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資料 3 

平成２８年度市民スポーツ課事業報告（下半期） 

 

１． 第５２回市民大運動会（中止） 

 

【日時】平成 28 年 10 月 9 日（日） 

       

【場所】東村山市運動公園 

 

【参加対象】東村山市民 

 

【事業概要】 

「スポーツ都市宣言東村山市」のスポーツの祭典として、市民が健康であ

ることを喜び、スポーツを行うきっかけづくりと市民相互の友情と親睦を深

め、地域コミュニティーの高揚を図ることを目的とした、市内体力つくり推

進委員会による対抗種目を中心とした運動会。年代別リレーやつなひき、玉

入れなどを実施。市民体育大会の一環として実施される、当市の一大スポー

ツイベント。 

 

【主催】東村山市、東村山市教育委員会、(公社)東村山市体育協会、13 町体

力つくり推進委員会 

 

【中止の経過】 

開催日当日の 6 時頃の段階では、天候不良ではなかったが、天気予報は芳

しくなく、雷注意報も発令されていた事などから、教育部長、体育協会会長、

スポーツ推進委員会会長と協議し中止を決定。 

開会時刻を遅らせての実施も検討したが、降雨時間と降雨量が多い予報に

おいて、その後雨が上がったとしても、良好なグラウンドコンディションで

の大会実施が困難であると判断し、大会会長である市長へ状況を報告し中止

の判断をした。 
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２．多摩六都リレーマラソン２０１６ 

 

【開催日時】平成 28 年 12 月 23 日（金・祝） 

      7:45～12:30 

 

【開催場所】東京都立小金井公園 

※園路のコースを 23 周（合計 42.195ｋｍ） 

 

【参加対象】 

次の(1)から(3)の全てを満たすチーム。 

(1) 小学生以上で健康な方 

(2) 1 人で 1 周約 2ｋｍを完走できる方 

(3) 東村山市、小平市、清瀬市、東久留米市、西東京市に在住、在勤または

在学する者で構成された、1 チーム 4～10 人のチーム 

 

【参加人数】1,211 名（139 チーム） 

 

【事業概要】 

多摩北部都市広域行政圏協議会（生涯スポーツ専門委員会）の事業として、

圏域 5 市（東村山市、小平市、清瀬市、東久留米市、西東京市）によるスポ

ーツへの参加機会の提供、健康増進、世代を超えた市民相互の交流を図るこ

とと、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、圏域地

域の気運醸成を目指すことを目的に、昨年度より実施。事業の本大会は、

42.195km を 4 人以上 10 人以内で、リレー形式で走る競技。一般の部（年齢

制限なし、男女組合せ自由）、職場の部（同一職場、男女組合せ自由）、女子

の部（全員が女子）、高校の部（全員が高校生、男女組合せ自由）、中学生以

下の部（全員が中学生以下、男女組合せ自由）の 5 部門で、制限時間は４時

間（4 時間を経過した時点で、コース上にいるランナーが最終ランナーとな

り、記録は最終ランナーが直近のゴールを通過した時点。） 

会場内には各市の特産品等をＰＲする物販ブースを出展するとともに、

(公社)東京都鍼灸師会三多摩東支部及び（公社）東京都柔道接骨師会北多摩

支部西東京地区の協力によるトレーナーブースの設置や、東京 2020 オリン

ピック・パラリンピック競技大会への機運醸成の一環として、都内全 62 区

市町村を回るオリンピック・パラリンピックのフラッグが掲示され、参加者

を盛り上げた。 

 

 

【主 催】多摩北部広域連携活動実行委員会（多摩北部都市広域行政圏協議

会構成市：小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市） 
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【主 管】多摩北部広域連携活動実行委員会（主催市の体育協会） 

 

【協 力】 

小金井市、ＴＡＣ・ＦＣ東京・ＴＧＴＳ共同事業体、公益社団法人東京都 

鍼灸師会三多摩東支部、公益社団法人東京都柔道接骨師会北多摩支部西東 

京地区 

 

【後 援】東京都 

 

【その他】 

募集チーム 100 チームを大きく上回る、139 チームの参加となり、スター

トはランナーの安全性確保の観点から、2 段階スタートとした。 

また、本事業についいては西東京市が幹事を務める平成 27 年度と平成 28

年度の実施状況等を踏まえて、それ以降の継続について検討することになっ

ておりましたが、圏域 5 市の輪番事業として、各市が担える規模の事業であ

るか、また、財源や会場確保等の観点から、平成 29 年度については、リレ

ーマラソン大会は実施せず、平成 26 年度以前に行っていた、担当市で事業

運営できる規模の事業に戻すこととなった。 

 

 

【事業写真】 
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3．第 39 回市民テニスバット大会 

 

【開催日時】平成 29 年 2 月 5 日（日） 

      8:50～16:50 

 

【開催場所】市民スポーツセンター 

※硬式（男子・女子）は第一体育室 

 軟式（男女混合）は第二体育室 

 

【参加対象】中学生以上の東村山市民 

 

【参加人数】260 名（前回 289 名） 

内訳：男子硬式 10 町 94 名（10 町 99 名） 

女子硬式 9 町 86 名（10 町 97 名） 

軟 式 8 町 80 名（前回 9 町 93 名） 

（大会結果） 

男子硬式の部 優勝 青葉町、準優勝 野口町、第三位 富士見町 

女子硬式の部 優勝 多摩湖町、準優勝 諏訪町、第三位 萩山町 

軟  式の部 優勝 秋津町、準優勝 青葉町、第三位 富士見町 

  

【事業概要】 

テニスバットを通じ、市民相互の親睦・交流を図るとともに、市民の体力

づくりを目的に開催。市内 13 町体力つくり推進委員で構成される企画委員

により、大会企画・運営が行われている。各町対抗形式で、男子硬式の部、

女子硬式の部、軟式の部（男女混合）がある。 

 

【主 催】東村山市、東村山市教育委員会、（公社）東村山市体育協会 

 

【主管】13 町体力つくり推進委員会 

 

【その他】 

 前回大会は大会中に事故があり、予選のリーグのみを消化したところで大

会中止となった。今年度は、重大事故等は無く、無事に大会を終了すること

が出来た。参加チームが減っていることや、試合の進捗状況等を観ながら、

タイムテーブルにとらわれず、随時開きコートで試合を進行したこと等もあ

り、例年の大会より１時間ほど早い 16 時 50 分に閉会した。 

 現在、13 町対抗形式で開催しているが、各町でのテニスバット愛好者の減

や、体力つくり推進委員会の活動自体への参加人数の減により、男子硬式の

部では 3 町、女子硬式の部では 9 町、軟式の部では 5 町が欠場している。 
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【事業写真】 

 

 

 

 

 

 

４．オリンピック出場選手による体操教室 

 

【開催日時】平成 29 年 2 月 12 日（日） 

      開会式：午前 9 時 00 分から午前 9 時 15 分 

      第一部（3 年生の部）：午前 9 時 15 分から午前 10 時 45 分 

      第二部（4 年生の部）：午前 11 時 00 分から午前 12 時 30 分 

 

【開催場所】市民スポーツセンター 第一体育室 

【参加対象】市内在住の小学 3・4 年生（各学年 60 名）  ※観覧自由 

【参加人数】115 名 ※申込者数 119 名 

小学 3 年生 61 名（男：26 人 女：35 人）※申込者数 62 名 

      小学 4 年生 54 名（男：22 人 女：32 人）※申込者数 57 名 

※観覧者 約 250 名（参加児童の保護者約 200 名、一般観覧者 約 50 名） 

 

 

【事業概要】 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた普及啓発事業 

として、本事業を実施することで全国的なスポーツ気運の高揚との相乗 

効果により、地域スポーツの更なる推進及び機運の醸成と地域の活性化 

につなげることを目的に実施。体操教室（鉄棒、跳び箱、マット運動及びミ

ニトランポリンの指導及び講師によるデモンストレーション）。 

体操の基礎レベルの習得を目指すとともに、教室後も引続き運動を継続 
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できるよう、参加者へ各種運動に対するワンポイントアドバイスを記載 

したリーフレットを配布。講師として、第 28 回オリンピック競技大会 

（2004/アテネ）の体操競技団体で金メダル、平行棒で銀メダル、第 29 

回オリンピック競技大会（2008/北京）の体操競技団体で銀メダルを獲得 

した冨田洋之氏と第 31 回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイ 

ロ）体操・トランポリン日本代表の伊藤正樹氏、棟朝銀河氏を招聘。 

 

【主 催】東村山市教育委員会 

 

【事業効果】 

当日は、オリンピック競技大会出場経験のある、講師の熱のこもった指 

導と公開演技により、参加者及び観覧者から好評を得るとともに，東京 2020 

オリンピック・パラリンピック競技大会への機運醸成となった。 

また、当日の参加者だけでなく、市報や市ホームページ、市内公共施設の 

掲示板等で本事業の広報活動を行うことにより、多くの市民に東京 2020 オ

リンピック・パラリンピック競技大会への意識付を図ることが出来た。 

 参加者アンケートの結果（82 名が回答）、回答者の約 83％にあたる 68 名 

が 5 段階評価で最高の 5 を選択していたことからも、参加者の満足を得られ 

たものと判断できる。 

 事業終了後も継続して体操指導が行えるよう配布した各運動のワン 

ポイントアドバイスについても、参加者数以上の配布枚数（複数枚持って帰 

る参加者や保護者、一般観覧者の配布希望者がいた）となった。 

 

【事業写真】 
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５．第42回東村山みんなで走ろう会 

 

 

【開催日時】平成29年3月5日（日） 

【開催場所】都立狭山公園 

【参加対象】市内在住、在勤、在学のいずれかに該当する、小学校4年生 

以上の健康な方。 

【参加人数】 

1．一般男女の部（4.2km）        38人 

       2．小学4年生男女（2.1km）        88人 

       3．〃  5年生男女（ 〃 ）       58人 

       4. 〃 6年生男女（ 〃 ）        70人 

        5．一般男女の部（ 〃 ）         29人 

6．駅伝の部（2.1km×5区）          315人(63チーム） 

                      人数計  598人 

 

 

【事業概要】 

自分のペースで走ることをとおし、体力つくりを実践し、市民相互の連携

を深めることを目的に、駅伝の部を含む6部門を設け、都立狭山公園内の園路

を利用した2.1kmのコースで実施。 

 

【主催】東村山市教育委員会、（公社）東村山市体育協会 

 

【その他】 

当日は天候に恵まれ、絶好のランニング日和となった。体育協会役員及び

体育協会加盟団体、市教育委員会職員及びスポーツ推進員等総勢138名の役員

により、円滑に大会運営され、参加者の大きな事故・怪我もなく無事終了し

た。 


