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後期経営計画の策定にあたって 

 

 

 皆さまには、平素より当公益財団法人新宿未来創造財団に格別のご理解とご支援を賜り、

厚く御礼申し上げます。当財団は、新宿区の外郭団体である財団法人新宿区生涯学習財団と

財団法人新宿文化・国際交流財団を統合し、平成 22 年 4 月に公益財団法人として発足し

ました。伝統ある両財団が蓄積してきた様々なノウハウを継承しつつ、相乗効果を発揮して、

「新宿区民をはじめ都民に対して、歴史、文化、芸術、スポーツなどの生涯学習の機会を提

供し、区民などの自発的な参画と相互交流を深めることを目的」（定款）として、様々な事

業を展開しています。 

 また、当財団では、平成 25 年 3 月に経営計画を策定し、財団の経営理念を定めるとと

もに、その理念を実行するための行動について明確にしました。具体的には、「区民の暮ら

しに『あったらいいもの』と『なくてはならないもの』を創造し、豊かで活力ある未来を築

く、区民の信頼に応えるベストパートナーを目指します」との経営理念を定めました。その

経営理念のもと、平成 25 年度を初年度とする概ね 10 年間の経営戦略や、その中で前期と

なる 5 年間（平成 25 年度から平成 29 年度まで）の工程を明らかにした実施プログラム

を計画しました。そして今般、その実施プログラムの計画期間を終えるにあたり、多くの成

果があった一方で取り組むべき課題も見えてきたことを踏まえ、後期 5 年間（平成 30 年

度から平成 34 年度（2022 年度）まで）の工程を明らかにした実施プログラムを計画す

ることとしました。 

 さて、我が国は、少子高齢化、人口減少、急速な国際化や高度情報化の進展などの課題に

直面しています。これらは、首都東京の中心ともいえる新宿区にも大きな影響を与えていま

す。とりわけ外国籍人口が 1 割以上を占める新宿区において、障がいの有無、年齢、国籍

などにかかわりなく安全に安心して暮らせる共生社会を実現することは、活力あふれる地

域社会をつくる上で極めて重要なことです。そのため、後期経営計画では、主な特徴として

「共生社会の推進」をテーマに盛り込みました。 

 末筆ではございますが、前期経営計画と同様、後期経営計画の策定にあたっても、理事、

評議員のご意見や新宿区のご助言をいただき、それらを反映することに努めました。この場

を借りて、改めて皆さまに御礼申し上げます。当財団は、新宿区民をはじめ都民の皆さま方

からより信用、信頼され、持続的に発展できるように努めてまいりますので、今後とも一層

のご指導、ご理解、ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

平成 30 年 3 月 

 

公益財団法人新宿未来創造財団 

理事長  永木 秀人 
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序章 実施プログラム策定のねらい 

 

■ 実施プログラムの位置づけ及び計画期間 

現行の経営計画（以下、経営計画）は、平成 25 年 3 月に策定され、財団の経営理念を定め明らか

にするとともに、その理念を実行するための具体的な行動についても明確にしています。すなわち、

財団経営の基本的な方針を定めた計画として位置づけられるものです。 

また、経営計画は、経営理念のもと、平成 25 年度を初年度として経営戦略は概ね 10 年間を計画

期間とし、実施プログラムでは、当初 5 年間(平成 25 年度～平成 29 年度)の工程を明らかにしまし

た。そして、その実施プログラムを実施して、多くの成果を生むと同時に、取り組むべき課題も見え

てきました。そこで、次の５年間(平成 30 年度(2018 年度)～平成 34 年度(2022 年度))の工程を実

施プログラムとして策定します。 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【経営計画における実施プログラムの位置づけ（イメージ図）】 

 

 

                        ・・・・財団経営の基本方針 

 

 

 

                         

・・・・従来どおり各年度の予算編成

                            により決定 

 

 

 

                          ・・・経営計画の方針により策定

         

経営計画 

 ・経営理念 

 ・経営戦略（概ね 10 年） 

 ・実施プログラム(平成 30 年度(2018 年度)

～平成 34 年度(2022 年度)) 

事業計画（各年度） 

事業評価制度 

資産運用方針 

人事給与制度見直し計画 

人材採用・育成計画 
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第１章 経営環境の変化 

１ 経営状況 

（１） 事業の実施状況 

経営計画で、事業の実施状況の課題として、『事業と財団の使命・事業領域との関連が不明確になって

います。』と『区民などのニーズの変化に対して感度を高め、具体的に応える事業の創造と実現を図るこ

とが必要です。』があげられています。 

これらの課題に対し、既存の事業について、その必要性・効率性、事業領域の妥当性などを検証しま

した。また、新たな事業の創造と実現について、区民のための芸術鑑賞の場の提供に取り組んだほか、

新設の新宿区立施設（平成 25 年度中村彝アトリエ記念館、平成 29 年度漱石山房記念館）の指定管理

者となりました。 

今後も、事業と財団の使命・事業領域との関連を明確にしながら、区民などのニーズの変化に対して

感度を高め、具体的に応える事業の創造と実現を図っていきます。 
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（２） 組織体制の状況 

 経営計画で、組織体制の課題として、『指揮命令系統の明確化、人材育成など、組織経営のための基盤

（仕組み）を強化する必要があります。』と『財団の発展に向けた組織体制を整備することが必要です。』

があげられています。 

 これらの課題に対し、平成 27 年度から課長補佐に代わり係長を設け係制としたことで指揮命令系統

や責任の明確化に取り組みました。また労働契約法の改正や働き方改革に対応すべく平成 29 年度から

新人事給与制度を適用しました。また新人事給与制度の適用にあわせ、平成 28 年度には「人材育成基

本計画」を策定し、今後の財団運営の基盤となる人材の育成にかかる方針などを固めました。 

また組織体制については、ガバナンスの強化や業容拡大に対応するため、平成 27 年度から 8 課体制

とし、財団の発展に向けた組織体制を整備しました。平成 29 年度からは、放課後子どもひろば事業及

び新宿区立漱石山房記念館の運営に対応するための組織変更を行いました。 

 今後も、財団内外の経営環境の変化に対応しながら、組織体制の整備を進めてまいります。 

組織図

事　　務　　局

経　営　課事　務　局　次　長

漱石山房記念館担当課

漱石山房記念館長

文化・学習担当参事役
新宿文化センター館長

文化・学習課

学　芸　課

地域交流課

子ども支援
担当参事役

子ども支援課

人材育成担当参事役

スポーツ課

マラソン課

副理事長

専務理事

常務理事

理　　事

学芸担当参事役
新宿歴史博物館長

特命担当参事役

事
 

務
 

局
 

長

評議員会

理　事　会
監　　事 会計監査人

理事長

 
  ※平成 30 年 4 月 1 日現在 
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（３） 財務状況 

 経営計画で、財務状況の課題として、『区への財源依存度を逓減し、安定的な財源の確保と充実が必要

です。』、『公益法人として、収支相償の原則などの制約があるものの、その中で「必要コストを独自収入

で賄う」「コスト削減を図る」との意識を一層強く持ち、収益確保を図ることが必要となります。』、『指

定管理事業は、民間企業などとの競合なども考慮し、継続受注に向けた実力（事業内容、コスト競争力

など）の向上を図るとともに、その他の収益の柱を模索し構築する必要があります。』があげられていま

す。 

 まず、『区への財源依存度を逓減し、安定的な財源の確保と充実』についてですが、コスト削減に努め

た結果、区・補助金は平成 24 年度４億７千万円台から平成 28 年度は４億４千万円台と約３千万円近

く減少し、補助金に関する区への依存度は低くなりました。 
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収益確保について、区以外からの収入は平成 24 年度５億円台から平成 28 年度は５億６千万円台へ

と約６千万円増加し、収益の確保についての事業内容の見直しや営業努力が成果に結びつきました。区・

受託料収入は放課後子どもひろば事業にかかる区からの受託拡大に伴い、平成 24 年度２億８千万円台

から平成 28 年度３億７千万円台へ約９千万円増加しました。 

指定管理事業について、事業内容の充実とコスト競争力、収益向上の努力の結果、既存の指定管理施

設において平成 28 年度以降も引き続き指定管理者に選定されました。また平成 29 年 9 月からは新た

な指定管理施設として新宿区立漱石山房記念館の指定管理者に選定されました。 

また、事業に対する新宿区以外からの補助金として一般財団法人地域創造、公益財団法人東京都歴史

文化財団などからの補助金の獲得に努め、新宿区以外からの補助金は平成 28 年度において約 630 万円

となりました。さらに平成 29 年度には文部科学省、文化庁からの補助金を獲得しました。 
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２ 外部環境（財団を取り巻く環境の変化） 

（１） 区民などの行動と意識 

 

 内閣府の調査(教育・生涯学習に関する世論調査[平成 27 年 12 月調査])によると、過去１年間に実施

した生涯学習として、20%強の方が「健康・スポーツ」、20％近くの方が「趣味的なもの」と回答して

います。そして、今後行いたい生涯学習の形式としては、30％台半ばを超える方が「公民館や生涯学習

センターなど公的な機関における講座や教室」としています。また、内閣府の別の調査(文化に関する世

論調査[平成２８年９月調査])によると、過去１年間に鑑賞した文化芸術として、20％超の方が「音楽」

「美術」を挙げ、ホール・劇場、美術館・博物館などに出かけています。 

区政モニターアンケート(平成 28 年度第４回)によると、50％台半ばを超える方が「スポーツや文化・

学習活動等を行っている」と回答し、その 70％台半ばを超える方が「週 1 回以上」の頻度でスポーツ

や学習活動などを実施しているとしています。一方、60％強の方は、新宿区の伝統文化や文化財に「非

常に関心がある」「少し関心がある」と回答し、40％台半ばを超える方が、日頃から文化・芸術を体験

する機会が「よくある」「まあまあある」としています。 

区民意識調査(平成 25 年度から平成 28 年度)をみると、財団の事業が関わる区の施策（生涯学習・ス

ポーツの推進、子育て支援、外国人との交流・情報提供）に対する要望は、子育て支援、生涯学習・ス

ポーツの推進、外国人との交流・情報提供の順に要望は高く、生涯学習・スポーツの推進と子育て支援

について、増加傾向で推移しています。子育て支援については、回答者の１７％台から２１％台へ、生

涯学習・スポーツの推進については、回答者の 5％台から 7％台までそれぞれ増加しています。 

また、新宿区で行った、一般高齢者（要支援・要介護認定を受けていない 65 歳以上の高齢者）に対

する地域活動・ボランティア活動に関する意向調査(平成 26 年度「高齢者の保健と福祉に関する調査」)

によると、地域活動・ボランティア活動に参加意向を表明する回答が 40％強にのぼっています。内閣府

調査（平成 28 年度社会意識に関する世論調査）にも見られるように、自らが活動するだけでなく、知

識や能力を社会に提供し役立てたいという社会貢献活動への参加意識が高まりつつあることがうかがえ

ます。 

 

 

 

 

 新宿区民は全国と比較して、生涯学習や文化芸術鑑賞は身近なものとして、健康・スポー

ツ、趣味的な活動を行っており、また、ホール・劇場、美術館・博物館への関心も高い水

準です。 

 スポーツ・軽度な運動や文化・学習活動を楽しむ区民、新宿区の伝統文化や文化財に関心

を持ち、文化・芸術に触れている区民が多数おり、財団は機会提供者としての存在感が高

まっています。 

統計の数値とその表現は下記のとおりです。 

（例）   （表現）    （例）  （表現） 

80.1～80.9％ ⇒ 約 8割  │ 86.0～87.9％ ⇒ 8 割台半ばを超え

81.0～82.9％ ⇒ 8 割強  │ 88.0～88.9％ ⇒ 9 割近く 

83.0～84.9％ ⇒ 8 割台半ば近く │ 89.0～89.9％ ⇒ 9 割弱 

85.0～85.9％ ⇒ 8 割台半ば │ 
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（２） 指定管理者制度 

 

 平成 15 年に地方自治法が改正され、指定管理者制度が創設されてから１０年以上が経過し、自治体

では積極的な活用が図られるようになりました。この間、制度導入施設が増加する一方、近年、制度運

用の長期化に伴い、事業者などにおいて適切な人材及び適正な利益を確保することに支障が生じたり、

行政職員が施設の運営・管理に関する現場情報を持たなくなったりするなどの課題が指摘されています。 

 総務省の調査(公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果[平成 27 年４月調査])による

と指定管理者制度が導入されている施設数は 76,788 施設で前回(平成 24 年 4 月調査)から 3,312 施

設増加しました。 

非公募・公募の状況について、市区町村における全施設の非公募の割合は 52.8%となり前回調査から

0.7 ポイント減、公募の割合は 41.9％となり前回調査比で 3.0 ポイントの増となりました。施設分類別

にみると、文教施設については、その専門性が求められることもあり、非公募の割合は 74.0％となり前

回調査から 3.0 ポイント増、公募の割合は 19.1%となり前回調査比で 0.1 ポイントの増となりました。

一方、レクリエーション・スポーツ施設など民間企業などのノウハウを活かせる施設については、非公

募の割合は 40.0%となり前回調査から 0.4 ポイント減、公募の割合は 55.2％となり前回調査比で 2.5

ポイントの増となりました。 

現在管理を行っている施設については、財団が蓄積してきたノウハウや地域の人的資源を活用し、さ

らに効果的な施設運営を行うことで、総合的な事業を展開することが期待されるなどの理由により、非

公募により選定されました。前述のとおり、非公募から公募への流れは以前より緩やかになっています

が、次期指定管理者の選定では公募による可能性があります。 

公募になった場合、当財団は、区との連携も行いやすく、区の施策と一体的に事業を行うことができ

ること、公益財団法人であるため利益を確保する必要がないこと、地域の各種団体などとの関わりが深

く地域のニーズに対応できることなどの強みがあります。 

一方、民間企業などに比べて、価格競争力（主に人件費など）や新たなサービス提供ノウハウが少な

いことを踏まえ、日々の業務の中で、コスト削減・収入増加やサービス向上に努めることが必要です。 

財団はこれまでも、コスト削減や利用料金収入増加、サービス向上に取り組んできましたが、公募を

想定し、財団の強みを最大限活かした魅力ある事業の企画立案を行うとともに利用料収入の増とコスト

削減の徹底による指定管理料の適正化を図り、民間企業などの事業提案を上回る評価を得る必要があり

ます。 

 

 

 指定管理者制度の普及により、民間企業などとともに当財団にも区内他施設の管理者となる

機会が増えましたが、財団が管理してきた施設に対して、民間企業などと競争となる可能性

も出てきています。 

 民間企業などとの競争環境が生成される中で、財団のコスト競争力、新たなサービス提供ノ

ウハウが問われるようになっています。 
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（３） 公益法人制度改革 

 

 

民間非営利部門による公益活動（民間が担う公益）の促進を目的に、公益法人制度改革(平成 20 年

法施行)が進められました。公益法人(財団・社団)は、一般(財団・社団)法人と公益(財団・社団)法人に

分かれ、公益性の認定(公益目的事業比率が 1/2 以上)を受けると、公益(財団・社団)法人に認定されま

す。公益(財団・社団)法人には、公益目的事業の法人税の非課税などの税制上の優遇措置がありますが、

その一方で、収支相償(公益目的事業の収入はその費用を償う額を超えない)の規定が適用され、収益を

生み出しにくくなります。最近では収支相償の達成がゴーイングコンサーン（組織が将来に渡って事

業を継続していく前提）の支障となりかねないという議論が行われています。 

公益法人制度改革が進められている背景には、従来の制度では公益法人が行う事業の｢公益性｣の判

断が不明確であること、公益法人の機関・組織やガバナンス（統治）・規律、ディスクロージャー(情報

公開)が徹底されていないなどの諸問題があることが挙げられています。 

そのため、公益法人制度改革では、第三者機関により｢公益性｣の判断・担保が行われ、新たな公益

法人会計基準のもとで、ガバナンス・コンプライアンス（法令遵守）・ディスクロージャーの確立が図

られています。なお、法律で定められている 23 事業に該当すれば、行政代行的機能（指定管理者制

度）でも公益事業として位置づけられます。 

当財団は、公益法人会計のメリットを最大限に活用するため、平成 25 年度より公益目的事業会計

の区分について３区分から１区分に変更を行いましたが、引き続き行政代行的機能としての位置づけ

は維持しつつ、コストを極力抑制した形での自律した財団経営を行わなければなりません。また、中

核事業である指定管理事業の公募による選定（民間企業などとの競争）の可能性に変わりはなく、コ

スト削減・収入増加、サービス向上が求められていますが、その公益的位置づけが経営の効率化志向

を弱めることにならないように運営していく必要があります。 

 公益法人制度改革で財団が公益財団法人として認定されたことから、公益法人として、ガバ

ナンスの強化、情報公開･開示など経営管理の強化が求められる一方、税制面での優位性が

確保されました。 

 公益法人として、収支相償の原則などにより事業展開に対する一定の制約を受けるようにな

り、公益目的事業にかかる経営効率化への動機づけが後退しました。 
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（４） 共生社会の推進 

 
 
 厚生労働省では、地域を高齢者、障害者、子どもなど世代や背景の異なるすべての人々の生活の本拠

であると定義したうえで、「地域共生社会」とは「制度・分野ごとの『縦割り』や支え手と受け手という

関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分

野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく

社会を目指すものである」としています。厚生労働省においては、「地域共生社会」の実現を基本コンセ

プトとして、今後の改革を進めていくとしています。 

内閣府では、国民一人一人が豊かな人間性を育み生きる力を身に付けていくとともに、国民皆で子供

や若者を育成・支援し、年齢や障害の有無などにかかわりなく安全に安心して暮らせる社会を「共生社

会」と定義しています。そして、共生社会を実現することが必要としています。 

そして、文部科学省の中央教育審議会において「共生社会」とは、「これまで必ずしも十分に社会参加

できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会である。それ

は、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の

社会である。」としています。 

総務省では、外国人住民も地方自治法上の「住民」であり、また、「国際人権規約」、「人種差別撤廃条

約」などの要請から、基本的には日本人と同等の行政サービスを受けられるようにすることが求められ

るという考えに基づき、「地域における多文化共生推進の必要性」を求めています。 

 

 新宿区は、新たな総合計画の中の基本計画における基本政策に「暮らしやすさ１番の新宿」、「賑わい

都市・新宿の創造」などを掲げ、高齢者・子ども・障害者・多文化共生にかかる取り組みを行うことと

しています。 

 

 当財団では、平成２８年度まで障がい者を対象とした事業を独立させていましたが、平成２９年度よ

り、障がいのある方でも参加できる事業については、障がいのあるなしに関係なく参加できるよう対象

を広げ、事業を実施してまいりました。 

 また、多文化共生社会の実現のために必要といわれる「コミュニケーション支援」、「生活支援」など

についても、日本語教室の開催、スピーチコンテストの実施、区立施設における多言語での表記などに

取り組んでまいりました。 

 事業を実施したなかで見いだされた課題についてはその解決に努めます。また、障がいの有無、年齢、

国籍などに関係なく参加できるような新規事業の検討を行い、事業の実施が求められています。 

 

 

 

 「共生社会」とは、障がいの有無、年齢、国籍などにかかわりなく安全に安心して暮らせる

社会であり、その実現の必要性が求められています。 
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３ 経営計画にかかる職員の意識 

 平成 24 年度、平成 26 年度、平成 28 年度に経営計画にかかる職員の意識調査を実施しましたが、

その設問と回答結果は以下のとおりです。 

 
（１） 業務や職場風土に関する意識 

 全般的に、「そう思う」、「ややそう思う」という前向きの回答の割合が上昇しました。職員と理事長お

よび職員と事務局長とのトークセッションの実施や、成果指標の達成やアンケート結果から得られる事

業に対する達成感、課内ミーティングにおける情報・課題の共有などが前向きの回答の割合が上昇した

要因と考えられます。 

① 自分の仕事が世の中の役に立っていると思う 

 

② 仕事にやりがいを感じている 
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③ 職場では情報共有がなされている 

 

④ 職場では事業(業務)のあるべき姿を積極的に議論している 
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（２） 組織命令系統に関する意識 

 全般的に、「そう思う」、「ややそう思う」という前向きの回答の割合が上昇しました。管理職研修や職

層別研修の充実、課内のミーティングにおける業務進捗の管理や課題解決への取り組み、課長と職員と

の目標管理面談などが前向きの回答の割合が上昇した要因と考えられます。 

① あなたの上司は、財団や職場のビジョンを明確に示している 

 

② あなたの上司は、適切に仕事量を配分し、負荷調整をしている 

 

③ あなたの上司は、あなたからの報告・連絡・相談に的確に対応している 
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④ あなたの上司は、先が見えないような状況であっても、判断をタイムリーかつ的確に行っている 

 

⑤ あなたの上司は、あなたの能力開発・キャリアプラン策定を適切に支援してくれる 

 

⑥ あなたは、上司のマネジメントを信頼している 
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（３） 経営計画に関する調査（平成 26 年度・平成 28 年度実施） 

 全般的に、「そう思う」、「ややそう思う」という前向きの回答の割合が減少しました。これは、経営計

画実施プログラムと職員の目標との紐付けが不十分なことが考えられます。経営計画および財団全体の

組織目標から決定されるのが課の組織目標であり、その課の組織目標に紐づく職員の目標を達成するこ

とで経営計画の進捗に貢献していることを職員に理解させることが必要です。 

① あなたは、経営計画実施プログラムを意識して仕事をしているか 

 

② あなたは、経営計画の進捗に貢献しているか 

 

③ あなたは、経営計画が進んでいると実感しているか 
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第２章 経営理念 

   

当財団の定款第 3 条では、財団の目的を次のとおり規定しています。 

  

 

定款に定める目的や当財団の現状と課題、取り巻く環境の変化を踏まえ、将来に向けて「財団の使

命（財団はどのような存在になるべきか）」、そしてそれを実現するために「財団の基本姿勢（財団職

員はどのような行動を取るべきか）」を、次のとおり示します。 

 

１ 財団の使命 
 

 

「区民」とは、新宿区に住んでいる人々、新宿区で働く人々、区内の学校に通う人々、その他区内

で様々な活動を営む人々のことを意味しています。乳幼児から高齢者に至るまで、すべての年齢層の

人々が、日々の暮らしの中で「あったらいいな」と思うもの、「なくてはならない」と感じるものがあ

るはずです。 

文化・芸術・歴史・スポーツ・多文化共生など幅広い領域で、区民それぞれのライフステージにお

いて「あったらいいもの」を創造し、これまで以上に豊かで活力ある生活を実感できるよう、希望に

満ちた未来を区民とともに築いていきます。 

また、子育て家庭や高齢者の方、外国人の方々など、様々な区民が暮らすなかで、「なくてはならな

いもの」を創造し、これまで以上に充実した生活を実感できるよう、生きがいに支えられた日々を共

に築いてまいります。 

そして、その実現を通して、幅広い領域における新宿ブランドを探究・発信し、地域社会のさらな

る発展と新宿文化の向上に貢献します。 

私たちは、区民の暮らしに、本当に求められているサービスや環境とはどのようなものかを、区民

と同じ目線に立って考え、現場・現実に即した取り組みを展開することで、区民の信頼に応えるベス

トパートナーを目指します。 

区民の暮らしに『あったらいいもの』と『なくてはならないもの』を創造し、豊かで活力ある未

来を築く、区民の信頼に応えるベストパートナーを目指します 

この法人は、新宿区民をはじめ都民に対して、歴史、文化、芸術、スポーツなどの生涯学習の

機会を提供し、区民などの自発的な参画と相互交流を深めることを目的とする。このために、こ

の法人は地域の魅力を広く発信し、活動を通じて得られた成果を地域で活用することにより、地

域コミュニティにおける人々の交流を活性化し、国際性豊かで活力ある住みよい地域社会の実現

に寄与するものとする。 
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２ 財団の基本姿勢 
 

 

当財団が持つあらゆる情報収集の手段を活用し、直接的および潜在的な区民の声に常に耳を傾け、

区民に最も身近な組織として、どこよりも早くニーズをキャッチすることに努めます。 

そして、行政とは異なる財団ならではの機動力や柔軟性を発揮し、人材・施設・資金・情報・ノウ

ハウ・区や地域団体などとのつながりなどの資源を最大限に活用することで、区民からのニーズを早

期に実現するよう全力を尽くします。 

 

豊かで活力ある未来を築くためには、財団職員の力だけで最良のものを創りだせるものではありま

せん。区民や地域団体、民間企業、その他ＮＰＯ法人などと、「どのような地域社会にしていきたいか」

をともに考え、力を合わせて、その実現に全力を注ぎます。 

互いに密なコミュニケーションをとり、小さな成果を地道に積み重ねていく過程を経て、ともに創

り出していく様々なサービスや仕組みが、必ずやより良い社会の実現に結びつくという強い信念を持

ち、区民や地域団体などとともに、調和のとれた地域社会を目指します。 

 

身近な地域社会で、または新宿全体で、さらには社会全体の中で、新たに起こりつつある動きや期

待（潜在的なニーズを含む）を捉え、個人および単一組織では成し遂げられない目標の達成に向けて、

区民や地域団体などが持っている力を結びつける橋渡し役となり、新たな活力を創造します。 

そのために私たちは、常に新しい取り組みに挑戦する心意気と、多くの主体を結びつけシナジー（相

乗）効果を生み出す総合力・調整力、必ずや目標を達成し新宿に新たな活力を生み出すという情熱を

兼ね備えた存在となるよう、研鑽を積みます。 

 

豊かで活力ある未来を築いていくためには、文化・芸術・歴史・スポーツ・多文化共生など幅広い

領域を包括するとともに、それらを学ぶ人、観る人、企画する人、支える人、教える人、披露する人

などの多様な関わり方を創造し、発展させることができる組織が必要不可欠です。 

そのために、私たちは、幅広いサービスを提供する真のプロフェッショナルとして常に技量を磨き、

みずみずしい発想力と探究心を持つとともに、互いを尊重し、チームワークを高め、組織力のさらな

る飛躍に挑んでいきます。 

こうした挑戦を続けることで、公益の増進を目的とする多くの公益法人の中のフロントランナーと

しての地位を築いていきます。 

【４】私たちは、プロとしての自覚と責任のもと、組織力のさらなる飛躍に挑みます 

【３】私たちは、区民や団体を結びつけ、新たな活力を創造します 

【２】私たちは、区民とともに考え、力を合わせて行動します 

【１】私たちは、区民の声を捉えるアンテナを常に広げ、その声に応えます 
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第３章 経営戦略 

  

当財団の経営状況と外部環境から、財団の「強み(Ｓ)」と「弱み(Ｗ)」および「機会(Ｏ)」と｢脅威(Ｔ)｣

について整理し、これらの要素をクロス分析(ＳＷＯＴ分析)することにより、財団における成長戦略、

回避戦略、改善戦略、転換戦略について検討しました。 

これらの各種戦略について、財団の経営理念の実現の視点から集約すると、経営戦略として、①協

働と連携、②事業の再構築、③経営基盤の強化、④組織体制の強化、⑤事業現場の改善、⑥人材力の

強化の６項目が挙げられます。 

【ＳＷＯＴ分析】 

 

【機会】 

･生涯学習に対する関心の高まり 

･社会貢献活動への参加意識の高まり

･指定管理に応募する機会の増加 

･公益法人制度改革（の進展） 

･共生社会の推進 

【脅威】 

･区の政策変更･財政状況 

･民間のサービスの充実 

･指定管理の公募化の流れ 

･労働契約法の改正 

 

【強み】 

･新宿区との連携の強さ 

･地域との結びつきの強さ 

･公益法人であること 

･豊富な経験・実績 

＜成長戦略＞機会を取り込み強みを

伸ばす 

＜回避戦略＞強みを活かし脅

威を乗り越える 

区との連携強化・・・・・・① 

区民との協働推進・・・・・① 

地域との連携強化・・・・・① 

共生社会の推進・・・・・・① 

積極的な事業の企画提案・・② 

区との連携強化・・・・・① 

指定管理事業の重点化・・③ 

サービスの改善と拡充・・⑤ 

【弱み】 

･区への依存度の高さ 

･経営管理機能の弱さ 

･コスト意識、競争意識の不足 

･労務管理体制の弱さ 

･組織力の不足 

･公益法人の制約 

＜改善戦略＞機会を活かし弱みを克

服する 

＜転換戦略＞弱みを補完し脅

威に備える 

選択と集中による事業展開・② 

組織体制の検証・・・・・・④ 

明確な目標の設定・・・・・④ 

企画提案能力の向上・・・・⑤ 

人材育成・・・・・・・・・⑥ 

 

事業領域の明確化・・・・② 

収益事業の強化・・・・・③ 

組織構造の明確化・・・・④ 

マネジメント力の強化・・④ 

サービスの改善と拡充・・⑤ 

コスト意識の徹底・・・・⑤ 

 
 
 
 

 

【経営戦略】①協働と連携 ②事業の再構築 ③経営基盤の強化 

④組織体制の強化 ⑤事業現場の改善 ⑥人材力の強化 

財団の基本姿勢 財団の使命 
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第４章 平成 25～28 年度の実施プログラムの成果と課題 

 
 経営理念の実現を目指し、６つの経営戦略に基づく具体的な行動として定めた実施プログラムについ

て、平成 25 年度から平成 28 年度までの成果と今後取り組むべき課題を明らかにします。 

 

（１）経営戦略１ 協働と連携 

当財団は新宿区の外郭団体として、行政の補完的な役割を担い、様々な行政サービスの提供を行うと

ともに、区民や地域団体、民間企業など（以下「区民など」という。）のパートナーとして地域との結び

つきを強めてきました。 

そこで、「新たな公共（公共サービスを行政のみではなく区民自身や NPO などが主体となり提供して

いくという考え方）の醸成・支援事業の推進」、「団体の活動支援体制の強化」、「区との連携強化の仕組

みづくり」を実施プログラムに定めました。 

 

＜主な成果 ( )内は年度＞ 

■新宿地域人材ネットの開設(25) 

■スポーツ、文化、ボランティアなどの団体の活動支援に関係した専門人材の育成(25～) 

■早朝、夜間の施設利用の拡大(25～) 

■指定管理事業、受託事業など区との連携(25～) 

■放課後子どもひろばにおける地域との連携プログラムの充実(25～) 

■文化ネットワーク協働事業(25～) 

■障がいのある人とない人のスポーツ･レクリエーション交流会の実施(27) 

■新宿シティハーフマラソン、ボランティア参加者の拡大(27～) 

■オリンピック・パラリンピック気運醸成トップアスリートとの交流事業(28) 

■区民プロデュース支援事業における高齢者教養講座支援事業の整備(28) 

■財団内における地区担当者制度の充実(28) 

■次期総合受付システムの開発にかかる区との連携(28～) 

 

＜課題＞ 

○区民などのパートナーとして地域との結びつきという財団の強みを活かし、区民などにとってなく 

  てはならない信頼される身近な存在として、既存の協働・連携の取り組みの実効性を高めるととも 

に、区民などとの橋渡しやつなぐ機能及びサポート機能を強化し、団体などの自立的活動を支援す 

るとともに、新たな公共の担い手や仕組みを醸成していきます。 

○また、今後も、区のパートナーとしての役割を最大限発揮するため、区民ニーズや区の課題を区と 

共有し、主体的に区の施策や計画に関わり、区の補完的機能を果たしていくとともに、区民などと 

の協働・連携の最前線にいる当財団に対する期待に応えるため、財団から区の政策実現に効果的な 

事業やシステムを提案することを通して、区との連携強化に向けた仕組みづくりを行います。 
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（２）経営戦略２ 事業の再構築 

当財団は、多様化・複雑化する区民ニーズを背景として、財団統合などにより幅広い事業を展開し、

地域との結びつきを強めてきました。しかしその一方で、事業領域の妥当性や効率性、採算性などの面

での課題も抱えています。また、現行の財団事業は、公益法人以外の NPO 法人や民間企業などでも実施

可能なものが含まれており、今後、事業の実施主体として、民間企業などとの競争となることも予想さ

れます。 

そこで、「事業の再構築」、「財団の強みと主体性を発揮する提案型事業の展開」、「事業評価制度（PDCA

サイクル）の再構築」を実施プログラムに定めました。 

 

＜主な成果 ( )内は年度＞ 

■事業の再構築の実施 

[25 年度 98 事業⇒26 年度 76 事業⇒27 年度 77 事業⇒28 年度 85 事業⇒29 年度 86 事業] 

■新宿シティハーフマラソンのコース見直し着手(25) 

■子どもフェスタ 2014 Ｇo！Ｇo！サイエンスの開催(25) 

■夏目漱石関連記念事業の実施(26～) 

■新宿シティハーフマラソンと併せたＩＤハーフマラソン選手権大会実施(27～) 

■オリンピック・パラリンピック気運醸成事業(27～) 

■新宿演劇祭の開催(28) 

 

＜課題＞ 

○財団の事業領域を明確にしていくとともに、選択と集中による事業展開を基本として、財団が目指

す「豊かで活力ある地域社会の実現」に根ざした事業を推進します。 

○その中で、財団としての強みを発揮できる事業、財団が自立性や主体性を発揮できる事業について

は、積極的な事業の企画・提案を行う一方、民間企業などが優位に実施でき、財団の強みが必ずし

も発揮できない事業については、事業の統合・廃止を含めた事業の見直し・再構築を行います。 

○こうした効率的・効果的な事業運営を行う一方、多くの指定管理施設で多様な事業を展開している

財団の強みを最大限活用し、今後の事業展開においては、新たな付加価値やサービスを生み出す方

向で、積極的な提案型の事業展開を図ります。 

○また、事業の効果や効率性及び事業領域の妥当性などを、客観的かつ継続的に分析する事業評価の

仕組みづくりを行います。また、評価結果を、次の事業展開に結びつける機動力や組織力の確立を

図ります。 

 

 

（３）経営戦略３ 経営基盤の強化 

当財団は、区と連携して公的サービスを提供する公益法人として、実績と信用を高めてきましたが、

財政面では区への依存度が高い状況が続いています。また公益法人は、収支相償の原則を守る立場から

コスト意識が希薄になりやすく、内部留保も難しい運営が求められます。これらのことから、経営環境

にかかる基盤は必ずしも強いとはいえません。 
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そこで、「事業料収入増による収益アップ」、「施設サービスの充実と効果的運用による収益アップ」、「区

民・民間企業などからの寄付などの拡大」、「資産運用方針・手法の検討」、「業務の標準化及び事務費、

管理費などのコスト削減」、「次期指定管理者選定に向けた対策」を実施プログラムに定めました。 

 

＜主な成果 ( )内は年度＞ 

■スポーツ施設の利用時間の拡大 (25～) 

■協賛情報データベースの開発(25) 

■寄付金取扱規則施行細則の制定や顕彰制度の整備(26～) 

■資金運用委員会での資産運用方針・手法の検討(26～) 

■指定管理施設の照明のＬＥＤ化の推進(26～) 

■新宿シティハーフマラソンの協賛獲得のための体制強化(27～) 

■プロポーザルによる平成 28 年度以降の自動販売機設置業者選定(27) 

■既存指定管理施設の指定管理者に選定される(27) 

■新宿シティハーフマラソンの参加料の見直し(28) 

■漱石山房記念館(平成 29 年度開館)の指定管理者に選定される(28) 

 

＜課題＞ 

○豊かで活力ある地域社会の実現に向けた公益事業の展開を持続可能なものとするため、経営基盤、

特に財務基盤のさらなる強化を図り、区への依存度を逓減させ、自主・自立性を高めていきます。 

○そのために、新たな財源確保策として、施設サービスの充実と効果的活用による収益アップ、区民・

民間企業などからの寄付や協賛、公的機関による助成金の活用などによる財源の充実策を講じるほ

か、公益法人のメリットを活かした寄付金制度などの仕組みづくりに引き続き取り組みます。また、

業務の標準化及び事務費・管理費などのコスト削減を推進します。 

○さらに、上記の対策と併行して、財団の資産の運用や収益の活用に係る手法や基準づくりを行い、

財団収益の区民還元の最適化を図ります。 

○指定管理事業は、平成 28 年度決算では指定管理料が経常収益の 3 割強を占め、従事職員は全職員

の３割弱となっており、財団の業務の大きなウェイトを占めています。平成 33 年度以降の指定管

理選定に向けては、公募となる可能性を視野に、財団の強みを最大限活かした魅力的かつ戦略的な

事業計画を計画的に策定します。 

 

（４）経営戦略４ 組織体制の強化 

当財団は、区からの補助事業や受託事業の実施など、主として区の施策の補完的な役割を担ってきた

ため、事業の企画・立案を主体的に行う機会が限られていました。また、事業の規模や内容によって、

全課体制やＰＴ（プロジェクトチーム）の設置など柔軟な実施体制をとっている反面、指揮命令系統、

責任と権限が不明確になることがあります。また課の所掌範囲や職員定数の見直しなど組織全体の最適

化を図る必要があります。 

そこで、「組織体制の見直し」、「人事給与制度の見直し」、「経営管理機能の強化」を実施プログラムに

定めました。 
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＜主な成果 ( )内は年度＞ 

■組織体制の変更 (27、29) 

■労働契約法の改正主旨を踏まえた新人事給与制度の構築と職員への周知(25～) 

■セキュリティポリシー、情報セキュリティ規則の制定などの個人情報保護体制の充実(27～) 

■顧問弁護士の導入(27～) 

■新人事給与制度への移行(29～) 

 

＜課題＞ 

○変更した組織体制の検証を行います。 

○財団においては、固定費用となる人件費の全体費用に占める割合が高いことから、民間との競争が 

生じた場合、コストの面で劣位になる可能性があります。新人事給与制度への移行により、ライン

職（前・固有職員）、スタッフ職（無期雇用となった契約職員）、契約職員、パート職員の果たすべ

き役割を明確にし、事業の執行体制の見直しをはかり職員定数の見直しを行います。それによりス

タッフ職の処遇改善によるコスト増を吸収し、人件費の最適化を図ります。 

○また、公益法人制度改革において求められる適正な管理運営に対応するため、企画・調整のマネジ 

メント力(経営管理能力)や広報広聴機能の強化を継続するとともに、権限の委譲・明確化を図り、公

益法人としての組織のガバナンス、コンプライアンス、ディスクロージャーなど経営管理機能の強

化を引き続き行います。 

 

 

（５）経営戦略５ 事業現場の改善 

これからの財団には、区民の潜在的ニーズを掘り起こし、新たな事業の企画・提案を積極的に行うな

ど、さらなるサービスの改善・拡充が求められています。提供する事業やサービスの有効性や合理性、

優先性が区民の理解を得るに足るものであること、またそのサービスが実際に効率的に供給されること

が重要です。それこそが財団への信頼を高めるものであり、これらを実現する現場力の強化が期待され

ています。 

そこで、「情報共有と職員提案の活性化」、「利用者サービスの向上」を実施プログラムに定めました。 

 

＜主な成果 ( )内は年度＞ 

■ＰＴ設置要綱の策定(25) 

■職員提案制度要綱の見直し(25) 

■事務局長トークセッションの実施(25,26) 

■理事長トークセッションの実施(26) 

■ヒヤリ・ハット&にやり・ほっと事例集の作成(26～) 

■新宿シティハーフマラソンでの手話通訳の対応(27～) 

■歴史博物館の展示のキャプションに英語表記を追加(27) 
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＜課題＞ 

○この現場力を強化するために、職員間のコミュニケーションを活発化させて現場における組織力を 

高め、職員一人一人のやる気を引き出します。また、サービスの質的向上を図るため、人材育成と  

ノウハウの蓄積を図ります。これらを通して、区民などから信頼される存在として、区民などとの

接点の場となる事業現場の改善を図ります。 

○また、積極的な事業の企画・提案とサービスの改善・拡充が求められる事業現場づくりの観点から、 

情報共有と職員提案の活性化を図るとともに、利用者サービスの向上のため、区民意識や事業ニー

ズを起点とする仕組みづくりを図ります。 

 

 

（６）経営戦略６ 人材力の強化 

財団統合により事業規模や領域が拡大し、組織目標の共有化が難しくなってきたことから、計画的な

人材育成が行われず、現場では個々人の意識に期待する形でＯＪＴを進めてきました。 

平成 23 年度より研修体制の強化に取り組むとともに、平成 24 年度には人材育成アドバイザーを、

また平成 29 年度には人材育成担当参事役を設置し研修の充実を図っていますが、これからは、本経営

計画に掲げた財団の使命及び基本姿勢を踏まえ、より効果的な人材採用・育成計画を策定し、実施する

必要があります。また、より良質なサービスを提供するためには、前述のとおり、組織としての総合力

を高めるとともに、個々の職員の専門的な技術や知識などのスキルアップが不可欠です。 

そこで「人材採用・育成計画の見直し」、「目標管理制度の再構築」を実施プログラムに定めました。 

 

＜主な成果 ( )内は年度＞ 

■ヒヤリ・ハット&にやり・ほっと事例集を使用した各課におけるＯＪＴ研修(26～) 

■職位別の人事評価表の見直し(26) 

■人材育成基本計画の策定(28) 

 

＜課題＞ 

○区民から信頼されるベストパートナーとして、その実現に向けた計画的な人材育成を進める観点か

ら、人材育成基本計画に基づいて、職員の総合力と専門性を高めます。 

○また、組織目標及び職務の進行管理と人事評価を連動させた現行の人事評価制度について、職員個々

の能力向上の視点から見直します。 
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第５章 実施プログラム 

 
経営理念の実現を目指し、6 つの経営戦略に基づく具体的な行動として、5 年間(平成 30 年度(2018

年度)～平成 34 年度(2022 年度))に実施する事業内容及び事業工程を「実施プログラム」として明ら

かにします。 

 

（１）協働と連携 

 
１－１ 新たな公共の醸成・支援事業の推進 

 

担当課 地域交流課、子ども支援課、

スポーツ課、マラソン課、学

芸課、漱石山房記念館担当

課、文化・学習課 

概要 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた、また同大会終了後における事業実施

にかかり、新たな公共の醸成と支援の機能を強化するため、既存の協働・連携事業の実効性を高めるとと

もに、新たな協働・連携の仕組みづくりを行う。 

例示）新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 

他自治体・他団体・企業などとの協働展示・協働イベントの企画・実施 

   地域スポーツ・文化協議会の自立的運営に向けた支援の充実 

   ボランティアの養成と活用 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度) 

工程 新たな事業手

法・仕組みづくり

の実施 

検証、改善 
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１－２ 団体の活動支援体制の強化 

 

担当課 全課 

概要 生涯学習団体やスポーツ団体、文化団体などの活動を支援する財団の役割が高まるなか、財団職員のコー

ディネーターとしてのノウハウ・スキルアップを図るほか、職員の誰もが地区担当・広聴担当として対応

する意識の向上や態勢を図るなど、財団の人的資源を最大限活用し、支援体制を充実する。 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度) 

工程 コーディネータ

ー養成講座への

参加 

財団研修の実施 

勉強会の開催 

    

 
１－３ 区との連携強化の仕組みづくり 担当課 全課 

 

概要 区のパートナーとして区施策の補完的機能を強化するため、区関係部署との間に協議機関などを置き、情

報・課題を共有するとともに、互いに事業を評価する機会を設ける。特に、補助事業や受託事業について

は、区との十分な協議を行い、次年度の予算編成に反映させる。また区と連携して、避難所・帰宅困難者

対策（案内表示、多言語表示、要領見直しなど）を充実させる。 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度) 

工程 協議機関などの

設置 

定期的会議の開

催 

次年度予算への

反映 

検証、改善 
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１－４ 共生社会の推進 担当課 全課 

 

概要 障がいの有無、年齢、国籍などにかかわりなく誰もが共に参加できる事業を推進する。 

(1)事業の実施のために、関係団体との連携や、施設やサービスの改善を行う。 

 例示）地域スポーツ・文化事業 

コミュニティスポーツ大会 

障がい者支援事業 

新宿青年教室 

(2)事業間の連携をとるために全課が参画するプロジェクトチーム（ＰＴ）を設置する。 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度) 

工程(1) 既存事業の見直

しによる推進事

業の実施 

新規事業の企画

および関係団体

との連携 

次年度予算への

反映 

検証、改善 

 

 

 

 

 

新規事業の 

実施 

   

工程(2) 全課参画型 PT の

設置による新規

プロジェクトの

企画・予算化 

検証、改善 

新規プロジェクト

の実施・検証 

次年度予算化 
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（２）事業の再構築 

 

２－１ 事業の再構築 担当課 全課 

 

概要 財団の使命を踏まえ、PDCA サイクルに基づき事業の点検・評価を行い、再編、整理、実施手法の見直

しなどを行い、効果的・効率的な事業運営を行う。 

＜事業の点検・評価の主な視点＞ 

・事業の必要性（公益性・類似事業の有無など） ・事業の効率性 ・事業領域の妥当性 

・費用対効果の検証 ・指定管理事業の妥当性  

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度) 

工程 再編、整理、手法

見直し 

検証、改善 

  

 

 

  

 
２－２ 

 

財団の強みと主体性を発揮する提案型事業の展開 担当課 全課 

概要 事業の再構築と併せ、財団の特長や強み及び主体性を発揮するとともに、財団の収益を最も効果的に区民

還元する視点から、補助事業や自主事業について、今後、提案型の事業を積極的に展開する。また、自主

事業については、その財源の計画的な使途方針を定め、その方針のもとで事業を展開する。 

例示）スポーツ施設の利用・利便性の拡充 

新宿シティハーフマラソンの拡充 

人材ネット（ボランティア活用の拡大、登録者増）の拡充 

歴史文化（特に新宿らしさ）の発信と施設間回遊性の向上 

多言語表示の充実 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度) 

工程 あり方・方針に基

づく事業の展開 

検証、改善 
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（３）経営基盤の強化 

３－１ 事業料収入増による収益アップ 担当課 全課 

 

概要 公益法人会計基準の枠組みに留意しながら、受益者負担の適正化や付加価値の追加による参加料の見直し

により、事業料収入の増加を図る。参加者数について、事業内容や実施状況に応じて参加者数の増加や、

利用者満足度の観点から事業実施方法の見直しなどにより参加者数の適正化を図る。 

(1)講座や主催公演などの参加料について、原価計算やマーケット分析などを行い、受益者負担の適正化

を図ると共に、付加価値を追加した事業を提供し、参加料の見直しを図る。 

(2)事業内容や実施状況に応じて参加者数の増加や、利用者満足度の観点からの事業実施方法の見直し 

などにより参加者数の適正化を図る。 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度)

工程(1) 

受益者負担

の適正化/ 

付加価値事

業の提供 

参加料などの改定 

付加価値のあるイ 

ベントなどの提供 

検証・改善 

 

 

 

 

   

工程(2) 

参加者数の

増加・適正

化 

事業実施方法の見 

直し 

検証・改善 

  

 

 

  

 
３－２ 施設サービスの充実と効果的運用による収益アッ

プ 

担当課 スポーツ課、学芸課、漱石山

房記念館担当課、文化・学習

課 

概要 施設利用の弾力的運用、見直しや新たな附帯設備などの整備と既存の附帯設備などの更新を行い、柔軟で

きめ細かい利用者サービスを提供するとともに、収益アップを図る。 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度)

工程 施設利用の弾力的

運用の検討 

区との協議 

附帯設備などの整

備、更新 

検証・改善 

 

 

 

 

   



 

31 
 

 

３－３ 区民・民間企業などからの寄付などの拡大 担当課 全課 

 

概要 区民や民間企業、ＮＰＯ法人などの地域の多様な主体との協働・連携のもとで、寄付金、パートナーシッ

プ、スポンサー（協賛金）、広告収入、区以外からの補助金などによる財源の拡大を図る。 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度)

工程 寄付金、パートナ

ーシップ、スポン

サー、広告収入拡

大の実施 

 

 

検証・改善 

 

 

 

 

協賛、寄付金のあ

り方の検討 

   

 

３－４ 資産運用方針・手法の検討 担当課 経営課 

 

概要 財団の特定資産や固定資産について、最も効果的な区民還元のあり方や財政基盤の適正化の視点から区と

の協議を踏まえつつ、資産運用の方針や手法などについて検討する。 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度)

工程 調査・検討 

 

区との協議 
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３－５ 業務の標準化及び事務費、管理費などのコスト削減 担当課 全課 

 

概要 業務分析を行い、業務のマニュアル化や研修による業務の標準化と効率化を図る。また、コストの可視化、

省エネや契約の見直しなどのコスト削減活動を実施し、コスト意識の定着と事務費、管理費などのコスト

削減を行う。 

(1)業務分析を行い、業務のマニュアル化、研修会を実施する 

(2)コスト削減意識を定着させ、コスト削減活動を推進する 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度)

工程(1) 

業務標準化 

業務マニュアルの

作成、研修会実施 

事務分担の適正化 

検証・改善 

業務の標準化 

 

   

工程(2) 

コスト削減

活動 

コストの可視化 

省エネの実施 

事務費の見直し 

契約（調達）の見

直し 

検証・改善 

 

 

    コストの削減

   

 
３－６ 次期指定管理者選定に向けた対策 担当課 スポーツ課、学芸課、漱石山

房記念館担当課、文化・学習

課、経営課 

概要 平成 33 年度(2021 年度)からの次期指定管理事業計画の策定に向け、施設にかかる区の方針を考慮にい

れながら、計画的かつ戦略的に対策を講じる。 

＜主な業務＞ 

① 施設にかかる区の方針の確認 

② 戦略（方針、全体スキーム、費用の目標設定など）の策定 

③ 類似団体及び民間指定管理者調査、施設調査 

④ 方針などのための手法の策定 

⑤ 事業計画の策定 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度)

工程 ①区の方針確認 

②戦略の策定 

③類似団体など調

査 

④手法の策定 

 

 

 

 

⑤事業計画の策定

 

 

 

 

  （上半期まで）

指定管理者の指定  
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（４）組織体制の強化 

 
４－１ 組織体制の検証 担当課 全課 

 

概要 組織体制の検証、各課の所掌事務などによる体制の見直しの検討を行うとともに、生産性向上と事業執行

に必要な人員体制の維持による人件費コストの適正配分を図る。 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度)

工程 現組織体制の検証 

 

計画的な採用 

    

 

４－２ 人事給与制度の検証 担当課 経営課 

 

概要 平成 29 年度に適用となった新人事給与制度について、その主旨に則った運営により定着を図ると共に、

外的要因の変化などとあわせ、その検証を行う。 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度)

工程 新人事給与制度の

運営、検証 

外的要因の把握 

検証・改善 

 

 

 

 

検証   
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４－３ 経営管理機能の強化 担当課 (1)～(5)経営課 

(6)全課 

概要 公益財団法人としての適切な運営や、財団の信頼性を高め、説明責任を果たすため、組織のガバナンスや

コンプライアンス、ディスクロージャーなど経営管理機能を強化する。 

(1)企画・調整部門及び経理・財務・法務部門（機能）の強化を図る 

(2)広報、広聴機能の強化を図る  

(3)権限移譲を実施する（職位に応じた権限と責任の見直し） 

(4)諸規程を整備、事務管理にかかるシステムを検討する 

(5)経営計画のローリング、次期経営計画の策定 

(6)危機管理の向上 

  例示）施設などの巡回・点検の充実 

     避難所・帰宅困難者対策の充実 

     職員の各管理資格の取得増 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度)

工程(1) 

企画・調整

部門などの

強化 

企画・調整、経理・ 

財務・法務部門の

整備 

検証・改善 

    

工程(2) 

広報・広聴

機能の強化 

広報・広聴機能の

強化 

検証・改善 

    

工程(3) 

権限の委譲 

職位に応じた権限

と責任の見直し 

 

 

   

工程(4) 

諸規程整備 

規程・規則などの

見直し 

  

 

  

工程(5) 

経営計画 

経営計画のローリ

ング 

  次期経営計画の検

討 

次期経営計画の策

定 

工程(6) 

危機管理の

向上 

危機管理意識・能

力の強化 

検証・改善 
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（５）事業現場の改善 

 
５－１ 情報共有と職員提案の活性化 担当課 全課 

 

概要 課内、チーム内など多様なミーティングを定期的に行い、コミュニケーション不足を解消する。また、

課を超えた横断的 PT の組織的な機能の強化を図り、職員のモチベーションアップによる職場改善を進

める。 

(1) 課内・チーム内の定例ミーティングの活性化を図る 

シフト職場における情報共有のための新たな仕組みの検討 

(2)効率的な PT の運用を行う 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度)

工程(1) 

コミュニケ

ーションの

活性化 

課内・チーム内の定

例ミーティングの

開催 

シフト職場におけ

る情報共有のため

の仕組みの検討 

検証・改善 

 

 

 

 

 

 

  

工程(2) 

PT の効果

的な運用な

ど 

効果的な PT の運営

検証・改善 

  

 

 

  

 

５－２ 利用者サービスの向上 担当課 全課 

 

概要 事業（サービス）の質を向上させるため、利用者などの視点から、潜在的な意識、事業に対するニーズ

を把握し、サービス提供者として、区民起点の業務を推進する。 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度)

工程 区民起点のPDCA

の実施 

検証・改善 
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（６）人材力の強化 

６－１ 人材力の強化 担当課 全課 

 

概要 

 

新人事給与制度の施行により、ライン職は、職位に応じた能力の発揮が求められる。スタッフ職は、有

期雇用から無期雇用となったことによる職責に応えるマインドの醸成や職務区分が明確化されたことに

よる専門性や調整力の向上が求められる。この状況において、平成 28 年度に策定された人材育成基本

計画のもと年度毎の研修計画を策定し、計画に沿った人材育成を行う。 

(1)ヒヤリ・ハット＆にやり・ほっと事例集の活用や職務を通じて指導による効果的な職場内研修(OJT)

を行う 

(2)専門能力、調整能力、職位別など、各職員の必要に応じた効果的な職場外研修を行う 

例示）職員の職務に応じた資格取得の推奨 

(3)職員像で示した能力の習得の推進 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度)

工程(1) 

効果的な

OJT 実施 

事例集の活用 

職務を通じての指

導 

検証・改善 

  

人材育成計画のロ

ーリング 検証・改善 

工程(2) 

効果的な

職場外研

修実施 

研修内容の決定 

研修の実施 

検証・改善 

  

人材育成計画のロ

ーリング 検証・改善 

工程(3) 

職員像で

示した能

力の習得

の推進 

制度・計画・具体

的手法の検証・改

善 

  

人材育成計画のロ

ーリング 検証・改善 

 
６－２ 

 

目標管理制度の再構築 担当課 経営課 

 

概要 目標管理制度の運用にあたり、職員が職位に応じた適切な目標を設定できるようする。あわせて、目標

管理制度について、職務の進行管理と人事評価との連動の他、職員の長所や改善点を踏まえた所属長の

指導助言への活用を目的とすることを明確化した人材育成型の制度に再構築する。 

実施年度 30 年度(2018 年度) 31 年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度) 33 年度(2021 年度) 34 年度(2022 年度)

工程 目標管理研修の実

施 

目標管理票と人事

評価表の関係整理 

 

 

 

 

検証・改善 
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第６章 実現に向けて 

 
（１） 計画の進捗管理 

実施プログラムに示されている事業を着実に実行に移すことにより、経営理念で示す「区民の暮ら

しに『あったらいいもの』と『なくてはならないもの』を創造し、豊かで活力ある未来を築く、区民

の信頼に応えるベストパートナー｣に近づくことができます。 

実施プログラムでは 5 年間(平成 30 年度(2018 年度)～平成 34 年度(2022 年度))の事業工程を明

らかにしていますが、経営理念の実現のために、実効性を確実にする必要があります。 

このため、実施プログラムに明記されている事業の進行管理を的確に行うため、推進組織などを設

置し、事業実施の責任と権限を明らかにしていきます。 

また、実施プログラムの進捗状況や財団を取り巻く状況の変化に応じて、適宜、実施プログラムの

内容や工程について適切な見直しを行います。 

 

（２） 協働と連携の更なる推進 

経営理念や経営戦略で示されている通り、区とのパートナーシップとともに、区民のほか、民間企

業、NPO 法人などの多様な主体との協働と連携は、財団経営の根幹を成すものです。財団の強みとし

ても、「区との連携の強さ」「地域との結びつきの強さ」が挙げられています。この強みを最大限に活

かすとともに、民間企業や NPO 法人など、協働と連携が相対的に遅れているセクターとの関係性を強

化することも、財団の活動を活発にさせる上で重要といえます。 

 

ア 多様な主体とのパートナーシップの確立 

そのため、当財団の多様な主体とのネットワーク(関係性)について、その実態を把握・認識すると

ともに、それぞれの主体とのパートナーシップの確立のもとで、財団が区民などのために行う各種

事業を効率的、効果的に実施します。 

 

イ 区と連携の強化と協議の実施 

これまでも、財団は、区の信頼できるパートナーとして、区の施策・事業を補完する役割を果た

してきました。今後も、区民の身近な存在としての財団の強みを活かして、区に対して積極的に事

業提案を行います。このため、区との連携を強化し、情報や課題の共有のもと、財団の事業実施や

制度改正にあたっては、区との十分な協議を踏まえながら進めます。 
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