
 
 
 

 

第３号事業 



平成29年度事業計画書

人 人 人

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替
事業の計画
１　実施内容（予定）

試合観戦・交流ツアー等
　 ① プロスポーツ公式戦等区民無料・優待観戦、選手との交流や見学ツアー等を実施する。
　 ② 障がい者スポーツ観戦・応援招待デーを実施する。※障がい者支援事業より移管

スポーツ教室・体験会・講演会等
トップアスリートによるスポーツ教室・体験会等を実施する。

２ 実施上の課題

３　顧客満足度の向上方策
区民に多彩なプログラムを提供できるよう、新規連携先を確保する。

４　実績
平成27年度　延べ参加者数1,447人

試合観戦・交流ツアー等 延べ参加人数772人
　① 8/1(土) 東京ヴェルディ新宿区サンクスマッチ（味の素スタジアム） 

公式戦無料招待、手つなぎキッズ、ハイタッチキッズ、ピッチ見学ツアー/延べ参加者414人
障がい者サッカー無料観戦デー12人

　② 7/24(金)～26(日) 東京ヤクルトスワローズ燃えろ！ナイター（明治神宮野球場）
公式戦無料招待、バックヤード見学ツアー/358人、障がい者招待48人
スポーツ教室・体験会・講演会等 延べ参加者数523人

　① 7/24(金) GTFキッズスポーツサミット（新宿コズミックスポーツセンター・落合中央公園野球場）
小学4年生～6年生対象（サッカー･ラグビー･水泳･卓球･柔道･体操･バドミントン）/141人

　② 10/12(月･祝) ふるさとアスリートin新宿スポレク
バスケットボール競技アトランタ五輪予選日本代表・石橋貴俊氏によるバスケットボールクリニック/81人

　③ 10/12(月･祝) コズミック大相撲ランドin新宿スポレク
日本相撲協会所属芝田山部屋の力士による相撲体験/242人

　④ 10/12(月･祝) ジャイアンツアカデミーin新宿スポレク
元東京読売巨人軍・宮本和知氏による小学生・親子野球教室/59人
3/21(月･祝) ＮＰＯつばめスポーツ振興協会つばめ野球教室（落合中央公園野球場）
小学新5･6年生対象野球教室/152人

５ 対前年度予算増減説明
実績精査による事業収益の減
実績精査による諸謝金の減
パラリンピック競技種目普及活動費の見直しによる委託費の減

公益目的事業会計

大科目 事業費

部

種別

比較増減 成果指標の説明

事業開始 平成18年度

根拠
法令

スポーツ基本法
△ 73

担 当 課 スポーツ課

変更内容

会計

経常増減の部

自主・補助

プロスポーツ公式戦招待やスポーツ教室等を通じ、トップアスリートの技術や迫力にふれる機会を提供す
る。

新規連携先の開拓や、既存連携先との協議により、種目数、実施数、定員数の拡大を図り、より多くの区民
に参加の機会を提供する。

△ 50

経常費用計 △ 3,242

△ 3,315

△ 1,217

区補助金

経常収益計

△ 3,265

△ 2,025

事業収益

事業費

人件費※

予算額（千円）

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（総括）

＊区計画事業

目　　的
オリンピアンやパラリンピアン等のトップアスリートの凄さを体験できる機会を提供し、区民の
スポーツ活動に対する関心と参加意欲の高揚及び、東京2020オリンピック・パラリンピックに
向けた気運醸成を図る。

事業・枝事業番号

前年度予算額（千円） 比較増減（千円）区分

収　支 △ 752 △ 679

成果指標 目標 前年度目標

自主財源充当額

延べ参加者数
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平成29年度事業計画書

人 人 人

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替
事業の計画
１　実施内容（予定）

試合観戦・交流ツアー等
プロスポーツ公式戦等区民無料・優待観戦、選手との交流や見学ツアー等を実施する。
スポーツ教室・体験会・講演会等
トップアスリートによるスポーツ教室・体験会等を実施する。

２ 実施上の課題

３　顧客満足度の向上方策
区民に多彩なプログラムを提供できるよう、新規連携先を確保する。

４　実績
平成27年度　延べ参加者数1,447人

試合観戦・交流ツアー等 延べ参加人数772人
　① 8/1(土) 東京ヴェルディ新宿区サンクスマッチ（味の素スタジアム） 

公式戦無料招待、手つなぎキッズ、ハイタッチキッズ、ピッチ見学ツアー/延べ参加者414人
障がい者サッカー無料観戦デー12人

　② 7/24(金)～26(日) 東京ヤクルトスワローズ燃えろ！ナイター（明治神宮野球場）
公式戦無料招待、バックヤード見学ツアー/358人、障がい者招待48人
スポーツ教室・体験会・講演会等 延べ参加者数523人

　① 7/24(金) GTFキッズスポーツサミット（新宿コズミックスポーツセンター・落合中央公園野球場）
小学4年生～6年生対象（サッカー･ラグビー･水泳･卓球･柔道･体操･バドミントン）/141人

　② 10/12(月･祝) ふるさとアスリートin新宿スポレク

　③ 10/12(月･祝) コズミック大相撲ランドin新宿スポレク
日本相撲協会所属芝田山部屋の力士による相撲体験/242人

　④ 10/12(月･祝) ジャイアンツアカデミーin新宿スポレク
元東京読売巨人軍・宮本和知氏による小学生・親子野球教室/59人
3/21(月･祝) ＮＰＯつばめスポーツ振興協会つばめ野球教室（落合中央公園野球場）
小学新5･6年生対象野球教室/152人

５ 対前年度予算増減説明
実績精査による事業収益の減
実績精査による諸謝金の減

自主財源充当額

成果指標 目標

延べ参加者数

比較増減

バスケットボール競技アトランタ五輪予選日本代表・石橋貴俊氏によるバスケットボールクリニック/81
人

プロスポーツ公式戦招待やスポーツ教室等を通じ、トップアスリートの技術や迫力にふれる機会を提供
する。

新規連携先の開拓や、既存連携先との協議により、種目数、実施数、定員数の拡大を図り、より多くの
区民に参加の機会を提供する。

大科目 事業費

経常収益計

人件費※

事業費

△ 1,402
スポーツ基本法

根拠
法令

部

成果指標の説明

平成18年度事業開始

経常増減の部△ 50

前年度目標

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（自主）

比較増減（千円）予算額（千円）

目　　的

区分 前年度予算額（千円）

担 当 課

変更内容

事業・枝事業番号

自主事業

スポーツ課

△ 1,425

△ 1,475

△ 1,425

種別

オリンピアンやパラリンピアン等のトップアスリートの凄さを体験できる機会を提供し、区民
のスポーツ活動に対する関心と参加意欲の高揚及び、東京2020オリンピック・パラリン
ピックに向けた気運醸成を図る。

会計 公益目的事業会計

区補助金

収　支 △ 752 △ 679

経常費用計

△ 73

事業収益
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平成29年度事業計画書

人 人 人

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替
事業の計画
１　実施内容（予定）

トップアスリート（オリンピアン所属チーム）の練習見学・体験会　年1回（実施時期未定）
会場　：　新宿コズミックスポーツセンター　2階　大体育室
① 練習見学会 定員200人
② 体験会 定員50人（小・中学生とその保護者25組）
パラリンピック開催予定種目紹介パネル展（実施時期未定）
会場　：　新宿コズミックスポーツセンター内（2階ロビー及び館内壁面等）

２ 実施上の課題
招聘予定アスリート（所属チーム）との日程調整
肖像権等、各種権利関係の調整

３ 顧客満足度の向上方策
参加者がスポーツ活動を継続して実施することが可能な場を確保する。

４ 実績
平成28年度新規事業

５ 対前年度予算増減説明
パラリンピック競技種目普及活動費の見直しによる委託費の減

成果指標
参加者数

目標 前年度目標 比較増減

担 当 課 スポーツ課

変更内容

種別

事業開始 平成28年度

根拠
法令

スポーツ基本法

成果指標の説明

経常増減の部

補助事業

事業費

公益目的事業会計

収　支

部

大科目△ 1,840

人件費※

事業費

経常収益計

事業収益

区補助金

△ 1,840経常費用計

△ 1,240

予算額（千円） 前年度予算額（千円）

△ 1,840

区分

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

事業・枝事業番号

目　　的

トップアスリートとの交流事業（補助）
オリンピック・パラリンピック気運醸成事業

＊区計画事業
オリンピアンやパラリンピアン等のトップアスリートの凄さを体験できる機会を提供し、区民の
スポーツ活動に対する関心と参加意欲の高揚及び、東京2020オリンピック・パラリンピックに
向けた気運醸成を図る。

会計比較増減（千円）

△ 600
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平成29年度事業計画書

人 人 人

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替
事業の計画
１　実施内容（予定）

実施日： 平成30年1月28日（日）
会場：

実施内容： 　　　　　　　① ハーフマラソンの部（男女別：陸連登録、40歳未満、40歳以上、50歳以上、60歳以上）
② 10ｋｍの部（男女別：陸連登録、40歳未満、40歳以上、50歳以上、60歳以上）
③ 区民健康マラソンの部（3km・2km、スペシャルラン、ひよこ）
④ 同時開催として、第3回日本ID（知的障がい）ハーフマラソン選手権大会（予定）。　　　

２ 実施上の課題
安全・安心な大会運営を実施するための警察、消防、警備会社、職員、ボランティア等との仕組づくり。
安定的な大会運営を行うための協賛金の獲得。
より多くのボランティアが参加する積極的なPR。

３ 顧客満足度の向上方策
公益財団法人東京陸上競技協会の参画により、円滑な競技運営を行い、参加者満足度を向上する。

４ 実績
平成27年度（第14回大会）
① 開催日：平成28年1月31日（日）
② 会場等：明治神宮野球場、國學院高等学校他
③ 実施種目及び申込数：ハーフマラソン4,933人・10km2,825人・健康マラソン3,112人
④ その他：区民参加率33.1％・全国35都道府県から参加
⑤ 財団寄附経由による実行委員会への負担金支出　3件450,000円
平成28年度（第15回大会）：平成29年1月29日（日）・ハーフマラソン、10ｋｍ、健康マラソンの部を実施。

５ 対前年度予算増減説明
６ 特定費用準備資金の状況

資金の名称：新宿シティハーフマラソン積立資産
活動の実施予定時期：平成26年度から平成30年度
積立金額：30,000,000円
本事業への充当額：24,000,000円
（平成26年度、27年度、28年度各6,000,000円　平成29年度予算6,000,000円）
資金残金：6,000,000円

参加者数

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

＜特定費用準備資金充当事業＞
新宿シティハーフマラソン・
区民健康マラソン（総括）

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「誰でも」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。

事業・枝事業番号

担 当 課 マラソン課

変更内容

△ 25,407

比較増減（千円）

△ 25,407

△ 25,407

成果指標 目標 前年度目標

人件費※

予算額（千円） 前年度予算額（千円）

事業収益

事業費

区分

区補助金

経常収益計

特定費用充当額

公益目的事業会計

大科目 事業費

部

事業開始

△ 25,407

経常増減の部

種別 自主・補助

スポーツ基本法、社会教
育法

会計

昭和61年度

明治神宮野球場をメイン会場として、神宮外苑及び國學院高等学校をサブ会場として確保
のうえ実施。

第3回日本IDハーフマラソン選手権大会を実施することで、障がい者のスポーツ機会の提供を行い、併
せて東京パラリンピック気運醸成を図る。

比較増減 成果指標の説明

自主財源充当額

経常費用計

収　支

根拠
法令
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平成29年度事業計画書

人 人 人

事業の計画

１　実施内容（予定）
実施日： 平成30年1月28日（日）
会場：

実施内容： 　　　　　　　① ハーフマラソンの部（男女別：陸連登録、40歳未満、40歳以上、50歳以上、60歳以上）
② 10ｋｍの部（男女別：陸連登録、40歳未満、40歳以上、50歳以上、60歳以上）
③ 区民健康マラソンの部（3km・2km、スペシャルラン、ひよこ）
④ 同時開催として、第3回日本ID（知的障がい）ハーフマラソン選手権大会（予定）。　　　

２ 実施上の課題
安全・安心な大会運営を実施するための警察、消防、警備会社、職員、ボランティア等との仕組づくり。
安定的な大会運営を行うための協賛金の獲得。
より多くのボランティアが参加する積極的なPR。

３ 顧客満足度の向上方策
公益財団法人東京陸上競技協会の参画により、円滑な競技運営を行い、参加者満足度を向上する。

４ 実績
平成27年度（第14回大会）
① 開催日：平成28年1月31日（日）
② 会場等：明治神宮野球場、國學院高等学校他
③ 実施種目及び申込数：ハーフマラソン4,933人・10km2,825人・健康マラソン3,112人
④ その他：区民参加率33.1％・全国35都道府県から参加
⑤ 財団寄附経由による実行委員会への負担金支出　3件450,000円
平成28年度（第15回大会）：平成29年1月29日（日）・ハーフマラソン、10ｋｍ、健康マラソンの部を実施。

５ 対前年度予算増減説明　
６ 特定費用準備資金の状況

資金の名称：新宿シティハーフマラソン積立資産
活動の実施予定時期：平成26年度から平成30年度
積立金額：30,000,000円
本事業への充当額：24,000,000円
（平成26年度、27年度、28年度各6,000,000円　平成29年度予算6,000,000円）
資金残金：6,000,000円

会計 公益目的事業会計

特定費用充当額

収　支

経常費用計

事業収益

担 当 課

変更内容

事業・枝事業番号

自主事業

マラソン課

種別

「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
「誰でも」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。

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

＜特定費用準備資金充当事業＞
新宿シティハーフマラソン・
区民健康マラソン（自主）

比較増減（千円）予算額（千円）

目　　的

区分 前年度予算額（千円）

部 経常増減の部

経常収益計

自主財源充当額

大科目 事業費

人件費

事業費

成果指標の説明

昭和61年度事業開始

スポーツ基本法、社会教育
法

根拠
法令

比較増減

明治神宮野球場をメイン会場として、神宮外苑及び國學院高等学校をサブ会場として確保の
うえ実施。

第3回日本IDハーフマラソン選手権大会を実施することで、障がい者のスポーツ機会の提供を行い、併
せて東京パラリンピック気運醸成を図る。

成果指標 目標 前年度目標

参加者数
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平成29年度事業計画書

人 人 人

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替
事業の計画
１　実施内容（予定）

実施日： 平成30年1月28日（日）
会場：

実施内容： 　　　　　　　① ハーフマラソンの部（男女別：陸連登録、40歳未満、40歳以上、50歳以上、60歳以上）
② 10ｋｍの部（男女別：陸連登録、40歳未満、40歳以上、50歳以上、60歳以上）
③ 区民健康マラソンの部（3km・2km、スペシャルラン、ひよこ）
④ 同時開催として、第3回日本ID（知的障がい）ハーフマラソン選手権大会（予定）。　　　

２ 実施上の課題
安全・安心な大会運営を実施するための警察、消防、警備会社、職員、ボランティア等との仕組づくり。
安定的な大会運営を行うための協賛金の獲得。
より多くのボランティアが参加する積極的なPR。

３ 顧客満足度の向上方策
公益財団法人東京陸上競技協会の参画により、円滑な競技運営を行い、参加者満足度を向上する。

４ 実績
平成27年度（第14回大会）
① 開催日：平成28年1月31日（日）
② 会場等：明治神宮野球場、國學院高等学校他
③ 実施種目及び申込数：ハーフマラソン4,933人・10km2,825人・健康マラソン3,112人
④ その他：区民参加率33.1％・全国35都道府県から参加
⑤ 財団寄附経由による実行委員会への負担金支出　3件450,000円

５ 対前年度予算増減説明　

平成28年度（第15回大会）：平成29年1月29日（日）・ハーフマラソン、10ｋｍ、健康マラソンの部を実施。

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

人件費※

事業費

経常収益計

比較増減（千円）

事業収益

区補助金

目　　的

新宿シティハーフマラソン・
区民健康マラソン（補助）

「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「誰でも」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。

大科目

経常費用計

予算額（千円） 前年度予算額（千円）

△ 25,407

区分

△ 25,407

収　支

経常増減の部

補助事業

事業費

公益目的事業会計

△ 25,407

会計

△ 25,407

部

事業・枝事業番号

担 当 課 マラソン課

変更内容

種別

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

成果指標の説明成果指標
参加者数

目標 前年度目標 比較増減

第3回日本IDハーフマラソン選手権大会を実施することで、障がい者のスポーツ機会の提供を行い、併
せて東京パラリンピック気運醸成を図る。

明治神宮野球場をメイン会場として、神宮外苑及び國學院高等学校をサブ会場として確保
のうえ実施。
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平成29年度事業計画書

人 人 人
人 人 人

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替
事業の計画
１　実施内容（予定） ＊本事業は、新宿区第三次実行計画分を含む。

日時　平成29年10月9日（月・祝）9時30分から15時30分（体育の日：毎年10月第二月曜）
施設　新宿コズミックスポーツセンター、新宿スポーツセンターほか

各会場入口での延べ入場者数　8,000人
スケジュール
①5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）
②8月上旬：第2回実行委員会（出展・出店団体決定、意見交換、調整）
③10月上旬：第1回全体連絡会（当日のイベント運営について最終説明・調整）
その他
東京2020オリンピック・パラリンピック気運醸成につながる企画を実施する。

２ 実施上の課題
東京2020オリンピック・パラリンピック気運醸成につなげるためのトップアスリート、ゲストの招聘
集客イベントを効果的な実施による集客増

３ 顧客満足度の向上方策

４ 実績
平成27年度 延べ参加団体数：61団体　　延べ来場者数: 13,593人

※参考：各会場入口での延べ入場者数　6,324人
平成26年度 延べ参加団体数：86団体　　延べ来場者数: 16,205人

５ 対前年度予算増減説明
実績精査による消耗品費、使用料及び賃借料の減

東京2020オリンピック・パラリンピックの開催決定に伴い、関係団体との連携を強化することで、トップア
スリートの招聘等により、次代を担う子ども達の興味・関心を喚起させるイベントを継続的に実施する基
盤を作る。

連携先　一般社団法人新宿区体育協会、新宿区レクリエーション協会、新宿区スポーツ推進委員協
議会、新宿区青少年団体連合会ほか、区内団体、都内民間企業

成果指標の説明
延べ入場者数

より客観的な各施設入口での来
場者数に変更

来場者数

成果指標 目標 前年度目標 比較増減

収　支

スポーツ基本法、社会教
育法

人件費※ △ 1,212

根拠
法令

経常費用計 △ 1,588

昭和59年度

補助事業

事業費 △ 376 事業開始

経常収益計 △ 1,588 種別

事業費

事業収益 △ 10 部 経常増減の部

区補助金 △ 1,578 大科目

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。

区分 予算額（千円） 前年度予算額（千円） 比較増減（千円） 会計 公益目的事業会計

事業名
新宿スポレク
＊区計画事業

担 当 課 スポーツ課

変更内容

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・枝事業番号
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平成29年度事業計画書

人 人 人

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替
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実施)
(1) レガスポ！通年講座（週40講座） [会場]新宿コズミックスポーツセンター

(2) レガスポ！10（短期講座）（17講座)/最少催行人数15人 [会場］新宿コズミックスポーツセンター

(3) 出張レガスポ！（短期講座）(全10回×10講座) [会場]新宿コズミックスポーツセンター・生涯学習館

(4) 出前レガスポ！

２ 実施上の課題

３　顧客満足度の向上方策

４　実績

レガスポ！通年講座
レガスポ！10（短期講座）
出張レガスポ！（短期講座）
出前レガスポ！
託児サービス

５ 対前年度予算増減説明
(1) 出張レガスポ！8回講座（定員15人/最少催行人数15人）の中止に伴う事業収益の減。
(2) レガスポ！通年講座における託児サービスの保育士定数見直しによる諸謝金の増。

計 50,182人 50,568人 51,510人

(2講座)
1,764人 (18講座) 1,632人 (17講座) 1,702人 (21講座)

130人 (7講座) 114人 (4講座) 50人

会計

成果指標 目標 前年度目標

延べ参加者数

自主事業

スポーツ課

△ 2,838

△ 3,259

△ 2,838

種別

新宿コズミックスポーツ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。

大科目 事業費

部

公益目的事業会計

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

比較増減（千円）予算額（千円）

目　　的

区分 前年度予算額（千円）

担 当 課

変更内容

事業・枝事業番号

区補助金

収　支

経常費用計

△ 1,203

事業収益

自主財源充当額

経常収益計

大久保スポーツプラザをはじめ、生涯学習館等、新宿コズミックスポーツセンター以外の施設で、
利用者の要望、利便性に応えるために、スポーツプログラム「レガスポ！」を実施する。

新宿コズミックスポーツセンターで、ヨーガやシェイプボクシング等、各年齢層が目的に応じて、
気軽に参加できる健康スポーツプログラムを実施する。また、40講座中18講座において、生後6
か月から未就学児までを対象とした託児サービスを提供する。

成果指標の説明

平成12年度事業開始

経常増減の部△ 421

人件費※

事業費

△ 2,056
スポーツ基本法

根拠
法令

比較増減

レガスポ！通年講座のアンケート結果等を基に、リクエストが多いプログラムや新しいジャンルの
プログラムを実施する。

実施内容 平成27年度 平成26年度 平成25年度
44,044人 (40講座) 43,750人 (40講座) 44,587人 (39講座)

区及び区内団体等の依頼により、講師の手配や用品の貸出しを行い、区内のスポーツ振興に寄
与する。

利用者アンケートの結果を基に、利用者の利便性を考え、より多くの利用者にスポーツ活動の機会
を提供する。

レガスポ！通年講座で、年間の平均延べ参加人数が最少催行人数の15人に満たない講座につい
て、講座内容、種目の見直し、短期講座に切り替え等を行う。

(19講座)2,051人(15講座)2,230人(15講座)2,118人
(15講座)2,126人 (12講座) 2,842人 (16講座) 3,120人
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平成29年度事業計画書

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替
事業の計画
１　実施内容（予定）

一般社団法人新宿区体育協会の事務局運営の支援。

平成29年度都民体育大会結団式の開催。
平成29年度都民体育大会（第70回春季大会、第71回夏季大会・冬季大会）への選手団派遣。
第70回都民体育大会開会式・閉会式への参加。
平成29年度都民生涯スポーツ大会への選手派遣。
第29回都民スポレクふれあい大会への選手派遣。
新宿区体育協会加盟団体の技術向上のため指導者を派遣する。

２ 実施上の課題

３ 顧客満足度の向上方策
受賞者や成績優秀者を財団広報紙及びホームページ等で紹介する。

４ 実績
後援名義使用許可　　14団体
代表選手の派遣実績

都民体育大会･春季
都民体育大会・夏季
都民体育大会・冬季
都フナ釣り大会
都ハゼ釣り大会
都民生涯スポーツ大会
都民スポレク

都民体育大会・結団式
都民体育大会・開会式

５ 対前年度予算増減説明
派遣選手数の増に伴う支払負担金の増

区分

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

事業・枝事業番号

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への支援

一般社団法人新宿区体育協会及びＮＰＯ法人新宿区レクリエーション協会の加盟団体の活
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。

会計比較増減（千円）予算額（千円） 前年度予算額（千円）

△ 4,868

人件費※

事業費

経常収益計

事業収益

区補助金

△ 4,870

△ 4,868

経常増減の部

補助事業

事業費

公益目的事業会計

部

大科目

担 当 課 スポーツ課

変更内容

種別

事業開始 昭和46年度

根拠
法令

社会教育法、スポーツ基
本法

△ 4,868経常費用計

収　支

東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向け、気運醸成事業等の拡充が予測されるため、支援方法
や役割を再検討する。

平成27年度
353人
40人
35人

成果指標
派遣種目数

目標 前年度目標 比較増減
45種目 45種目

成果指標の説明

合計

78人

平成26年度
283人
38人
38人
6人
6人

154人
140人
665人
49人
95人

144人
751人
59人

0人
0人

179人

一般社団法人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主催事業に対する広報協
力等。

一般社団法人新宿区体育協会加盟団体及びNPO法人新宿区レクリエーション協会の財団管理施設
利用における優先利用、利用料免除。
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平成29年度事業計画書

人 人 人

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替
事業の計画
１　実施内容（予定）

大会期間
① 総合開会式　　　　 平成29年9月3日(日）
② 大会期間　　　　　 平成29年4月～平成30年3月
実施競技
一般の部31競技、中学の部12競技
小学生の部5競技　　計48競技を実施予定
参加料
①個人競技　200円
②ペア競技　400円
③団体競技　15人以上登録競技2,000円、5人前後登録競技1,200円

２ 実施上の課題
継続的かつ発展的な大会運営を実現するため、運営体制を強化するとともに、各種目の競技主管
団体との役割分担の適正化を図る。
陸上競技大会の実施会場の確保と継続的かつ発展的な運営体制づくりを行う。

３ 顧客満足度の向上方策
各競技の現状に即して「一般の部」の中に「シニアの部」を設ける等、柔軟な対応を検討する。

４ 実績
平成27年度　新宿区民総合体育大会
参加者数：16,207人（少林寺拳法、スキー競技が中止）　

一般の部　31種目　　　中学生の部　11種目　　　小学生の部　3種目
平成27年度　小中学生スポーツ大会　参加者数1,329人

（小学生野球大会406人　中学生野球大会160人　小学生サッカー大会721人　）

５ 対前年度予算増減説明
各競技用品の値上がりに伴う委託費の増（補助事業）
パート人件費見直しによる事業費の減（自主事業）

公益目的事業会計

△ 78

大科目 事業費

部

種別

比較増減 成果指標の説明

事業開始 昭和41年度

根拠
法令

△ 2,887
スポーツ基本法

担 当 課 スポーツ課

変更内容

会計

自主財源充当額

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 区民スポーツ大会（総括）

目　　的
区民が日頃のスポーツ活動の成果を発表できる機会をつくることにより、スポーツ活動が継
続的に行われるよう支援し、区民の健康や体力の増進を図る。併せて、大会を通して区民の
親睦と交流を図る。

事業・枝事業番号

経常増減の部

予算額（千円） 前年度予算額（千円）

経常費用計

△ 2,809

比較増減（千円）

事業収益

事業費

区分

人件費※ △ 2,838

区補助金

経常収益計 自主・補助△ 2,809

△ 49

収　支 △ 1,221 △ 1,299

成果指標 目標 前年度目標
延べ参加者数
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平成29年度事業計画書

事業の計画

１　実施内容（予定）
大会期間
① 総合開会式　　　　 平成29年9月3日(日）
② 大会期間　　　　　 平成29年4月～平成30年3月
実施競技
一般の部31競技、中学の部12競技
小学生の部5競技　　計48競技を実施予定
参加料
①個人競技　200円
②ペア競技　400円
③団体競技　15人以上登録競技2,000円、5人前後登録競技1,200円

２ 実施上の課題
(1) 継続的かつ発展的な大会運営を実現するため、運営体制を強化するとともに、各種目の競技主管
     団体との役割分担の適正化を図る。
(2)陸上競技大会の実施会場の確保と継続的かつ発展的な運営体制づくりを行う。

３ 顧客満足度の向上方策
各競技の現状に即して「一般の部」の中に「シニアの部」を設ける等、柔軟な対応を検討する。

４ 実績
平成27年度　新宿区民総合体育大会
参加者数：16,207人（少林寺拳法、スキー競技が中止）　

一般の部　31種目　　　中学生の部　11種目　　　小学生の部　3種目
平成27年度　小中学生スポーツ大会　参加者数1,329名

（小学生野球大会406名　中学生野球大会160名　小学生サッカー大会721名　）

５ 対前年度予算増減説明
パート人件費の見直しによる事業費の減

△ 78
スポーツ基本法

根拠
法令

比較増減

大科目 事業費

部

成果指標の説明

昭和41年度事業開始

経常増減の部

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 区民スポーツ大会（自主）

比較増減（千円）予算額（千円）

目　　的

区分 前年度予算額（千円）

担 当 課

変更内容

事業・枝事業番号

△ 78

自主事業

スポーツ課

種別

△ 78

区民が日頃のスポーツ活動の成果を発表できる機会をつくることにより、スポーツ活動が
継続的に行われるよう支援し、区民の健康や体力の増進を図る。併せて、大会を通して
区民の親睦と交流を図る。

会計 公益目的事業会計

区補助金

収　支 △ 1,221 △ 1,299

経常費用計

事業収益

自主財源充当額

経常収益計

人件費

事業費

成果指標 目標 前年度目標
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平成29年度事業計画書

人 人 人

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替
事業の計画
１　実施内容（予定）

大会期間
① 総合開会式　　　　 平成29年9月3日(日）
② 大会期間　　　　　 平成29年4月～平成30年3月
実施競技
一般の部31競技、中学の部12競技
小学生の部5競技　　計48競技を実施予定
参加料
①個人競技　200円
②ペア競技　400円
③団体競技　15人以上登録競技2,000円、5人前後登録競技1,200円

２ 実施上の課題

陸上競技大会の実施会場の確保と継続的かつ発展的な運営体制づくりを行う。

３ 顧客満足度の向上方策
各競技の現状に即して「一般の部」の中に「シニアの部」を設ける等、柔軟な対応を検討する。

４ 実績
平成27年度　新宿区民総合体育大会
参加者数：16,207人（少林寺拳法、スキー競技が中止）　

一般の部　31種目　　　中学生の部　11種目　　　小学生の部　3種目
平成27年度　小中学生スポーツ大会　参加者数1,329名

（小学生野球大会406人　中学生野球大会160人　小学生サッカー大会721人　）

５ 対前年度予算増減説明
競技用品の値上がり等による委託費の増

成果指標
延べ参加者数

目標 前年度目標 比較増減

担 当 課 スポーツ課

変更内容

種別

事業開始 昭和41年度

根拠
法令

スポーツ基本法

成果指標の説明

経常増減の部

補助事業

事業費

公益目的事業会計

△ 2,809経常費用計

収　支

△ 2,809

部

大科目△ 2,809

人件費※

事業費

経常収益計

事業収益

区補助金

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

事業・枝事業番号

目　　的

区民スポーツ大会（補助）

区民が日頃のスポーツ活動の成果を発表できる機会をつくることにより、スポーツ活動が継
続的に行われるよう支援し、区民の健康や体力の増進を図る。併せて、大会を通して区民の
親睦と交流を図る。

継続的かつ発展的な大会運営を実現するため、運営体制を強化するとともに、各種目の競技主管団
体との役割分担の適正化を図る。

区分 会計比較増減（千円）

△ 2,838

予算額（千円） 前年度予算額（千円）
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平成29年度事業計画書

人 人 人

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替
事業の計画
１　 実施内容（予定）

小学生陸上教室(小学1年生～6年生対象)/10回×30人×2期(1期/7～9月、2期/10～2月)
健康ウォーキング 14回/年（毎月1回+特別プログラム2回)
夏休みラジオ体操 7月～8月、区内70カ所（公園や学校、ほか）で実施
ソフトバレーボール大会
障がい者卓球教室/10人×4回　※7-1-（2）障がい者支援事業より移管
小学生頭脳スポーツ大会/小学生将棋大会、小学生百人一首かるた大会、小学生囲碁大会

２ 実施上の課題
さらに多くの参加者ニーズに応えるため、新規連携先の開拓を行う。

３ 顧客満足度の向上方策
多彩なプログラムの提供による参加機会の提供と、活動継続のための場の確保
小学生頭脳スポーツ大会における親子参加機会提供等、都内他大会との差別化を図る。

４ 実績
平成27年度実績

小学生陸上教室（連携先：新宿レガス陸上クラブ）
① 夏季教室　7月21日(火)～10月6日(火)　全11回　延べ参加者数/306人
② 冬季教室　11月10日(火)～2月2日(火)　全11回　延べ参加者数/419人
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）/463人
①4/4(土)桜めぐりレガスまつりウォーク(8㎞) ⑧10/12（月･祝)新宿スポレク2015ウォーク
②4/15(水)東京の都心ウォーク(9㎞) ⑨10/24(土)秋の皇居ウォーク
③5/20(水)副都心沿線ウォーク ⑩11/18(水)区内梵鐘巡りウォーク
④6/17(水)蘇った東京の川を巡るウォーク ⑪12/16(水)多摩湖サイクリングロードウォーク
⑤7/15(水)品川区の商店街ウォーク(8㎞) ⑫1/14(水)新春・山の手七福神巡りウォーク
⑥7/22(水)蘇った東京の川を巡るウォーク(8㎞) ⑬2/17(水)哲学堂からおとめ山公園散策(9㎞)
⑦9/16(水)蘇った東京の川を巡るウォーク(8㎞) ⑭3/16(水)多摩湖サイクリングロードウォーク
7月～8月 夏休みラジオ体操/82団体/延べ開催日数1,233人/延べ参加者数82,297人
8/2(日)新宿区ソフトバレーボール大会 (4人制・男女混合）/13チーム/延べ参加者数74人
障がい者卓球教室 10/10(土)･10/17(土) /25人
障がい者ボッチャ教室 2/11(木･祝)
小学生頭脳スポーツ大会
① 11/23(月･祝) 小学生将棋大会/65人 ② 2/28(日) 小学生百人一首かるた大会/62人
③ 3/20(日) 小学生囲碁大会/20人
④ 2/2(火)～3/1(火)、全5回、小学生囲碁教室/83人

５ 対前年度予算増減説明
レクリエーション教室中止に伴う事業収益の減
実績精査による印刷製本費、消耗品費、委託費の減

延べ参加者数

経常収益計

人件費※

事業費

会計 公益目的事業会計

区補助金

収　支 △ 896 △ 888

経常費用計

△ 8

事業収益

担 当 課

変更内容

事業・枝事業番号

自主事業

スポーツ課
子ども支援課

△ 2,838

△ 2,902

△ 2,838

種別

△ 56

小学生から高齢者まで年齢に応じた学習機会を提供するため、地域の活動団体等と連
携し、小学生スポーツ教室、健康ウォーキング、夏休みラジオ体操、ソフトバレーボール
大会、障がい者スポーツ教室、小学生頭脳スポーツ大会を実施する。

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 団体等と連携したスポーツ普及事業

比較増減（千円）予算額（千円）

目　　的

区分 前年度予算額（千円）

大科目 事業費

部

成果指標の説明

平成22年度事業開始

経常増減の部△ 64

前年度目標

自主財源充当額

△ 2,894
スポーツ基本法

根拠
法令

比較増減成果指標 目標
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