
ス ポ ー ツ 振 興 課 
 
スポーツ振興係 

１ 西東京市スポーツ推進審議会に関する事項（10.6.1） 

(1) 委員（社会体育の関係者４人、学校体育の関係者３人、スポーツに関する学識経験者３人） 

※ 根拠法令：スポーツ基本法及び西東京市スポーツ推進審議会条例 

(2) 会議の開催状況 

  定例会 ６回 

 開 催 日 主 な 審 議 事 項 等 

第１回 平成24年４月10日 
平成24年度スポーツ振興課事業計画について 

平成24年度スポーツ振興課歳入歳出予算について 

第２回     ６月13日 西東京市スポーツ施設等指定管理者候補選定委員会委員の選出について 

第３回     ９月12日 

平成24年度西東京市スポーツ振興事業補助金の交付について 

西東京市スポーツ推進計画策定に伴う市民意識調査におけるアンケート

内容について 

第４回     10月10日 
西東京市スポーツ推進計画策定に伴う市民意識調査におけるアンケート

内容について 

第５回     11月14日 平成24年度西東京市スポーツ振興事業補助金の交付について 

第６回 平成25年２月13日 
平成25年度スポーツ振興課事業計画について 

平成25年度スポーツ振興課歳入歳出予算について 

 

２ スポーツ推進委員に関する事項（10.6.1） 

(1) スポーツ推進委員（公募20人） 

※ 根拠法令：スポーツ基本法及び西東京市スポーツ推進委員に関する規則 

(2) スポーツ推進委員主管事業の実施状況 

区分 行 事 名 実 施 日 対 象 会 場 

参加 

者数

(人) 

体
力
づ
く
り
教
室 

ウォーキング 

平成24年４月８日 

市内在住･在勤･

在学者（小学生

以上） 

新井薬師・哲学堂 66 

10月20日 加治丘陵 30 

平成25年１月５日 川越七福神 101 

ス
ポ
ー
ツ
教
室 

ＥＮＪＯＹニュ

ースポーツ2012 

（ユニカール・

ソフトバレーボ

ール・ミニテニ

ス・ティーボー

ル・ダーツ・ボ

ッチャ） 

平成24年４月29日から

平成25年２月24日まで

（12回） 

市内在住･在勤･

在学者（小学生

以上） 

南町スポーツ･文化交

流センター 「きらっ

と」・スポーツセン

ター 

169 



第３回ソフトバ

レーボール大会 
平成24年６月３日 

市内在住･在勤･

在学者（高校生

以上） 

スポーツセンター 92 

ＥＮＪＯＹニュ

ースポーツ2012 

（ティーボール

交流会） 

平成25年３月16日 

市内在住･在勤･

在学者（小学４

年生以上） 

向台運動場 21 

ＥＮＪＯＹニュ

ースポーツ2012 

（ユニカール・

ボッチャ交流

会） 

平成25年３月24日 

市内在住･在勤･

在学者（小学生

以上） 

南町スポーツ･文化交

流センター 「きらっ

と」 

29 

ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル 

第12回小学生ド

ッジボール大会 

３・４年生大会 

平成24年７月14日及び

15日 

市内在住の小学

生(３･４年生) 
スポーツセンター 255 

第12回小学生ド

ッジボール大会 

５・６年生大会 

平成25年２月９日及び

10日 

市内在住の小学

生(５･６年生) 
スポーツセンター 223 

新
体
力
テ
ス
ト 

市民体力テスト 平成24年10月７日 
市内在住･在勤･

在学者 

南町スポーツ･文化交

流センター「きらっ

と」 

203 

派
遣 

派遣申請による

新体力テスト等

の指導 

平成24年６月４日、５

日、６日、７月20日、

９月22日 

小学生・地域団

体 

保谷第一小学校・上

向台小学校・富士町

地域包括支援センタ

ー 

944 

研
修 

公認体力テスト

判定員養成講習

会 

平成24年８月４日  
日野市市民の森ふれ

あいホール 
 4 

東京都スポーツ

推進委員協議会

ニュースポーツ

研修会 

平成24年９月22日  
新宿区立西新宿中学

校体育館 
 3 

東京都スポーツ

推進委員広域地

区別研修会(第

10ブロック) 

平成24年９月29日  小平市民総合体育館 13 

第53回全国スポ

ーツ推進委員研

究協議会 

平成24年11月29日及び

30日 
 

長崎県立総合体育館

ほか 
3 



東京都生涯スポ

ーツ担当者研修

会 

平成24年12月８日  都民ホール 2 

東京都スポーツ

推進委員協議会

女性スポーツ委

員研修会 

平成24年12月15日  

新宿区立四谷中学校

体育館・コミュニテ

ィールーム 

5 

東京都スポーツ

推進委員課題別

研修会・東京都

障害者スポーツ

セミナー 

平成24年12月22日  
東京都障害者総合ス

ポーツセンター 
4 

日本ティーボー

ルセミナー 
平成25年１月19日 

 早稲田大学国際会議

場 
2 

東京都障害者ス

ポーツセミナー 
平成25年１月20日  

東京都多摩障害者ス

ポーツセンター 
1 

東京都地域スポ

ーツ支援研修会 

平成25年１月26日  武蔵野公会堂 11 

平成25年２月２日  高輪区民センター 1 

協

力

事

業 

スポーツ祭東京

2013（第68回国

民体育大会）バ

スケットボール

競技リハーサル

大会 

平成24年８月11日から

13日まで 
 総合体育館 11 

西東京市民スポ

ーツまつり 
平成24年10月８日  

向台運動場･市民公園

グラウンド 
11 

スポーツ祭東京

2013（第68回国

民体育大会）デ

モンストレーシ

ョンとしてのス

ポーツ行事ティ

ーボールリハー

サル大会 

平成24年11月25日  
早稲田大学東伏見キ

ャンパス 
10 

東京マラソン

2013 
平成25年２月24日 

 
新宿から有明まで 7 

そ

の

他 

定例会 毎月第３木曜日 
 

保谷庁舎ほか 229 



３ 総合型地域スポーツクラブ活動支援事業に関する事項（10.6.1） 

(1) 総合型地域スポーツクラブ補助金  5,050,000円 

(2) 総合型地域スポーツクラブ会員（平成25年３月31日現在） 

ア にしはらスポーツクラブ 

   会員 823人（大人452人、子供371人）  

イ 総合型地域スポーツクラブ「ココスポ東伏見」 

   会員 222人（大人116人、子供106人）  

 

４ 市主催等大会に関する事項（10.6.1） 

 大会名 実施日 実施場所 参加者数（人） 

１ 都民体育大会 
平成24年５月６日か

ら10月19日まで 

駒沢オリンピック公園総

合運動場・東京体育館ほ

か 

 208 

２ 市町村総合体育大会 
平成24年７月14日か

ら８月５日まで 

立川市多摩川緑地野球

場・武蔵村山市総合体育

館ほか 

 159 

３ 
都民生涯スポーツ大会･都

民スポレクふれあい大会 

平成24年８月19日か

ら11月４日まで 
東京武道館・講道館ほか  115 

４ 西東京市総合体育大会 

平成24年８月19日か

ら平成25年２月12日

まで 

スポーツセンター･向台運

動場ほか 
7,829 

５ 西東京市尐年野球大会 
平成24年９月16日か

ら23日まで 

市民公園グラウンド・北

原運動場ほか 
29チーム 

６ 西東京市民スポーツまつり 平成24年10月８日 
向台運動場・市民公園グ

ラウンド 
4,764 

７ 西東京市尐年サッカー大会 
平成24年10月21日か

ら11月11日まで 

ひばりが丘総合運動場

「ひばりアム」･市民公園

グラウンドほか 

15チーム 

８ 西東京市ロードレース大会 平成25年２月11日 総合体育館周辺  579 

 

５ 体育施設の主な維持工事に関する事項（10.6.2） 

(1) トイレ建設工事（ひばりが丘総合運動場「ひばりアム」） 

(2) 窓フィルム張替工事（スポーツセンター） 

 

６ スポーツ団体への援助等に関する事項（10.6.1） 

 

 

事業名称 対象件数（件） 補助金額（円） 

スポーツ振興事業補助金 ５ 275,000 



７ 西東京市スポーツ･運動施設の指定管理業務に関する事項（10.6.2） 

(1) 指定管理料     315,108,476円 

(2) 施設利用状況 

ア 体育館利用状況 

施 設 名 利用件数（件） 利用人数（人） 

スポーツセン

ター 

貸切利用 

第１体育室(全面)   153  25,652 

第１体育室(Ａ面)   595  27,070 

第１体育室(Ｂ面)   603  25,841 

第２体育室   825  28,065 

会議室   148  22,529 

温水プール   518  5,024 

個人開放 

第１体育室 －  4,106 

温水プール －  59,440 

トレーニング室 －  20,939 

ランニング走路 －  1,011 

計  2,842 219,677 

総合体育館 

貸切利用 

第１体育室(全面)   101  23,375 

第１体育室(Ａ面) － － 

第１体育室(Ｂ面)   864  38,757 

第２体育室   730  22,911 

第１会議室   110  18,315 

第２会議室     3     150 

個人開放 

第１体育室 －  14,460 

第２体育室 －  1,913 

トレーニング室 －  16,620 

計   1,808 136,501 

南町スポーツ･

文化交流セン

ター「きらっ

と」 

貸切利用 

第１体育室   849  19,068 

武道場   756  14,150 

第２体育室   694  10,952 

多目的ホール   851  24,870 

会議室   627  17,731 

個人開放 
第１体育室 －  2,079 

多目的ホール －  17,781 

計  3,777 106,631 

武道場 
貸切利用 

多目的ホール  1,147  16,284 

剣道場   824  13,655 

柔道場    541  17,125 

計  2,512  47,064 

合  計  10,939 509,873 

 



イ 運動場利用状況 

施 設 名 利用件数（件） 利用人数（人） 

北原運動場 貸切利用 グラウンド   616  25,707 

向台運動場 
貸切利用 

昼間 

グラウンド(全面)    76  15,374 

グラウンド(Ａ面)   382  9,986 

グラウンド(Ｂ面)   539  31,237 

夜間 

グラウンド(全面)     0     0 

グラウンド(Ａ面)    70  1,628 

グラウンド(Ｂ面)   129  5,906 

計  1,196  64,131 

市民公園グラ

ウンド 

貸切利用 
昼間 グラウンド   548  26,475 

夜間 グラウンド   245  11,351 

計   793  37,826 

芝久保運動場 貸切利用 グラウンド   412  18,976 

芝久保第二運

動場 

貸切利用 

テニスコート(人工芝)  3,657  18,278 

テニスコート(クレー)  1,250  5,452 

ゲートボール場     0     0 

遊びのひろば －  2,235 

計  4,907  25,965 

ひばりが丘総

合運動場「ひ

ばりアム」 

貸切利用 

グラウンド   702  20,882 

野球場   380   9,488 

テニスコート(人工芝)  4,249  23,618 

計  5,331  53,988 

東町テニスコ

ート 
貸切利用 テニスコート(人工芝)  2,486  15,145 

健康広場 貸切利用 グラウンド   638  15,040 

合  計  16,379 256,778 

(3) 指定管理者主催事業 

ア スポーツ振興やスポーツ参加のきっかけづくりとしての事業   19 事業    4,801人参加 

イ 各施設において市民ニーズにマッチした教室事業       167 事業  101,588人参加 

ウ 個人開放事業                         5 事業   40,339人参加 

エ 高齢者向け事業                        4 事業    2,896人参加 



国体推進係 

１ スポーツ祭東京2013西東京市実行委員会に関する事項（10.6.1） 

 (1) スポーツ祭東京2013西東京市実行委員会第３回総会 

開催日 主 な 審 議 事 項 等 

平成24年５月11日 

・スポーツ祭東京2013西東京市実行委員会副会長、常任委員、監事及び委員の変

更について 

・スポーツ祭東京2013西東京市実行委員会平成24年度事業計画及び収支予算につ

いて 

・スポーツ祭東京2013西東京市実行委員会平成23年度事業報告について 

・スポーツ祭東京2013西東京市実行委員会平成23年度収支決算について 

(2) スポーツ祭東京2013西東京市実行委員会第４回常任委員会 

開催日 主 な 審 議 事 項 等 

平成25年３月26日 

・スポーツ祭東京2013西東京市実行委員会会長、副会長、常任委員及び委員の変

更について 

・東日本大震災被災地復興支援第50回男子・第42回女子全日本教員バスケットボ

ール選手権大会（第68回国民体育大会バスケットボール競技リハーサル大会）

実施報告について 

・ティーボールリハーサル大会（第３回西東京市ティーボール市民交流大会）実

施報告について 

・スポーツ祭東京2013西東京市実行委員会平成25年度事業計画について 

・スポーツ祭東京2013西東京市実行委員会平成25年度収支暫定予算について 

 

２ スポーツ祭東京2013実行委員会主催等大会に関する事項（10.6.1） 

大会名 実施日 実施場所 参加チーム 

東日本大震災被災地復興支援 第50回男

子・第42回女子全日本教員バスケットボ

ール選手権大会（第68回国民体育大会バ

スケットボール競技リハーサル大会） 

平成24年８月11日から 

13日まで 
総合体育館 13 

ティーボールリハーサル大会（第３回西

東京市ティーボール市民交流大会） 
平成24年11月25日 

早稲田大学東伏

見キャンパス軟

式野球場 

31 

第４回西東京市小学生ミニバスケットボ

ール大会 
平成25年３月３日 

スポーツセンタ

ー 
８ 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 広報啓発に関すること（10.6.1） 

(1) イベント等による啓発活動 

イベント等の名称 実施日 活動内容 

谷戸まつり 

会場：谷戸公民館 
平成24年４月22日 

・ゆりーとと事務局職員によるスポーツ

祭東京2013開催のＰＲ 

・啓発物品配布 

500日前カウントダウンボード除幕式 

会場：西東京市役所田無庁舎及び保谷

庁舎 

平成24年５月16日 

・スポーツ祭東京2013開催500日前を記

念し、カウントダウンボードを設置

し、ゆりーとや関係者による除幕式を

実施 

クリーンアップ運動 

会場：田無駅ペデストリアンデッキ～

総合体育館 

平成24年７月15日 

・日本ボーイスカウト東京連盟北多摩地

区西東京第１団及び西東京市スポーツ

運動施設指定管理者による清掃活動 

・ゆりーとと事務局職員によるスポーツ

祭東京2013開催のＰＲ 

東日本大震災被災地復興支援第50回男

子・第42回女子全日本教員バスケット

ボール選手権大会（第68回国民体育大

会バスケットボール競技リハーサル大

会） 

会場：総合体育館 

平成24年８月11日

から13日まで 

・関係団体とゆりーとによるゆりーとダ

ンスを披露 

・啓発物品配布 

西東京市総合体育大会開会式 

会場：スポーツセンター 
平成24年８月19日 

・ゆりーとと事務局職員によるスポーツ

祭東京2013開催のＰＲ 

ゆりーとダンス講習会 

会場：南町スポーツ･文化交流センタ

ー「きらっと」 

平成24年９月10日 ・講師を招いてゆりーとダンス講習会 

西東京市民スポーツまつり 

会場：向台運動場 
平成24年10月８日 

・ゆりーととの撮影会 

・事務局職員によるスポーツ祭東京2013

開催のＰＲ 

西東京市民文化祭 

会場：保谷こもれびホール 
平成24年11月４日 

・ゆりーとと事務局職員によるスポーツ

祭東京2013開催のＰＲ 

・啓発物品配布 

西東京市民まつり 

会場：いこいの森公園 

平成24年11月10日 

及び11日 

・スポーツ祭東京2013西東京市実行委員

会ブースを構え、スポーツ祭東京2013

クイズ及びゆりーとじゃんけん大会を

実施し、景品を配布 

・事務局職員によるスポーツ祭東京2013

開催のＰＲと、ステージにて総合型地

域スポーツクラブダンスチームによる

ダンスの披露 



ティーボールリハーサル大会（第３回

西東京市ティーボール市民交流大会） 

会場：早稲田大学東伏見キャンパス 

平成24年11月25日 

・関係団体とゆりーとによるゆりーとダ

ンスを披露 

・啓発物品配布 

平成24年度秋季早稲田大学野球教室 

会場：早稲田大学東伏見キャンパス 
平成24年12月９日 

・ゆりーとと事務局職員によるスポーツ

祭東京2013開催のＰＲ 

防災とボランティア週間イベント 

会場：西東京市役所保谷庁舎 
平成25年１月20日 

・スポーツ祭東京2013西東京市実行委員

会ブースを構え、啓発物品とチラシを

配布 

第68回国民体育大会冬季大会 

（アイスホッケー競技） 

会場：ダイドードリンコアイスアリー

ナ 

平成25年１月28日

から２月１日まで 

・表彰式にゆりーとが参加 

・会場内及びゆりーと広場でのゆりーと

によるＰＲ 

東京マラソン2013 

会場：東京都庁～東京ビッグサイト 
平成25年２月24日 

・職員がゆりーとコスチュームを着て完

走 

第４回小学生ミニバスケットボール大

会 

会場：スポーツセンター 

平成25年３月３日 

・ゆりーとと事務局職員によるスポーツ

祭東京2013開催のＰＲ 

・大塚商会ＡＬＰＨＡＳ岡村憲司氏によ

るバスケットボールクリニック 

開催200日前イベント 

会場：西東京市役所田無庁舎及び田無

駅周辺 

平成25年３月12日 

・スポーツ祭東京2013開催200日前を記

念し、ゆりーとと事務局職員によるＰ

Ｒ 

・啓発物品配布 

３市共同ミニバスケットボールクリニ

ック 

会場：武蔵野市総合体育館 

平成25年３月17日 
・開会式及び閉会式にゆりーとが参加 

・チラシ配布 

マーチング・バンドワークショップ発

表会 

会場：保谷こもれびホール 

平成25年３月23日 

・ゆりーとと事務局職員によるスポーツ

祭東京2013開催のＰＲ 

・啓発物品配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) その他の啓発活動 

活動種類 活動内容 

インターネットの活用 
・西東京市ホームページ内のスポーツ祭東京2013特設ページを活用し、スポ

ーツ祭東京2013関連情報及び市内ＰＲ活動の様子等を掲載 

広報誌等の活用 
・「広報西東京」に、西東京市で開催されるスポーツ祭東京2013に係る情報

を定期的に掲載 

工作物による啓発 

・西東京市役所田無庁舎及び保谷庁舎に、カウントダウンボードを設置 

・田無駅北口交通広場、保谷駅北口並びに東伏見駅北口及び南口に啓発用看

板を設置 

・ひばりヶ丘駅構内、保谷駅構内、田無駅構内、田無駅南口私有地駐車場、

西武柳沢駅南口ロータリーフェンス及び庁舎間連絡バスへの横断幕の設置 

・田無駅改札付近２か所に、床面啓発シートを貼付 

・スポーツセンター、南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」及びコ

ール田無の壁面に啓発シート貼付 

・庁舎間連絡バスに車両ラッピングを施工 

・西東京市役所田無庁舎、保谷庁舎、スポーツセンター及び総合体育館入り

口にガラス面装飾フィルムを貼付(Ａ１サイズ) 

・市内各所(公共施設、商店会、医療機関等)にガラス面装飾フィルムを貼付

(Ａ４サイズ) 

啓発物品の活用 

・ミニハンカチ、啓発ティッシュ、クリアファイル等を各種イベント等で配

布 

・スポーツ祭東京2013啓発ポロシャツ等を実行委員及び市職員等に販売し着

用により啓発 

関係団体の協力による

広報啓発 

・花いっぱい運動として、ＮＰＯ法人西東京花の会及び西東京ガーデニング

クラブの協力を得て、市内での啓発活動を実施 

・市内で活動をするおりがみの集いや小学校等の協力を得て折り紙のゆりー

と等を作製し、両庁舎に設置したカウントダウンボード及びバスケットボ

ール競技会場である総合体育館等を装飾 

印刷物による広報啓発 

・西東京市におけるスポーツ祭東京2013開催のポスター及びチラシを作製

し、田無庁舎、保谷庁舎、市内公共施設及び協力団体施設等に掲出すると

ともに、イベント等のチラシを配布し、広報啓発を行った。 

 

４ 先催地の準備状況等の調査及び研究に関すること（10.6.1） 

大会名 開催期間 視察期間 

ぎふ清流国体 

第67回国民体育大会 

バスケットボール競技 

平成24年９月29日から10月３日まで 平成24年９月30日から10月３日まで 

 

 

 

 



５ 関係機関及び団体との連絡調整に関すること（10.6.1） 

(1) バスケットボール競技 

リハーサル大会及び本大会の円滑な開催準備を推進するため、東京都、共同開催市、東京都バスケットボ

ール協会等と連絡調整会議を行った。 

開催日 場所 主な内容 

平成24年４月24日 小金井市総合体育館 

・リハーサル大会競技団体打ち合わせ報告 

・第68回国民体育大会競技補助員に関する第３次編成調

査について 

５月30日 
東村山市民スポーツセ

ンター 

・組合せ抽選会について 

・代表者会議について 

６月27日 武蔵野総合体育館 
・参加申込みチームについて 

・東京都バスケットボール協会より確認事項 

７月24日 立川市泉市民体育館 
・代表者会議について 

・東京都バスケットボール協会より業務報告 

11月５日 武蔵野市役所 

・リハーサル大会の反省点及び本大会開催へ向けての改

善点について 

・本大会開催へ向けての業務分担について 

・本大会開催へ向けての共通経費について 

12月12日 武蔵野総合体育館 

・３市記念品について 

・３市合同ＩＤカードについて 

・３市会場地図について 

平成25年１月22日 
かたらいの道市民スペ

ース 

・担当業務及び経費について 

 

(2) ティーボール競技 

リハーサル大会及び本大会の円滑な開催準備を推進するため、日本ティーボール協会東京都連盟、日本テ

ィーボール協会西東京市連盟、西東京市体育協会及び西東京市スポーツ推進委員会と連絡調整会議を行った。 

開催日 場所 主な内容 

平成24年４月９日 西東京市役所 
・リハーサル大会及び本大会の実施内容について 

・リハーサル大会業務分担について 

９月25日 西東京市役所 

・役割分担の確認について 

・リハーサル大会について 

・本大会について 

11月６日 西東京市役所 ・リハーサル大会に向けての確認 

平成25年２月８日 西東京市役所 
・リハーサル大会の反省点について 

・本大会について 

 


