
 

 

 

 

第４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）

(1) レガスクラブ

① 実施内容 クラフト工作、お菓子作り、公園で遊ぼう　など
② 実施期間 平成25年5月から平成26年3月までの11ヶ月間、年間20回。
③ 対　象 小学校1年生から6年生までの児童、55人
④ 連携団体 NPO法人東京児童文化協会（連携）…事業の企画、指導者及びスタッフの手配
⑤ 協力団体 目白大学…学生ボランティア、大学講師陣によるプログラム協力等

(2)  レガスクラブ（スポーツ・学習プログラム）

① 実施内容

　
② 実施期間 平成25年5月から平成26年3月の通年開催、年間20回または30回程度の実施。
③ 対　象 小学校1年生から小学校6年生までの児童、定員は活動内容による。
④ 協力団体 新宿区体育協会加盟団体及び地域団体、新宿スポーツセンター（交流試合）ほか

２　成果指標
　事業定員297人(レガスチャレンジクラブ55人、レガススポーツ・学習クラブ242人)、前年度から4％の増。
　平成23年度：参加者249人/事業定員287人「総合学習：(参)55人/(応)65人、定期：(参)194人/(応)221人」

３　実施上の課題
(1) 大学や民間企業等と連携し、子どもたちに多様な学習機会を創出するための仕組みづくりを行う。
(2) プログラムの内容やレベル等、子どもたちへの効果的な指導方法、仕組みづくりを行う。
(3) 様々なレベルの参加者が混在するクラスへの対応と集団行動、活動における仕組みづくりを行う。
(4) 区内全域から多くの参加者を得るための会場および実施日時の選定。

４　顧客満足度の向上方策

５　実績
(1) 平成23年度

レガスクラブ総合学習…(参)55人/(応)65、レガスクラブ定期…(参)194人/(応)221人
(2) 平成22年度

レガスクラブ総合学習…(参)48人/(応)49、レガスクラブ定期…(参)248人/(応)314人
６　対前年度予算増減説明

　指導内容及びプログラム内容の見直し、講師及びスタッフの依頼先の見直し等による諸謝金等の見直し
による事業費の増。事業参加費の見直しによる事業収益の増。

目　　的

社会教育法、スポーツ基本法、小学校学習指導要領

161

10,938

6

2,728 △ 560 大

人件費 5,088

経常収益計 10,938 10,777

事業費

5,082

区補助金 5,088 5,082

自主財源

会計 公益目的事業会計区分

事業収益

予算額 前年度予算額

部

2,168

事業・枝事業番号定　款 ４　次代を担う児童や青少年の育成

事業名 子どもクラブ　(1)レガスクラブ
事業規模

子ども・地域課担 当 課

4-1-(1)

変更内容

5,850 5,695 155

種別

中

事業費

4号事業費

自主事業

　子どもたちが安心してスポーツ・レエクリエーション活動及び学習活動に参加できる場と機会を
提供する。また、各活動を通して参加者相互の交流を図る中で、子どもたちの自主性や創造力を
育むとともに、次代を担う子どもたちの心身の健全な育成を図る。

6

比較増減

7153,682 2,967

スポーツ・運動プログラム…フットサルクラブ（4コース）、チアリーディングクラブ（1
コース）、バスケットボールクラブ（2コース）、水泳クラブ（1コース）。学習プログラム
…料理クラブ（1コース）、図工クラブ(1コース）、英語クラブ（3コース）

経常増減の部

　財団広報紙「Oh!レガス新宿ニュース」及び財団ホームページを活用し、活動内容、結果を紹介し、利
用者満足度の向上並びに新たな参加者の獲得を図る。

事業開始 平成22年度

161

根拠法令

10,777経常費用計

　レガス新宿（歴史の「レ」、学習の「ガ」、スポーツの「ス」）及び区内の資源（人・まち・団体・学校・施
設 ・自然等）を活用し、学習・体験プログラムを実施する。

　平成23年度に実施した子どもクラブの参加者アンケートの結果を基に種目を選定し、スポーツプロ
グラム4種目、学習プログラム3種目、全13コースを実施する。
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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) 夏休み子ども科学教室

　学校の夏季休業期間を利用し、区内の大学との連携・協働により、科学体験講座を実施する。
① 実施時期 … 7月～8月、全4回
② 対　象 … 小学校1年生～6年生、各30人　　

　(2) 連続講座（宇宙の学校 ほか）
　新宿の学校の理科部会の教諭を中心としたシリウスの会と連携し、宇宙のしくみ、理科実験　工作等を学ぶ機
会を提供する。
① 実施時期 … 7月～12月、全４回
② 対　象 … 小学校1年生～6年生、80人　　

　(3) その他科学実験教室
民間企業及び大学等と連携し、理科の面白さを伝える場を提供する。
① 実施期間 … 6月～25年2月、全6回
② 対　象 … 小学1年生～6年生、各30人　

　(4) 特別イベント（サイエンスフェスタ）
　都内の民間企業及び大学、関係団体等と連携・協働し、子どもたちにサイエンスの楽しさを体験してもらう機会
を創る。
① 実施期間 … 3月(※「子どもフェスタ2014」の中で特別イベントとして実施する。)
② 対　象 … 小学生及び中学生、300人

２　成果指標
延べ参加者数　880人（平成23年度実績450人）

３　実施上の課題
　(1) 都内の民間企業や大学等との連携強化、新たな連携先の確保等、子どもたちに多様な学習機会を提供する

ための取り組みを進める。
　(2) 安定したプログラム運営を行うための既存プログラムの見直しを行うとともに、都内の民間企業及び大学等と連

携したプログラムのシリーズ化の検討と仕組みづくりを行う。
４　顧客満足度の向上方策

５　実　　　績
　(1) 平成23年度 子ども未来講座(参加者450人/応募者484人、ｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾀ（参加者138人/応募者173人）
　(2) 平成22年度 子ども未来講座（参加者512人／応募者769人）、ｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾀ（参加者263人／応募者330人）
６　対前年度予算増減説明
　(1) 参加料の見直しによる増額。
　(2) 事業費の見直しによる減額。

4号事業費

△ 3,471

10,094

事業費

事業開始 平成22年度根拠法令

6,625

社会教育法、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領

△ 3,469

大 事業費

　財団広報紙「Oh!レガス新宿ニュース」及び財団ホームページを活用し、活動内容、結果を紹介し、利用者
満足度の向上並びに新たな参加者の獲得を図る。

6,625 10,094

区補助金 2,735 2,733

2,153

経常収益計

2

人件費 2,735 2,733

経常費用計

自主財源

2

△ 3,469

3,890 7,361

目　　的
　都内の民間企業や大学等と連携・協働し、子どもたちに楽しく科学体験できる機会を提供する。
また、子どもたちが実験や観察、理科工作を通して、参加者相互の交流と科学に対する興味や関
心を育む。

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

1,737

定　款 ４　次代を担う児童や青少年の育成

事業名 子どもクラブ　(2)子ども未来講座
事業規模変更内容

担 当 課 子ども・地域課

事業・枝事業番号 4-1-(2)

経常増減の部

5,765 △ 3,612

141

種別

中

部1,596

自主事業
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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) 水曜日コース・チャレンジコース（自主事業）

(2) 土曜日コース・スキップコース（補助事業）

２　成果指標 延べ参加者数　3,100人 （平成23年度実績1,417人）

３　実施上の課題
(1) 

　 (2) 

(3) 事業を必要としている子どもたちへの積極的な情報提供。

４　顧客満足度の向上方策

５　実績

5/15～3/19
5/22～７/10
8/28～10/16
11/27～1/29
5/15～3/19
6/1～7/20
8/31～10/19

６　対前年度予算増減説明
事業規模（水曜日コースのプログラム増設）の見直しによる経費の増。

55人 50人 309人

マラソンにチャレンジ 30人 59人

38人
水
曜
日

50人

根拠法令 社会教育法、スポーツ基本法、食育基本法、小学校学習指導要領 事業開始 平成22年度

38人 210人

平
成
23
年
度

土曜日/スキップコース 50人

45人 44人 305人

593人
59人 130人

なわとびにチャレンジ
49人 46人

かけっこにチャレンジ 50人
マラソンにチャレンジ 11/2～1/11・1/15 50人

51人 290人
かけっこにチャレンジ 30人 32人 32人 213人

平
成
22
年
度

土曜日/スキップコース 50人 27人 41人 585人
水
曜
日

なわとびにチャレンジ 30人 51人

事業名 日程 定員 応募者 参加者

505

子どもたちのニーズや事業意図に沿った、地域団体並びに民間企業、各種学校等との連携による事
業運営の検討。

延べ参加人数

子どものニーズに応えるためのプログラム内容の見直し、アンケートの実施、内容の精査、高い満足
度を継続するための魅力的な事業の展開。

　財団広報紙「Oh!レガス新宿ニュース」及び財団ホームページを活用し、活動内容、結果を紹介し、利
用者満足度の向上並びに新たな参加者の獲得を図る。

事業費大

中

　運動遊びや体育・スポーツ等、体を動かす種目の中から子どもたちの身近な種目（かけっこ/マラソ
ン/なわとび/ボール遊び等）を選定し、1種目8日程度で年間4種目各2コース実施する。

　運動が苦手な子・カラダのバランスが偏っている子を対象に、基礎体力の向上を目的としたコーディ
ネーションを取り入れながら、スポーツの楽しさを体験させる。新宿コズミックセンター等で年間30回
（90分/回）実施する。

自主財源 691 0 691

経常費用計 2,694 2,189

2,189経常収益計

事業費

人件費

144 部

1,319

684 540

784 782

5052,694

2

区補助金

目　　的
　地域団体及び民間企業等と連携し、子どもたちが楽しみながら気軽に参加できる環境を作るとと
もに、運動遊びや体育・スポーツを通して、子どもたちの健康・体力の向上を図るとともに、子ども
たちの相互の交流を通して、協調性、積極性を育み、心身の健全な発達に寄与する。

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

事業・枝事業番号 4-1-(3)定　款 ４　次代を担う児童や青少年の育成

事業名 子どもクラブ　(3)のびのびクラブ
事業規模

担 当 課 子ども・地域課

変更内容

1,910 1,407 503

種別

4号事業費

自主・補助事業

経常増減の部

1,649 △ 330
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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)落合第一小ひろばの運営を学校内学童クラブ運営事業者が受託することとなったため、昨年度の22校
　から1校減の21校の放課後子どもひろば事業を受託運営する。
(2)各校ひろば独自の講習会やイベントを企画し、安全かつ楽しく参加できるひろばを提供する。
(3)学童クラブや児童館と連携したプログラムを実施する。

２　成果指標

自校登録率　70％（平成23年度年度実績　66.9％）

３　実施上の課題

(1)周知を強化し自校登録率を向上させる。
(2)スタッフ研修の充実、利用者意見の反映、地域と連携したプログラムの充実等により事業の質を向上さ
　せる。
(3)総合型地域文化スポーツクラブを始めとする学校を拠点とした事業と連携する。
(4)学校内学童クラブと放課後子どもひろばとの一体運営への取り組みを進める。

４　顧客満足度の向上方策
　登録率及び実質参加率の対前年度比、対前月比の増加率を満足度とし、周知強化と活動内容の充実に
より満足度を向上させる。

５　実　　　績
各校登録者数（平成24年12月末現在）及び在校児童数に占める割合
落合第六小 市谷小 早稲田小
鶴巻小 四谷小 余丁町小
戸塚第二小 江戸川小 淀橋第四小
落合第四小 愛日小 落合第三小
柏木小 牛込仲之小 落合第一
戸塚第一 天神小 花園
津久戸小 落合第二小 西戸山
落合第五小

６　対前年度予算増減説明
受託校数減（22校から21校）による減

△ 5,310

事業費大

中287,095 △ 10,092

1,058 1,177

人件費 248,903 254,213

△ 24,211

区受託料 277,003

302,272

事業費

目　　的
地域と協働して、放課後および学校休業日に、小学校内において安全で充実した子どもの
遊びや学びの場を提供することで、地域の子どもたちの健やかな成長を支援する。

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

△ 119

事業・枝事業番号 4-2定　款 ４　次代を担う児童や青少年の育成

事業名 放課後子どもひろば
事業規模

担　当　課 子ども・地域課

変更内容

29,158 48,059 △ 18,901

種別

4号事業費

受託事業

経常増減の部部

278,061

事業開始 平成19年度

△ 24,211

根拠法令

経常収益計

経常費用計 278,061 302,272

125人 88%
127人 86% 307人 60% 248人 50%

285人 71% 218人 57%
126人 74% 114人 95% 147人 61%
294人 82% 182人 77% 194人 46%
220人 70% 147人 69% 285人 70%

61% 244人 85%
230人 66% 68人 91% 105人 62%

自主財源 0 14,000 △ 14,000

放課後子どもひろば事業実施要項

61人 63%
210人 75% 203人
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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) 対話による美術鑑賞教室
①

②

(2) 事前学習授業

　　

２　成果指標
参加者数 2,100名（平成23年度実績1,986名）

３　実施上の課題
(1) 対話による美術鑑賞教室における教材資料を活用したプログラムの開発。
(2) 対話による美術鑑賞教室及び事前学習授業の未実施校に対する周知及び導入促進。
(3)

４　顧客満足度の向上方策

５　実　　　績
(1) 対話による美術鑑賞教室に、小学校29校、中学校6校の計35校、延べ1,986人が参加。
(2) 事前学習授業実施希望校に、ボランティアガイドスタッフと共にワークショップ形式にて実施。

６　対前年度予算増減説明
　実績精査による使用料及び賃借料の減等

児童・生徒が美術作品を見て感じ、考えたことを同じグループの他者に話し、相手の考えを聴き、
話し合いながら作品の鑑賞力を深められるよう支援していく。（１校につき約90分）

　東郷青児美術館での対話による美術鑑賞教室本番に備え、事前学習授業実施希望校には、図工
や美術の時間に、実際に鑑賞する作品のアートカード等を使用した事前学習授業を実施する。ま
た、事前学習授業の実施については、東郷政治美術館のボランティアガイドスタッフがワークショップ
形式にて対話により様々な感じ方、考え方があることを学ぶ支援を行う。

美術鑑賞教室実施校にアンケート調査を実施し、参加した児童の声、学校の意見については、担当
教諭を通して把握することができる。

公益財団法人損保ジャパン美術財団損保ジャパン東郷青児美術館（以下「東郷青児美術館」と
いう）や新宿区及び区立小・中学校と連携し、原則小学校４年生、中学校１年生を対象に、東郷
青児美術館にて対話による美術鑑賞を実施する。

　対話による美術鑑賞教室実施後、実施校にアンケート調査を実施し、参加した児童の声、学校からの
意見については、担当教諭を通して把握することができる。また、東郷青児美術館と財団の定期的な打
合せやガイドボランティアとの意見交換の中で美術館及びガイドボランティアの意見を把握することがで
きる。その結果から、実施内容の検証と見直しを繰り返し、顧客満足度の高い事業としていく。

事業開始 平成22年度

△ 689

変更内容

部

中

事業費大

4号事業費

4-3-(1)

受託事業

事業・枝事業番号

経常増減の部

定　款 ４　次代を担う児童や青少年の育成

事業名
子ども青少年体験プログラム

(1)対話式美術鑑賞教室
事業規模

子ども・地域課

目　　的
1.区立小・中学校の児童、生徒に、対話による美術鑑賞を通して、美術作品並びに美術文化
に触れる機会を提供し、子どもたちの豊かな心の醸成と心身の健全な育成を図る。
2.公益財団法人損保ジャパン美術財団と連携し、学校の教育活動を支援する。

会計 公益目的事業会計区分

担 当 課

7,250 △ 689

事業収益

比較増減予算額 前年度予算額

00 0

2,349

経常費用計

区受託料

社会教育法、文化芸術振興法、小学校・中学校学習指導要領

△ 689

4,209 4,901 △ 692 種別

7,250

6,561 7,250

事業費

3

根拠法令

6,561

経常収益計 6,561

人件費 2,352
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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) 区立小・中学校や養護学校へ、希望に沿う音楽家を派遣し、学校内体育館等を会場に45分程度のアウト
　　　リーチコンサートを実施する。
  (2) 対象者は、生徒、教職員、保護者等とし、7校実施を目標に行う。

２　成果指標
参加者数1,000人（平成23年度実績1,232人）

３　実施上の課題
  (1) 実施校の希望に合わせて、多様な音楽家を派遣できるようアーティストを開拓する。
  (2)ドレミ倶楽部未実施校にも申込みいただけるよう、事業をわかりやすく周知していく。

４　顧客満足度の向上方策
担当教諭向けアンケートや児童の感想文から、鑑賞者の満足度や要望を把握する。その結果から、実施
校の要望に合致したアーティストの開拓やコンサート内容の改善等を行い満足度の向上を図る。

５　実　　　績
  (1) 平成22年度

①　7月　東戸山小学校　体育館　317名（教職員・保護者等含む）　
②　9月　鶴巻小学校　体育館　173名（教職員・保護者等含む）　　　
③　9月　淀橋第四小学校　体育館　300名（教職員・保護者等含む）　　　
④　1月　新宿養護学校　体育館　61名（教職員・保護者等含む）　　　

  (2) 平成23年度
①　7月　西新宿小学校　体育館　223名（教職員・保護者等含む）　
②　7月　市谷小学校　箪笥区民ホール　554名　　　
③　9月　落合第五小学校　体育館　116名（教職員・保護者等含む）　
④　10月　天神小学校　体育館　117名（教職員・保護者等含む）　　　
⑤　12月　花園小学校　体育館　183名(教職員・保護者等含む）　
⑥　2月　新宿養護学校　体育館　39名(教職員・保護者等含む）　

６　対前年度予算増減説明
過去2年間の実績をもとに実施校数を見直した。

事業開始 平成19年度

△ 303

変更内容

561 865 △ 304 種別

中

事業費

4号事業費

補助事業

事業・枝事業番号 4-3-(2)定　款 ４　次代を担う児童や青少年の育成

事業名
子ども青少年体験プログラム

(2)音楽　ドレミ倶楽部
事業規模

担 当 課 子ども・地域課

経常増減の部

区補助金

目　　的
芸術のアウトリーチ活動として、生演奏に触れる機会の少ない小中学生のために、身近な区
内小・中学校等へプロの音楽家を派遣し、芸術を身近に体験できる機会を提供する。

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

1,646 △ 303

0 部

根拠法令

1,343

経常収益計 1,344

1 1

人件費 783 782

社会教育法、文化芸術振興基本法

△ 303

大

経常費用計 1,344 1,647

1,647

事業費

1
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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）

２　成果指標

３　実施上の課題

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

根拠法令

経常収益計

経常費用計 0 775

　財団の事業も含め、中・高校生等が参加できる体験的事業が種々ある中で、対象を特化した事業の必
要性を、事業実績等と照らし合わせ見直した結果、事業廃止とする。

社会教育法

775

事業費

△ 665

変更内容

0 110 △ 110 種別

4号事業費

補助事業

経常増減の部部

0

事業・枝事業番号 4-3-(3)定　款 ４　次代を担う児童や青少年の育成

事業名
子ども青少年体験プログラム
(3)中学生・高校生体験事業

廃止

担 当 課 子ども・地域課

目　　的 地域貢献活動や社会奉仕活動、その他体験プログラムを通じて青少年の健全育成を図る。

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

△ 300 30

人件費 0 665

△ 775

区補助金 0 745 △ 745 事業費大

中

事業開始 平成23年度

△ 775
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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) 小学生から大学生等を対象に、文化芸術体験プログラムとして舞台創作活動の機会を提供する。
(2) 四谷区民ホールで実施する修了発表会を目標に、基本動作等を中心に全23回の工程で実施する。
(3) 講座の総括として、修了発表会実施後、各々の課題を振り返るために、ビデオ上映会を実施する。

２　成果指標
延べ参加者数1,150人  ※平成23年度延べ参加者数897人

３　実施上の課題
(1) 修了発表会の演目の幅を広げるため、終了発表会の演目の見直し、講座内容の見直しを行う。
(2) 参加者の保護者等の中から、舞台衣装の手直しや制作のための応援ボランティアを確保する。
(3) 修了発表会における入場料の検討に向けた取り組みを進める。
(4) 講座委託先の選定と充実したプログラムを実施するための取り組みを進める。

４　顧客満足度の向上方策

５　実　績
(1) 平成24年度
　① 実施場所 新宿文化センター及び新宿コズミックスポーツセンター、四谷区民ホール
　② 参加状況 応募者31人、参加者31人（小15人、中4人、高5人、大人7人）、延べ参加者数629人
　③ 来場者数 修了発表会来場者数342名/452席（入場の際のプログラム配布件数） ※天候…雨
　④ その他 旧財団から10周年、事業周知を財団法人東京ケーブルビジョンに依頼し実施
（2） 平成23年度
　① 実施場所 新宿文化センター及び四谷区民ホール
　② 参加状況 応募者40人、参加者39人（小17人、中10人、高4人、大人8人）、延べ参加者数674人
　③ その他 修了発表会来場者数403名/452席（入場の際のプログラム配布件数） ※天候…晴れ
（3） 平成22年度
　① 実施場所 新宿文化センター及び四谷区民ホール
　② 参加状況 応募者35人、参加者29人（小13人、中6人、高4人、大人6人）、延べ参加者数535人
　③ その他 修了発表会来場者数302名/452席

６　対前年度予算増減説明
　実績精査による消耗品費の減等

補助事業種別

4号事業費中

事業開始 平成15年度

　財団広報紙「Oh!レガス新宿ニュース」及び財団ホームページを活用し、活動内容、結果を紹介し、利
用者満足度の向上並びに新たな参加者の獲得を図る。

経常費用計 2,914 2,639 275

根拠法令 社会教育法、新宿区文化芸術振興基本条例

事業費 2,131 1,857 274

人件費 783 782 1

経常収益計 2,914 2,639 275

区補助金 1,174 914 260 大 事業費

事業収益 1,740 1,725 15 部 経常増減の部

事業規模

目　　的
小学生及び中学生、高校生等に、文化芸術活動に触れる機会を提供し、舞台創作活動を
通して参加者相互の交流（異世代交流）を図るとともに、人間性及び自主性、創造性を養う
場とする。

区分 予算額 前年度予算額 比較増減 会計 公益目的事業会計

定　款 ４　次代を担う児童や青少年の育成 事業・枝事業番号 4-3-(4)

事業名
子ども青少年体験プログラム

(4)新宿ミュージカル講座
担 当 課 子ども・地域課

変更内容
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事業の計画
１　実施内容（予定）

　平成24年度予算において特定費用準備資金として措置済みの資金を充当し、下記の事業を実施する。

(1) 実施日時 平成26年3月1日（土）　午前10時から午後5時まで　（予定）
(2) 実施場所 新宿コズミックセンター（東京都新宿区大久保3丁目1番2号）
(3) 実施方法

(4) 参加費 無料　※サイエンスフェスタ等事前申し込みを要するプログラムで参加費の徴収あり。
(5) 対象者 都内在住の未就学児とその保護者、小学生、中学生、高校生
(6) 定員 2,000名
(7) 周知方法

２　成果指標
2,000名（申込者数）

３　実施上の課題
(1) 子どもフェスタ実施に向けた企画骨子の作成と、企画段階からその運営体制について検討する。
(2) 連携・協力先の確保と連携・協力先と一体となって参加者獲得のための周知活動を行う。
(3) ターゲットである未就学児から高校生が目的ごとに参加できる企画を用意する。
(4) 事前準備及び当日の運営に携わるサポートスタッフを確保し、企画の準備から当日の運営にあたる。

４　顧客満足度の向上方策

【参考】　特定費用準備資金の状況
(1)資金の名称：子どもフェスタ準備資金
(2)活動の実施予定時期：平成25年度から平成30年度
(3)積立額：10,000千円
(4)本事業への充当額：5,000千円
(5)資金残額：5,000千円

事業費

　イベント参加者にアンケート調査を実施し、イベントに参加してみての感想や意見を聞くことができる。単に
イベントのみのアンケートだけではなく、今後参加してみたいもの等を盛り込むことによって、参加者ニーズを
知ることも可能となる。アンケート調査で得られた結果をもとに、イベントや事業の実施方法を工夫することで
顧客満足度の向上を図る。

中

人件費 0 0

0 9,936

事業開始 平成25年度

9,936

自主事業9,936 種別

9,936

9,936

0

0

定　款 ４　次代を担う児童や青少年の育成

事業費

4号事業費

新規

担 当 課 子ども・地域課

変更内容

事業・枝事業番号 4-4

0 部

9,936

0

事業名

＜特定費用準備資金充当事業＞
子どもたちの夢と希望の祭典

子どもフェスタ2014

目　　的
次代を担う子どもたちの豊かな人間性を育てるとともに、子どもたちが大きな夢に向かってチャレン
ジする意欲とそれを成し遂げる実行力を育てることを目的に、『子どもたちの元気と夢で創造！』子
どもたちの夢と希望の祭典・子どもフェスタ２０１４を実施する。

会計 公益目的事業会計区分 比較増減予算額 前年度予算額

事業収益

　都内の民間企業をはじめ、ＮＰＯ法人、大学や各種学校等との連携、協働により、『子どもたちの元気と夢で
創造！』をテーマに、子どもたちの夢と希望の祭典・子どもフェスタ2014を実施する。

根拠法令

9,936

経常収益計

社会教育法

大

経常費用計

0

自主財源

9,936 0

0

都内の民間企業及びＮＰＯ法人、大学、各種学校等と連携し実施する。また、新宿コズミッ
クセンター内に各テーマブース（仮「空・地・夢・創」)を設け、未就学児から高校生まで、自
由に参加できる空間を提供し実施する。　※子ども未来講座・サイエンスフェスタを同時開
催する。

Oh!レガス新宿ニュース及び財団ホームページ、リーフレット等による周知を行うほか、連
携・協力もとの周知媒体、新宿ケーブルテレビ等マスメディアへの積極的な情報提供を行い
周知を図る。

経常増減の部
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