
 

 

 

 

第２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） ※会場は全て新宿文化センター

２　成果指標
(1)企画型事業 参加者（入場者）/7,470人（大ホール1,350人×5公演、小ホール180人×4公演）

                       （平成23年度実績：6,179人）
(2)誘致（共催）型事業 参加者（入場者）/6,750人（大ホール1,350人×5公演）

                       （平成23年度実績無し　※誘致型事業は平成24年度より実施）
３　実施上の課題

(1)多様な区民ニーズに沿った満足度の高い公演を企画・実施する。
(2)効果的な広報宣伝を実施するとともに、従来の方法以外の新たなPR方法を確立し、集客力を高める。

４　顧客満足度の向上方策
他施設で開催されている公演の実態調査等を踏まえ、魅力ある事業を企画または誘致により実施する。

５　実　　　績　（平成23年度）

６　対前年度予算増減説明
誘致型事業の実施方法見直しによる委託費の減

平成22年度

△ 5,788

根拠法令

経常収益計

経常費用計 43,846 49,634

49,634

事業費

6

変更内容

37,004 42,798 △ 5,794

種別

2号事業費

自主・補助事業

経常増減の部部

43,846

事業・枝事業番号 2-1定　款 ２  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

事業名 舞台芸術鑑賞機会の提供
事業規模

担　当　課 文化交流課

目　　的
多様な区民ニーズに沿った満足度の高い公演を企画・実施するため、新宿文化センターの
機能特性等を反映させた多彩で個性的な事業を開催し、区民及び広く都民に対して、国内
外の優れた芸術の鑑賞の場を提供する。

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

1,29028,065 26,775

人件費 6,842 6,836

△ 5,788

0 3,831

区補助金 11,950

事業費大

中

自主財源 3,831

22,859 △ 10,909

種別 公演名 ジャンル 公演日 会場

企画型

岡本知高コンサート 声楽 5月17日

大ホール
ヴェルディ「レクイエム」 クラシック 6月22日
寺内タケシ＆ブルージーンズ ポピュラー 6月30日
フレッシュ名曲コンサート クラシック 2月03日
はじめての音楽会 クラシック 2月15日
ザ・ニュースペーパー お笑い 調整中

小ホール
小ホール事業 調整中 調整中

誘致型 バレエ、フラメンコ、パントマイム等5公演 4月～3月 大ホール

(3)公演プロモーターである民間企業・文化芸術団体と連携した誘致（共催）型事業の実施方法を検証する。

公演名 公演日 参加者（入場者数）
京谷弘司タンゴトリオ 08月06日 0,137人
瀬木貴将サンポーニャLive2011 09月10日 0,104人
吉田兄弟　弦奏 ～津軽三味線とクラシックのマリアージュ～ 10月06日 0,919人
ハクエイ・キム　トライソニーク 10月28日 0,141人
フレッシュ名曲コンサート 11月13日 0,833人
第九　絆のシンフォニー 12月04日 1,381人
三ツ橋敬子ニューイヤーコンサート2012 01月07日 0,614人

新宿区文化芸術振興基本条例 事業開始

はじめての音楽会（幼児向け）
01月21日

0,847人
はじめての音楽会（小学生向け） 0,210人
ヒストリーオブモータウン「テンプテーションズ」 03月04日 0,993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）

文化教養講座 定員60名 1コース12回 全6コース 全72回 4,320名
①歴史講座、②みんなで歌おう講座、③歌声喫茶講座、④囲碁講座、⑤時事問題講座、⑥文学講座

趣味実技教室 定員24名 1コース6回 全6コース 全36回 864名
①食の教室(食材、調味料、調理教室)、②美術教室、③手工芸教室、④老化防止教室、
⑤諸芸教室(健康麻雀)、⑥数学教室(そろばん)

２　成果指標
文化教養講座 3,456名(定員の80%)
趣味実技教室 691名(定員の80%)

計 4,147名

３　実施上の課題
学習課題及び学習要求の把握と生涯学習の事業化の手法の開発及び仲間づくりの手法の開発。
安定した開催のできる講師・実施者の開拓。
職員規模・構成に対して無理のない事業展開の方法の開発。

４　顧客満足度の向上方策

５　実　　　績
22年度実績 (1)趣味と文化教養プログラム 全14講座(60回) 1,123名参加

(2)食育料理教室プログラム 全14講座(8回) 191名参加
(3)音楽プログラム 全2講座(21回) 689名参加
(4)レガスガーデニングクラブ 延べ335名
(5)IT講習会 2会場にて開催 延べ194名

23年度実績 (1)趣味と文化教養プログラム 全9講座(37回) 716名参加
(2)食育料理教室プログラム 全6講座(13回) 190名参加
(3)音楽プログラム 全1講座(11回) 339名参加
(4)ガーデニング体験会 全3講座(5回) 93名参加
(5)IT講習会 全19コース(32回) 221名参加

全41講座(104回開催) 1,559名参加

６　対前年度予算増減説明
教材費負担方法の見直しに伴う委託費及び消耗品費の減

予算額

123

自主事業

社会教育法

7,516

事業費

根拠法令

2号事業費中区補助金

自主財源

人件費 3,905 3,902

3

△ 1,069

601

3

3,905 3,902

3,013

大

経常費用計 6,447 7,516

2,542 3,614 △ 1,072

経常収益計 6,447

経常増減の部

前年度予算額

事業費

目　　的
多様なプログラムを実施することで区民の多様な生涯学習のニーズに応えるとともに、地域コ
ミュニティの醸成に寄与する。

会計 公益目的事業会計区分

事業収益 2,419

事業開始 平成22年度

△ 1,069

変更内容

種別

事業名 ライフアップ講座
事業規模

△ 478

△ 594

アンケート結果を踏まえ、実施内容をよりニーズに即したものとするとともに、グループ作りを重視した講座
展開を図る。

事業・枝事業番号 2-2

担当課 学習・スポーツ課

定　款 ２  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

部

比較増減
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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)練習回数／約30回
(2)会会場場／新宿文化センター小ホール
(3)曲目曲目／ヴェルディ「レクイエム」
(4)募集人数／200人
(5)発表機会／ヴェルディ「レクイエム」

日時：平成25年6月22日（土）18時開演
会場：新宿文化センター大ホール
出演：東京交響楽団（管弦楽） ほか
※2-1「舞台芸術鑑賞機会の提供」として実施

２　成果指標
参加者数／200人

３　実施上の課題
(1)区民がより主体的に参加できる合唱団を運営する。
(2)区民参加型事業の趣旨に沿った合唱指導者を選定する。
(3)参加者が合唱団での活動後、合唱をはじめとする文化活動に継続して参加できる環境を整備する。

４　顧客満足度の向上方策
初心者が参加しやすい合唱曲と、その指導に相応しい指導者を選定する。

５　実　　　績
（平成23年度）
新宿文化センター「第九」合唱団
(1)練習回数／全22回（全体練習19回、パート別練習3回）
(2)参加者数／261人（延べ参加者数4,024人）

６　対前年度予算増減説明
平成24年度中に練習回数の半数を消化したことによる減

新宿区文化芸術振興基本条例 事業開始 昭和57年度

△ 1,591

根拠法令

経常収益計

経常費用計 2,752 4,343

4,343

変更内容

1,581 3,173 △ 1,592

種別

2号事業費

自主事業

経常増減の部部

2,752

事業・枝事業番号 2-3定　款 ２  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

事業名 区民合唱団の運営
事業規模

担　当　課 文化交流課

目　　的
区民に継続的な文化芸術創造活動への参加を促し、豊かな地域コミュニティの形成を図る
ため、親しみやすい曲を取り上げた合唱団を運営し、その成果発表の機会としてオーケスト
ラと共演する演奏会を企画・実施する。

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

△ 1,0111,500 2,511

人件費 1,171 1,170

△ 1,591

662 △ 581

区補助金 1,171

事業費

1

事業費大

中

自主財源 81

1,170 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）

(1)登録文化団体等に対し、新宿文化センターの利用に関する相談に、積極的に対応する。
(2)新宿区合唱連盟が主催する新宿合唱祭の経費の一部を負担することで、合唱祭の実施を支援する。

２　成果指標
相談利用団体数／24団体（平成23年度実績：無し　※平成25年度より成果指標を変更したため）

３　実施上の課題
(１)地域におけるコーディネーターとして、新宿文化センターの利用方法をわかりやすく周知する。
(2)新宿文化センターの文化団体登録制度を積極的に周知し、利用の促進を図る。
(3)文化団体、地域団体の活動状況を収集、把握して区民に情報を提供することにより、
(2)団体の活動を側面から支援する。

４　顧客満足度の向上方策
利用者のニーズを的確に捉え、活動および施設利用の促進につながる適切なアドバイスを行う。

５　実　　　績
（平成23年度）
新宿合唱祭「初夏に歌おう」

日時／9月17日（土）正午開演
参加者数：合唱連盟加盟団体40団体、923人
来場者数：延べ1,650人

６　対前年度予算増減説明
支出内容精査による減   

新宿区立新宿文化センター条例および施行規則 事業開始 昭和54年度

△ 45

根拠法令

経常収益計

経常費用計 1,240 1,285

1,285

変更内容

75 119 △ 44

種別

2号事業費

自主事業

経常増減の部部

1,240

事業・枝事業番号 2-6定　款 ２  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

事業名 文化団体への活動支援
成果指標

担　当　課 文化交流課

目　　的 地域の文化団体、コミュニティ団体を支援することにより、区民の相互交流を促進する。

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

00 0

人件費 1,165 1,166

△ 45

119 △ 44

区補助金 1,165

事業費

△ 1

事業費大

中

自主財源 75

1,166 △ 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）

　日頃、区内で文化芸術活動をしている人々の、成果発表の場を提供するとともに、区民へ文化にふれる機会を
提供する。具体的には、以下の展示会・発表会・演奏会を実施する。
　(1)いけばな展 会場：新宿文化センター（11月）「いけ花体験教室」「添え釜」を同時実施
　(2)短歌・俳句・川柳 会場：新宿コズミックセンター（11月）
　(3)手工芸展 会場：新宿コズミックセンター（11月）
　(4)写真展 会場：新宿コズミックセンター（11月～12月）
　(5)書の展 会場：区民ギャラリー（11月）
　(6)音楽・コーラスのつどい 会場：新宿文化センター大ホール(10月)
　(7)邦楽のつどい 会場：新宿文化センター小ホール(10月)「邦楽楽器体験会」を同時開催
　(8)絵画展 会場：新宿文化センター展示室(11月)
　(9)茶の湯の会 会場：茶道会館(10月)
　(10)吟剣詩舞の会 会場：四谷区民ホール(11月)

２　成果指標
　出展・出品・出演者数 3,600人（平成23年度 2,735人)、　来場者数 9,500人（平成23年度 5,765人)
　出展者数・観覧者数の増及び文化団体の運営自主化を目指す（１種目）。

３　実施上の課題
　 　出展者増に向けた運営方法の見直し。より多くの出展者・出品者の満足度が高まるような運営へ移行。

　区民参画の推進及び団体の自主的運営を視野に入れた各展示会・ステージの主管団体との連携。
４　顧客満足度の向上方策

　来場者アンケートをもとに、展示方法や周知の方法の改善を行う。
５　実　　　績 平成23年度

No
1 音楽・コーラスのつどい 10/1(土) 新宿文化センター大ホール
2 絵画展 10/19(水)～23(日) 新宿文化センター展示室
3 書の展 10/26(水)～30(日) 区民ギャラリー
4 茶の湯の会 11/27(日) 茶道会館
5 邦楽のつどい 11/6(日) 新宿文化センター小ホール
6 吟剣詩舞のつどい 11/27(日) 牛込箪笥区民ホール
7 写真展 コズミックセンター
8 短歌・俳句・川柳展 11/18(金)～12/11(日) コズミックセンター
9 手工芸展 11/18(金)～12/11(日) コズミックセンター
10 いけばな展 11/18(金)～12/11(日) コズミックセンター
11 いけばな展添え釜 11/20(日) コズミックセンター
12 表彰式 10/30(日)、11/20(日)

６　対前年度予算増減説明
実績精査による諸謝金の減等

開催事業名 日程 会場
984
590
584367

昭和４５年度事業開始

来場者数出展・参加数
642

94

1,681
125

296

5,765合計

227
498
296

区民ギャラリー、コズミックセンター

113

290
100

2,732

150
56

経常増減の部

事業費

2号事業費

補助事業

大6,991 △ 499

△ 442

△ 446 種別

中

4

事業・枝事業番号 2-7定　款 ２  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

事業名 生涯学習フェスティバル
-

担 当 課

変更内容

学習・スポーツ課

目　　的
文化の振興及び区民相互の連携意識を高め、生涯学習活動者の日頃の文化芸術活動の成果を発
表するとともに、区民に鑑賞の場を提供する。

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

57

根拠法令

6,492

経常収益計 7,758

1,266

区補助金

社会教育法

8,200

事業費 4,235 4,681

△ 442

100
94

269
11/18(金)～12/11(日)

650
42

137

経常費用計 7,758 8,200

112

1,209

人件費 3,523 3,519

事業収益 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)　25年4月6日（土）「レガスまつり2013」コズミックセンター特設ステージにて開催する。

２　成果指標
既経営計画：　参加団体数　平成25～26年度　全体で18団体へ増加

３　実施上の課題
(1)　地域性や国籍に拘わらず、多様な表現ジャンルの出演者を確保できるように継続した周知を展開する。

(3)　雨天の場合に備えて、ステージにテントを設営して中止とならないようにする。
(4)　安定的な運営のため、イベントスタッフの養成を行っている学校を含む団体との連携を目指す。

４　顧客満足度の向上方策
より多くの区民に観覧してもらい、かつ、近隣住民へ開催についての理解を求めるため、開催場所周辺
への周知チラシの配布を行う。

５　実　　　績
平成23年4月～平成24年3月 平成22年度実績

応募団体数 応募団体数
レガスまつり レガスまつり
新宿スポレク 新宿スポレク
シティハーフマラソン シティハーフマラソン

（　）は人数 （　）は人数

６　対前年度予算増減説明
消耗品費のうち「音響・映像用消耗品費」分を削減△30

11（26人）
16（88人）

出場団体数（抽選）

16
11
25

14（49人）
11（33人）
15（65人）

事業開始 平成14年度

△ 37

変更内容

310 348 △ 38 種別

中

741

事業・枝事業番号 2-8

生涯学習に対する興味・関心を高揚するために、団体・個人の活動を広くアピールできる発
表会を開催する。

会計 公益目的事業会計

部 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 新宿人　ＯＮ　ＳＴＡＧＥ
-

 担 当 課 学習・スポーツ課

目　　的

区分

事業収益

比較増減予算額 前年度予算額

00 0

区補助金

(3)　26年１月26日（日）「第12回新宿シティハーフマラソン」ジョイントイベントである、明治公園特設ステージ
　にて開催する。

社会教育法

△ 37

事業費

2号事業費

補助事業

大

741

741

△ 37

根拠法令

704

経常収益計 704

11
16

震災により中止

事業費

1

(2)　25年10月14日（月・祝）「新宿スポレク2013」コズミックセンター及びスポーツセンター前特設ステージ
　にて開催する。

人件費 394 393

出場団体数（抽選）

経常費用計 704

(2)　現在、音楽系団体が多数を占めるので、ダンスや漫才などの団体を拡大して、各ステージの出演
　団体数を拡大していく。
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