
 
 
 
 
 

令和元年度 

 

尼崎市民まつり 
(第４８回) 

事業報告書 

 

 

 

 

 

 

 

尼崎市民まつり協議会 



役職名 団体名 団体役職名 氏　　名

顧　問 尼崎市議会 議長 真鍋　修司

顧　問 (社福)尼崎市社会福祉協議会 副理事長 山口　昇次

顧　問 尼崎商工会議所 会頭 吉田　修

役職名 団体名 団体役職名 氏　　名 役職名 氏　　名

会　長 尼崎市 市長 稲村　和美

理　事 (社福)尼崎市社会福祉協議会 事務局長 富奥　眞二 事務局長 兼任 広報

理　事 (一社)尼崎青年会議所　　　 委員長 木村　虎彦 兼任 警備・安全

理　事 尼崎市連合婦人会 副会長 永宗　節子 兼任 出店

理　事 (特活)障害者情報ネットワーク尼崎 理事長 広瀬　徹 兼任 展示

理　事 (特活)まいどいんあまがさき 代表理事 見市　幸男 兼任
防災・歴史
交流ひろば

理　事 明るい社会づくり運動尼崎推進協議会 理事長 岸　勉 谷口　博 出店

理　事 日本ボーイスカウト尼崎地区協議会 組織拡充委員長 加藤　正巳 兼任 こどもひろば

理　事 尼崎商店連盟 理事 三村　正 兼任 出店

理　事 尼崎各県人会連合会 会長 渡利　定巳 兼任 出店

理　事 尼崎経営者協会　　　 企画委員 尾ノ上　直子 兼任 ステージ

理　事 (特活)やんちゃんこ 代表理事 濱田　英世 副実行委員長 兼任 こどもひろば

理　事 (特活)福祉作業所コスモス 理事長 山根　登喜子 田中　玲子 出店

理　事 尼崎地車保存協会 事務局長 太河原　浩次 兼任 だんじり

理　事 (特活)やじろべえ 理事 仲原　大輔 実行委員長 兼任 出店

理　事 尼崎あきんど倶楽部
親睦イベント

委員長
山本　功一朗 兼任 警備・安全

監　事 尼崎市総合政策局 局長 塚本　 英徳 細川　直樹 警備・安全

個人 濵田　優治 ステージ

個人 出島　一志 広報

尼崎ＮＰＯ法人活動協議会 森松　信夫 展示

個人 花田　眞佐子 ステージ

個人 西方　祥子 こどもひろば

個人 大越　康善 出店

大前　仁哉

安藤　友希

薮田　潮美

令和元年度　尼崎市民まつり協議会名簿

事務局（尼崎市生涯、学習！推進
課）

所属事業部会

－

－

－

－

協議会委員 実行委員

－

－



1 
 

 

目  次 

 

 

１．会場別出演者・参加者の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

２．観客数           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

３．従事者等の参加状況     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

４．迷子、救急所、落し物の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

５．行事内容 

 

 （１）ステージ部会      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

 （２）こどもひろば部会    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

 （３）出店部会           ・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

 （４）防災交流ひろば部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

 

 （５）展示部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 

 （６）広報部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 

 （７）警備安全部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 

 （８）同時開催イベント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８～９ 

 

 （９）協賛金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９～１１ 

  



2 
 

1. 会場別出演者・参加者の状況                （単位：人） 

項目 出店、出演者等 

ステージ ４５１ 

出店（バザー・フリーマーケット） ４９６ 

こどもひろば ８５ 

防災・歴史交流ひろば ２４ 

展示 ８５ 

総おどり ２８７ 

スタンプラリー参加者 １，０００ 

計 ２，４２８ 

 

2. 観客数                 （単位：人） 

１０月６日（日） ６８，０００ 

 

3. 従事者等の参加状況                     （単位：人） 

項目 運営スタッフ 市職員 計（のべ） 

総務 
 

２１ ２１ 

ステージ ６ 
 

６ 

こどもひろば ８５ １３ ９８ 

出店 １３ 
 

１３ 

展示 ６０ 
 

６０ 

防災・歴史交流ひろば ２３ 
 

２３ 

救護 
 

１ １ 

交通警備 
 

９７ ９７ 

ガードマン ５５ 
 

５５ 

エコステーションボランティア １０９ 
 

１０９ 

合計 ３５１ １３２ ４８３ 

 

4. 迷子、救護所、落し物の状況 

項目 数 

迷子センター保護人数  １ 

救護所利用人数  ６ 

落し物保管個数 ２７ 

  

 

  



3 
 

5. 行事内容 

 

(1) ステージ部会 

部会長 尾ノ上 直子 

日時：１０月 ６日（日）１０：００～１７：００ 

場所：橘公園内特設ステージ 

 

○市民まつりオープニングセレモニー 

・市長あいさつ 

・市議会議長あいさつ 

・兵庫県阪神南県民副センター長あいさつ 

・実行委員長あいさつ 

・ステージ部会長あいさつ 

・地車演奏 

 

出演者は下記の通り （出演順）出演者数２８団体 

ふるつとしみ Sickness free 

レイハナフラスクール 太鼓伝創の会「天突伝」 

尼崎城音頭保存会 ALLURE dance studio 

神戸ファイニーズ園田校キャンディスターズ ふぃるふぃ～る 

ウエルネスチアダンス Kids クラス 大阪オトン・オカンチアリーダーズ 

ウエルネスチアダンス junior クラス EJD 

May Flowers 伏見 ダイゴ 

ヴォーチェス Spunky キッズダンス 

Natural Project Natsu Crew 

ゴンザレス松本改メゴンジー松本 brillante 

T‐BOND Aim Dance Studio Machiko Kidz 

F･A･R･N ハッピークローバー 

“S”child シェイク オブ ロック 

YTT 尼崎信用金庫 音楽部 
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 (2)こどもひろば部会 

部会長 濱田 英世 

 

日時：１０月６日(日)１０：００～１６：００ 

場所：橘球場グラウンド 

内容：ステージ、出店、ミニ SL、忍者修行、尼崎城ふわふわ（エアートランポリン） 

 

◆ステージ 

団体名 内容 

尼崎市立中央中学校  吹奏楽部 吹奏楽部の演奏 

尼崎市少年音楽隊 合唱隊 合唱 

尼崎市少年音楽隊 バトン隊 バトンの演技 

腹話術師 腹話術 

マクドナルド ドナルドショー 

あまっこちゃん、はばタン、イータ君、スマ

イルくん 

ゆるキャラグリーティング 

尼崎レンジャー ヒーローショー 

 

◆出店団体 

 【橘球場グラウンド】 

団体名 内容 

ボーイスカウト ゲーム 

ガールスカウト ゲーム、スーパーボールすくい 

あまらぼ 巨大ピンボール、手形カレンダー作り 

あまキッズ ゲーム 

NPO 法人やんちゃんこ ゲーム、手作りおもちゃ 

つどいの広場 ゲーム 

とちのき村 木工工作 

尼崎市 健康増進課 令和２年度母子健康手帳表紙デザイン市民投票 

 

 

◆総おどり（尼崎市連合婦人会） １７：００～ 

  婦人会 ８７名  参加者 ２００名 （計２８７名） 
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(3)出店部会 

部会長  三村 正 

日時：１０月６日（日）１０：００～１９：００ 

場所：市役所周辺    

◆一般出店ブース ６３団体 

尼崎信用金庫 ポルポ (公社) 尼崎市シルバー人材セ

ンター 

こども部屋 BooBoo（株） （一社）あまがさき観光局 ミキナツ食品 

コスメティックハウス ストリ

ート 

ハッピーロード 粉もん屋 こだまちゃん 

イヴコーポレーション 盲導犬

協会 

NPO 法人 やじろべえ ＭｏＭｏ 

尼崎釣人懇親会 樂屋 honey bee crepe 

比嘉商店 関西大学校友会尼崎支部 市尼吹奏楽後援会 

(公社) 尼崎納税協会 ふくろう S&C 企画 

NPO 法人まいどいんあまがさき いろは屋 園田東青年団 

リサイクルクラブ 山﨑商店 ボランティアグループ 

関西青年実業組合 

兵庫県理学療法士会 尼崎支部 木村グループ 今西食品 

尼崎市連合婦人会 からあげ専門店 つばさ 尼崎牧場 

遊興倶楽部 ケンちゃん 中村商店 MOTHER LAND 

人形劇団てんとう虫 尼崎市元浜町 

子供食堂を支援する会 

白樺 

下水道事業 PR チーム 

（公営企業局下水道部） 

あぜくら福祉会 後援会 カンパニースウィートパウダー 

集（つどい） 扇本舗 尼崎城盛り上げ隊 

日本時代協会 大東建託株式会社 T.M 企画 

（一社）兵庫県宅地建物取引業 

協会 尼崎支部 

関西国際大学 坂口商店 

NPO 法人福祉作業所コスモス 木村商店 Q くらぶ 

ボートレース尼崎 リユースを考える会 尼崎酒友会 

尼崎市自立支援協議会 

あまのしごと部会 

株式会社 多聞漬本舗 学童保育 OB 有志の会  

資源循環課 名神食品 尼崎鹿児島県人会 

 

 

 

 

◆フリーマーケット ３１団体 （３１ブース） 

日時：１０月６日（日）１０：００～１７：００ 
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(4)防災・歴史交流ひろば部会 

部会長  見市 幸男 

日時：１０月 ６日（日）１０：００～１９：００ 

   場所：橘公園内特設会場 

◆出店 

岩手 ・いわて県産品販売 

・観光案内ブース 

宮城 ・みなみまち青空市（気仙沼オリジナルグッズ） 

・観光案内ブース 

・一歩を楽しむ石巻（点字新聞を再利用したポチ袋販売） 

福島 ・喜多方ラーメン実演販売 

・自家農園産のフライドポテト 

奈良県被災者の会のまはら（福島より県外避難） 

・福島とうげい市 

燿窯陶芸倶楽部（大堀相馬焼き） 

・観光案内ブース 

愛媛 ・百姓百品 愛媛の野菜と芋焼酎販売 

・ゆいの里（ミカンゼリー販売） 

尼崎 あまっこ川あそびサミット～尼の川一斉川あそび～ 

子ども遊び・縁日 ・１円玉おとし、ボール的当て、射的、スーパーボール、ぷよ玉等 

 

◆交流ひろばステージ 

パフォーマーやまち（バルーンアートプレゼント） 

スーパーパフォーマンスショー 

ゆるキャラ大集合 

 

◆ゆるキャラ 

スマイルくん （公財）尼崎市スポーツ振興事業団 

はばたん （公財）尼崎市スポーツ振興事業団 

あまっこちゃん 尼崎市広報課 

すすめスズメちゃん 尼崎市健康支援推進担当 

あまりんちゃん （社福）尼崎市社会福祉協議会 

イータくん 尼崎納税協会 

そばっち 岩手県ＰＲキャラクター 

むすび丸 仙台・宮城観光ＰＲキャラクター 

キビタン 福島県復興シンボルキャラクター 
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(5)展示部会 

部会長  広瀬  徹 

日時：１０月６日（日） １０：００～１７：００ 

場所：市役所南館１階ロビー  

 

◆展示団体および体験コーナー 

団体名 内容 

尼崎 NPO 法人活動協議会 市内の市民活動団体の活動内容・イベントちらし

の配布コーナー 

NPO 法人障害者情報ネットワーク尼崎 世界でたった１枚のカードを送りましょう 

NPO 法人 C.O.N 地域猫対策活動・猫に関する市民相談・ペットと

高齢者問題の相談窓口。 

NPO 法人兵庫森林サポートセンター 木製マイ箸づくり体験 

NPO 法人環境カウンセラー会ひょうご ・不要おりがみでわりばし袋を作ろう 

・不要セロファンでちょうちょを作ろう 

Code for Amagasaki  こどもプログラミング教室 

育成調理師専門学校 生徒作品展示・学校内容説明 

あまがさき環境オープンカレッジ 

実行委員会 

・エコ川柳づくり 

・古布ネックレスワークショップ 

・クールチョイス啓発ブース 

尼崎花のまち委員会 ・市内８地区の各グループ花壇写真 

・会員募集 

尼崎市防犯連絡協議会 防犯グッズの抽選会・各防犯協会の活動状況展示 

一般社団法人尼崎市薬剤師会 お薬・健康相談 

簡易測定器で血圧を測定します 

児童養護施設子供の家・児童家庭支援

センターキャンディ 

・兵庫県里親制度啓発ＤＶＤ 

・里親制度の説明 

・里親クイズラリーと景品の交換 

生きがいしごとサポートセンター 

阪神南 

・就業相談コーナー 

・起業相談コーナー 

尼崎市社会福祉協議会・総合老人福祉

センター 

「いきいき１００万歩運動」 

事業紹介と登録会 

尼崎市教育委員会スポーツ推進課 東京 2020 オリンピック、ワールドマスターズゲ

ームズ 2021 関西への取り組み紹介 

独立行政法人労働者健康安全機構 

関西労災病院 

・出張糖尿病教室（検査・健康相談） 

・世界糖尿病デーの広報など 
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(6)広報部会 

部会長  富奥 眞二 

◆広報活動 

  Ｂ３ポスター      １，５００部作成 

  プログラム（冊子）  １０，０００部作成 

  市報１０月号に掲載  表紙に写真を用いたほか、計３ページを使って紹介 

  エフエムあまがさきにて放送  番組名：みんなの尼崎情報局 

  産経新聞 兵庫セット版 マイタウン尼崎市 半ページ 

尼崎経済新聞（ＷＥＢ）に掲載（https://amagasaki.keizai.biz/headline/874/） 

 

◆記念グッズ 

（単位：枚） 

種類 残数（Ａ） 
まつり前日まで

の販売数（Ｂ） 

まつり当日 

販売数（Ｃ） 

１月２７日時点 

在庫数（Ａ－Ｂ－Ｃ） 

メダル １２８ ２６ ６ ９６ 

Ｔシャツ ４９２ １２４ ４７ ３１８ 

 

(7)警備安全部会 

部会長 細川 直樹 

 

(8) 同時開催イベント（尼崎市）  

◆中央北生涯学習プラザ 

担当 内容 

尼崎市吹奏楽団 ファミリーコンサート 

尼崎市健康支援推進担当 あなたのカラダにいいことデイ～測って学んでま

るっと健康～ 

尼崎市 災害対策課 見て、聞いて、調べてナットク！防災対策講座 

 

◆市役所 東側 

公営事業局 ボートレース事業部 ボートレースに関する展示や体験等 

資源循環課 
フードドライブ、蛍光管及び使用済携帯電話等リサ

イクルキャンペーン 

尼崎市自立支援協議会 あまのしごと部会 

尼崎市内の障害者就労施設等で作られた、手作り

商品等を広く知ってもらうため、尼うぇるフェア

を開催 

公営企業局 下水道部 
下水道クイズや缶バッチの制作、実験を通して市民

の皆様に尼崎市の下水道をアピール。 

 

◆北部浄化センター 

公営企業局 下水道部 浄化センター 北部浄化センター施設見学ツアー 
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◆神崎浄水場 

公営企業局 下水道部 浄化センター 神崎浄水場開放イベント 

 

◆橘球場内 

健康増進課 母子健康手帳表紙デザインの市民投票 

 

(9)協賛金 

◆手持ちうちわ（２７件） 

 

ＩＳ建築設計 （一社）尼崎市医師会 

（一社）尼崎市歯科医師会 （株）エックス都市研究所 大阪支店 

（株）大城工業所 （株）金山組 

関西鉄工（株） 黒木商店 

（株）コボリ （株）三和建設 

（株）シセイサービス （株）島田組 

正栄工業 大松建設（株） 

（株）タクマ 立花商店街振興組合 

（株）テクノス （株）平成建設 

津門（株） 東亜バルブエンジニアリング（株） 

日綿鋼業（株） 日本ユニシス（株） 

（株）ハシモト 福田土木工業（株） 

富士ブロック工業（株） マインフーズサービス（株） 

ロジレック（有）   

 

◆ステージパネル掲載（２６件） 

（有）アクセスコーポレーション 市浦ハウジング＆プランニング 

ウイングエンジニア（株） （株）ウォーターエージェンシー 

（株）オカモト・コンストラクション・システム 金山建設工業（株） 

関西パトロール（株） 共栄電器工業（株） 

（株）綜合電装 第一舗道（株） 

（株）ダイキサービス 大日通信工業（株） 

大日電子（株） （株）塚口大倉山電機 

東神金商（株） （株）トランスワード 

（株）ハウスビルシステム (一社)兵庫県建設業協会尼崎支部 

(一社)兵庫県宅地建物取引業協会 尼崎支部  平尾自動車工業（株） 

平尾電工（株） 丸正運送（株） 

宮崎建設（株） （株）ヤマシタワークス 

（株）リンレイサービス レイハナ・フラスクール 

 

◆プログラム広告掲載（８件） 

（公財）尼崎市スポーツ振興事業団 遠谷眼科 
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（株）シマ 東急不動産ＳＣマネジメント（株） 

（株）トランスワード （株）日興商会 

（株）阪神設備工業所 （株）ベイ・コミュニケーションズ 

  

◆のぼり社名掲載 企業前（５件） 

尼崎鉄工団地協同組合 大阪塗工（株） （株）ガイアート 関西支店 

（株）ＴＦカンパニー レイハナ・フラスクール  

 

◆のぼり社名掲載 会場内（９件） 

尼崎あきんど倶楽部 苅田建設工業（株） 杉本建設（株） 

日本スピンドル製造（株） （株）パトナ 日立造船（株） 

（医財）ヒューマンメディカル 

尼崎新都心病院 
三井鐵工（株） （株）和光設計 

 

◆ポスター社名掲載（バス広告）（３件） 

（株）シセイサービス 阪急阪神ビルマネジメント（株） マインフーズサービス（株） 

 

◆横断幕・懸垂幕（本庁南側・議会棟渡り廊下・こどもひろばステージ）（６件） 

（株）エース警備保障 共栄電器工業（株） 杉本建設（株） 

肉食酒場 ビストロジャパン※ （有）豊和 ※２種類申込あり 

 

◆企業協賛（１４６件） 

（株）アイホー 尼崎医療生活協同組合 （協）尼崎工業会 

（公社）尼崎人権啓発協会 尼崎信用金庫 尼崎中高年事業（株） 

（公社）尼崎納税協会 尼崎東ロータリークラブ （公財）尼崎緑化公園協会 

尼崎ロータリークラブ NPO 法人 尼視協 （有）荒木衛生 

アルマーエンジニア（株） （株）石山興業 泉興業（株） 

（株）今里三合園 （株）ウェーブ２１ ヴェオリア・ジェネッツ（株） 

（株）ウォーターエージェンシー （有）英晃産業 （株）エイテック 西日本支社 

ＡＧＣ（株）関西工場尼崎事業所 エスエヌ環境テクノロジー

（株） 

（株）エテルナ 

（株）エヌ・イーサポート大阪支店 （株）エネルギーステーション 大鳥産業（株） 

（株）大原商会 （株）オカモト・コンストラク

ション・システム 

（株）岡本工務店 

（有）岡本ポンプ 沖電気工業（株）関西支社 （株）尾崎電気商会 

（株）小畑工務店 （株）オペレーションサービス （株）鍵田組 

金山建設工業（株） （株）兼重製鋼所 （株）和技研 

（株）柄谷工務店 （株）寛設計事務所 木村化工機（株） 

共栄紙業（株） 近畿労働金庫尼崎支店 杭瀬自動車学校 

（株）楠山設計 グリーン大本（株）尼崎工場 港礎興業（株） 

（株）髙津組 興和管材（株） 小林電気設備管理事務所 
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（株）コボリ （株）サージ・コア 栄設備工業（株） 

佐藤電気設備管理事務所 三永建設興業（株） 三輝建設（株） 

（株）三田工務店 三和工業（株） （株）ジオテクノ関西 

四国電設工業（株） 市民健康開発センター ハー

ティ２１ 

（株）シャイン 

ジャパンメッセンジャーサービス

（株） 

（株）ＪＲ西日本テクシア 昭栄建設（株） 

小厚化成（株） 商都交通（株） 昭和交通（株） 

神鋼鋼線工業（株） 親和電機工業（株） 杉本建設（株） 

住友精密工業（株） （株）スリーエース総合設計 （株）摂津 

（株）摂津清運 （株）セリオス 総合アンテナ設備（株） 

（株）大永建設 大栄商会 （株）ダイエーメンテ 

（株）ダイキサービス （有）太弘建設 大光商事（株） 

（株）泰成 ダイシン設計（株） （株）大生土木 

大東精機（株） 大丸運輸（株） ダイヤ自動車工業（株） 

太陽電機（株） 高橋電工（株） （株）タクマ 

（株）タクマテクノス （株）ダルトンメンテナンス （株）駐輪サービス 

寺岡オート・ドアシステム（株）神

戸営業所 

（株）統栄土木 （株）東京設計事務所 関西支

社 

東神金商（株） 東洋精機（株） 東洋装備（株） 

ナカガワ電気設備管理事務所 浪田石油（株） 日興油脂（株） 

日進機工（株） 日本製鉄（株）鋼管事業部 尼

崎製造所 

日本メンテナスエンジニヤリン

グ（株） 

野津電気設備管理事務所 （株）ハシモト （株）阪神環境クリエート 

（株）ハンワ 平瀬商事（株） （株）ファースト・ニュー 

（株）福田博商店 フクヱイ工業（株） （株）フジ・データ・システム 

（株）富士ダイナミクス 富士通（株）神戸支社 防災電設（株） 

（有）豊和 （株）毎日タイヤ商会 マインフーズサービス（株） 

松岡工務店（株） 松本運輸倉庫（株） 丸安青果（株） 

（有）ミサキ （株）みつば電気 三菱電機エンジニアリング（株） 

三菱電機（株） 三菱電機ロジスティクス（株） （株）宮本工業所 

（株）明電エンジニアリング （株）メフォス ＭＯＧコンサルタント（株） 

（株）森山組 （株）矢田製作所 山際鉄工（株） 

山口屋鮮魚店 山田工業（株） （株）山本政清商店 

ヤンマー（株）エンジン事業本部特

機エンジン統括部 

（株）吉谷機械製作所 （株）吉永造園土木 

（株）ライオン屋 和光硝子工業（株）  

 

◆現物協賛（４件） 

キリンビール（株） 日本たばこ産業（株） 

（株）城山 大阪支店 山下印刷紙器（株） 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒661-0974 尼崎市若王寺２－１８－３ 

生涯、学習！推進課内 

尼崎市民まつり協議会事務局 

TEL 06-4950-0173 

FAX  06-6491-5190 


