
 

 

 

 

第７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) 対象
区内の特別支援学級・特別支援学校等の卒業生及び区内在住・在勤・在学者で、知的発達障がいが
あり、一人で身のまわりのことができる１５歳以上の方。定員８５名。

(2) 実施期間　
平成２５年４月から平成２６年３月（※ただし、８月を除く。）

(3) クラス編成
青空クラブ：１５歳以上３５歳未満のクラス。
仲良しクラブ：３５歳以上のクラス。

２　成果指標
行政をはじめ各関係団体より潜在的な受講希望の情報を得ることにより、定員の確保と受講率の
前年度比の３％増を目指す。受講生の高齢化、スタッフ体制の適正化、日程とプログラムの再検討を
図る。また、地域住民との共生・共栄につながるよう交流の機会があれば積極的に参加をする。

３　実施上の課題
受講生の高齢化、受講生のニーズの多様化によるクラブ・班編成の見直し。
区内の高校生、専門学校生、大学生などに周知と働きかけを行い、潜在的サポーターの発掘と
育成を行う。
活動場所が限定された中での健常者とのふれあいの場の提供。
近年の温暖化による開講日の暑さ対策（西新宿小クーラーなし）。

４　顧客満足度の向上方策
活動内容の選択肢を拡げ、参加者の自主性を重んじるとともに、保護者・講師・事務局の連絡体制を
強化する。

５　実　　　績
（1）平成２３年度参加受講生数　７８名（青空クラブ３３名、仲良しクラブ４５名）
（2）平成２２年度参加受講生数　８０名（青空クラブ３６名、仲良しクラブ４４名）

６　対前年度予算増減説明
講師・サポーター数の見直しによる諸謝金の減
宿泊体験の見直しによる使用料及び賃借料の減
支援者養成講座見直しによる委託料の減

事業開始 昭和４０年度

△ 1,152

変更内容

7,978 9,139 △ 1,161 種別

中

事業費

7号事業費

補助事業

事業・枝事業番号 7-1-(1)定　款 ７　地域社会の健全な発展の促進

事業名
障がい者支援事業
(1)新宿青年教室

事業規模

担 当 課 学習・スポーツ課

経常増減の部

区補助金

目　　的
新宿区在住の知的障がい者を対象に、日曜日にスポーツ、創作、レクリエーションなどの活
動を通じて仲間との交流を図るとともに日常生活をより楽しむ機会を提供し、余暇活動を支援
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

12,570 △ 1,152

0 部

根拠法令

11,418

経常収益計 12,693

1,275 1,275

人件費 4,715 4,706

　障害者基本法、社会教育法

△ 1,152

大

経常費用計 12,693 13,845

13,845

事業費

9
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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)障がい者スポーツ・学習教室
(2)スポーツ・文化鑑賞会
(3)スポーツ・文化鑑賞会

※　ハンディキャップスイムデー・障がい者スポーツデーを指定管理事業へ組み替え

２　成果指標

参加者数　600名

３　実施上の課題
(1)障がい者のスポーツ・学習ニーズ調査と、その結果に基づいた講座内容の見直し。
(2)区内関係団体と協力関係を築き、サポーター主導による主張講座等のプログラムの検討。
(3)コズミックセンタープール等の施設を利用したプログラムの拡充。

４　顧客満足度の向上方策
新種目実施への取り組みを積極的に行い、多様な種目への参加機会を提供する。

５　実　　　績

平成23年度　実施講座　13、　延べ参加者数　2,166名

６　対前年度予算増減説明

実施講座の実施回数見直しに伴う、委託費の減
ハンディキャップスイムデー・障がい者スポーツデーの指定管理事業への組み替えによる減

障害者基本法、社会教育法、スポーツ基本法

△ 1,100

大

経常費用計 2,754 3,854

3,854

事業費

4

※ハンディキャップスイムデー・障がい者スポーツデーの指定管理事業への組
み替えによる成果指標の変更

部

根拠法令

2,706

経常収益計 2,754

48 350

人件費 1,969 1,965

比較増減予算額 前年度予算額

3,504 △ 798

△ 302

担 当 課 学習・スポーツ課

経常増減の部

区補助金

目　　的
区内障がい者を対象に、スポーツ・学習教室、プラネタリウム・映画の鑑賞やスポーツ観戦等
を実施するほか、障害のある方への関わり方講座、障がい者疑似体験講座等を実施する。

会計 公益目的事業会計区分

事業収益

7号事業費

補助事業

事業・枝事業番号 7-1-(2)定　款 ７　地域社会の健全な発展の促進

事業名
障がい者支援事業

(2)障がい者スポーツ・学習交流事業
事業規模

事業開始 平成１３年度

△ 1,100

変更内容

785 1,889 △ 1,104 種別

中

事業費
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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)消費生活に関する知識の普及を図り、区民の生活向上をはかる。
　 (2)社会性・地域性のある、身近で時代性にあった暮らしに役立つ生活に密着した幅広いテーマの講座を

　　実施する。
回数：年間10回
定員：1回あたり40名以上
対象：新宿区内在住・在勤・在学の方

　
２　成果指標

(1) 参加者数　延べ400名
(2) 生涯学習・地域人材ネットワーク制度の登録者・地域人材を積極的に活用しつつ、事業の充実を図る。
(3) 実施済講座については、財団ホームページに講座内容を掲載し、成果を広く区民に還元する。

３　実施上の課題
(1)実施した講座内容等をホームページ等に掲載し、「かしこい消費者」の育成を促進する。
(2)消費生活センター等、区内消費者団体等との連携協力を図り、ニーズに沿った多様な
   講座内容の企画と実践につながる講座内容を展開する。
(3)生涯学習・地域人材ネットワーク、他事業と連携により学習効果を引き出す事業を展開する。
(4)内容が偏らずに、知りたいことをタイムリーに提供でき、かつ年代別に興味が異なるため、

　 　それぞれの世代にみあった講座を提供する。

４　顧客満足度の向上方策
受講者からのアンケート結果を参考に関心の高い講座を実施する。
また、講座を受けられなかった区民に対してもホームページを通じ知識の普及をはかる。

５　実　　　績 　
　
　 10種類13講座

教育資金・節電・マネー・相続・靴・終活・相続税・掃除・確定申告・下着

　 12種類17講座

６　対前年度予算増減説明
ホームページ掲載内容作成謝礼の増等

新宿区消費者生活センター条例、消費者基本計画 事業開始 平成２０年度

防災・整理整頓・食育・インテリア・お葬式・電子マネー・保険・靴・趣味・
確定申告・終活

参加者：620名
応募者：682名

参加者：899名
応募者：846名

3

5

3

年度

23年度

22年度

人数 講座数・内容等

人件費 1,565

経常費用計 2,489 2,486

2,486

事業費

2,286

1,560

部

根拠法令

2,289

経常収益計 2,489

200 200

区補助金

3

大

目　　的
消費者の権利を自覚した「かしこい消費者」を育成するために、区民の学習機会の場を提供
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

0

事業・枝事業番号 7-2定　款 ７　地域社会の健全な発展の促進

事業名 消費者支援講座
－

担 当 課 学習・スポーツ課

変更内容

924 926 △ 2 種別

中

事業費

7号事業費

受託事業

経常増減の部
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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）

(1) 協定締結団体との事業継続を行うほか、区内NPO法人等との連携による公益性のある事業を
　実施していく。
(2) 連携先の新規獲得のための周知活動の強化を図る。

２　成果指標
連携団体数　9団体
延べ参加者数　2,300名

３　実施上の課題
(1)

(2)
(3)

４　顧客満足度の向上方策　

５　実　　　績
23年度 連携団体数　6団体　　延べ参加者数　1,715名
22年度 連携団体数　4団体　　延べ参加者数　1,693名

６　対前年度予算増減説明

事業実施規模見直しに伴う旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、諸謝金、委託費の減

社会教育法、文化芸術振興法、スポーツ基本法

人件費 3,512 3,510

比較増減予算額 前年度予算額

219 △ 70

275

2

149

△ 693

自主財源

△ 695

区補助金 3,512 2

定　款 ７　地域社会の健全な発展の促進

事業名 民間等と連携した機会提供事業

△ 625900

目　　的
都内で活動している民間企業及びNPO団体をはじめ、行政機関、文化･芸術団体、音楽団
体、各種専門学校、関係団体等と対等な関係、役割分担のもとに連携、協働し、団体が持っ
ているノウハウや資源を活用し、区民に多様かつ質の高い事業を提供していく。

会計

事業収益 部

大

事業・枝事業番号 7-3

経常収益計 3,936

経常増減の部

公益目的事業会計区分

事業規模

担 当 課 学習・スポーツ課

変更内容

種別

事業費

事業開始 平成22年度

△ 693

根拠法令

経常費用計 3,936 4,629

参加者アンケートの実施によるニーズ把握とＨＰ掲載等による新規連携事業者の獲得により、多様性
のある講座展開を目指す。

財団既存事業と競合しないよう、財団未実施事業・新ジャンルにおける連携先の確保を行う。

「公益財団法人新宿未来創造財団における連携等による事業実施に関する取り扱い要綱」等の
見直しや審査会の実施方法等の見直しを行う。
連携先等との継続的な事業運営に向けたに条件整備を行う。

自主事業

424 1,119

7号事業費中3,510

4,629

事業費

- 85 -



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)

(2) 各地区準備会、実行委員会等開催。
(3) 財団広報紙、地区実行委員会作成チラシ等による地区大会の参加周知。
(4) 秋頃、各地区大会実施。
(5) 12月8日(日)に各地区推薦者による中央大会の実施。
(6) 各地区大会開催時に地域スポーツ文化事業との合同開催（1地区）。
(7) 中央大会における種目の整備。
(8) 中央大会参加者および実行委員会へのアンケート実施。

２　成果指標
参加者数合計
(目標数値：前年比5％増)

３　実施上の課題
(1)
(2)
(3)

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
実績精査に伴う消耗品費の減等

根拠法令

6,275

経常収益計 6,275

0 0

人件費 2,735 2,733

社会教育法、スポーツ基本法

△ 421

大

経常費用計 6,275 6,696

6,696

事業費

2

4月頃より、関係各団体、特別出張所に協力依頼･調整。
特にPTA大会、学校行事等の日程を把握し、各地区大会日程検討の際に情報提供する。

区補助金 6,696 △ 421

事業開始 昭和54年度

目　　的
地域でのスポーツ活動の振興を図るとともに、各地区の住民が互いに協力して大会の運営を
行うことによって、住民同士の交流を促し、地域のつながりを高め、地域社会の活性化を図
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

0 部

事業・枝事業番号 7-4定　款 ７　地域社会の健全な発展の促進

事業名 コミュニティスポーツ大会
－

担 当 課 子ども・地域課

△ 421

変更内容

3,540 3,963 △ 423 種別

中

事業費

7号事業費

補助事業

経常増減の部

合計
23年度 240 191 118 298 634 111 430 345

戸塚 落合第一 落合第二 柏木 角筈 中央大会地区 四谷 箪笥 榎 若松 大久保

298 103 313
375 63 312 3,117

22年度 277 276 107 292 614
178 105 270 704 131 331 149

124 333 195

　地区大会参加者へのアンケート調査の実施、地区大会各実行員会、新宿区青少年活動推進委員会、
新宿区スポーツ推進委員協議会等との意見交換等により本事業に対する声を聴くことができる。参加者
の声や役員の声を事業に反映させ、事業内容の見直しを図り、大会参加者、運営スタッフからも喜ばれ
る大会、事業としていく。

2,742

より多くの地域団体･個人を取り込んだ実行委員会の組織。
世代間交流を促すための地区大会および中央大会種目の整備。
地域ぐるみの行事にするため、地区担当のコーディネートにより新たな参画団体、地域スポーツ文化
協議会を取り込んだ実行委員会組織と大会運営の実施。

112 350 201 178 130 324
240 131 341 2,895

20年度 270 140 96 297 644

2,932
21年度 315
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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) 地域スポーツ・文化事業を推進するための取り組みの強化と委託料の見直しを行う。
① 地域スポーツ・文化協議会の代表者会議（意見交換会）を実施する。（年２回）
② 事業リーフレットを作成し、事業の紹介及び周知を行う。
③ 実施状況及び1校あたりの経費(48万円→40万円)の見直しを行い、実施内容を充実する。

(2) 総合型地域スポーツ・文化クラブの創設に向けた取り組みの強化
① 体育関係者による意見交換会を実施する。
② 総合型地域スポーツ・文化クラブ先進地区の調査・研究会を実施する。
③ 新たな総合型地域スポーツ・文化クラブの創設案・計画策定の準備を行う。

(3) 地域スポーツ・文化事業エリア担当者の配置
① 地域スポーツ・文化事業エリア担当者会議を実施する。
② 各エリア担当者ごとに、地域の情報収集、情報提供を行う。
③ 東京都生涯スポーツ担当者研究会、東京都スポーツ推進委員協議会研修会等へ参加する。

２　成果指標 延べ参加者数　85,000人（平成23年度-70,425人/平成22年度-89,863人）
３　実施上の課題

(1) 地域スポーツ・文化協議会を安定的に運営できる人材の確保と充実した運営体制を確立する。

(3) 地域スポーツ・文化事業をより充実したものとするための先進地区の事例研究や調査研究を行う。
４　顧客満足度の向上方策

５　実　　　績
(1) 平成23年度
　① 地域スポーツ文化事業…実施回数3,261、延べ参加者数70,425人（※4・5月は震災の影響あり）
　② 広報紙（特集号）での事業周知、地域スポーツ・文化協議会会議への地区担当者の参加
(2) 平成22年度
　① 地域スポーツ・文化事業　実施回数3,537回、参加者数89,863人(大人31,636人/子ども58,227人)
　② 広報紙（特集号）での事業周知、地域スポーツ・文化協議会会議への地区担当者の参加

６　対前年度予算増減説明

経常費用計 22,277 22,265

22,265

事業費

経常収益計 22,277

人件費 2,330

事業収益

比較増減見積額

部

19,047区補助金

0 0

大自主財源 3,230 0 3,230

前年度予算額

22,265 △ 3,218

目　　的
　区民が、より身近な施設で、スポーツ・レクリエーション活動、生涯学習活動を主体的に実践
できるよう、地域スポーツ・文化協議会の活動を支援するとともに、地域団体及び新宿区体育
関係者等と連携し、地域に根差したスポーツ・文化活動の推進を図る。

会計 公益目的事業会計区分

事業名
地域活力推進事業

　(1)地域スポーツ・文化事業の推進
事業内容

担 当 課 子ども・地域課

事業・枝事業番号 7-5-(1)定　款 ７　地域社会の健全な発展の促進

12

変更内容

19,947 19,934 13

種別

中

事業費

7号事業費

自主・補助事業

経常増減の部

2,331

12

0

△ 1

根拠法令・規程
社会教育法 スポーツ基本法 新宿区スポーツ環境整備方針

新宿区立小学校の活用に関する規則
事業開始 平成15年度

(2) 区民が気軽に参加できるプログラムの実施と環境の整備、協議会のネットワーク化に向けた仕組み
　　づくりを行う。

　総合型地域スポーツ・文化クラブの創設を目途に、地域スポーツ・文化事業を推進してきたが、これま
での事業内容の見直しを図り補助事業費を減額（△3,230千円）。総合型地域スポーツ・文化クラブの
創設に向けては課題も多く、先進地区の調査経費、エリア担当者の研修会経費、総合型地域スポー
ツ・文化クラブ重点支援地区費等を財団の自主財源（3,230千円）を充て事業を実施する。

　地域スポーツ・文化事業の参加者へのアンケート調査、協議会から報告日誌等で参加者、関係者から
の声を聴くことができる。寄せられた意見をもとに、体育関係者及び各地域スポーツ・文化協議会代表者
等と意見交換や事業内容の見直しを図ることにより参加者・関係者等の満足度を向上させる。
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事業の計画
１　実施内容（予定）

(1)

(2)

(3) その他…電子システム方式（インターネットシステム）による学校施設の貸出しを実施する。
(4)

(5) 学校プール開放…区立小中学校の夏季休業期間中のプールを活用し、夏季学校プール開放を
実施する。

２　成果指標
　施設利用件数17,489件（平成23年度16,792件）、延べ利用人数300,000人

３　実施上の課題
(1) 学校施設活用事業を安全・円滑に進めるための基盤整備を引き続き行う。
(2) 学校プールの活用事業における地域団体の受託体制の推進と人材確保に向けた仕組みづくりを行う。
(3) 他区の実施状況の結果及び新宿区スポーツ環境整備方針を踏まえた検討資料を作成する。

４　顧客満足度の向上方策

５　実　　　績
(1) 平成23年度

① 学校施設開放‐延べ利用者数296,306人（利用団体数17,428団体/開放可能枠49,602枠）
② 個人開放‐延べ利用者数6,146人（大人5,845人/子ども301人/開放枠456枠）※4・5月中止
③

④

(2) 平成22年度
学校施設開放‐312,884人(学校施設開放‐282,685人、校庭スポーツ開放‐21,127人
体育館夜間個人開放‐9,027人、プール開放（26校‐276日、延べ参加者数‐9,776人）

６　対前年度予算増減説明
学校施設管理員の配置時間の見直し及び時間単価（1律900/時間）の見直し等による増。

事業名
担 当 課 子ども･地域課

事業・枝事業番号 7-5-(2)定　款 ７　地域社会の健全な発展の促進

昭和46年度

4,846

変更内容

118,436 113,603

比較増減予算額 前年度予算額

地域活力推進事業
(2)学校施設活用事業

事業規模

事業費

経常増減の部0

目　　的
区立小中学校の体育館及び校庭等、学校施設等について、区民の生涯学習・スポーツ活動
の場として開放する。

会計 公益目的事業会計区分

部

大区受託料

事業収益 0 0

121,051 4,846

種別

中

125,897

経常収益計 125,897

事業費

137,448

4,846

4,833

7,461

7号事業費

受託事業

根拠法令

経常費用計 125,897

人件費

社会教育法、スポーツ基本法、新宿区スポーツ環境整備方針、
新宿区立小学校施設の活用に関する規則

事業開始

121,051

121,051

夏季学校プール開放‐29校延べ226日実施。延べ参加者7,959人（未就学児571人/小中学生
5,164人/高校生以上2,224人）

校庭スポーツ開放‐開放枠1,769枠、申込み件数1,328件、延べ利用団体数1,066団体、延べ利
用者数21,785人（大人12,354人/子ども9,431人）※4・5月中止、6～8月末まで隔週で輪番開放

学校体育館等の活用…学校の放課後の時間帯、学校の休業日、長期休業期間等、学校の教育活
動に支障のない範囲で、区立小中学校41校の校庭、体育館、会議室等の学校施設を開放。地域の
学習団体及びスポーツ活動団体等に対し学校施設を活用し、実施する。
中学校夜間個人開放…牛込第一中学校、四谷中学校、新宿中学校の3校の体育館を活用し、夜間
個人開放（バレーボール、　バスケットボール、バドミントン、卓球の4種目）を実施する。

学校校庭の活用…区立小中学校の校庭を活用し、小学生スポーツを始め、地域のスポーツ活動団
体等に対し、校庭スポーツ開放（昼間の校庭開放11校、夜間の校庭開放3校）を実施する。平成24年
8月1日から西早稲田中学校　夜間校庭スポーツ開放の実施時間を30分延長した。

　運営委員会への調査シート及び利用者の利用日誌等を通して利用団体の意見や声を把握することが
できる。これらの意見をもとに、区や学校とも学校開放についての議論を交わし、必要な条件整備を進め
るとともに利用者満足度の向上を図る。
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事業の計画
１　実施内容（予定）

　※「1-3 区内文化資源ネットワークの推進」は、地域団体と連携し、地域コミュニティを促進することを目的
　　とするため、旧「7-7-(1) 地区協議会との連携」と統合し、事業名を変更する。
(1) 各地区で実施する、新宿の歴史と文化に関する企画についてコーディネートを行う。
(2) 各地区での写真展等の展示会や講座、史跡めぐりを開催する。
(3) 四谷・落合・新宿地区の博物館・美術館との連携強化を図り、広報活動や協働講座等の事業を行う。
(4) 文化ネット加盟団体との連携強化を進めるため、定期的な連絡会を開催する（年に2回程度）。
(5) 新宿駅周辺地区における文化資源ネットワークの構築を図り、スタンプラリー等の連携事業を行う。
(6) 他自治体、民間企業、大学等と連携した、れきはくミニギャラリーを活用した展示を行う。

２　成果指標
実施地区数：5地区（Ｈ23実施地区数6地区）

３　実施上の課題
(1) 地域の文化資源や文化施設および区民の活動を有機的に結び付け、地域の資源として共有し

発展を図る。
(2) 広く門戸を広げ、気軽に協力し合える関係づくりを目指していく。

４　顧客満足度の向上方策

５　実　　　績
(1) 写真展「新宿シティーハーフマラソン・区民健康マラソン　第10回大会開催記念　写真展」

（写真パネル約12点）を、巡回展形式で、5地域センターと区役所等全8か所で開催した。
(2) 四谷地区協議会「第5回お宝発表会」に向けての「四谷お宝さがし実行委員会」への助言

と協力、観光まちづくり実行委員会が作成中の「まち歩きガイド研修テキスト」内容についての助言、
「第8回四谷まち歩き　甲州街道界隈」実施。

(3) 戸塚地域センター　管理運営委員会広報部発行広報誌への助言。
(4) 榎地区協議会　「早稲田まち歩き講座」の監修・随行。
(5) 四谷文化ネット：参加館13館、まち歩き2回(参加者24名）。
(6) 落合文化ネット：24年2月発足。参加館6館。
(7) 「アダチ木版画技術保存財団・浮世絵版画実演会」アダチ伝統穂区版画技術保存会との連携。
(8) 「柳田國男の軌跡」講演会2回（東京学芸大学、福崎町社会教育課）。
(9) 「柳田國男の生地、福崎の風景」れきはくギャラリー（福崎町）。

(10) 「戦争と平和に関する展示」（新宿区）。
(11) 関連文化講演会（ＮＨＫ、東京新聞等他団体との連携）。

６　対前年度予算増減説明
携帯サイト保守、改修不要による委託費の減

博物館法、新宿区立新宿歴史博物館条例

9,291

3,196

平成20年度

△ 1,900

事業開始

種別

部

文化ネットについては、各館の意向により無理のない運営を行い、気軽に協力し合える関係づくりを図っ
ていく。

根拠法令

経常収益計

経常費用計 9,291 11,191

人件費 7,999

区補助金

0 270

7,995

△ 1,900

事業費大

中

自主事業

経常増減の部

定　款 ７　地域社会の健全な発展の促進

事業名
地域との連携事業

(1)地域文化ネットワークの推進
統合

担　当　課 学芸課

変更内容

事業・枝事業番号 7-7-(1)

目　　的
1. 区内外の人々に新宿の歴史や文化を身近に感じ、親しんでもらうとともに、当館の活動を広く区内外に周知し、地域の賑わいを創出する
ために、区民や地域団体、地域の博物館、美術館、大学、民間企業等の拠点と協働しながら、スタンプラリー、見学会、講演会等、様々な事
業を企画・実施する。2. 地域の資源として共有・活用を図るための基盤整備を行うために、区内文化資源の各拠点を有機的に結び付ける。

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

△ 270

4

1,292

4

11,191

事業費 △ 1,904

自主財源 1,292

7,995 7号事業費

2,926 △ 1,634

7,999
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事業の計画
１ 実施内容（予定）

（1）地域における地区担当者制度の見直しと仕組みづくりを行う。
（2）地区協議会等地域会議への参加。（地域情報の収集、地域への情報提供）
（3）地域事業および地域イベントへの協力。（スポーツ用品等の貸し出し、スポーツ教室等講座への支援）
（4）放課後子どもひろばとの連携促進。（子どもの体力の向上を目的にしたスポーツ等教室、講座の開催）
（5）地域におけるスポーツ・レクリエーション活動、生涯学習活動の普及、振興を行う。

２ 成果指標
　地域事業、地域イベントへの協力、対象地区10地区

３ 実施上の課題
（1）

（2）

４　顧客満足度の向上方策

５　実　　　績
（1）平成24年度

① 地域団体及び地域人材との協働の推進
放課後子どもひろばでのプログラムの実施(5校）、学校プール開放の運営委託（11校）

② 地域スポーツ・文化協議会が実施する会議への参加。
③ 新宿区スポーツ推進委員協議会ワンディ研修、定例会への参加、協力
④ 地域事業、地域イベントへのスポーツ用品の貸し出し。

（2）平成23年度
① 地域スポーツ文化協議会への参加（10地区）
② 地域団体への学校プール開放事業運営委託、コミュニティスポーツ大会地区大会への協力
③ 地域団体による放課後子どもひろばでのプログラムの実施（23校）
④ 新宿区体育指導員協議会定例会等への参加

６　対前年度予算増減説明

事業開始 平成25年度

種別

中

事業費

7号事業費

自主事業

社会教育法、スポーツ基本法

13

大

0

13

13

地区担当の地域における役割と、地区担当者による地域に根差したスポーツ・レクリエーション活動、
生涯学習活動への支援と振興のための仕組みを作る。
地域情報の収集、地域への情報発信を行うため、地区協議会等地域会議への参加と、地域及び地
域団体と連携、協働による事業（教室・講座等）を実施する。

根拠法令

11,066 11,053

11,053

事業費 6,012 5,999

担 当 課 子ども・地域課

経常増減の部

自主財源

目　　的
　地域と財団の協働事業を推進するため、各課にエリア担当者を配置し、地域イベント・事業
への助言や協力、情報提供を行うなど、地域と財団のパイプ役となって支援していくとともに、
地域と一緒になって前向きに取り組むことができる職員の育成を図る。

会計 公益目的事業会計区分

事業収益

比較増減見積額 前年度予算額

5,999 13

定　款 ７　地域社会の健全な発展の促進

事業名
地域との連携事業

（2）地区担当者制度
事業内容

事業・枝事業番号 7-7-(2)

変更内容

0 部0

5,054

　地域及び地域団体との意見交換等の中で本事業に対する意見を直接聞く機会を設けることができる。
また、貸出し用品の利用団体及び子どもひろば責任者を介して利用者の声を聴くことができる。集まった
情報を地区担当者と情報共有し、事業に反映させることで、利用者、参加者の満足度の向上を図る。

0

人件費 5,054

6,012

経常収益計 11,066

区補助金 5,054 5,054 0

経常費用計
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事業の計画
１　実施内容（予定）

(1)生涯学習やスポーツ、歴史、国際理解や文化芸術など幅広い分野で活動している団体の活動を
　　支援する。
(2)登録団体同士の横のつながりを作る契機の一つとして、生涯学習・地域人材交流ネットワーク制度への
　　団体登録を促進する。
(3)生涯学習館まつりへの参加を促進するための利用者懇談会での呼びかけや、学習館館長からの
　　呼びかけを行う。
(4)次年度の活動団体１種目の組織化に向けた連絡会を開催する。

２　成果指標
文化系団体1種目の組織化。

３　実施上の課題
(1)現状、団体同士のつながりが無いため、組織化によってつながりを強化する。
(2)活動団体の情報を一元的に管理・発信する仕組みをつくる。

４　顧客満足度の向上方策
　生涯学習フェスティバルと連携し、陶芸展の開催を行うことで、日頃の作品発表の機会を提供しつつ、
 組織化を推進する。

５　実　　　績
(1) 「人材バンクの充実」の「活動団体の組織化・ネットワーク化」から分離し事業化した。
(2) 生涯学習指導者・支援者バンク登録者の情報をホームページ上に公開し、情報交流の推進を図った。
(3) 生涯学習指導者・支援者バンク制度について、システム化を検討し、その中で団体の紹介を公開する
　仕組みの検討を行った。
(4) 生涯学習館利用者懇談会において、多くの団体が構成員募集に関するニーズをもっていることを把握
　し、システム化による情報公開、財団ホームページによる情報発信について検討を行った。

６　対前年度予算増減説明
旅費・消耗品費　実績による減

根拠法令 社会教育法、スポーツ振興法、新宿区立生涯学習館条例 事業開始 平成２２年度

人件費 1,947 1,948 △ 1

経常費用計 1,959 1,994 △ 35

事業費 12 46 △ 34 種別 補助事業

経常収益計 1,959 1,994 △ 35 中 7号事業費

区補助金 1,959 1,994 △ 35 大 事業費

事業収益 0 0 0 部 経常増減の部

－

目　　的
生涯学習やスポーツ・歴史・国際理解など幅広い分野で活動している区内の団体の活動を
活発にし、成果を地域や区・財団事業に活かすため、団体と活動に対する支援を行う。

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 ７　地域社会の健全な発展の促進 事業・枝事業番号 7-8

事業名 地域活動団体の組織化支援
担 当 課 学習・スポーツ課

変更内容
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事業の計画
１　実施内容（予定）
　(1)　応募団体を増やすために、ＰＲの強化と新規支援団体の発掘を行う。

①　年4回の募集と広報、および募集説明会の実施、ならびに、応募に関する個別相談を随時実施する。
②　事業運営助成の仕組みを簡単に紹介した案内冊子を作成する。
③　生涯学習館等の財団管理施設、地域センター等の登録団体への周知強化。
④　新規事業の発掘と地域のニーズにあった事業提案を行う。

　(2)　事業への新規参加者増加と、会員の維持のための支援を行う。
①　広報の効果的、効率的かつ継続的な活用を行う。

ア．HP（事業ページ及び講座システム）の利便性向上と充実を高め、財団での各種広報紙に加え、
　　区内各公共施設にポスター、チラシの設置及びHPにより、区民の事業への参加機会を増す。
イ．各事業ニーズに合った広報として、事業内容の紹介や随時募集等など、HPへの掲載や
　　参加受付の実施等、参加機会を増すための仕組みづくりを実施。

　(3)　団体活動を安定的に継続するため、企画・運営支援を実施し自立化支援を行う。
①　助成・支援内容見直しと収入規模に見合った参加料・報償費他をガイドライン化し収支改善を行う。
②　財団施設や地域センターの長期優先確保に際し、施設事情も踏まえ調整を行う。

２　成果指標
　(1)　延べ団体数　56団体
　(2)　新規支援団体数　20団体

３　実施上の課題
　(1)　「財団における団体自主事業支援事業に関する要綱」の整備を行う。
　(2)　自主活動団体への支援の新たなあり方を検討する。
　(3)　幅広いテーマの講座を開催するため新たな団体を発掘する。
　(4)　応募団体を増やすために制度を周知する方法を検討する。

４　顧客満足度の向上方策
講座に参加した区民の満足度、講座実施を行った団体の満足度を団体の負担なく、把握する
仕組みを検討する。

５　実　　　績 （平成23年度）
自主活動団体：48団体（通年上期30団体/下期18団体）※助成成立団体数

６　対前年度予算増減説明
　(1)　支払助成金　前年度実績による精査△1,580
　(2)　通知宣伝用チラシ用紙等消耗品費50増

社会教育法

△ 2,746

大

経常費用計 6,998 9,744

9,744

事業費

1

部

根拠法令

6,998

経常収益計 6,998

0 0

人件費 2,341 2,340

比較増減予算額 前年度予算額

9,744 △ 2,746

0

担 当 課 学習・スポーツ課

経常増減の部

区補助金

目　　的
区内で活動する自主活動団体の活動（講座・イベント）を支援することによって、団体の活性
化を図るとともに、区民に対し身近な地域での生涯学習活動の機会を提供する。

会計 公益目的事業会計区分

事業収益

7号事業費

補助事業

事業・枝事業番号 7-9定　款 ７　地域社会の健全な発展の促進

事業名
自主活動団体への支援事業

（区民プロデュース事業）
事業規模

事業開始 平成２２年度

△ 2,746

変更内容

4,657 7,404 △ 2,747 種別

中

事業費
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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） ＊本事業は、新宿区第２次実行計画事業である。

(1)文化やスポーツ、国際理解や芸術等の幅広い分野で新宿の地域人材を発掘・登録し情報を公開する。
(2)区民にわかりやすい情報を提供するため、指導者・支援者バンク、アーティストバンク等財団人材情報を
　集約し、一元的な情報発信を行う。
(3)登録者の活動の機会確保のため、区事業における活動場所を調査する。
(4)登録者の活動場所を広げるため、新宿シティハーフマラソンボランティアの登録活用を行う。
(5)財団事業と連携した活用先を拡大する。
(6)登録者どうしの交流を促進するため、「レガスまつり」への登録者による体験ブース設置を実施する。
(7)文化系団体１種目の組織化と次年度以降の他種目団体組織化の準備を行う。

２　成果指標
登録者数の延べ活動日数：3,000日
　(1)　登録者の活用先の拡大 (2)　制度の周知強化 (3)　活動調査の実施

３　実施上の課題
(1)区民への制度の周知と登録者の活用先の拡大を行う。登録者の満足度を高め、活動意欲を高める
   仕組みとして、講習会を実施する。
(2)イベントの実施によって、各バンク、ボランティア登録者同士の連携を促進し、経験の共有化を図る。
(3)区内文化系団体は多くの分野で個別に活動している傾向が強いため、団体の組織化を促進する。

４　顧客満足度の向上方策
登録後の活用を推進するため、区民が気軽に登録者を検索できるシステムの整備を行う。

５　実　　　績
　

６　対前年度予算増減説明

(2)スポーツ、文化芸術、音楽など様々な人材や活動団体を地域の活動に結び付けるため、24年度は自主
　財源により、ネットワークシステムを導入。同システムの保守経費等を新たに計上。

79登録者数

239
223(通訳翻訳延べ128名21言語、

交流サロン6名、日本語89名）

2,143件/4,180日活用件数/延日数

登録者数

8

66

講習会参加者
延べ数

(1)消耗品費：チラシ用紙等精査による削減分、活動謝礼ＱＵＯカード発行枚数精査による減

根拠法令 社会教育法、スポーツ振興法 事業開始 平成２２年度

活用件数/延日数 436件/4,052日 281件/7,132日 38件/　15日23年度

396件/2,441日

255
435(通訳翻訳延べ190名21言語、

交流サロン5名、日本語240名）

講習会参加者
延べ数

308 210

179 109

7,119

　(1)　生涯学習指導者・
支援者バンクの充実

　(2)通訳・翻訳、
　日本語ボランティア

　(3)アーティストバンク
の整備

22年度

△ 132経常費用計 6,987 7,119

4,679 3

事業費大

中

自主財源 840 0 840

6,987

予算額

経常収益計

事業費

人件費

0 部

5,997

150 150

4,682

担 当 課

△ 132

区補助金

目　　的
地域住民の生涯学習の支援と、人材交流を推進させるため、地域人材の登録・交流の仕組
みを整備する。

会計 公益目的事業会計区分

事業収益

比較増減

6,969

前年度予算額

事業・枝事業番号 7-10定　款 ７　地域社会の健全な発展の促進

事業名
生涯学習・地域人材交流ネットワーク
制度の整備　＊区計画事業

事業内容

△ 972

学習・スポーツ課

変更内容

2,305 2,440 △ 135

種別

7号事業費

自主・補助事業

経常増減の部
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