杉並区済美小学校
特別支援学級土曜日授業

サッカー 1/26 不開示 無料

【出張教室】
桃井第三小学校オリパラ教育

サッカー 2/13 不開示 無料

トレーニングはじめてウィーク トレーニング 3/16～31 不開示 400円
(トレーニング利用料)

体力測定会 測定 3/21 不開示 無料

心肺蘇生法＆
AEDについて学ぼう

セミナー 3/21 不開示 無料

リニューアルオープン
特別身体引締め教室
①初めての体幹トレーニング
②ダンベルシェイプ
③ファットバーンシェイプ

体操 3/23 不開示 610円

アクアムーブメント 水泳 3/24 不開示 510円

チャレンジ鉄棒～逆上がり～ 体操 3/26 不開示 610円

初めての平泳ぎ 水泳 3/27 不開示 610円

アシストフィンスイム 水泳 3/28 不開示 610円

①親子体操＆②親子水中 体操 3/30 不開示
 1教室610円
2教室920円



妙正寺体育館
通年 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
教室

フロア (木)幼児親子　体操 体操 通年 不開示 1230／１回

定期 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
教室

フロア ヨガ　※託児付き ヨガ 年3期 不開示 460／１回

ヨガ　託児 年3期 不開示 460／１回

(水)健康法【高】 ダンス 年3期 不開示 610／１回

(金)健康法【高】 ダンス 年3期 不開示 410／１回

短期 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
教室

フロア ヨガ　※託児付き ヨガ 7～8月 不開示 460／１回

ヨガ　託児 7～8月 不開示 460／１回

(水)健康法【高】 ダンス 7～8月 不開示 610／１回

(金)健康法【高】 ダンス 7～8月 不開示 410／１回

ふらっと 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
教室

フロア (月)バレトン※女性限定 ヨガ・ピラティス 11～2月 不開示 610／１回

(月)ストレッチ＆ピラティス ヨガ・ピラティス 11～2月 不開示 610／１回

(火)ロコモ予防体操 健康体操 4～3月 不開示 550／１回

(木)【中級】健康法 健康体操 11～3月 不開示 610／１回

(木)ピラティス ヨガ・ピラティス 11～3月 不開示 610／１回

(木)太極拳【初級】 武道 11～3月 不開示 610／１回

(木)太極拳【中級】 武道 11～3月 不開示 610／１回

(金)ヨガ ヨガ・ピラティス 4～3月 不開示 610／１回

(第2,4土)産後ボディメイク
※女性限定

ヨガ・ピラティス 4～3月 不開示 610／１回

(第2,4土)産後ボディメイク
※子ども

ヨガ・ピラティス 4～3月 不開示

(第2,4土)親子リズム体操 ダンス 4～3月 不開示 610／１回

(第2,4土)一番脂肪り ダンス 4～3月 不開示 610／１回

(第1,3日)おなかスッキリ ダンス 4～3月 不開示 610／１回

(第1,3日)ヨガ＆ピラティス ヨガ・ピラティス 4～3月 不開示 610／１回

(第1,3日)ヨガフュージョン ヨガ・ピラティス 4～3月 不開示 610／１回



イベント 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

妙正寺川川沿いウォーキング ウォーキング 4/1 不開示  510円

ファミリー運動
～家族一緒に身体を動かそう～

体操 4/7 不開示 610円

貯筋体操 体操 5/2 不開示 610円

チャレンジ鉄棒教室 体操 5/3 不開示 各610円

ふわふわトランポリン体験教室 体操 5/5 不開示  各610円

GW上井草SC･妙正寺体育館
スポーツビンゴ

イベント 4/28～5/6 不開示 無料

きらきらエンジョイサッカー教室 サッカー 7/21,2/16,3/16 不開示 610円

パドルテニス講習会 パドルテニス 7/22 不開示 無料

ふわふわトランポリン体験教室 体操 7/23 不開示 610円

キッズドッジボール ドッジボール 7/29 不開示 510円

ふわトラ＆マット教室 体操 7/30 不開示 各920円

キッズエンジョイボール運動広場 体操 8/1 不開示  610円

健康運動セミナー セミナー 9/24 不開示  920円

シニアの為の
パドルテニス講習会

パドルテニス 11/17 不開示  無料

健康運動セミナー セミナー 12/24 不開示  920／１回

親子体操 体操 1/19 不開示
610円

※親子ｄｅシュートダンス
も参加の方920円

親子ｄｅシュートダンス ダンス 1/19 不開示
610円

※親子体操
も参加の方920円

フライングディスク教室 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 3/2 不開示 200／１回



【元年度】
１．体育の日イベント

上井草スポーツセンター

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

スポーツフェスティバル

無料開放　9:00～20:50 トレーニング 210          無料

初めてトレーニング トレーニング 32            無料

無料開放　9:00～20:50 水泳 652          無料

段ボール迷路 ゲーム 333          無料

タコ焼き先生の縁日 ゲーム 634          無料

かるたｄｅスポーツ ゲーム 63            無料

スポーツチャンバラ体験
会

スポーツ
チャンバラ

61            無料

オリンピック種目を
体験しよう
バスケットボール

バスケットボール 17            無料

みんなで踊ろう！
アイカツダンス！

ダンス 94            無料

チャレンジ逆上がり(幼児) 体操 14            無料

チャレンジ逆上がり(小学生) 体操 13            無料

跳び箱(幼児)～開脚跳び～ 体操 12            無料

跳び箱(小学生)～開脚跳び
～

体操 10            無料

ダンベルシェイプ 体操 21            無料

シェイプファイト ダンス 21            無料

ピエロのバルーンパ
フォーマンス

287          無料

「無料健康相談、骨盤・
背骨の歪みチェック」

診察 93            無料

上井草の秘宝を探せ！！
かっぱからの挑戦状！

ゲーム 326          無料

ぐるぐるロール ゲーム 41            無料

ステップサーキット 水中運動 5             無料

グローブアクアビクス アクアビクス 8             無料

のびのび水中ストレッチ 水中運動 6             無料

ぴよぴよ親子アスレチック 水泳 34            無料

かっぱの川流れ ゲーム 42            無料

ぐるぐるロール ゲーム 80            無料

走って跳んでつかまえ
て！

ゲーム 112          無料

ドルフィンチャレンジ 水泳 12            無料

10/14



4泳法【ワンポイントアド
バイス】

水泳 4             無料

チャレンジ　ターン 水泳 7             無料

タイムトライアル 水泳 17            無料

10/14



ファットバーン
シェイプアクア

アクアビクス 8             無料

サッカー　コーチと対決 サッカー 80            無料

少年サッカー大会 サッカー 184          無料

大人のサッカー交流会 サッカー 85            無料

選手サイン会 サイン会 70            無料

弓道体験会 弓道 54            無料

スポーツコンシェルジュ セミナー 56            無料

妙正寺体育館＆上井草SC
スタンプラリー

ゲーム 21            無料

親子テニス教室① テニス 4             無料

体力測定・体組成測定 測定 180          無料

ショートエクササイズ
①ボールエクササイズ
②コアコンディション
③かんたんピラティス
④肩こり予防ストレッチ

ヨガ・ピラティス 13            無料

スポーツコンシェルジュ 相談会 57            無料

テーブルボッチャ　体験会 ボッチャ 37            無料

車椅子乗車体験 車いす 16            無料

ボールでチャレンジ
※特別プログラム

バスケットボール 18            無料

オリンピアンによる
バスケットボール教室

バスケットボール 26            無料

ボールゲーム教室① 体操 6             無料

ボールゲーム教室② 体操 5             無料

ピラティス ピラティス 28            無料

格闘技シェイプ ダンス 29            無料

託児（リラグゼーションヨ
ガ）

ヨガ・ピラティス 1             無料

リラクゼーションヨガ ヨガ・ピラティス 34            無料

ストロングヨガ ヨガ・ピラティス 24            無料

ミニゲーム広場 ゲーム 41            無料

初中級テニス教室 テニス 5             無料

中上級テニス教室 テニス 6             無料

無料開放 テニス 18            無料
スポフェスビンゴ
～かっぱさんぽ～

ゲーム 34            無料

２．弓道・アーチェリー認定講習会

種目 受講者数（人） 認定者数（人） 受講者数（人）

弓道 6 6 11

弓道 6 6 12

弓道 2 2 9

弓道 7 7 10

合計 21          21            42            

10/14

10/14



３．その他

上井草スポーツセンター

通年 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

教室 (土)親子体操 体操 通年 不開示
1,230／１回

10月以降
1,250／１回

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

定期 (月)【初級】健康法【高】 ダンス 年3期 不開示 410／１回

教室 (金)シニア体操【高】 ダンス 年3期 不開示 410／１回

(月)子連れヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示
870／１回
10月以降
890／１回

(金)子連れヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示
870／１回
10月以降
890／１回

(火)肩こり・腰痛スッキリ体操【高】 ダンス 年3期 不開示 410／１回

(木)肩こり・腰痛スッキリ体操【高】 ダンス 年3期 不開示 410／１回

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

(月)【初級】健康法【高】 ダンス 7～8月 不開示 410／１回

(金)シニア体操【高】 ダンス 7～8月 不開示 410／１回

(月)子連れヨガ ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 870／１回

(火)肩こり・腰痛スッキリ体操【高】 ダンス 7～8月 不開示 410／１回

(木)肩こり・腰痛スッキリ体操【高】 ダンス 7～8月 不開示 410／１回

ふらっと 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

教室 (火)産後ボディケア（1回制） ヨガ・ピラティス 4～3月 不開示
960／１回
10月以降
980／１回

(水)かんたんエアロ（1回制） ダンス 4～3月 不開示
610／１回
10月以降
620／１回

(木)ピラティス（1回制） ヨガ・ピラティス 4～3月 不開示
610／１回
10月以降
620／１回

(日)アロマストレッチ（1回制） ダンス 4～3月 不開示
610／１回
10月以降
620／１回

(日)楽々エアロ＆ストレッチ（1回制）ダンス 4～3月 不開示
610／１回
10月以降
620／１回

(日)初めてのピラティス（1回制） ヨガ・ピラティス 4～3月 不開示
610／１回
10月以降
620／１回

(日)リセットアロマストレッチ（1回制） ダンス 4～3月 不開示
610／１回
10月以降
620／１回



プール 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

通年 (水)初めての成人水泳【高】 水泳 通年 不開示
610／１回
10月以降
620／１回

教室 (土）ニコニコひよこアクア土曜 水泳 通年 不開示

2,670／2回
4,010／3回

10月以降
2,720／2回
4,080／3回

プール 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

定期 (火)アクアシルバー【高】 水泳 年3期 不開示 410／１回

教室 (水)のんびり水中運動【高】 水泳 年3期 不開示 410／１回

ふらっと 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

教室 ショートプログラム(プール利用者対象)

(月)姿勢作り水中運動 水泳 4～3月 不開示 無料

(水)泳法ワンポイントレッスン 水泳 4～3月 不開示 無料

(金)水中運動 水泳 4～3月 不開示 無料

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

(火）ステップアップエクササイズ(1回制） 水泳 4～3月 不開示
610／１回
10月以降
620／１回



イベント 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

プレキッズ＆マミーサッカー教室 サッカー

4/17・24
5/8･15･22

6/5･12･19,7/3･10
9/4・11・18,10/2・9・23

11/6・20
12/4・11・18,1/22・29

2/12・19

不開示
 510円／1回

10月以降
520円／1回

大人のサッカー教室　入門クラ
ス

サッカー 4/21 不開示 510円／1回

大人のサッカー教室
試合たくさんクラス

サッカー 4/21 不開示 510円／1回

親子サッカー教室70 サッカー
4/27,5/26

11/10,12/14
不開示

 720円／1回
10月以降

730円／1回

親子サッカー教室70 サッカー
4/27,5/26

11/10,12/14
不開示

 720円／1回
10月以降

730円

はじめてラッコ 水泳

4/19･26
5/9･23･30･31

6/6･14･21･27･28
9/12･13･20･26･27

10/3･4･10･11･18･24
11/3･4･10･11･18･24･31

12/5･6･12･13･20
1/9･10･17･22･23･30･31
2/6・7・13・14・21・27・28

3/5･6

不開示

 初回/無料
2回目以降

320円／1回

①親子体操 体操 4/29 不開示
 1教室610円
2教室920円

②親子水中サーキット 水泳 4/29 不開示
 1教室610円
2教室920円

リニューアルイベント
①野球を体験してみよう
②ラグビーを体験してみよう
③サッカーを体験してみよう

野球
ラグビー
サッカー

5/6 不開示 無料

GWカラダ引締め教室
①バランスシェイプ
②ダンベルシェイプ
③ファットバーンシェイプ

体操 5/4 不開示 610円／1回

シルバー体力測定 測定 5/5 不開示 無料

らくらく水中運動 水泳 5/2 不開示 610円／1回

らくらく平泳ぎ 水泳 5/2 不開示 610円／1回

GW上井草SC・妙正寺体育館
スポーツビンゴ

ゲーム 4/29～5/6 不開示 無料

キッズエンジョイサッカー交流会 サッカー 6/9 不開示 510円／1回

きらきらサッカー教室 サッカー 6/16 不開示 1,020円／1回

スマイルサッカー教室 サッカー
6/27,9/26,11/28

1/30,2/27
不開示

 610円／1回
10月以降

620円／1回



たくさん汗をかいて！夏バテな
んか吹き飛ばそう！！
①初めてのピラティス
②ダンベルシェイプハード
③ステップサーキット
④格闘技シェイプ

体操
ピラティス

7/15 不開示 610円／1回

サッカーJ1リーグ観戦セミナー サッカー 8/17 不開示
 子ども
2,200円

大人3,200円

パラバルーン運動 体操 8/17 不開示 610円／1回

おもちゃ祭!! 水泳
8/6･8･14･16
1/12･13･26

不開示
 温水プール
入場料のみ

「走って、投げて、蹴って！」
野球

サッカー
9/21 不開示 920円／1回

ＣＰＲ＆ＡＥＤについて学ぼう！ 講習 9/16 不開示 無料

～体力測定会～
自分のからだ知れば得をする

測定 9/16 不開示 無料

キラキラ親子ダンシ～～ング ダンス 9/23 不開示 610円

スミスマシン基礎講座 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 9/9･30 不開示 入場料のみ

フライングディスク教室
ﾆｭｰｽﾎﾟｰ

ﾂ
11/10,3/1 不開示

 11月
200円／1回

3月
210円／1回

シニア体力測定会 体操 12/8 不開示 無料

アクアムーブメント 水泳 12/15,3/1 不開示 520円／1回

バレーボール観戦セミナー ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 1/11 不開示
 子ども500円
大人2,000円



事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

体験型スポーツセミナー『遊育』 体操 2/24 不開示 無料

野球肘予防セミナー セミナー 2/23 不開示 無料

健康運動セミナー(2月） セミナー 2/23 不開示 620円／1回

【出張教室】
杉並区立小中学校女子サッカー
合同部活動練習会

サッカー 4/24 不開示  無料

【出張教室】
杉並区三児童館合同チャレンジ
フェスティバル

フットサル 6/29 不開示  無料

【出張教室】
杉並区立小中学校
女子サッカー合同部活動練習会

サッカー 9/10 不開示  無料

【出張教室】
杉並区立小中学校
女子サッカー合同部活動練習会

サッカー 11/5 不開示  無料

【出張教室】
済美養護学校特別授業「きらき
らサッカー教室」

サッカー 11/13 不開示  無料

【出張教室】
本天沼児童館「ほんあまエンジョ
イサッカー」

サッカー 11/28 不開示  無料

【出張教室】
杉並区立小中学校
女子サッカー合同部活動練習会

サッカー 12/10 不開示  無料

【出張教室】
桃井第二・第三小学校特別授業
「きらきらサッカー教室」

サッカー 2/5 不開示  無料

【出張教室】
済美小学校特別授業
「きらきらサッカー教室」

サッカー 2/8 不開示  無料

【出張教室】
杉並区立小中学校女子サッカー
合同部活動練習会

サッカー 2/12 不開示  無料

妙正寺体育館

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

定期 ヨガ　※託児付き ヨガ 年3期 不開示 460／１回

教室 ヨガ　託児 年3期 不開示 460／１回

(水)健康法【高】 ダンス 年3期 不開示 410／１回

(金)健康法【高】 ダンス 年3期 不開示 410／１回

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

短期教室 ヨガ　※託児付き ヨガ 定期7～8月 不開示 460／１回

ヨガ　託児 定期7～8月 不開示 460／１回

(水)健康法【高】 ダンス 定期7～8月 不開示 410／１回

(金)健康法【高】 ダンス 定期7～8月 不開示 410／１回



ふらっと 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

(火)ロコモ予防体操 健康体操 4～3月 不開示
 550／１回
10月以降
560／１回

(金)ヨガ ヨガ・ピラティス 4～3月 不開示
610／１回
10月以降
620／１回

(第2,4土)産後ボディメイク
※女性限定

ヨガ・ピラティス 4～3月 不開示
610／１回
10月以降
620／１回

(第2,4土)産後ボディメイク
※女性限定

ヨガ・ピラティス 4～3月 不開示

(第2,4土)親子フラ体操 ダンス 4～3月 不開示
610／１回
10月以降
620／１回

(第2,4土)一番脂肪り ダンス 4～3月 不開示
610／１回
10月以降
620／１回

(第1,3日)おなかスッキリ ダンス 4～3月 不開示
610／１回
10月以降
620／１回

(第1,3日)ヨガ＆ピラティス ヨガ・ピラティス 4～3月 不開示
610／１回
10月以降
620／１回

(第1,3日)ヨガフュージョン ヨガ・ピラティス 4～3月 不開示
610／１回
10月以降
620／１回



事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

イベント チャレンジ鉄棒（逆上がり） 体操 4/1.5/4 不開示 610円／1回

チャレンジ跳び箱 体操 4/2 不開示 610円／1回

ふわふわトランポリン体験教室 体操 4/4 不開示 610円／1回

ファミリー運動
～家族一緒に身体を動かそう～

体操 5/2 不開示 610円／1回

チャレンジマット 体操 5/4 不開示 610円／1回

GW上井草SC・妙正寺体育館
スポーツビンゴ

ゲーム 4/29～5/6 不開示  無料

きらきらサッカー教室 サッカー 7/20 不開示 1,020円／1回

アルティメットゲーム教室 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 8/1 不開示 610円／1回

ドッヂビーゲーム教室 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 8/29 不開示 610円／1回

チャレンジ鉄棒(逆上がり) 体操 8/31 不開示 610円／1回

たくさん汗をかいて！
夏バテなんて吹き飛ばそう！
IN妙正寺
①ダンベルシェイプ
②初めてのピラティス
③ファットバーンシェイプ

ダンス 9/23 不開示 610円／1回

フライングディスク教室 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 9/27 不開示 200円／1回

貯筋体操 体操 11/7・27 不開示  620円／1回

チャレンジ鉄棒(逆上がり) 体操 12/27 不開示  620円／1回

歩行年齢測定 測定 1/19 不開示 無料
健康運動セミナー セミナー 1/27 不開示 940円／1回
【出張教室】　親子体操教室① 体操 6/13 不開示 無料

【出張教室】　親子体操教室② 体操 9/26 不開示 -

【出張教室】　親子体操教室③ 体操 10/10 不開示 -

【出張教室】　親子体操教室④ 体操 11/14 不開示 -
【出張教室】　体操教室① 体操 12/12 不開示 -



別紙８

教室

使用可能数 使用数 使用率 使用可能数 使用数 使用率 使用可能数 使用数 使用率

４月
合計 1643.00 1393.83 84.8%

庭球場 - - - - - - - - - -
運動場 23.00 17.50 76.1% 130 67.25 51.7% 12.00 165.00 96.75 58.6%
弓道場 174.00 174.00 100.0% 0.00 174.00 174.00 100.0%

小運動場（ゲートボール場） 306.00 223.00 72.9% 30.00 336.00 253.00 75.3%
温水プール 197.00 197.00 100.0% 0.00 197.00 197.00 100.0%

体育館 169.00 136.58 80.8% 5.00 174.00 141.58 81.4%
小体育室 29.00 2.00 6.9% 155.00 116.50 75.2% 19.00 203.00 137.50 67.7%

トレーニングルーム 394.00 394.00 100.0% 0.00 394.00 394.00 100.0%

合計 556.00 482.75 86.8%
庭球場 208.00 207 99.5% 0.00 208.00 207.00 99.5%
体育館 171.00 144.25 84.4% 3.00 174.00 147.25 84.6%

小体育室 126.00 80.50 63.9% 48.00 174.00 128.50 73.9%

５月
合計 1701.50 1428.00 83.9%

庭球場 - - - - - - - - - -
運動場 25.00 10.75 43.0% 130.5 74.75 57.3% 17.00 172.50 102.50 59.4%
弓道場 176.00 176.00 100.0% 4.00 180.00 180.00 100.0%

小運動場（ゲートボール場） 318.00 213.00 67.0% 38.00 356.00 251.00 70.5%
温水プール 201.00 201.00 100.0% 0.00 201.00 201.00 100.0%

体育館 169.00 130.00 76.9% 11.00 180.00 141.00 78.3%
小体育室 30.00 2.00 6.7% 149.00 117.50 78.9% 31.00 210.00 150.50 71.7%

トレーニングルーム 402.00 402.00 100.0% 0.00 402.00 402.00 100.0%

合計 591.00 508.25 86.0%
庭球場 231.00 229.00 99.1% 0.00 231.00 229.00 99.1%
体育館 176.00 141.75 80.5% 4.00 180.00 145.75 81.0%

小体育室 120.00 73.50 61.3% 60.00 180.00 133.50 74.2%

６月
合計 1630.25 1404.83 86.2%

庭球場 - - - - - - - - - -
運動場 22.75 15.75 69.2% 121.5 72.00 59.3% 14.00 158.25 101.75 64.3%
弓道場 174.00 174.00 100.0% 0.00 174.00 174.00 100.0%

小運動場（ゲートボール場） 287.00 198.00 69.0% 40.00 327.00 238.00 72.8%
温水プール 198.00 198.00 100.0% 0.00 198.00 198.00 100.0%

体育館 168.00 145.08 86.4% 6.00 174.00 151.08 86.8%
小体育室 29.00 2.00 6.9% 151.00 121.00 80.1% 23.00 203.00 146.00 71.9%

トレーニングルーム 396.00 396.00 100.0% 0.00 396.00 396.00 100.0%
合計 545.00 469.75 86.2%

庭球場 197.00 195.00 99.0% 0.00 197.00 195.00 99.0%
体育館 170.00 144.25 84.9% 4.00 174.00 148.25 85.2%

小体育室 117.00 69.50 59.4% 57.00 174.00 126.50 72.7%

７月
合計 1700.75 1454.00 85.5%

庭球場 - - - - - - - - - -
運動場 21.25 6.75 31.8% 131 82.75 63.2% 10.50 162.75 100.00 61.4%
弓道場 180.00 180.00 100.0% 0.00 180.00 180.00 100.0%

小運動場（ゲートボール場） 301.00 192.00 63.8% 36.00 337.00 228.00 67.7%
温水プール 16 16 100.0% 205.00 205.00 100.0% 0.00 221.00 221.00 100.0%

体育館 173.00 150.00 86.7% 7.00 180.00 157.00 87.2%
小体育室 30.00 2.00 6.7% 152.00 128.00 84.2% 28.00 210.00 158.00 75.2%

トレーニングルーム 410.00 410.00 100.0% 0.00 410.00 410.00 100.0%
合計 564.00 491.50 87.1%

庭球場 207.00 205.00 99.0% 0.00 207.00 205.00 99.0%
体育館 173.00 147.50 85.3% 7.00 180.00 154.50 85.8%

小体育室
116.00 71.00

61.2% 61.00 177.00 132.00 74.6%

早朝使用
令和元年度　月別施設稼働率

（上井草・妙正寺）

上井草スポーツセンター

妙正寺体育館

妙正寺体育館

上井草スポーツセンター

妙正寺体育館

合計定時使用

上井草スポーツセンター

妙正寺体育館

上井草スポーツセンター



８月
合計 1738.25 1512.00 87.0%

庭球場 - - - - - - - - - -
運動場 26.00 12.75 49.0% 143.75 106.50 74.1% 1.50 171.25 120.75 70.5%
弓道場 176.00 176.00 100.0% 4.00 180.00 180.00 100.0%

小運動場（ゲートボール場） 342.00 241.00 70.5% 10.00 352.00 251.00 71.3%
温水プール 30 30 100.0% 205.00 205.00 100.0% 0.00 235.00 235.00 100.0%

体育館 178.00 163.75 92.0% 2.00 180.00 165.75 92.1%
小体育室 30.00 2.00 6.7% 157.00 124.50 79.3% 23.00 210.00 149.50 71.2%

トレーニングルーム 410.00 410.00 100.0% 0.00 410.00 410.00 100.0%
合計 575.00 498.50 86.7%

庭球場 215.00 214.00 99.5% 0.00 215.00 214.00 99.5%
体育館 176.00 150.50 85.5% 4.00 180.00 154.50 85.8%

小体育室 132.00 82.00 62.1% 48.00 180.00 130.00 72.2%

９月
合計 1612.25 1392.00 86.3%

庭球場 - - - - - - - - - -
運動場 24.00 14.50 60.4% 105.25 64.75 61.5% 8.50 137.75 87.75 63.7%
弓道場 174.00 174.00 100.0% 0.00 174.00 174.00 100.0%

小運動場（ゲートボール場） 294.00 202.00 68.7% 44.00 338.00 246.00 72.8%
温水プール 196.00 196.00 100.0% 0.00 196.00 196.00 100.0%

体育館 166.00 140.75 84.8% 8.00 174.00 148.75 85.5%
小体育室 29.00 2.00 6.9% 141.50 115.50 81.6% 30.00 200.50 147.50 73.6%

トレーニングルーム 392.00 392.00 100.0% 0.00 392.00 392.00 100.0%
合計 568.00 498.50 87.8%

庭球場 220.00 218.00 99.1% 0.00 220.00 218.00 99.1%
体育館 169.00 150.00 88.8% 5.00 174.00 155.00 89.1%

小体育室 126.00 77.50 61.5% 48.00 174.00 125.50 72.1%

１０月
合計 1658.50 1422.67 85.8%

庭球場 - - - - - - - - - -
運動場 21.50 13.25 61.6% 98.5 51.75 52.5% 12.50 132.50 77.50 58.5%
弓道場 180.00 180.00 100.0% 0.00 180.00 180.00 100.0%

小運動場（ゲートボール場） 279.00 183.00 65.6% 64.00 343.00 247.00 72.0%
温水プール 205.00 205.00 100.0% 0.00 205.00 205.00 100.0%

体育館 165.00 141.17 85.6% 15.00 180.00 156.17 86.8%
小体育室 30.00 2.00 6.7% 147.00 114.00 77.6% 31.00 208.00 147.00 70.7%

トレーニングルーム 410.00 410.00 100.0% 0.00 410.00 410.00 100.0%
合計 560.00 496.00 88.6%

庭球場 196.00 192.00 98.0% 8.00 204.00 200.00 98.0%
体育館 171.00 150.50 88.0% 9.00 180.00 159.50 88.6%

小体育室 109.00 69.50 63.8% 67.00 176.00 136.50 77.6%

１１月
合計 1572.50 1369.33 87.1%

庭球場 - - - - - - - - - -
運動場 24.00 18.50 77.1% 105 60.50 57.6% 9.50 138.50 88.50 63.9%
弓道場 170.00 170.00 100.0% 4.00 174.00 174.00 100.0%

小運動場（ゲートボール場） 292.00 206.00 70.5% 40.00 332.00 246.00 74.1%
温水プール 157.00 157.00 100.0% 0.00 157.00 157.00 100.0%

体育館 168.00 148.83 88.6% 6.00 174.00 154.83 89.0%
小体育室 29.00 2.00 6.9% 152.00 131.00 86.2% 22.00 203.00 155.00 76.4%

トレーニングルーム 394.00 394.00 100.0% 0.00 394.00 394.00 100.0%
合計 555.00 490.75 88.4%

庭球場 207.00 203.00 98.1% 0.00 207.00 203.00 98.1%
体育館 170.00 148.75 87.5% 4.00 174.00 152.75 87.8%

小体育室 116.00 77.00 66.4% 58.00 174.00 135.00 77.6%

妙正寺体育館

上井草スポーツセンター

妙正寺体育館

上井草スポーツセンター

上井草スポーツセンター

妙正寺体育館

上井草スポーツセンター

妙正寺体育館



１２月
合計 1492.50 1289.92 86.4%

庭球場 - - - - - - - - - -
運動場 95 61.00 64.2% 10.50 105.50 71.50 67.8%
弓道場 162.00 162.00 100.0% 0.00 162.00 162.00 100.0%

小運動場（ゲートボール場） 284.00 191.00 67.3% 38.00 322.00 229.00 71.1%
温水プール 184.00 184.00 100.0% 0.00 184.00 184.00 100.0%

体育館 156.00 130.42 83.6% 6.00 162.00 136.42 84.2%
小体育室 27.00 2.00 7.4% 135.00 110.00 81.5% 27.00 189.00 139.00 73.5%

トレーニングルーム 368.00 368.00 100.0% 0.00 368.00 368.00 100.0%
合計 509.00 444.00 87.2%

庭球場 197.00 192.00 97.5% 0.00 197.00 192.00 97.5%
体育館 153.00 137.50 89.9% 3.00 156.00 140.50 90.1%

小体育室 110.00 65.50 59.5% 46.00 156.00 111.50 71.5%

１月
合計 1477.50 1263.25 85.5%

庭球場 - - - - - - - - - -
運動場 95.5 50.00 52.4% 7.00 102.50 57.00 55.6%
弓道場 162.00 162.00 100.0% 0.00 162.00 162.00 100.0%

小運動場（ゲートボール場） 277.00 189.00 68.2% 36.00 313.00 225.00 71.9%
温水プール 183.00 183.00 100.0% 0.00 183.00 183.00 100.0%

体育館 156.00 131.25 84.1% 6.00 162.00 137.25 84.7%
小体育室 27.00 2.00 7.4% 143.00 112.00 78.3% 19.00 189.00 133.00 70.4%

トレーニングルーム 366.00 366.00 100.0% 0.00 366.00 366.00 100.0%
合計 488.00 424.50 87.0%

庭球場 176.00 170.00 96.6% 0.00 176.00 170.00 96.6%
体育館 153.00 135.00 88.2% 3.00 156.00 138.00 88.5%

小体育室 107.00 67.50 63.1% 49.00 156.00 116.50 74.7%

２月
合計 1548.75 1370.58 88.5%

庭球場 - - - - - - - - - -
運動場 104.25 69.25 66.4% 7.50 111.75 76.75 68.7%
弓道場 164.00 164.00 100.0% 4.00 168.00 168.00 100.0%

小運動場（ゲートボール場） 287.00 207.00 72.1% 48.00 335.00 255.00 76.1%
温水プール 190.00 190.00 100.0% 0.00 190.00 190.00 100.0%

体育館 162.00 146.83 90.6% 6.00 168.00 152.83 91.0%
小体育室 28.00 2.00 7.1% 143.00 121.00 84.6% 25.00 196.00 148.00 75.5%

トレーニングルーム 380.00 380.00 100.0% 0.00 380.00 380.00 100.0%
合計 553.00 504.25 91.2%

庭球場 217.00 216.00 99.5% 0.00 217.00 216.00 99.5%
体育館 166.00 157.75 95.0% 2.00 168.00 159.75 95.1%

小体育室 115.00 75.50 65.7% 53.00 168.00 128.50 76.5%

３月
合計 934.91 886.16 94.8%

庭球場 - - - - - - - - - -
運動場 6.75 3.00 44.4% 27.5 18.25 66.4% 1.00 35.25 22.25 63.1%
弓道場 56.00 56.00 100.0% 0.00 56.00 56.00 100.0%

小運動場（ゲートボール場） 87.00 70.00 80.5% 2.00 89.00 72.00 80.9%
温水プール 191.00 190.83 99.9% 0.00 191.00 190.83 99.9%

体育館 64.33 63.25 98.3% 5.83 70.16 69.08 98.5%
小体育室 9.00 1.00 11.1% 51.50 42.00 81.6% 25.00 85.50 68.00 79.5%

トレーニングルーム 408.00 408.00 100.0% 0.00 408.00 408.00 100.0%
合計 203.00 187.25 92.2%

庭球場 50.00 50.00 100.0% 0.00 50.00 50.00 100.0%
体育館 69.00 65.25 94.6% 2.00 71.00 67.25 94.7%

小体育室 37.00 25.00 67.6% 45.00 82.00 70.00 85.4%

妙正寺体育館

妙正寺体育館

上井草スポーツセンター

妙正寺体育館

上井草スポーツセンター

妙正寺体育館

上井草スポーツセンター

上井草スポーツセンター



自主事業
平成２９年度

上井草スポーツセンター

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

通年 (月)幼児体操 体操 通年 不開示 不開示
フロア (月)小学生体操 体操 通年 不開示 不開示

(月)幼児空手 武道 通年 不開示 不開示
(月)小学生空手 武道 通年 不開示 不開示
(火)幼児ﾊﾞﾚｴ ダンス 通年 不開示 不開示
(火)小学生ﾊﾞﾚｴ（1～3年） ダンス 通年 不開示 不開示
(火)小学生ﾊﾞﾚｴ（4～6年） ダンス 通年 不開示 不開示
(水)幼児体操 体操 通年 不開示 不開示
(水)小学生体操 体操 通年 不開示 不開示
(金)乳幼児体操 体操 通年 不開示 不開示
(金)幼児HIPHOP ダンス 通年 不開示 不開示
(金)小学生HIPHOP（1～3年） ダンス 通年 不開示 不開示
(金)小学生HIPHOP（4～6年） ダンス 通年 不開示 不開示
(土)中学生HIPHOP ダンス 通年 不開示 不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

定期 (月)かんたんエアロ９ ダンス 年3期 不開示 不開示

フロア (月)オリジナルヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(月)ボディシェイプ ダンス 年3期 不開示 不開示

(月)ピラティス ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(月)バレトン ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(月)ストレッチ＆ピラティス ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(火)ヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(火)オリジナルヨガ１０ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(火)オリジナルダンス ダンス 年3期 不開示 不開示

(火)ダンベルシェイプハード ダンス 年3期 不開示 不開示

(火)成人バレエ【初級70分】　女性限定 ダンス 年3期 不開示 不開示

(火)オリジナルヨガ２０ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(水)かんたんステップ ダンス 年3期 不開示 不開示

(水)かんたんエアロ ダンス 年3期 不開示 不開示

(水)ヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(水)ピラティス12 ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(水)アロマストレッチ ダンス 年3期 不開示 不開示

(水)ボディリフレッシュ ダンス 年3期 不開示 不開示

(水)ピラティス19 ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(水)ファットバーンシェイプ ダンス 年3期 不開示 不開示

(木)【中級】健康法 ダンス 年3期 不開示 不開示

(木)ピラティス ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(木)ジャズダンス ダンス 年3期 不開示 不開示

(木)ボディシェイプ ダンス 年3期 不開示 不開示

(木)骨盤エクササイズ ダンス 年3期 不開示 不開示

(木)太極拳【初級】 武道 年3期 不開示 不開示

(木)太極拳【中級】 武道 年3期 不開示 不開示

(木)ヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(木)ダンベルシェイプ ダンス 年3期 不開示 不開示

(金)オリジナルヨガ９ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

別紙９



(金)骨盤エクササイズ ダンス 年3期 不開示 不開示

(金)オリジナルヨガ１４ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(金)オリジナルヨガ１９ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(金)オリジナルダンス ダンス 年3期 不開示 不開示

(土)ダンベルシェイプハード ダンス 年3期 不開示 不開示

(土)バランスシェイプ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(土)オリジナルヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(土)格闘技シェイプ ダンス 年3期 不開示 不開示

(土)リラックス・ヨガ【90分】 ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(土)はじめてHIPHOP ダンス 年3期 不開示 不開示

(土)HIPHOP ダンス 年3期 不開示 不開示

(日)ヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(日)ボディシェイプ ダンス 年3期 不開示 不開示

(日)キックシェイプ ダンス 年3期 不開示 不開示

(日)アロマストレッチ12 ダンス 年3期 不開示 不開示

(日)リフレッシュエアロ ダンス 年3期 不開示 不開示

(日)ファットバーンシェイプ ダンス 年3期 不開示 不開示

(日)初めてのピラティス ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(日)アロマストレッチ17 ダンス 年3期 不開示 不開示



事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

短期 (月)かんたんエアロ９ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(月)オリジナルヨガ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(月)ボディシェイプ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(月)ピラティス ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(月)バレトン ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(月)ストレッチ＆ピラティス ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(火)ヨガ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(火)オリジナルヨガ１０ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(火)オリジナルダンス ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(火)ダンベルシェイプハード ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(火)成人バレエ【初級70分】　女性限定 ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(火)オリジナルヨガ２０ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(水)かんたんステップ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(水)かんたんエアロ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(水)ヨガ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(水)ピラティス12 ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(水)アロマストレッチ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(水)ボディリフレッシュ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(水)ピラティス19 ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(水)ファットバーンシェイプ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)【中級】健康法 ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)ピラティス ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)ジャズダンス ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)ボディシェイプ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)骨盤エクササイズ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)太極拳【初級】 武道 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)太極拳【中級】 武道 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)ヨガ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)ダンベルシェイプ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(金)オリジナルヨガ９ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(金)骨盤エクササイズ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(金)オリジナルヨガ１４ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(金)オリジナルヨガ１９ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(金)オリジナルダンス ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(土)ダンベルシェイプハード ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(土)バランスシェイプ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(土)オリジナルヨガ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(土)格闘技シェイプ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(土)リラックス・ヨガ【90分】 ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(土)はじめてHIPHOP ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(土)HIPHOP ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(日)ヨガ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(日)ボディシェイプ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(日)キックシェイプ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(日)アロマストレッチ12 ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(日)リフレッシュエアロ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(日)ファットバーンシェイプ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(日)初めてのピラティス ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(日)アロマストレッチ17 ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示



事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

通年 (月)初めての成人水泳 水泳 通年 不開示 不開示
大人プール (月)ゆったり4泳法 水泳 通年 不開示 不開示

(水)成人水泳（初中級）10：55～ 水泳 通年 不開示 不開示

(水)成人水泳（上級） 水泳 通年 不開示 不開示

(水)成人水泳（初中級）19：55～ 水泳 通年 不開示 不開示

(木)成人水泳（初中級）9：55～ 水泳 通年 不開示 不開示

(木)初めての成人水泳 水泳 通年 不開示 不開示

(木)ゆったり4泳法18：55～ 水泳 通年 不開示 不開示

(金)成人水泳（初中級）12:55～ 水泳 通年 不開示 不開示

(金)成人水泳（上級） 水泳 通年 不開示 不開示



通年 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
こどもプール (月)小学生水泳Ｂ 水泳 通年 不開示 不開示

(火)小学生水泳Ｂ 水泳 通年 不開示 不開示

(水)初めてアヒル 水泳 通年 不開示 不開示

(水)幼児水泳① 水泳 通年 不開示 不開示

(水)幼児水泳② 水泳 通年 不開示 不開示

(水)小学生１ 水泳 通年 不開示 不開示

(水)小学生２ 水泳 通年 不開示 不開示

(木)幼児水泳① 水泳 通年 不開示 不開示

(木)幼児水泳② 水泳 通年 不開示 不開示

(木)小学生１ 水泳 通年 不開示 不開示

(木)小学生２ 水泳 通年 不開示 不開示

(金)幼児水泳① 水泳 通年 不開示 不開示

(金)幼児水泳② 水泳 通年 不開示 不開示

(金)小学生１ 水泳 通年 不開示 不開示

(金)小学生２ 水泳 通年 不開示 不開示

(土)幼児水泳① 水泳 通年 不開示 不開示

(土)幼児水泳② 水泳 通年 不開示 不開示

(土)小学生１ 水泳 通年 不開示 不開示

(土)小学生２ 水泳 通年 不開示 不開示

(月ー土)育成 水泳 通年 不開示 不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

速成 夏小１期　7/25-28 水泳 速成　7月 不開示 不開示

夏小2期　8/1-4 水泳 速成　8月 不開示 不開示

夏小3期　8/22-25 水泳 速成　8月 不開示 不開示

夏幼１期　7/25-28 水泳 速成　7月 不開示 不開示

夏幼2期　8/1-4 水泳 速成　8月 不開示 不開示

夏幼3期　8/22-25 水泳 速成　8月 不開示 不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

定期 (月)たっぷり燃焼水中運動 水泳 年3期 不開示 不開示

プール (月)膝腰痛予防改善運動 水泳 年3期 不開示 不開示

(月)元気の出るアクア 水泳 年3期 不開示 不開示

(火)アクアビクス(火) 水泳 年3期 不開示 不開示

(火)リフレッシュ・ウォーキング(火) 水泳 年3期 不開示 不開示

(火)水中運動 水泳 年3期 不開示 不開示

(水）アクアビクス（水） 水泳 年3期 不開示 不開示

(木)アクアビクス(木) 水泳 年3期 不開示 不開示

(金)脂肪燃焼系アクア(金) 水泳 年3期 不開示 不開示

(金)リフレッシュ・ウォーキング(金) 水泳 年3期 不開示 不開示

(金)ちょっと燃焼系水中運動 水泳 年3期 不開示 不開示

(土)はつらつ燃焼系水中運動 水泳 年3期 不開示 不開示

(土)脂肪燃焼系アクア(土) 水泳 年3期 不開示 不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

通年 （月）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

サッカー （月）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（月）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（月）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（水）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示



（水）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（水）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（水）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（水）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（金）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（金）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（金）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示 不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示 不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示 不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示 不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示 不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示 不開示

サッカースクール交流会 サッカー 通年 不開示 不開示

サッカースクール交流会 サッカー 通年 不開示 不開示

サッカースクール交流会 サッカー 通年 不開示 不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示 不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示 不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示 不開示



事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

はじめてラッコ 水泳

4/13･28　5/11･
12･19･25・26,6/1･
2･8･9･16･22･23･
29･30,10/5･6･12･

13･20･26･27,
11/2･9･10･24･30
12/7･8･14･15･
22,1/11･12･19･

25･26,2/1･2･8･9･
16･22･23,3/1･2･
8･9･16･22・23

不開示  不開示

レディースエンジョイフットボール サッカー

4/10･24
5/1･8･15･22･29

6/12･19･
267/3,10,24･

8/21,28･
9/4,11,2510/2･

23･30,
11/6･20･27,
12/11･18･

251/15,2/5･19･
26

3/12

不開示  不開示

幼児・児童のボールゲーム教室 体操

4/25,5/9･23
6/277/11･8/29･
9/12,2610/10･

24･11/28,12/12･
261/9,2/13･27

3/13･27

不開示  不開示

幼児・児童のボールゲーム教室 体操

4/25,5/9･23
6/277/11･8/29･
9/12,2610/10･

24･11/28,12/12･
261/9,2/13･27

3/13･27

不開示  不開示

放課後エンジョイフットボール サッカー

4/13･27,5/11･25
6/1･8･22･

297/6,13,27･
8/24,31･

9/7,1410/5･12･
26,

11/2･9,12/7･
141/11,2/8･22

3/1･22

不開示  不開示

イベント等(自主事業として実施）



放課後エンジョイフットボール サッカー

4/13･27,5/11･25
6/1･8･22･

297/6,13,27･
8/24,31･

9/1410/5･12･26,
11/2･9,12/7･
141/11,2/8･22

3/1･22

不開示  不開示

大人のサッカー教室初級クラス サッカー

4/14･21･28
5/12･19･26

6/2･9･16･23･
307/7,14,21･

8/25･
9/1,8,2910/27,11
/10･17･24,12/1･
151/12･19,2/9･
16･23,3/2･9･23

不開示  不開示

大人のサッカー教室中上級クラス サッカー

4/14･21･28
5/12･19･26

6/2･9･16･23･
307/7,14,21･8/25･
9/1,8,15,2910/27,11

/10･17･24,12/1･
151/12･19,2/9･16･

23,3/2･9･23

不開示  不開示



事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

大人のサッカー教室アドバンスクラス サッカー

4/19･26
5/17･24･31

6/7･14･
287/5,12,19･
8/9,23,30･

9/6,13,20,2710/4
･11･18,

11/1･8･15･29,
12/6･13･201/10･

31,2/7･14
21･28,3/7

不開示  不開示

個サル フットサル

4/23,5/7･27
6/4･11･

247/2,9,23･
8/6,26･

9/2,10,2410/1,11
/5･12･26,12/10･
241/14･28,2/4･

11
3/4･11･25

不開示  不開示

バレーボール教室 バレーボール

4/6,6/1･297/6･
8/3･

9/2810/5,11/2･
30,12/71/11,2/1,

3/1

不開示  不開示

バレーボール教室 バレーボール

4/13･28　5/11･
12･19･25・26,6/1･
2･8･9･16･22･23･
29･317/13･8/24･

9/1410/12･
26,11/9･

12/141/25,2/8･
22

3/8･22

不開示  不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

第6回上井草スポーツセンター
水泳記録会

水泳 4/1 不開示  不開示

わいわいサッカー広場 サッカー 6/4 不開示  不開示

杉並区ジュニア･マスターズ水泳
大会

水泳 5/14 不開示  不開示

西部ブロック公認記録会 水泳 6/4 不開示  不開示

女子サッカー交流会 サッカー 7/17,11/3 不開示  不開示

ボールで楽しく遊ぼう！ サッカー 7/9 不開示  不開示

1ＤＡＹサッカー体験会 サッカー 7/9 不開示  不開示

夏休みジュニアサッカー広場 サッカー 8/2･9 不開示  不開示

親子運動広場 サッカー 8/10 不開示  不開示

ボールで楽しく遊ぼう！ サッカー 8/26 不開示  不開示



1ＤＡＹサッカー体験会 サッカー 8/26 不開示  不開示

キッズドッヂボール ドッヂボール 8/31,11/5 不開示  不開示

女性＆初心者向け個サル フットサル 9/18 不開示  不開示

西部公認記録会 水泳 7/1 不開示  不開示

杉並区区民体育祭夏期大会水
泳競技会（兼学童水泳大会）

水泳 9/3 不開示  不開示

第106回TAC水泳記録会 水泳 9/23 不開示  不開示

大人のサッカー交流会～蹴り納め～ サッカー 12/22 不開示  不開示

冬休みジュニアサッカー広場 サッカー 12/24 不開示  不開示

はじめてラッコお楽しみ会 水泳 12/22 不開示  不開示

第7回
上井草スポーツセンター記録会

水泳 12/24 不開示  不開示

第7回上井草スポーツセンター
記録会 お楽しみ会

水泳 12/24 不開示  不開示

すぎなみ舞祭り2017 ダンス 10/15 不開示  不開示

西部・南部ブロック合同公認記録会 水泳 10/15 不開示  不開示

西部･北部ブロック公認記録会 水泳 12/10 不開示  不開示

バレーボール観戦セミナー バレーボール 1/13 不開示  不開示

ボールで楽しく遊ぼう！ サッカー 1/21,2/11 不開示  不開示

ボールで楽しく遊ぼう！ サッカー 1/21,2/11 不開示  不開示

1ＤＡＹサッカー体験会 サッカー 1/21,2/11 不開示  不開示

キッズドッジボール ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ 2/18 不開示  不開示

はじめてラッコお楽しみ会 水泳 3/23 不開示  不開示

第８回
上井草スポーツセンター記録会

水泳 3/31 不開示  不開示

東京都ジュニアスプリント水泳大
会

水泳 3/3･4 不開示  不開示

＜ワセダクラブ＞

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

チアリーディングスクール チアリーディング 通年 不開示 不開示

チアリーディングスクール チアリーディング 通年 不開示 不開示

チアリーディングスクール チアリーディング 通年 不開示 不開示

バスケットボールスクール バスケットボール 通年 不開示 不開示

＜シミズオクトベースボールアカデミー＞

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

野球教室 野球 通年 不開示 不開示

野球教室 野球 通年 不開示 不開示

野球教室 野球 通年 不開示 不開示

野球教室 野球 通年 不開示 不開示

協力団体による自主事業



妙正寺体育館
事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

通年 (火)幼児　HIPHOP ダンス 通年 不開示 不開示

子ども (火)小学生低学年　HIPHOP ダンス 通年 不開示 不開示

フロア (火)小学生高学年　HIPHOP ダンス 通年 不開示 不開示

(木)幼児　体操 体操 通年 不開示 不開示

(木)小学生低学年　体操 体操 通年 不開示 不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

定期 (火)美・サルサ ダンス 年3期 不開示 不開示

大人 (火)ボディシェイプ中級 ダンス 年3期 不開示 不開示

フロア (水)骨盤チューニング ダンス 年3期 不開示 不開示

(水)ビューティーエクササイズ
※女性限定

ダンス 年3期 不開示 不開示

(水)パワーヨガ ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 年3期 不開示 不開示

(水)静☆ヨガ ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 年3期 不開示 不開示

(木)ストロングヨガ＆リラックス ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 年3期 不開示 不開示

フラダンス フラダンス 年3期 不開示 不開示

かんたんダンスエアロ ダンス 年3期 不開示 不開示

筋コンエクササイズ ダンス 年3期 不開示 不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

短期 (火)美・サルサ ダンス 短期7～8月 不開示 不開示

大人 (火)ボディシェイプ中級 ダンス 短期7～8月 不開示 不開示

フロア (水)骨盤チューニング ダンス 短期7～8月 不開示 不開示

(水)ビューティーエクササイズ
※女性限定

ダンス 短期7～8月 不開示 不開示

(水)パワーヨガ ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 短期7～8月 不開示 不開示

(水)静☆ヨガ ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 短期7～8月 不開示 不開示

(木)ストロングヨガ＆リラックス ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 短期7～8月 不開示 不開示

フラダンス フラダンス 短期7～8月 不開示 不開示

かんたんダンスエアロ ダンス 短期7～8月 不開示 不開示

筋コンエクササイズ ダンス 短期7～8月 不開示 不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

ふらっと 大人のフットサル教室 フットサル 10～3月 不開示 不開示

サッカー

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

イベント 幼児・児童のボールゲーム教室 サッカー 8/1,8/22 不開示  不開示



平成３０年度

上井草スポーツセンター

通年 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
子ども (月)幼児体操 体操 通年 不開示 不開示
フロア (月)小学生体操 体操 通年 不開示 不開示

(月)幼児空手 武道 通年 不開示 不開示
(月)小学生空手 武道 通年 不開示 不開示
(火)幼児ﾊﾞﾚｴ ダンス 通年 不開示 不開示
(火)小学生ﾊﾞﾚｴ（1～3年） ダンス 通年 不開示 不開示
(火)小学生ﾊﾞﾚｴ（4～6年） ダンス 通年 不開示 不開示
(水)幼児体操 体操 通年 不開示 不開示
(水)小学生体操 体操 通年 不開示 不開示
(金)乳幼児体操 体操 通年 不開示 不開示
(金)幼児HIPHOP ダンス 通年 不開示 不開示
(金)小学生HIPHOP（1～3年） ダンス 通年 不開示 不開示
(金)小学生HIPHOP（4～6年） ダンス 通年 不開示 不開示
(土)中学生HIPHOP ダンス 通年 不開示 不開示

定期 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
大人 (月)かんたんエアロ９ ダンス 年3期 不開示 不開示

フロア (月)オリジナルヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(月)ボディシェイプ ダンス 年3期 不開示 不開示

(月)ピラティス ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(月)バレトン ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(月)ストレッチ＆ピラティス ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(火)ヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(火)オリジナルヨガ１０ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(火)オリジナルダンス ダンス 年3期 不開示 不開示

(火)ダンベルシェイプハード ダンス 年3期 不開示 不開示

(火)成人バレエ【初級70分】　女性限定 ダンス 年3期 不開示 不開示

(火)オリジナルヨガ２０ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(水)かんたんステップ ダンス 年3期 不開示 不開示

(水)かんたんエアロ ダンス 年3期 不開示 不開示

(水)ヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(水)ピラティス12 ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(水)アロマストレッチ ダンス 年3期 不開示 不開示

(水)ボディリフレッシュ ダンス 年3期 不開示 不開示

(水)ピラティス19 ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(水)ファットバーンシェイプ ダンス 年3期 不開示 不開示

(木)【中級】健康法 ダンス 年3期 不開示 不開示

(木)ピラティス ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(木)ジャズダンス ダンス 年3期 不開示 不開示

(木)ボディシェイプ ダンス 年3期 不開示 不開示

(木)骨盤エクササイズ ダンス 年3期 不開示 不開示

(木)太極拳【初級】 武道 年3期 不開示 不開示

(木)太極拳【中級】 武道 年3期 不開示 不開示

(木)ヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(木)ダンベルシェイプ ダンス 年3期 不開示 不開示

(金)オリジナルヨガ９ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(金)骨盤エクササイズ ダンス 年3期 不開示 不開示

(金)オリジナルヨガ１４ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示



(金)オリジナルヨガ１９ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(金)オリジナルダンス ダンス 年3期 不開示 不開示

(土)ダンベルシェイプハード ダンス 年3期 不開示 不開示

(土)バランスシェイプ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(土)オリジナルヨガ ダンス 年3期 不開示 不開示

(土)格闘技シェイプ ダンス 年3期 不開示 不開示

(土)リラックス・ヨガ【90分】 ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(土)はじめてHIPHOP ダンス 年3期 不開示 不開示

(土)HIPHOP ダンス 年3期 不開示 不開示

(日)ヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(日)ボディシェイプ ダンス 年3期 不開示 不開示

(日)キックシェイプ ダンス 年3期 不開示 不開示

(日)アロマストレッチ ダンス 年3期 不開示 不開示

(日)楽々エアロ＆ストレッチ ダンス 年3期 不開示 不開示

(日)ファットバーンシェイプ ダンス 年3期 不開示 不開示

(日)初めてのピラティス ヨガ・ピラティス 年3期 不開示 不開示

(日)リセットアロマストレッチ ダンス 年3期 不開示 不開示



短期 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

大人 (月)かんたんエアロ９ ダンス 7～8月 不開示 不開示
フロア (月)オリジナルヨガ ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(月)ボディシェイプ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(月)ピラティス ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(月)バレトン ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(月)ストレッチ＆ピラティス ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(火)ヨガ ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(火)オリジナルヨガ１０ ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(火)オリジナルダンス ダンス 7～8月 不開示 不開示

(火)ダンベルシェイプハード ダンス 7～8月 不開示 不開示

(火)成人バレエ【初級70分】　女性限定 ダンス 7～8月 不開示 不開示

(火)オリジナルヨガ２０ ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(水)かんたんステップ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(水)かんたんエアロ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(水)ヨガ ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(水)ピラティス12 ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(水)アロマストレッチ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(水)ボディリフレッシュ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(水)ピラティス19 ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(水)ファットバーンシェイプ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(木)【中級】健康法 ダンス 7～8月 不開示 不開示

(木)ピラティス ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(木)ジャズダンス ダンス 7～8月 不開示 不開示

(木)ボディシェイプ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(木)骨盤エクササイズ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(木)太極拳【初級】 武道 7～8月 不開示 不開示

(木)太極拳【中級】 武道 7～8月 不開示 不開示

(木)ヨガ ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(木)ダンベルシェイプ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(金)オリジナルヨガ９ ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(金)骨盤エクササイズ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(金)オリジナルヨガ１４ ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(金)オリジナルヨガ１９ ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(金)オリジナルダンス ダンス 7～8月 不開示 不開示

(土)ダンベルシェイプハード ダンス 7～8月 不開示 不開示

(土)バランスシェイプ ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(土)オリジナルヨガ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(土)格闘技シェイプ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(土)リラックス・ヨガ【90分】 ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(土)はじめてHIPHOP ダンス 7～8月 不開示 不開示

(土)HIPHOP ダンス 7～8月 不開示 不開示

(日)ヨガ ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(日)ボディシェイプ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(日)キックシェイプ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(日)アロマストレッチ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(日)楽々エアロ＆ストレッチ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(日)ファットバーンシェイプ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(日)初めてのピラティス ヨガ・ピラティス 7～8月 不開示 不開示

(日)リセットアロマストレッチ ダンス 7～8月 不開示 不開示



事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
通年 (月)初めての成人水泳 水泳 通年 不開示 不開示
大人 (月)ゆったり4泳法 水泳 通年 不開示 不開示

プール (水)成人水泳（初中級）10：55～ 水泳 通年 不開示 不開示

(水)成人水泳（上級） 水泳 通年 不開示 不開示

(水)成人水泳（初中級）19：55～ 水泳 通年 不開示 不開示

(木)成人水泳（初中級）9：55～ 水泳 通年 不開示 不開示

(木)初めての成人水泳 水泳 通年 不開示 不開示

(木)ゆったり4泳法18：55～ 水泳 通年 不開示 不開示

(金)成人水泳（初中級）12:55～ 水泳 通年 不開示 不開示

(金)成人水泳（上級） 水泳 通年 不開示 不開示

通年 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
子ども (月)小学生水泳Ｂ 水泳 通年 不開示 不開示
プール (火)小学生水泳Ｂ 水泳 通年 不開示 不開示

(水)初めてアヒル 水泳 通年 不開示 不開示

(水)幼児水泳① 水泳 通年 不開示 不開示

(水)幼児水泳② 水泳 通年 不開示 不開示

(水)小学生１ 水泳 通年 不開示 不開示

(水)小学生２ 水泳 通年 不開示 不開示

(木)幼児水泳① 水泳 通年 不開示 不開示

(木)幼児水泳② 水泳 通年 不開示 不開示

(木)小学生１ 水泳 通年 不開示 不開示

(木)小学生２ 水泳 通年 不開示 不開示

(金)幼児水泳① 水泳 通年 不開示 不開示

(金)幼児水泳② 水泳 通年 不開示 不開示

(金)小学生１ 水泳 通年 不開示 不開示

(金)小学生２ 水泳 通年 不開示 不開示

(土)幼児水泳① 水泳 通年 不開示 不開示

(土)幼児水泳② 水泳 通年 不開示 不開示

(土)小学生１ 水泳 通年 不開示 不開示

(土)小学生２ 水泳 通年 不開示 不開示

(月ー土)育成 水泳 通年 不開示 不開示



速成 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
子ども 夏小１期　7/25-28 水泳 速成　7月 不開示 不開示
プール 夏小2期　8/1-4 水泳 速成　8月 不開示 不開示

夏小3期　8/22-25 水泳 速成　8月 不開示 不開示

夏幼１期　7/25-28 水泳 速成　7月 不開示 不開示

夏幼2期　8/1-4 水泳 速成　8月 不開示 不開示

夏幼3期　8/22-25 水泳 速成　8月 不開示 不開示

定期 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
大人 (月)たっぷり燃焼水中運動 水泳 年3期 不開示 不開示

プール (月)膝腰痛予防改善運動 水泳 年3期 不開示 不開示

(月)元気の出るアクア 水泳 年3期 不開示 不開示

(火)アクアビクス(火) 水泳 年3期 不開示 不開示

(火)リフレッシュ・ウォーキング(火) 水泳 年3期 不開示 不開示

(火)水中運動 水泳 年3期 不開示 不開示

(水）アクアビクス（水） 水泳 年3期 不開示 不開示

(木)アクアビクス(木) 水泳 年3期 不開示 不開示

(金)脂肪燃焼系アクア(金) 水泳 年3期 不開示 不開示

(金)リフレッシュ・ウォーキング(金) 水泳 年3期 不開示 不開示

(金)ちょっと燃焼系水中運動 水泳 年3期 不開示 不開示

(土)はつらつ燃焼系水中運動 水泳 年3期 不開示 不開示

(土)脂肪燃焼系アクア(土) 水泳 年3期 不開示 不開示

通年 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
子ども （月）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示
ｻｯｶｰ （月）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（月）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（月）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（水）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（水）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（水）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（水）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（水）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（金）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（金）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

（金）サッカースクール サッカー 通年 不開示 不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示 不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示 不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示 不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示 不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示 不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示 不開示

サッカースクール交流会 サッカー 不開示 不開示

サッカースクール交流会 サッカー 不開示 不開示

サッカースクール交流会 サッカー 不開示 不開示



妙正寺体育館
通年 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

子ども (火)幼児　HIPHOP ダンス 通年 不開示 不開示
フロア (火)小学生低学年　HIPHOP ダンス 通年 不開示 不開示

(火)小学生高学年　HIPHOP ダンス 通年 不開示 不開示

(木)幼児　体操 体操 通年 不開示 不開示

(木)小学生低学年　体操 体操 通年 不開示 不開示

定期 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
大人

フロア
(火)美・サルサ ダンス 年3期 不開示 不開示

(火)ボディシェイプ中級 ダンス 年3期 不開示 不開示

(水)骨盤チューニング ダンス 年3期 不開示 不開示

(水)ビューティーエクササイズ
※女性限定

ダンス 年3期 不開示 不開示

(水)パワーヨガ ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 年3期 不開示 不開示

(水)静☆ヨガ ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 年3期 不開示 不開示

(木)ストロングヨガ＆リラックス ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 年3期 不開示 不開示

フラダンス フラダンス 年3期 不開示 不開示

かんたんダンスエアロ ダンス 年3期 不開示 不開示

筋コンエクササイズ ダンス 年3期 不開示 不開示

短期 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
大人

フロア (火)美・サルサ ダンス 7～8月 不開示 不開示

(火)ボディシェイプ中級 ダンス 7～8月 不開示 不開示

(水)骨盤チューニング ダンス 7～8月 不開示 不開示

(水)ビューティーエクササイズ
※女性限定

ダンス 7～8月 不開示 不開示

(水)パワーヨガ ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 7～8月 不開示 不開示

(水)静☆ヨガ ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 7～8月 不開示 不開示

(木)ストロングヨガ＆リラックス ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 7～8月 不開示 不開示

フラダンス フラダンス 7～8月 不開示 不開示

かんたんダンスエアロ ダンス 7～8月 不開示 不開示

筋コンエクササイズ ダンス 7～8月 不開示 不開示

ふらっと 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）
ｻｯｶｰ 大人のフットサル教室 フットサル 4～3月 不開示 不開示

上井草スポーツセンター

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

はじめてラッコ 水泳

4/5･20･26･27,
5/10･11･18･24･

25･31,
6/1･7･8･14･22･

28･29
9/6･7･13･14･

21･27･28
10/4･5･11･12･

19･25･26

不開示  不開示

イベント等(自主事業として実施）



レディースエンジョイフットボール サッカー

4/9･16･23
5/14･21･28

6/4･257/2・9・
16

9/310/1･22･29

不開示  不開示

幼児・児童のボールゲーム教室 体操

4/10,5/8･22
6/12･26,7/10・

24
8/28,9/11,10/9

･23

不開示  不開示

幼児・児童のボールゲーム教室 体操

4/10･24,5/8･22
6/26,7/10・24

8/28,9/11,10/9
･23

不開示  不開示

放課後エンジョイフットボール サッカー

4/12･26
5/10･24･31
6/7･14･28
7/12・26
8/23･30

9/6・13・27
10/4･11･
25,11/1

不開示  不開示

放課後エンジョイフットボール サッカー

4/12･26
5/10･24･31
6/7･14･28
7/12・26
8/23･30

9/6・13・27
10/4･11･
25,11/1

不開示  不開示

大人のサッカー教室
初級クラス

サッカー

4/13･20･27
5/11･18･25
6/1･8･22･29

7/13・20
9/7・14・28

10/12･26,11/2

不開示  不開示

大人のサッカー教室
中上級クラス

サッカー
4/13･20･27
5/11･18･25
6/1･8･22･29

不開示  不開示

個サル フットサル
4/8･22,5/27,6/24

7/8･14,8/26,
9/23,10/13･27

不開示  不開示



バレーボール教室 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
4/5,5/31,6/7
7/5,8/30,9/6

10/4,11/1
不開示  不開示

バレーボール教室 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

4/12･26,5/10･24
6/14･28,7/12
8/9･23,9/27
10/11･25

不開示  不開示

キッズドッジボール ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ 4/8 不開示  不開示

大人のサッカー教室
アドバンスクラス

サッカー

5/9
6/13･27

7/4・11・18
9/5・12・19

10/3･10･24･31

不開示  不開示

女性＆初心者向け個サル サッカー
5/12,6/2,7/29,9/

8
不開示  不開示

上井草ボールあそび広場 サッカー 5/12,7/14,9/8 不開示  不開示

上井草ボールあそび広場 サッカー 5/12,7/14,9/8 不開示  不開示



事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

杉並区ジュニア・マスターズ水泳大会 水泳 5/13 不開示 不開示

夏休みジュニアサッカー広場 サッカー 8/6･27･29 不開示 不開示

個サッカー サッカー
8/10･22･24･29

3/20
不開示 不開示

女子サッカー交流会 サッカー 9/24 不開示 不開示

杉並区区民体育祭夏期大会
水泳競技会（兼学童水泳大会）

水泳 9/2 不開示 不開示

第106回TAC水泳記録会 水泳 9/23 不開示 不開示

すぎなみ舞祭り2018 ダンス 10/14 不開示 不開示

ジュニアサッカー教室 サッカー 3/20 不開示 不開示

第9回
上井草スポーツセンター記録会

水泳 3/29 不開示 不開示

妙正寺体育館

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

幼児・児童のボールゲーム教室 体操 8/21 不開示  不開示

放課後サッカー教室
(年少)

サッカー
11/2･19
12/10･26

1/25,2/8,3/13
不開示  不開示

放課後サッカー教室
(年中・年長)

サッカー

11/2･19
12/17･26

1/11･
21,2/8,3/11

不開示  不開示

放課後サッカー教室
(小学1～3年生)

サッカー

11/5･16･26
12/10･26

1/11･
21,2/8,3/13

不開示  不開示

放課後サッカー教室
(小学4～6年生)

サッカー
11/5･16･26
12/17･26

1/25,2/8,3/11
不開示  不開示

＜ワセダクラブ＞

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

チアリーディングスクール ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 通年 不開示 不開示

チアリーディングスクール ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 通年 不開示 不開示

チアリーディングスクール ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 通年 不開示 不開示

バスケットボールスクール ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 通年 不開示 不開示

＜シミズオクトベースボールアカデミー＞

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

野球教室 野球 通年 不開示 不開示

野球教室 野球 通年 不開示 不開示

野球教室 野球 通年 不開示 不開示

野球教室 野球 通年 不開示 不開示

協力団体による自主事業



令和元年度

上井草スポーツセンター

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

通年 (月)幼児体操 体操 通年 不開示 不開示
フロア (月)小学生体操 体操 通年 不開示 不開示

(月)幼児空手 武道 通年 不開示 不開示
(月)小学生空手 武道 通年 不開示 不開示
(火)幼児ﾊﾞﾚｴ ダンス 通年 不開示 不開示
(火)小学生ﾊﾞﾚｴ（1～3年） ダンス 通年 不開示 不開示
(火)小学生ﾊﾞﾚｴ（4～6年） ダンス 通年 不開示 不開示
(水)幼児体操 体操 通年 不開示 不開示
(水)小学生体操 体操 通年 不開示 不開示
(金)乳幼児体操 体操 通年 不開示 不開示
(金)幼児HIPHOP ダンス 通年 不開示 不開示
(金)小学生HIPHOP（1～3年） ダンス 通年 不開示 不開示
(金)小学生HIPHOP（4～6年） ダンス 通年 不開示 不開示
(土)中学生HIPHOP ダンス 通年 不開示 不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

定期 (月)かんたんエアロ９ ダンス 年3期 不開示  不開示

フロア (月)オリジナルヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(月)ボディシェイプ ダンス 年3期 不開示  不開示

(月)ピラティス ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(月)バレトン ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(月)ストレッチ＆ピラティス ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(火)ヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(火)オリジナルヨガ１０ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(火)オリジナルダンス ダンス 年3期 不開示  不開示

(火)ダンベルシェイプハード ダンス 年3期 不開示  不開示

(火)成人バレエ【初級70分】　女性限定 ダンス 年3期 不開示  不開示

(火)オリジナルヨガ２０ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(水)かんたんステップ ダンス 年3期 不開示  不開示

(水)かんたんエアロ ダンス 年3期 不開示  不開示

(水)ヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(水)ピラティス12 ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(水)アロマストレッチ ダンス 年3期 不開示  不開示

(水)ボディリフレッシュ ダンス 年3期 不開示  不開示

(水)ピラティス19 ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(水)ファットバーンシェイプ ダンス 年3期 不開示  不開示

(木)【中級】健康法 ダンス 年3期 不開示  不開示

(木)ピラティス ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(木)ジャズダンス ダンス 年3期 不開示  不開示

(木)ボディシェイプ ダンス 年3期 不開示  不開示

(木)骨盤エクササイズ ダンス 年3期 不開示  不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

(木)太極拳【初級】 武道 年3期 不開示  不開示

(木)太極拳【中級】 武道 年3期 不開示  不開示

(木)ヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(木)ダンベルシェイプ ダンス 年3期 不開示  不開示

(金)オリジナルヨガ９ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(金)骨盤エクササイズ ダンス 年3期 不開示  不開示

(金)オリジナルヨガ１４ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(金)オリジナルヨガ１９ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(金)オリジナルダンス ダンス 年3期 不開示  不開示

(土)ダンベルシェイプハード ダンス 年3期 不開示  不開示

(土)バランスシェイプ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(土)オリジナルヨガ ダンス 年3期 不開示  不開示

(土)格闘技シェイプ ダンス 年3期 不開示  不開示

(土)リラックス・ヨガ【90分】 ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(土)はじめてHIPHOP ダンス 年3期 不開示  不開示

(土)HIPHOP ダンス 年3期 不開示  不開示

(日)ヨガ ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(日)ボディシェイプ ダンス 年3期 不開示  不開示

(日)キックシェイプ ダンス 年3期 不開示  不開示

(日)アロマストレッチ ダンス 年3期 不開示  不開示

(日)楽々エアロ＆ストレッチ ダンス 年3期 不開示  不開示

(日)ファットバーンシェイプ ダンス 年3期 不開示  不開示



(日)初めてのピラティス ヨガ・ピラティス 年3期 不開示  不開示

(日)リセットアロマストレッチ ダンス 年3期 不開示  不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

短期 (月)かんたんエアロ９ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(月)オリジナルヨガ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(月)ボディシェイプ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(月)ピラティス ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(月)バレトン ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(月)ストレッチ＆ピラティス ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(火)ヨガ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(火)オリジナルヨガ１０ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(火)オリジナルダンス ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(火)ダンベルシェイプハード ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(火)成人バレエ【初級70分】　女性限定 ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(火)オリジナルヨガ２０ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(水)かんたんステップ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(水)かんたんエアロ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(水)ヨガ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(水)ピラティス12 ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(水)アロマストレッチ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(水)ボディリフレッシュ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(水)ピラティス19 ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(水)ファットバーンシェイプ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)【中級】健康法 ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)ピラティス ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)ジャズダンス ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)ボディシェイプ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)骨盤エクササイズ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)太極拳【初級】 武道 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)太極拳【中級】 武道 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)ヨガ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(木)ダンベルシェイプ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(金)オリジナルヨガ９ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(金)骨盤エクササイズ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(金)オリジナルヨガ１４ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(金)オリジナルヨガ１９ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(金)オリジナルダンス ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(土)ダンベルシェイプハード ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(土)バランスシェイプ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(土)オリジナルヨガ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(土)格闘技シェイプ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(土)リラックス・ヨガ【90分】 ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(土)はじめてHIPHOP ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(土)HIPHOP ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(日)ヨガ ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(日)ボディシェイプ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(日)キックシェイプ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(日)アロマストレッチ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(日)楽々エアロ＆ストレッチ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(日)ファットバーンシェイプ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

(日)初めてのピラティス ヨガ・ピラティス 短期　7・8月 不開示 不開示

(日)リセットアロマストレッチ ダンス 短期　7・8月 不開示 不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

通年 (月)初めての成人水泳 水泳 通年 不開示  不開示
大人プール (月)ゆったり4泳法 水泳 通年 不開示  不開示

(水)成人水泳（初中級）10：55～ 水泳 通年 不開示  不開示

(水)成人水泳（上級） 水泳 通年 不開示  不開示

(水)成人水泳（初中級）19：55～ 水泳 通年 不開示  不開示

(木)成人水泳（初中級）9：55～ 水泳 通年 不開示  不開示

(木)初めての成人水泳 水泳 通年 不開示  不開示

(木)ゆったり4泳法18：55～ 水泳 通年 不開示  不開示

(金)成人水泳（初中級）12:55～ 水泳 通年 不開示  不開示

(金)成人水泳（上級） 水泳 通年 不開示  不開示

通年 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）



こども
プール (月)小学生水泳Ｂ 水泳 通年 不開示  不開示

(火)小学生水泳Ｂ 水泳 通年 不開示  不開示

(水)初めてアヒル 水泳 通年 不開示  不開示

(水)幼児水泳① 水泳 通年 不開示  不開示

(水)幼児水泳② 水泳 通年 不開示  不開示

(水)小学生１ 水泳 通年 不開示  不開示

(水)小学生２ 水泳 通年 不開示  不開示

(木)幼児水泳① 水泳 通年 不開示  不開示

(木)幼児水泳② 水泳 通年 不開示  不開示

(木)小学生１ 水泳 通年 不開示  不開示

(木)小学生２ 水泳 通年 不開示  不開示

(金)幼児水泳① 水泳 通年 不開示  不開示

(金)幼児水泳② 水泳 通年 不開示  不開示

(金)小学生１ 水泳 通年 不開示  不開示

通年 事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

(金)小学生２ 水泳 通年 不開示　  不開示

(土)幼児水泳① 水泳 通年 不開示　  不開示

(土)幼児水泳② 水泳 通年 不開示　  不開示

(土)小学生１ 水泳 通年 不開示　  不開示

(土)小学生２ 水泳 通年 不開示　  不開示

(月ー土)育成 水泳 通年 不開示　  不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

速成 夏小１期　7/24-27 水泳 速成　7月 不開示 不開示

夏小2期　7/31-8/3 水泳 速成　8月 不開示 不開示

夏小3期　8/21-24 水泳 速成　8月 不開示 不開示

夏幼１期　7/24-27 水泳 速成　7月 不開示 不開示

夏幼2期　7/31-8/3 水泳 速成　8月 不開示 不開示

夏幼3期　8/21-24 水泳 速成　8月 不開示 不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

定期 (月)たっぷり燃焼水中運動 水泳 年3期 不開示  不開示

プール (月)膝腰痛予防改善運動 水泳 年3期 不開示  不開示

(月)元気の出るアクア 水泳 年3期 不開示  不開示

(火)アクアビクス(火) 水泳 年3期 不開示  不開示

(火)リフレッシュ・ウォーキング(火) 水泳 年3期 不開示  不開示

(火)水中運動 水泳 年3期 不開示  不開示

(水）アクアビクス（水） 水泳 年3期 不開示  不開示

(木)アクアビクス(木) 水泳 年3期 不開示  不開示

(金)脂肪燃焼系アクア(金) 水泳 年3期 不開示  不開示

(金)リフレッシュ・ウォーキング(金) 水泳 年3期 不開示  不開示

(金)ちょっと燃焼系水中運動 水泳 年3期 不開示  不開示

(土)はつらつ燃焼系水中運動 水泳 年3期 不開示  不開示

(土)脂肪燃焼系アクア(土) 水泳 年3期 不開示  不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

通年 （月）サッカースクール サッカー 通年 不開示  不開示

サッカー （月）サッカースクール サッカー 通年 不開示  不開示

（月）サッカースクール サッカー 通年 不開示  不開示

（月）サッカースクール サッカー 通年 不開示  不開示

（水）サッカースクール サッカー 通年 不開示  不開示

（水）サッカースクール サッカー 通年 不開示  不開示

（水）サッカースクール サッカー 通年 不開示  不開示

（水）サッカースクール サッカー 通年 不開示  不開示

（水）サッカースクール サッカー 通年 不開示  不開示

（金）サッカースクール サッカー 通年 不開示  不開示

（金）サッカースクール サッカー 通年 不開示  不開示

（金）サッカースクール サッカー 通年 不開示  不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示  不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示  不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示  不開示

特別スクール サッカー 通年 不開示  不開示

サッカースクール交流会 サッカー 通年 不開示  不開示

妙正寺体育館
事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

通年 (火)幼児　HIPHOP ダンス 通年 不開示 不開示



子ども (火)小学生低学年　HIPHOP ダンス 通年 不開示 不開示
フロア (火)小学生高学年　HIPHOP ダンス 通年 不開示 不開示

(木)幼児　体操① 体操 通年 不開示 不開示
(木)幼児　体操② 体操 通年 不開示 不開示
(木)小学生低学年　体操 体操 通年 不開示 不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

定期 (火)美・サルサ ダンス 年3期 不開示  不開示

大人 (火)ボディシェイプ中級 ダンス 年3期 不開示  不開示

フロア (水)骨盤チューニング ダンス 年3期 不開示  不開示

(水)ビューティーエクササイズ
※女性限定

ダンス 年3期 不開示  不開示

(水)パワーヨガ ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 年3期 不開示  不開示

(水)静☆ヨガ ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 年3期 不開示  不開示

(木)ストロングヨガ＆リラックス ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 年3期 不開示  不開示

(金)フラダンス フラダンス 年3期 不開示  不開示

(金)ステップダンスエアロ ダンス 年3期 不開示  不開示

(金)ピラティス＆リラクゼーション ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 年3期 不開示  不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

定期 (火)美・サルサ ダンス 短期7～8月 不開示 不開示

大人 (火)ボディシェイプ中級 ダンス 短期7～8月 不開示 不開示

フロア (水)骨盤チューニング ダンス 短期7～8月 不開示 不開示

(水)ビューティーエクササイズ
※女性限定

ダンス 短期7～8月 不開示 不開示

(水)パワーヨガ ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 短期7～8月 不開示 不開示

(水)静☆ヨガ ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 短期7～8月 不開示 不開示

(木)ストロングヨガ＆リラックス ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 短期7～8月 不開示 不開示

(金)フラダンス フラダンス 短期7～8月 不開示 不開示

(金)ステップダンスエアロ ダンス 短期7～8月 不開示 不開示

(金)ピラティス＆リラクゼーション ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ 短期7～8月 不開示 不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

ふらっと
サッ
カー

大人のフットサル教室 フットサル 4～2月 不開示  不開示

上井草スポーツセンター

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

レディースエンジョイフットボール サッカー

4/15・22
5/13・20・27

6/3・177/8・15
9/2・9・16・
3010/21・
28,11/11・
18,12/2・9・
161/20・27
2/3・10・17

不開示  不開示

大人のサッカー教室
アドバンスクラス

サッカー

4/17・24
5/15･22･29

6/5･19,7/3･10・
17

9/4,10/2・9・23・
30

11/6・20・27
12/4・11・18

1/22・29
2/5・12・19

不開示  不開示

イベント等(自主事業として実施）



大人のサッカー教室
初級クラス

サッカー

4/12・19・26
5/17･24･31

6/14･21
7/5･12・19
9/6・13・20

10/4,11/1・8・
15,12/6・13・
20,1/24・31
2/7・14・21

不開示  不開示

大人のサッカー教室
中上級クラス

サッカー

4/12・19・26
5/17･24･31

6/14･21
7/5･12・19
9/6・13・20

10/4,11/1・8・
15,12/6・13・
20,1/24・31
2/7・14・21

不開示  不開示

幼児・児童のボールゲーム教室 体操

4/9・23
5/14･28
6/11･25,
9/10･24

10/8,11/12・
26,12/10・24
1/14,2/4・25

不開示  不開示

幼児・児童のボールゲーム教室 体操

4/9・23
5/14･28
6/11･25,
9/10･24

10/8,11/12・
26,12/10・24
1/14,2/4・25

不開示  不開示

放課後エンジョイフットボール サッカー

4/11・25
5/9･23･30

6/6･13,7/4･11
9/5・12

10/3・10・24・31
11/7・14,12/5・12

1/23,2/6・13

不開示  不開示

放課後エンジョイフットボール サッカー

4/11・25
5/9･23･30

6/6･13,7/4･11
9/5・12

10/3・10・24・31
11/7・14,12/5・12

1/23,2/6・13

不開示  不開示

個サル フットサル

4/21.5/19.6/30
7/21,8/18
10/6・20
11/3・17
12/8・15
1/12・19

2/2・9,3/1

不開示  不開示

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

バレーボール教室 バレーボール

4/25,5/30,6/6
7/4,8/29,9/5
10/3･31,11/7
12/5,1/30,2/6

不開示  不開示

バレーボール教室 バレーボール

4/11.5/9･23
6/13･27

7/11･25,8/8
9/12･26
10/10・24
11/14・28,
12/12・26
1/9・23
2/13・27

不開示  不開示



リニューアルイベント
ミニサッカー交流戦

サッカー 5/6 不開示  不開示

女性＆初心者向け個サル フットサル
5/26,7/28,8/25

9/29,10/27,11/24
1/26,2/15・16

不開示  不開示

親子で外遊び サッカー 7/21,9/21 不開示  不開示

夏休みジュニアサッカー広場 サッカー
7/29・31

8/2・26・28
不開示  不開示

個サッカー サッカー 8/6・21 不開示  不開示

ジュニアサッカー広場
～休日Ver～

サッカー 9/8 不開示  不開示

杉並区区民体育祭夏期大会水泳競技
会
（兼学童水泳大会）

水泳 9/1 不開示  不開示

第106回TAC水泳記録会 水泳 9/23 不開示  不開示

杉並舞祭り ダンス 10/20 不開示  不開示

大人のサッカー教室
試合たくさんクラス

サッカー 11/17 不開示  不開示

親子で外遊び サッカー 12/22 不開示  不開示

親子で外遊び サッカー 12/22 不開示  不開示

上井草記録会 水泳 12/28 不開示  不開示

ジュニアサッカー広場～休日ver.～ サッカー 1/19 不開示  不開示

妙正寺体育館

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

イベント 幼児・児童のボールゲーム教室 体操 7/9･23,8/6･27 不開示  不開示

＜ワセダクラブ＞

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

チアリーディングスクール チアリーディング 通年 不開示  不開示

チアリーディングスクール チアリーディング 通年 不開示  不開示

チアリーディングスクール チアリーディング 通年 不開示  不開示

バスケットボールスクール バスケットボール 通年 不開示  不開示

＜シミズオクトベースボールアカデミー＞

事業名 種目 実施期間 参加者数（人） 料金（円）

野球教室 野球 通年 不開示 不開示

野球教室 野球 通年 不開示 不開示

野球教室 野球 通年 不開示 不開示

野球教室 野球 通年 不開示 不開示

協力団体による自主事業



施設貸出業務利用者数

１．貸切利用実績
上井草スポーツセンター

妙正寺体育館

２．行政使用等実績
上井草スポーツセンター

妙正寺体育館

利用者数（人）

合計 151,067

　弓道場 10,543

　小運動場（ゲートボール場） 39,773

　野球場 25,516

　運動場 17,639

（内訳）

　人工芝庭球場 0

利用者数（人）

合計 52,914

　会議室 218

　温水プール 1,589

　体育館 38,721

　小体育室 17,068

　小体育室 12,019

　会議室 890

（内訳）

　人工芝庭球場 13,202

　体育館 26,803

　野球場 16,806

　運動場 2,810

（内訳）

　人工芝庭球場 0

利用者数（人）

合計 37,802

　会議室 3,626

　温水プール 413

　体育館 6,728

　小体育室 3,231

　弓道場 4,188

　小運動場（ゲートボール場） 0

（内訳）

　人工芝庭球場 367

　体育館 2,850

利用者数（人）

合計 5,695

　小体育室 420

　会議室 2,058

別紙10



３．教室利用実績
上井草スポーツセンター

妙正寺体育館

利用者数（人）

合計 98,324

（内訳）

54

　小運動場（ゲートボール場） 3,219

　体育館 2,809

　人工芝庭球場 0

　野球場 10,942

　運動場 7,323

　小体育室 16,666

　会議室 51

（内訳）

　人工芝庭球場 29

　体育館 1,279

　温水プール 31,236

利用者数（人）

合計 18,025

　小体育室 9,571

　会議室 33,160

　トレーニングルーム 10

　弓道場


