
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 ７回 

 開 催 日 主 な 審 議 事 項 等 

第１回 平成25年４月10日 
西東京市スポーツ推進計画策定懇談会委員の選出について 

平成25・26年度西東京市スポーツ推進委員の委嘱について 

第２回     ６月12日 
北原運動場の返還について 

スポーツ推進計画策定スケジュール（予定）について 

第３回     ８月21日 
西東京市のスポーツの現状と課題について 

北原運動場について 

第４回     10月９日 

西東京市スポーツ推進計画の基本理念・基本方針（案）について 

西東京市スポーツ推進計画の基本方針１～４（案）について 

国体実施報告について 

第５回     12月11日 
西東京市スポーツ推進計画（素案）について 

平成25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26年１月22日 
西東京市スポーツ推進計画策定に伴うパブリックコメントの実施結果に

ついて 

第７回 ２月19日 西東京市スポーツ推進計画（案）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25年６月２日 

市内在住･在勤･

在学者（小学生

以上） 

高幡不動 51 

11月16日 国分寺 61 

平成26年１月４日 深川七福神 92 

ス
ポ
ー
ツ
教
室 

ＥＮＪＯＹニュ

ースポーツ2013 

（ユニカール・

ダーツ・ミニテ

ニス・ソフトバ

平成25年５月26日から

平成26年２月23日まで

（９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 

182 



レーボール・輪

投げ・ボッチ

ャ） 

ソフトバレーボ

ール大会 
平成25年６月16日 

市内在住･在勤･

在学者（高校生

以上） 

スポーツセンター 73 

ＥＮＪＯＹニュ

ースポーツ2013 

（ユニカール・

ボッチャ交流

会） 

平成26年３月23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」 

31 

ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル 

小学生ドッジボ

ール大会 

３・４年生大会 

平成25年７月６日及び

７日 

市内在住･在学の

小学生（３･４年

生） 

スポーツセンター 251 

小学生ドッジボ

ール大会 

５・６年生大会 

平成26年２月８日 

市内在住･在学の

小学生（５･６年

生） 

スポーツセンター 271 

新
体
力
テ
ス
ト 

市民体力テスト 平成25年９月22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」 

128 

派
遣 

派遣申請による

新体力テスト等

の指導 

平成25年７月19日 小学生・保護者 向台小学校 74 

平成25年９月28日 地域団体 
富士町地域包括支援

センター 
21 

研
修 

東京都スポーツ

推進委員協議会

女性委員会企画

研修会 

平成25年５月18日  
府中市生涯学習セン

ター 
６ 

平成25年12月14日  新宿区立四谷中学校 ５ 

関東スポーツ推

進委員研究大会 

神奈川大会 

平成25年６月７日及び

８日 
 

神奈川県民ホールほ

か 
６ 

東京都スポーツ

推進委員協議会

実務研修会 

平成25年11月２日  曳舟文化センター １ 

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25年11月30日  
清瀬市生涯学習セン

ター 
14 

東京都生涯スポ

ーツ担当者研修
平成25年12月７日  

東京都庁都議会議事

堂「都民ホール」 
６ 



会 

東京都スポーツ

推進委員研修会

「課題別研修

会」・東京都障

害者スポーツセ

ミナー 

平成25年12月21日  
東京都多摩障害者ス

ポーツセンター 
１ 

上級救命講習 平成26年１月13日 

 南町スポーツ・文化

交流センター「きら

っと」 

12 

東京都地域スポ

ーツ支援研修会 

平成26年２月１日  高輪区民センター ７ 

平成26年２月22日  なかのＺＥＲＯ 11 

東京都スポーツ

推進委員協議会

宿泊研修会 

平成26年３月９日及び

10日 
 

四季倶楽部テルマー

レ湯河原 
３ 

東京都障害者ス

ポーツセミナー 
平成26年３月16日  

東京都多摩障害者ス

ポーツセンター 
１ 

協

力

事

業 

スポーツ祭東京

2013（第68回国

民体育大会）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 

平成25年９月29日  
向台運動場･市民公園

グラウンド 
15 

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

競技会 

平成25年10月４日から

６日まで 
 総合体育館 16 

西東京市民スポ

ーツまつり 
平成25年10月14日  

向台運動場･市民公園

グラウンド 
11 

第12回新宿シテ

ィハーフマラソ

ン・区民健康マ

ラソン 

平成26年１月26日  新宿区 １ 

東京マラソン

2014 
平成26年２月23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 214 

 



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  3,872,000円 

(2) 総合型地域スポーツクラブ会員（平成26年３月31日現在） 

ア にしはらスポーツクラブ  会員 796人（大人434人、子供362人）  

イ 総合型地域スポーツクラブ「ココスポ東伏見」  会員 274人（大人136人、子供138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25年５月５日か

ら10月９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 

 201 

２ 
都民生涯スポーツ大会･都

民スポレクふれあい大会 

平成25年４月13日か

ら11月３日まで 

駒沢オリンピック公園総

合運動場・東京武道館ほ

か 

 118 

３ 西東京市総合体育大会 
平成25年８月18日か

ら12月８日まで 

スポーツセンター･向台運

動場ほか 
7,023 

４ 西東京市尐年野球大会 
平成25年９月22日か

ら10月13日まで 

市民公園グラウンド・北

原運動場ほか 
28チーム 

５ 西東京市民スポーツまつり 平成25年10月14日 
向台運動場・市民公園グ

ラウンド 
4,984 

６ 西東京市尐年サッカー大会 
平成25年10月20日か

ら11月17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 

７ 西東京市ロードレース大会 平成26年２月11日 総合体育館周辺 積雪により中止 

 

５ 西東京市スポーツ推進計画策定に関する事項（10.6.1） 

(1) 西東京市スポーツ推進計画策定懇談会委員（学識経験者１人、西東京市立の小学校及び中学校の校長１人、

スポーツ活動に関する知識を有する者３人、西東京市スポーツ施設の指定管理者１人、市民部健康課職員

１人、社会福祉法人西東京市社会福祉協議会職員１人、公募による市民２人） 

※ 根拠法令：西東京市スポーツ推進計画策定懇談会設置要綱 

(2) 西東京市スポーツ推進計画策定懇談会の開催状況 

   開 催 日 主 な 審 議 事 項 等 

第１回 平成25年５月29日 
西東京市スポーツに関する市民意識調査結果について 

今後のスケジュールについて 

第２回     ７月17日 西東京市のスポーツの現状と課題について 

第３回     ９月18日 西東京市スポーツ推進計画の理念と基本方針について 

第４回     11月６日 
西東京市スポーツ推進計画（素案）について 

今後の計画策定スケジュールについて 

第５回 平成26年１月15日 パブリックコメントの実施結果について 



西東京市スポーツ推進計画（素案）について 

第６回 ２月５日 西東京市スポーツ推進計画（案）について（計画案報告） 

(3) 市民説明会 

 ア 平成25年12月５日 南町スポーツ･文化交流センター「きらっと」 参加者12人 

イ 平成25年12月９日 スポーツセンター 参加者28人 

(4) パブリックコメント 

 ア 実施期間 平成25年12月６日～平成26年１月６日 

 イ 実施方法 ホームページ、スポーツ振興課窓口、情報公開コーナー、市民説明会にて計画素案を公開 

 

６ 体育施設の主な維持管理に関する事項（10.6.2） 

(1) 向台運動場改修工事 

(2) 北原運動場撤去工事 

 

７ スポーツ団体への援助等に関する事項（10.6.1） 

 

 

８ 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     306,775,600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) 47  41,586 

第１体育室(Ａ面) 667  17,136 

第１体育室(Ｂ面) 714  14,872 

第２体育室 825  27,663 

会議室 132  21,770 

温水プール 505  4,442 

個人開放 

第１体育室 －  4,646 

温水プール －  58,600 

トレーニング室 －  24,382 

ランニング走路 －  1,064 

計 2,890 216,161 

総合体育館 

貸切利用 

第１体育室(全面) 127  54,640 

第１体育室(Ａ面) 33       1,010 

第１体育室(Ｂ面) 719  15,634 

第２体育室 655  19,832 

第１会議室 11  19,675 

第２会議室  0       0 

個人開放 
第１体育室 －  14,503 

第２体育室 －  2,098 

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 ３ 287,200 



トレーニング室 －  18,279 

計 1,545 145,671 

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 778  20,827 

武道場 657  14,226 

第２体育室 579  11,776 

多目的ホール 771  26,768 

会議室 296  19,238 

個人開放 
第１体育室 －  2,373 

多目的ホール －  19,777 

計 3,081 114,985 

武道場 
貸切利用 

多目的ホール 1,212  16,583 

剣道場 866  16,377 

柔道場 626  13,502 

計 2,704  46,462 

合  計 10,220 523,279 

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 369  13,898 

向台運動場 
貸切利用 

昼間 

グラウンド(全面) 104  18,453 

グラウンド(Ａ面) 339  9,672 

グラウンド(Ｂ面) 427  18,489 

夜間 

グラウンド(全面) 0     0 

グラウンド(Ａ面) 65  1,486 

グラウンド(Ｂ面) 102  5,136 

計 1,037  53,236 

市民公園グラ

ウンド 

貸切利用 
昼間 グラウンド 534  29,387 

夜間 グラウンド 238  10,872 

計 772  40,259 

芝久保運動場 貸切利用 グラウンド 357  16,238 

芝久保第二運

動場 

貸切利用 

テニスコート(人工芝) 3,622  18,250 

テニスコート(クレー) 1,161  5,054 

ゲートボール場・チャリンコ

広場 
       －   122 

遊びのひろば －  2,137 

計 4,783  25,563 

ひばりが丘総

合運動場「ひ

ばりアム」 

貸切利用 

グラウンド 771  22,276 

野球場 470  12,553 

テニスコート(人工芝) 4,418  25,093 

計 5,659  59,922 

東町テニスコ 貸切利用 テニスコート(人工芝) 2,447  15,372 



ート 

健康広場 貸切利用 グラウンド 673  13,210 

合  計 16,097 237,698 

(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   23 事業    5,295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       190 事業  107,183人参加 

ウ 個人開放事業                         5 事業   43,397人参加 

エ 高齢者向け事業                        3 事業    4,526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４回総会 

開催日 主 な 審 議 事 項 等 

平成25年６月28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 

・スポーツ祭東京2013西東京市実行委員会バスケットボール競技会実施本部体制

について 

・スポーツ祭東京2013西東京市実行委員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実施本部体制について 

・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24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24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５回総会 

開催日 主 な 審 議 事 項 等 

平成26年２月14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25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25年度収支決算について 

・スポーツ祭東京2013西東京市実行委員会の解散について 

 

２ スポーツ祭東京2013実行委員会主催大会に関する事項（10.6.1） 

大会名 実施日 
来場 

者数 
実施場所 

参加 

チーム 

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 

平成25年９月29日 2,000人 

向台運動場・

市民公園グラ

ウンド 

37 

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会 

平成25年10月４日

から６日まで 
12,078人 総合体育館 

20 

（延べ28） 

 

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 

ＦＭ西東京「西東京市からのお知ら

せ」出演 

平成25年４月15日

から30日まで 

・事務局職員によるスポーツ祭東京2013

開催のＰＲ 

ゆりーと訪問 

場所：けやき保育園 
平成25年４月24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 

・園児と一緒にゆりーとダンス 

・啓発グッズの配布 



スポーツ祭東京2013開催150日前イベ 

ント 

場所：市内５駅周辺 

平成25年５月１日 

・市内をゆりーと自転車で巡回 

・市内５駅で啓発グッズ配布 

・ゆりーとによるＰＲ 

ゆりーと訪問 

場所：はこべら保育園 
平成25年５月８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 

・園児と一緒にゆりーとダンス 

・啓発グッズの配布 

ＦＭ西東京「○○ランチボックス/ま

ちとも」出演 
平成25年５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 

ゆりーと訪問 

場所：北原児童館 
平成25年５月15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 

・啓発グッズの配布 

わんぱく相撲西東京場所 

会場：東伏見小学校 
平成25年５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 

・啓発グッズの配布 

文化プログラム「環境フェスティバ

ル」 

会場：西東京いこいの森公園 

平成25年５月26日 

・スポーツ祭東京2013西東京市実行委員

会のブースを出展し、クイズやじゃん

けん大会を実施 

・啓発グッズ、チラシ等の配布 

あいさつ・ふれあいチャレンジプロジ

ェクト 

場所：ひばりが丘児童センター 

平成25年６月16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 

・啓発グッズの配布 

ゆりーと訪問 

場所：こまどり保育園 
平成25年６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 

・園児と一緒にゆりーとダンス 

・啓発グッズの配布 

ジェイコム「いまドコ!?イレブン」出

演 
平成25年６月20日 

・事務局職員によるスポーツ祭東京2013

開催のＰＲ 

ＦＭ西東京「西東京市からのお知ら

せ」出演 

平成25年６月22日

から28日まで 

・事務局職員によるスポーツ祭東京2013

開催のＰＲ 

スポーツ祭東京2013西東京市炬火採火

式 

会場：西東京市役所田無庁舎市民広場 

平成25年６月28日 
・ゆりーとが式典に参列 

・啓発グッズの配布 

スポーツ祭東京2013開催100日前イベ

ントin西東京市 

会場：田無アスタ専門店街２階センタ

ーコート 

平成25年６月29日 

・プロバスケットボール選手、五十嵐圭

氏によるスポーツ祭東京2013開催ＰＲ 

・関係団体とゆりーとによるゆりーとダ

ンスの披露 

・啓発グッズの配布 



平成25年度春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25年６月30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 

小学生ドッジボール大会 

３・４年生大会 

会場：スポーツセンター 

平成25年７月６日

及び７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 

・ゆりーとじゃんけん大会の実施 

・啓発グッズの配布 

平成25年度東伏見商栄会盆踊り大会 

会場：ダイドードリンコアイスアリー

ナ駐車場 

平成25年７月27日 

・事務局職員によるスポーツ祭東京2013

開催のＰＲ 

・啓発グッズの配布 

ＦＭ西東京「西東京市からのお知ら

せ」出演 

平成25年８月１日

から10日まで 

・事務局職員によるスポーツ祭東京2013

開催のＰＲ 

東町商栄会夏祭り・納涼盆踊り花火大

会 

会場：文理台公園 

平成25年８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 

・ゆりーとの撮影会の実施 

・啓発グッズの配布 

ムービールーム柳沢 

会場：柳沢公民館 
平成25年８月14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 

・啓発グッズの配布 

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25年８月18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 

・啓発グッズの配布 

スポーツ祭東京2013開催30日前イベン

ト 

会場：田無アスタ専門店街２階センタ

ーコート 

平成25年８月24日 

・市民による応援のぼり旗の作成 

・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 

・啓発グッズの配布 

ＦＭ西東京「おとなの喫茶店」出演 平成25年８月28日 
・事務局職員によるスポーツ祭東京2013

開催のＰＲ 

ＦＭ西東京「西東京市からのお知らせ

（国体応援週間）」出演 

平成25年９月１日

から７日まで 

・近隣５市の事務局職員によるスポーツ

祭東京2013開催のＰＲ 

クリーンアップ運動 

場所：田無駅周辺から総合体育館 

平成25年９月８日

及び25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、田無特別支援学校及

び事務局職員による清掃活動 

西東京市尐年野球大会 

会場：市民公園グラウンド 
平成25年９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 

2013早稲田スポーツフェスタin東伏見 

会場：早稲田大学東伏見キャンパス 
平成25年９月23日 

・ゆりーとによるＰＲ 

・スポーツ祭東京2013西東京市実行委員

会のブース出展 

・チラシ等の配布 



ＦＭ西東京「西東京市からのお知ら

せ」出演 

平成25年10月１日

から７日まで 

・関係者及び事務局職員によるスポーツ

祭東京2013開催のＰＲ 

(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、市内ＰＲ活動の様子等を掲載 

広報紙の活用 

・「広報西東京」９月１日号の１面と終面を使用し、西東京市で開催される

スポーツ祭東京2013の特集記事をカラー刷りで掲載 

・「広報西東京」に西東京市で開催されるスポーツ祭東京2013関連情報を定

期的に掲載 

啓発物品の活用 
・ティッシュ、ボールペン等の啓発物品を各種イベント等で配布 

・ゆりーとバッグを作製し、各種イベント等で配布して啓発を行った。 

関係団体の協力による

広報啓発 

・スポーツ祭東京2013開催に向け、ＮＰＯ法人西東京花の会や西東京ガーデ

ニングクラブ、市内小中学校及び高等学校等の協力を得て、市内のさまざ

まな場所で花いっぱい運動を展開 

・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、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、協力団体施設等に掲出するとと

もに、イベント等のポスター・チラシを配布し、広報啓発を行った。 

・ティーボール及びバスケットボールのゆりーとを印刷した角２、長３封筒

を作製、使用し、広報啓発を行った。 

 

４ 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 

スポーツ祭東京2013（第68回国民体育大会）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25年５月13日 武蔵野市役所 

・各市担当業務の進捗状況及び共通経費の確認 

・東京都スポーツ祭東京推進部競技課担当からの情報提

供 

８月16日 武蔵野市役所 

・各市担当業務の進捗状況の確認 

・経費請求について 

・東京都バスケットボール協会への確認事項 

９月９日 
公益財団法人日本バス

ケットボール協会 

・スポーツ祭東京2013（第68回国民体育大会）バスケッ

トボール競技会組合せ抽選会 

９月12日 武蔵野市役所 
・代表者会議について 

・東京都バスケットボール協会への確認事項 

10月３日 吉祥寺第一ホテル 
・スポーツ祭東京2013（第68回国民体育大会）バスケッ

トボール競技会代表者会議 



11月18日 武蔵野総合体育館 

・各市大会終了報告 

・東京都バスケットボール協会大会終了報告 

・後催県事業概要説明会について 

平成26年１月23日 武蔵野市役所 ・後催県事業概要説明会 

(2) ティーボール競技 

スポーツ祭東京2013（第68回国民体育大会）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25年６月13日 西東京市役所保谷庁舎 
・本大会の開催について 

・各業務の進捗状況及び今後のスケジュールについて 

９月１日 西東京市役所保谷庁舎 

・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代表

者会議 

９月４日 西東京市役所保谷庁舎 
・本大会開催準備進捗状況について 

・大会前日及び当日のスケジュールについて 

 

５ 炬火に関する事項（10.6.1）           

 (1) スポーツ祭東京2013西東京市炬火採火式       

  ア 日時 平成25年６月28日  

  イ 場所 西東京市役所田無庁舎市民広場     

 (2) スポーツ祭東京2013総合開会式炬火集火式 

  ア 日時 平成25年９月28日 

  イ 場所 味の素スタジアム 

 

６ その他開催準備業務に関すること 

  西東京市合同テロ対応訓練の実施 

 (1) 日  時  平成25年８月６日 

 (2) 場  所  西東京市総合体育館 

 (3) 実施機関  西東京市、警視庁田無警察署、警視庁警備第二課及び第一機動隊、東京消防庁西東京消防署 

 (4) 参加団体等  西東京市防犯協会、西東京交通安全協会、スポーツ祭東京2013西東京市実行委員会委員及び

バスケットボール競技会実施本部員等 

 

７ スポーツ祭東京2013（第68回国民体育大会）開催後の事務整理等に関すること（10.6.1） 

 (1) 開催記念碑 

   西東京市におけるスポーツ祭東京2013（第68回国民体育大会）開催を永きにわたり記念するものとして、

総合体育館に開催記念碑を設置した。 

 (2) 西東京市開催報告書 

   西東京市におけるスポーツ祭東京2013（第68回国民体育大会）の開催意義及び成果を写真、文章等で記録

し、それらを後世に残すものとして、西東京市開催報告書を作成した。 

 (3) 後催県事業概要説明会 



   国民体育大会の円滑な運営に資するため、第69回以降の国民体育大会を開催する自治体等を対象にした事

業概要説明会を、バスケットボール競技共同開催市と共に開催した。 


