
平成 年度 拡充・見直し事業等の概要 
 

新規 事業 事業拡大、組替 事業 事業見直し 事業

第１号事業《地域の歴史の記録保存及び普及啓発》

郷土資料の調査収集・活用【事業見直し】・・・・・ ページ

漱石山房記念館の開館に伴い、記念館に収蔵される資料の管理や寄贈資料の受入対応等

を追加します。 

展示会の開催【事業見直し】・・・・・ ページ

漱石山房記念館の開館にあわせて、新宿歴史博物館で「漱石と子規」展を開催します。

今回は、漱石が教師として赴任し、代表作『坊ちゃん』の舞台ともなっており、漱石山房

記念館の設置にご賛同いただいている愛媛県松山市と連携させていただき、松山市が所蔵

する資料と新宿区の資料をもとに夏目漱石と、松山市出身で漱石に強い影響を与え、深い

友情で結ばれた俳人正岡子規、2 人の交流を紹介します。 
本展示会では、遺された原稿、書簡、初版本、遺愛品、写真等で漱石と子規の業績を顕

彰するとともに、松山での生活や活動に焦点を当て、現在も松山に残る 2 人の記憶をたど

ります。 
なお、平成 29 年は漱石・子規ともに生誕 150 年にあたる記念年でもあることから、松山

市と連携して展示会を開催し、松山市が所蔵する夏目漱石・正岡子規を中心とした貴重な

資料を東京で公開し、関連イベント等も含め、相互に効果的な情報発信の場とすることで、

漱石山房記念館の開館に華を添えたいと考えています。 

文化財等の保存・公開・・・・・ ページ

戸塚囃子や萩原社中等の無形文化財等を公開する「民俗芸能の集い」は、隔年実施のた

め平成 29 年度は実施しません。次回は平成 30 年度を予定しています。 

講座・講演会の開催【事業見直し】・・・・・ ページ

漱石山房記念館の開館に伴い、夏目漱石や文学に関する講座や講演会を記念館でも実施

します。 

歴史文化探訪【事業見直し】・・・・・ ページ

漱石山房記念館の開館に伴い、夏目漱石や文学等をテーマとした史跡めぐりを実施しま

す。また、屋外で街中を歩くため、参加者は傷害保険に加入してもらうようにします。 

学校等への教育活動支援【事業見直し】・・・・・ ページ

漱石山房記念館の開館に伴い、記念館での社会科見学の受入や夏目漱石に関連した出張
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授業を実施します。 

博物館ボランティアの活動支援【事業拡大】・・・・・ ページ

漱石山房記念館の開館に伴い、記念館での解説や事業補助等の活動が開始されます。記

念館での活動は、新たに部会を設置して行っていきます。新たな活動の開始に伴う知識修

得等のための研修も実施します。 

第２号事業《文化芸術の振興と地域の文化活動を通じた豊かな心の育成》

舞台芸術鑑賞機会の提供・・・・・ ページ

東京 オリンピック・パラリンピックの開催に向け、あらためて日本の伝統文化芸術

を見直し楽しんでいただくために、落語、狂言公演を継続し、「新宿文化寄席」にはお馴染

みの桂歌丸、三遊亭円楽等が登場の予定です。

クラシックコンサートでは、平成 年度に引き続き世界の俊英アンドレア・バッティス

トーニが、区民合唱団と東京フィルハーモニー交響楽団による人気の合唱曲「カルミナ・

ブラーナ」に、日本で初めて挑みます。さらに、日本を代表するマエストロ小林研一郎が、

東京音楽コンクール入賞者をソリストに迎えた日本フィルハーモニー交響楽団を指揮しま

す。

また、女性シンガーソングライターの草分け「大貫妙子」の公演や、「新宿文化センター・

ダンスプロジェクト」の継続など、新宿文化センターに蓄積されている、さまざまなジャ

ンルでの伝統と記憶を継承する事業展開をしてまいります。

 
 
第３号事業《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》

新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン ・・・・・ ページ

安全・安心な運営体制を強化するため様々な対策を行い、平成 年 月 日（日）に

実施した第 回大会を安全な運営で実施することができましたが、第 回大会において

もより一層の安全な運営を確保します。コース拡大については、さらに実績を積んだ上、

また新国立競技場整備工事の完了を踏まえ、警視庁及び所轄警察等と協議を行います。

第４号事業《次代を担う児童や青少年の育成》

放課後子どもひろば【事業拡大】・・・・・・・ ページ

平成 年度に引き続き、 校の放課後子どもひろばの受託運営を行います。また、平成

年度は 校中、 校で実施した「学童クラブ機能付き放課後子どもひろば」を平成

年度は 校中、 校（津久戸小・江戸川小・市谷小・愛日小・早稲田小・鶴巻小・余丁町

小・四谷小・花園小・戸塚第一小・落合第二小・落合第三小・落合第六小・淀橋第四小・

柏木小・西戸山小）で拡大実施する予定となっています。（平成 年度に新たに学童機能
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付きとなる学校は、津久戸小・落合第三小・淀橋第四小）

これまでの経験を活かし、学童機能付きひろばの登録児童と、一般ひろばの登録児童の

双方が安心して過ごすことができ、かつ保護者からの信頼を得られる体制づくりを行いま

す。また、学童機能付きひろばでは、保護者との個人面談や日々の育成日誌の活用、職員

研修の充実などを通して、これまで以上に個々の子どもたちの健全育成に資する運営を行

ってまいります。

 
 
第５号事業《国際相互理解の促進》

（ ） 日本語学習支援事業 親子日本語教室、夏休み・春休み子ども日本語クラス、はじ

めてしゃべる日本語クラス【事業拡大】・・・・ ページ

平成 年度『 日本語学習支援事業』の自主事業である『 一般支援（自主）親子日

本語教室』と、『 子ども支援（自主）夏休み・春休み子ども日本語クラス』を、平成

年度は統合し、あわせて、最初級者向けの日本語教室である「はじめてしゃべる日本語ク

ラス」を実施します。「はじめてしゃべる日本語クラス」については、文化庁地域日本語教

育実践プログラムへの申請を行い、プログラムに採択された場合は、補正予算により事業

費の拡大と事業収益の計上を行います。

（ ） 日本語学習支援事業 新宿区日本語教室、子ども日本語教室【事業見直し】・・・・

ページ

平成 年度『 日本語学習支援事業』の新宿区地域振興部多文化共生推進課からの受

託事業である『（ ）一般支援（受託）新宿区日本語教室』と、『（ ）子ども支援（受託）夜

の子ども日本語教室』を、平成 年度は統合します。

「新宿区日本語教室」では、日本語教室向上検討会を設け、アドバイザー・ボランティ

アからの選出者とともに、教室の質を向上させるための方策を検討します。さらにボラン

ティアの研修回数を増やし、ボランティアの指導力の向上も図っていきます。「子ども日本

語教室」では、日本語能力が十分でないため教科学習に遅れがちな外国にルーツをもつ児

童・生徒の参加が増加しています。これに対応し、中学生の試験前に集中授業を実施しま

す。また、コーディネーターの業務量や専門性を適正に評価し、コーディネーター謝礼を

増加します。

第６号事業《地域の魅力の内外への発信》

友好都市等との交流事業 人的交流事業・・・・・ ページ

新宿区の友好都市であるベルリン市ミッテ区との青少年交流、長野県伊那市との市民交

流およびその他都市との交流事業を行います。

ミッテ区との青少年交流は、受入と派遣を毎年交互に実施しており、平成 年度は新宿

区からミッテ区への派遣の年度となります。また、本来は平成 年度が受入の年にあたり
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ますが、ミッテ区の青少年がイースター休暇を利用するため、平成 年 月下旬から 月

初旬にかけて来日します。そのため、平成 年度は、派遣にかかる経費、および受入に係

る経費を計上しています。 
 
 
第７号事業《地域社会の健全な発展の促進》

（ ） 障がい者支援事業（ ）障がい者スポーツ・学習交流事業【組替】・・・・・ ページ

障がいのある方を対象とした「障がい者スポーツ・学習交流事業」については、障がい

のあるなしに関わらず参加・体験できる事業として展開し取り組んでいくこととします。

このため、これまで実施してきた障がい者スポーツ教室、スポーツ観戦機会の提供、プラ

ネタリウム鑑賞機会の提供等の事業については、トップアスリートとの交流事業や団体等

と連携したスポーツ普及事業等の既存事業に組替えて実施することとし、障がいのあるな

しに関わらず誰もが楽しめる事業を効果的に推進していきます。 
 

地域活力推進事業 地域スポーツ・文化事業の推進・・・・・ ページ

地域のスポーツ推進委員・ 等で構成された地域スポーツ・文化協議会が、学校等の身

近な施設で誰でも参加ができるスポーツや文化事業を実施し、地域におけるスポーツや文

化の促進を行います。平成 年度は、助成要綱を作成し、地域スポーツ・文化協議会が自

立的な運営をできるよう支援する体制を強化していきます。また、財団広報紙やホームペ

ージを利用して、事業の広報活動を行っていきます。

 
地域活力推進事業 学校施設活用事業・・・・・ ページ

区立小中学校および養護学校、旧学校施設を活用し、①学校校庭の活用事業、②学校体

育館等の活用事業、③学校プールの活用事業の 事業を実施します。

平成 年度予算については、東京都における最低賃金の改正により管理業務を委託して

いる新宿区シルバー人材センターへの委託費用が増額となっています。

生涯学習・地域人材交流ネットワークの活用・・・・・ ページ

本事業は平成 年度より新宿区の第 次実行計画事業となっており、第 次、第 次に

引き続き、「新宿地域人材ネット」システムを活用した人材交流を促進します。平成 年

度についても、アンケートや活動実態調査を利用して、各地域の活動を分析する等、地域

のニーズの把握を進めます。また、レガスまつり等の財団事業内の機会を積極的に利用し、

制度のさらなる周知を図っていきます。

 
 
第８号事業《新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業》

新宿歴史博物館の管理運営 自主事業・・・・・ ページ
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財団が発行する図録や制作したオリジナルグッズを各記念館で販売し、売上の一部を各

指定管理施設の管理運営費に充当します。また、漱石山房記念館の開館に伴い、漱石山房

記念館でも新たに販売を開始します。 

林芙美子記念館の管理運営・・・・・ ページ

佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営・・・・・ ページ

中村彝アトリエ記念館の管理運営・・・・・ ページ

財団が発行する図録や制作したオリジナルグッズを各記念館で販売し、売上の一部を各

指定管理施設の管理運営費に充当します。

 
新宿文化センターの管理運営・・・・・ ページ

指定管理者として、新宿区立新宿文化センターを安全かつ安心して利用者にご利用いた

だけるよう運営するとともに、施設環境の整備、環境保護に配慮した効率的な運営を行い

ます。あわせて、区民に対し多様な文化芸術活動鑑賞機会を提供するために、財団が過去

に築いてきたネットワークを活用し、さまざまな芸術家や芸術団体を誘致する事業を積極

的に実施します。また、新宿文化センター友の会の内容の充実を図り、区民が主役の文化

芸術の振興を行います。

新宿文化センターの管理運営 本業務（提案事業）・・・・ ページ

指定管理施設として地域住民の方々に親しんでいただける施設としてふさわしい事業を

展開します。無料のランチタイム・コンサートと、夕方開催のワンコイン・コンサートの

充実を図ります。乳幼児や障がいのあるお子さまなど、ふだんコンサートに行く機会の少

ない方のために「はじめての音楽会」を平成 28 年度に引き続き開催します。新宿夏の風物

詩、沖縄エイサーまつりと連動した「沖縄音楽フェスティバル」は 12 回目を迎え、新宿の

夏をさらに熱く盛り上げます。 

新宿コズミックスポーツセンターの運営・・・・ ページ

平成 年度には新宿区による新宿コズミックスポーツセンターの特定天井改修工事が計

画されています。工事期間中は正面玄関の一部が利用できなくなるほか、プールが休場と

なります。そのため、プールの団体貸出・個人利用・プールを使用した財団事業は休止い

たします。

なお、プール以外の施設については原則として利用できるため、施設の運営は継続いた

します。 

公園内運動施設の運営 本業務・・・・ ページ

これまで早朝に各施設を利用する利用者は、新宿コズミックスポーツセンターで施設入口

の鍵の貸出・返却を行う必要がありました。

平成 年度からは各施設に早朝対応のスタッフを配置し、利用者が鍵の貸出・返却を行
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わず各施設を利用できる体制を整えます。これにより、利用者の利便性・満足度の向上を

図ります。

 
生涯学習館の管理運営・・・・・ ページ

指定管理者として、区内 箇所の生涯学習館を安全かつ安心して利用者にご利用いただ

けるよう運営するとともに、利用者の方々のご意見を大切にし、環境保護に配慮した効率

的な運営を行ってまいります。生涯学習館まつりや生涯学習指導者・支援者バンクを活用

した団体情報ネットワークの整備により、生涯学習館活動団体同士の交流、館を越えた団

体同士の交流の機会を創出することで、会員数が減少している団体同士の連携など、活動

の継続に向けたコーディネートを行います。また、生涯学習館ごとに本部（新宿文化セン

ター）の担当者が 名ずつコンシェルジュ業務担当者となり、館長とともに、団体の日常

活動への助言、発表会等の企画制作のサポート等を積極的に行います。

漱石山房記念館の管理運営 本業務【新規】・・・・・ ページ

平成 29 年 9 月 24 日に開館予定の漱石山房記念館の指定管理者として、財団が選定を受

けました。文豪夏目漱石初の本格的記念施設として、晩年を過ごした旧居「漱石山房」の

跡地において、その土地の記憶を可視化するとともに、夏目漱石の作品や功績を広く区民

等に発信することにより、地域の文化や歴史に対する区民の愛着と誇りを育み、もって地

域文化の振興と発展に資するため、記念館が設置されます。 
財団では、新宿区の漱石山房記念館の設置を踏まえて、既に多くの夏目漱石に関連した

事業等を行ってきました。また、他の歴史文化施設の指定管理者としての経験を活かして、

新たな記念館を適切に管理運営して行きたいと考えています。 
 

漱石山房記念館の管理運営 自主事業【新規】・・・・・ ページ

漱石山房記念館の開館に伴い、財団が発行する図録や制作したオリジナルグッズを漱石

山房記念館でも新たに販売し、売上の一部を各指定管理施設の管理運営費に充当します。

第９号事業《その他この法人の目的を達成するために必要な事業》

広報・広聴の充実 広報紙の発行・・・・・ ページ

広報紙作成業者と広告枠買取契約を締結し、年間枠広告数及び広告料収入の増加を図り

ます。また、漱石山房記念館などの新たな指定管理施設に対応した、新宿区生涯学習施設

ガイドを発行し、施設の利用方法等を分かりやすく周知します。

広報・広聴の充実 ホームページ・メールマガジンの運営・・・・・ ページ

タイムリーな情報発信のために、コンテンツ管理システムの適切な管理運用を行い、利

用者にとって使い勝手のよいウェブサイトを構築します。また、平成 年度より運用を開

始したウェブサイト上でのアンケートで集約した利用者の意見や感想を活用し、利便性の
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向上を図ります。

総合受付システムの運営・・・・・ ページ

平成 年度（予定）から運用を始める次期総合受付システムの開発に向けた準備段階と

して、調達に係る財源の調整と、製品の選定を実施します。

財団の管理運営（１）財団経営・・・・・ ページ

補助事業および自主事業で計上していた職員の人件費を集約したほか、平成 年度に向

けて、次期経営計画の策定を進めます。

財団の管理運営 （ ）人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生・・・・・ ページ

新人事給与制度の定着を図るとともに、新制度と連動した人材育成計画に基づく研修計

画を着実に実行します。また、業務の効率化を図ることを目的とした給与明細書の電子化

を実行します。

財団の管理運営（３）予算・決算・財務・経理・契約・・・・・ ページ

公益法人会計基準及び関係諸法令に則った予算、決算を策定し会計処理を行うとともに、

研修、内部監査を実施し組織内統制の徹底を図ります。また、基本財産等の資産運用を行

います。

 
財団の管理運営 総務・庶務・文書・・・・・ ページ

安定的かつ効率的な組織運営のため、法務管理、例規整備、情報セキュリティ体制の維

持などを実行することでコンプライアンスを徹底します。
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