
 

 

 

 

第５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)親子日本語教室
会場：新宿区立大久保小学校
回数：10回を1コースとして年間2コース実施
参加人数：各回15～20名程度
共同主催：新宿虹の会
その他：ベビーシッターを用意し、乳幼児の世話を行う。

(2)日本語ボランティア交流研修会
会場：新宿文化センター　
開催時期：1～3月の間に1回～3回開催予定

２　成果指標
(1)親子日本語教室
　参加者数：前期・後期合わせて40人
(2)日本語ボランティア交流研修会
　参加者数：200人

３　実施上の課題
(1)区内の幼稚園・保育園・託児所および宗教施設へのチラシ配布といった草の根的な活動により、
    外出する機会の少ない外国人家庭の専業主婦への周知を行う。
(2)財団HPによる周知を通年で4か国語で行う。
(3)スキルアップ及びボランティアの交流を図るための研修会を年1回開催し、ボランティアの日本語
　 支援能力の向上を促す。

４　顧客満足度の向上方策
（1）周知チラシの配布箇所の拡大やＨＰでの4カ国語表記を行うことで、参加者数の増加を図る。
（2）ボランティア研修会を開催し、ボランティアの日本語支援能力の向上を促す。

５　実　　　績
平成23年度
(1)親子日本語教室 回数：全20回（10回×2コース）
　①前期参加者数　15人
　②後期参加者数　28人
(2)日本語ボランティア交流研修会
　平成24年1月21日（土）実施　参加者数：138人

６　対前年度予算増減説明
実績精査による諸謝金の減

事業開始 平成16年度

△ 3

根拠法令

経常収益計

経常費用計 2,131 2,134

新宿区自治基本条例

2,134

変更内容

577 580 △ 3

種別

5号事業費

自主事業

経常増減の部部

2,131

事業・枝事業番号 5-1-(1)定　款 ５　国際相互理解の促進

事業名

日本語学習支援事業
(1)一般支援（自主）
親子日本語教室 －

担　当　課 文化交流課

目　　的
1.託児できる環境を作り、小さな子どもと一緒に学習できる機会を確保する。
2.ボランティア活動充実のための研修の場を確保する。

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

520 15

人件費 1,554 1,554

△ 3

565 △ 8

区補助金 1,554

事業費

0

事業費大

中

自主財源 557

1,554 0
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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)新宿区日本語教室の実施（受託）
期間：通年、3学期に分け、教室の空き状況に応じて随時入室可能とする。
対象：生活に必要な最低限の日本語を習得する必要のある外国人　720人程度
内容：媒介語を用いず、日本語を使って日本語を教える直接法による指導
　　　　外国人にとって生活に必要な最低限の日本語の習得を支援する。
教室数：新宿区内施設10ヵ所12教室を実施

(2)新宿区日本語教室運営に必要なボランティアの養成（受託）
　 期間：年間1コース・全30回・60時間（基礎知識と実習）

対象：日本語ボランティア活動に関心がある人　30人

２　成果指標
（1）新宿区日本語教室720人
（2）ボランティア養成講座30人

３　実施上の課題
(1)参加者の利便性を考慮した区施設を利用できるよう調整する。
(2)外国人人口の減少や学習者数の動向に対応した教室配置を図る。
(3)他のボランティア活動条件との均一化を図る。

４　顧客満足度の向上方策
（1）外国人人口の動向や学習者の要望、各教室へのアクセスなどに配慮した教室配置を図る。
（2）教材や備品の充実を図り、支援者が活動しやすい教室づくりに努める。

５　実　　　績
平成23年度
(1)新宿区日本語教室／学習者529人（延べ9,224人）　　ボランティア85人
(2)ボランティア養成講座／受講者44人（延べ880人）

６　対前年度予算増減説明
実績精査による減

根拠法令

経常収益計

経常費用計 12,977 13,246

3

変更内容

4,795 5,067 △ 272 種別

5号事業費

受託事業

経常増減の部部

12,977

事業・枝事業番号 5-1-(2)定　款 ５　国際相互理解の促進

事業名

日本語学習支援事業
(2)一般支援（受託）
新宿区日本語教室 －

担　当　課 文化交流課

目　　的
様々な日本語学習の場を提供し、区内に１１％を占める在住外国人が生活に必要最小限の
日本語を習得することで、日本人との意思疎通を図り、多文化共生コミュニティの活性化を目
指す。

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 8,182 8,179

△ 269

区受託料 12,977

13,246

事業費

事業費大

中

13,246 △ 269

新宿区自治基本条例 事業開始 平成5年度

△ 269
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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）

夏休み・春休み子ども日本語クラス
学校の授業のない長期休業を利用し日本語が不自由な外国籍児童生徒を対象とした日本語教室
を実施する。
会場：しんじゅく多文化共生プラザ　　時間回数等：夏休み・春休み　各回10回程度
対象：（1）新宿区立の小中学校に通い、まだ日本語が十分でない児童・生徒
        （2）平成25年度1学期以降、新宿区立の小中学校に編入する児童・生徒
定員：夏休み・春休み各回15人程度
内容：日本語の初期支援

２　成果指標
夏休み・春休み日本語クラス参加者数　各15人×2回＝30人

３　実施上の課題
(1)新宿区に転入してくる外国人児童生徒への本事業の周知
(2)講師および支援ボランティアの安定的な選定と確保

４　顧客満足度の向上方策
(1)学習者個々のニーズを把握し、それに沿った日本語支援を調整・実施できる講師を選定する。
(2)学習者個々のニーズに合わせた日本語支援を実施できるよう、支援ボランティアの人数を確保する。

５　実　　　績
平成23年度
(1)夏休み日本語教室：学習者10人、支援回数全８回　（7月25日～8月5日）
(2)春休み日本語教室：学習者9人、支援回数全７回　（3月24日～3月30日）

６　対前年度予算増減説明
ボランティア・講師との契約内容の見直しのための諸謝金の減及び委託費の増

事業費

0

事業費大

中

自主財源 748

777 0

15 15

人件費 777 777

△ 97

845 △ 97

区補助金 777

目　　的
外国籍の児童生徒が学校や地域コミュニティで円滑な生活を送れるようにするため、外国籍
児童生徒の日本語学習および教科学習支援を行う。

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 5-1-（3)定　款 ５　国際相互理解の促進

事業名

日本語学習支援事業
(3)子ども支援(自主）

夏休み・春休み子ども日本語クラス －

担　当　課 文化交流課

変更内容

763 860 △ 97

種別

5号事業費

自主事業

経常増減の部部

1,540

事業開始 平成5年度

△ 97

根拠法令

経常収益計

経常費用計 1,540 1,637

新宿区自治基本条例

1,637
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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)放課後日本語学習支援
時間回数等：放課後の時間帯、1回約2時間、上限70回
会場：外国人児童生徒が在籍する学校
対象：日本語サポート指導終了者　100人
内容等：マンツーマン方式により、日本語支援及び教科学習支援を行う。

(2)子ども支援対象の日本語ボランティア養成講座
回数等：10回程度　2コース
会場：しんじゅく多文化共生プラザ
対象：児童生徒の日本語学習等支援に関心がある人　各コース30人程度

(3)登録ボランティア対象の研修会
回数等：年2回程度
対象：登録ボランティア60人

２　成果指標
参加者数　280人

３　実施上の課題
(1)各関係機関・関係事業と連携し効果的な日本語支援の仕組みを引き続き検討する。
(2)ボランティアが活動しやすい条件（活動費や教材支援）を検討する。

４　顧客満足度の向上方策
(1)ボランティアが活用できる教材環境を整えることにより、支援内容の充実を図る。
(2)ボランティアのニーズを踏まえた研修会を企画し、ボランティアの教授技術の向上を図る。
(3)関係機関との連絡を密に行い、ボランティアと児童生徒・学校間の調整を行う。

５　実　　　績
平成23年度
(1)日本語学習等支援事業
　　小学生支援児童：42人・延べ1,272回　　中学生支援生徒：29人・延べ921回
　　登録ボランティア：個人71人（前年度52人）、団体26人※2団体が参加　　
(2)子ども支援者対象の日本語ボランティア養成講座
     ①5月26日～7月28日 全10回、申込者53人、学習者34人（延べ340人）
     ②1月10日～3月13日 全10回、申込者42人、学習者36人（延べ360人）
(3)登録ボランティア対象の研修会
　　 ①9月13日（火）：「ボランティア相談会」　参加者22人　　
　　 ②9月20日（火）：「子ども日本語学習支援研修会」　参加者26人

６　対前年度予算増減説明
支援対象人数の見直しによる保険料及び諸謝金の増

事業費大

中

事業開始 平成21年度

1,933

0 0

人件費 5,823 6,540

1,933

区受託料 14,438 12,505 1,933

目　　的
外国籍の児童生徒が学校や地域コミュニティで円滑な生活を送れるようにするため、外国籍
児童生徒の日本語学習および教科学習支援を行う。

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 5-1-(4)定　款 ５　国際相互理解の促進

事業名

日本語学習支援事業
(4)子ども支援(受託）

放課後日本語学習支援 事業規模

担　当　課 文化交流課

変更内容

8,615 5,965 2,650 種別

5号事業費

受託事業

経常増減の部部

14,438

根拠法令

経常収益計

経常費用計 14,438 12,505

（日本語学習支援事業100人・日本語ボランティア養成講座60人・研修会120人）

新宿区自治基本条例

12,505

事業費

△ 717
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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）

夜の子ども日本語教室
会場：新宿区立教育センター・榎町子ども家庭支援センター
時間回数等：夜の時間帯 1回約2時間、週2回（ただし中3のみ週3回）
対象：外国にルーツを持つ新宿区立の小学5年生～中学3年生　約60人　
内容：日本語支援及び教科学習支援を行う。
　　　　また登録ボランティア対象の研修会も年2回程度開催する。

２　成果指標
登録学習者数60人

３　実施上の課題
(1)各関係機関・関係事業と連携し効果的な日本語支援の仕組みを引き続き検討する。
(2)ボランティアが活動しやすい条件（活動費や教材支援）を検討する。

４　顧客満足度の向上方策
(1)ボランティアが活用できる教材等を整備し、支援内容の充実を図る。
(2)支援内容を充実させるための研修会を実施し、ボランティアの技術向上を図る。

５　実　　　績
平成23年度
大久保教室：学習者33人・延べ137回（延べ4,521人）　
榎教室：学習者15人・延べ83回（延べ1,245人）　
登録ボランティア：43人

６　対前年度予算増減説明
教室運営業務補助新規導入による臨時雇用賃金の増

根拠法令

経常収益計

経常費用計 7,802 7,748

変更内容

4,666 5,332 △ 666 種別

5号事業費

受託事業

経常増減の部部

7,802

事業・枝事業番号 5-1-（5)

0 0

定　款 ５　国際相互理解の促進

事業名

日本語学習支援事業
(5)子ども支援（受託）

夜の子ども日本語教室　＊区計画事業 -

担　当　課 文化交流課

目　　的
外国籍の児童生徒が学校や地域コミュニティで円滑な生活を送れるようにするため、外国籍
児童生徒の日本語学習および教科学習支援を行う。

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

人件費 3,136 2,416

54

区受託料 7,802 7,748 54

新宿区自治基本条例

7,748

事業費

720

事業費大

中

事業開始 平成20年度

54

- 62 -



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）

時期：6月～7月上旬（中学3年以下）
回数：年1回
参加者数：50人
会場：新宿区立教育センター・しんじゅく多文化共生プラザ等
内容：ＮＰＯ法人の協力による外国人進学のガイダンス　
        外国人高校生による体験談
        学習支援団体等による援助案内　　
        個別質問及び相談対応

２　成果指標
参加者数50人

３　実施上の課題
(1)ガイダンスの実施数、時期、場所の調査と検討
(2)各国言語に適応した対応をすることで、保護者や生徒に日本の受験システムへの理解を深める。
(3)必要としている生徒や保護者にガイダンスの情報を伝えるため、各学校へ働きかけを行う。

４　顧客満足度の向上方策
(1)教育委員会・学校と情報共有を図り、ガイダンス実施内容について意見を得る。
(2)教育委員会・学校と情報共有を図り、参加者ニーズを把握する。

５　実　　　績
（平成23年度）
1回目　参加者：24人（韓国2人、中国11人、タイ2人、日本9人）
　　　　　スタッフ：27人（先輩高校生：7人）
2回目　参加者：3人（中国系3人）
　　　　　スタッフ：17人（先輩高校生：9人）
※2回目終了後に先輩との交流会（交流サロン）を開催。参加人数は2回目からのスライド参加で3人

６　対前年度予算増減説明
(1)実施回数減による消耗品費及び諸謝金の減
(2)講師・通訳の手配をＮＰＯ法人への委託業務へ追加することによる諸謝金から委託費への組替

新宿区自治基本条例

1,561

事業費

1

事業費大

中

事業開始 平成19年度

△ 171

人件費 1,171 1,170

△ 171

区補助金 1,390 1,561 △ 171

目　　的
進学面での不安を抱える家庭の保護者及び生徒をサポートするため日本の進学事情につい
て学ぶ機会を提供する。

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

定　款 ５　国際相互理解の促進

事業名 外国人のための高校進学ガイダンス
事業規模

担　当　課 文化交流課

5号事業費

補助事業

経常増減の部部

1,390

事業・枝事業番号 5-2

0 0

根拠法令

経常収益計

経常費用計 1,390 1,561

変更内容

219 391 △ 172 種別
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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)多文化交流プログラム
回数：通年で24回実施、定員平均35名
会場：しんじゅく多文化共生プラザ、生涯学習館、地域センター等
内容：各国事情の紹介、料理・音楽・観光等の紹介、日本文化体験、区内国際関係NPO紹介等

　 異文化理解講座・世界の料理体験などのプログラムを年間24回実施予定
(2)国際交流区民のつどい・ひなまつり

回数：年1回、毎年2月下旬～3月上旬に実施
会場：新宿文化センター小ホール、展示室及び４階全会議室
内容：日本文化体験（日本文化舞台発表、茶道、華道、水墨画等）
共同主催：女性海外研修者の会

(3)国際交流サロン
回数：各月第2金曜日、午後6時45分～8時30分
会場：しんじゅく多文化共生プラザ
内容：交流会、参加者50～60名程度

２　成果指標
参加者数1,580人
(1)多文化交流プログラム（30人×24回＝720人）
(2)国際交流区民のつどい・ひなまつり（200人×1回＝200人）
(3)国際交流サロン（55人×12回＝660人）

３　実施上の課題
(1)国際理解・多文化共生理解のきっかけとなるよう気軽に楽しめ魅力ある講座・イベントを実施する。
(2)日本文化紹介講座への外国人参加者数の増加を図る。
(3)各国観光局やNPO団体と連携を強化するとともに生涯学習地域人材交流ネットワーク制度登録者
　 を積極的に活用する。

４　顧客満足度の向上方策
国際交流に対しての利用者ニーズを適切に把握し、気楽に参加しやすいイベントを実施する。

５　実　　　績
（平成23年度）
(1)多文化交流プログラム／通年30回実施、参加人数延べ1,068人（見学者・同伴者含む）
(2)国際交流区民のつどい・ひなまつり／2月25日（土）実施 参加人数 164人（うち有料来場者146人）
(3)国際交流サロン／通年で12回実施、参加人数延べ587人（震災のため全10回）

６　対前年度予算増減説明
(1)多文化交流プログラム実施回数減による諸謝金の減
(2)多文化交流プログラム駐車場代計上による使用料及び賃借料の増
(3)ひなまつり運営を女性海外研修者の会に委託することに伴う、会議費及び消耗品費から委託費への組替

事業開始 平成5年度

△ 135

根拠法令

経常収益計

経常費用計 3,213 3,348

新宿区自治基本条例

3,348

変更内容

1,266 1,401 △ 135

種別

5号事業費

自主事業

経常増減の部部

3,213

事業・枝事業番号 5-3定　款 ５　国際相互理解の促進

事業名 多文化交流事業
－

担　当　課 文化交流課

目　　的
国際理解及び日本文化理解を深め、多文化共生社会を実現するためイベント・講座を実施
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

△ 117700 817

人件費 1,947 1,947

△ 135

584 △ 18

区補助金 1,947

事業費

0

事業費大

中

自主財源 566

1,947 0
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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）

在住外国人の生活相談に各言語で応じ、問題解決へのアドバイスを対面、電話にて無料で行う。
曜日ごとに英語、中国語、韓国語、タイ語、ミャンマー語で対応
区内幼小中学校が保護者等に配布する書類の翻訳依頼への対応(通年実施)
より多くの相談へ対応するため、平成25年度より新宿区役所の相談窓口開設時間を30分延長する。
※平成24年度の開設時間／9:30～16:30　　平成25年度の開設時間／9:30～17:00
(1)外国人相談窓口
　　会場：新宿区役所1階
　　対応言語：英語／月～金、中国語／月～金、 韓国語／月～金
(2)外国人相談コーナー
　　会場：しんじゅく多文化共生プラザ
　　対応言語：韓国語／月・金、中国語／火・木、英語／水（第1、3、5）・金（第3）、タイ語／火、
　　　　　　　　 ミャンマー語／木、在留資格／金（第2）

２　成果指標
相談利用者数　4,234人（前年度比5％増）

３　実施上の課題
(1)しんじゅく多文化共生プラザへ、タガログ語、ネパール語の相談員配置を検討する。
(2)相談員のための研修等の機会を提供する。

４　顧客満足度の向上方策
新宿区における外国語ニーズを把握し、効果的な相談員の配置体制を検討する。

５　実　　　績
（平成23年度）
(1)外国人相談窓口（会場：新宿区役所1階　対応言語：英語/月～金　中国語/月・水・金　韓国語/火・木　
   平成23年度実績：3,148人　（22年度：3,987人　22年度比：79.0%）
(2)外国人相談コーナー885人（会場：多文化共生プラザ　対応言語：韓国語/月・金　中国語/火・木　
　 英語/第1,3,5水、第3金　タイ語/火　ミャンマー語/木　在留資格/第2金）
   平成23年度実績：885人（22年度：858人　22年度比：103.1%）

６　対前年度予算増減説明
(1)窓口開設時間延長による諸謝金の増
(2)実績精査による消耗品費及び通信運搬費の減

新宿区自治基本条例

20,033

事業費

402

事業費大

中

事業開始 平成9年度

1,075

人件費 4,834 4,432

1,075

区受託料 21,108 20,033 1,075

目　　的
外国籍住民の方々の生活相談に各言語（英・中・韓・タイ・ミャンマーの5か国語）で対応し、
問題解決へのアドバイスを対面または電話にて無料で行う。

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

定　款 ５　国際相互理解の促進

事業名 外国人相談窓口運営業務受託
事業規模

担　当　課 文化交流課

5号事業費

受託事業

経常増減の部部

21,108

事業・枝事業番号 5-4

0 0

根拠法令

経常収益計

経常費用計 21,108 20,033

変更内容

16,274 15,601 673 種別
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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)書籍・資料の選定および充実
(2)新宿日本語ネットワークと連携した無料の日本語学習の場の提供

回数等：通年、月・火・木・土曜日の午後2時間程度
内容：日本語初学者に対し、生活に必要な最低限の日本語を指導する。
対象：日本語初学者の外国人全般　各回40人
参加費：無料

(3)新宿区多文化共生連絡会の運営補助
回数等：通年（年3～4回、ほかに分科会を適宜実施）　
内容：新宿区における豊かな多文化共生実現のための意見交換・提案・検討
対象：主に新宿区内で活動するNPO等の団体、およびボランティア等の個人

(4)ボランティア活動支援コーナーの設置
内容：日本語ボランティアへの情報提供や必要な備品を常備するためのスペースを設置する。
場所：しんじゅく多文化共生プラザ　共用スペース

２　成果指標
無料日本語学習延べ参加者数6,000人（40人×年間約150回）

３　実施上の課題
(1)日本語学習に活用できるコーナーを区内展開するための会場を確保する。
(2)新宿区多文化共生連絡会の円滑な運営を支援する。
(3)日本語ボランティア活動支援コーナーをより良い方法で運用する。

４　顧客満足度の向上方策
利用者ニーズを把握し、日本語ボランティア活動支援コーナーの充実を図る。

５　実　　　績
（平成23年度）
(1)無料日本語教室（ＳＮＮ）の開催

開催回数：165回（月・火・木・土の午後2時間程度）
会場：しんじゅく多文化共生プラザ

(2)多文化共生連絡会の開催
全体会　開催回数5回
分科会　開催回数3回
連絡会参加者合計158人

６　対前年度予算増減説明
実績精査による減

新宿区自治基本条例

7,137

事業費

9

事業費大

中

事業開始 平成17年度

△ 980

人件費 4,715 4,706

△ 980

区受託料 6,157 7,137 △ 980

目　　的
豊かな多文化共生社会実現のための拠点としてしんじゅく多文化共生プラザを機能させるた
め運営を支援する。

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

0

定　款 ５　国際相互理解の促進

事業名
しんじゅく多文化共生プラザ

運営支援
－

担　当　課 文化交流課

5号事業費

受託事業

経常増減の部部

6,157

事業・枝事業番号 5-5

0 0

根拠法令

経常収益計

経常費用計 6,157 7,137

変更内容

1,442 2,431 △ 989 種別
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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）

日時：平成25年6月8日（土）
会場：新宿文化センター小ホール
内容：来日2年以内の区内在住、在学、在勤の外国人による日本語スピーチコンテスト
共同主催：東京四谷ライオンズクラブ

２　成果指標
(1) 出場者18人
(2) 来場者180人

３　実施上の課題
(1)今後も広く募集を行い、国籍などの多様化も含め多くの外国人が出場できる機会を作り、
   申込者が増えた場合には予備審査を行う。
(2)多くの区民にスピーチの内容を知ってもらう機会として、会場で聞いていただくだけではなく
   他の複数の手段（WEBサイトや広報誌での紹介など）を導入していく。
(3)一般区民が関心をもち来場する周知方法・内容を検討する。

４　顧客満足度の向上方策
(1)一般区民が関心をもち来場する周知方法・内容を検討・実施し、来場者数の増加を図る。
(2)一般区民にスピーチの内容を知ってもらう機会を検討・実施する。

５　実　　　績
（平成22年度）　　発表者20人、　来場者 196人
（平成23年度）　　発表者14人、　来場者 150人

６　対前年度予算増減説明
ポスター印刷枚数増による印刷製本費の増

事業開始 平成5年度

17

根拠法令

経常収益計

経常費用計 882 865

新宿区自治基本条例

865

変更内容

296 280 16

種別

5号事業費

自主事業

経常増減の部部

882

事業・枝事業番号 5-6定　款 ５　国際相互理解の促進

事業名 日本語スピーチコンテスト
－

担　当　課 文化交流課

目　　的
1.来日2年以内、区内在住、在学、在勤する外国人が日頃の日本語学習の成果を発表する。
2.地域に暮らす外国人が日本や日本人をどのように見ているか、感じているかということを広く区
民に知ってもらい、外国人との共生社会づくりを進めるため、多くの方の来場を呼びかける。

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

00 0

人件費 586 585

17

280 16

区補助金 586

事業費

1

事業費大

中

自主財源 296

585 1
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