
 

 

 

 

第３号事業 



平成25年度事業計画書 （単位：千円）

事業の計画
１　実施内容（予定）

地域でのスポーツ交流を促進し、区内におけるスポーツや生涯学習活動の更なる活性化を図るため、
公式戦招待、スポーツ教室等を実施する。特に区民が一流の技術・迫力に触れる機会を提供し、
感動や夢を体感できる事業とする。
(1) 試合観戦・招待等　　　プロスポーツ公式戦等の区民優待観戦、観戦周知
(2) スポーツ教室・体験会　　プロ又はトップクラスのプレイヤー又はOB、指導者による教室・体験会を実施

※読売巨人軍と連携し、子供向け通年野球教室を落合中央公園野球場で開催予定。
(3) その他、プロスポーツを体感できるプログラム

２　成果指標
参加者数　4,834名 　内訳：①読売巨人軍通年野球教室　3,686名（定員96名×月4回×12月×充足率80%）

②それ以外の事業　1,148名（前年度比2%増）
事業対象拡大に向けた事業内容強化と種目増加の検討

３　実施上の課題
(1) 試合観戦プログラム

開催時期等を調整し、学校夏季休業期間等、より効果的な時期を検討し実施する。
周知についても、他の対象が重なる事業と調整・連携し効果的に行なう。

(2) 体験プログラム
児童を対象としたプログラムの参加者は、回数が単発で活動継続のための条件が不十分である。
そのため、継続した活動機会をいかに提供していくかが課題となっている。

(3) 種目増加に向けた新規連携先の模索
平成24年には、新規に西武ライオンズと連携を開始したが、25年度に向けては頭脳スポーツ種目を
含めた新規種目団体との連携に向けた検討を始める必要がある。

４　顧客満足度の向上方策
参加者アンケートで課題やニーズを把握し多様な実施団体へのアプローチによる新規種目実現を目指す。

５　実　　　績 23年度

(1)試合観戦・招待等 (2)スポーツ教室・体験会
①新宿ミニ野球スクール

６　対前年度予算増減説明
(1) 会議費の新規計上による増
(2) スポーツ教室実施回数の見直しに伴う自主事業収入及び委託費の減

1

事業名

②コズミック大相撲ランドスポレク場所

④東京ヤクルト小学生野球教室
1
1
1

事業名

②東京ヴェルディサッカースカウト2011

回数

3
1
1 31

①燃えろナイター！2011

スポーツ基本法

55
80

210
⑤ＪＢＬ観戦　日立対三菱電機 1,126

③ＪＢＬ観戦　トヨタ対リンク栃木
④ＪＢＬ観戦　日立対アイシン

延参加者

22 ③親子空手教室

471
209

7
41

3

延参加者

2,514

回数

4

事業費

0

自主財源

根拠法令

365

経常収益計 2,412

100 200

人件費 1,947

経常費用計 2,412

目　　的
1.区民に対してトップアスリートとの接点となり、プロフェッショナルの技術や迫力を体験する機会を提供する。
2.子ども達が将来への夢を抱き、参加者がスポーツ学習の楽しさを堪能できる事業内容の構築。3.スポーツへ
の興味と参加への意識を推進し、区内における生涯学習活動を活性化する。

会計 公益目的事業会計区分

事業収益

比較増減予算額 前年度予算額

△ 100

定　款 ３　スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成

事業名 トップアスリートとの交流事業
実施内容

担 当 課 学習・スポーツ課

経常増減の部

367 △ 2

事業・枝事業番号 3-1

部

大

事業開始 平成18年度

△ 102

1,947

△ 102

変更内容

567 △ 102

種別

事業費

合計

3号事業費区補助金 1,947 1,947 0

465

自主事業

中

2,514
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平成25年度事業計画書 （単位：千円）

事業の計画
１　実施内容（予定）

　地域に支えられる大会として、更に発展させるととともに、他に発信する大会として充実させていく。
(1)　実施日 平成26年１月26日(日)
(2)　会場 国立競技場、外苑苑周道路、外苑東通り、新宿通り、明治通り、外苑西通り、ほか
(3)　実施内容

２　成果指標

３　実施上の課題
(1)　地域理解と安全な大会実施に向けた事前調査の実施や関係各署・団体等との調整
(2)　参加者満足度の向上・安全な大会実施のための運営体制の確立と財源の安定的確保

(4)　国立霞ヶ丘競技場の改修予定期間中における大会実施の検討及び改修後の大会実施の検討

４　顧客満足度の向上方策

５　実　　　績
(1)　第9回大会 申込者数11,609人：ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ5,538人、10ｋｍ2,745人、健康マラソン2,834人、

ひよこ492組(984人)      明治公園イベント来場者数11,000人
(2) 第10回大会 申込者数12,729人：ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ6,071人、10ｋｍ2,731人、健康マラソン3,400人、

ひよこ527組(1,054人)    明治公園イベント来場者数11,000人

６　対前年度予算増減説明
人件費単価変更に伴う増
アドバイザー委託費の増

大 事業費自主財源 6,000 0 6,000

②明治公園…ステージパフォーマンス、地場産業及び友好都市等による物産・ＰＲ、区
内企業及び関係団体等による模擬店、ケータリング販売等を実施する。
③その他にも事業を盛り上げる企画を演出し実施する。

(3)　定員増及び在住者の参加率（特に小学生・中学生の参加率）アップ、募集方法の見直し

延べ参加者数　22,500名　（マラソン大会参加者募集人数　10,500名、明治公園ジョイン
トイベント来場者数12,000名）

事業開始 昭和61年度根拠法令 スポーツ基本法、社会教育法

参加者意見を反映した運営方法（距離表示や会場レイアウト等）を検討するとともに、新たな協力者を獲
得することで安定的な運営ができる体制を目指す。

8,590

種別

3号事業費

自主・補助事業

①国立競技場・公道…区民健康マラソンの部「3km（中学男女、一般男女）、2km（小学校
1～3年男女、小学校4～6年男女、ファミリー、ファンラン）、ひよこ（42.195m、スペシャルラ
ン（300m）」、新宿シティハーフマラソンの部「ハーフマラソン（一般男女、40歳代男女、50
歳代男女、60歳以上男女）、10km（一般男女、40歳代男女、50歳代男女、60歳以上男
女）、国立競技場内トラック・芝生でアトラクションを実施。

事業・枝事業番号

経常増減の部

12,678 中

前年度予算額予算額

部

定　款 ３　スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成

事業名
新宿シティハーフマラソン・

区民健康マラソン
財源区分・事業規模

担 当 課 学習・スポーツ課

経常費用計 18,678

区補助金

目　　的
「健康推進都市新宿」を区内外へ積極的に発信するとともに、子どもから高齢者、障がい者
等「だれでも」気軽に集い、楽しめる場を提供するため、区民をはじめ、多くの人に親しまれ
る市民マラソンを実施する。

会計 公益目的事業会計区分

事業収益

比較増減

事業費

8

0

人件費 8,598

経常収益計 18,678

0

10,080 6,080

3-2

14,670 △ 1,992

0

14,670

14,670

4,008

4,000

4,008

変更内容
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平成25年度事業計画書 （単位：千円）

事業の計画
１　実施内容（予定）

(1) 日時 体育の日（毎年10月第２月曜）　午前9時30分から午後4時30分(予定) ※雨天決行
(2) 会場

(3) 連携先 新宿区体育協会、新宿区レクリエーション協会ほか区内団体、都内民間企業等
(4) 来場者 10,000人程度（延べ20,000人程度）予定
(5) スケジュール

① 4月下旬：第1回実行委員会（事業説明・企画募集説明・意見交換）
② 6月中旬：第1回全体連絡会（ﾘｰﾌﾚｯﾄ等広報デザイン決定・企画締切・実施内容発表、調整）
③ 8月下旬：第2回全体連絡会（当日のイベント運営について説明・調整）
④ 9月下旬：第2回実行委員会（当日のイベント運営について説明・調整）

２　成果指標
来場者数　２０，０００人

３　実施上の課題
(1) 区体協・レク協加盟団体、区生涯学習協働ネットワーク登録団体等への新規参画呼びかけ。
(2) 
(3) 同時期に開催される大新宿区まつり「ふれあいフェスタ」との同日開催に向けた調整。
(4)

４　顧客満足度の向上方策

５　実　　　績
(1)
(2)
(3)

６　対前年度予算増減説明
実施内容精査による消耗品費、委託料の減

平成22年度　 [参加団体]83団体　[参加者]延べ21,842人

3,248

根拠法令 スポーツ基本法、社会教育法 事業開始 昭和59年度

経常費用計 3,248 3,649

3,649

平成21年度 　[参加団体]81団体　[参加者]延べ20,105人

比較増減予算額 前年度予算額

3,484 △ 401

事業費

実行委員会の早期開催による出演団体との実施内容充実に向けた取り組みを行うとともに、プログラム等
の早期作成によるＰＲ効果を高めることで、より多くの区民に情報提供を行う。

新宿コズミックセンター、新宿スポーツセンター、大久保スポーツプラザ、戸山多目的運動広
場、西戸山公園野球場ほか

補助事業

3号事業費△ 401

内容充実のための、新規協賛企業の獲得・新規出展の工夫（会場確保含）。

班分けした上で意見交換を促し、また出展に向けて参考事例のレクチャーを行うなど、実行委員会の進
め方を工夫し、参画団体同士のネットワーク形成に繋げる。

1,170 1

0

3,083

経常増減の部

人件費 1,171

経常収益計

区補助金

目　　的
体育の日に、区民が気軽に参加できるスポーツイベントを実行委員会形式で実施し、多
様なスポーツ・レクリエーション活動に親しむ機会を提供する。

会計 公益目的事業会計区分

事業収益 165 165

大

事業・枝事業番号定　款 ３　スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成

事業名 新宿スポレク
－

3-3

学習・スポーツ課担 当 課

平成23年度　 [参加団体]83団体　[参加者]延べ12,661人

△ 401

変更内容

2,077 2,479 △ 402 種別

中

事業費

部
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平成25年度事業計画書 （単位：千円）

事業の計画
１　実施内容（予定）

レガスポ！（スポーツプログラムの提供）
(1)レガスポ！通年講座（週39講座程度）
    ヨーガ、ピラティス、健康ストレッチなど、高齢者を含むさまざまな年齢層が参加できるプログラムの提供。
　  参加者集中の軽減を目的に、平成24年度よりも１講座増の週39講座とする。
(2)レガスポ！10（ten） 　※平成25年度から、レガスポ！20を変更。最少催行20名は維持。
  　コズミックセンターを会場としアンケート等でリクエストの多いプログラムや、近年話題のプログラムを提供。
(3)出張レガスポ！
    コズミックセンター以外の生涯学習館、大久保スポーツプラザ他、区内施設を会場に、全4～10回程度の
    短期講座を提供。区内各所で実施することにより、利用者の利便性を高めることが目的。
(4)出前レガスポ！
　  団体等の依頼により実施する講座で、要望に応じたプログラムを提供（講師手配・講座準備・備品貸出等）
    ※会場手配は依頼者が行う。平成24年10月現在、角筈地域センター運営委員会の依頼で2講座実施済。

２　成果指標
延べ参加者数　46,600人/年間　※既経営計画指標の変更…実施規模が増えないため見直し

指標値設定の根拠：平成22年度延参加者数46,111人の2%増
３　実施上の課題

(1）参加者増による混雑などで、安全・快適な環境を保てなくなることがないよう、施設管理と事業運営との連
携を強化し、適切な会場設定や空き施設の有効利用で参加者のニーズに応える。

(2）出前レガスポ！の活用・実施を促進するため、各地域センター運営委員会等に働きかけを強化する必要
がある。

４　顧客満足度の向上方策

５　実　　　績
レガスポ！（スポーツプログラムの提供）　平成23年度実績　総計42,912人
（1）レガスポ！通年講座（週38講座） 　延べ参加者数　37,750人
（2）レガスポ！20（全14講座）　　延べ参加者数2,750人
（3）出張レガスポ！（全8講座）　延べ参加者数705人
（4）託児サービス（生後6か月～未就学児対象）　延べ利用者数1,707人　※通年レガスポプログラムで実施
※東日本大震災に伴う被災者受け入れ及び節電対策等による休講のため参加者・参加料収入減

６　対前年度予算増減説明
（1）講座数増による講師謝礼増
（2）通年レガスポ！減額率の再積算による参加料収入の増

参加者アンケートによる課題やニーズ把握と、短期講座、出張講座の充実による新規種目の実施と開催
地域の拡大、出前講座のＰＲによる他実施機関からの依頼増により実施場所の拡充を目指す。

3号事業費区補助金 2,735 2,733 2

15,413

自主事業

経常費用計 18,148

事業開始 平成12年度

37

2,733

37

変更内容

15,378 35

種別

事業費

経常増減の部

△ 3,174 △ 64

事業・枝事業番号 3-4

部

定　款 ３　スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成

事業名 レガス健康づくり事業
成果指標

担 当 課 学習・スポーツ課

目　　的
コズミックセンターを中心とした区内公共施設で、区民が定期的・継続的に健康・体力づくりを行
うことができる多彩なプログラムを提供し、心身ともに健やかに暮らすことができる、質の高い生
活環境の整備に寄与する。

会計 公益目的事業会計区分

事業収益

比較増減予算額 前年度予算額

99

根拠法令

△ 3,238

経常収益計 18,148

18,651 18,552

人件費 2,735

スポーツ基本法

大

18,111

18,111

事業費

2

中

自主財源
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平成25年度事業計画書 （単位：千円）

事業の計画
１　実施内容（予定）

(1) 区体育協会の事務局を財団内に設置し、その事務局運営を支援する。
(2) 各加盟団体の主催事業について、広報協力等により支援する。
(3) 平成24年3月に一般社団法人化した区体育協会の法人事務が円滑に執行されるよう支援する。

２　成果指標
広報掲載等による周知協力事業数　　 前年比1事業増

３　実施上の課題
(1) 体育協会事務局機能は、現在財団職員が事務局業務を担っている。

加盟団体からの人員で事務局機能の一部を担う等、自立化を促す必要がある。
(2) 各協会に加盟していない競技について、区内の活動状況を調査し、協会への加盟について支援する。

４　顧客満足度の向上方策

５　実　　　績
(１) 平成24年3月に、新宿区体育協会が一般社団法人化した。
(２) 新宿区レスリング協会の体育協会加盟希望に対し、審査を行った。

※平成24年4月、新宿区体育協会への加盟が承認された。
(3) 特に供給が不足している屋外施設については、都施設の利用代行申請等を行い、活動の維持に

努めた。

６　対前年度予算増減説明
平成23年度不用額発生に伴う、消耗品費の皆減。　※2年連続執行実績が無いため

事業開始 平成22年度

△ 100

変更内容

0 102 △ 102 種別

中

事業費

3号事業費

補助事業

事業・枝事業番号 3-10定　款 ３　スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成

事業名
新宿区体育協会及び新宿区レクリエー

ション協会加盟団体への支援
事業内容

担 当 課 学習・スポーツ課

経常増減の部

区補助金

目　　的
　新宿区体育協会及び新宿区レクリエーション協会加盟団体の活動を支援することにより、区
民のスポーツ活動の振興を図る。

会計 公益目的事業会計区分

事業収益

比較増減予算額 前年度予算額

3,612 △ 100

0 部

根拠法令

3,512

経常収益計 3,512

0 0

人件費 3,512 3,510

　各団体事業の広報周知支援をより積極的に実施することで各団体の活性化を図るとともに、施設利用
者懇談会等において各団体の活動や施設利用方法等の課題やニーズを把握し、加盟団体の多様性に
対応できる活動支援方法を検討する。

社会教育法、スポーツ基本法

△ 100

大

経常費用計 3,512 3,612

3,612

事業費

2
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平成25年度事業計画書 （単位：千円）

事業の計画
１　実施内容（予定）

(1) 平成25年度都民体育大会結団式の開催
(2) 都民体育大会への選手派遣

第66回春季大会、第67回夏季大会・冬季大会
(3) 第66回都民体育大会春季大会の開会式・閉会式への参加

※平成25年度はスポーツ祭東京2013開催年であり、平成24年度同様に都民大会開会式を大規模に
　 開催し、大選手団を派遣しなければならない事態が予想される。このため、今年度に限り、開会式
 　参加者の交通手段として、バス借り上げ経費を計上

(4) 第25回都民スポレクふれあい大会への選手派遣と参加補助費の支払い
(5) 平成25年度都民生涯スポーツ大会への選手派遣と参加補助費の支払い
(6) 第62回東京都フナ釣り・ハゼ釣り大会への選手派遣

２　成果指標
派遣人数 775名
派遣種目数 50種目

３　実施上の課題
(1) 区体協だけでなく、区レクリエーション協会や各種スポーツ・レクリエーション団体との連携を深め、派遣

種目数及び派遣選手数の増を図る。
(2) 大会結果等の財団広報紙やホームページへの掲載や成績優秀者の表彰等、代表選手としての

意識や意欲の向上につながる方策について検討、実施する。
(3) 各団体への参加費助成のあり方について検討し、改善を図る。
(4) スポーツ祭東京2013開催に伴う、突発的な大規模選手派遣要請へ対応する。

４　顧客満足度の向上方策

５　実　　　績

※平成23年度の東京都ハゼ釣り大会は、震災の影響で中止
６　対前年度予算増減説明

(1) スポーツ祭東京2013の気運醸成に伴う、都民体育大会開会式への選手団派遣数増のための経費増
開会式会場への貸切バス借り上げ経費及び結団式経費の増

(2) 平成23年度不用額実績に伴う経費の見直しによる減

58
51

134 660 45
125

7 168
161

106
713
695

スポレクふれあい 合計 結団式

6７30
31 中止※ 7 164

349
345

25
都フナ釣り 都ハゼ釣り 都民生涯スポ

35
32 30 ７

事業費

1

年度
23年度
22年度
21年度

都民大会春 都民大会夏 都民大会冬

299

人件費 1,171 1,170

社会教育法、スポーツ基本法

210

大

経常費用計 3,266 3,056

3,056

3,056 210

0 部

根拠法令

3,266

経常収益計 3,266

0 0

区補助金

目　　的
　競技レベルや目的別に実施される各種大会に、新宿区代表選手団を派遣することで、各団
体の組織強化を促進するとともに、培った技術を地域への還元を通して地域力の向上を図
る。

会計 公益目的事業会計区分

事業収益

比較増減予算額 前年度予算額

定　款 ３　スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成

事業名 代表選手の派遣
事業規模

担 当 課 学習・スポーツ課

事業費

3号事業費

補助事業

事業・枝事業番号 3-11

経常増減の部

大会派遣後のアンケート実施、結果報告により、派遣方法、派遣大会の見直しを図り、より多様な大会へ
の派遣が可能な事業展開を目指す。

事業開始 昭和46年度

210

変更内容

2,095 1,886 209 種別

中
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平成25年度事業計画書 （単位：千円）

事業の計画
１　実施内容（予定）

（１）大会期間
① 総合開会式 平成25年9月1日（日）
② 大会期間 平成25年6月～26年3月

（2）実施競技
一般の部31競技（前年度比1増）、中学生の部10競技（前年度同様）
小学生の部2競技（前年度比1増） 計43競技を実施予定。
※平成25年度は、一般の部及び小学生の部でレスリング大会を新規に実施予定。

（3）参加料
①個人競技 200円
②ペア競技 400円
③団体競技　15名以上登録競技2,000円、5名前後登録競技1,000円

２　成果指標
参加者数　14,450名　（前年度比1,200名増）
小学生サッカー大会、小学生野球大会を統合実施する。

３　実施上の課題
（1）小・中学生種目及び障がい者種目の実施について、実態を調査し、区民総合体育大会としての実施に

ついて、競技団体との協議を進める。
（2）小学生サッカー大会、小学生野球大会の統合については、唯一残る中学生野球大会との整合性をとる

ため、競技主管団体と引き続き協議し、早期に整理を行なう。
（3）新規種目として、一般及び小学生を対象にレスリング大会を円滑に開催できるよう準備・調整を行なう。

４　顧客満足度の向上方策

５　実　　　績

６　対前年度予算増減説明
（1）レスリング大会新規開催に伴う委託料を新たに計上
（2）陸上競技大会において、参加者の増加に対応する陸上競技協会への委託料の見直しに伴う増
（3）前年度不用額の精査

－

小学生の部
353名
352名

競技主管団体と実施方法についての綿密な事前協議や事後アンケートを行うことで、多様化する参加者
ニーズを踏まえた競技運営を行う。

1競技　　　41名
1競技　　　43名

344名

参加数前年比

12,338
12,286
12,013

23年度 100.4%
102.3%30競技　　9,497名

29競技　　9,560名

10競技　　2,448名
10競技　　2,746名

事業開始 昭和41年度

455

変更内容

9,544 9,091 453 種別

中

開会式

事業費

3号事業費

補助事業

事業・枝事業番号 3-12-（1）

経常増減の部部

大

定　款 ３　スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成

事業名
区民スポーツ大会

(1)区民総合体育大会
事業規模

担 当 課 学習・スポーツ課

目　　的
　健康への関心の高まりとともに増加してきた、日常的にスポーツを愛好する区民が、日頃の
活動成果を発表する機会をつくることにより、スポーツの継続実施を定着させて、健康や体力
の増進を図る。また、大会を通して住民の親睦と交流を図る。

会計 公益目的事業会計区分

事業収益

比較増減予算額 前年度予算額

101,519 1,509

区補助金

30競技　　9,849名

社会教育法、スポーツ基本法

455

一般の部 中学生の部

10競技　　2,453名
22年度

10,654

9,145 445

事業費

2

根拠法令

9,590

経常収益計 11,109

21年度

年度

人件費 1,565 1,563

経常費用計 11,109 10,654

参加者数
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平成25年度事業計画書 （単位：千円）

事業の計画
１　実施内容（予定）

(1) 小学生野球・女子ソフトボール大会
規模 1部（小学6年生以下で構成されたチーム）、2部（小学4年生以下で構成されたチーム）

女子ソフト（女子小学生で構成されたチーム） 合計45チーム　（前年度比5チーム減）
(2) 中学生野球大会　7月頃　　5日間（チーム数により変動）

規模 16チーム　1チームにつき監督・コーチ・スコアラー各1名、選手11～20名
(3) 小学生サッカー大会　11月頃

規模 1部（6年生以下）、2部（5年生以下）、3部（3・4年生）　計45チーム（前年度比5チーム減）
1チームにつき監督1名、コーチ2名、選手11～20名

(4) 小学生百人一首大会　　2月頃　　1日間
規模 区内在住・在学の小学生　　100名

(5) 小学生将棋大会　　8月頃　　1日間　　※平成24年度新規開催
規模 区内在住・在学の小学生　　100名

(6) 新規頭脳スポーツ大会　1日間
規模 区内在住・在学の小学生　　100名
※囲碁を軸に新規種目を検討し、実施予定

２　成果指標
(1) 小学生サッカー大会、小学生野球大会について、中学生野球大会との整合性をとりつつ、区民総合

体育大会への移管準備を行う。
(2) 頭脳スポーツ、学習系新種目の大会を開催する。

３　実施上の課題
(1) 中学生野球大会は、区民総合体育大会中学の部野球競技とは別に学校対抗で実施しているため、

今後事業の継続の可否を含め、中学校体育連盟及び新宿区軟式野球連盟との間で調整が必要。
(2) 新規頭脳スポーツ種目の大会について、種目の選定と運営協力団体との調整が必要。

４　顧客満足度の向上方策
競技主管団体との事前協議の強化と、新規種目実施に向けたニーズの把握に努める。

５　実　　　績 ※参加人数

６　対前年度予算増減説明
(1) 平成24年度新規実施の小学生将棋大会の委託料を、実際の委託内容を反映させて増額
(2) 新規種目実施委託料を、小学性将棋大会の例を参考に増額
(3) 小学生スポーツ大会について、過去の参加チーム実績に応じて募集チーム数を見直し
(4) 平成23年度不用額の精査による減

社会教育法、スポーツ基本法

210

大

経常費用計 2,624 2,414

2,414

事業費

1

年度

部

根拠法令

2,430

経常収益計 2,624

194 141

人件費 1,171 1,170

比較増減予算額 前年度予算額

2,273 157

53

担 当 課 学習・スポーツ課

経常増減の部

区補助金

目　　的
1.小・中学生に、スポーツを中心とした日頃の活動成果を発揮する場づくりを行うことにより、
継続する意欲を高め、健康増進と体力、知力の向上を目指す。
2.区内の小・中学生と保護者の親睦と交流を図る。

会計 公益目的事業会計区分

事業収益

3号事業費

補助事業

事業・枝事業番号 3-12-(2)定　款 ３　スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成

事業名
区民スポーツ大会
(2)小・中学生大会

事業内容

事業開始 昭和53年度

210

変更内容

1,453 1,244 209 種別

中

事業費

23年度
22年度
21年度

小学生野球 中学生野球 小学生サッカー

42チーム　660名 12チーム　162名 41チーム　682名

小学生百人一首 合計人数 人数対前年比

41チーム　616名
41チーム　659名

11チーム　175名

10チーム　161名

43チーム　684名

42チーム　662名
100.7%
98.6%

－

48
30
29

1,523
1,512
1,533
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平成25年度事業計画書 （単位：千円）

事業の計画
１　実施内容（予定）

(1) 第５回新宿トリムマラソン
実施時期 秋　※新宿区民陸上競技大会と同日程で開催
場　　　所 国立霞ヶ丘競技場および周辺
定　　　員 500名　※平成24年度比100名の減

(2) ニュースポーツ大会 ※平成24年度までは、ソフトバレーボール大会を実施
実施時期 冬
場　　　所 新宿コズミックセンター等
定　　　員 100名程度

２　成果指標
(1) 参加者数 600名 ※実施内容から当初経営計画に定めた成果指標を達成することが

   不可能なため、成果指標のうち参加者数を見直す。
(2) ニュースポーツ大会の実施

３　実施上の課題
(1) トリムマラソンについて、国立霞ヶ丘競技場の改修工事に伴う平成26年度以降の実施体制の検討。
(2) 団体等と連携したスポーツ普及事業と連携し、ニュースポーツの普及を図る。
(3) ニュースポーツ大会開催に向けて関係団体と調整・協議。

４　顧客満足度の向上方策

５　実　　　績

６　対前年度予算増減説明
(1) トリムマラソンの定員を600名から500名に減じたことによる収入・支出額の見直しと精査
(2) 平成23年度不用額実績に伴う精査

参加者アンケート・大会主管団体意見等に基づいた運営方法改善を行うとともに、多様化するニーズに
応える新規種目の導入についても検討する。

－
－

452名
535名
427名

トリムマラソン ソフトバレーボール大会 合計
73名23年度

22年度
21年度

379名
535名
427名

事業開始 平成22年度

△ 439

変更内容

1,798 2,238 △ 440 種別

中

事業費

3号事業費

補助事業

事業・枝事業番号 3-12-(3)定　款 ３　スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成

事業名
区民スポーツ大会

(3)ニュースポーツ・レクリエーション大会
成果指標

担 当 課 学習・スポーツ課

経常増減の部

区補助金

目　　的
　ニュースポーツやレクリエーション種目を愛好する区民に、日頃の活動成果を発揮する場づくり
を行うことにより、継続実施を定着させる。また、スポーツ習慣の無い区民や障がいをお持ちの区
民にスポーツにふれる機会を提供し、スポーツの継続実施のきっかけを提供する。

会計 公益目的事業会計区分

事業収益

比較増減予算額 前年度予算額

3,076 △ 377

△ 62 部

根拠法令

2,699

経常収益計 2,969

270 332

人件費 1,171 1,170

社会教育法、スポーツ基本法

△ 439

大

経常費用計 2,969 3,408

3,408

事業費

1

年度
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平成25年度事業計画書 （単位：千円）

事業の計画
１　実施内容（予定）

(1) 陸上教室（小学生等対象） 10回×30名×2講座
(2) 健康ウォーキング 毎月1回＋特別プログラム2回 合計14回
(3) 夏休みラジオ体操 夏休み期間中、70会場以上で開催
(4) レクリエーション種目教室（2講座） 新宿区レクリエーション協会関連団体等との連携により実施

２　成果指標
種目数　5種目 ※新規に2種目を実施
レクリエーション種目を増加させ、多様な種目の講座を実施し、区民に広くスポーツに親しむ機会を
提供する。

３　実施上の課題
(1) 多くの区民が、親しみやすいニュースポーツ等の事業実施を関係団体と検討する必要がある。
(2) 区民総体実施種目で参加者数が少ない種目について、競技人口増の手立てを講じる必要がある。

４　顧客満足度の向上方策

５　実　　　績
平成23年度
(1) 小学生陸上教室（連携先：新宿レガス陸上クラブ　会場：四谷第三小）
(2) 健康ウォーキング（連携先：NPO法人新宿区ウォーキング協会）　　計14回　参加者数588人
(3) 夏休みラジオ体操(連携先：新宿区ラジオ体操会連盟他

会場：区内各所　　開催団体76団体　延べ開催日数1,200日　延べ参加者数69,862人

６　対前年度予算増減説明
(1) 健康ウォーキング運営委託料の実績による減
(2) ローラースケート、歩き方講座の計画中止による減

(例年スポレクや健康ウォーキングの中で既に実施。今後別途短期教室開催の必要性が低い。）
(3) 小学生陸上教室の指導員数見直しによる減
(4) 新規レクリエーション種目2教室の運営委託料を計上

事業名 団体等と連携したスポーツ普及事業
実施内容

△ 59

目　　的

1.スポーツ団体をはじめとする地域団体等との連携により多様な種目の講座を実施し、各種目の普及と振興を目指し、かつ
団体の活動活性化を図る。 2.区民に対し、気軽にスポーツに取り組む機会を提供し、スポーツ習慣の定着を図るとともに、
健康で豊かな生活の促進に寄与する。 3.スポーツを通じた区民相互の交流を図り、仲間づくりや地域コミュニティの形成に
寄与する。

会計 公益目的事業会計区分

事業・枝事業番号 3-13

変更内容

担 当 課 学習・スポーツ課

部

比較増減

定　款 ３　スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成

経常増減の部

事業開始 平成22年度

12

728

336

事業費

自主事業

自主財源 大

区補助金 中

267事業収益

予算額 前年度予算額

12

1,565 1,563 2

69

2

3号事業費

2,293 2,281

人件費

718

1,565

2,281

1,563

種別

10事業費

根拠法令

392

経常収益計 2,293

451

社会教育法、スポーツ基本法

 参加者アンケートの実施による課題やニーズの把握と、関係団体との連携強化による内容充実を行うと
ともに、新規種目の実施について関係団体との調整を図る。

経常費用計
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