
世田谷区政策検証委員会 
（第２回） 
次 第 

平成２２年６月１９日 
午 前 １ ０ 時  開 会 
世田谷区議会大会議室 

 

 

１． 開会 

 

２． 視点１「行政と民間の役割分担について」の検証 

 

３． 休憩 

 

４． 視点２「サービス提供体制について（外郭団体との連携）」の検証 

 

５． その他（日程確認等） 



世田谷区政策検証委員会 
（第３回） 
次 第 

平成２２年６月２０日 
午 前 １ ０ 時  開 会 
世田谷区議会大会議室 

 

 

１． 開会 

 

２． 視点３「受益と負担について」の検証 

 

３． 休憩 

 

４． 第 2 回・第 3 回のまとめ 

 

５． その他（日程確認等） 

 



世田谷区政策検証委員会（第2回、3回）資料 

素材事業 

 

【視点1】行政と民間の役割分担について 

○素材：生涯学習に係る施策 

素材事業 

・ 池之上青少年会館・青年の家           ・・・・・・・  １ 

・ 世田谷市民大学                 ・・・・・・・  ３ 

・ 世田谷区の生涯学習施策と区内大学の生涯学習講座の例・・・・・・  ６ 

 

【視点２】サービス提供体制のあり方について（外郭団体との連携） 

○素材：世田谷区の外郭団体 

素材事業 

・ 世田谷区の外郭団体概要            ・・・・・・・   ８  

・ 外郭団体一覧表                ・・・・・・・   １２ 

・ 世田谷サービス公社              ・・・・・・・   １３ 

・ 世田谷区社会福祉事業団            ・・・・・・・   １７ 

 

【視点３】受益と負担について 

○素材：健康づくり施策 

素材事業 

・ がん検診                   ・・・・・・・  ２１ 

・ 子ども医療費助成               ・・・・・・・  ２５ 

・ がん検診一覧                 ・・・・・・・  ２７ 



【視点１】素材事業説明資料(池之上青少年会館、青年の家) 

事業名 池之上青少年会館、青年の家 

担当部課名 教育政策部 生涯学習・地域・学校連携課 

ねらい・概要 
・学習や体験活動などを通して青少年の健全な育成を図る 

(青少年会館：日帰り型施設 青年の家：宿泊可能な施設､まちかど図書室併設)

根拠法令お

よび義務性 

・社会教育法（法第5条第4号 市町村教育委員会の事務。必要に応じ予算の範囲で行う）

・世田谷区立池之上青少年会館条例、世田谷区青年の家条例、各施行規則 

対象 ・青少年（小学生～25歳まで）、青少年団体、青少年育成者団体、一般団体 

事

業

内

容 

事業の仕組

み、手法等 

(1)青少年会館 区･青少年自らの企画運営により地域の学校と連携し事業実施 

維持運営：区直営(地元団体で構成する協議会に業務委託) 

(2)青年の家  青年の家施設を拠点として、区の直営により事業を実施 

維持運営：区直営(株式会社世田谷サービス公社に業務委託) 

事業開始年度 青少年会館 昭和 54年度  青年の家 昭和38年度 

経緯 

(制度の変更等) 

昭和 38年度 青年の家 開設 

昭和 54年度 池之上青少年会館 開設 

平成 14年度 青年の家 業務委託化 

他自治体の状況 

都内２３区：墨田・江東・目黒・大田・渋谷・杉並・練馬・足立 

都内市町村：昭島・調布・町田

政令市等 ：横浜・川崎・千葉・さいたま・相模原

その他  ：東京都                 下線：宿泊施設あり

成果目標 

（定性的目標ま

たは、定量的目

標） 

各館の特徴を生かした事業の実施 

(1)青少年会館 中高生対象事業の充実、地域・学校連携事業の強化 

(2)青年の家  野外体験や集団宿泊体験の場の提供、 

施設を拠点としたリーダー活動を通じた青少年の健全育成 

過去３ヵ年の事

業実績等 

 

(1)青少年会館 

・青少年団体・青少年育成団体の利用が全体の約30％を占め、他の公共施設で

の利用が少ない中高生や大学生の利用が多い。 

（例）団体登録状況 青少年団体 43、青少年育成団体 4、一般団体 78団体 

・青少年自らの企画運営により、地域の学校と連携した事業を実施している。
  (例）青年文化祭      参加団体 約 20団体(近隣都立高校生も参加) 

ダンスフェスティバル 実行委員・出演者 約 230人 

利用者数 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 

個人利用 46,307 人 42,883 人 40,538 人

団体利用 23,505 人 27,068 人 25,144 人

合 計 69,812 人 69,951 人 65,682 人

(2)青年の家 

・中学生から25歳までの青年が参加するリーダー研修をはじめ、異年齢交流や

野外・宿泊行事などの体験・学習活動を、年間を通じて実施している。 

・青年の家リーダー会を中心に、子どもサマースクール、スプリングスクール

やこども祭などの企画・運営を行っている。 

利用者数 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 

個人利用等 11,974 人 11,383 人 11,350 人

団体(日帰り) 208 団体 4,937 人 204 団体 4,294 人 193 団体 4,003 人

団体(宿泊) 101 団体 1,996 人 90団体 1,633 人 78 団体 1,419 人

合 計 18,907 人 17,310 人 16,772 人
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【視点１】素材事業説明資料(池之上青少年会館、青年の家) 

事業費の推

移 

 

財源内訳(千円) 

特定財源 

年度 決算額 

（千円）

国・都支出

金 

利用者負担

分 

その他特定

財源 

一般財源 

平成 21

年度 

青少年会館 17,940

青年の家  34,678

0

0

933

1,052

0 

0 

17,007

33,626

平成 20

年度 

青少年会館 17,916

青年の家  35,287

0

0

708

990

0 

0 

17,208

34,297

平成 19

年度 

青少年会館 20,222

青年の家  35,695

0

0

621

974

0 

0 

19,601

34,721

（21年度決算額は、確定前の参考数値）

事

業

費 

事業費の内

訳 

(1)池之上青少年会館 維持運営：16,605 千円 (うち協議会業務委託費：5,868千円) 

各種講座： 1,335 千円 

(2)青年の家     維持運営：33,804 千円 (うち公社業務委託費： 28,687千円) 

行事  ：  874 千円 

  (いずれも平成21年度、参考数値）

事業実績に

対する評価 

(1)青少年会館 

・中高生、大学生など青年層の活動やニーズに応える施設として機能している。

・青少年自らの企画運営による事業を実施し、青少年の自己実現の場としての

役割を果たしている。 

(2)青年の家 

・国分寺崖線、等々力渓谷、多摩川、野毛大塚古墳などの貴重な自然や歴史的

環境に恵まれた地域で、区内唯一の宿泊型青少年施設の特徴を生かした野外

体験や集団宿泊体験の場を提供している。 

・施設を拠点とするリーダー活動を通じて、青少年の健全育成に寄与している。

事

業

評

価 
課題・今後の

方向性 

・児童館が、子どもの健全な遊びを通じて健康を増進し情操を豊かにすること

を目的とした児童福祉法に基づく施設であるのに対し、青少年会館及び青年

の家は、社会教育法に基づき教育や体験活動の場として位置づけられている。

・学習や体験活動等を通して、青少年、特に中高生の利用促進を図り、従前の

施設機能の充実を図るとともに、家庭教育や異世代交流、地域活動への支援

などの機能を併せ持つ施設としていく必要がある。 

(1)青少年会館 

・当初、地元で児童館誘致の運動があり、その後地域の団体や青少年が利用で

きる施設として、青少年会館を開設した経緯がある。 

・こうした経緯を踏まえ、開館当初から、区で初の協議会方式により地域住民

に受付業務等を担っていただいており、地域団体とも密接に連携して青少年

に対するきめ細かな指導、効率的な運営が行われている。 その他特記事項 

(2)青年の家 

・施設の老朽化もあり、青年の家と野毛図書室の合築により施設整備を進める

こととなり、当初計画では平成22年度に実施設計を予定していたが、公共施

設整備の緊急見直し方針により、整備計画を２年先送りとしている。 
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【視点１】素材事業説明資料(市民大学) 
 
事業名 世田谷市民大学 

担当部課名 生活文化部 文化・国際課 

ねらい・概要 

区民の高度な学習意欲に応え、現代社会の諸問題に対する確かなものの見方

を培うとともに、市民自治の担い手として活動しうる人材を育てることを目的

とする。 

根拠法令お

よび義務性 

なし 

対象 18歳以上の区内在住・在勤・在学者 

事

業

内

容 

事業の仕組

み、手法等 

・運営形態：区の直営 

・運営組織：区長の委嘱を受けた運営委員により運営委員会を組織し、講師の

選定やカリキュラムの決定などに関わる。 

・学習方式：２年間かけて学ぶゼミナールを中心に、政治・社会・人間・経済

に関連した幅広いテーマや地域社会に密着した問題を取り上げ、

講座を実施している。 

事業開始年度 昭和 56年（1981 年） 

経緯 

(制度の変更等) 

受講料の改定（平成17年度）：利用者負担の適正化を図るため 

・1年次ゼミ（年24回）     30,000 円 → 40,000 円 

・2年次ゼミ（年24回）     20,000 円 → 28,000 円 

・昼間講座（1講座 12回）    5,000 円 →  6,000 円 

・夜間講座（1講座 06回）      5,000 円 →  6,000 円 

・少人数特別講座（1講座 12回） 5,000 円 →  6,000 円 

   ※18年度から（1講座 6回）変更 → 4,000 円に設定 

他自治体の状況 

都内２３区：杉並区、江戸川区、荒川区、葛飾区、中央区 

都内市町村：立川市 

政令市等 ：  

その他  ： 

成果目標 

（定性的目標ま

たは、定量的目

標） 

 

より多くの幅広い世代の区民に受講してもらえるよう、質が高く、多種多様

な講座を提供する。 

過去３ヵ年の事

業実績等 

 

 

 別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－3－ 



【視点１】素材事業説明資料(市民大学) 
 

事業費の推

移 

 

財源内訳(千円) 

特定財源 

年度 決算額 

（千円）

国・都支出

金 

利用者負担

分 

その他特定

財源 

 

一般財源 

平成 21

年度 

30,131 0 12,624 0 17,507 

平成 20

年度 

29,948  0 14,148  0 15,800  

平成 19

年度 

31,976  0 13,424  0 18,552  

（21年度決算額は、確定前の参考数値）

事

業

費 

事業費の内

訳 

平成 20年度決算額内訳（千円） 

 報 酬 3,677  報償費 23,088  使用料及賃借料  63 

 共済費   959  需用費  1,480  備品購入費   425 

 賃 金  127  委託料   129 

事業実績に

対する評価 

 

・世田谷市民大学 1 か所で、学界の第一線で活躍している学者による質の高い

講義を受講することができている。 

・区民の多様な学習意欲に応えるための多種多様な講座を提供できている。 

・単に専門知識や教養を学ぶのではなく、講師と受講生が一緒になり、市民自

治について体系的に学習している。 

 

事

業

評

価 

課題・今後の

方向性 

・平日の日中に行われる講義が中心のため、仕事や子育てをしている世代の受

講が少ない。 

・再受講を可としているなかで、新たな受講生の確保に向けての取り組みが必

要である。 

・受講生が、どこまで市民自治の担い手として地域で活動されているのか把握

する必要がある。 

その他特記事項 

 

・世田谷市民大学は、身近な生活系の講座やカルチャースクールとは違い、政

治・社会・人間・経済といったレベルの高い内容で、ゼミナール（少人数で、

講師の指導の下に受講生が自主的に討論や研究を進める学習の場）中心の学

習体系をつくり、30年に渡って質の高い学習機関として運営している。 

・長期間運営してこられたのも、世田谷市民大学の趣旨に賛同された多くの学

者の協力があるからであり、また、市民について講師と一緒に考え一緒に学

ぶという世田谷市民大学が区民から支持を得ているからである。 

・地域社会が希薄になりつつある近年において、みんなで市民を考えようとい

う世田谷市民大学の理念は、これからますます必要とされるものと言える。
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【視点１】素材事業説明資料(市民大学) 
 

【別紙】 

　＜市民大学の受講者数の推移＞
【単位:人】

１９年度 ２０年度 ２１年度
2007 2008 2009

1年次 25 48 29
2年次 36 32 44
1年次 15 22 38

ゼミナール 2年次 - -
1年次 29 29 -
2年次 13 50 20
1年次 11 32 32
2年次 15 24 27

144 237 212
1時限 154 99 118
2時限 150 91 119
1時限 41 53 46
2時限 54 62 52
1時限 104 65 144
2時限 167 112 120

聴講 1時限 88 102 64
(ゼミ生含む） 2時限 113 81 57

871 665 720
1時限 131 121 61
2時限 157 116 107
1時限 59 29 18
2時限 56 34 29
1時限 92 73 82
2時限 102 57 85
1時限 83 50 116
2時限 70 69 128

10 5
79 75

750 638 706
1,621 1,303 1,426

21 64 32
26 - -
- -
- -

夜間講座 47 64 32
31 27 30
- 104
- -
- -

31 131 30
78 195 62
- 43 3

少人数 - -
特別講座 0 43 3

19 - 17
- -

19 0 17
19 43 48

サマーフォーラム 265 689 245
41 103 220

公開講座 183 101 118
68 111 140

292 315 478
総計 2,419 2,782 2,471

3
計

前後期・計
計
1
2

後期
1
2
計

前後期・計

前期
1
2
計

後期

1
2
3
4
計

前後期・計

前期

1
2
3
4
計

後期

政治

社会

人間

経済

二年次
ゼミ生

計

経済

計

前期

政治

社会

人間

経済

計

22

-
-

-
-
-

1
-
1

-

政治

社会

人間
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【視点１】世田谷区の生涯学習施策と区内大学の生涯学習講座の事例 

生涯学習支援事業（各総合支所地域振興課） 世田谷市民大学（生活文化部文化・国際課） 世田谷区生涯大学（地域福祉部生涯現役推進課） 
■受講料等   無料～数千円程度 

■主な実施会場 区公共施設等 

■定員等    １０数名～６０名程度 

■受講料等   ４，０００円～４０，０００円 

■主な実施会場 世田谷都税事務所２階 

■定員等    ゼミ生２５名程度～聴講生１２０名程度 

■受講料等   年間１２，０００円 

■主な実施会場 世田谷区立老人会館 

■定員等    各コース３０名×２学年 

【区民講座】(平成２０年度実施実績) 

（世田谷地域） 

○道を究める 

○からだもこころもウキウキ講座 区民企画 

○江戸塾 江戸に学ぶ 

（北沢地域） 

○世田谷歳時記・春夏秋冬 

○地球温暖化を考える 区民企画 

○音を知る、音を楽しむ 区民企画 

○今日から私もエコ生活～食卓から考える地球環境～ 

（玉川地域） 

○大人だって悩む～若者とのビミョーな関係 区民企画 

○大山道～今と昔 

○続・温故知新～江戸時代から見えてくるもの 

（砧地域） 

○世田谷の昔を知る 

○学びの楽しさを知る 区民企画 

○タイ・カンボジア講座 

○脳活性化の生活塾 

（烏山地域） 

○千歳村郷土史講座「歩いて学ぶ郷土史講座」 

○私たちの健康を守るみどり 

○身近なみどり再発見 

 

【生涯学習セミナー】(平成２０年度実施実績) 

（世田谷地域） 

「100 点満点笑顔でスタート」ほか 15 回 

（北沢地域） 

「脳を活き活き活性化」（講義）ほか 14 回 

(玉川地域) 

「出会い・ふれあい・学びあい」（講義） ほか 13 回 

（砧地域） 

世田谷の歴史 ほか 14 回 

（烏山地域） 

烏山地域の歴史 ほか 14 回 

２０１０年度（平成２２年度）ゼミ・講義 ※ゼミは２年間 

【政治コース】 

○韓国・朝鮮半島の視点から日本・東アジアを考える。 

○「瓦解」と「御一新」の明治初期政治思想 

○議会制民主主義のいま 

○中国の民族問題・歴史と課題 

○１年次ゼミ 東アジア共同体への道のり 

○２年次ゼミ 危機と再生の市民政治～ヨーロッパと日本の都市経験 

【社会コース】 

○アジアの家族 

○「豊かさ」と「貧しさ」を問う～時代に抗う若者たち 

○音楽に響く若者像 

○恋愛・結婚の今とこれから 

○１年次ゼミ 若者たちの困難 

○２年次ゼミ 戦後史再考～自分史とアジア史の対話 

【人間コース】 

○百人一首の歴史学 

○辞書の世界～辞書万華鏡 

○人間観の基底～日本人における「個」の自立の可能性を考える 

○朝鮮半島の歴史 

○１年次ゼミ 小説で読むロシア社会と人間 

【経済コース】 

○年金制度の今後を考える～少子高齢化時代にどう対応するか？ 

○戦後日本経済史 

○グローバリゼーションの中の日本企業 

○市民教養としてのゲーム理論と行動経済学 

○１年次ゼミ 日本の環境問題 その歴史と現実 

○２年次ゼミ 不況の経済学 

【少人数特別講座】 

柳田國男と現代 

グローバルな水循環と世界の水問題 

【夜間講座】 

生物のデザインから人間社会を考える 

歌舞伎俳優論～女形編 

平成２２年度コース（３４期生） ※各コース２年 健康体育は全コース共通

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年度コース（３３期生） 

 

コース テーマ 講師 

現代社会のゆくえをともに考える～私

たちはどのような時代に生きているの

か 

現代社会論（社

会） 

東邦大学講師 

立松隆介氏 

社会福祉士 

日本福祉文化学会会員

加藤美枝氏 

福祉文化（福祉） 
福祉は幸せ…求めるから創るへ～自ら

の力を掘り起こそう 

街を知る、人を知る、自分が変わる～

世田谷の街を知り、快く住み続けるた

めの条件を一緒に考えましょう 

世田谷の街を知

る（生活） 

都市計画コンサルタント 

稲垣道子氏 

日本建築・美術

史（文化） 

日本の建築と美術の魅力～基礎知識

と観賞入門 

早稲田大学講師 

藤島幸彦氏 

文化庁文化審議会専門

委員 

入江宣子氏 

日本の祭と伝統

芸能（文化） 

多彩な祭と伝統ある音楽芸能～映像・

鑑賞・実演・見学で楽しむ 

健康体育（全コ

ース必修） 

元気で健やかに生きていくための体力

づくり 

世田谷区健康体操連盟

大江泰子氏・宮本博子氏

コース テーマ 講師 

社会と歴史（社

会） 

世界を広げる楽しい比較歴史社会学

～個人と社会と歴史の重層性とは？ 

放送大学講師 

島村賢一氏 

福祉学習・体験・

利用（福祉） 

福祉を学び実際に体験し利用方法を

知る～出会い・学びあい・張りあい 

社会福祉士 

山田宜廣氏 

健康生きがいづくりアドバ

イザー 

渡辺三千男氏 

生活文化（生活） 
サクセスフル・エイジングを目指して～

これからの生き方を一緒に考えましょう

読・書再体験（文

化） 

老いては、「ことば」～読んで、書いて、

声に出して 

エッセイスト 

漆田和代氏 

日本史・東京と

世田谷の歴史

（文化） 

日本史・東京都の歴史・世田谷地方の

歴史と文化を楽しく学習する 

世田谷区誌研究会会長

下山照夫氏 

健康体育（全コ

ース必修） 

元気で健やかに生きていくための体力

づくり 

世田谷区健康体操連盟

野崎初子氏・福田容子氏
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世田谷区の生涯学習施策と区内大学の生涯学習講座の事例 

東京農業大学 昭和女子大学 国士舘大学 駒澤大学 
■受講料等   3,000～21,000 円 ■受講料等   2,000～20,000 円 ■受講料等   5,000～25,000 円 ■受講料等   1,500～3,000 円 

■主な実施会場 東京農業大学 ■主な実施会場 昭和女子大学 ■主な実施会場 国士舘大学 ■主な実施会場 駒澤大学 

■定員等    10～100 名 ■定員等    10～30 名 ■定員等    15～50 名 ■定員等    50～200 名 
【暮らしと健康】 ３講座 【暮らしと健康】 ９講座 【暮らしと健康】 ３講座 【暮らしと健康】１６講座 

・植物画講座 ・ハッピーカラーセラピー ・word2007 をはじめよう ・健康づくり教室 

・フラワーアレンジメント ほか ・パワーウォーキング入門 ほか ・中高年からのストレッチ ほか ・見て・聴いて・学ぶ最新医療技術 

【食育】 ２講座 【つくって楽しむ】７講座   

・家庭で出来る食品加工  ・本みりんの底力 ・現代人の食から日本人の食へ ほか 
・香りの科学 ほか  

【食べて楽しむ】 ５講座 

・中国茶の魅力に出会う ・チーズ通になる ほか 

【植物】 ２講座 

・メディカルハーブの基礎講座  

【生活環境工学】１講座 【子育て】６講座   

・夢をはぐくむ子育て講座 ・子どもレゴ教室   

・脳科学から見た子育て ほか   

【検定】 ２講座 【検定】 １講座 【検定】 １講座  

・知的財産管理技能検定  ・eco 検定 ・食の検定受験対策講座 ・色彩検定３・２級  

 【語学】 ５講座 【語学】 ４講座  

・ビジネス英会話入門  ・フランス語入門 ほか ・英会話入門  ・中国語入門 

 【文学】 ５講座 【文学】 ４講座 【宗教】１８講座 

・源氏物語の女性をよむ ・漢詩作法入門 ・禅と生活  ・祈祷と葬祭 ほか 

・芭蕉「奥の細道」を中心に ほか ・古文書を読む ほか 【歴史】 ６講座 

【歴史】 ２講座 【書道】 ５講座 ・日光山の成立・展開と東照宮 

・江戸城と江戸 ほか ・名筆に学ぶ書道実技（漢字）（仮名） ほか ・姫路城―城をめぐる歴史と人々― ほか 

【その他】２講座 【教養】 １講座 

・みほとけと対話する  ・初めて書く小説 ・法律講座「企業と法」 

【造園】  ８講座  【武道】１０講座  

・柔道  ・剣道  ・空手道 ほか ・デザイナーたちが語る「ランドスケープ作品論」 

・都市におけるガーデニング ほか 
【環境学習】５講座 

・エゾシカ、エコロジカル体験ツアー 
・庭先からつくる環境と街並み ほか 
【生物学】 ３講座 

・不思議な生き物  ・目で見る生命現象 ほか 

【環境経済】１講座 

・新規就農 

【その他】 ３講座 

・家庭菜園のための野菜生産技術 
・園芸ボランティア  ・土壌管理の理論と実際 

世田谷区内に所在する大学のうち４大学の平成 21 年度公開講座情報をもとに世田谷区で作成（分類は便宜的なものであり、詳細は各大学の資料を参照） 
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【視点２】素材事業説明資料（世田谷区の外郭団体概要） 

１．世田谷区の外郭団体 

 

（１）世田谷区の外郭団体 

世田谷区では、「世田谷区外郭団体の指導調整事務要綱」において、区が資本金、基本

金その他これに準ずるものの４分の１以上を出資している団体及び継続的な財政支出を

行っている団体のうち、特に指導・調整をする必要のある団体として定めている団体を

「外郭団体」としている。 
  平成１８年度に団体の再編、統合を実施した結果、平成２１年４月現在、「一般社団法

人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づき一般社団法人及び一般財団

法人に位置づけられた財団法人、社団法人、会社法に基づく会社法人（株式会社）、その

他の団体等、１３の外郭団体がある。 
 
（２）区からの財政支援 

外郭団体は、区と連携しながら民間の人材や知識、資金等を活用することにより、区

民ニーズに即した多様な公的サービスを提供することを目的に設立されており、財団法

人等については、各団体の管理運営や公益的な事業の実施に対して、区から財政支援を

行っている。 
  補助金や委託料は区から財団法人等への支出の中心となるもので、委託料は区が各団

体に公益的事業の実施を委託し、その対価として支払う支出であり、補助金は各団体が

自主的に実施している公益的事業を育成、助成するために区から支出するものである。 
  団体ごとに実施する事業が異なることもあり、一概に適正な補助金収入割合を定める

ことは困難であるが、区では、団体ごとに補助金交付要綱等を定めるとともに、外郭団

体への財政支援基準を定め、団体事業の公益性に着目し、必要最小限の補助金を支給し

ている。 
 
（３）区職員の派遣 

外郭団体は独立した事業主体として自主的運営を行っているが、団体の事業には区の

施策と関係の深いものが多い。外郭団体に区職員を派遣することにより、団体としても

区の事業との緊密な連携を図ることができ、より効果的・効率的に目的を達成すること

が可能となることから、区では外郭団体からの要請に基づき、区職員の派遣を行ってい

る。 
区と、要請する団体との間では、給与その他の勤務条件等に関し、協定を締結してお

り、派遣職員の給与については、職員の給与に関する条例の規定を準用し、派遣先の団

体が支払っている。 
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（４）退職した区職員の雇用 

  外郭団体においては、区での経験や事業に関する専門知識を活用する観点から、退職

した区職員が、団体からの要請に基づき雇用されている。ただし、当該職員が外郭団体

を退職した際の退職金は支給されていない。 
  なお、区の幹部職員が退職後に外郭団体の常勤役員となっている状況は、次のとおり

である。この場合も、外郭団体を退職した際の退職金は支給されていない。 
  

常勤役員数       ９人

常勤役員平均報酬 5,649,933 円

※ 常勤役員とは、役員として報酬を得て、かつ役員専任で従事しているものを指す。 
※ 常勤役員平均報酬は、平成２０年４月１日～２１年３月３１日までに支払われた報酬額（旅

費、費用弁償を除く）を常勤役員数で除した数値を記載している。 
 
 
（５）外郭団体の職員の状況（固有職員） 

団体名 
職員数 

（人） 

職員平

均年齢 

職員平均年収 

（円） 

社会福祉協議会 62 41 6,212,237

シルバー人材センター 13 47 6,855,769

土地開発公社 ― ― ― 

多摩川緑地広場管理公社 4 63 3,803,462

社会福祉事業団 210 41 5,579,775

世田谷サービス公社 48 42 4,812,836

エフエム世田谷 5 50 5,222,000

世田谷川場ふるさと公社 29 39 5,410,912

せたがや文化財団 37 44 6,760,969

産業振興公社 5 43 6,766,711

保健センター 49 42 6,036,906

世田谷トラストまちづくり 17 43 7,036,326

スポーツ振興財団 14 32 4,848,213

 
※職員数は、平成２１年３月３１日時点の固有職員数を記載している。 
※職員平均年収は、平成２０年４月１日～２１年３月３１日までに固有職員に支払われた給料、

諸手当、期末・勤勉手当の総額を固有職員数で除した金額を記載している。 
※土地開発公社は、固有の職員を採用しておらず、区職員の兼務により運営している。 

※サービス公社は、契約職員も併せて記載している。 
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２．平成１７～２０年度の改善成果 

 
外郭団体の一層の活性化を図り、経営の改善・効率化を進めるために、区は、外郭団体

の今後の１０年間を見通し、区及び外郭団体が取り組むべき課題や方向性を示す「外郭団

体改善方針（平成１７年４月）」を策定した。 
この改善方針を踏まえ、各外郭団体は、取り組むべき課題を明確にした改善計画を策定

し、その取り組み実績を経営状況と合わせて、公表している。 

（１）区の主な取り組み 

①財政支援の見直し 
区は「外郭団体改善方針」に基づき、外郭団体に対する財政支援基準について見直し

を行い定額補助制度対象事業を精査し、管理経費補助の上限の徹底と補助率の逓減を図

ったが、２０年度当期支出に対する区からの委託料の構成比割合は、平成１８、１９年

度と比較すると低くなっている一方で、補助金の構成比割合は、平成１８、１９年度と

比較すると高くなっている。 

○当期支出に対する財源内訳                     （単位：千円） 
  平成 17 年 構成比 平成 18年度 構成比 平成 19 年度 構成比 平成 20 年 構成比

区からの委託 4,326,665 27.3% 4,412,549 26.3% 4,578,529 28.6% 4,374,224 27.8%

区からの補助 3,292,172 20.8% 3,440,363 20.5% 3,539,343 22.1% 3,521,587 22.4%

団体財源 8,205,784 51.9% 8,947,129 53.3% 7,880,638 49.3% 7,827,142 49.8%

総計 15,824,622 100.0% 16,800,040 100.0% 15,998,510 100.0% 15,722,953 100.0%

※財政支援基準で対象としている団体（補助金の対象団体）は、財団法人、社会福祉法人及び社団法人

の計８団体である。 

②人的支援の見直し 
区からの職員の派遣について、団体の指導調整上の必要性や、職員の人材育成などの

視点から検証を行った結果、平成２１年度当初は、区から団体へ８４名の職員派遣を行

い、平成１７年度当初と比較すると１０人の削減を行った。 

○人員の増減状況                          （単位：人） 
 平成１７

年度当初 
平成１８
年度当初

平成１９
年度当初

平成２０
年度当初

平成２１
年度当初 

17 年度対
21 年度比

役員数 194 172 174 174 168 △ 26

 うち常勤役員数 12 9 9 9 10 △ 2

常勤職員数（役員を除く） 610 589 575 567 580 △ 30

 うち固有職員数 495 477 468 462 471 △ 24

 うち区派遣職員数 94 94 89 87 84 △ 10

 うち区退職者数 19 16 19 15 15 △ 4

契約職員数 42 47 80 117 107 65

非常勤・嘱託等 1,456 1,738 1,371 1,288 1,306 △ 150

※土地開発公社については、固有の職員を採用しておらず、すべて区の職員の兼務により運営している

ため、役員数のみ掲載している。 
※株式会社の人員については、社員は「常勤職員」に、嘱託社員は「契約職員」に、臨時社員は「非常

勤・嘱託等」に計上している。 
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③外郭団体の統合・再編 
「外郭団体改善方針」に基づき、団体の存在意義、設立目的の達成状況や実績を検証

し、平成１８年度当初に以下の２団体の統合再編を実施した。 
（財）世田谷区産業振興公社の設立 
（財）世田谷トラストまちづくりの設立 

 
（２）外郭団体の主な取り組み 

①団体経営の透明性の向上 
平成１７年度からの個人情報保護法施行、区の個人情報保護条例改正施行に合わせ、

各団体の個人情報保護制度について、区の改正個人情報保護条例と整合を図り、平成

１７年度末までに整備した。 
また、各団体は団体のホームページを運営し、情報提供を行っており、決算状況等

の財務情報は９団体が公表している。 
今後も、「外郭団体改善方針に基づく取組みの方向性等について(平成２１年１月)」

に基づきホームページを活用した情報提供を進めていく。 
   

※２０年度までにホームページで決算状況等の情報を公表した団体 ９団体 
    せたがや文化財団、産業振興公社、保健センター、トラストまちづくり、 
    スポーツ振興財団、社会福祉事業団、社会福祉協議会、サービス公社、 

 ふるさと公社 
     シルバー人材センター、エフエム世田谷の２団体は２１年度より公表    
  
 
②障害者雇用に係る取組み 
障害者の雇用の促進等に関する法律や「外郭団体改善方針に基づく取組みの方向性

等について(平成２１年１月)」に基づき各外郭団体では障害者雇用に係る取組みを改善

計画の年次計画として位置付け具体的な取組みを進めていく。 
 
○障害者雇用実績のある団体 ５団体 

      
※２０年度までに障害者雇用を行った団体 ５団体 

     せたがや文化財団、保健センター、社会福祉事業団、社会福祉協議会、 
     サービス公社 
    ２３年度までに障害者雇用を検討  ５団体 
     トラストまちづくり、スポーツ振興財団、シルバー人材センター、エフエム

せたがや、ふるさと公社  
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外郭団体概要一覧 ※人員については平成２１年７月１日現在　　　　　　人員・財政状況

団　　　　体　　　　名 設立年月
基本財産

（株式会社は資
本金）

設置根拠 設立目的 主な事業 役員 評議員会（人） 平成20年度決算

（千円）
（区所管課）

区出資率

（人） （構成）

団体当期支出額
（株式会社は売上

高）

区からの収入・割合
（株式会社は経常利

益）

補助金
（株式会社は総資
本経常利益率）

委託料
（株式会社は自己資本

比率）

計 68
固有 58

理事２５ 派遣 5

監事３ OB 5
計 12
固有 11

理事２３ 派遣 0

監事２ OB 1

理事９
監事２

計 3 両区委託料合計 世田谷区
固有 1 33,307

理事7 派遣 0 大田区

監事2
OB 2 98.8% 44,964
計 235
固有 224

理事１１ 派遣 6

監事２
OB 5
計 36
固有 32

取締役７ 派遣 4

90% 監査役２ OB 0
計 5
固有 5

取締役４ 派遣 0

監査役２

OB 0
計 29
固有 29

取締役8 派遣 0

監査役2
OB 0
計 53
固有 36

理事１７ 派遣 14

監事２
OB 3
計 20
固有 5

理事１２ 派遣 13

監事２
OB 2
計 79
固有 50

理事１３ 派遣 28

監事２
OB 1
計 27
固有 17

理事１６ 派遣 7

監事２

OB 3
計 18
固有 13

理事１５ 派遣 4

監事２
OB 1

自然環境や歴史的・文化的環境を保全し
た美しい風景のあるまちの実現、安全に
安心して活き活きと住み続けられる共生
のまちの創出、居住環境を魅力的に守り
育む活動とコミュニティの形成に寄与す
る。

区民がスポーツ・レクリエーション活動を
通じて、心身ともに健康で豊かな生活を
送ることができる生涯スポーツ社会の形成
に寄与する。

心身ともに健やかに、自立した日常生活
を営むことができるよう、利用者の意向を
尊重した多様な福祉サービスを総合的に
提供することにより、区民福祉の向上に寄
与する。

世田谷区内の社会福祉事業その他の社
会福祉を目的とする事業の健全な発達と
区民の社会福祉活動の活性化により、地
域の福祉を推進する。

６０歳以上の高齢者区民が知識、経験、
技能等を活かし、就業を通じて社会参加
することにより「生きがい」を得て、地域社
会の活性化に寄与する。

多摩川河川敷について、広く一般区民の
スポーツ及び憩いの場に供するために適
切に管理し、もって区民の健康増進に寄
与する。

公共用地又は公用地等の取得、管理及
び処分等を行うことにより、地域の秩序あ
る整備と区民の福祉の増進に寄与する。

区民健康村施設の維持管理、運営、給食
提供並びに食堂、土産品販売の経営等
健康村事業に関連する諸事業を統括し、
地域振興に寄与する。

世田谷区において幅広い文化事業を展
開するとともに、区民の多様な文化創造
活動、市民活動・交流活動を支援し、地
域文化の振興と心豊かな地域社会の形
成に寄与する。

中小企業の経営の安定と発展のため、中
小企業への支援及び従業員等への勤労
者福祉事業を行い、活力ある地域社会の
実現に寄与する。

保健センター・総合福祉センターの維持管理運営、が
ん検診、健康増進事業、機能訓練事業、保険診療に
よる検査事業、住宅改造アドバイザー派遣、介護予防
教室、介護保険事業　等

健康審査、健康相談・指導・教育等によ
り、疾病予防の強化、健康の推進、医療
水準の向上、公衆衛生思想の高揚を図
り、住民福祉の向上に寄与する｡

大田区との共
同設置による
任意団体

公有地拡大
推進法上の
団体

世田谷区の地方公社として、区と密接な
連携を取りながら企業活動を展開し、地
域社会の発展と区民福祉の向上に寄与
する。

地域に密着した情報を提供することによ
り、地域経済の活性化や地域保健福祉の
向上、コミュニティ意識の高揚など、地域
振興に寄与する。また災害発生時、避難
場所や正確な情報を提供するなど災害
対策を行う。

会社法上の
株式会社

会社法上の
株式会社

一般社団法
人及び一般
財団法人に
関する法律
上の財団

一般社団法
人及び一般
財団法人に
関する法律
上の財団

コミュニティ放送事業、催事情報の提供、催事の企画
運営、番組制作、区スポットCM制作、防災・災害情報
の提供

区民健康村施設維持管理運営、川場村てんぐ山公
園・森の学校管理、移動教室運営、友好の森・和紙
造形大学運営、バス運行、売店経営、食事提供業務

文化生活情報センター・美術館・文学館維持管理運
営、展覧会、公演等の企画運営、教育普及事業、国
際交流事業、市民の自主的な文化活動の支援、市民
活動の支援、物品・飲食物販売、小学校連合行事

起業・創業支援事業（セミナー、イベント）、商店街等
へのアドバイザー派遣事業、世田谷ブランドの新たな
発信事業、地域産業の交流促進事業、環境認証活
用促進事業、勤労者福祉事業　等

一般社団法
人及び一般
財団法人に
関する法律
上の財団

　　２２
　　（区議６、学経１３、区民３）

　　１２
　　（区議４、各種団体３、産業界３、
　　組合１、区職員１）

18

15

　　１９
　　（区議６、学経５、
　　各種団体代表８）

　　１９
　　（区議５、学経３、区民１、
　　産業界２、三師会５、区職員３）

　　１７
　　（区議６、学経４、区民５、
　　各種団体代表２）

自然環境や樹林地の保全、トラスト運動の普及啓発、
トラストボランティアの育成、まちづくりコーディネ－
ター養成事業、区営住宅等管理、せたがやの家事
業、駐車場事業、住まいづくりに関する相談機能の充
実　等

総合運動場・二子玉川緑地広場・温水プール等の維
持管理運営、スポーツ・レクリエーション事業。普及啓
発事業、団体育成事業

75%

－

－

一般社団法
人及び一般
財団法人に
関する法律
上の財団

一般社団法
人及び一般
財団法人に
関する法律
上の財団

9

9

6

4億4千5百万円

１億２千万円

社会福祉法
上の社会福
祉法人

会社法上の
株式会社

多摩川河川敷の緑地・広場の維持管理、施設利用者
への運動用具の貸し出し

特養ホーム・パルメゾン上北沢・新樹苑等維持管理、
居宅介護支援事業、配食サービス、居宅介護等事業
（老人・身体障害者・知的障害者・児童）、デイサービ
スセンター、訪問看護、ホームヘルパー２級研修

公共施設維持管理運営、駐車場事業、飲食事業
（ル・ジャルダン、スカイキャロット、ルソー弦巻）、コン
ピューター事業、物販事業（世田谷・羽根木公園売
店、自販機等）

28

25
－

11

社会福祉法
上の社会福
祉法人

高年齢者等
の雇用の安
定等に関す
る法律上の
団体

厚生会館･老人会館・ふじみ荘・成年後見支援セン
ターの管理運営、生涯大学運営、配食サービス、地
域支えあい活動、ふれあいサービス事業、ふれあい
子育て事業、福祉サービス利用援助、福祉喫茶

自転車等駐車場管理、公園維持管理、その他区から
受託する公共施設管理、小中学生向け学習教室、陶
芸教室、パソコン教室、家事援助サービス、植木剪
定、除草・清掃等

世田谷区からの取得依頼に基づく事業用地の先行取
得、東京外かく環状道路における生活救済制度によ
る用地取得

平成１８
年
４月

100%

５億円

100%

４億円

平成１５
年
４月

昭和６１
年
４月

多摩川緑地広場管理公社
（公園緑地課）

昭和５３
年
12月

株式会社
世田谷川場ふるさと公社
（区民健康村・ふるさと交流課）

財団法人
せたがや文化財団
（文化・国際課）

財団法人
世田谷区保健センター
（保健医療担当課）

昭和５１
年
10月

昭和５５
年

１２月

昭和６０
年
４月

株式会社
エフエム世田谷
（広報広聴課）

平成９年
２月

株式会社
世田谷サービス公社
（政策企画課）

世田谷区土地開発公社
（用地課）

昭和４９
年
８月

100%

５百万円

100%

－

100%

５億円

100%

45%

４千万円

８億円

社会福祉法人
世田谷区社会福祉協議会
（地域福祉課）

平成１１
年
２月

社会福祉法人
世田谷区社会福祉事業団
（高齢福祉課）

昭和６１
年
10月

平成６年
９月

財団法人
世田谷区スポーツ振興財団
（スポーツ振興課）

財団法人
世田谷トラストまちづくり
（都市計画課）

社団法人
世田谷区シルバー人材センター
（工業・雇用促進課）

財団法人
世田谷区産業振興公社
（商業課）

平成１８
年
４月

５億円
17

13

３百万円

0%

５百万円

100%

10

19

14

　　６３
　　（区民５８、各種団体代表５）

　　１０
　　（区議５、学経５）

75.7%

937,652

1,344,402

1,797,867

74.3%

448,941

69.9%

827,863

82.4%

26.2%

1,322,165

3,603,138

1,561,877

1,000,847

3,548,637

9,435,396

1,354,367

3,157,429

1,642,842

26.0%

249,006 578,857

1,316,696 481,171

445,245 3,696

200,189 1,154,178

272,463 728,384

722,936

53.8%

618,567319,085

0.025%

2,361

70%

587,649 332,31758.9%

111,998 610,938

919,966

90%

161,819 5% 93%

180,360

5,748

5%

　　２５
　　（区議６、学経３、
　　各種団体代表１２、三師会４）

2,361

618,032 10%

区職員が
兼職

79,208

21,409

78,271

常勤職員数

2,420,548

642,161

（人）

世田谷区ＯＢ　０
大田区ＯＢ　２
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【視点２】素材事業説明資料（世田谷サービス公社団体概要） 

団体名 株式会社 世田谷サービス公社 

区所管課名 政策経営部政策企画課 

所在地 世田谷区太子堂三丁目２５番９号 

団体種別 株式会社（会社法） 

設立年月日 昭和６０年４月１日 

基本金 

（区出資比率） 
４億４千５百万円（４億円 89.9%） 

設立目的 

世田谷区の地方公社として、地域社会の発展と区民福祉の向上に寄与する。 

１ 区民福祉の向上の視点に立ち、生活に直結した区民サービス体制の整備、地域社会の

発展に寄与する。 

２ 地方公社として、公的性格と企業的性格を併せもつ経営体として、行政と緊密な連携

のもとに、新しい区民サービスシステムを開発、提供する。 

３ 従来行政が迅速、柔軟に対応することが困難であった領域に積極的に取り組む。 

経営目標 

１ 障害者、高齢者、女性など、働く意欲のある区民の就労の場を確保するとともに、地

域社会への貢献活動により区民福祉の向上に寄与する。 

２ 契約事業の規模を踏まえた経営、組織（人事）体制の最適化を図る。 

３ 能力・成果主義に基づく任用制度、事業に応じた機能的な勤務条件を整備する。 

４ 会社設立目的に合致し、経営基盤の確保を可能とする積立金等の運用・活用を図る。 

沿革 

昭和 54年 9月 

昭和 57年 4月 

 

昭和 60年 3月 

昭和 60年 4月 

平成元年 6月 

 

平成元年 7月 

平成 3年 6月 

平成 4年 6月 

平成 5年 6月 

平成 8年 2月 

平成 8年 9月 

 

平成 8年 12月 

平成 9年 6月 

平成 12年 4月 

平成 14年 7月 

平成 17年 4月 

平成 18年 3月 

平成 18年 4月 

 

 

平成 19年 4月 

平成 21年 4月 

任意団体｢世田谷区都市整備公社｣設立、｢サービス業務｣を開始 

｢(財)世田谷区都市整備公社｣からサービス業務を分離、任意団体として

｢世田谷区サービス公社｣を設立 

世田谷区サービス公社を解散 

｢株式会社世田谷サービス公社｣を設立（資本金５千万円） 

世田谷区、２億円に増資 

コンピュータ事業の受託開始 

資本金を２億５千万円に増資 

世田谷区、株式配当方式により５千万円を資本組入れ（資本金３億円） 

世田谷区、前期同様５千万円を資本組入れ（資本金３億５千万円） 

世田谷区、３期続けて５千万円を資本組入れ（資本金４億円） 

民間資本９千万円(額面４千５百万円)を導入(資本金４億４千５百万円） 

資本金１千１百万円を出資し、㈱森永エンゼルと共同出資会社｢株式会社

キャロットサービス｣を設立(資本金２千万円) 

レストラン｢スカイキャロット」(世田谷区民会館第２別館)業務開始 

｢株式会社エフエム世田谷｣に１千２百万円を出資(出資率 10％) 

事業部ＯＡ開発課を改組、ＳＩ部を創設し３部３課制とする 

ISO9001 認証取得 

創立２０周年 

区立保養所来宮荘（熱海市）の廃止に伴い、保養所賄等事業終了 

指定管理者制度（公の施設の管理運営に関する制度）の下で、6 施設（世

田谷区民会館別館、世田谷区民会館第２別館、北沢区民会館別館、玉川

区民会館、世田谷区民会館、砧区民会館）の施設維持管理業務を契約 

指定管理者 5 施設（砧区民会館の建て替えにより、契約数減） 

指定管理者 5 施設（指定期間の期限を迎えた世田谷区民会館第２別館を

再指定） 

－13－ 



【視点２】素材事業説明資料（世田谷サービス公社団体概要） 

職員等人数 

（平成２２年３

月末日現在） 

 

取締役等    ７名（代表取締役・社長１名、取締役５名（常勤３名 

（いずれも区派遣）、非常勤２名（区職員））、相談役１名）

監査役     ２名 

社員数    ５４名 

嘱託社員数  ９４名 

臨時社員数 ５５７名 

 

【社員内訳】 

 管理課    ７名 

 事業課   ４３名 

 ＳＩ課   １７名 

 ※本社及び世田谷区事務センターに勤務する者 

 

【区からの職員派遣等状況】 

  派遣 ３名  区の退職者 ０名 

 

 

雇用状況 

 

 平成１７年（２００５）年度に策定した「世田谷サービス公社経営基本方針」

のもと障害のある方、高齢の方、女性など働く意欲のある区民の方々を積極的

に雇用している。 

 特に、平成元年度から障害のある方（身体障害者、知的障害者）の雇用に取

組み、現在では、「総合福祉センター」など世田谷サービス公社が維持管理・運

営する１０施設の清掃作業などに欠くことができない重要な戦力として活躍中

である。 

 ※平成２１年度 全社員数６９４人 障害のある社員７３人（１０．５％）

 

主な自主事

業 

 

① 飲食事業（ル・ジャルダン、ルソー弦巻、スカイキャロット） 

② 物販事業（世田谷公園売店、自動販売機、郵券・書籍・雑貨販売等） 

③ 駐車場（北沢タウンホール地下駐車場 時間貸／月極） 

 

 

事 

業 

内 

容 

主な区から

の受託事業 

 

① 施設の維持管理・運営業務 

区内公共施設において、受付・案内・日常清掃・設備機器の保守点検等を行

い、施設を利用される方々への快適な空間の提供に努め、区民サービスの向上

を担う事業運営を展開している。 

平成２２年度の契約施設（総合支所、まちづくりセンター、区民会館、区民

センター、地区会館、事務センター、美術館、ミニＳＬ、障害者施設、教育・

生涯学習施設、公園、区民農園、区政情報コーナーほか） 

 

② コンピュータ事業 

 電算システムの運用保守・操作支援などのほか、パソコン・プリンター等の

機器類やソフトウェアのリース事業を展開している。 
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【視点２】素材事業説明資料（世田谷サービス公社団体概要） 

事
業
内
容
（
続
き
） 

指定管理者 

 

① 世田谷区民会館別館（三軒茶屋分庁舎） 

② 世田谷区民会館第２別館（キャロットタワー２６階） 

③ 北沢区民会館別館（梅丘パークホール） 

④ 玉川区民会館 

⑤ 世田谷区民会館 

 

 

経営状況 

（決算額） 

（千円）  

年度 売上高 営業利益 

平成２０年度 ３,５４８,６３７ １３５,２１０

平成１９年度 ３,６０５,３４８ １６０,８３３
 

課題・今後の方

向性 

 

世田谷サービス公社は、地域に根ざした企業活動を推進し、地域社会の発展

と区民福祉の向上に寄与することを目的として、世田谷区が設立した株式会社

である。指定管理者制度の導入など社会情勢の変化にも柔軟に対応しながら、

①世田谷区民の雇用 ②区内企業との連携 ③地域社会への貢献の３つを柱と

し、世田谷区の財産である公共施設の安全で快適な維持管理運営に努めていく

こととしている。 

 世田谷サービス公社の障害者雇用は、福祉作業所や授産施設などで行われる

「福祉的就労(作業等)」とは異なり、世田谷区が推し進める「保護的就労」の

大きな受け皿となり、社会的自立を目指す「一般就労」への移行への役割を担

っている。障害者雇用を積極的に促進し、雇用人数の増加を図るため、就労施

設の拡大や、受付・清掃以外の新たな職種の創出が求められている。また、安

定的な障害者の就労の場の確保のためには、障害者を支える援助者が高齢化し

ていること、離職率が高くなっていること等も課題である。 

 課題解決の方策の一つとして、援助者に対し、定期的な配置転換や社内外の

セミナーによる教育訓練の機会を設け、人的環境の改善を図ることとしている。

 

※福祉的就労…福祉作業所などの施設において、作業等を行う。 

例：箱詰め作業、菓子類や布製品などの生産等を行う。 

 保護的就労…すぐには一般企業などへの就職が困難な障害者に、援助者のも

とで労働習慣等を習得させ、障害者の自立生活の支援を行う。

例：世田谷サービス公社や世田谷社会福祉協議会などが雇用

し、喫茶業務や清掃業務などに従事する。 

 一 般 就 労…特別の保護等を受けずに企業等で就労する。 
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【視点２】素材事業説明資料（世田谷サービス公社団体概要） 

○事業目標 

平成２０～２３年度の取り組み方針 
○地域社会の一員として、世田谷区内での社会貢献活動に、積極的に参加する 
○世田谷区の福祉政策の一端を担い、障害者が就労する場所や職種の拡大を図る

 

項目 
２０年度 
計画 

２０年度 
実績 

計画と
の差 

達成率
２１年度
計画 

２１年度
実績 

２２年度 
計画 

２２年度 
修正 

２３年度
計画 

２３年度
修正 

障害者雇用（社員数：人） 75 73 △ 2 97.3% 73 72
 

 
      

高齢者雇用（社員数：人） 

（60歳以上） 
332 381 49 114.8% 381 394         

女性雇用（社員数：人） 390 407 17 104.4% 407 413         

地域雇用（区内在住社員

数：人） 
465 482 17 103.7% 482 492         

※参考：社員総数（人） 670 695 25 103.7% 695 712         

地域社会への貢献活動

（回） 
6 6 0 100.0% 6 6 8   

 

世田谷区の地方公社として、
地域社会の発展と区民福祉
の向上に寄与するため、障害
者や高齢者、女性をはじめ、
働く意欲のある区民の就労
の場の確保に努める。  

8   

障害者就労場所の拡大

（施設） 
9 9 0 100.0% 10 10 10   11   

 
 
 

 

●２０年度実績・目標達成に対する評価 
 
 外郭団体改善計画に則り、総じて当初の計画通り実施・達成することができた。 
 なお、計画数値との差異は、大量の年度末退職に伴い、継続して安定した施設運
営を図るため、想定される欠員補充を１月～３月中に前倒しで実施したことによ
る。また、障害者雇用の２名減は２１年４月時点において解消している。 

●区所管部のコメント 
 
 （株）世田谷サービス公
社は、公的性格と企業的性
格を併せ持つ経営体とし
て、地域社会への貢献活動
により、区民福祉の向上に
寄与すべく役割を担って
いる。 
 このため、高齢者や障害
者、女性の雇用をはじめ区
民の就労の場を確保する
ことが、一つの社会貢献で
あるという立場に立って、
その推進を図っていくこ
とが求められている。 
 さらに、地域の方々と協
働で取り組むまちづくり
活動などを実践していく
必要もある。 
 今後とも、こうした取組
みのさらなる展開に向け
て、適切な調整等に努めて
いく。 

●目標達成（取り組み方針）に向けた課題の整理 
 
 地域社会への貢献は、世田谷区の地方公社として当社が果たすべき、重要な役割
の一つである。世田谷区内で活動している各種福祉関係団体との連携、災害被災地
への義援金等の寄付、区内で行われる催事への人的支援を、引き続き、積極的に行
っていく。 
 現在、障害者の臨時社員は「日常清掃」と「受付案内」の２職種のみである。障
害者をサポートする社員の資質向上を図りながら、就労施設の拡大・新たな職種の
検討を進める。 

●課題への対応方法・今後の進め方 
 
 当社は、地域に根ざした企業活動を推進し、地域社会の発展と区民福祉の向上に
寄与することを目的として、世田谷区が設立した株式会社である。指定管理者制度
の導入など社会情勢の変化にも柔軟に対応しながら、 ①世田谷区民の雇用、②区
内企業との連携、③地域社会への貢献の３つを柱とし、世田谷区の財産である公共
施設の、安全で快適な維持管理運営に努めていく。 
 当社の障害者雇用は、福祉作業所や授産施設などで行われる、「福祉的就労(作業
等)」とは異なり、世田谷区が推し進める「保護的就労」の大きな受け皿となり、
社会的自立を目途とした「一般就労」移行への役割を担っている。障害者雇用を積
極的に促進し、雇用人数の増加を図るため、就労施設の拡大や、受付・清掃以外の
新たな職種の創出が当社の課題である。 
 その方策の一つとして、障害者を支える援助者に対し、定期的な配置転換や社内
外のセミナーによる教育訓練の機会を設け、〝高齢化・マンネリ化・高い離職率〟
等の人的環境の改善を図る。 
 なお、現在、玉川総合支所の管内には障害者雇用施設がなく、地域的偏りが生じ
ている。 区民利用施設のバリアフリー化工事や、業務契約書への障害者従事に関
する仕様の掲載等、世田谷区の福祉政策としての支援が不可欠と考える。 
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【視点２】素材事業説明資料（世田谷区社会福祉事業団団体概要） 

団体名 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団 

区所管課名 地域福祉部高齢福祉課 

所在地 東京都世田谷区世田谷一丁目２３番２号 

団体種別 社会福祉法人（社会福祉法） 

設立年月日 平成６年９月３０日 

基本金 

（区出資比率） 
５００万円（１００％） 

設立目的 

保健福祉サービスを必要とする区民の誰もが、住み慣れた地域で安心して生

活できるよう、世田谷区と一体となって社会福祉事業等の推進を図り、もって

区民福祉の増進に寄与する。 

沿革 

昭和６２年 ３月  世田谷区基本計画において、区立特別養護老人ホーム整

備・運営について計画する。 

平成 ３年 ３月  区立特別養護老人ホーム基本構想検討委員会において、

特別養護老人ホームの運営主体として社会福祉事業団の

設立が望ましい旨が答申され、それを受け、世田谷区実

施計画において社会福祉事業団の設立を計画する。 

平成 ５年 ７月  庁内準備組織として、世田谷区社会福祉事業団設立準備

室を設置する。 

平成 ６年 ９月  社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団設立 

平成 ７年 ４月  特別養護老人ホーム芦花ホーム及びデイ・ホーム芦花受

託運営開始、パルメゾン上北沢受託運営開始、訪問看護

事業運営開始 

平成 ７年１０月  配食サービス事業開始 

平成 ８年 ３月  在宅介護支援センター受託運営開始 

平成１１年 ４月  特別養護老人ホーム上北沢ホーム及びデイ・ホーム上北

沢受託運営開始、世田谷区ホームヘルプ事業受託運営開

始、高齢者センター新樹苑受託運営開始 

平成１１年１０月  居宅介護支援事業所運営開始 

平成１２年 ４月  介護保険制度に基づく事業運営開始 

平成１４年 ４月  訪問介護養成２級研修事業開始 

平成１５年 ４月  支援費制度事業開始、ガイドヘルパー事業を世田谷区社

会福祉協議会より移管、介護事業者連絡会を世田谷区よ

り事務移管 

平成１８年 ４月  特別養護老人ホーム芦花ホーム、上北沢ホーム、高齢者

センター新樹苑を世田谷区より指定管理者指定、地域包

括支援センター受託運営開始（それとともに、在宅介護

支援センター事業を廃止） 

平成１９年 ４月  世田谷区福祉人材育成・研修センター受託運営開始、在

宅医療電話相談センター受託運営開始 

平成１９年１０月  福祉１００人委員会の受託運営開始 

平成２０年 ４月  日本看護協会より訪問看護促進に向けたモデル事業受託
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【視点２】素材事業説明資料（世田谷区社会福祉事業団団体概要） 

事業所数 

（平成２２年４

月１日現在） 

２８箇所 

訪問介護事業所                ２箇所 

デイ・サービス                ８箇所 

訪問看護事業所                ４箇所 

居宅介護支援事業所              ３箇所 

特別養護老人ホーム・ショートステイ【区委託】 ２箇所 

地域包括支援センター【区委託】        ５箇所 

老人福祉センター【区委託】          １箇所（新樹苑） 

母子生活支援施設【区委託】          １箇所 

福祉人材育成・研修センター【区委託】     １箇所 

本部                     １箇所 

職員等人数 

（平成２２年４

月１日現在） 

理 事 会   １１名（理事長１名、常務理事１名、理事９名） 

監  事    ２名 

評議員会   ２５名 

職  員  ７５５名（正規２３６名、契約５４名、非常勤１５８名、 

パート４８名、歩合看護師・登録ヘルパー２４０名、

嘱託１９名） 

【職員内訳】 

事務局長（常務理事兼務）    １名 

  総務課            ２０名 

  訪問サービス課       ３０７名 

  在宅支援課         １７８名 

  新樹苑            ２０名 

  芦花ホーム         １１５名 

  上北沢ホーム        １０５名 

  福祉人材育成・研修センター   ９名 

【区からの職員派遣等状況】 

  派遣職員 ４名 区退職者 ６名  

（別紙外郭団体一覧は、平成21年 7月 1日現在のため、区退職者5名と記載）

主な自主事

業 

① ホームヘルパー派遣（訪問介護）事業 

身体上又は精神上の障害等により日常生活を営む上で支障のある高齢者及び

障害者(児)のいる世帯に対して、ホームヘルパーを派遣し、介護、家事等のサ

ービスを行っている。 

 

② 高齢者在宅サービスセンター（デイサービス）事業 

在宅要介護者の心身機能の維持向上を図るとともに、社会的孤立感の解消や

家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るため、通所施設において食事や入浴

などの日常生活上のサービスや機能訓練などを行っている。 

 

③ 介護保険サービス（居宅介護支援）事業 

介護を必要とする高齢者が適切な居宅介護サービスを利用できるように、心

身の状況、本人や家族の希望等を受け、居宅サービス計画の作成や介護サービ

ス事業者との調整等を行っている。 

事 

業 

内 

容
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【視点２】素材事業説明資料（世田谷区社会福祉事業団団体概要） 

主な自主事

業（続き） 

④ 訪問看護事業 

疾病や障害を持つ在宅療養者に対し、看護師などが家庭を訪問して、主治医

や関係機関と連携のもと、適切な看護サービスやリハビリサービスなどを行っ

ている。 

事 

業 

内 

容 

（ 

続 

き 

） 

主な区から

の受託事業 

① 特別養護老人ホーム（芦花ホーム、上北沢ホーム） 

常時介護が必要で家庭での生活が困難なため、入所している要介護者に対し、

入浴、排泄、食事等の日常生活の介助、機能訓練、健康管理及び療養上の管理

等、生活全般を支援している。 

 

② 短期入所生活介護＜ショートステイ＞（芦花ホーム、上北沢ホーム） 

在宅高齢者の心身の状況や、介護している家族の状況（病気、冠婚葬祭、介

護疲れ等）により、一時的に在宅での生活が困難になった要介護者等に対して、

入浴・排泄・食事等の介護や機能訓練などを行っている。 

 

③ 地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター） 

高齢者の方々が、住み慣れた地域での生活を継続できるよう、総合的な相談、

高齢者の状況把握に基づく介護予防の推進、虐待防止や権利擁護のための活動

等を行うとともに、関係機関と連携した地域ネットワークの構築などを行って

いる。 

 

④ 高齢者センター新樹苑 

高齢者が心身の健康を維持し、自立した生活が送れるよう、心身機能の維持・

回復のための訓練や健康増進についての指導及び相談、仲間づくりなど生きが

い活動の援助を行うとともに、一人暮らし高齢者の住居の提供を行っている。

 

⑤ 母子生活支援施設（パルメゾン上北沢） 

母子のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、住宅、環境、経済的困窮等により、

児童の養育に支障が生ずると思われる者を入所させ、母子の安定、自立促進を

支援している。 

 

⑥ 福祉人材育成・研修センター 

介護サービスの担い手となる人材を発掘し、就労を支援するとともに、介護

従事者の専門性向上のための研修などを行っている。 

 

⑦ 配食サービス事業 

 食事づくりが困難なひとり暮らしや高齢者のみの世帯に夕食を届け、安否の

確認を行っている。 

 

⑧ 在宅医療電話相談事業 

 病院の退院に伴う転院先や施設入所先の情報提供や在宅療養に関する相談等

に対応する電話相談を行っている。 
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【視点２】素材事業説明資料（世田谷区社会福祉事業団団体概要） 

経営状況 

（決算額） 

（千円）

 

年度 収入額※１ うち区補

助金 

うち区委

託料 

合計 

（割合）※２ 

支出額※１ 

平成 21

年度 

3,821,361 346,459 646,137 992,596 

(26.0%) 

3,658,851

平成 20

年度 

3,695,271 319,085 618,567 937,652 

(25.4%) 

3,603,138

平成 19

年度 

3,751,783 332,273 635,104 967,377 3,585,841

(25.8%) 

※１ 収入額及び支出額の数値は、資金収支計算書の経常活動の収支による。 

※２ 「合計」は区補助金と区委託料の合計。「割合」は区補助金及び区委託料の合計額の収入額に対する

割合。 

都             あり 

設置自治体 特別区人事・厚生事務組合  あり 

（東京都内） 区部           １０区（含む世田谷区） 

市部            ４市 

世田谷区社会福祉事業団は、平成２０年度に、平成２１年度から平成２３年

度までの３年間を計画期間とする「中期計画」を次のように定めた。 

・現状と課題として、 

①少子高齢化や介護人材の不足等、社会情勢が変化している 

②認知症ケア、看取り介護、家族支援や福祉と医療との連携等、区民ニーズ

が多様化している 

ことなどがあると捉えた。 

・これらの現状と課題を踏まえ、「職員一人ひとりが、区民のニーズを的確に捉

え、創意工夫したサービスを提案・提供する」という基本的な考え方のもと、

①「サービスの提案・提供」 

医療関係機関との連携強化、障害のある高齢者へのサービス提供等 

②「地域との連携」 
課題・今後の方

地域交流事業の充実や、二次避難所としての機能整備等による災害時の連

携強化等 
向性 

③「福祉人材の育成・確保」 

就職面接会の拡充及び各種研修の充実による福祉人材の発掘・確保・育成

④「経営基盤の強化」 

人材育成計画の推進や危機管理体制の強化等 

を推進することとした。 

 

世田谷区地域福祉部は、世田谷区社会福祉事業団に対し、 

①中期計画を着実に実行する、 

②自主事業からの収入確保による自主性の高い収支構造を確立する、 

③組織内部における人材の確保・育成を進める 

ことなどを指導していく。 
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【視点３】素材事業説明資料（がん検診） 

事業名 がん検診 

担当部課名 世田谷保健所 健康推進課 

三人に一人はがんが主要死因となっている状況を踏まえ、がんの早期発見・早

期治療につなげることにより、区民の健康管理の支援を行なうとともに、医療

費の抑制等を図る。 

ねらい・概要 

根拠法令お

よび義務性 

健康増進法   ：平成１５年５月施行。第１９条の２に基づく健康増進事業

（努力義務）として位置づけられている。 

がん対策基本法 ：平成１９年４月施行。地方公共団体は、がん対策の実施が

責務とされている。 

対象 

① 胃がん検診  ：３５歳以上の区民 

② 子宮がん検診 ：２０歳～３９歳の女性区民（１年度に１回） 

４０歳以上の偶数年齢の女性区民（２年度に１回） 

③ 肺がん検診  ：４０歳以上の区民       

④ 乳がん検診  ：４０歳以上の偶数年齢の女性区民（２年度に１回） 

⑤ 大腸がん検診 ：４０歳以上の区民 

事

業

内

容 

① 胃がん検診  ：問診・Ｘ線撮影 

          世田谷区保健センター・地区医師会の医療機関で実施 

          検診単価             世田谷区保健センター10,646 円 

                     地区医師会     16,033 円 

② 子宮がん検診 ：問診・視診・内診及び細胞診 

          地区医師会の医療機関・世田谷区保健センターで実施 

          検診単価  頸部       4,887 円 

体部       7,058 円 

細胞診検査 1,884 円 

③ 肺がん検診  ：問診・胸部Ｘ線撮影・喀痰細胞診検査 

          地区医師会の医療機関で実施 

          検診単価    胸部Ｘ線 1,205 円 
事業の仕組

読影     1,071 円 
み、手法等 

喀痰検査 5,422 円 

④ 乳がん検診  ：問診・視診・触診及び乳房Ｘ線撮影（マンモグラフィ） 

          地区医師会の医療機関・世田谷区保健センターで実施 

          検診単価   視触診                   5,027 円 

マンモグラフィ40代      8,383 円 

50 代以上 5,716 円 

読影          40 代     2,688 円 

50 代以上 1,344 円 

⑤ 大腸がん検診 ：問診・便潜血検査（２日法） 

          世田谷区保健センターで実施 
          検診単価   1,459 円  

    ※検診単価は、全て平成２１年度の単価（区負担額） 

① 胃がん検診  ：昭和４６年度 

② 子宮がん検診 ：昭和４６年度 

事業開始年度 ③ 肺がん検診  ：昭和５８年度 

④ 乳がん検診  ：昭和５８年度 

⑤ 大腸がん検診 ：昭和６０年度 
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【視点３】素材事業説明資料（がん検診） 

① 胃がん検診  ：平成１５年度以降、原則として保健センターによる施設・

検診車での受診に変更（自己負担なし） 

② 子宮がん検診 ：■対象者の範囲等 

平成１６年度まで ３０歳以上で毎年度１回の受診 

平成１７年度以降 ２０歳～３９歳は毎年度１回の受診 

                           ４０歳以上は偶数年齢時の年度に１回

■自己負担額 

平成１６年度まで 自己負担なし 

平成１７年度以降 頸部８００円・体部１,０００円 

③ 肺がん検診  ：平成１９年度まで  基本健診と同時受診 

平成２０年度以降 特定健診等と同時受診（自己負担なし）

④ 乳がん検診  ：■対象者の範囲等 

平成１５年度まで 視触診のみによる検診 
経緯 

３０歳以上で毎年度１回の受診 
(制度の変更等) 

平成１６年１０月以降  

視触診とマンモグラフィによるレントゲン撮

影の併用検診 

４０歳以上の女性で偶数年齢時の年度１回の

受診 

■自己負担額 

平成１５年度まで 自己負担なし 

平成１６年度以降 １,０００円 

⑤ 大腸がん検診 ：制度の変更は、特になし（自己負担なし） 

 

②、④共通     ■女性のがん無料検診事業（国事業） 

平成２１年１０月から２２年３月まで、特定の年齢の方へ、

無料クーポン券配布による子宮頸がん・乳がん検診を実施 

都内２３区：５がんについては各区ほぼ実施しているが、実施方法・自己負担

等は区によって異なる。 

他自治体の状況 都内市町村：５がんについては各市町村ほぼ実施しているが、実施方法・自己

負担等は各市町村によって異なる。 

政令市等 ：実施方法・自己負担等は、各政令市等によって異なる。  

① 健康せたがやプラン後期（平成１９年４月）では、受診率を大腸がん５．５％、

乳がん６．６％より増やすことを目標としている。 

② 国及び東京都は、がん対策基本法に基づき、平成２４年度までにがん検診（胃

がん･子宮がん･肺がん･乳がん･大腸がん）のそれぞれの受診率５０％（住民

検診＋職域検診等）を目指すこととしている。 

成果目標 

（定性的目標ま

たは、定量的目
③ 国の指針（「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」平成２

０年３月３１日健発第０３３１０５８号厚生労働省健康局長通知）を踏ま

え、区の実施するがん検診により精密検査が必要とされた区民に対して、精

密検査の受診を促進する。 

標） 
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【視点３】素材事業説明資料（がん検診） 

検診名 年度 がん発見数 対象者数

受診者数 受診率

19年度 24 319,311 13,936 4.36%
20年度 22 325,074 13,678 4.21%
21年度 - 330,091 14,038 4.25%
19年度 11 267,968 11,518 8.76%
20年度 12 271,772 19,199 11.30%
21年度 - 272,105 23,665 15.75%
19年度 20 265,895 22,555 8.48%
20年度 9 276,500 28,426 10.28%
21年度 - 281,418 24,643 8.76%
19年度 15 175,178 9,266 9.08%
20年度 9 181,914 12,973 12.23%
21年度 - 185,071 17,599 16.52%
19年度 49 298,301 19,876 6.66%
20年度 44 310,198 18,486 5.96%
21年度 - 315,715 18,876 5.98%

肺がん検診

乳がん検診

大腸がん検診

胃がん検診

子宮がん（頸部）検診

過去３ヵ年の事

業実績等 

 

※ 胃がん検診（３５歳～）検診の対象者数については、都より示される対象人

口率の設定がない。 

よって、便宜的に胃がん検診（４０歳～）の対象人口率を使用して算出した。

がん対策事業 

事業費の推

移 

 
事

業

費 

事業費の内

訳 

 

年度 07 01 

賃金 

一 般 賃

金 

08 01 

報償費 

報償費 

11 02 

需用費 

一般需用費

12 01 

役務費 

役務費 

13 01 

委託料 

委託料 

20 01 

扶助費 

扶助費 

 人件費 セミナー

講師謝礼

等 

受診票、

採便用スティック等 

郵便料、医療等 

総合賠償保険料等 

地区医師会 

検診委託料等 

検診費用

助成金等

19年度  36,000円 15,451,305 円 920,380 円 514,628,500 円 

20 年度  26,000円 19,785,541 円 884,270 円 590,464,374 円 

21 年度 654,300

円 

132,000

円

20,469,212 円 9,646,310 円 713,284,433 円 145,200 円

 

事

業

評

価 

事業実績に

対する評価 

がんは、昭和５６年から死亡原因のトップを占めているが、都内のがん検診受

診率は全国と比較すると低く、がん対策のより一層の推進を図る必要がある。

区では、健康せたがやプラン後期にて成果目標数値としている大腸がん検診受

診率５．５％、乳がん検診受診率６．６％については、３ヵ年連続達成してい

る。 
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財源内訳(円) 

特定財源 

年度 決算額 
利用者負担

（円） 

国・都支出金

一般財源 
分 

その他特定財源

19年度 531,026,412

円

0円 0円 531,026,412 円 20,489,200

円

20年度 611,160,185

円

0円 0円 611,160,185 円 30,093,400

円

21年度 744,331,455

円

167,413,000 円 0 円 576,918,455 円 27,612,000

円



【視点３】素材事業説明資料（がん検診） 

区としては、各検診の課題を明らかにし、検診の充実を図っていくことが重要

である。引き続き、一次予防としての生活習慣見直し等とともに、がん検診受

診率向上のための啓発強化、及びより受診しやすい体制の整備、さらには受診

者の精度管理（要精検対象者を確実に精検受診に結びつける等）の向上を目指

して検討を行う。 

課題・今後の

方向性 

平成２２年度には、学識経験者や医療関係者等により構成される検討委員会を

設置し、がん検診全般に関わる検討を進め、今後のがん検診のあり方について

総合的な方針を策定していく。 

その他特記事項 
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【視点３】素材事業説明資料（子ども医療費助成） 

 

事業名 子ども医療費助成 

担当部課名 子ども部子ども家庭支援課 

ねらい・概要 
 子どもに係る医療費の一部を助成し、もって子どもの保健の向上に寄与する

とともに、児童福祉の増進を図る。 

根拠法令お

よび義務性 

世田谷区子どもの医療費の助成に関する条例 

世田谷区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則 

対象 
１５歳到達後最初の3月 31日（中学校修了前）までの子どもの保険診療自己負

担分を助成する。 

事

業

内

容 

事業の仕組

み、手法等 

 対象年齢の児童の保護者から提出された申請書を区長に提出し、区で審査・

認定を行った後、「乳幼児・子ども医療証（以下、「医療証」という）」を保護者

に交付する。 

 保護者は児童が加入する健康保険証と医療証を、診療を受ける医療機関等に

提示する。 

 医療機関等は、診療報酬支払機関に当該児童の医療費を請求し、区は診療報

酬支払機関からの請求に基づき、医療費を負担する。 

事業開始年度 平成 4年 

経緯 

(制度の変更等) 

平成 4年 8月（2歳未満･所得制限あり） 

平成 6年 1月（3歳未満･所得制限なし） 

平成 8年 12月（3歳未満･所得制限なし、就学前･所得制限あり） 

平成 11年 1月（就学前･所得制限なし） 

平成 17年 4月（小学校第3学年修了前・所得制限なし） 

平成 18年 12月（中学校修了前･所得制限なし） 

他自治体の状況 

都内２３区：世田谷区に同じ 

都内市町村： 就学前、所得制限の有無があり一部負担はなし。中学校修了前所

得制限の有無があり、かつ全額負担と一部負担があり。 

政令市等 ： 就学前、小学校修了前、中学校修了前、入院・外来、入院のみ、

所得制限、一部負担など様々なパターンあり 

その他  ： 

成果目標 

（定性的目標ま

たは、定量的目

標） 

 

 

 

過去３ヵ年の事

業実績等 

 

 

 

平成 19年度末受給児童数 95,619 人 

 

平成 20年度末受給児童数 97,627 人 

 

平成 21年度末受給児童数 99,467 人 
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【視点３】素材事業説明資料（子ども医療費助成） 

事業費の推

移 

 

財源内訳(千円) 

特定財源 

年度 決算額 

（千円）

国・都支出

金 

利用者負担

分 

その他特定

財源 

 

一般財源 

平成 21

年度 

 

 3,367,300

 

   ０ 

 

    ０

 

99,282 

 

3,268,018 

平成 20

年度 

 

 3,312,991

 

   ０ 

 

    ０

 

117,507 

 

3,195,484 

平成 19

年度 

 

 3,414,938

 

   ０ 

 

    ０

 

99,816 

 

3,315,122 

（21年度決算額は、確定前の参考数値）

事

業

費 

事業費の内

訳 

 

扶助費（医療助成費）、診療報酬審査委託料、事務消耗品、郵券 

事業実績に

対する評価 

 

 

 子どもの保健の向上と健やかな育成を図るとともに、経済的負担感を軽減し、

家庭における生活の安定を図れており、区民の子育て支援に資している。 

事

業

評

価 
課題・今後の

方向性 

 一般財源で歳出し、都区財政調整による歳入もあるが、全国の他市区町村に

おいて同様な事業が実施されつつあり、国制度として実施するよう、国・都に

求めている。 

 

その他特記事項 
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【視点 3】素材「がん検診」一覧 
 

種類 対象 内容 
費用 

（利用者負担） 
<円> 

根拠法令等 国・都・区の役割等
受診実績
（Ｈ２１） 
<人> 

歳出実績
（Ｈ２１） 
<円> 

受診予測 
（Ｈ２２） 
<人> 

歳出予算
額（H２２） 

<円> 

特定財源
の有無 

所管部課 

胃がん検診 

（レントゲン検査） 

３５歳以上の方 

 

（21 年度対象者数 330,091 人※） 

・Ⅹ線撮影 

・世田谷区保健センター 

・地区医師会の医療機関

で実施 

無料 

・健康増進法 

 第１９条の２ 

・世田谷区胃が 

ん検診実施要 

綱 

 

国 基本方針を作成

都 基本計画を作成

区 実施 

14,038 158,054,745 15,371 161,933,605 無 
世田谷保健所

健康推進課 

子宮がん検診 

２０～３９歳（毎年）・４０歳以上の偶

数年齢の女性 

（体部は検診要件に該当した方） 

（21 年度対象者数 272,105 人） 

・問診・視診・内診・細胞

診 

・地区医師会の医療機関

で実施 

頸部     800 

体部    1,000

・健康増進法 

 第１９条の２ 

・世田谷区子宮 

がん検診実施 

要綱 

同   上 23,665 195,400,259 19,583 143,605,406
H21 のみ

有 

世田谷保健所

健康推進課 

肺がん検診 

４０歳以上の特定健康診査・長寿

健康診査・成人健康診査の受診者

で、肺がん検診要件に該当した方 

（21 年度対象者数 281,481 人） 

・胸部Ⅹ線・喀痰細胞診 

・地区医師会の医療機 

 関で実施 

無料 

・健康増進法 

 第１９条の２ 

・世田谷区肺が 

ん検診実施要 

綱 

 

 

同   上 24,643 97,088,709 25,167 89,948,916 無 
世田谷保健所

健康推進課 

乳がん検診 
４０歳以上の偶数年齢の女性 

（21 年度対象者数 185,071 人） 

・問診・視触診・乳房 X 線 

  (マンモグラフィー) 

・地区医師会の医療機

関 、世田谷区保健セン

ターで実施 

1,000

・健康増進法 

 第１９条の２ 

・世田谷区乳 

がん検診実 施

要綱 

同   上 17,599 240,421,352 11,912 179,145,880
H21 のみ

有 

世田谷保健所

健康推進課 

大腸がん検診 
４０歳以上の方 

（21 年度対象者数 315,715 人） 

・便潜血検査 

・世田谷区保健センター

が実施 

無料 

・健康増進法 

 第１９条の２ 

・世田谷区大腸 

がん検診実施 

要綱 

 

 

同   上 18,876 33,587,800 20,316 36,746,982 無 
世田谷保健所

健康推進課 

胃がん検診 

（ペプシノゲン検

査） 

特定健康診査・成人健康診査の受

診者で、４０・４５・５０・５５・６０歳の

方 

・採血による血清ペプシノ

ゲン検査 

・地区医師会の医療機関

で実施 

無料 

・世田谷区胃が 

ん検診（ペプシ

ノゲン法）実施 

要綱 

 

 

区独自事業 3,924 18,166,268 5,488 25,270,943 無 
世田谷保健所

健康推進課 

前立腺がん検診 

特定健康診査・成人健康診査の受

診者で、６０・６５歳の男性(どちらか

で１回) 

・採血によるPSA（前立腺

特異抗原）検査 

・地区医師会の医療機関

で実施 

600

・世田谷区前立

 腺がん検診実

 施要綱 

区独自事業 549 1,612,322      719 2,014,518 無 
世田谷保健所

健康推進課 

※胃がん検診（35 歳～）検診の対象者数については、都より示される対象人口率の設定がない。よって便宜的に胃がん検診（40 才～）の対象人口率を使用して算出した。 
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            ＊ 世 田 谷 市 民 大 学 草 創 期 に決 定 したシンボルマークです            

 

 

 

 

世田谷区 生活文化部 



 
 
 
 
 

｢世田谷市民大学｣は、区民だれもが参加できる区民のための学習の場です。 

政治・社会・人間・経済に関連した幅広いテーマや地域社会に密着した問題を取 

り上げ、市民自治の担い手に必要な現代社会の諸問題に対する確かなものの見方 

を培うよう、講師陣が時間をかけて丁寧に系統的な講義を行います。 

 
 

― 目    次 ―   
 

◇市民大学とは         ・・・・・P.1   ◇学習の方式        ・・・・・P.2 
◇2010 年度プログラム  ・・・・・P.3,4   ◇昼間講座の概要     ・・・・・P.5,6  
◇夜間講座・少人数特別講座の概要 P.7   ◇サマーフォーラム・公開講座・・・P.8 
◇申込み方法      ・・・・・P.9 ◇申込みはがき            （裏表紙） 
                                       

    

― 世田谷市民大学案内図 ― 
（交通ご案内） 

 

電車 
・東急世田谷線松陰神社前駅 

より徒歩 3 分 

 

バス 
・世田谷税務署前 

（渋谷駅･田園調布駅･ 

五反田駅～世田谷区民会館）
 

 

・世田谷区役所入口 

より徒歩 3 分 
 

（渋谷駅～上町･祖師ヶ谷大蔵駅･ 

成城学園前駅･調布駅南口･

田園調布駅） 

     

   ※世田谷市民大学の駐車場 

はございません。 

― 問い合わせ先 ― 

○世田谷市民大学事務局 
    〒154-0023 世田谷区若林 4-22-12 世田谷都税事務所 2 階 

TEL 03-3412-0300   FAX 03-3411-0131 

（火・土・日曜日・祝日は休み  8:30～17:00） 
 

○世田谷区生活文化部 文化・国際課 
    〒154-8504 世田谷区世田谷 4-21-27 

      TEL 03-5432-2124  FAX 03-5432-3005 

（土・日曜日・祝日は休み） 
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ゼ ミ ナ ー ル 
（以下「ゼミ」） 
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「ゼミナール」          「昼間講座」           「公開講座」 

ゼミは２年間かけて学びます。各コース25名程度で、 

講師指導の下に自主的に発表討論し、研究を進めていくものです。 
 

●政治（月曜日）、社会（水曜日）、人間（木曜日）、経済（金曜日）の4コース

から選びます。 

ゼミは午後に２時間、前期・後期ともに12回で年間２４回行われます。 
 

◎１年次は前期・後期ともに、同コース・午前の２講座が必修です。 
※他に必修以外の講座も受講できます。 

 

◎2年次は前期・後期ともに、同コース・ゼミのみが必修です。 
※午前の講座については、全て自由選択となります。 

 

 

聴   講 

 

市民大学の学習方式は、以下のように、ゼミナールとそれに関連する講義で構成されています。
 

聴講は、政治（月曜日）、社会（水曜日）、人間（木曜日）、経済（金

曜日）の4コースから、午前の講座を自由に選択し、受講できます。 
 

●講座は前期（4～7月）8講座、後期（9～12月）8講座が開催されます。 

1講座は12回（前期・後期とも）実施します。 
＊午後のゼミには参加できません。 

 

公 開 講 座 

 

一般区民の方も受講可能な公開講座を２～３回実施します。 

 

入場料は無料です。 

※詳細は「区のおしらせ せたがや」で随時お知らせします。 

 
  

1講座5～6回で、最大35名の少人数による講義形式の講座です。 少人数特別講座 
 

   

1講座5～6回で、夜間に行う講義形式の講座です。 夜 間 講 座 
 

  
統一テーマの下に複数の講師によって行う連続講座です。 世田谷市民 

7月中旬～下旬に講座を開催します。 
サマーフォーラム 

※詳細は「区のおしらせ せたがや 6月1日号」をご覧ください。 



 

 

 

2010 年度 プログラム 

◆ 昼間講座 ◆ 

コース 日 程 第１時限（講義）9:40～11:00 

前期 （12 回） 

4 月 12 日～7 月 5 日 
（5/3 休講） 

韓韓国国・・朝朝鮮鮮半半島島のの視視点点かからら日日本本・・東東アアジジアアをを  

考考ええるる  

木
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木宮宮  正正史史（（東東京京大大学学准准教教授授））  
政政  治治  

 
毎週 
月曜日 

後期 （12 回） 

9 月 13 日～12 月 13 日

（9/20、10/11 休講） 

議会制民主主義のいま 

大山 礼子（駒澤大学教授）

前期 （12 回） 

4 月 14 日～7 月 7 日 
（5/5 休講） 

アジアの家族 

梶原 景昭（国士舘大学教授）  

土佐 昌樹（国士舘大学教授） 他
社社  会会  

 
毎週 
水曜日 

後期 （12 回） 

9 月 15 日～12 月 8 日

（11/3 休講） 

音楽に響く若者像 

小泉 恭子（大妻女子大学准教授）

前期 （12 回） 

4 月 15 日～7 月 8 日 
（4/29 休講） 

百人一首の歴史学 

関 幸彦（日本大学教授）人人  間間  

 
毎週 
木曜日 

後期 （12 回） 

9 月 16 日～12 月 9 日

（9/23 休講） 

人間観の基底 

～日本人における「個」の自立の可能性を考える

安田 忠郎（武蔵工業大学名誉教授）

前期 （12 回） 

4 月 16 日～7 月 2 日 

年金制度の今後を考える 

～少子高齢化時代にどう対応するか？ 

野村亜紀子（野村資本市場研究所主任研究員）
経経  済済  

 
毎週 
金曜日 

後期 （12 回） 

9 月 17 日～12 月 3 日

グローバリゼーションの中の日本企業 

洞口 治夫（法政大学教授） 他

◆ 少人数特別講座 ◆     時間はいずれも 11:10～12:30 

日 程 講座名 ・ 講 師 

前 

期 

4 月 26 日、 
5 月 10 日・17 日・24 日・31 日、
6 月 7 日 

月曜日（全６回） 

柳田國男と現代 

福田アジオ（神奈川大学教授）

※前期月曜日の第 2 時限との重複受講はできません。

後 

期 
 

10 月 8 日・15 日・22 日・29 日、
11 月 5 日・12 日 

金曜日（全６回） 

グローバルな水循環と世界の水問題 
沖 大幹（東京大学教授） 他

※後期金曜日の第 2 時限との重複受講はできません。

◆ サマーフォーラム ◆ ｢区のおしらせ せたがや 6 月 1 日号｣及びホームページ等でお知らせします。 
◆  公 開 講 座 ◆ ｢区のおしらせ せたがや｣及びホームページ等でお知らせします。 



 

 

※各講座の受講日時は、原則毎週同じ曜日の同じ時間ですが、祝日は休みです。 
※講義日は、都合により変更になる場合があります。  

 

 
第２時限（講義）11:10～12:30 第３時限（ゼミナール）13:30～15:30 

「瓦解」と「御一新」の明治初期政治思想 

河野 有理（首都大学東京准教授）

中国の民族問題・歴史と課題 

平野 聡（東京大学准教授）

1 年次 政治ゼミ 

東アジア共同体への道のり 

 

高原 明生（東京大学教授）

「豊かさ」と「貧しさ」を問う 

～時代に抗う若者たち 

渋谷 望（千葉大学准教授） 他

恋恋愛愛・・結結婚婚のの今今ととここれれかからら  

西西野野  理理子子（（東東洋洋大大学学准准教教授授））  

1 年次 社会ゼミ 

若者たちの困難 

 

西澤 晃彦（東洋大学教授）

辞書の世界～辞書万華鏡 

関場 武（慶應義塾大学名誉教授）

朝鮮半島の歴史 

李 成市（早稲田大学教授） 

趙 景達（千葉大学教授） 他

1 年次 人間ゼミ 

小説で読むロシア社会と人間 

 

和田 春樹（東京大学名誉教授）

和田あき子（ロシア文学研究者）

戦後日本経済史 

山崎 志郎（首都大学東京教授）

武田 晴人（東京大学教授）  

市
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市民民教教養養ととししててののゲゲーームム理理論論とと行行動動経経済済学学  

川川西西  諭諭（（上上智智大大学学准准教教授授））  

1 年次 経済ゼミ 

日本の環境問題 その歴史と現実 

 

武田 晴人（東京大学教授）

◆ 夜間講座 ◆         時間はいずれも 18:30～20:30 

日 程  講座名 ・ 講 師  

前 

期 

5 月 26 日、6 月 2 日・9 日・ 
6 月 23 日・30 日、7 月 7 日 

水曜日（全６回） 

生物のデザインから人間社会を考える 

本川 達雄（東京工業大学教授）

後 

期 
 

9 月 15 日・22 日・29 日、 
10 月 6 日・13 日・20 日 

水曜日（全６回）  

歌舞伎俳優論～女形編 

渡辺 保（演劇評論家）

＊講師の肩書きは、2009 年 12 月 1 日現在です。  



昼間講座の概要
 
 
 

 
 

 

５ 

社会ゼミナール 1 年次（4月 14 日～12 月 8 日）政治ゼミナール1年次（4月 12日～12月 13日）

東アジア共同体への道のり  （高原明生） 若者たちの困難  （西澤晃彦） 
「豊かさ」への期待が漠然と共有された「総中流」社

会は、過去の世代的なものになってしまいました。「ロス

ト・ジェネレーション」などとも称される現在の若者たち

は、年長世代とは異なるリアリティの中を生きており、不

安を抱えながら社会へと足を踏み入れています。 

日本の民主党政権が内外に向けて呼びかけた、東アジア

共同体の構築に関する議論が再び盛んになっています。 

本ゼミでは、東アジア共同体構想が 1990 年代末に提起

された背景や、その内容、各国の思惑、現実の交渉と制度

化の展開、そして今後の展望について学習し、議論します。

その際、政治、経済、軍事のみならず、環境、衛生、文化

など多様な問題を総合的に検討した上で、政策提言を行う

ことを目指したいと思います。 

このゼミでは、学校・仕事・生活のそれぞれの場面にお

ける若者たちの今日的な困難について、ありがちな若者た

たきから距離を置きつつ論じあいたいと思います。「取材」

などの機会ももちたいと考えています。 

前期講義（4月 12 日～7月 5日） 
前期講義（4月 14 日～7月 7日） 

1 時限：韓国・朝鮮半島の視点から日本・ 
1時限：アジアの家族（梶原景昭・土佐昌樹 他）東アジアを考える   （木宮正史）
家族はわれわれが考える以上に多様で、可塑性に富む。

アジアの様々な社会には、それぞれの社会の形式があり、

家族という言葉の意味も多岐にわたる。その一方、形は多

様でも、家族はどの社会においても人間生活の基本的単位

とみなされてきました。 

本講義では、朝鮮半島の現代史の展開を理解することを

通して、それを取り巻く東アジア国際関係が戦後、現在に

至るまでどのように展開されたのか、日中関係を中心とし

た従来の理解とは異なる見方を提示したいと思います。さ

らに、戦後日本の政治経済の展開に関しても、南北朝鮮が

それにどのように関わったのかを明らかにすることで、従

来見落とされていた視点を提示してみたいと思います。 

今回の講座では、大きな変化の渦中にあるアジアの家族

の実像を、現地調査や映像、小説などを手がかりに明らか

にしてゆきたいと思います。家族という普遍的でかつ個別

的なテーマを論ずることは、人間生活の楽しみや豊かさを

考えることであり、また貧困や過密化などアジア社会が抱

える問題を明らかにするきっかけともなるでしょう。 

2 時限：「瓦解」と「御一新」の 
明治初期政治思想  （河野有理）

江戸時代は三〇〇年近くも続きました。その多くの日々

において、世の中はおおむね平穏でした。人々は繁栄を享

受していました。戦争の日々を記憶する人はやがて一人も

いなくなりました。 

2 時限：「豊かさ」と「貧しさ」を問う 
～時代に抗う若者たち（渋谷 望 他）

「今の若者は理解不可能だ」などの大人の言葉を耳に

します。だがこうした語り口は、大人自身も当事者であ

ることを隠蔽します。では「大人」たちが当事者性を捨

てずに若者と向き合うことはできないか。 

これほどの安定と繁栄を享受した体制がなぜ崩壊した

のでしょうか。本講義は、その崩壊を身をもって体験した

明治の人々の視線からこの問題を考えていきたいと思い

ます。 本講義では、現代の若者特有の現象とされる「貧しさ」

や「孤立」を、「わたしたち」自身の問題としてとらえ

なおすと同時に、社会運動や文化の側面における若者の

「豊さ」に注目したいと思います。 
後期講義（9月 13 日～12 月 13 日） 

1 時限：議会制民主主義のいま （大山礼子）
後期講義（9月 15 日～12 月 8 日） 

1 時限：音楽に響く若者像   （小泉恭子）

政権交代が実現したいま、あらためて日本の議会政治の

あり方が問われているのではないでしょうか。国会のどこ

が問題なのか、どのように改革すべきなのか、何をモデル

にすればよいのか。感情的な議論を排し、国際比較の視点

から、客観的に問題点を探る必要があります。 

何気なく耳にしている流行歌は、若者気質を映す意外な

窓になっています。昭和と平成で若者の意識がどう変わっ

たかを、歌謡曲とＪポップを比較しながらたどります。親

から子へ、子から親へと文化の世代間伝承がどのように変

質し、そこにどのような社会背景があるのかについても、

音楽を切り口に探っていきます。 

また、しばしば軽視されがちですが、日本の議会政治は

120年近い歴史をもっており、国会の将来を考えるには歴

史的視点も欠かせないでしょう。 

2 時限：中国の民族問題・歴史と課題 社会と若者のかかわりは格差のような負の指標だけで

なく、多角的にとらえることができるはずです。 （平野 聡）
2 時限：恋愛・結婚の今とこれから 日本にとって中国の存在はあらゆる意味で重要さを増

し、それとともに中国が抱える様々な問題も注目を集めつ

つあります。とくに、最近のチベットや新疆ウイグル自治

区での混乱に代表される民族問題はその代表的なもので

しょう。とはいえ、中国の内実は多様であり、全ての少数

民族が苦境にあるわけでもありません。 

（西野理子）
晩婚・未婚化ならびに少子化の進行はいうまでもなく、

「パラサイトシングル」「婚活」といった言説の流行に見

られるように、結婚や家族をめぐる社会の変動にはめま

ぐるしいものがあります。 

この講義では、恋愛・結婚をめぐる変動に焦点をあて

ることにより、若者の現況をあぶりだすだけでなく、そ

こに反映されているこれまでの日本社会のあり方を理解

し把握することを目指していきます。 

そこでこの講義では、近現代中国が多民族国家としてた

どってきた曲折に満ちた道程と複雑な現状を様々な角度

から検討してみたいと思います。 

 



昼間講座の概要
 
 

 
 

  

６ 

経済ゼミナール 1 年次（4月 16 日～12 月 3 日）人間ゼミナール 1 年次（4月 15 日～12 月 9 日）

小説で読むロシア社会と人間 日本の環境問題 その歴史と現実 
（和田春樹・和田あき子） （武田晴人）

アジアとヨーロッパが交差する風土と豊かな自然の国

ロシア。そこでは今も生命を持ち続ける小説がドストエフ

スキー、トルストイ、チェーホフらによって生み出されま

した。一方近年日本では司馬遼太郎の「坂の上の雲」など、

日本とロシアを題材にした歴史小説が多くの読者を得て

います。その両者を読みながらロシア社会、ロシア文学、

日本人のロシア認識について学び合います。ゼミですが、

作品鑑賞と講義を半々に行い、ロシアを遠い国と考えてい

る人にもなじみやすいよう工夫して進めます。 

地球温暖化への対応策が関心を集めている現在、その対

応策を模索する上でしばしば問題になるのが、環境対策は

経済の成長と発展にとって制約となるのではないかという

懸念です。この問題は戦後の日本の環境政策のなかでは、

「経済成長との調和」問題として議論されてきました。 

このゼミナールでは、この問題を日本の公害の歴史をひ

もときながら考えてみたいと思います。 

前期講義（4月 16 日～7月 2日） 

前期講義（4月 15 日～7月 8日） 
1時限：年金制度の今後を考える 

～少子高齢化時代にどう対応するか？1時限：百人一首の歴史学   （関 幸彦）

（野村亜紀子）あまりにも有名な「百人一首」を歌の世界ではなく、作

者たちの生きた時代から考えます。王朝の記憶を歴史学の

立場でながめてゆきたいと思います。古代から中世の貴

族・女房・僧侶そして天皇たちの姿を「百人一首」を材料

にみてゆきます。「神と人」「男と女」「都と鄙」「虚と実」

などの主題のもとに王朝人たちの来歴を探ってみたいと

思います。変体仮名も併せて勉強しますから、古文書や古

記録の入門にもなるはずです。 

民主党は政権公約で、公的年金を大きく見直すことを提

案しました。全ての人が同じ制度に加入し、最低限の年金

を保障されるというものです。他方、少子高齢化の進む日

本では、公的年金のみに老後の所得を頼るのではなく、企

業年金などの「私的年金」の役割も重要になってきます。

本講義では、日本の年金制度の今後の姿について、海外

の事例なども交えながら考えます。 

2 時限：辞書の世界～辞書万華鏡（関場 武）

昔から今に至るまで、数多くの辞書・事典が様々な分野

で編纂され伝えられてきています。そして現在では電子辞

書も登場し、パソコン等内蔵の辞書類が盛んに利用されて

います。 

2 時限：戦後日本経済史（山崎志郎・武田晴人）

戦後日本経済の復興、成長、成長収束の過程を概観し、

現代日本経済の課題を検討します。講義では、総動員体制

の遺産、東アジアにおける戦後秩序の形成、高度成長のメ

カニズムなどを講義し、経済大国の仲間入りをした 1970

年代の日本経済の姿を紹介します。次いで、1970 年代半ば

以降の成長収束過程を概観します。2 度の石油危機とその

影響、85 年のプラザ合意と円高の影響、バブル経済とその

破綻、平成不況などを取り上げ、現代日本経済の課題を解

説します。 

本講義では平安朝から現代までの冊子体の日本の辞

書・事典類を取り上げ、原本等のコピーを参照しながら、

その編纂・流伝の歴史をたどるとともに、辞典の理想的な

あり方・活用法を考えたいと思います。 

後期講義（9月 16 日～12 月 9 日） 

1 時限：人間観の基底～日本人における 
後期講義（9月 17 日～12 月 3 日） 

1 時限：グローバリゼーションの中の   「個」の自立の可能性を考える（安田忠郎）

日本企業      （洞口治夫 他）人間は歴史上、たえず「人間とは何か」の問いを発して

きました。「人間はどうあるべきか」に答えるためにです。

講義では、人間が人間を問題にするとは内容的にはどうい

うことなのかを解明するために、西洋哲学・教育思想に即

して人間存在の根本構造を把握するとともに、翻って「日

本人とは何か」の文脈に即して日本の「近代化」にともな

う「個」の解放の問題を検討します。 

日本企業の国際経営を主なテーマとします。日本の代表

的な多国籍企業がどのような要因で海外に進出していった

のかをグローバリゼーションという文脈に関連づけながら

論じ、併せてアメリカ、中国、ヨーロッパ、ブラジルなど

国ごとの経営の特徴について、その共通性と相違点を考え

ます。最後に、日本の多国籍企業の強みと今後解決しなけ

ればならない課題について議論したいと思います。 2 時限：朝鮮半島の歴史 
（李 成市・趙 景達 他） 2 時限：市民教養としてのゲーム理論と 

行動経済学       （川西 諭） 韓流歴史ドラマで身近になった高句麗や百済、新羅。古

代から朝鮮半島と日本は人の往来も文化の伝来もさかん

でした。豊臣秀吉の侵略も朝鮮通信使の訪問もありまし

た。近代になると、日本は一方的にこの国を侵略し、つい

に併合してしまいます。2010 年はそれからちょうど 100

年になります。植民地から脱しても、朝鮮半島は韓国と北

朝鮮に分かれ、悩みつづけています。このような関係の深

い隣国の歴史をトータルに知る講座です。 

企業や人の利害関係や駆け引きを分析する道具として経

済学ではゲーム理論を広く利用しています。ゲーム理論は

市民生活における不可解な現象の理解や身近な社会問題に

も活用できます。忘れられがちな人間の感情や心理を分析

する行動経済学的な要素も加えることで、理論を上手に応

用できる力を身につけることを目標とします。 
 



夜間講座の概要
 

 

 

前 期 講 義 

少人数特別講座の概要 

生生物物ののデデザザイインンかからら人人間間社社会会をを考考ええるる（（本本川川  達達雄雄））  
*** 水曜日（５月 26 日、6 月 2 日・9 日・23 日・30 日、7 月 7 日）全６回 *** 

 

生物の基本的なデザインを学び、それを通して現代人間社会を見直す講座としたいと思い

ます。受講にあたって、特別な生物学の知識は必要としません。 

6回の内容は以下の通りです。 

1.生物はどのような形をしているか、2.生物の体は何でできているか、3.動物の体の大き

さとエネルギー消費量、4.動物にとって時間とはどんなものか、5.生物学から人間社会を考

える、6.ナマコの世界から見えてくるもの。 

毎回1曲は講義に関したオリジナルソングを歌います。乞うご期待！ 
 

後 期 講 義 

歌歌舞舞伎伎俳俳優優論論～～女女形形編編（（渡渡辺辺  保保））  
*** 水曜日（9 月 15 日・22 日・29 日、10 月 6 日・13 日・20 日）全 6 回 *** 

 

女形は歌舞伎の花です。その女形の中で今日最も活躍している六人の俳優についてお話し

たいと思います。すなわち芝翫、坂田藤十郎、玉三郎、福助、時蔵、芝雀の六人です。この

人たちのそれぞれの当り芸の、役の本質を掘下げていきたいと思っています。たとえば芝翫

の当り芸の「忠臣蔵九段目」の戸無瀬はどこがいいのか、戸無瀬という役はどう演じられる

べきか、といったことをお話したいのです。 

 
 
 
 
 
 

前 期 講 義 

柳柳田田國國男男とと現現代代（（福福田田アアジジオオ））  
*** 月曜日（4 月２6 日、5 月１0 日・17 日・24 日・31 日、6 月 7 日）全６回 *** 

 

柳田國男は日本の民俗学を開拓した人物ですが、その学問よりも彼の思想が高く評価され

る傾向があります。亡くなってからやがて50年が経過しようとしていますが、彼を論じる本

が今も次々と出され、150冊を超えます。 

この講義では、改めて半世紀に及ぶ柳田國男の民俗学研究を整理検討し、その内容を明ら

かにするとともに、彼が学問に託した使命感とそこに流れる危機意識を浮き彫りにして、現

代的な意義を考えたいと思います。 
 

後 期 講 義 

ググロローーババルルなな水水循循環環とと世世界界のの水水問問題題（（沖沖  大大幹幹  他他））  

*** 金曜日（10 月 8 日・15 日・22 日・29 日、11 月 5 日・12 日）全６回 *** 
 

日本における水問題の本質を理解するためには、食糧等の貿易を通した日本の水資源と世

界の水資源の関係、気候変動による水循環への影響などを理解する必要があります。 

本講義では、東京大学生産技術研究所における最新の研究成果をもとに、バーチャルウォ

ーター、地球温暖化と水問題、水質のモニタリングと汚染対策、人工衛星を用いた雨の観測

などのトピックを分かりやすく解説します。 

 

＜※各講座の概要は、担当講師の執筆によるものです。＞ 
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統一テーマ 「国際経済危機後の世界と日本の役割」 

 
米国発の金融危機は世界同時不況へと拡大し、回復の見通しがたたない国際的な経済

危機が続いています。さらにアメリカにおけるブッシュの退場とオバマの登場、BRICS

の台頭等が重なり、冷戦後の世界をリードしてきたアメリカ一極体制や先進国（G7）
主導の世界秩序に変化の兆しが見えます。我々はこの大変化期の立会人として、来るべ
き世界のイメージと、その中で日本が果たすべき役割について考えたいと思います。 

 
日程：７月中旬から下旬に開催を予定しています。 

詳細は、「区のおしらせ せたがや 6 月１日号」にてご案内します。 
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ゼミ生や聴講生及び一般区民の方も受講可能な公開講座を２～３回実施します。 
いずれも入場は無料です。 
日程、講師、講座名などは、随時「区のおしらせ せたがや」でご案内します。 

 

☆2 年次ゼミナール 

すでに 200９年度１年次ゼミを受講している方は、2010 年度は２年次ゼミに進みます。 
2 年次ゼミ生の午前の講座はすべて自由選択です。 

曜 日 コース 2 年次ゼミのテーマと講師 

 月 政 治 危機と再生の市民政治～ヨーロッパと日本の都市経験 小川 有美（立教大学教授）

 水 社 会 戦後史再考～自分史とアジア史の対話        吉見 俊哉（東京大学教授）

 金 経 済 不況の経済学                  小島 寛之（帝京大学准教授）

 

世田谷市民大学運営委員会／評議会 

佐藤 竺 
（成蹊大学名誉教授） 
篠原 一 
（東京大学名誉教授） 
村井 実 
（慶應義塾大学名誉教授） 
木原 啓吉 
（千葉大学名誉教授） 
倉沢 進 
（東京都立大学名誉教授） 
高橋 進 
（東京大学教授） 

浅子和美（一橋大学教授） 

小川有美（立教大学教授） 

苅部 直（東京大学教授） 

高原明生（東京大学教授） 

武田晴人（東京大学教授） 

西澤晃彦（東洋大学教授） 

長谷正人（早稲田大学教授） 

馬場康雄（東京大学教授） 

間宮陽介（京都大学教授） 

吉見俊哉（東京大学教授） 

和田あき子（ロシア文学研究者）

 

 

評 議 員 
米山光儀（慶應義塾大学教授） 学   長 

運営委員長 

運 営 委 員 

2009 年 12 月 1 日現在 
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受講コース              
◆◆ゼゼミミナナーールル 11 年年次次（（以以下下｢｢ゼゼミミ｣｣）） 

 

・1 年目は、政治（月）､社会（水）､人間（木） 
経済（金）のいずれかのコースを選択し、同コ 
ース午前の講義 2 講座が必修となります。 
（必修以外の講座も受講できます） 
 

・2 年目は、同じゼミの 2 年次に進みます。 
ゼミのみが必修です。（午前の講座は自由選択） 

 

※ゼミは､4 月～12 月まで 1 コースにつき全
24 回（前期・後期合わせて）実施します。 

※午前の講義は、前期(4～7 月)、後期(9 月～
12 月)ともに 1 講座 12 回実施します。 

 

◆◆聴聴  講講  

 

午前の講義の中から希望の講座を選択して受講
します。前期、後期ともに１講座 12 回です。 

（複数講座の受講も可能です） 
※午後のゼミへの参加はできません。 

 

◆◆少少人人数数特特別別講講座座 
前期、後期とも 1 講座（全 6 回）を実施します。 
ゼミ生・聴講生ともに受講可能ですが、同曜日
の同時限の重複聴講はできません。 

 

◆◆夜夜間間講講座座 

前期、後期とも 1 講座（全 6 回）を実施します。
ゼミ生・聴講生ともに受講可能です。 

◆◆世世田田谷谷市市民民ササママーーフフォォーーララムム  
7 月中旬～下旬に開催します。詳細は「区のお
しらせ せたがや 6月１日号」でご案内します。 

 

対  象（世田谷区民）                
原則として１8 歳以上の区内在住又は在勤・在学者です。 

申込み方法                
 

○○ＡＡ 裏表紙の申込書（前期・後期別））利用の場合裏表紙の申込書（前期・後期別  

必要事項を明記の上､郵送又は FAX にて世田谷市

民大学事務局へお申込みください。 
※申込みはがきに 50 円切手を貼付しお出し下さい。 
 

○B ハガキ利用の場合ハガキ利用の場合 

① 氏名（ふりがな） 

② 生年月日 

③ 住所 

④ 電話番号 

⑤ 市民大学受講経験の有無・受講者番号 

⑥ 希望コース・講座名すべて 
を記入の上、下記あてに郵送してください。 

〔宛て先〕 
〒154-0023    

世田谷区若林 4-22-12 世田谷都税事務所 2 階 

世田谷市民大学事務局 行 

 

TEL03-3412-0300 / FAX 03-3411-0131 
※火・土・日及び祝日は休みです。 

 

○C インターネット利用の場合インターネット利用の場合  

世田谷区ホームページ 

「インターネットから申請」をご覧ください。 

【ＵＲＬ】http://www.city.setagaya.tokyo.jp/ 

 

 

募集期間                
（※いずれも当日必着） 

ゼゼ ミミ 生生  22 月月１１日日((月月))  ～～    22 月月 1199 日日((金金))  

前前

期期
22 月月１１日日((月月))  ～～  22 月月１１９９日日((金金))  聴聴 講講 生生  

少少人人数数特特別別講講座座生生

夜夜 間間 講講 座座 生生
後後

期期
77 月月 11 日日((木木))  ～～  77 月月 2211 日日((水水))  

ササママーーフフォォーーララムム  66 月月２２日日((水水))  ～～  66 月月 1166 日日((水水))  

 

定  員               
 

※定員を大幅に下回る時は中止する場合もあります｡ 

また、申込み者多数の場合には、選考の後、お断りする

ことがあります。 
 

受 講 料                
 

ゼゼ ミミ 生生  

((１１年年次次) 

年額 40,000 円年額 40,000 円  
((前前期期･･後後期期にに各各 2200,,000000 円円をを分分割割納納付付))  
 

※所属コースの必修(午前の２講義分)の

講義代が含まれています。  

※所属コース以外の講義を選択して受講

する場合は､１講座につき 5,000 円と

なります。 

ゼゼ ミミ 生生  

((２２年年次次)) 

年額 28,000 円年額 28,000 円  
((前前期期･･後後期期にに各各 1144,,000000 円円をを分分割割納納付付))  
 

※ゼミのみが必修です。 

午前の講義を受講する場合は、前期･後

期各２講座まで１講座につき 3,000

円、それを超える場合は１講座につき

5,000 円となります。 

聴聴 講講 生生  

夜夜 間間 講講 座座 生生  
１１講講座座ににつつきき 66,,000000 円円  

少少人人数数特特別別講講座座生生  １１講講座座ににつつきき 44,,000000 円円  

ササママーーフフォォーーララムム  
「「区区ののおおししららせせ  せせたたががやや  ６６月月１１日日号号」」

ににてておお知知ららせせししまますす。。  

 

受講生の決定・受講料の支払い       
 

◎前期は、受講可否通知ハガキを 3 月中旬までに申込

み者全員あてに郵送します。 

それ以降になってもお手元に届かない場合は、事務

局までご連絡ください。（後期は、受講可否通知書

と納入通知書を共に郵送します。） 

◎受講料は、納入通知書により納付していただきます。

「納入通知書」は、前期は 4 月上旬、後期は 8 月中

旬に受講者あてに郵送します。なお、振り込まれた

受講料は原則として、お返しできません。 

ゼゼ ミミ 生生  11 ココーーススににつつきき 2255 名名程程度度  

聴聴 講講 生生  11 講講座座ににつつきき 112200 名名程程度度  

少少人人数数特特別別講講座座生生  11 講講座座ににつつきき 3355 名名程程度度  

夜夜 間間 講講 座座 生生  11 講講座座ににつつきき 3355 名名程程度度  

ササママーーフフォォーーララムム  11 講講座座ににつつきき 8800 名名程程度度  



✂キリトリセン✂

2010 年度後期申込書（聴講生） 

 

 ・希望の講義に○印を付けてください。 

〇印 時 間 講 義 名 

 月１ 
9:40 ～

11:00 

議会制民主主義のいま 

      （大山 礼子）

 月２ 
11:10～

12:30 

中国の民族問題・歴史と課題 

          （平野 聡）

 水１ 
9:40 ～

11:00 

音楽に響く若者像 

（小泉 恭子）

 水２ 
11:10～

12:30 

恋愛・結婚の今とこれから 

  （西野 理子）

 木１ 
9:40 ～

11:00 

人間観の基底～日本人における「個」 

の自立の可能性を考える  （安田忠郎）

 木２ 
11:10～

12:30 

朝鮮半島の歴史    

（李 成市・趙 景達ほか）

 金１ 
9:40 ～

11:00 

グローバリゼーションの中の日本企業

              （洞口治夫ほか）

 金２ 
11:10～

12:30 

市民教養としてのゲーム理論と行動

経済学            （川西 諭）

申込み受付：7 月 1 日(木)～7 月 21 日(水) 必着 

 
 

2010 年度後期申込書 

・希望の講義に○印を付けてください。 

 

【少人数特別講座】 

〇印 日 程 講 義 名 

 
10 月 8 日・15 日 

22 日・29 日 

11 月 5 日・12 日 

（金曜日・全 6 回） 

 

グローバルな水循環と 

世界の水問題 

（沖 大幹ほか)

※時間は 11：10～12：30 

※後期金曜 2 時限との重複受講はできません。 

 

【夜 間 講 座】 

〇印 日 程 講 義 名 

 9月15日・22日 

29 日、 

10月6日・13日 

20 日 

（水曜日・全 6 回） 

 

歌舞伎俳優論～女形編 

（渡辺 保）

※時間は 18：30～20：30 

申込み受付：7 月 1 日(木)～7 月 21 日(水)必着 

 2010 年度前期申込書（1 年次ゼミ・聴講生） 

【1 年次ゼミ生】 希望のゼミに〇印を付けてください。  

  ★同じ曜日の午前中（1・2 時限）の講義は必修です。 

   他の曜日も受講したい場合は下の希望講義に○印を記入して下さい。  
 

【聴 講 生】 希望の講義に○印を付けてください。 

〇印 時 間 講 義 名 

 
月１

9:40 

～11:00

韓国・朝鮮半島の視点から日本・東アジアを

考える               （木宮 正史）

 
月２

11:10 

～12:30

「瓦解」と「御一新」の明治初期政治思想 

     （河野 有理）

 
水１

9:40 

～11:00

アジアの家族  

        （梶原 景昭・土佐 昌樹ほか）

 
水２

11:10 

～12:30

「豊かさ」と「貧しさ」を問う 

～時代に抗う若者たち    （渋谷 望ほか）

 
木１

9:40 

～11:00

百人一首の歴史学 

（関 幸彦）

 
木２

11:10 

～12:30

辞書の世界～辞書万華鏡       

（関場 武）

 
金１

9:40 

～11:00

年金制度の今後を考える～少子高齢化時

代にどう対応するか？   （野村 亜紀子）

 
金２

11:10 

～12:30

戦後日本経済史   

（山崎 志郎・武田 晴人）

申込み受付：2 月 1 日(月)～2 月 19 日(金)必着 

 
 

2010 年度前期申込書 

・希望の講義に○印を付けてください。 

 

【少人数特別講座】 

〇印 日 程 講 義 名 

 4 月 26 日 

5 月 10 日・17 日 

24 日・31 日 

6 月 7 日 

（月曜日・全 6 回） 

 

柳田國男と現代 

（福田 アジオ)

※時間は 11：10～12：30 

※前期月曜 2 時限との重複受講はできません。 
 

   【夜 間 講 座】 

〇印 日 程 講 義 名 

 5 月 26 日 

6 月 2 日・9 日 

23 日・30 日 

7 月 7 日 

（水曜日・全6 回） 

 

生物のデザインから 

人間社会を考える 

（本川 達雄）

※時間は 18：30～20：30 

申込み受付：2 月 1 日(月)～2 月 19 日(金)必着 

月 政治ゼミ 東アジア共同体への道のり （高原 明生）

水 社会ゼミ 若者たちの困難            （西澤 晃彦）

木 人間ゼミ
小説で読むロシア社会と人間  

（和田 春樹・和田 あき子）

金 経済ゼミ

13：30 

～   
15：30 

日本の環境問題 その歴史と現実 
                      （武田 晴人）



      郵 便 は が き 
   
 
 

東京都世田谷区若林  
     ４－２２－１２ 

（世田谷都税事務所 2 階）  
 

世田谷市民大学 行  
 

前期【ゼミ・聴講】  

ふりがな  生年月日  

氏  名  
大正  昭和  平成

 ・   ・  

〒    
世田谷区 

 
住  所 

  

電話番号  ―  

  有 ・ 無  市民大学受講経験の有無 
有の方は受講者No.を記入してください 

受講者 No. 
 

 

郵 便 は が き 
 

 

 

東京都世田谷区若林  
               ４－２２－１２ 

  （世田谷都税事務所 2 階）  
 

   世田谷市民大学 行  
 

前期【少人数特別・夜間講座】     

ふりがな  生年月日  

氏  名  
大正  昭和  平成

 ・   ・  

〒 
世田谷区 

 
住  所 

  

電話番号  ―  

  有 ・ 無  市民大学受講経験の有無 
有の方は受講者No.を記入してください 

受講者 No. 

 郵 便 は が き 
   
 
 

東京都世田谷区若林  
     ４－２２－１２ 

（世田谷都税事務所 2 階）  
 

世田谷市民大学 行  
 
後期【聴講】  

ふりがな  生年月日  

氏  名  
大正  昭和  平成

 ・   ・  

〒 
世田谷区 

 
住  所 

  

電話番号  ―  

  有 ・ 無  市民大学受講経験の有無 
有の方は受講者No.を記入してください 

受講者 No. 
 

 
            郵 便 は が き 

 

 
 

東京都世田谷区若林  
                 ４－２２－１２ 

   （世田谷都税事務所 2 階）  
 

   世田谷市民大学 行  
 

後期【少人数特別・夜間講座】  
ふりがな  生年月日  

氏  名  
大正  昭和  平成

 ・   ・  

〒 
世田谷区 

 
住  所 

  

電話番号  ―  

  有 ・ 無  市民大学受講経験の有無 
有の方は受講者No.を記入してください 

受講者 No. 
 

１ ５ ４ ０50円切手

を貼って

ください 

０ ２ ３

１ ５ ４ ０
50 円切手

を貼って

ください 
０２３

１ ５ ４ ０50円切手

を貼って

ください

０２３

✂ キリトリセン ✂ 

１ ５４ ０
50円切手

を貼って

ください
０２３
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