
国 体 準 備 係 
 

 

１ スポーツ祭東京 2013 第 68 回国民体育大会福生市実行委員会 

 

  平成 25 年に第 68 回国民体育大会が東京都において開催されることが正式に決定されたことを受

け、国民体育大会開催基準要項（財団法人日本体育協会昭和 30年１月 17日制定）第 24項に基づき、

福生市において設置する「実行委員会」について、現にある第 68 回国民体育大会福生市準備委員会

（平成 21 年８月 23 日設立）を改組・移行することをもって、スポーツ祭東京 2013 第 68 回国民体

育大会福生市実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置した。 

 

 (１) 設立（改組・移行）日 平成 22年８月 22日（日） 

 

 (２) 委員等 会長１名 副会長８名 常任委員34名 委員33名 顧問５名 参与20名 監事３名 

計 104 名 

 

 (３) 専門委員会の設置 

    多岐にわたる開催準備業務を効率的・具体的に遂行するため、実行委員会会則第 10 条及び第

13 条の規定により、実行委員会に「専門委員会」を設置した。（平成 22 年 12 月 14 日実行委員

会第１回常任委員会議決） 

    専門委員については、各担当事項に関係する機関、団体等から推薦を受けた者を選任した。 

 

専門委員会の区分 付 託 事 項 専門委員数 

総務・企画専門委員会 

(１) 開催準備総合計画に関すること。 

(２) 市民参画の推進に関すること。 

(３) 広報活動の推進に関すること。 

(４) 観光・接伴に関すること。 

(５) 他の専門委員会に属さない事項に関すること。 

16 名 

競技・式典専門委員会 

(１) 競技運営基本計画に関すること。 

(２) 競技用具等整備基本計画に関すること。 

(３) 式典の基本計画に関すること。 

(４) その他競技・施設及び式典に必要な事項に関す

ること。 

21 名 

宿泊・衛生専門委員会 

(１) 宿泊基本計画に関すること。 

(２) 医事・衛生基本計画に関すること。 

(３) 環境（エコ）対策事業基本計画に関すること。 

(４) その他宿泊・医事・衛生及び環境対策に必要な

事項に関すること。 

11 名 

警備・輸送交通専門委員会 

(１) 消防防災業務基本計画に関すること。 

(２) 警備基本計画に関すること。 

(３) 輸送交通基本計画に関すること。 

(４) その他消防防災・警備及び輸送交通に必要な事

項に関すること。 

14 名 
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２ 平成 22年度における開催準備事業の概要 
 

(１) 会議の開催 

   ア 総会 

第 68回国民体育大会福生市準備委員会第２回総会及びスポーツ祭東京2013第 68回国民体

育大会福生市実行委員会第１回総会 

     平成 22 年８月 22 日(日) 福生市商工会館３階会議室 

   イ 常任委員会 

(ア) 第 68 回国民体育大会福生市準備委員会第２回常任委員会 

       平成 22年７月 27日(火) 福生市役所第 1棟２階会議室 

    (イ) スポーツ祭東京 2013 第 68 回国民体育大会福生市実行委員会第１回常任委員会 

       平成 22年 12 月 14 日(火)  福生市商工会館３階会議室 

   ウ 専門委員会 

    (ア) 第１回 総務・企画専門委員会 

       平成 23年２月７日（月） 福生市役所第２棟４階議会会議室 

    (イ) 第１回 競技・式典専門委員会 

       平成 23年２月８日（火） 福生市役所第２棟４階議会会議室 

    (ウ) 第１回 宿泊・衛生専門委員会 

       平成 23年２月９日（水） 福生市役所第２棟４階議会会議室 

    (エ) 第１回 警備・輸送交通専門委員会 

       平成 23年２月 10日（木） 福生市役所第２棟４階議会会議室 

 

(２) 関係機関・団体との連絡調整 

   ア 東京都及び東京都市町村の各国体準備事務局との連絡調整 

   イ (財)日本ソフトボール協会、東京都ソフトボール協会、福生市ソフトボール連盟、NPO 法人

福生市体育協会など関係団体との連絡調整 

ウ 競技会場及び式典会場の施設管理者との連絡調整 

 

(３) 先催地の準備状況等の調査・研究 

ア 第 65回国民体育大会（ゆめ半島千葉国体）ソフトボール競技会を視察 

    (ア) 視察区分 

      ａ 宿泊組 

        実行委員会事務局、福生市教育委員会事務局スポーツ振興課及び NPO 法人福生市体

育協会（ソフトボール連盟を含む。）の関係者において実施した。 

実施日 平成 22年９月 25日（土）から同月 28日（火）まで 
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      ｂ 日帰り組 

        参加応募に基づき、実行委員会委員等、NPO 法人福生市体育協会（ソフトボール連盟

を含む。）の関係者、市職員及び実行委員会事務局（国体準備室）職員により実施 

        実施日 平成 22年９月 26日（日） 参加者 22 名 

            平成 22年９月 27日（月） 参加者 29 名 

(イ) 視察会場  

千葉県成田市 競技会場 大谷津運動公園内 大谷津野球場及び多目的広場 

式典会場 成田国際文化会館    

イ 第 65 回国民体育大会成田市事業概要説明会への参加 

     千葉県成田市が後催市町村に対し開催した開催競技会運営に係る事業概要説明会に参加し、

成田市における競技会運営に資する事業概要について情報提供を受けた。 

     平成 22 年 12 月 16 日（木） 千葉県成田市役所 

ウ 先催地からの情報提供 

(ア) 平成 16年の埼玉国体のソフトボール競技会（成年女子）を開催した埼玉県坂戸市を訪

問し、運営に係る情報提供を受け、先催地の競技会運営について調査・研究した。 

       平成 22年５月７日(金) 埼玉県坂戸市役所 訪問 

(イ) 国体開催に向けての協賛制度について、千葉県浦安市、船橋市及び袖ヶ浦市を訪問し、

情報提供を受け、当該市の実施状況を調査・研究した。 

       平成 23年１月 12日(水) 千葉県 浦安市役所、船橋市役所及び袖ヶ浦市役所訪問 

 

(４) 広報・啓発 

   ア 国体ホームページのリニューアル 平成 22 年９月 16日(木) 

イ 広報・啓発に資するＰＲ物資の作成 

(ア) 国体ＰＲ用パネル 計 30 枚 

(イ) 横断幕・懸垂幕 計６枚 

(ウ) のぼり旗 70 基 

(エ) マグネットステッカー 140 枚 

(オ) ポケットティッシュ 8,000 個 

(カ) エコバッグ 650 枚 

   ウ 広報・啓発に資する印刷物の作成 

(ア) 国体ＰＲリーフレット（リニューアル） 3,800 部 

(イ) 福生国体だより「プレイボール」 29,500 部 

(ウ) 国体ＰＲポスター 300 枚 

エ イベントにおける国体に関する広報活動 

(ア) 福生市営競技場リニューアルオープン記念行事 平成 22年６月６日(日) 
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(イ) ふっさ環境フェスティバル 平成 22年６月６日(日) 

(ウ) みんなの運動会 平成 22 年６月 27 日(日) 

(エ) 福生七夕まつり 平成 22 年８月７日(土)及び８日(日) 

(オ) 市民総合体育大会開会式 平成 22年 10 月 11 日(祝） 

(カ) ふっさ健康まつり 平成 22年 10 月 31 日(日） 

(キ) ウォークラリー 平成 22 年 11 月 28 日(日) 

(ク) 新春ウォーキング 平成 23年１月８日(土) 

(ケ) 福生市民新春駅伝大会 平成 23 年１月 30 日(日) 
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