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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
※本年度達成指標

広報紙「Oh! レガス新宿ニュース」　計24回　133,000部発行（H23年度実績： 計18回　各140,000部）

３　実施上の課題
(1)多文化共生情報の発信を拡大する。
(2)広報紙の新規配布ルートを開拓する。

 (3)他広報媒体・報道機関と連携して情報を発信する。
(4)新宿区内の企業へ協賛と広報ネットワークつくりの働きかけを行う。

４　顧客満足度の向上方策
(1)事業参加者アンケートにより、事業参加に対する広報紙の効果を測定する。
(2)施設来訪者アンケートにより、広報紙の認知度を測定する。

５　実　　　績
平成23年度
5日号：毎月8ページ（カラー）12回、20日号：隔月（奇数月）4ページ （カラー）6回　計18回140,000部
配付方法：新聞折り込み配付（132,000部）朝日･読売･毎日･産経･日経･東京６紙　
　　ほかコズミックセンター、出張所、図書館など区関連施設に設置

平成24年度
5日号：8ページ（カラー）1１回、12ページ（カラー）１回、
20日号：4ページ （カラー）5回　／計17回136,000部
配付方法：新聞折り込み配付（128,000部）朝日･読売･毎日･産経･日経･東京６紙　
　　ほかコズミックセンター、出張所、図書館など区関連施設に設置

６　対前年度予算増減説明
発行回数の増加による人件費の増

45,617

事業費

7

事業費大

中

自主財源 16,832

18,190 △ 609

12,120 12,723

人件費 8,205 8,198

916

14,704 2,128

区補助金 17,581

目　　的
歴史、学習、スポーツ、文化芸術、多文化共生と観光を中心とした財団の各種事業について
タイムリーな情報提供をするため、広報紙を発行する。

会計 法人会計区分

事業収益

比較増減予算額 前年度予算額

△ 603

事業・枝事業番号 9-1-(1)定　款 ９　その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

事業名
広報・広聴の充実
(1)広報紙の発行

事業規模

担 当 課 経営課

変更内容

38,328 37,419 909

種別

情報提供事業費

自主・補助事業

経常増減の部部

46,533

公益認定法 事業開始 平成12年度

916

根拠法令

経常収益計

経常費用計 46,533 45,617

財団広報紙を発行する。
【内訳】5日発行号：4ページ（カラー）8回、8ページ（カラー）3回・12ページ（カラー）1回、
　　　　20日発行号：4ページ（カラー）12回　／計24回各133,000部発行する。
事業規模　発行回数計17回各136,000部→　計24回133,000部
　　　　　　　　※月2回発行に伴う発行回数７回増（4ページ立て15回増、8頁立て8回減）
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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) コンテンツ管理システムのアップグレードを踏まえた更新作業の簡素化とサーバの運用管理を行う。
(2) ホームページで利用者の意見や感想を集める場を提供する。
(3) ウェブ広告の安定した獲得を図る。
(4) 来年度のリニューアルに備えたプランを策定する。

２　成果指標
ホームページアクセス数　　年間690,000件　（平成23年度実績：868,531件）

３　実施上の課題
(1) 情報を見やすくするためにホームページを改良し、ページ内容を充実する。
(2) ホームページ作成にかかるガイドラインを作成する。
(3) 読者及び利用者との双方向のコミュニケーションを充実させる。　　
(4) ウェブサイト作成管理に関する社会的趨勢を調査する。

４　顧客満足度の向上方策
(1)事業参加者アンケートにより、事業参加に対する広報紙の効果を測定する。
(2)施設来訪者アンケートにより、広報紙の認知度を測定する。

５　実　　　績
平成23年度
(1) ホームページ用サーバの更新に伴うコンテンツ管理システムのアップグレード
(2) ホームページアクセス数：　868,531アクセス （目標年間630,000アクセス）
(3) メールマガジン登録者数：4,524 名

平成24年度
(1) ウェブ広告制度の導入
(2) ホームページアクセス数（平成23年4月から8月末まで）：　438,097アクセス （目標年間690,000アクセス）
(3) メールマガジン登録者数：4,764 名（平成24年8月まで）
(4) ウェブ広告導入とスマートフォンでの閲覧に対応したトップページの改修

６　対前年度予算増減説明
トップページ改修委託費の減

情報提供事業費

根拠法令

経常収益計

経常費用計 4,482 5,569

公益認定法

5,569

人件費 2,724

4,482

事業開始 平成13年度

△ 1,087

1,758 2,845 △ 1,087

種別

2,724

自主事業

経常増減の部

事業・枝事業番号 9-1-(2)定　款 ９　その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

事業名

事業規模

担 当 課 経営課

変更内容

目　　的

1．新規読者の獲得や事業参加者の満足度の向上を図るため、歴史、学習、スポーツ、文化
芸術、多文化共生と観光に至るまで、幅広い情報の質と量を高め提供する。
2．利用者の様々な事業への参加機会の充実を図るため、タイムリーな情報を提供するととも
にニーズを把握し新たな事業展開に結びつける。

会計 法人会計区分

広報・広聴の充実
(2)ホームページ・メールマガジンの運営

事業収益

比較増減予算額 前年度予算額

1,200 1,200

0

部

1,645 △ 1,087

区補助金 2,724

△ 1,087

0

事業費

0

事業費大

中

自主財源 558

2,724
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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) 施設管理の共通ルールに応じた研修を行う。
(2) 職員事務の効率化とスピード向上のため、新規機能を追加するシステム改修を実施する。
(3) 地域センター施設等の財団管理外施設の貸し出しに対応するシステム改修を実施する。

２　成果指標
システムアクセス数　　　710,000件 （平成23年度実績：1,227,761件）

３　実施上の課題
(1) 利用手続きの共通ルールを業務の効率化とサービス向上につなげるため、システムを操作する職

員の教育を継続的に行う。
(2) 新しいインターネット閲覧媒体の流通拡大に対応するため、開発業者と連携しシステムの修正を行

う。
(3) 財団外施設が財団システムを利用する際の契約上のルールを整備する。
(4) システム利用料収益を安定的に確保する。

４　顧客満足度の向上方策
ホームページの問合せ欄及び窓口に寄せられた利用者の意見を活かし、利用者利便の向上のためのシス
テム機能の改修に努める。

５　実　　　績
H23年度 原則24時間稼働とネット決済を導入した。また、文化センター一部施設のインターネット貸出を

実現した。その他、利用者の声を取り入れ一部機能の追加を行った。
H24年度 システムの不具合修正及び利用者の利便向上のため、機能の追加とプログラム改修を実施し

た。その他、端末からの接続の安定とスピードの向上のため、一部ケーブル・ＨＵＢの更新を
実施した。

６　対前年度予算増減説明
抽選参加・利用申請書、団体登録カード作成経費の減少による減
ネット決済システム利用手数料の減少による減
システム改修委託費の減少による減

事業費

1

事業費大

中

自主財源 △ 7

11,093 1

12,698 0

人件費 1,171 1,170

10,692

2,000 △ 2,007

区補助金 11,094

目　　的
施設利用に関する区民の利便向上をはかるため、区内生涯学習・スポーツ・ホール等の各施
設を貸出システムを通じて一元的かつ包括的に管理するとともにシステムを良好な状態に保
つ。

会計 法人会計区分

事業収益

比較増減予算額 前年度予算額

12,698

事業・枝事業番号 9-2定　款 ９　その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

事業名 総合受付システムの運営
事業規模

担　当　課 経営課

変更内容

22,614 11,923 10,691

種別

情報提供事業費

自主・補助事業

経常増減の部部

23,785

事業開始 平成18年度

10,692

根拠法令

経常収益計

経常費用計 23,785 13,093

区条例

13,093
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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）

 新たに策定した経営計画の実施プログラムを実施するために、外部の専門的な調査研究機関を選定し、
業務を委託する。
（1）定款に定める公益事業を効果的に執行するために必要な役員・管理者などの人件費を措置する。
（2）将来の事務事業の拡充と経費の増大を想定した特定費用の積立と活用を図る。
（3）財団の長期的な経営戦略及び人事制度の策定、事業獲得のための調査研究に必要なコンサルタント
　業務を委託する。

２　成果指標
※今年度達成指標
財団の経営に従事する職員人件費（常勤理事１名＋管理者９名）を措置する。

３　実施上の課題
（1）公益財団法人及び指定管理者の業務を管理監督するのに相応しい人材と人件費を確保する。
（2）効率的かつ効果的で、公益性と収益性を兼ね備えた公益財団法人に相応しい事業計画を策定
　する。
（3）法人の長期的・安定的な運営を図るための調査研究・立案に従事する職員体制を確立する。

４　顧客満足度の向上方策
－

５　実　　　績
平成２４年度
（1）管理者など職員人件費（役員１名＋管理者８名＋一般職員１名）の措置。
（2）法人の長期的・安定的な運営を実現するために調査研究機関を導入・委託、経営理念の策定に
　取り組んだ。
※２５年２月現在

６　対前年度予算増減説明
人件費の単価変更に伴う増

0

82,145 1,635

事業開始一般法人法、公益認定法、整備法 平成23年度

73,780

種別

1,434

中 一般管理費

82,145

公益法人に相応しい事務事業を効率的、効果的に執行して、法人の長期的、安
定的な経営を図る。

－

大

会計区分 予算額 前年度予算額 比較増減

目　　的

９　その他この法人の目的を達成するために必要な事業

事業名
財団の管理運営

（1）財団経営

事業・枝事業番号

変更内容

担 当 課

根拠法令

68,461

13,885

72,145

人件費

区補助金

事業費

69,895

経常費用計 83,780

9-3-（1）

10,000

0 部 経常増減の部0 0

10,000 管理費

法人会計

経営課

13,684 201

経常収益計 83,780 1,635

自主財源

事業収益

1,635

自主・補助事業
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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) 組織におけるコンプライアンスの徹底を図る。
(2) 事業規模に対する適正な所要人員の配置と職員採用を実施する。
(3) 前年度の事業実績(業績係数等)に応じ、その結果を職員の処遇に反映する。
(4) 長期的な人材育成計画の策定と計画に基づいた研修を実施する。
(5) 組織基盤の強化に必要な職員の資格取得について、費用等を支援する。
(6) 出退勤管理システムを導入し、出退勤や給与計算の事務量を削減するとともに労務管理を強化する。

２　成果指標
(1) 研修の実施等によりコンプライアンスを強化する。
(2) 計画的かつ適正な職員採用を実施する。
(3) 平成26年度の人材育成計画を策定する。
(4) 研修の実施のほか、職員の資格取得を支援することで職員の能力を向上させる。

３　実施上の課題
(1) 人事労務管理のコンプライアンスを強化する。
(2) 計画的な人員配置を行うため、契約職員の離職率を低下させるための方策を検討する必要がある。
(3) 職層･職位ごとに必要な能力、人材像を明確にし、長期的な研修計画を策定する。
(4) 資格取得を支援するための基準を明確にする。

４　顧客満足度の向上方策
―

５　実　　　績 平成23年度
【財団主催研修】 【派遣研修】
(1) ビジネス基礎研修 (6) 業務改善研修 (1) 段取り研修
(2) コンプライアンス研修 (7) 評価者研修 (2) 労務管理研修
(3) OJT･コーチング研修 (8) 接遇リーダー研修 (3) リスクマネジメント研修
(4) ファシリテーション研修 (9) プレゼンテーション研修 (4) 良い人材を見抜くための面談研修
(5) 論理的思考研修 (10) 応急救護講習

６　対前年度予算増減説明
(補助) 派遣研修参加費用及び研修参加用旅費の減（40名→22名 管理職及び課長補佐)
(自主) 派遣研修参加費用及び研修参加用旅費の増

（46名→78名 固有職員：管理職及び課長補佐を除く28名　　契約職員：半数程度の50名)
研修リーダーへの諸謝金の増
出退勤管理システム導入による使用料及び賃借料、委託費の増

事業費

260

管理費大

中

自主財源 10,401 6,254 4,147

0

人件費 13,098 12,838

一般法人法、公益認定法、整備法

5,361

経常費用計 29,123 23,762

23,762

前年度予算額

17,508 1,214

0 部

根拠法令

18,722

経常収益計 29,123

0 経常増減の部

区補助金

目　　的
公益財団法人としての組織基盤の強化、さらに指定管理者として顧客サービスの向上と財
務の効率化を両立させるための組織力の向上を推進していくため、職員のモラール及びモ
チベーションの向上と能力開発、組織規模・人員配置の適正化を図る。

会計 法人会計区分

事業収益

比較増減予算額

事業・枝事業番号 9-3-(2)定　款 ９　その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

事業名
財団の管理運営

(2)人事労務管理･給与･人材育成
事業規模

担 当 課 経営課

事業開始 平成22年度

5,361

変更内容

16,025 10,924 5,101

種別

一般管理費

自主・補助事業
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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) 公益財団法人新宿区勤労者･仕事支援センターへ加入し、福利厚生プログラムを提供する。
(2) 人間ドック受診の費用支援を行う。
(3) 永年勤続者の表彰について検討する。

２　成果指標
永年勤続者の表彰について検討し、対象とする勤続年数や表彰の方法等について基準を策定する。

３　実施上の課題
新たな要綱の策定と、関連する就業規則条項を整備する必要がある。

４　顧客満足度の向上方策
労働環境の改善による職員のモラールアップを図り、利用者サービスの向上に結びつける。

５　実　　　績
平成23年度
公益財団法人新宿区勤労者･仕事支援センターへの加入。
人間ドック受診支援の利用1名。

６　対前年度予算増減説明
人間ドック対象者増による事業費の増(27名→30名)

一般法人法、公益認定法、整備法 事業開始 平成22年度

181

変更内容

1,750 1,675 75

種別

中

管理費

一般管理費

自主事業

事業・枝事業番号 9-3-(3)

経常増減の部

172

部

大

定　款 ９　その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

事業名
財団の管理運営

(3)福利厚生
-

担 当 課 経営課

目　　的 　職員の健康管理や余暇生活の充実を支援する。

会計 法人会計区分

事業収益

比較増減予算額 前年度予算額

0

根拠法令

35,972

経常収益計 42,634

0 0

自主財源

6,662 6,653

経常費用計 42,634 42,453

42,453

事業費

9

35,800

人件費(自主財源) 34,222 34,125 97

区補助金 6,662 6,653 9

181

人件費(区補助金)
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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) 事業計画及び予算を策定する
(2) 事業実績報告及び決算報告を策定する
(3) 基本財産等の資産運用を行う
(4) 公益法人会計基準に則った会計処理を実施する
(5) 関連諸法令に則った契約事務を実施する

２　成果指標
本年度達成指標
　スケジュール通りかつ誤りのない経理、契約処理を実施する

３　実施上の課題
(1) 「選択と集中」による効果的な経費配分による費用対効果の向上を図り、寄附金収入など補助金

以外の収益を強化する
(2) 関連事務の効率化を図ると同時に、公益財団法人会計基準に基づいた会計処理に対応する

４　顧客満足度の向上方策
財団の信頼性を向上させるための迅速かつ正確な経理、契約業務の実施

５　実　　　績
平成25年1月現在
(1) 現金管理マニュアルの整備及び現金事故防止体制の強化
(2) 自主収益獲得のための資産の運用
(3) 契約にかかる内部の関連規程、要綱の整備

６　対前年度予算増減説明
租税公課費等精査による減

事業・枝事業番号 9-3-(4)

30,371

事業費

3

管理費・事業費大

中

自主財源 △ 5,912

9,733

1,439

△ 2,753 △ 3,159

区補助金 17,069

事業収益

比較増減予算額 前年度予算額

9,02720,653 11,626

変更内容

目　　的
１．安定的・継続的な組織運営及び事業展開を図るため、財源基盤を強化する。
２．公益財団法人としての信頼を確保するため、会計処理の迅速化･正確化を図る。
３．業務内容及び手続きの見直しを含めた適正な契約事務を履行する。

会計 法人会計区分

一般管理費・事業総務費

自主・補助事業

定　款 ９　その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

事業名
財団の管理運営

(4)予算・決算・財務・経理・契約
－

担 当 課 経営課

経常増減の部部

31,810

21,498 △ 4,429

事業開始 平成22年度

1,439

22,074 20,638

根拠法令

経常収益計

経常費用計 31,810 30,371

公益法人認定法

1,436

種別

人件費 9,736
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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)理事会・評議員会を開催する。
(2)規程・規則・要綱等の制定・改廃を行う。
(3)ネットワークサーバ及びグループウェアの更新を行う。
(4)上記のほか、法人運営全般に関し必要な業務を行う。

２　成果指標
(1)事務処理の効率化。
(2)既経営計画・事業計画に則り、財団事業の進捗管理を行う。
(3)コーポレート・ガバナンスの整備・強化を行う。
(4)事務処理を円滑に行うために、財団内ネットワーク環境の安定稼働を図る。

３　実施上の課題
(1)事務処理の合理化を進め、安定的・効率的な事務執行体制を確立する。
(2)新たな経営計画に基づく事業の進捗管理体制を確立する。
(3)新たな経営計画に基づく規程・規則・マニュアル等の整備により法令遵守体制を確立する。
(4)財団情報の積極的な外部発信及びPR・渉外活動を実践する。
(5)業務データの適正な整理・保存等、データ管理に関するルールを策定する。

４　顧客満足度の向上方策
財団としての信頼性を向上させるための法人運営を行う。

５　実　　　績
平成23年度
(1)評議員会3回、理事会4回、評議員選定委員会1回を開催
(2)法人PR用冊子を作成
(3)規程1件、規則6件を改正
平成24年度（平成25年1月末日現在）
(1)評議員会2回、理事会2回、評議員選定委員会1回開催
(2)規程2件、規則6件を改正

６　対前年度予算増減説明
補助：臨時雇用賃金、委託費の精査による減。予備費の皆減。
自主：サーバ及びグループウェア購入に伴う消耗品費と固定資産取得費の増

定　款 ９　その他この法人の目的を達成するために必要な事業 事業・枝事業番号 9-3-(5)

事業名
財団の管理運営

(5)総務・庶務・文書
担 当 課 経営課

変更内容 事業規模

目　　的
財団運営の基盤を整備するために、法人業務全体の執行管理を行う。また、関連法令等に
則ったコンプライアンスの徹底、適正なガバナンスの確立を実現する。

区分 予算額 前年度予算額 比較増減 会計 公益・収益・法人会計

大 事業費・管理費

事業収益 0 0 0 部 経常増減の部

中 事業総務費・一般管理費区補助金 32,782 44,305 △ 11,523

事業費 48,766 56,758 △ 7,992

種別 自主・補助事業経常収益計 62,120 69,727 △ 7,607

12,969 385

経常費用計 62,120 69,727 △ 7,607

根拠法令 　一般法人法、公益認定法、整備法 事業開始 平成22年度

自主財源 29,338 25,422 3,916

人件費 13,354
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