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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） 

   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 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催事業の実施状況 

区分 事業名 実施日 対象 実施場所 

参加 

者数 

(人) 

ス
ポ
ー
ツ
教
室 

ＥＮＪＯＹニュース

ポーツ2020（ユニカ

ール・ボッチャ・輪

投げ） 

令和２年11月29日 

令和２年12月20日 

令和３年３月28日 

（３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」 

33 

 

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運営費等補助金 2,520,000円 

  ア にしはらスポーツクラブ 300,000円 

    イ ココスポ東伏見 2,220,000円 

(2) 総合型地域スポーツクラブ会員数（令和３年３月31日現在） 

ア にしはらスポーツクラブ 会員 889人（大人557人、子供332人）  

イ ココスポ東伏見 会員 309人（大人104人、子供205人）  

 

４ 各種大会事業に関する事項（10.6.1） 

事業名 実施日 実施場所 
参加者数

（人） 

都民生涯スポーツ大会 
令和２年８月22日から

10月10日まで 

駒沢オリンピック公園総合運動

場、東京辰巳国際水泳場ほか 
31 

 

５ オリンピック・パラリンピック等スポーツ振興事業に関する事項（10.6.1） 

 (1) スポーツで活躍する市民等の応援・周知 

 (2) ＥＮＪＯＹニュースポーツ事業における障害者受入体制の充実 ３回 

 (3) オランダオリンピック委員会・スポーツ連合との連携事業 



事業名 実施時期 実施場所 
参加者延べ

人数（人） 

いこいの森散歩・ひがしふしみ散歩 令和３年３月 
西東京いこいの森公園周辺 

都立東伏見公園周辺 
190 

 

６ 体育施設の主な維持管理に関する事項（10.6.2） 

(1) きらっと可動間仕切改修工事 

(2) スポーツセンターろ過ポンプ改修工事 

(3) スポーツ施設自家用電気工作物改修工事 

(4) スポーツセンター表示板設置工事 

 

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 288,624,405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） 32           4,648  

第１体育室（Ａ面） 678 10,850  

第１体育室（Ｂ面） 676 11,214  

第２体育室 543 10,282  

会議室 108 2,573  

温水プール 269 1,943  

個人開放 

第１体育室 － 2,268  

温水プール － 34,841  

トレーニング室 － 14,863  

ランニング走路 － 369  

計 2,306 93,851  

総合体育館 

貸切利用 

第１体育室（全面） 46 3,969  

第１体育室（Ａ面） 296 4,206  

第１体育室（Ｂ面） 707 10,612  

第２体育室 612 10,306  

第１会議室 92 2,048  

第２会議室 3 0  

個人開放 

第１体育室 － 7,995  

第２体育室 －  1,895  

トレーニング室 － 14,581  

計 1,756 55,612  

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 435 7,646  

第２体育室 684 7,954  

武道場 541 8,515  



多目的ホール 669 11,295  

会議室 137 2,750  

個人開放 
第１体育室 － 1,202  

多目的ホール － 0  

計 2,466 39,362  

武道場 
貸切利用 

剣道場 633 8,537  

柔道場 533 7,584  

多目的ホール 1,013 8,352  

計 2,179 24,473  

合計 8,707 213,298  

 

イ 運動場利用状況 

施設名 利用件数（件） 利用人数（人） 

向台運動場 
貸切利用 

昼間 

   グラウンド（全面） 0 0  

グラウンド（Ａ面） 301 8,257  

グラウンド（Ｂ面） 426 20,779  

夜間 

グラウンド（全面） 0 0  

グラウンド（Ａ面） 18 364  

グラウンド（Ｂ面） 75 4,660  

計 820 34,060  

市民公園グラ

ウンド 

貸切利用 
昼間 グラウンド 427 20,544  

夜間 グラウンド 138 6,466  

計 565 27,010  

芝久保運動場 貸切利用 グラウンド 272 8,500  

芝久保第二運

動場 

貸切利用 
テニスコート（クレー） 1,334 5,711  

テニスコート（人工芝） 3,348 17,078  

個人開放 

ゲートボール場・ちゃりんこ

広場 
－ 2,109  

あそびの広場 － 5,995  

計 4,682 30,893  

ひばりが丘総

合運動場「ひ

ばりアム」 

貸切利用 

グラウンド 713  20,644  

野球場 421 11,405  

テニスコート（人工芝） 3,928 23,292  

計 5,062 55,341  

健康広場 貸切利用 グラウンド 407 10,423  

 合計 11,808 166,227  

 

(3) 指定管理者主催事業 

ア 個人開放事業                         ６事業   13,360人参加 

イ 高齢者向け事業                        ４事業    3,342人参加 



ウ 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    ８事業     734人参加 

エ 各施設における市民ニーズにマッチした教室事業        228事業   47,570人参加 


