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はじめに 
世田谷区は、「魅力あふれる 安全･安心のまち世田谷」の実現に向けて、安全･安

心のまちづくりを基本に、子育て支援、みどりの保全･創出等、さまざまな施策に取

り組んでこられています。 

しかし、世界金融危機に端を発する急速な景気悪化の影響により、世田谷区の財政

は、平成21年度以降、特別区税などの歳入が減収となる一方、保育サービス待機児対

策や生活保護等の社会保障関連など行政需要の増大にも対応する必要があることから、

平成24年度までには更なる財源不足が見込まれるなど、厳しい状況に直面しています。 

区はこうした現状を踏まえた上で、本格的な少子高齢社会というこれからの社会構

造を見据え、従来の施策を見直し、安定した財政運営の回復を目指しながら、効果的

で効率的な行政サービスを再構築する必要があります。 
そこで、世田谷区政策検証委員会は、平成 23 年度の予算編成に向けた施策、事業

等の見直しを重点的に行うとともに、中長期の視野に立って、施策の方向性を見出し、

区民の多様なニーズに応えていく、区政の基本的なあり方を見出すために設置されま

した。 

既存の制度や組織の枠組みにとらわれない、外部の視点から、客観的かつ幅広い検

証を行うべく、７名の学識経験者委員、６名の区民委員が、公開の場で積極的な議論

を重ねてきました。 
本委員会では、世田谷区議会や、世田谷区外部評価委員会等のこれまでの議論に基

づき、３つの視点について検証し、提言を行うこととしました。検証にあたっては、

各視点に関連する、典型的で、わかり易い施策事業を素材に選び、作業を行いました。 
区政の個々の現場で実践的に役立つ提言を目指すこと、委員全員の知恵や見方を活

かしていくこと、そして、次世代に負債を残さず、よりよい社会を引き継いでいくた

めに、中長期的な視点に立つことを基本的な考え方として取り組み、本提言をまとめ

ました。 
今後は、この提言の趣旨や内容を、すべての職場において、改善や見直しに役立て

ていただきたいと思います。その際は一律に当てはめるのではなく、個別の事業の状

況や区民の声を把握するとともに、個人や団体、大学等の社会資源、又、自然環境に

も恵まれた自治体であることをうまく生かしていただきたいと考えます。そして、期

限を区切って、いつまでに何をやるのかを区民に広く周知しながら取り組むことを期

待します。 
また、区民に対して情報提供を行いながら、区民自らが主体的に考え、区民からの

議論の盛り上がりも必要なことであると思います。 
本提言が区の行財政改革や将来を見通した世田谷区政のため、今よりもっと住み続

けたい、行ってみたいと思える世田谷区の発展のために役立てば幸いであります。 
 

世田谷区政策検証委員会 
委員長 白井 達郎 
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１ 政策検証の基本的な考え方 
 

（１）基本的な考え方 

世田谷区は、基礎的自治体として区民の生活に必要な基本的なサービスを提供して

きているが、多様化する区民ニーズに応えるため、先駆的な取組みについても積極的

に展開している。具体的には、世田谷区基本計画、実施計画に基づき、政策的課題に

ついては計画的に推進するとともに、区民生活の多様化に伴って拡大傾向にある行政

需要に対応するため、政策評価、外部評価等によって区の施策を常に検証し、行政経

営改革計画に基づく改善を行い、サービス充実に努めてきた。 
しかし、平成２０年秋の世界金融危機をきっかけに、区の歳入が大幅に落ち込み、

一方で生活保護など社会保障費の増大や保育サービス待機児童対策などへの対応が

求められ、区の財政状況は平成２３、２４年度の２ヵ年で約８０億円の財源不足が見

込まれるなど、厳しい状況におかれている（「資料編」第１回委員会資料２参照）。 
今後の社会情勢を踏まえると、できるだけ速やかに強固な財政基盤と、持続可能な行

政サービスの実施に向けた財政計画を確立し、社会の変化に対応できる体制を整えてお

くとともに、税の使い方についても、より適正かつ公平な活用に努める必要がある。 
 
区は、 も住民に近い立場で施策を展開する。その際区は、全国的に統一された基

準に従った施策を担う国や、広域的施策を実施する都と相互に連携しながら、地域住

民の複雑かつ多様化する要望にきめ細かく応え、地域の課題の解決を図っていくこと

が役割である。 
自分たちの地域を自分たちで治めるという地方自治の原点のもとで、世田谷区はこ

れまでも、行政と住民、事業者等が協働・連携して地域の課題を解決していく「新し

い公共」の考え方で自治体経営に取り組んできた。しかし、公共サービスの需要が更

に高まっている状況に対応するためには不十分であることから、改めて区はこの原点

に立ち戻り、公共のあり方を検証し、再構築していく必要がある。 
 
区は自らが担うべき役割を見極めて、その役割に沿った施策に重点的に取り組んで

いくことが重要である。このためには、企業や NPO などとの協働や役割分担を進め、

区が先駆的に取り組んできた施策についても、公共サービスの質を維持するという行

政の責任を果たしつつ積極的に民間の活力や資源を活用していくべきである。 
 
（２）検証の３つの視点 
これらを踏まえて、本委員会では、世田谷区が今後どのように区政に取り組むべき

かを明らかにするために、行政は「何を」「どのように」「誰に（どのような状況の住

民に）」対して公共サービスを提供すべきかを改めて見直し、次の３つの視点を持っ

て政策、施策、事業の検証を行ってきた。 
まず、行政は「何を」すべきなのか。 
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地方自治において、公共サービスの担い手は行政だけではない。住民自らが問題解

決を図ることもあれば、民間事業者が市場において公共サービスを提供する場合もあ

る。行政は、公共における役割を再確認し、行政が行うべきことを見極める必要があ

ることから、「行政と民間との役割分担について」を検証の第１の視点とした。 
 
次に、行政は「どのように」公共サービスを提供すべきか。 
行政の役割とされた施策、事業については、 も効率的かつ効果的にサービスが提

供されなければならない。そのためには、行政がサービス提供の能力を高めることは

もちろん、民間事業者、住民・地域におけるコミュニティ、大学等の様々な資源を活

用して、 小経費で 大福祉を実現する手段を選択する必要があることから、「サー

ビス提供体制について」を検証の第２の視点とした。 
 
そして、行政は「誰に（どのような状況の住民に）」対して、公共サービスを提供

すべきか。 
公共サービスは、限られた財源の中で、必要とする人に適切かつ公平に提供されな

ければならない。誰がどのようなサービスを求めているのか、サービスに要する経費

を社会全体で支えるべきなのか、または受けたメリット（受益）に応じて受け手が費

用を負担すべきものなのか、これらについて整理するために、「受益と負担のあり方

について」を検証の第３の視点とした。 
 
（３）検証にあたっての評価の基準 

これら３つの検証の視点について、それぞれ具体的な施策事業を検証素材として選

び、以下の基準に沿って、検証作業を行った。 

 

①政策目的、成果目標、手段・手法は、現在において適切であるか 
そもそも目的や成果目標が、開始当時同様現在も有用であるのか。また、現在

使われている手段・手法は、十分な成果を生み出すことができているのか。 
②運用の効率性と品質管理のバランスはとれているか 

施策事業の効率化が図られているか。また、効率性を追求するあまり、品質が

低下していないか。 
③幅広い施策実施方法を選択しているか 

適なサービスを、 小の経費で実施するために、 も有効な方法が選択され

ているか。 
④行政と住民などの関係の再構築を図っているか 

公共サービスを行政だけで提供するのではなく、住民や民間との協働による実

施を図っているか。 

次章からは、上記に示した評価の基準（評価軸）に沿って検証した結果を整理し、

視点ごとに提言を示す。 
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２ 【視点１】行政と民間の役割分担について 
社会の変化により、新たに求められ、必要となった公共サービスの中には、行政

がまず供給を開始し、そこから徐々に需要に見合った民間による公共サービスの拡

大と市場化が進み、サービスの充実が図られていくものもある。しかし、民間によ

る公共サービスが充実した状況にあっても、依然として行政がサービスを提供し続

けていることがある。 
そこで、検証の第１の視点である「行政と民間の役割分担」では、行政サービス

は民間とどのように重複・競合しているのか、重複している場合はどのような役割

分担が望ましいのかについて議論を行った。 
具体的な検証を行う素材には生涯学習施策を用いたが、区の事業のいくつかは、

大学の公開講座等の民間による公共サービスと重複・競合しているように見受けら

れた。生涯学習施策以外の施策事業においても、民間との重複・競合は多くの分野

にわたっている可能性もあるため、区は、全ての施策事業について、改めて民間と

の役割分担を踏まえたサービスのあり方を検証すべきである。その際、区民、事業

者等との連携・協働を一層発展させるという視点も重視する必要がある。 
次の考え方に立って、施策事業の検証を行うことを、本視点の提言とする。 

 

（１）既存の事業は、当初の政策目的により、成果の達成を目指して開始されている。

事業を行うための基礎である政策目的が、依然として区として目指すべきもの

であるかを改めて確認し、すでにある時期に目的が達成されている場合や、社

会情勢に照らして意義の薄れているものについては、目的達成のための手段と

しての事業の規模の縮小や廃止も含めた見直しを行うこと。 

 

（２）現在においても政策目的が目指すべきものである場合には、その達成のための

手段（事業）が適切であるかを確認すること。適切でない場合には、必要な見

直しを行うこと。 

 

（３）目的達成のために適切と考えられる手段（事業）について、公共サービスの民

間による提供の状況を把握し、それが充実している場合には、民間による公共

サービス提供を基本とすること。区が事業を行う場合には、実施理由を明確に

するとともに、提供内容及び体制が適切かを確認すること。 

 

（４）公共サービスの民間による提供への転換を図る場合であっても、必要に応じて、

区は公共サービスの民間による提供の状況を把握し、区民が適切なサービスを

受けることができているかなどを適宜、確認すること。 

 

（５）公共サービスの民間による提供への転換を図る際には、区はこれまでサービス

を利用していた区民等に対して、その提供状況を十分情報提供するとともに、
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経済的な事情等により必要なサービスを受けることができないことのないよ

う配慮すること。 

 

（６）民間か区かという二者択一にとらわれずに、多様な知識や経験を持つ区民、町

会・自治会やＮＰＯ等の活動団体、事業者、大学など、多様な地域の人材との

幅広い協力や連携を推進していくこと。また、区と区民の間で、区は何をやる

のか、どこまでやることが適切なのか等の役割について、時間をかけて合意形

成に努めること。 

 

（７）区が事業を実施する場合には、区民に最も身近なサービスの主体であることを

前提としたうえで、国、都との関係に留意し、連携の不足によるサービスの重

複等の非効率が生じないようにすること。また、財源を含め、国及び都との行

政間の責任を明らかにすること。 

 

（８）区の事業には、目的やねらいが異なるという理由から、各部署で個々に行われ

ていても、区民からは同様の内容と見えるものがある。区民の目線で事業重複

がないかを確認し、重複する事業については、複数の事業が相互に関連し、総

合的に実施することで有効性が高まることが明らかな場合を除き、整理統合も

含めた見直しを検討すること。 
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《視点１ 主な意見》 
 
＜（１）（２）に関する意見＞ 

・ 行政と民間のどちらがやるのか、ということだけでなく、そもそも必要なの

か、という議論があって、必要ならば初めて役割分担、という話ではないか。 
・ 施策事業の開始当初の事業手法は、時代とともに古くなったり、現在の社会

情勢に合わなくなったりしている可能性がある。長く続いてきたという実績

を評価するのではなく、そもそもニーズはあるのか、成果は達成できている

のか、目的達成に適した手法なのかを常に見直し、手入れして行くことが重

要ではないか。 
 
＜（３）に関する意見＞ 

・ 区内大学と市民大学の講座は、似ているものもあり、受講料もそれほど変わ

らないのではないかと思う。 
・ 青年の家の宿泊のようなことは、山奥などで、林間学校のように行うことも

可能ではないか。 
・ 限りある予算の中で、どのように維持するかを考えたときに、市民大学も区

でしかできないことだけを残して規模を縮小してはどうか。 
・ 市民大学のプログラムの内容を見ると、区の行う事業としては必要ないので

はないか。大学のゼミ、通常の授業で学習した方も区にはたくさんいる。あ

えて、区としてそこまでやる必要はないのではないか。 
・ 市民大学について、市民自治の担い手を育てるという目的を語られたが、区

内に多くの大学がある中では、その活用を含めて整理する必要があるのでは

ないか。 
・ 充実している他大学の講座を活用するほうが、経費・コスト面でも効果があ

るのではないか。 
・ 市民大学は、１か所で行っているが、そこに来ないと受講できないデメリッ

トがある。１３か所の区内大学の講座等を区が利用料補助するなどすると、

地域での受講もできるのではないか。 
・ 目的のために手段があり、手段として民間でもできることが増えている。む

かし掲げた目標が今も重要ならば、より良い手段として民間の選択もある。

それは経費面ということではなく、専門性を生かすという上でも。 
・ 政策目標達成のために手段がある。手段は時代によって変化している。常に

見直しが必要で、より目標達成に有効な手段が選択されるべきではないか。

それが民間であれば民間に。 
・ 青年の家の運営について、指定管理者制度の検討をしてはどうか。 
・ 青年の家は、宿泊だけの利用ではなく、利用率の低い平日にも有効に地域の

方が利用できるような内容とするべきではないか。 
・ 市民大学がゼミに参加する利用者間、先生との間での絆つくりに有効だとは
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思うが、絆つくりや市民自治の人材育成に 2 年間が必要なのか。 
・ 市民大学は、平日の昼間が主のようだが、ニーズに応えられているのか。 
・ 市民大学を仮に続けるのであれば、受益者負担ということを徹底的に考えて、

区のコストが増えないように、むしろ減るように考えなければならない。 
 
＜（４）に関する意見＞ 

・ 医療もそうだが、民間に任せて、後で民間のサービスがだめになったではま

ずい。民間には安かろう、悪かろう、も混在している。区は常にサービス提

供の状況や質の確保を、行政がやるやらないに関わらず確認する必要がある。 
 
＜（５）に関する意見＞ 

・ 子どもに関わるサービスは、民間でもたくさんあるが、ある程度の費用を必

要とするので、限られた所得層の利用になっている場合がある。 
 
＜（６）に関する意見＞ 

・ 区内大学との連携が弱い。区内の大学の講座に行けるような補助制度などに

振り替えたらどうか。区内大学の講座に、世田谷区の冠講座を設けたり、大

学の研究などに区をフィールドとして提供したりするなどの協力も考えられ

るのでは。 
・ 「協働」は、区民と区が一緒になって仕事をしようということだと思うが、

これが今回の委員会では取り上げられなかったのはちょっと残念。協働の中

で、区と区民の間で、区が何をやるの、どこまでやるのということについて

時間をかけて合意を形成していくということが、これからの行政で必要なこ

と。 
・ 区民協働であるとか、ＮＰＯとの協働や連携の考え方が、区の施策の中のど

のぐらいの位置にあるのか。（区のほうが、政策の中で、どれだけ重要視して

いくか。） 
・ どこかの団体に所属していない個人でも、役に立ちたいと思っている方はた

くさんいる。そういう声などもどんどん生かして、マンパワーを使って、も

っと活気のある区になっていけばいい。 
・ 行政コストの圧縮を図るために、行政の内部努力のほかに、自助・自治を推

進していくことが重要ではないか。 
・ 地域には、様々な非常に専門的な知識を持った人材がいる。行政でもそれを

把握して、そういった方々が企画運営する機会をどんどん拡張し、自主的な

取組みを育てていっていただきたい。 
 

＜（７）に関する意見＞ 
・ 世田谷区民は、東京都民でもあるし、日本国民でもある。行政サービスとい

うのは、区から受けるものなのか、都または国から受けるものなのかという
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違いがある。それについてすみ分けというか、区分けが区、都、国との間で

ちゃんとできていないのではないか。関係性というか、やるべき政治の区分

をしっかりするというコンセンサスづくりというか、世論づくりという努力

をやっていかなければいけないのではないか。 
・ 国と都との事業重複などの非効率が生じないように留意することを前提にし

て、国と都が行っていることを区がやってはならない（独自性の阻害）、とい

うことがないように、また、国と都が行っているから区は行わなくていいと

いう誤解が生じないような提言にする必要があるのではないか。 
 
＜（８）に関する意見＞ 

・ 市民大学と生涯大学との違いやすみわけはどのようになっているのか。 
・ 生涯学習事業は、他の事業との重複について全体の検討が必要ではないか。 
・ 市民大学と生涯大学との違い。市民大学の政策目標から見たときに、生涯大

学との位置づけに説得力がないのではないか。 
・ 各部署で行われている事業が一見重複しているようでも、それぞれで行われ

ることで効果が増す（相乗効果が得られる）こともある。重複のすべてが統

合すべき、廃止すべきではないのではないか。 
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３ 【視点２】サービス提供体制について（外郭団体との連携） 
検証の第２の視点である、「サービス提供体制について（外郭団体との連携）」では、

行政サービス提供のコストをできるだけ抑え、かつサービスの質を高めるために、ど

のようなサービス提供者と連携していくことが望ましいのかについて、議論を行った。 
検証の素材として、区が外郭団体と連携して提供するサービスを取り上げた。外郭

団体は、法令上の制限などによりサービスが硬直化しがちな行政（第１セクター）と

利益追求を主な目的とする民間（第２セクター）の間を補完し、より効果的・効率的

な公共サービスを柔軟に提供できるいわゆる「第３セクター」として設立された経緯

がある。しかし、外郭団体の設立当初と比べて、指定管理者制度や介護保険制度の開

始、公益法人改革など、社会情勢や法制度等も大きく変化し、NPO をはじめとする、

公共サービスの担い手は多様化している。外郭団体によるサービス提供が現在も も

適しているのかどうか、改めて検証が必要であると考える。 
 

（１）外郭団体と民間事業者が同様のサービスを提供している事例が見受けられる。

本来の政策目的や外郭団体の存在意義に立ち返り、外郭団体が担うべき事業と民

間による公共サービス提供が可能な事業との違いを明確にすること。 

 

（２）外郭団体と民間事業者が競合する事業では、どちらが適切なサービスを提供で

きるのか十分に検証した上で、必要な見直しを行うこと。 

 

（３）外郭団体によるサービス提供を見直すにあたっては、現在外郭団体が行ってい

る区民雇用、障害者雇用等を公共調達・契約の条件に入れて民間活用する方法な

ども含めて、より効率的・効果的な事業運営を図ること。民間活用の際には、事

業の継続性や政策的な位置づけにも留意し、期限を定めて段階的な改善を図るこ

と。 

 

（４）外郭団体の事業については、その意義や必要性について、区民へ分かりやすく

周知すること。また、外郭団体が引き続き担うべき事業についても、団体やその

事業の存在意義を説明した上で、各団体の特性を活かした事業運営を図るよう努

めること。 

 

（５）外郭団体の運営にあたっては、区からの出向の目的である指導や支援がそもそ

も必要なのかという観点などから、関係を見直していくこと。 

 

（６）外郭団体の利益を区に還元して、例えば重点施策などに活用する手法や、外郭

団体の財産をより有効に利用する手法について検討すること。 
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《視点２ 主な意見》 
＜（１）（２）（３）に関する意見＞ 

・世田谷サービス公社のコンピュータ事業などは民間事業者によるサービス提供

も可能ではないか。また、保健センターのウエルネス事業などは民間と似通っ

ている事業ではないか。 
・世田谷サービス公社の受託している飲食事業については、障害者雇用を前提と

しながら民間事業者を活用することはできないのか。 
・社会福祉事業団と民間の介護保険事業者との違いは何か。また、区の外郭団体

としての役割は何か。 
・安定的に継続して実施すべきサービスは区が担うべきではないか。 

・住民が高齢者とともに地域で暮らすことは大切である。社会福祉事業団の配食

サービス等は、住民グループや、ＮＰＯや町会と連携して提供できる部分もあ

るのではないか。 

・区の補助金等による事業について、もっと絞り込んで、公共でサービス提供す

る分野を明確にしてもいいのではないか。 

・外郭団体が既得権を持ち続けることによって、新しい団体の参入が難しくなれ

ば区民自治が失われる。区と外郭団体、地域、事業者を含めて、同様の職種、

事業者の連携を図るべきではないか。 

・障害者雇用などを公共調達・契約の条件に加えて、民間活用を図るなどの工夫

もあるのではないか。 
・外郭団体と民間の役割分担を見直す際、民間によるサービス提供が適切である

か、時間軸を持って段階的に見守っていくことが必要ではないか。 

 

＜（４）に関する意見＞ 

・サービス公社は、障害者雇用だけではなく、高齢者や女性の雇用も進めている。

このような構造の中で、障害者雇用をどのように考えているのか。 

・外郭団体がどのような事業をやっているということを、常に区民にわかるよう

に伝えていく必要があるのではないか。 

・外郭団体については、そのノウハウを他のところに活かし、存在意義が薄れて

いるものは淘汰していくという考え方もある。 
 
＜（５）に関する意見＞ 

・指導、支援という言葉が出ているが、本当に必要なものなのかという見極めが

必要なのではないか。 

・区の OB 役員への退職金を出さないとしているが、業務と責任に応じた退職金

は支払ってもよいのではないか。 

 
＜（６）に関する意見＞ 

・収益をあげている株式会社から区へ寄付をするなど、事業収益を活用する工夫
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はできないか。また基本財産を定期預金等で持っているのは、低金利の現状で

は、資金効率という観点から大きな不効率が存在しているのではないか。 
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４ 【視点３】受益と負担のあり方について 
検証の第３の視点である「受益と負担のあり方について」では、検証の素材として

健康づくり施策を取り上げ、議論を行った。 
今日直面している厳しい財政状況においては、制度を継続する財源確保のため、ま

た、利用者間の税負担の公平性を確保するために、受益者から一定の金銭的負担を求

めていくことも十分検討すべきである。しかし、負担を求めることによって、そもそ

もの政策目的が達成できなくなるなどのデメリットが生じる可能性も、同時に考える

必要がある。 
利用者負担は一律に求めるのではなく、利用者間の公平性の確保、政策目標達成へ

の影響、低所得者層への対応などを考慮して、個別的に検討が必要である。 
 

（１）厳しい財政状況においても、中長期的に施策事業を持続可能な財源を確保する

ため、利用者に対して一定の負担を求めることを検討するべきである。ただし、

政策目的の達成を妨げることにならないように、事前の検証及び影響・効果の測

定が必要である。 

 

（２）負担を安易に求めるのではなく、まず政策目的に立ち返り、政策としての意図

を明確にし、そしてサービス提供のコストの妥当性について検証を行い、施策事

業の効率化によりコスト圧縮を十分に行うこと。その際はサービスの質の低下を

招かないように十分留意すること。 

 

（３）新たに受益者に負担を求めていく場合、そのサービスの目的、内容などを踏ま

え、公平なサービス提供となるように努め、見直しの優先順位を決定して導入を

図るべきである。 

 
（４）区民の生命や安全安心に係るものなど、公益性が高い施策事業において、利用

者に新たな負担を求めていく場合は、低所得者がサービスを利用できなくなるな

どのデメリットが生じないかなど、効果の検証を十分に行うこと。 

 

（５）受益と負担のあり方については、負担の必要性などが区民にわかりやすく示さ

れていない状況もみられる。区はより一層の政策広報の充実に取り組むこと。 

 

（６）過大な行政サービスは、区民の自助、自治の機能低下を招く恐れもある。必要

なサービスを必要な区民に提供することは重要だが、一方で行政依存を招くこと

のないよう、自助、自治の一層の推進を図り、結果として行政コストの抑制に繋

がるような取り組みを行うべきである。 

 

（７）負担には、金銭的負担だけではなく、区民が自治に参加し、自ら公共を担い、
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地域貢献するという考え方もある。自助・自治を高める側面からも負担の見直し

を行うこと。 
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《視点３ 主な意見》 
＜（１）に関する意見＞ 

・ 特定の受益者がいる事業については、受益者負担を原則とし、また助成、給付

事業についても、所得制限を原則とするべきではないか。受益者の状況によら

ず一律にサービスをばらまくような政策はやめるべきではないか。 
・ 政治には所得の再分配機能があるから、低所得者層への対策があってしかるべ

きではあるが、サービスが何でも無料でもらえる、というのは違和感がある。

原則として、サービスの対価を払うべきではないか。 
・ がん検診や子ども医療費助成などの健康づくり施策であっても、予算的限度が

ある以上、制度維持のために所得制限や一定程度の負担を求めていくことが必

要ではないか。 
・ 例えばがん検診の受診率を向上させていくと、事業規模が拡大していくが、財

政的にどこで限界が来るのか判断するための、マーケティング的なデータを持

つ必要がある。 
・ 利用者負担を上げた場合、利用者から反発はあると思うが、ある程度の時間を

経れば沈静化することもある。そのような影響の検証を行っているか。 
・ 学習的意図を持って施策事業を実施し、利用者負担の影響などの評価を定量的

に行い、漸進的に進めていくべきではないか。 
 
＜（２）に関する意見＞ 

・ 受益者に負担を求める前提として、事業運営の効率化が本当に図られているの

か検証が必要ではないか。まだ行政コスト圧縮の余地があると思われる。 
 
＜（３）に関する意見＞ 

・ 利用者負担の導入や見直しを行うのであれば、まず余暇的なことなどから手を

つけるべきではないか。 
・ スポーツ施設等の利用料や自転車の撤去費用の自己負担などについては、もっ

と利用者負担を求めてもよい。 
・ 民間の事業者であれば、事業に優先順位をつけ、業績や経済情勢が悪化した際

には優先順位の低いものから見直しをしていくことは、ごくあたりまえの考え

方である。行政であっても施策事業に優先順位をつけ、社会情勢の変化に合わ

せてやるべきことを取捨選択していくという考え方を取り入れるべきではな

いか。 
 
＜（４）に関する意見＞ 

・ 区民の生命に関わることについては、できれば見直しの優先度は下げてほしい。 
・ 無料だったものが有料になるプロセスで、低所得者のがんなどの早期発見がで

きなくなると問題がないか。 
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＜（５）に関する意見＞ 

・ 子ども医療費助成について、制度の不必要な利用を抑制するために、医者にか

かる必要のないケースなどの啓発・情報提供を行う必要があるのではないか。 
・ がん検診について、制度の周知が十分でない。口コミ等も活用した広報が必要

だ。 
・ 多くの事業について、区報とホームページだけでは十分に周知されない。広報

掲示板等を改良して広報を徹底するべきである。 
・ 区民が負担の必要性を理解し、区民の間で議論が盛り上がっていくように、情

報提供などの取り組みをさらに推進すべきである。 
 
＜（６）に関する意見＞ 

・ 税の使いみちとして「こんなことまで税金で実施しているのか」と驚くような

事業もある。行政サービスの肥大化により、住民が行政を頼りすぎるという側

面もあるのではないか。行政サービスの整理や、利用者負担の見直しなどを行

うべきではないか。 
・ 検診の受診率向上のために、利用料を無料にするのは誤りではないか。区民に

対して受診を促す啓発を行って、自ら受診するようにしていくことが行政の役

割ではないか。 
・ 行政コストの圧縮を図るために、行政の内部努力のほかに、自助・自治を推進

していくことが重要ではないか。 
・ 自転車の撤去費用の原因者負担の議論の前提として、放置自転車が少ないまち

づくりを進めていく努力が必要ではないか。 
・ 現在、行政サービスは過剰な状態にあるのではないか。それが結果として、住

民の自助・自治を妨げる結果になっているとも考えられる。住民自治の発展を

考慮して施策事業を実施し、区民に対して自助・自治の啓発を行うことが区の

役割ではないだろうか。 
 
＜（７）に関する意見＞ 

・ 金銭的負担だけでなく、区民が自治に「貢献」するという負担もある。財源が

ないので金銭的負担を求めるという安易な議論だけでなく、自助・自治の推進

の観点から負担を再検討すべきではないか。 
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５ まとめ 
 

後に、本委員会における視点ごとの検証結果および提言を踏まえ、世田谷区が政

策全般を見直しする際の基準を提言する。以下の４点に沿って政策の見直しを進め、

区と民間の役割分担の見極め、サービス提供体制の 適化、受益者と負担の適正化を

行い、限られた財源のもとで中長期的に持続可能な制度設計を図ってほしい。 
 
（１）政策目的、成果、手段・手法、組織体制は、現在も適切か検証すること 

行政サービスの政策目的、成果目標は、事業開始時から時間の経過に伴い、今

日の状況に合わなくなっていることがある。また、目的や成果目標は、今なお有

用であっても、現在の手段・手法や組織体制が、目的達成に有効でなくなってい

ることもありうる。このような施策、事業については、区民の意見等を十分に反

映しながら、事業の廃止や民間への開放、事業を担う組織体制の改革なども含め

た抜本的な見直しが必要である。 
 
（２）行政サービスの効率性と品質管理のバランスを取ること 

厳しい財政状況の下で、行政サービスの効率性の向上は重要な課題であるが、

歳出削減を急ぐあまり、サービスの質の低下を招いてはならない。効率性と品質

管理のバランスを取りながら、行財政改革を図っていくことが重要である。 
 

（３）公益性を考慮しながらも、幅広い施策実施方法を選択すること 

他の自治体に先駆けて世田谷区が先駆的に推進してきた事業やこれまで民間

では支えきれない公共サービスなどについて、区、もしくは区の外郭団体が実施

することは多い。しかしながら、公益性やサービスの質を担保しつつ、民間の専

門性等を活用することも可能である。サービスの実施内容や方法については、幅

広い選択肢の中から 適のものを選ぶ必要がある。 
 
（４）行政と住民などの関係の再構築を図ること 

行政と住民は、共に地方自治の担い手である。行政だけが公共を担うのではな

く、時には住民が自ら地域の課題を解決する。また、民間事業者が公共サービス

を提供することもあり、行政、住民、民間事業者の協力によって、地域課題の解

決等により大きな成果が期待できる。事業によっては、区が自らリーダーシップ

を取りつつ、区民、民間との協働を強化し、自治を推進していく観点が重要であ

る。 
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６ その他、素材事業に対する意見等 
 
（１）青年の家、池之上青少年会館について 
・ 青年の家は、学校とか教育関係の方とタイアップしてやっていただければ、よ

りよいのではないか。 
・ 青年の家を使いやすい形に建てかえて利用者をアップさせて、利用料金もそれ

なりにいただくというような前向きな取り組みの形が望ましいのではないか。 
・ 青年の家は、ユースホステルのような感じで、それほどお金をかけなくてもよ

く、清潔であればいい。 
・ 青年の家の１年間の内容を見ると、78 団体 1419 人が使ったと出ている。   

大体 300 日のうちの 100 日くらいしか使っていない計算になって、あと 200
日はあいている。私も行ってみたが、すごく環境のいいところで、どうして利

用者がどんどん減っているのかという問題を解決しないと、建て直しというこ

とに結びつかないのではないか。 
・ 青年の家という形で限定して持っている必要はなくて、いろいろなことに柔軟

に使えるような施設に形を変えて、あいている時間と、泊まるときに異なる人

が使うなど柔軟な使い方がもっとできないかなと思う。 
・ だれでも参加できるような環境、利用者を青年に限らないということが、稼働

率が高まるのでいいとは思うが、それによって維持費の負担が大きくなってく

るようではあまり意味がないのではないか。青年の家とか市民大学に関しては、

今ある規模を広げずに、本当にその目的に沿ったものだけに集約して事業を続

けていくということがベストなのではないか。 
・ 青少年会館、青年の家に関しては、すごく老朽化も進んでいるので、建てかえ

るのであれば、宿泊施設みたいなものは必要なく、図書館が隣にあるのだから、

千代田区のように図書館を第２のオフィスとして使ってもらおうということで、

何か無線ＬＡＮなどを無料で使えるような形の開放などはどうか。 
 
（２）市民大学について 
・ 市民大学がゼミというのを大事にするというのであれば、いっそゼミだけを残

すということも一案。区内に大学や生涯大学に、知識を受けることを任せて、

ゼミという形式の部分だけを 30 年を機会に少し残して考えていくということ

も方法ではないか。 
・ さまざまな経緯があるのは十分理解しているが、政策目標が果たされているの

かというところについてちょっと疑問がある。政策目標を達成しようとするの

であれば、その内容ややり方についても検討の余地がある。 
・ 世田谷区がむしろ少数派ということを考えると、既に市民大学については１度

受講料改定をしていたようだが、改めてそれを考え直す必要があるのではない

か。 
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・ 地域の人材育成、市民自治というようなことで位置づけられるならば、内容は、

カリキュラムをもう少し変えて、むしろ地域の自治を託せるような地域寄りの

コミュニティ関連にし、講師陣にＮＰＯの人たちの人材も生かしたような内容

のほうがよりふさわしいのではないか。 
・ カリキュラムを検討したり、ゼミナールを開催したりということはあくまでも

形式であって、それが実態として市民自治の強化につながるものであるかとい

うのは本当に中身次第になる。 
・ 何回やったとかということではなくて、それによって得られた本来の成果とい

うものを主張していただいたほうが、事業の継続性や、例えばほかの事業を見

ていく上でも非常に有効ではないか。 
 
（３）外郭団体について 
・ 指定管理者制度では、民間が、県がこれまでやっていた内容をさらに充実して、

赤字で経営していたものを、指定管理者として利益を上げる自信はあるという

ことを聞いた。民間のそういうもうけるノウハウと生かす方向性を持ったらど

うか。 
・ サービス公社にしても、社会福祉事業団にしても、安定的に、なおかつ継続し

て行わなければいけない事業というのは、やはり行政がすべきではないのかと

思う。 
・ 区職員の方々の退職後の雇用ということで、特に福祉の分野とか現場のノウハ

ウを使っていくということはよくわかるが、こういう点で役に立っているんだ、

こういうふうに要請されているんだということもお聞かせいただきたい。 
・ 社会福祉事業団は、民間を支援していくとか、バックアップしていくようなこ

とは考えていないのか。 
・ 区のほうで設備を持っていて、その中の運用を民間でする場合、サービスの品

質管理みたいなことはされているのか。 
・ 世田谷区に 1 つ窓口があって、そこに聞いたらすべてのことがわかる。１回足

を運べばわかるできる状態にしておいていただけたら、多分今後老後が少し難

しくないというか、安心ではないかなと思う。 
・ 世田谷区のシルバー人材センターとして、高齢者の就労について独自のオリジ

ナリティーを持って、工夫をしてやっていただきたい。 
・ いろんなボランティアで、１回ボランティアをやったらチケットか何かが出て、

それを１枚か２枚で美術館が安くなるとか、そんな制度があってもいいのでは

ないか。そうすると、ボランティアも少しは楽しくなるのではないか。 
・ サービス公社が身体障害者を20名雇用していること自体は非常にいいことだ

と思う。ただ、外郭団体の評価をする場合に、それは本質的なことではない。 
・ 障害者を多数雇用するという方針、政策をどんどん取り入れればいいとは思う。

しかし問題は、サービス公社が年間 40 億円の売上を上げて、なおかつ障害者

をそれだけ雇用して、障害者を雇用しているということは、やっぱり経営上の
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非効率があると思う。その非効率をかなり大きく取り込んだ上で、なおかつ利

益を出しているということは、逆に言うと、サービス公社のあり方自体がちょ

っと変なんじゃないかという疑問がわいてくる。 
・ 今13ある外郭団体が、本当に継続性を持って、もっとよりよく付加価値を高め

ていくということを考えたときに、これからの外郭団体の運用、運営的なもの

はどうあるべきか、そこにどういう人材を投入していったらよいのか、また行

政としてのメリットがどこにあるのか、また民間とのコラボレーションという

ことを考えたときに、その相乗効果はどういうところにあるのかというところ

をまとめていくことが必要ではないか。 
・ 外郭団体として何となく存在しているから継続しないといけないのかなという

ものは、どんどん淘汰してしまおうという発想も必要だろう。 
 
（４）がん検診について 
・ 胃がん検診の受診率を見ると、無料、自己負担なしという状況でこの受診率は

大変低いという印象があるのだが、国と東京都の受診率の目標 50％、この辺で、

国と都と区の事業としてのすみ分けはどのように考えているか。 
・ 保健センターでなければ受けられない検診があるが、出張所と同じぐらいの数

に増やすことはできないのか、これもぜひ検討していただけないか。 
・ がんの治療費を無料化しようというような動きが出ていると聞いている。だか

ら、予防ももちろんだが、なった後もそのような手当てが検討されてもいいの

ではないか。 
・ 区民の税金は、当然低所得者、高額所得者にかかわらず負担をしているので、

その再配分をどう考えるかという視点に立ってみると、がん検診においても子

ども医療費助成においても、国民あるいは区民が平等にきちっと受け取るべき

サービスであるのだと思う。                          

そういう中で、どうやって限られた財源の中で考えていくのかということだと

思う。 
・ 税金などで負担しなければいけないところ、お金をかけるべきところは削減し

ないで、がん検診とか、そういうところへ区のお金を持っていってもらって、

利用料が物価とともに上がったものなのだなと区民が納得するサービスに関し

てはお金を取っていってもいいのではないか。 
 
 
（５）子ども医療費助成について 
・ 所得で考えると、低所得者の負担を減らすということもあり、逆に、高所得者

も多いと思うので、高所得者は納税も結構していて、そこで負担しているので

はないかという話もきっとあると思うので、多分両方の見方が必要だと思う。 
・ 命にかかわるところの削減はなかなか難しいかとは思う。また、ほかの 23 区

と比べて世田谷区だけ見直しをして所得制限や上限を設けるということも難し
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いのではないかと思うと、予防に力を入れていくしかないのではないか。 
・ 区民の税金は、当然低所得者、高額所得者にかかわらず負担をしているので、

その再配分をどう考えるかという視点に立ってみると、がん検診においても子

ども医療費助成においても、国民あるいは区民が平等にきちっと受け取るべき

サービスであるのだと思う。                      

そういう中で、どうやって限られた財源の中で考えていくのかということだと

思う。（再掲） 
 
 
（６）政策検証全般について 
・ 世田谷区は、いろいろな人材がいる。その世田谷区から輩出されているいろい

ろな人材にご支援いただいて、お金のかからない、付加価値の高い、いろいろ

な面のご指導をいただくという発想というものはこれからあってもいいのかな

と思う。 
・ 今の事業を小分けにしていって、受け入れられるところを増やすことによって、

もうちょっと民間参入の機会が増えないかなと思う部分もある。一方で管理コ

ストがすごく増える可能性があるが、まとめてどんと頼めればボリュームディ

スカウントもきく。あるいは契約にしても１本の契約で済むということはある

と思う。 
・ コストは重要な部分だと思うが、市民自治というところに立ち戻りたいと思う。

地域の中、世田谷の中で育ってきているＮＰＯとか市民グループとか、それが

また法人化されていったり、小さいながらも会社をつくっていったりというよ

うな、区民の人たちが区民目線で事業をつくっていたり仕事をしていたりとい

うものがある。そこを区のほうが政策の中でどれだけ重要視していくかという

ことではないか。 
・ 区民に対してリターンを求めるものについてはどんどん育てていき、さらにそ

れを伸ばしていく。見込めないものについては淘汰すると言うか見直しをする

とか、そういう考え方はあってしかるべきではないか。 
・ 江戸川区は駅前の地下に駐輪場をつくって、駅のすぐ近くに駐輪場を設けるこ

とで、有効な放置自転車対策にもなっている。こういった施策を見習うという

ことは非常に大事ではないか。 
・ 公共性というような観点と民間事業者的な評価軸、それに加えて、事業の成長

性などもぜひ評価軸に加えていただいてそういう３つの視点を組み合わせて資

源配分というようなことをぜひ考えていただくといいのかなと思う。 
・ 事業性ということを考えたときに、どうしても個別の職員の企画立案能力が必

要。関係する皆で骨格をちゃんとした形で、もう一度再構築するような形で積

み上げていくということの中で、いろいろなものが見えてくるのではないか。 
・ 国、都、区、あるいは隣の市と区というような区分かもしれないが、そういう

組織をめぐる横断的な取り組みによって、もっと効率化できるところがあるの
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かなという印象を持った。ぜひそういった視点も取り入れてほしい。 
・ どこかが悪者になって、事業の整理をしていき、かつそこを主管していくのは

どこの部局であるのかという整理をしていくというところまでやっていかない

と、多分先には進まないのではないか。 
・ 割り切りということが１つ、それから、やはり人事登用なり成果主義というも

のを入れていったほうがよい。 
・ 先駆的に無料化を所得制限なく進めてきたなどというようなことも、いろいろ

評価はあるにしても、子どもというようなことについては一定の評価があり得

るのではないか。 
・ 機能の再評価ということをやっているのだというところを強調されたらいいの

ではないか。 
・ 新ＢＯＰは将来的な子どものことを考えたら、毎日２時間か３時間いたから、

こういう点がプラスだったということが将来的につながるようなことではない

か。 
・ サイレントマジョリティーの方たちの満足いけるような世の中になるような形

で進めていただきたい。 
・ わかりやすい、本当に私たちでも子どもでもわかりやすい世田谷区の役所なり

施設であってほしい。 
・ インフラとか公共サービスの需給のシナリオをきちんと持つきっかけとなって

ほしい。それがきちんとできてくれば、本来あるべき政策目的とか、政策の成

果で、それを実現するための手段というところがきちんと形づけられると思う。 
・ 区民が参加して、気軽にこうやって行政の人と一緒に話ができるということは

すごくいいことなのではないか。 
・ 世田谷区が区民と一緒になって、区民が自立してまちづくりに参加している区

という形でアピールして、どんどん活性化していければいいのではないか。 
・ 情報の伝達の仕方の工夫があってもいいのではないか。携帯電話のホームペー

ジの有効活用であるとか、そういったものも１つの手段として考えていっては

どうか。 
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７ 委員名簿 
学識経験者委員（５０音順） 

氏 名 経 歴 等 

青山 賢五 
公認会計士 
世田谷区特別職報酬等審議会委員 

牛山 久仁彦 明治大学政治経済学部教授 

江尻 京子 
多摩ニュータウン環境組合リサイクルセンター長 
世田谷区外部評価委員会副委員長 

片田 保 みずほ情報総研株式会社次長 

白井 達郎 
（委員長） 

株式会社産学共同システム研究所代表取締役 
東京農工大学 MOT 専門職大学院客員教授 
世田谷区外部評価委員会委員長 

和田 清美 
（副委員長） 

首都大学東京大学院人文科学研究科教授 

渡辺 伊津子 駒澤大学経営学部准教授 

 
区民委員（５０音順） 

氏 名 経 歴 等 

浅野 雄一 

上田 菜穂子 

小野寺 邦子 

熊倉 真弓 

平野 紀雄 

堀口 初子 

区政モニター 
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世田谷区政策検証委員会開催実績 
 
 
世田谷区政策検証委員会は、以下の日程で開催し、各回の議題について討議を行っ

た。 
 
 

■第１回 
日程：平成２２年５月２１日（金） 午前１０時～正午 
議題：世田谷区長あいさつ 

正副委員長選出 
委員会の概要説明 
検証の「視点」と「素材」について決定 

 
 
■第２回 

日程：平成２２年６月１９日（土） 午前１０時～午後４時 
議題：視点１「行政と民間の役割分担について」の検証 

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 
 

 
■第３回 

日程：平成２２年６月２０日（日） 午前１０時～午後４時 
議題：視点３「受益と負担について」の検証 

第２回・第３回のまとめ 
 

 
■第４回 

日程：平成２２年７月１２日（月） 午後１時～午後３時 
議題：区への提言案のまとめ 
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世世田田谷谷区区政政策策検検証証委委員員会会のの実実施施概概要要  資料 1 
 
 基本的な考え方 

世田谷区政策検証委員会は、平成23年度の予算編成に向けた施策、事業等の見直しを重点的に行うとともに、

中長期の視野に立って、施策の方向性を見出し、今後の適正な区政運営の実現をめざすものです。既存の制度や

組織の枠組みにとらわれない外部の視点から区の施策、事業等について検証を行っていただき、提言を受けます。 

 

 財政状況 

世界的な経済危機による景気後退の影響により、世田谷区では、平成２３・２４年度の2ヵ年で、約80億円の

財源不足が見込まれています。（⇒資料２） 

 

 
取組みの方針 

政策検証委員会の取組みの方針は、次の３点です。 

①行政責任と民間活用のあり方の検討 

②中長期の課題に対応する方向性の検討 

③横断的なテーマによる施策の検証 

 

 委員会の構成等 

外部の視点から、13名の委員（学識経験者委員7名・区民委員6名）に区の施策、事業等について検証を行っ

ていただき、提言を受けます。 

委員会は4回を予定しています。 

 
 

政策検証委員会には、区の施策、事業に係る視点について、その考え方を検証していただくことを想定してい

ます。また、視点の検証に当たっては、その素材として具体的な事業の検証も想定しています。視点と素材の関

係は、次のとおりです。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

区長は、提言を受けて、平成23年度予算編成や中長期の課題についての「対応方針」を示します。 

 
 

 第1回 5月21日（金）午前10時～正午    視点と素材の決定    区議会大会議室 

 第2回 6月19日（土）午前10時～午後4時  施策等の検証①     区議会大会議室 

 第3回 6月20日（日）午前10時～午後4時  施策等の検証②、まとめ 区議会大会議室 

 第4回 7月上旬      未定   提言の決定         未定 

※区は、第4回の委員会後の8月を目途に「対応方針」を示す予定です。  

委員会日程等 

提言を受けての区の対応 

視点と素材 

例：行政と民間の

役割分担 

視点 

①視点について、検討をいただく

ために具体的な事業を素材としま

す。 

②素材の検討から導きだされた、視点に

ついての考え方を区の類似する施策に生

かしていきます。 

例：生涯学習施策

など 

素材 

① 

② 
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資料２

Ⅴ　３か年財政見通し（平成22～24年度）

（単位：百万円）

区分

21年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

予算 予算額 増減額 増減率 予算額 増減額 増減率 予算額 増減額 増減率

歳
 
 
 
 

入

特別区税 115,725 110,576 △ 5,149 △4.4% 110,721 145 0.1% 113,490 2,769 2.5%

特別区交付金 39,900 31,900 △ 8,000 △20.1% 32,442 542 1.7% 32,994 552 1.7%

国庫･都支出金 40,174 52,508 12,333 30.7% 67,456 14,948 28.5% 69,262 1,806 2.7%

特別区債 4,025 8,555 4,530 112.5% 8,000 △ 555 △6.5% 8,000 0 0.0%

繰入金 8,409 16,701 8,293 98.6% 15,400 △ 1,301 △7.8% 11,500 △ 3,900 △25.3%

その他 33,475 28,854 △ 4,622 △13.8% 27,632 △ 1,222 △4.2% 28,059 427 1.5%

歳入合計 241,708 249,094 7,385 3.1% 261,650 12,557 5.0% 263,304 1,654 0.6%

歳
 
 

出

人件費 47,955 47,588 △ 367 △0.8% 48,747 1,159 2.4% 48,707 △ 40 △0.1%

実施計画事業費 35,250 29,642 △ 5,608 △15.9% 22,920 △ 6,722 △22.7% 22,920 0 0.0%

その他の経常経費 158,503 171,863 13,360 8.4% 195,396 23,533 13.7% 194,041 △ 1,355 △0.7%

財源不足 - △ 5,413 △ 2,364

歳出合計 241,708 249,094 7,385 3.1% 261,650 12,557 5.0% 263,304 1,654 0.6%

　　○「実施計画事業費」は、「世田谷区実施計画」に基づく事業の経費（特別会計除く）です。

　　○「その他の経常経費」は、人件費、実施計画事業費以外のすべての経費を含みます。

　　○歳入見込みと歳出見込みの差額を「財源不足」とし、これを歳出から減額することで収支を合わせています。

　　○この財政見通しは、経済状況などの変化に対応し、再調整を行います。

（１）考え方 

平成 22 年度予算編成にあたり、大幅な歳入減に対応するため「緊急見直し方針

策定し、徹底した歳出削減に取り組みました。 

この財政見通しにおいては、実施計画事業について暫定的に修正前の事業規模を

むとともに、「緊急見直し方針」に基づき先送りとした事業について、23 年度

次実施することを想定しました。 

一方で、23 年度には 154 億円の基金からの繰り入れを行ったうえで、更に 54

財源不足が見込まれる状況となっており、今後更に、内部努力を始め、一層の

財源の確保に努めるとともに､経済動向や歳入見通しを踏まえ計画の修正を行い

（２）歳入 
 ○特別区税 

 特別区民税は、国の経済見通し等に基づく一定の条件(＊)のもとで、今後の

込みを推計しました。23 年度はほぼ横ばい、24 年度は景気回復と税制改正（

除廃止）の影響などにより前年度比で増額となる見込みです。 

(＊)想定経済成長率 H21(△2.6％程度) H22(1.4％程度) H23(1.7％程度) H24(1.7％程度

 ○特別区交付金 

特別区交付金は、調整税である市町村民税法人分の税収動向(＊国の経済

を踏まえて試算)や、交付金算定の基礎となる基準財政収入額・需要額の一

に基づき、今後の見込みを推計しました。 

 ○国庫・都支出金 

今後予定されている主な補助事業について、その事業費の見込みに応じ

みました。なお、子ども手当は 23 年度以降全額国庫負担として見込んでいま

 ○特別区債 

特別区債については、適債事業に的確に充当するとともに、財政規律維持の

ら、今後の起債残高が逓減する規模としています。 

 ○繰入金 

特定目的積立基金からの繰入れについては、各種事業の年次計画等に基

れを行います。また財政調整基金は、各年度の収支見込みを勘案して必要最小限

」を

見込

以降、順

億円の

経費節減、

ます。

税収見

扶養控

) 

見通し等

定の試算

増減を見込

す。 

観点か

づいて繰入

の繰

入れを見込んでいます。 

（３）歳出 

 ○人件費 

定員適正化計画による定数削減効果を見込むとともに、退職手当の増などを反

ています。なお、退職手当は今後も高い水準で推移します。 

 ○実施計画事業費 

22 年度に「世田谷区実施計画（20～23 年度）」の緊急見直しを行いましたが、23

年度は計画未修正、24 年度は次の実施計画期間に該当するため、いずれも暫定的

正前の 23 年度の事業規模を見込んでいます。 

 ○その他の経常経費 

映し

に修

歳入見込みの総額から、人件費、実施計画事業費を除いた額を「その他の経常経費」

の額としています。子ども手当の段階的実施により 22、23 年度（160 億円増）は大幅

増を見込んでいます。また、池尻 2丁目都有地活用など、公共施設の整備経費の増加

見込みを反映しています。 
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※平成元年度決算額を100とした場合の各年度の決算額（H21、22は予算額）の指数を表しています。

世田谷区の予算　主な項目別推移（平成元年度～平成２２年度）
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○配分割合
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社会福祉費・児童福祉費の推移
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減税補てん債
132億円

減税補てん債
115億円

減税補てん債
135億円

減税補てん債255億円
（うち223億円は借換え）

民生費の推移
（平成元年＝100の場合）
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介護保険への事業移行

国民年金事務の移管

特別区税の推移
（平成元年＝100の場合）
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特別減税 特別減税

恒久的減税

三位一体の改革

　504.9
（子ども手当がない場合）　213.3

（子ども手当がない場合）



資料３ 
世田谷区政策検証委員会 

 

検証の「視点」と「素材」（案） 
 

 

世田谷区の財政状況 

景気後退の影響により、平成２３・

２４年度の２ヵ年で約８０億円の財

源不足が見込まれるが、安全・安心施

策や子育て施策、生活保護などの社会

保障施策などに係る財政需要が高ま

っており、また、緑地保全など区政に

係る中長期的な課題も山積している。 

世田谷区を取り巻く状況 

少子・高齢化や高度情報化、国際化、

社会経済のグローバル化の急速な進

展に伴い、区民のライフスタイルが大

きく変容している。 

区民ニーズは複雑、多様化し、行政

に求められる役割も変わってきてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《視点》 

行政と民間の 

役割分担について

《視点》サービス
提供体制のあり方

について 
（外郭団体との連携）

《視点》 

受益と負担 

について 

検証の「視点」と「素材」 

《素材》 

生涯学習に 

係る施策 
・青年の家 

・池之上青少年会館 

・世田谷市民大学 

《素材》 

世田谷区の 

外郭団体 
・外郭団体のあり方 

・世田谷サービス公社 

・世田谷区社会福祉事業団

《素材》 

健康づくり施策 

・がん検診 

・子ども医療費助成 

視点の 

検証 
素材の 

検討 

視点の 

検証 

素材の 

検討 

視点の 

検証 
素材の 

検討 

中長期の課題に 

対応する方向性の

検討 

行政責任と民間活

用のあり方の検討 

横断的なテーマに

よる施策の検証 

 

健全な財政を維持しながら 

どのようにして多様な 

区民ニーズに応えていくか 

 

・社会資源配分の最適化と有効活用 

・効率的、効果的な事業実施 

・税以外の収入の確保 など 

 《取組の方針》 
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視点１ 行政と民間の役割分担について 

 

■背景 

少子高齢化や高度情報化、国際化、社会経済のグローバル化などの急速な進展等に伴い、区民ニーズはますます複雑、多様化し、また、

区民の暮らしの質的向上が重視されるようになる中、行政だけではなく、区民、事業者、ＮＰＯ等が公共的なサービスの担い手として、そ

の役割を発揮するようになるとともに、その機運も高まってきている。 
特に、世田谷区では、活力ある子育て世代や、豊富な経験を持つ中高年世代など、幅広い年代層の人材に恵まれ、地域団体、事業者や大

学、ＮＰＯなどの活動も盛んに行われている。 
これらを区民サービスの充実に最大限生かすことを基本の考え方として、既存のサービスにおいても、民間が行うことが効果的なもの、

行政と民間が協働で行うことが効果的なもの、また、行政が行うことが求められるもの（行うべきもの）など、行政と民間の役割分担を明

らかにすることが、健全な財政を維持しながら、多様なニーズに応えていくために今、求められてきている。 
 
■素材：生涯学習に係る施策 
区民が、自己の充実や向上を図り、生きがいや豊かな生活をつくりだし、充実した人生をおくるために、生涯を通じて取り組むことがで

きる生涯学習の必要性が高まってきていたことから、区では、これまで社会教育、スポーツ、文化、福祉、消費生活の各分野にわたり、区

民の学習意欲、ニーズに応えるように各種生涯学習施策を推進してきた。 
しかし、区民ニーズの高度化、多様化の進展に対応して、民間の担い手が増加し、さらに、近年の少子高齢化社会の進展を背景にして、

たとえば、区内の大学では、成人向けの生涯学習講座や文化講座の実施に力を入れている。現在、年間 1,000 以上の成人向け講座を提供し

ている大学もあり、民間によるサービスの充実はめざましいものとなっている。 
このようなことから、行政と民間の役割分担の検証にあたって、生涯学習に係る施策を素材としてあげている。 
また、具体的な検証のための素材事業としては、法令による義務に準ずるものとして、各種の青少年対象事業を行う「青年の家」、「池之

上青少年会館」が、また、区の任意的な事業としては、政治・社会・人間・経済など多数の講座を開講している「世田谷市民大学」をあげ

ている。 
 

素材 区分 素材事業 担当所管 類似事業の例 担当所管 
法令による

義務又は義

務に準ずる

もの 
 

社会教育法に

市町村教育委

員会の実施す

る事務として

定められた事

業 

・青年の家 

・池之上青少年会館

（社会教育法第5条

の 4 他※） 
 

教育政策部生涯学

習・地域・学校連

携課 

 

＜子ども・子育て支援＞ 
・児童館 
(児童福祉法) 

 
児童課 
 

生

涯

学

習

に

係

る

施

策 

任意的事業 区民の文化振

興、生涯学習等

の推進のため

に独自に実施

する事業 

・世田谷市民大学 

 
生活文化部文化・

国際課 

 

＜生涯学習＞ 
・成人教育  
・区民講座 
・生涯学習セミナー 
・校外活動セミナー 
・地域合同研修会 
・おとしよりに学ぶつどい 
・ジュニアリーダー研修 
・新年子どもまつり 
・才能の芽を育てる体験学習 

＜社会参加・生きがい＞ 
・世田谷区生涯大学  
・陶芸教室  
・園芸講座  
・シルバー工芸教室 
・土と農の交流園講座 

＜生涯スポーツ振興＞ 
・社会体育施設 
・スポーツレクリエーション教室 
・レクリエーション 
・スポーツ競技大会 
・スポーツレクリエーション指導者養

成・活用  
・スポーツインフォメーションの発行 

＜子ども・子育て支援＞ 
・プレーパーク 

＜消費者の自立支援＞ 
・消費者カレッジ 

 
生涯学習・地域・学

校連携課 
 
地域振興課 
 
 
 
 
 
 
生涯現役推進課 
 
 
 
 
 
スポーツ振興課 
 
 
 
 
 
 
 
児童課 
 
消費生活課 

※ 社会教育法第 5条の 4  

（市町村の教育委員会の事務） 

第五条 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育

委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、

予算の範囲内において、次の事務を行う 

 四 所管に属する図書館、博物館、青年の家その他の

社会教育施設の設置及び管理に関すること。 
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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） 

 

■背景 

行政サービスの提供体制には、行政による直接提供から、区の外郭団体との連携、専門性を有する民間事業者への委託や補助、地域活動団体

等への事業補助など、さまざまな手法がある。 

近年、外郭団体により行政サービスを提供してきた分野において、指定管理者制度や介護保険制度などの新たな仕組みが導入されてきている。 

区ではこれまで、法令上の制限などによりサービスが硬直化しがちな行政（第１セクター）と利益追求を主な目的とする民間（第２セクター）

の間を補完し、より効果的・効率的な公共サービスを柔軟に提供できる第３セクターを活用するため外郭団体を設置し、区民サービスの向上に

努めてきた。 
国においても、地方自治法などの法令や各省からの通知等により、公の施設や社会福祉施設の管理委託先を外郭団体等に限定するなど、全国

的に第３セクターによるサービス提供を推進してきた経過がある。 
しかし、「官から民へ」という流れの中で、指定管理者制度や介護保険制度などが導入され、広く民間事業者がサービス提供主体として参入し

てきている。このように、より効果的・効率的なサービス提供のために民間事業者を活用することが可能な分野が拡大し、第３セクターの役割

が薄れる中で、外郭団体との連携により実施している事業に関しても、最適な提供体制であるかどうかの検証が必要となってきている。 
 

■素材：世田谷区の外郭団体 

世田谷区の外郭団体全般について、国の制度との比較等を行いながら、区の法令上の義務や出資関係などについても確認し、今後のあり方に

ついて検証する。 
外郭団体の中でも、社会情勢の変化や制度改正に伴い、その役割などが大きく変化していると考えられる団体について検証していく。 
公共施設維持管理については、地方自治法により委託先が区の出資法人に限定されていたが、指定管理者制度が始まり、民間事業者の活用が

可能となった。このため、一つには公共施設維持管理を主な事業とする世田谷サービス公社を対象団体としてあげている。 
また、区が設置する社会福祉施設の委託先は、厚生省通知（昭和４６年）により社会福祉事業団を原則とすると定められていたが、介護保険

制度の開始以降、このような制限は無くなり、豊富な実績を持つ民間事業者が増加してきている。このため、介護保険事業を主な事業とする世

田谷区社会福祉事業団をもう一つの対象団体としてあげている。 
 
素材 論点 検証の内容 

（１）国と世田谷区の外郭団体の違い ・職員体制について 
・役員等の報酬について  など 

（２）世田谷区の外郭団体の定義 ・区の法令上の義務（管理、指導等） 
・各団体の法令上の根拠 
・区の出資率       など 

世
田
谷
区
の
外
郭
団
体 

（３）社会情勢の変化や制度改正に 
よる役割の見直し 

・世田谷サービス公社 
主な事業：公共施設維持管理（指定管理者制度との関係） 

・世田谷区社会福祉事業団 
主な事業：特別養護老人ホーム運営等介護保険事業（介護保険制度との関係） 

【参考】外郭団体の分類 

法定 
団体 

団体名称 

（区所管課） 

団体種別 

（根拠法） 

国・都道府県 
・区市町村組織

出資

関係

主な事業 

○ 
世田谷区社会福祉協議会 

（地域福祉課） 

社会福祉法人 

（社会福祉法） 
○ － 

地域社会福祉事業 

○ 
世田谷区シルバー人材センター 

（工業・雇用促進課） 

社団法人 

（高齢者等の雇用の安定等に関する法律） 
○ － 

高齢者雇用促進事業 

○ 
世田谷区土地開発公社 
（用地課） 

下記法令に基づく法人 
（公有地の拡大の推進に関する法律） － ○ 公共用地等の取得 

－ 多摩川緑地広場管理公社 

（公園緑地課） 

その他 

※大田区との共同設置による任意団体 
－ － 

緑地・広場維持管理 

－ 世田谷区社会福祉事業団 

（高齢福祉課） 

社会福祉法人 

（社会福祉法） 
－ ○ 介護保険事業 

※平成12年度介護保険制度開始 

－ 世田谷サービス公社 

（政策企画課） 
－ ○ 公共施設維持管理 

※平成15年度指定管理者制度開始 

－ エフエム世田谷 

（広報広聴課） 
－ ○ コミュニティ放送事業、地域防災・

災害情報の提供 

－ 世田谷川場ふるさと公社 

（区民健康村・ふるさと交流課） 

株式会社 

（会社法） 

－ ○ 区民健康村施設維持管理 

－ せたがや文化財団 

（文化・国際課） 
－ ○ 地域文化振興事業 

－ 世田谷区産業振興公社 

（商業課） 
－ ○ 区内産業振興事業 

－ 世田谷区保健センター 

（保健医療担当課） 
－ ○ 検（健）診事業、健康増進事業 

－ 世田谷トラストまちづくり 

（都市計画課） 
－ ○ トラスト運動推進事業 

－ 世田谷区スポーツ振興財団 

（スポーツ振興課） 

財団法人 

（一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律） 

－ ○ スポーツ・レクレーション振興事業 
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視点３ 受益と負担について 

 

■背景 

区が提供するさまざまなサービスについては、主に区民が納める税によって賄われている。例えば、道路、公園の整備や、小中学校の建

設、災害対策など、誰もが必要とするサービスについては、区民全員が、税で支える仕組みとなっている。 
しかし、区が提供するサービスによっては、その利用を選択した人のみが利益を受ける（受益）ものもある。このような事業にも、サー

ビスを利用しない区民が納めた税も投入されており、利用者に応分負担を求めないことは、税負担に不公平が生じてくる。 
そこで、区は、これまでも、低所得者層等に対して一定の配慮をしつつ、所得の高い層には所得に応じた負担を求め、また、税負担の公

平性の確保を考慮しながら、選択的に受けることができるサービスについては、その利用者に対して応分の負担を求めてきている。 
 
■素材： 健康づくり施策 

「健康増進法（第 19 条の 2 等）」では、健康づくりにおける国、都、区、区民、それぞれの役割が規定されており、区民は自らの健康を

努力して維持、増進することが求められている。行政は、公衆衛生や難病治療の支援など、健康づくりを支援する役割を担う。また、行政

には、例えば結核の検診や予防接種など、疾病の蔓延防止の観点での施策の実施を義務づけられている。 
しかし、自治体による実施が義務付けられている検診等であっても、その利用については、本人が選択可能なものも多い。そのため、受

診者の自己負担額については自治体の判断に委ねられているが、無料または少額の負担で受診できるようになっているものが多い。 
法令で実施が定められている検診等の中でも、例えばがん検診は、受診者が毎年６万人以上にのぼっているが、本来、区民自らが、健康

の維持に努めるべき分野でもある。 
また、今年度より、国が新たに「子ども手当」等の子育て施策を実施する状況にある。こうした状況を踏まえて、受益と負担のあり方に

ついて検証するため、素材として健康づくり施策をあげ、具体的な事業としては、法令による実施が定められている事業としてがん検診を、

任意的な事業としては子ども医療費助成をあげている。 
 

素材 区分 素材事業 担当所管 類似事業の例 担当所管 
法令による

義務又はこ

れに準ずる

もの 

健康増進法及

び健康増進法

施行規則で実

施が定められ

た施策 

がん検診 

（健康増進法

第19条の2、
がん対策基

本法、健康増

進法施行規

則第 4 条の

2） 

 

世田谷保健所健康

推進課 

 

＜健康診査＞ 
・特定健康診査・特定保健指導ほか

（高齢者の医療の確保に関する法

律） 

・成人健康診査 
（健康増進法） 

・区民健康診断（健康増進法） 
 
＜疾病予防＞ 
・予防接種事業（予防接種法） 
 

保健福祉部 
国保・年金課 
 
 

世田谷保健所 
健康推進課 

総合支所健康づくり

課 
 
世田谷保健所 
 

健

康

づ

く

り

施

策 

任意的事業 区民の健康増

進のために区

が独自で実施

するもの 

子ども医療費

助成 

 

子ども部子ども家

庭支援課 

 

＜疾病予防＞ 
・子どものインフルエンザ予防接種

への助成 
・任意の麻疹、風疹、ＭＲ予防接種

への助成 
 
＜介護予防・健康づくり＞ 
・健康度測定 
・健康教室 
・健康増進指導 
・運動指導員派遣 
・元気体操リーダー養成・派遣 

・健康づくり団体への助成 
 

 
世田谷保健所 
健康推進課 
 
 
 
 
世田谷保健所 
健康推進課 

 

 

地域福祉部介護予

防・地域支援課 

 



検証の「視点」と「素材」（案）補足資料 （各「素材事業」の概要） 

視点１ 

（１）青年の家（所在地：野毛 2-15-19） 
青年の家は、青少年の集団活動の場として、昭和 38 年に設置した宿泊型社会教育施設である。青少年が自ら計画を立て実

行するレクリエーションやクラス、サークル活動に、青少年指導者としての PTA などの集会に、また、子ども会や自主的な

学習文化活動の場として、宿泊または日帰りで利用できる。 
【事業内容】 

  青少年団体等の宿泊・日帰り利用、子どもサマースクール、子どもスプリングスクール、青年の家リーダー研修、 
青年の家こども祭 

（２）池之上青少年会館（所在地：代沢 2-37-18） 
青少年の利用を中心とし、昭和 56 年に開設した日帰り型の社会教育施設である。学識経験者等による運営協議会が設け

られている。 
【事業内容】 
小学生講座、中学生講座、高校生講座、異年齢・親子対象事業、青年講座（ヤングセミナー）、青年文化祭、ダンスフェス

ティバルＳＥＴＡＧＡＹＡ 
（３）世田谷市民大学 

世田谷市民大学は、区民の高度な学習意欲に応え、市民自治の担い手にふさわしい専門的学習の機会を提供するという目

的をもって、昭和 56 年に開設した。学識経験者等による運営委員会が設けられている。 
【事業内容】 
基本コース（政治・社会・人間・経済）、少人数特別講座、夜間講座、公開講座、サマーフォーラム 

 

視点２ 

（１）世田谷サービス公社 
  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

るため、昭和６０年４月に株式会社として事業を開始した。 
【事業内容】 
・施設維持管理等事業（総合支所、出張所、区民会館、区民センター、地区会館、美術館、障害者施設、教育・生涯学習施

設など） 
・コンピュータ事業（世田谷区の電算システム運用保守、パソコン関連機器リース事業など） 
・飲食事業（レストラン「スカイキャロット」、レストラン「ル・ジャルダン」、喫茶「ルソー」） 

（２）世田谷区社会福祉事業団 
世田谷区社会福祉事業団は、区と一体となって社会福祉事業の推進を図り、区民福祉の向上に寄与することを目的として

平成６年９月に設立された。 
【事業内容】 
・世田谷区立特別養護老人ホームの運営（芦花ホーム、上北沢ホーム） 
・あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）の運営（上町、太子堂、北沢、上祖師谷、上北沢） 
・世田谷区高齢者センター「新樹苑」の運営 
・世田谷区福祉人材育成、研修センターの運営 
・通所介護事業所の運営（デイ・ホーム） 
・訪問看護事業所の運営（訪問看護ステーション） 

 

視点３ 

（１）がん検診 
①胃がん検診 
胃がんの早期発見を目的として保健センター等に委託し実施している。 
保健センター委託分（レントゲン検査）、医師会委託分（レントゲン検査）ともに、35 歳以上の希望者を対象に実施して

いる。血清ペプシノゲン検査は、特定健康診査等受診者のうち、40・45・50・55・60 歳を対象に実施している。 
②子宮がん検診 
子宮がんの早期発見を目的として、20 歳から 39 歳までと 40 歳以上の偶数年齢の女性区民を対象に地区医師会に委託し、

検診を実施している。 
③乳がん検診 
乳がんの早期発見を目的として、40 歳以上の偶数年齢の女性区民を対象に保健センターや地区医師会に委託し、問診、視

触診、マンモグラフィ（乳房Ｘ線撮影）併用で検診を実施している。 
④肺がん検診 
肺がんの早期発見を目的として、40 歳以上の区民を対象に地区医師会に委託し、特定健康診査等の受診機会に併せて検診

を実施している。 
 ⑤大腸がん検診（便潜血反応検査） 

大腸がんの早期発見を目的として、40 歳以上の区民を対象に保健センターに委託し、検査を実施している。 
（２）子ども医療費助成制度 

保険診療の自己負担分の医療費と入院時食事療養費の標準負担部分を助成している。 
平成 18 年 12 月より、区内に住所がある 15 歳到達後最初の３月 31 日までの子どもに対象を拡大した。 

【所得制限】なし 
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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           ・・・・・・・  ３８ 

・ 世田谷市民大学                 ・・・・・・・  ４０ 

・ 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・・・・・・  ４３ 

 

【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            ・・・・・・・   ４５ 

・ 外郭団体一覧表                ・・・・・・・   ４９ 

・ 世田谷サービス公社              ・・・・・・・   ５１ 

・ 世田谷区社会福祉事業団            ・・・・・・・   ５５ 

 

【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                   ・・・・・・・  ５９ 

・ 子ども医療費助成               ・・・・・・・  ６３ 

・ がん検診一覧                 ・・・・・・・  ６５ 
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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 
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【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 

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

 

○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 

－
4
3
－

 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

 



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 

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） 

【検定】 １講座 

・食の検定受験対策講座 ・知的財産管理技能検定  ・eco 検定 
【検定】 １講座 

・色彩検定３・２級 

 

 

－
4
4
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  【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 



【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

（区所管課）

区出資率

90%

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。

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

社会福祉法
上の社会福
祉法人

会社法上の
株式会社

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。

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

100%

５億円

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｡

一般社団法
人及び一般
財団法人に
関する法律上
の財団

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。

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

一般社団法
人及び一般
財団法人に
関する法律上
の財団

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

4億4千5百万円

１億２千万円

一般社団法
人及び一般
財団法人に
関する法律上
の財団

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
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）

45%

４千万円

75%

会社法上の
株式会社

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

５百万円

100%

－

－

－

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

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。

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
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

平成１８
年
４月

100%

５億円

100%

４億円

平成１５
年
４月

100%

５億円

100%

８億円

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

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

３百万円

0%

５百万円

100%

－
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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 役員 評議員会（人） 平成20年度決算

（千円）
（区所管課）

（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

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

常勤職員数

2,420,548

642,161

（人）

2,361

618,032 10%

区職員が
兼職

79,208

21,409

78,271

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）

587,649 332,31758.9%

111,998 610,938

919,966

272,463 728,384

722,936

53.8%

618,567319,085

0.025%

2,361

70%

249,006 578,857

1,316,696 481,171

445,245 3,696

200,189 1,154,178

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%

75.7%

937,652

1,344,402

1,797,867

74.3%

448,941

69.9%

827,863

82.4%

26.2%

　　６３
　　（区民５８、各種団体代表
５）

　　１０
　　（区議５、学経５）

17

13

10

19

14

18

15

社会福祉法人
世田谷区社会福祉協議会
（地域福祉課）

社会福祉法人
世田谷区社会福祉事業団
（高齢福祉課）

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）

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）

株式会社
エフエム世田谷
（広報広聴課）

株式会社
世田谷サービス公社
（政策企画課）

28

25

11

9

世田谷区土地開発公社
（用地課）

多摩川緑地広場管理公社
（公園緑地課）

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）

9

6

　　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）

　　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）

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） 
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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） 

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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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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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）

事 

業 

内 

容

 
 
 
 
 
 
 

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。 

－56－ 



【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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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 

(25.8%) 

3,585,841

※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。 

設置自治体 

（東京都内） 

都             あり 

特別区人事・厚生事務組合  あり 

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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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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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 

－
6
5
－

※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。 

 



【参考資料】　事業経費と利用者負担の対比（平成20年度決算）　概算 平成22年6月
政策検証委員会参考資料

○NO.1～4は、区の一般会計決算に基づき、各事業にかかる区事業費の歳入歳出内容を記載しています。

○No.5～11は、施設別行政コスト計算により、施設整備費（減価償却分）や職員人件費などを含む総事業費、指定管理事業者の収入を含む利用者負担を記載しています。

（単位：千円）

事務事業名
事業経費
（歳出）

事業経費の内容
利用者負担
（歳入A）

利用者負担の内容
利用者負担割合
（歳入A/歳出）

その他特定財源
（歳入B）

備考

1 私立保育園運営 4,309,711
人件費や施設維持管理費など保育サービス運
営費（国基準+区上乗せ）、利用者負担軽減
対策費など

613,813 入所者負担金（保育料） 14.2% 1,033,954

国基準の負担率は、基準運営費
から国が定める保育料（所得階
層別）を除いた額に対し、
国1/2：都1/4：区1/4

2
区立障害者生活介護施設運営（障
害者自立支援）

1,573,757
人件費や施設維持管理費など、障害者日常生
活訓練等サービス施設運営費

39,845 利用者負担金 2.5% 607,132 12施設

3 放置自転車対策 456,085
放置自転車の整理・撤去、保管所維持管理費
など

161,971 撤去手数料 35.5% 0

4 新ＢＯＰ 1,399,900
指導員報酬、アルバイト賃金、維持管理･運
営費など

0 ー 0.0% 257,079
64校
歳出額に区職員人件費は含まな
い

5 区民会館 429,504 人件費、光熱水費、清掃費、施設修繕費など 153,364
施設使用料（※指定管理者の
利用料金収入含む）

35.7% 4,692 7施設

6 区民センター 896,388 人件費、光熱水費、清掃費、施設修繕費など 44,115 施設使用料 4.9% 1,222 12施設

7 高齢者福祉施設（老人会館・厚生会館・
ふじみ荘）

332,476 人件費、施設維持管理費、事業運営費など 20,148 施設使用料 6.1% 957 3施設

8 文化生活情報センター（劇場・セミナー
ルーム・ワークショップ）

584,155 人件費、施設維持管理費、事業運営費など 44,516
施設使用料（※指定管理者の
利用料金収入含む）

7.6% 0

9
青年の家・青少年会館・プラネタリウ
ム

155,874 人件費、施設維持管理費、事業運営費など 3,670 施設使用料 2.4% 442

# 総合運動場プール 417,772 人件費、施設維持管理費、事業運営費など 75,182
施設使用料（※指定管理者の
利用料金収入含む）

18.0% 444

# 区民農園（ファミリー農園） 28,283 人件費、施設維持管理費、事業運営費など 2,659 施設使用料 9.4% 0 27施設

※

※

※

－
6
6
－



世田谷区政策検証委員会（第２・３回）資料 

（参考資料） 
 

 

【視点1】行政と民間の役割分担について 

参考資料（類似事業等） 

・ 児童館                ・・・・・・・   ６８ 

・ 成人教育                ・・・・・・・  ６９ 

・ 総合支所の生涯学習施策（校外活動セミナー、おとしよりに学ぶつどい、 

区民講座、地域合同研修会、生涯学習セミナー）  ・・・・・・・   ７１ 

・ 新年子どもまつり、ジュニアリーダー研修   ・・・・・・・   ７４ 

・ 才能の芽を育てる体験学習      ・・・・・・・   ７５ 

＜社会参加・生きがい＞   

・ 生涯大学                              ・・・・・・・    ７６ 

・ 陶芸教室、園芸講座           ・・・・・・・    ７７ 

・ シルバー工芸教室、土と農の交流園講座   ・・・・・・・    ７８ 

＜生涯スポーツ振興＞   

・ 社会体育施設              ・・・・・・・    ７９ 

・ スポーツ・レクリエーション教室      ・・・・・・・   ８１ 

・ レクリエーション          ・・・・・・・    ８５ 

・ スポーツ競技大会          ・・・・・・・    ８６ 

・ スポーツ・レクリエーション指導者養成・活用、スポーツインフォメーション

の発行                                        ・・・・・・・   ８７ 

＜子ども・子育て支援＞   

・ プレーパーク                         ・・・・・・・   ８８ 

＜消費者の自立支援＞   

・ 消費者カレッジ             ・・・・・・・   ８９ 
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【視点 1】参考資料（児童館） 

事業名 児童館 

担当部課名 児童課 

平成22年度予算 ９６，４６６千円 

平成20年度決算 ９７，２０１千円 

事 業 内 容 

児童館は、広く一般児童の健全な育成と、福祉の向上を図ることを目的とし

た施設である。 

・児童館では子育てひろば事業を展開し、地区の子育て支援の拠点として機能

することをめざし、子育て中の親たちの仲間作りや子育て情報の提供、相談

などを行っている。 

・また、ティーン・エイジ・カーニバル（旧ヤングミュージックフェスティバ

ル）、野外キャンプなど様々な行事を通して児童から中高生までの健全育成、

居場所づくりにも力を入れている。 

・児童館には工作室、遊戯室、図書室、音楽室等を設け、乳幼児の親子をはじ

め、中高生までの幅広い層の需要に応じている。 

（１）子育て家庭への支援 

①児童館子育てひろば事業 

・子育て相談：相談件数7,189 件 

・子育て講座：講座数延べ380講座、参加者数延べ23,226 人 

・子育てひろば：０歳から３歳児を対象にサークル活動（事前登録制）やひ

ろば活動（自由参加）など、週３回以上通年で実施。 

②子育てサポーターの発掘と活用：全25館で実施 

③マタニティ応援プログラム：全25館で実施 

④わかたけ講座（中高校生世代が、育児体験やふれ合いを通して子どもの成

長過程を身近に体験する） ・９館で実施 

（２）遊びを通じた子どもの育成 

①児童の遊びの支援や体験活動 

・創作活動、自然体験、文化活動など 

②中高生の居場所づくりと自立支援活動 

・ダンス、バンド活動、中高生リーダー育成など 

③合同事業 

・ヤングミュージックフェスティバル（参加団体１４バンド）、ドッジボール

大会（参加者722人）、文化交流会 

（３）地域の子育て環境づくり 

・児童館まつり：10月中旬～11月中旬実施 

【児童館利用人数】 

児童館名 利用人数 児童館名 利用人数 児童館名 利用人数

池尻 29,210 成城さくら 34,311 上用賀 23,910

等々力 52,426 森の 35,001 上北沢 23,157

烏山 26,339 深沢 28,674 上祖師谷ぱる 36,003

船橋 26,805 野沢 28,228 祖師谷 30,073

玉川台 19,480 山野 46,296 新町 22,738

代田 20,235 上町 29,499 粕谷 39,656

若林 26,281 松沢 25,101 鎌田 38,111

喜多見 31,689 代田南 15,276  

 

事 業 実 績 等 

（平成20年度） 

弦巻 37,089 桜丘 26,935   
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【視点 1】参考資料（成人教育） 

事業名 成人教育 

担当部課名 生涯学習・地域・学校連携課 

平成22年度予算 7,099 千円 

平成20年度決算 6,009 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容

事 業 実 績 等 

（平成20年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）家庭教育学級（区立幼・小・中ＰＴＡに委託） 

【対象】ＰＴＡ会員 

【概要】親と子のあり方、学校・地域の結びつきなど家庭教育に関する諸問題

をともに学習する場として、区立の幼稚園、小・中学校で実施する。

【実績】参加者数：計23,866 名 

幼稚園( 9園 21回  4,966名)講演(わかってはいるけど誉められない)他 

小学校(64校 195 回 12,449 名)講演(あきらめかけた夢のかけはし)他 

中学校(31校 93回 6,451 名)講演(夏休みの過ごし方)他 

 

（２）みんなで学ぶＰＴＡ（世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会と共催） 

【対象】区立小学校ＰＴＡの委員・役員 

【概要】新しくＰＴＡの委員・役員になられた方を対象に、ＰＴＡの意義や運

営、活動のあり方について学習する。 

【実績】参加者数：計1,359 名 

全体会(区内 4か所で開催） 

学級分科会、役員分科会、単位ＰＴＡ研修分科会(区内4か所で各1回開催）

広報分科会、校外分科会（全区対象で1回開催） 

 

（３）ＰＴＡ研修会（区立幼･小･中ＰＴＡ連合体、世田谷区私立幼稚園ＰＴＡ

連合会と共催） 

【対象】ＰＴＡ会員 

【概要】ＰＴＡの直面する様々な問題を考え、各ＰＴＡの発展向上に役立てる

ために実施する。 

【実績】参加者数：計15,406 名 

私立幼稚園（講演会 1回 1,101 名） 

区立幼稚園（役員・委員研修会、講演会 2回 168 名） 

小学校(合同研修会、ブロック研修会、単位ＰＴＡ研修会 76回 10,788名）

中学校(全体研修会、ブロック研修会、単位ＰＴＡ研修会 36回 3,348名）

  

（４）外国人のための日本語講座 

【対象】区内在住・在勤・在学の外国人 

【概要】外国人の方を対象に、地域での生活に必要な日本語を、日常会話を中

心に学習する。 

【実績】初級2コース 年1回講座の23日間講習（1月～3月の火・水・木曜日）

参加者数：延636名（内訳：初級Ⅰコース332名、初級Ⅱコース304名）

参加費：1,600円（初級Ⅰ、初級Ⅱとも） 
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【視点 1】参考資料（成人教育） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容

事 業 実 績 等 

 

（５）日本語学習支援ボランティアのためのスキルアップ講座 

【対象】日本語学習支援ボランティア 

【概要】ボランティア活動をしている日本語学習支援者の技術向上を図るため

に実施する。 

【実績】年1回講座の5日間講習（10月8・15・22日、11月12・19日 各水曜日）

参加者数：延89名 

参加費：700円 

 

（６）陶芸講習会 

【対象】区民一般 

【概要】区民の文化・芸術活動の振興を目的として、陶芸へのきっかけづくり

となる講習会を実施する。 

【実績】参加者数：延483名 

船橋・駒沢・青年の家（初心者コース各1回） 

烏山（初心者コース8回、一般コース12回） 

参加費：初心者コース3,500 円、一般コース7,500 円 

 

（７）人権週間記念「講演と映画のつどい」 

【対象】区民一般 

【概要】「人権週間」の啓発活動として、すべての人が人間らしくともに生きて

いく社会をめざし、身近な暮らしの中から人権の問題を考えることを

目的に実施する。 

【実績】参加者数：230名 

講演テーマ「現代のいじめ－ネット社会の落とし穴－」(安川雅史 講師）

映画「ユー・ガット・メール」 

（８）ピースセミナー 

【対象】区民一般 

【概要】世田谷区の「平和都市宣言」の趣旨を受けて、戦争のない平和な社会

の実現に向け、幅広く平和の問題を考える講座として実施する。 

【実績】参加者数：延88名 

（平成 20年度） 

テーマ：「イラク・アフガニスタンはこれからどうなるのか」他全3回
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【視点 1】参考資料（総合支所の生涯学習施策） 

事業名 生涯学習支援事業（総合支所実施分） 

担当部課名 世田谷総合支所 地域振興課 生涯学習・施設 

平成22年度予算 １，３６０千円 

平成20年度決算 ９０４千円 

各総合支所地域振興課では、地域における生涯学習事業の実施や生涯学習情

報の提供を行っている。 

 

（１）校外活動セミナー 

【対象】地域子ども会育成者、ＰＴＡ校外担当委員等 

【概要】地域の青少年健全育成にかかわる方を対象に、大人の役割やプログラ

ムについて学びあう。 

 

（２）地域合同研修会 

【対象】青少年委員、ＰＴＡ、青少年地区委員会委員 

【概要】青少年健全育成に関する知識を深めるため、地域において研修を実施。

 

（３）おとしよりに学ぶつどい 

【対象】区民一般 

【概要】伝統的な遊び(手作りのおもちゃや昔ながらの遊び)の継承を通しての

世代間交流を目的として、敬老の日を中心に実施。 

 

（４）区民講座 

【対象】区民一般(在勤・在学を含む場合あり) 

【概要】より豊かな生活をめざす区民の多様な要望に応える講座を実施する。

また、学習課題について、区民が企画、講師の選定、運営などを行う企

画員方式の講座も実施。 

事 業 内 容 

 

（５）生涯学習セミナー 

【対象】５５歳以上の区民 

【概要】「生きがいを求めて、ともに学び、新しい友達をつくる」をテーマに、

参加者の企画を交えながら学習する。 
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【視点 1】参考資料（総合支所の生涯学習施策） 

（１）校外活動セミナー 

 

事 業 実 績 等 

（平成20年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域合同研修会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）おとしよりに学ぶつどい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講料

等 

受講者

数 
地域名 セミナーのテーマ等 回数 

1・3ブロック｢校外委員と青少年委員の

顔合わせ及び情報交換｣ 
2 無料 75 〈世田谷地域〉 

2ブロック｢ファミリーｅメール｣ 

2 無料 90 〈北沢地域〉 4 ブロック｢小学校校外委員と青少年委

員との情報交換会｣ 

7ブロック「青少年委員の役割について」
2 無料 82 〈玉川地域〉 

8ブロック｢子どもの地域活動の企画と安全｣

〈砧地域〉 ｢小学校校外委員と青少年委員との懇談会｣ 1 無料 42 

〈烏山地域〉 「校外委員と青少年委員との懇談会」 1 無料 37 

 

受講料

等 

受講者

数 
地域名 研修会のテーマ等 回数 

1ブロック｢児童館へ行こう！｣ 

2 無料 146 〈世田谷地域〉 3 ブロック｢賢い親であるために～成長

する子どもとの関わり方～｣ 

2ブロック｢eネット安心講座｣ 

〈北沢地域〉 4 ブロック｢身近なものから日本文化を

みなおそう｣ 

2 無料 98 

7 ブロック「主任児童委員、青少年委員

の地域での役割と協働について」 
2 無料 82 〈玉川地域〉 

8 ブロック「子どもはどこで育つのか～

子どもの『個』の力を育むために」 

｢児童館と青少年委員との関わりを考え

る｣ 
1 無料 18 〈砧地域〉 

〈烏山地域〉 「ケータイと子どもの問題」 1 無料 64 

地域名 回数 参加料等 参加者数 

〈世田谷地域〉 1 無料 80 

〈北沢地域〉 1 無料 269 

〈玉川地域〉 1 無料 120 

〈砧地域〉 1 無料 200 

〈烏山地域〉 1 無料 368 
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【視点 1】参考資料（総合支所の生涯学習施策） 

（４）区民講座 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）生涯学習セミナー 

 
 
 
 
 
 
 
 

受講料

等(円) 

受講者

数 
地域名 講座名 回数 

〈世田谷地域〉 ・「道を究める」 3 無料 71 

・「からだもこころもウキウキ講座」区

民企画 

131 
  6 無料 

  ・「江戸塾江戸に学ぶ」 4 無料 217 

・「世田谷歳時記・春夏秋冬」（夏編・

秋編・冬編・春編） 

各2回

ずつ 
30 229 〈北沢地域〉 

  ・「地球温暖化を考える」区民企画 5 無料 109 

  ・「音を知る、音を楽しむ」区民企画 5 無料 107 

・「今日から私もエコ生活～食卓から考

える地球環境～」 
2 無料 26   

・大人だって悩む～若者とのビミョーな

関係区民企画 
4 無料 62 〈玉川地域〉 

100 
118   ・大山道～今と昔 5 

保険料 

・続・温故知新～江戸時代から見えてく

るもの 
2 無料 67   

〈砧地域〉 ・砧区民講座「世田谷の昔を知る」 2 無料 100 

  ・学びの楽しさを知る区民企画 7 無料 385 

  ・砧区民講座「タイ・カンボジア講座」 4 無料  52 

  ・砧区民講座「脳活性化の生活術」 3 無料 138 

 ・砧区民講座「ことばを磨く」   3 無料 180 

192 ・砧イブニングセミナー「本当に知りた

い韓国」 
3 無料  

109 ・千歳村郷土史講座「歩いて学ぶ郷土史

講座」 
7 100 〈烏山地域〉 

43 ・烏山区民講座「私たちの健康を守るみ

どり」 
2 50   

  ・烏山区民講座「身近なみどり再発見」 2 50 47 

・烏山区民講座「野鳥を通して見る烏山

の自然」 
2 50 66   

 

受講料等
(円) 

受講者数
地域名 講座名 回数 

〈世田谷地域〉 「100点満点笑顔でスタート」他 15 無料 386 
〈北沢地域〉 「世田谷探訪『郷土資料館』」他 14 1,600 402 

550 
「出会い・ふれあい・学びあい」（講

義）他 
〈玉川地域〉 13 材料費・

保険料 

203 

700 
〈砧地域〉 252 世田谷の歴史 他 14 

実習材料費 

〈烏山地域〉 烏山地域の歴史 他 14 480 332 
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【視点 1】参考資料（新年子どもまつり・ジュニアリーダー研修） 

 

事業名 新年子どもまつり 

担当部課名 生涯学習・地域・学校連携課 

平成22年度予算 3,457 千円 

平成20年度決算 3,143 千円 

事 業 内 容 

【対象】区内の子どもたち 

【概要】区内の子どもたちが様々な遊びを通じて交流し、新年の一日を楽しむ

行事として実施する。 

 

事 業 実 績 等 

（平成20年度） 

  実 施 日  平成２１年１月１１日 

場  所  区役所中庭、世田谷区民会館 

主  催  新年子どもまつり実行委員会 

参加団体  青少年育成団体など ３９団体 

主な内容  雪のすべり台、手づくりコーナー、子どもたちによる 

お囃子、太鼓、舞踊など 

 

 

 

 

事業名 ジュニアリーダー研修 

担当部課名 生涯学習・地域・学校連携課 

平成22年度予算 2,038 千円 

平成20年度決算 1,137 千円 

事 業 内 容 

【対象】１２歳から１７歳まで（中学１年生から高校２年生まで） 

【概要】青少年を対象に、仲間づくりとそれぞれの住んでいる地域でリーダー

として活動する際の必要な知識や技術の習得を目的として実施する。

＊平成22年度から青年の家リーダー会の事業と一部合同開催 

 

事 業 実 績 等 

（平成20年度） 

   主な内容  実習・研修（通年）、夏季キャンプ、冬季宿泊研修 

   場  所  青年の家、教育センター、区内まつり会場等 

 

 

 

 

 

回数 参加料等 参加者数 

1 無料 16,000 

回数 参加料等 参加者数 

95 1,500～11,500 696 
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【視点１】参考資料（才能の芽を育てる体験学習） 

 

事業名 才能の芽を育てる体験学習 

担当部課名 生涯学習・地域・学校連携課 

平成22年度予算     20,777 千円 

平成20年度決算 19,145 千円 

事 業 内 容 

【対象】小学生・中学生 

【概要】児童・生徒が自らの興味・関心を広げ、深めるきっかけづくりや児童・

生徒それぞれが持つ才能の芽を育てる機会として、区立小・中学生を対象に、

教育課程外の時間において、通常触れることができない第一線で活躍する講

師による体験学習を行っている。 

（中学生：平成16年度開始、小学生：平成18年度開始） 

事 業 実 績 等 

（平成21年度） 

中学生対象講座  

                   ※は延べ人数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生対象講座（５･６年生 落語体験講座は試行として3・4年生を対象） 

 

 

 

 

 

 

 

小・中学生対象講座 

 

 

講座名 内容 備考 人数 

ドリームジャズバンドワ

ークショップ 
ジャズ指導 4月～8月 20回 51 

未来のジャーナリスト講

座 
新聞制作体験 10月～11月 4回 17 

サイエンス・ドリーム 理科講義・実験 11月～2月  3回 65※

サイエンス・ドリーム 夏季宿泊講座 7月 27･28日 32 

南極探索教室 南極に関する講義 7月～12月  4 回 15 

中学生ハイブリッドカー

組立教室 

ハイブリッドカー制作体

験 
5月～12月  5回 18 

映像制作体験講座 映像制作体験 7月～8月   6 回 14 

デザイナー体験講座 デザイン体験 1月～3月   4 回 23 

総合型地域スポーツクラ

ブと学校の協働によるス

ポーツ講座 

地域提案講座（スポーツ） 7月～3月   6 回 107※

吹奏楽体験学習・スポーツ

教室（学校提案講座） 
吹奏楽・スポーツ指導 8月         4 回 122※

講座名 内容 備考 人数 

科学実験教室 理科実験 6月～2月  4回 159※

自然体験教室 自然教室・食づくり教室 6月～12月 4回 129※

運動教室 スポーツ指導 12月～1月 2回 53※

あそびじゅつ 美術製作指導 11月～2月 5回 125※

落語体験講座（３･４年生） 落語体験 2月     1 回 40 

講座名 内容 備考 人数 

将棋の技を磨こう 将棋指導 12月～1月 ４回 153※
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【視点１】参考資料（生涯大学） 
 

事業名 生涯大学 

担当部課名 地域福祉部生涯現役推進課 

平成22年度予算       26,051 千円 

平成20年度決算       25,455 千円 

事 業 内 容 

高齢者を対象として、進展する社会の変化に対処し順応できる能力を身につ

け、自らの文化、知識を豊かなものにして、生きがいのある生活を営むととも

に、地域の発展と連帯に主体的に取り組むための自己啓発の場として設置して

いる。 

【入学資格】区内在住の60歳以上で心身健康、通学可能な方 

【コース】１学年５コースの学習（選択制）と健康体育を受講 

【修業年限】２年（週１回年間30日） 

【定員】各コース30人 

【受講料】12,000 円 

【その他】文化講演会年４回 

特別コースも年１回開講する。 

（特別コース） 

体験などを通して、地域とのかかわり方を学び、これまでの経験や

知識を活かして､今後の人生をいきいきと地域で過ごしてもらうため

の講座を実施する。 

 

（本科生） 

・１年次 

コース名               １年次修了生数 133人 

①社会コース ：「現代社会のゆくえをともに考える」 

②福祉コース ：「福祉は幸せ・・・求めるから創るへ」 

③生活コース ：「街を知る、人を知る、自分が変わる」 

④文化Ａコース：「文化史に見る日本の建築・美術」 

⑤文化Ｂコース：「多彩な祭と伝統ある音楽芸能」 

健康体育コース：「元気で健やかに生きていくための体力づくり」 

 

事 業 実 績 等 ・２年次 

（平成 20年度） コース名                卒業生数 134人 

①社会コース ：「世界を広げる楽しい比較歴史社会学」 

②福祉コース ：「生きがい探し 友達づくり」 

③生活コース ：「生涯青春・生涯学生」 

④文化Ａコース：「老いては、”ことば”」 

⑤文化Ｂコース：「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」 

健康体育コース：「元気で健やかに生きていくための体力づくり」 

 

（特別コース）※平成２１年度より開始 

コース名「実践！せたがやセカンドライフ講座」  修了生数 30人 
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【視点１】参考資料（陶芸教室・園芸講座） 

 

事業名 陶芸教室 

担当部課名 地域福祉部生涯現役推進課 

平成22年度予算   8,748 千円 

平成20年度決算    8,607千円 

事 業 内 容 

代田地区会館内陶芸室において、陶芸を通じて高齢者に豊かで生きがいのあ

る生活を過ごしてもらうことを目的に実施している。 

【入学資格】区内在住の60歳以上で学習意欲があり健康で軽度の作業ができる

者 

【修業年限】２年、本科＝１年目（年間 31回程度）初心者への授業、研究科＝

２年目（年間21回程度）本科修了者への授業 

【定員】75人 

【行事】作品展（年１回） 

【参加料】本科＝年20,400 円 研究科＝年27,600 円 

【焼成料】本科＝年4,800 円 研究科＝年4,800 円 

 
 
修了生数 

・本科   49 人 事 業 実 績 等 

（平成20年度） ・研究科  44 人 

 

 

 

事業名 園芸講座 

担当部課名 地域福祉部生涯現役推進課 

平成22年度予算 7,331 千円 

平成20年度決算 6,151 千円 

事 業 内 容 

高齢者が園芸に関する学習活動を通じてその知識、技能を取得し、豊かで生

きがいのある生活を過ごしてもらうことを目的として実施している（東京農業

大学グリーンアカデミーに委託）。 

【入学資格】区内在住の60歳以上で心身健康、通学可能で軽作業のできる者 

【修業年限】１年（週１回年間35日程度） 

【定員】60人 

【参加料】46,500 円（年間） 

事 業 実 績 等 

（平成20年度） 

 
修了生数   36 人 

 

－77－ 



【視点１】参考資料（シルバー工芸教室、土と農の交流園講座） 

 

事業名 シルバー工芸教室 

担当部課名 地域福祉部生涯現役推進課 

平成22年度予算  3,244 千円 

平成20年度決算 3,069 千円 

事 業 内 容 

伝統工芸の紙漉き、木彫、七宝焼を習得することにより、高齢者が豊かで生

きがいのある生活に資することを目的に行っている。 

【対象】60歳以上で、軽作業のできる者（区内在住） 

【場所】伝統工芸室（区立山崎小学校内） 

【修業年限】１年（年20回） 

【定員】50名 

（内訳）紙漉きコース  20 人 

木彫コース   15 人 

七宝焼コース  15 人 

【参加料】 紙漉きコース…12,000 円 

木彫コース……18,000 円 

七宝焼コース…15,000 円 

 

修了生数 

紙漉きコース  12 人 

木彫コース   15 人 

事 業 実 績 等 

（平成20年度） 

七宝焼コース   8 人 

 

事業名 土と農の交流園講座 

担当部課名 地域福祉部生涯現役推進課 

平成22年度予算    15,081 千円（土と農の交流園維持管理経費を含む） 

平成20年度決算 14,241 千円（同上） 

事 業 内 容 

１年を通して、畑や花壇、果樹園などでの実習をまじえながら基礎を学んで

いる（東京農業大学グリーンアカデミーに委託）。 

【対象】60歳以上の区民で、園芸の実習を行うことができる者 

【会場】土と農の交流園 

【コース】果樹、造園、野菜、花コース 

【受講期間】１年（各コース週１回の講義または実習） 

【定員】各コース30人 

【参加料】20,000 円（年間） 

事 業 実 績 等 

（平成20年度） 

 
修了生数 

果樹コース   32 人 

造園コース   19 人 

野菜コース   31 人 

花コース    25 人 
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【視点１】参考資料（社会体育施設） 

事業名 社会体育施設 

担当部課名 スポーツ振興課 

平成22年度予算 ６８０，２１１千円 

平成20年度決算 ６５３，６２６千円 

事 業 内 容 

 

事 業 実 績 等 

（平成20年度） 

生涯スポーツの振興と普及を図るため、区民のスポーツ・レクリエーション

活動の場である体育施設の運営を行っている。体育施設は、原則として公共施

設利用案内システム「けやきネット」に登録した団体が利用できるが、一部の

施設については個人利用もできる。 
 

１．総合運動場（大蔵運動場） 

【所在地】大蔵4-6-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．総合運動場（二子多摩川緑地運動場） 

【所在地】鎌田1-3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設 規模構造 利用人数

アリーナ 40m×29m（バレーコート 2 面分）、観覧席 632 席 69,207 人

第 1 武道場（畳） 144 ㎡ 10,787

第 2 武道場（床） 108 ㎡ 19,474

体
育
館 

会議室兼軽運動室 85 ㎡（45 席） 13,446

弓道場 5 的、射距離 28m 15,338

エアーライフル場 6 射座、射距離 10m 2,392

体育室 100 ㎡ 23,414

トレーニングルーム 127 ㎡ 15,754

洋弓場 8 的、射距離 30m 4,570

50m（公認）、25m、幼児用（屋内）、幼児用 

（屋外・夏季のみ）ジャグジー 
温水プール 344,493

テニスコート 人工芝コート 12 面（うち夜間照明付 4 面） 95,335

軟式野球（ソフトボール兼用）1 面、 

夜間照明付、観覧席 380 席 
野球場 18,710

3 種公認コース、1 周 400m オールウェザー 

8 コース、フィールド内芝、観覧席 1,800 席 
陸上競技場 59,323

施設 規模構造 年間利用人数 

野球場 6 面 63,753 人

少年野球場 3 面 30,649

少年サッカー場 2 面 18,994

サッカー場 2 面 12,487

球技場（ラグビーなど） 1 面 8,990

二子緑地広場 児童遊園・ピクニック広場 ―

計 134,873
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【視点１】参考資料（社会体育施設） 

３．千歳温水プール 

【所在地】船橋7-9-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．尾山台地域体育館 

【所在地】尾山台3-19-3 

体育室 487㎡ 

（バレーボール１面、バドミントン３面、卓球台12台、体操、剣道等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．八幡山小地域体育館 

【所在地】八幡山1-14-1（八幡山小学校内） 

体育館410㎡（バレーボール１面、バドミントン１面、卓球台８台等） 

 

 

 

 

 

 

 

６．北烏山地区体育室 

【所在地】北烏山8-1-6 

体育室 159㎡（卓球台４台） 運動広場（ゲートボール場２面） 

《平成20年度利用実績》 

体育室利用者 個人 3,562 人  団体 18,138 人  計 21,700 人 

 

７．民間体育施設の開放 

企業の協力を得て、テニスコートを区民に開放している。 

■リコー砧総合運動場 

【所在地】宇奈根1-5-1  水・金曜（休日を除く）午前９時～午後３時 

【利用方法】団体利用のみ  【利用料】１面１利用枠2,000 円 

《平成 20年度実績》 利用回数120回 

施設 規模構造 年間利用人数

25m、流水、幼児用、ウォータースライダー、

ジャグジー 
温水プール 251,393 人

体育室 138 ㎡ 15,948

77㎡（ランニング系マシン14台、筋力系マシ

ン 7 台） 
トレーニングルーム 31,536

健康運動室 76 畳（和室） 12,716

集会室 81.5 ㎡ 9,435

計  289,492

施設 年間利用人数 

スポーツ教室（15 種目） 31,723 人 

障害児スポーツ教室 286 

トレーニングルーム 12,995 

個人開放 2,510 

団体利用 3,874 

計 51,388 

種目 年間利用人数 

スポーツ教室（14 種目） 20,335 人 

障害児スポーツ教室 218 

個人開放 1,654 

団体利用 4,171 

計 26,378 
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【視点１】参考資料（スポーツ・レクリエーション教室） 

事業名 スポーツ・レクリエーション教室 

担当部課名 スポーツ振興課 

平成22年度予算 ２１０，４０４千円 

平成20年度決算 ８６，２３６千円 

事 業 内 容 

 

事 業 実 績 等 

（平成20年度） 

（１）初心者・初級者スポーツ教室 

基本的技術の習得、健康増進、体力向上を図るとともに、スポーツ、レク

リエーションに親しむきっかけづくりを提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中級者スポーツ教室 

スポーツ活動をとおして、仲間づくりを促進するとともに、技術のレベルア

ップを図っている。 

 

 

 

 

 

（３）ジュニアスポーツ教室 

小・中学生を対象に、スポーツに親しむきっかけづくりの場を提供し、スポーツの楽

しさや素晴らしさを身体で感じてもらいながら、体力の向上や仲間づくりを図っている。

 

 

 

 

 

 

 

 

種目 開催教室数 参加費 延参加者数 

アーチェリー 2 299 人1000、2500 円

テンテンアーチェリー 1 1871000、2500 円

弓道 1 1261200、3000 円

卓球 1 901000、2500 円

ソフトテニス 3 3000 円 237

テニス 1 3000 円 121

ショートテニス 1 1131000、2500 円

バドミントン 1 2500 円 41

ソフトバレーボール 1 591000、2500 円

なぎなた 1 71200、3000 円

ビリヤード 2 3000 円 109

ボウリング 1 3000 円 68

ゴルフ 6 17000 円 323

親子体操 1 1500 円 60

はじめようスイミング 15 6,0444800、6000、7200 円

釣り 2 7500 円 9※1 回は荒天のため中止

シルバーテニス 1 3000 円 161

種目 開催教室数 参加費等 延参加者数

水泳 7 4200 円 812 人

ボウリング 1 3000 円 85

スキー 1 39000 円 参加者 22

弓道 1 1200、3000 円 70

種目 開催教室数 参加費等 延参加者数

空手道 5 1000、2500 円 485 人

水泳 2 2100 円 516

ソフトテニス 2 1200 円 204

ゴルフ 2 9000 円 162

ショートテニス 1 1000 円 70

ちびっこ水泳 3 2100 円 888
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【視点１】参考資料（スポーツ・レクリエーション教室） 

（４）だれでも、ひとりでも参加できるスポーツ教室 

地域スポーツの振興を図るため、スポーツ・レクリエーション活動の拠点を

設置し、継続的かつ自由にスポーツ・レクリエーション活動に参加できる環境

を提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）体力・基礎運動能力向上事業 

「走る・跳ぶ・投げる・歩く」といった基礎的運動能力の向上を図り、子ど

もから高齢者までの多種多様なスポーツレクリエーション活動を支える体力の

基盤づくりを推進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
※陸上競技地域開放事業参加費、個人は学生・一般・時期により変動。 
グループは学生・一般・人数・時期により変動。 

 

（６）障害児（者）スポーツ教室 

・運動・水泳教室 

適切な運動を通じて、健康の増進、体力の向上を図るとともに運動するこ

との楽しさや素晴らしさを伝えることを目的としている。 

 

 

 

 

 

 

 

種目 開催教室数 参加費等 延参加者数

気功・太極拳 通年（木曜） 1,700 人100、200 円 

バドミントン・卓球 通年（第 1･3 水曜） 889100、200 円 

社交ダンス 4～7 月、9～11 月（土曜） 555100、200 円 

フィットネス教室（千歳） 通年（月～土） 200 円 10,125

フィットネス教室（大蔵） 通年（月～日） 300 円 13,592

アクアフィットネス教室（千歳） 通年（月・木） 200 円 1,106

アクアフィットネス教室（大蔵） 通年（月･水･木･金） 200 円 6,684

コース型フィットネス（千歳） 通年（水･木･金） 5,4986500、7800 円 

コース型フィットネス（大蔵） 通年（月･火･水･金） 10,3267200、9000 円 

種目 開催教室数 参加費等 延参加者数

世田谷フットボールアカデミー体験会 1 1000 円 79 人

世田谷アスレティクスアカデミー 1 8000 円/月 1,960

世田谷フットボールアカデミー 1 2,5888500、9500 円/月 

高野進子どもかけっこ 

クリニック＆記録会 
1 1500 円 145

走力向上指導者クリニック 

※講師の都合により中止 

区民：5000 円 
01

一般：8000 円 

ランニングクリニック 1 8000 円 600

月間ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ料金 

個人：1200～2100 円 
陸上競技場地域開放事業 ※ 1 3,936

ｸﾞﾙｰﾌﾟ： 

2,000～25,200 円 

種目 開催教室数 参加費等 延参加者数

運動教室 5 4000 円 667 人

水泳教室 4 1700～8000 円 875

－82－ 



【視点１】参考資料（スポーツ・レクリエーション教室） 

 

・各種スポーツ教室・イベント 

気軽に参加できるスポーツ教室・イベントを実施し、スポーツ・レクリエ

ーションに親しむきっかけづくりを提供している。 

 

 

 

 

 

（７）生涯健康推進事業 

加齢とともに衰えてくる筋力の低下を防止し、歩行能力の低下や腰痛・肩こ

り・膝痛を予防改善する等、団塊の世代から高齢者を対象に健康づくりを推進

している。 

 

 

 

（８）めざせトップアスリート 

子どもが様々なスポーツのトップ選手（OBを含む）に直接指導を受けること

により、技術はもちろんのこと、その人間性、生き方に関心を持たせ、スポー

ツ活動意欲を高めることを目的としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）親と子のつどい（スポーツチャレンジコーナー） 

スポーツを好きな子はもちろんのこと、スポーツに関心のない子や苦手な子

を含め、広く子どもたちが、スポーツに親しみ、身近なものへとするためのき

っかけづくりの機会を提供する。 

 

 

（１０）ジュニア育成事業 

・東京都ジュニア育成地域推進事業 

東京国体開催に向けて、東京都ジュニア育成地域推進事業の一環として、

ジュニア選手の強化・育成の推進をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

種目 開催教室数 参加費等 延参加者数

ふれあいウォーキング 1 1000 円 24 人

ふれあいボウリング教室 3 1300 円 248

わくわくサッカー教室 2 1000 円 135

 

種目 開催教室数 参加費等 延参加者数

元気なシルバーいきいきトレーニング 4 1,462 人12000 円～20000 円 

生涯健康づくり体操 10 1500 円 911

種目 実施回数 参加費等 参加者数 

野球 1 500 円 22 人

サッカー 2 500 円 49※1 回は雨天のため中止

バレーボール 1 500 円 49

水泳 2 500 円 65

チアリーディング 1 500 円 38

ラグビー 1 500 円 0 ※雨天のため中止

種目 実施回数 参加費等 参加者数 

親と子のつどい（スポーツチャレンジコーナー） 1 0 円 578 人

種目 開催教室数 参加費等 延参加者数 

馬術 1 0 円 7 人

ソフトテニス 1 300 円 272

空手道 1 0 円 320

ハンドボール 1 0 円 364
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【視点１】参考資料（スポーツ・レクリエーション教室） 

・部活動支援 

OBを含むスポーツ界のトップ選手などを招き、ジュニア選手の強化・育成

の推進をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１）スポーツ講習会 

スポーツ界で活躍している選手を招き、小・中学生を中心とした区民にスポ

ーツの素晴らしさを理解してもらうとともに、区民のスポーツ・レクリエーシ

ョン活動を推進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種目 開催教室数 参加費等 参加者数 

ラグビー 1 0 円 37 人

バドミントン 1 0 円 32

テニス 1 0 円 31

バレーボール 1 0 円 36

サッカー 2 0 円 98

陸上競技 1 0 円 25

野球 2 0 円 67

バスケットボール 3 0 円 85

種目 開催教室数 参加費等 参加者数 

ティーボール講習会 1 200、500 円 26 人

バレーボール講習会 1 200、500 円 156
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【視点１】参考資料（レクリエーション） 

 

事業名 レクリエーション（生涯スポーツの振興） 

担当部課名 スポーツ振興課 

平成22年度予算 １２，４８０千円 

平成20年度決算 １３，７５９千円 

事 業 内 容 

 

事 業 実 績 等 

（平成20年度） 

(１) 各種ウォーキング 

「歩く」ことを通し、体力の保持、増進に努めるとともに自然に親しむこと

を目的としている。 

 

 

 

 

 

 

（２）区民スポーツまつり 

多くの区民に、スポーツ･レクリエーションに触れて楽しんでもらうことによ

り、スポーツ･レクリエーション活動の普及・啓発を図っている。 

 

 

 

（３）元旦あるこう会 

体力増進に役立ち、手軽にだれでも参加できる歩行会を通じて新年を祝う。

元日の朝に、区内７か所から総合運動場までを歩く。 

 

 

 

（４）親子スポーツ観戦デー 

スポーツを身近に感じ、子どもがスポーツを始めるきっかけづくりとして、

親子でスポーツを「観る」機会を提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※①の内訳小学生：0円、65歳以上：500円、中高生：1000 円、大人：1969 円

※③の内訳小学生：0円、65歳以上：450円、中高生：900円、大人：1700 円 

種目 行事開催数 参加費等 延参加者数 

ハイキング 3 500、4000 円 107 人

トレッキング 3 19000 円 61

多摩川ウォーク 1 300、1000 円 486

スキルウォーク 3 500、1000 円 133

行事開催日 参加費等 参加者数 

10 月 19 日 0 円 24,000 人 

行事開催日 参加費等 参加者数 

1 月 1 日 0 円 1,081 人 

種目 開催回数 参加費等 参加者数 

①0 円～1969 円※ 

サッカー 3 683 人 ②0 円 

③0 円～1700 円※ 

ラグビー 1 0 円 46

  

－85－ 



【視点１】参考資料（スポーツ競技大会） 

 

事業名 スポーツ競技大会 

担当部課名 スポーツ振興課 

平成22年度予算 ７６，２７４千円 

平成20年度決算 ７１，６０８千円 

事 業 内 容 

 

事 業 実 績 等 

（平成20年度） 

 

延参加

者数 
大会・記録会名 参加費等 内容 

個人 100、200

円
区民体育大会 40,680人 区最大のスポーツの祭典 34 種目 

団体 1000～

3000 円

1000 円 1,093 ハーフマラソン 
世田谷 246 ハーフマラ

ソン第 3 回大会 300 円 健康マラソン 2km、5km、10km 男女・年

齢別 
2,111

1000 円

100 円 参加者

180

自由型、背泳、平泳ぎ、バタフライ、リレ

ー、男女・年齢別 
水泳記録会 

200 円

世田谷区・（財）世田谷区スポーツ振興

財団・各競技団体等で共催する大会 
各種共催大会 23,195各種目による

春季大会（陸上競技ほか 25 種目）、夏

季大会（水泳・ゴルフ）、冬季大会（スキ

ー・駅伝） 

都民体育大会へ区代

表選手派遣 
500 円 520

都民生涯スポーツ大

会等へ参加者派遣 
1000 円 154 陸上競技ほか 13 種目 

都民スポレクふれあい

大会 
1000 円 17 インディアカ、グラウンドゴルフ 

世田谷区・川場村交流

親善ゲートボール大会

区民健康村のある川場村と、ゲートボ

ールを通して交流を図る。 
17500 円 5 チーム

ドッジボール大会 2000 円 63 小学生高学年、低学年 

レディースバレーボー

ル大会 
4000 円 59 リーグ戦、決勝トーナメント 

多摩川流域少年サッカ

ー大会 

多摩川流域の市町村とサッカーを通し

て交流を図る。 
3000 円 32

多摩川流域少年野球

大会 

多摩川流域の市町村と野球を通して交

流を図る。※冠水の影響により中止 
3000 円 0

多摩川流域女子バレ

ーボール大会 

多摩川流域の市町村とバレーボールを

通して交流を図る。 
3000 円 24
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【視点１】参考資料（スポーツ・レクリエーション指導者養成・活用、スポーツインフォメーシ

ョンの発行） 

 

事業名 スポーツ・レクリエーション指導者養成・活用 

担当部課名 スポーツ振興課 

平成22年度予算 １，５１８千円 

平成20年度決算 ８７８千円 

事 業 内 容 

 

事 業 実 績 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 20年度） 

生涯スポーツ社会を推進していくために、指導者を養成・登録し、地域団体

や学校部活動等への紹介および各種イベントでの活用を図っている。 

 

種目 開催回数 参加費等 延参加者数 

スポ・レクネット基礎講習会（土曜） 1 2000 円 73 人

スポ・レクネット種目別専門講習会 1 112各種目による 

スポ・レクネットクラブマネージャー養成講習会 1 3000 円 18

 

事業名 スポーツインフォメーションの発行 

担当部課名 スポーツ振興課 

平成22年度予算 ４，７２４千円 

平成20年度決算 ３，６８９千円 

スポーツ・レクリエーション事業や施設の総合案内として、「スポーツインフ

ォメーション」を区民に配布し、情報を提供している。 

 
事 業 内 容 

 

事 業 実 績 等 

年４回発行（４月、７月、９月、１２月）各１０，０００部 

（平成20年度） 
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【視点１】参考資料（プレーパーク） 
 
 

事業名 プレーパーク 

担当部課名 児童課 

平成22年度予算 ２９,５９５千円 

平成20年度決算 ２９,５７９千円 

事 業 内 容 

子どもたちの好奇心を尊重して、可能な限り子どもたちがやりたいことがで

きることをめざした遊び場。「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに、地域住

民との協働事業として位置づけて実施している。 

羽根木プレーパーク：代田4-38-52（区立羽根木公園内） 

世田谷プレーパーク：池尻1-5-27（区立世田谷公園内） 

駒沢はらっぱプレーパーク：駒沢3-21（区立駒沢緑泉公園内） 
事 業 実 績 等 

（平成20年度） 
烏山プレーパーク：北烏山8-5-18（区立北烏山もぐら公園内） 
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【視点１】参考資料（消費者カレッジ） 

事業名 消費者カレッジ 

担当部課名 消費生活課 

平成22年度予算 ４，１２６千円 

平成20年度決算 ３，１７２千円 

事 業 内 容 

 

【対象】区民一般 

【概要】「自立した消費者」の育成を図るため、消費生活情報を総合的・体系的

に学習する場として「消費者カレッジ」を開設し、消費者が主体的に学習す

る機会を提供するとともに、区と協働して消費者の自立を支援する人材（区

民講師）の育成を図る。 

さらに区民講師などを活用した出前講座を実施し、消費生活に関する知

識・情報を地域に広め、消費者の自立支援を進めている。 

 

事 業 実 績 等 

（平成20年度） 

 

１．消費者カレッジステップアップ講座 

消費生活に関する様々な情報を地域の中で広く伝える人材を育成した。 

前期課程（講義形式）は契約の基礎知識や環境、食生活など、消費生活の

基礎６講座を開講。修了者は後期課程へ進んだ。 

後期課程（グループワーク形式）は消費生活に関する学習を深めながら、

地域での消費者教育や啓発の担い手として、学んだ知識を「人に伝える」技

術・ノウハウを身につけた。 

 

前期課程講義回数 6回 修了者 14人 

後期課程講義回数 14回 修了者 7人 

 

２．出前講座 

地域で開催される学習会などに、消費者問題（契約トラブル）・食問題・環

境問題のテーマで区民講師などを派遣した。 

【派遣先】区内小・中学校、特別支援学校、大学、高齢者グループ、あんし

んすこやかセンターなど 

【派遣回数】89回派遣 講師数延393人 

【受講者数】7,429 人 

 

３．消費者カレッジ公開講座 

消費生活に関する様々な情報を幅広く提供した。 

【開催回数】8回 受講者数362人 

 

４．消費者カレッジ連続セミナー 

消費生活に関する様々なテーマを複数回に分けてじっくり学ぶ連続の講座

を開催した。 

【開催回数】2回（5日間）参加者延88人 
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世田谷区政策検証委員会（第４回）資料 

 

（案） 

 

平成２２年度 

世田谷区政策検証委員会提言 

～持続可能な自治体経営の確立に向けて～ 

 

 

 

 

 

 

平成２２年７月 

世田谷区政策検証委員会 
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世田谷区政策検証委員会

委員長 白井 達郎
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１ 政策検証の視点と基本的な考え方 
 

《検証の三つの視点》 

世田谷区は、基礎的自治体として区民の生活に必要な基本的なサービスを提供して

きているが、多様化する区民ニーズに応えるため、先駆的な取組みについても積極的

に展開している。具体的には、世田谷区基本計画、実施計画に基づき、政策的課題に

ついては計画的に推進するとともに、区民生活の多様化に伴って拡大傾向にある行政

需要に対応するため、政策評価、外部評価等によって区の施策を常に検証し、行政経

営改革計画に基づく改善に努めてきた。 
しかし、平成２０年秋の世界金融危機をきっかけに、区の歳入が大幅に落ち込み、

一方で生活保護など社会保障費の増大や保育サービス待機児童対策などへの対応が

求められ、区の財政状況は平成２３、２４年度の二ヵ年で約８０億円の財政不足が見

込まれるなど、厳しい状況におかれている（「資料編」第１回委員会資料２参照）。 
今後の社会情勢を踏まえると、できるだけ速やかに強固な財政基盤と、持続可能な

住民サービスの実施に向けた財政計画を確立し、社会の変化に対応できる体制を整え

ておくとともに、税の使途についても、より適正かつ公平な活用に努める必要がある。 
 
区の役割は、区民に身近なサービスを実施することであるが、これに対し、国は、

国際社会での国家の存立に係ることや全国的に統一された基準に従った施策を実施

し、都は広域的な施策や基礎的自治体間の調整の役割を担う。 
本来、地方自治とは、自分たちの地域を自分たちで治めるということが原点であり、

世田谷区はこれまでも、行政と住民、事業者等が協働・連携して地域の課題を解決し

ていく「新しい公共」の考え方で自治体経営に取り組んできた。しかし、公共サービ

スの需要が更に高まっている状況に対応するためには、区はこの原点に立ち戻り、公

共のあり方を改めて検証し、再構築していく必要がある。 
このためには、企業や NPO などとの協働や役割分担を進め、区が先駆的に取り組

んできた施策についても、公共サービスの質を維持するという行政の責任を果たしつ

つ積極的に民間の活力を活用し、区自身は新たな課題に資源を集中することが重要で

あると考える。 
 

これらを踏まえて、本委員会では、世田谷区が今後どのように区政に取り組むべき

かを明らかにするために、次の三つの視点を持って政策、施策、事業の検証を行った

ものである。 
 
まず、行政は「何を」すべきなのか。 
地方自治において、公共サービスの担い手は行政だけではない。住民自らが問題解

決を図ることもあれば、民間事業者が市場において公共サービスを提供する場合もあ

る。行政は、公共における役割を再確認し、行政にしかできないことを見極める必要
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があることから、「行政と民間との役割分担について」を検証の第一の視点とした。 
 
次に、行政は「どのように」公共サービスを提供すべきか。 
行政の役割とされた施策、事業については、 も効率的かつ効果的にサービスが提

供されなければならない。そのためには、行政がサービス提供の能力を高めることは

もちろん、民間事業者、住民・地域コミュニティ、大学等の様々な資源を活用して、

小経費で 大福祉を実現する手段を選択する必要があることから、「サービス提供

体制について」を検証の第二の視点とした。 
 
そして、行政は「誰に（どのような状況の住民に）」対して、公共サービスを提供

すべきか。 
公共サービスは、限られた財源の中で、必要とする人に適切かつ公平に提供されな

ければならない。誰がどのようなサービスを求めているのか、サービスに要する経費

を社会全体で支えるべきなのか、または受けたメリット（受益）に応じて受け手が費

用を負担すべきものなのか、これらについて整理するために、「受益と負担のあり方

について」を検証の第三の視点とした。 
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《検証にあたっての基本的な考え方（評価の基準）》 

これら三つの検証の視点について、それぞれ具体的な施策事業を検証素材として選

び、以下の基本的な考え方に沿って検証作業を行った。 
 

（１）政策目的、成果、手段・手法であることの今日的な確認ができているか 
行政サービスの政策目的、成果は、事業開始時から時間の経過に伴い、今日の

状況に合わなくなっていることがある。また、目的や成果は、今なお有用であっ

ても、現在の手段・手法が、目的達成に有効でなくなっていることもありうる。

このような施策、事業は、抜本的な見直しを含めた改革が必要である。 
 
（２）運用の効率性と品質管理のバランスはとれているか 

厳しい財政状況の下で、行政サービスの効率性の向上は重要な課題であるが、

歳出削減を急ぐあまり、サービスの質の低下を招いてはならない。効率性と品質

管理のバランスを取りながら、行財政改革を図っていくことが重要である。 
 
（３）公益性を重視しながら、幅広い施策実施方法を選択しているか 

行政サービスの公益性を担保するために、先駆的事業や民間では支えきれない

公共サービスなどについて、行政、もしくは行政の外郭団体が直営で実施するこ

とは多い。しかしながら、公益性やサービスの質を担保しつつ、民間の専門性等

を活用することも可能である。行政サービスの提供体制については、幅広い選択

肢の中から 適のものを選ぶ必要がある。 
 
（４）行政と住民などの関係の再構築を図っているか 

住民は地方自治の担い手の一員であり、行政と住民は、サービスとその受け手

という一方的な関係には立たない。また住民は、時には公共サービスの提供者に

もなりうるし、民間事業者も公共の担い手として活躍が期待される。区民、民間

との協働を強化することから、自治を推進していく観点も重要である。 
 
次章からは、上記に示した評価の基準（評価軸）に沿って、検証した結果を整理し、

各視点ごとに提言を示す。 
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２ 《視点１》行政と民間の役割分担について 
社会の変化により、新たに求められ、必要となった公共サービスは、行政がまず

供給を開始し、そこから徐々に需要に見合った民間による公共サービスの拡大と市

場化が進み、サービスの充実が図られていく傾向がある。しかし、民間による公共

サービスが充実した状況にあっても、依然として行政がサービスを提供し続けてい

ることがある。 
そこで、検証の第一の視点である「行政と民間の役割分担」では、行政サービス

は民間とどのように重複・競合しているのか、重複している場合はどのような役割

分担が望ましいのかについて議論を行った。 
具体的な検証を行う素材には生涯学習施策を用いたが、区の事業は、大学の公開

講座等の民間による公共サービスと重複・競合しているように見受けられた。生涯

学習施策以外の施策事業においても、民間との重複・競合は多くの分野にわたって

いる可能性もあるため、区は、全ての施策事業について、改めて民間との役割分担

を踏まえたサービスのあり方を検証すべきと考える。その際、区民、事業者等との

連携・協働を一層発展させるという視点も重視する必要があると考える。 
次の考え方に立って、施策事業の検証を行うことを、本視点の提言とする。 

 

（１）既存の事業は、当初の政策目標の達成を目指して開始されている。事業を行う

ための基礎である政策目標が、依然として区として目指すべき目標であるかを

改めて確認し、すでにある時期に達成されている場合や、社会情勢に照らして、

意義の薄れているものについては、目標達成のための手段としての事業の廃止

を視野に入れた見直しを行うこと。 

 

（２）依然として、政策目標が目指すべき目標である場合には、その達成のための手

段（事業）が、現在も適切であるかを確認すること。 

 

（３）目標達成のために適切と考えられる手段（事業）について、公共サービスの民

間による提供の状況を把握し、それが充実している場合には、民間による公共

サービス提供を基本とするとともに、区で行う場合にはその理由を明確にする

こと。 

 

（４）区が事業を行わない場合であっても、必要に応じて、区は公共サービスの民間

による提供の状況を把握し、区民が適切なサービスを受けることができている

かなどを適宜、確認すること。 

 

（５）公共サービスの民間による提供への転換を図る際には、区はこれまでサービス

を利用していた区民等に対して、その提供状況を十分情報提供するとともに、

経済的な事情等により必要なサービスを受けることができないというような

－96－ 



 

状況が生じないよう配慮すること。 

 

（６）民間による公共サービス提供が十分ではないために、区が事業を行う場合には、

提供内容や体制が適切かを確認すること。 

 

（７）民間か区かという二者択一にとらわれずに、多様な知識や経験を持つ区民、町

会・自治会やＮＰＯ等の活動団体、事業者、大学など、多様な地域の人材との

幅広い協力や連携を推進していくこと。また、区と区民の間で、区は何をやる

のか、どこまでやることが適切なのか等の役割について、時間をかけて合意形

成に努めること。 

 

（８）区が事業を行う場合には、そのサービスについて、国、都との関係性を明らか

にし、行政間のサービスの重複による非効率が生じないようにすること。また、

財源を含め、国及び都との行政間の責任を明らかにすること。 

 

（９）区の事業には、目的やねらいが異なるために、各部署で個々に行われていても、

区民からは同様の内容と見えるものがあるため、区民の目線で事業重複がない

かを確認し、ある場合には、整理統合も含めた見直しを検討すること。 
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・視点 1 主な意見 
 
（１）（２）に関する意見 

・行政と民間のどちらがやるのか、ということだけでなく、そもそも必要なのか、

という議論があって、必要ならば初めて役割分担、という話ではないか。 
・施策事業の開始当初の事業手法は、時代とともに古くなったり、現在の社会情

勢に合わなくなったりしている可能性がある。長く続いてきたという実績を評

価するのではなく、そもそもニーズはあるのか、成果は達成できているのか、

目標達成に適した手法なのかを常に見直し、手入れして行くことが重要ではな

いか。 
 
（３）に関する意見 

・区内大学と市民大学の講座は、似ているものもあり、受講料もそれほど変わら

ないのではないかと思う。 
・青年の家の宿泊のようなことは、山奥などで、林間学校のように行うことも可

能ではないか。 
・限りある予算の中で、どのように維持するかを考えたときに、市民大学も区で

しかできないことだけを残して規模を縮小してはどうか。 
・市民大学のプログラムの内容を見ると、区の行う事業としては必要ないのでは

ないか。大学のゼミ、通常の授業で学習した方も区にはたくさんいる。あえて、

区としてそこまでやる必要はないのではないか。 
・市民大学について、市民自治の担い手を育てるという目的を語られたが、区内

に多くの大学がある中では、その活用を含めて整理する必要があるのではない

か。 
・充実している他大学の講座活用のほうが、経費・コスト面でも効果があるので

はないか。 
・市民大学は、１箇所で行っているが、そこに来ないと受講できないデメリット

がある。１３箇所の区内大学の講座等を区が利用料補助するなどすると、地域

での受講もできるのではないか。 
・目的のために手段があり、手段として民間でもできることが増えている。むか

し掲げた目標が今も重要ならば、より良い手段として民間の選択もある。 
それは経費面ということではなく、専門性を生かすという上でも。 

・政策目標達成のために手段がある。手段は時代によって変化している。常に見

直しが必要で、より目標達成に有効な手段が選択されるべきではないか。それ

が民間であれば民間に。 
 
（４）に関する意見 

・医療もそうだが、民間に任せて、後で民間のサービスがだめになったではまず

い。民間には安かろう、悪かろう、も混在している。区は常にサービス提供の
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状況や質の確保を、行政がやるやらないに関わらず確認する必要がある。 
 
（５）に関する意見 

・子どもに関わるサービスは、民間でもたくさんあるが、ある程度の費用を必要

とするので、限られた所得層の利用になっている場合がある。 
 
（６）に関する意見 

・青年の家の運営について、指定管理者制度の検討をしてはどうか。 
・青年の家は、宿泊だけの利用ではなく、利用率の低い平日にも有効に地域の方

が利用できるような内容とするべきではないか。 
・市民大学がゼミに参加する利用者間、先生との間での絆つくりに有効だとは思

うが、絆つくりや市民自治の人材育成に 2 年間が必要なのか。 
・市民大学は、平日の昼間が主のようだが、ニーズに応えられているのか。 
・市民大学を仮に続けるのであれば、受益者負担ということを徹底的に考えて、

区のコストが増えないように、むしろ減るように考えなければならない。 
 
（７）に関する意見 

・区内大学との連携が弱い。区内の大学の講座に行けるような補助制度などに振

り替えたらどうか。区内大学の講座に、世田谷区の冠講座を設けたり、大学の

研究などに区をフィールドとして提供するなどの協力も考えられるのでは。 
・「協働」は、区民と区が一緒になって仕事をしようということだと思うが、こ

れが今回の委員会では取り上げられなかったのはちょっと残念。協働の中で、

区と区民の間で、区が何をやるの、どこまでやるのということについて時間を

かけて合意を形成していくということが、これからの行政で必要なこと。 
・区民協働であるとか、ＮＰＯとの協働や連携の考え方が、区の施策の中のどの

ぐらいの位置にあるのか。（区のほうが、政策の中で、どれだけ重要視してい

くか。） 
・どこかの団体に所属していない個人でも、役に立ちたいと思っている方はたく

さんいる。そういう声などもどんどん生かして、マンパワーを使って、もっと

活気のある区になっていけばいい。 
・行政コストの圧縮を図るために、行政の内部努力のほかに、自助・自治を推進

していくことが重要ではないか。 
・地域には、様々な非常に専門的な知識を持った人材がいる。行政でもそれを把

握して、そういった方々が企画運営する機会をどんどん拡張し、自主的な取組

みを育てていっていただきたい。 
 

（８）に関する意見 
・世田谷区民は、東京都民でもあるし、日本国民でもある。行政サービスという

のは、区から受けるものなのか、都または国から受けるものなのかという違い
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がある。それについてすみ分けというか、区分けが区、都、国との間でちゃん

とできていないのではないか。関係性というか、やるべき政治の区分をしっか

りするというコンセンサスづくりというか、世論づくりという努力をやってい

かなければいけないのではないか。 
 
（９）に関する意見 

・市民大学と生涯大学との違いやすみわけはどのようになっているのか。 
・生涯学習事業は、他の事業との重複について全体の検討が必要ではないか。 
・市民大学と生涯大学との違い。市民大学の政策目標から見たときに、生涯大学

との位置づけに説得力がないのではないか。 
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３ 《視点２》サービス提供体制について（外郭団体との連携） 
検証の第２の視点である、「サービス提供体制について（外郭団体との連携）」では、

行政サービス提供のコストをできるだけ抑え、かつサービスの質を高めるために、ど

のようなサービス提供者と連携していくことが望ましいのかについて、議論を行った。 
検証の素材として、区が外郭団体と連携して提供するサービスを取り上げた。外郭

団体は、法令上の制限などによりサービスが硬直化しがちな行政（第１セクター）と

利益追求を主な目的とする民間（第２セクター）の間を補完し、より効果的・効率的

な公共サービスを柔軟に提供できるいわゆる「第３セクター」として設定された経緯

がある。しかし、外郭団体の設立当初と比べて、指定管理者制度や介護保険制度の開

始、公益法人改革など、社会情勢や法制度等も大きく変化し、同じようなサービスを

提供できる民間事業者が増えてきている。外郭団体によるサービス提供が現在も も

適しているのかどうか、改めて検証が必要であると考える。 
 

（１）外郭団体と民間事業者が同様のサービスを提供している事例が見受けられる。

外郭団体が担うべき分野と民間による公共サービス提供が可能な分野との違い

を明確にすること。 

 

（２）外郭団体と民間事業者が競合する分野では、どちらが適切なサービスを提供で

きるのか十分に検証した上で、必要な見直しを行うこと。 

 

（３）外郭団体によるサービス提供を見直すにあたっては、現在外郭団体が行ってい

る区民雇用、障害者雇用等を公共調達・契約の条件に入れて民間活用する方法な

ども含めて、より効率的・効果的な事業運営を図ること。 

 

（４）外郭団体が引き続き担うべき分野についても、その意義や必要性について、区

民への周知が十分とは言えないのではないか。団体やその事業の存在意義を説明

した上で、各団体の特性を活かした事業運営を図るよう努めるべきである。 

 

（５）外郭団体について、そもそも指導や支援が必要なのかという観点などから、関

係を見直していくこと。 

 

（６）外郭団体の利益を区に還元して例えば重点施策などに活用する手法や、外郭団

体の財産をより有効に利用する手法について検討すること。 
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・視点２ 主な意見 
（１）（２）（３）に関する意見 

・世田谷サービス公社のコンピュータ事業などは民間事業者によるサービス提供

も可能ではないか。また、保健センターのウエルネス事業などは民間と似通っ

ている事業ではないか。 
・世田谷サービス公社の受託している飲食事業については、障害者雇用を前提と

しながら民間事業者を活用することはできないのか。 
・社会福祉事業団と民間の介護保険事業者との違いは何か。また、区の外郭団体

としての役割は何か。 
・安定的に継続して実施すべきサービスは区が担うべきではないか。 

・住民が高齢者とともに地域で暮らすことは大切である。社会福祉事業団の配食

サービス等は、住民グループや、ＮＰＯや町会と連携して提供できる部分もあ

るのではないか。 

・区の補助金等による事業について、もっと絞り込んで、公共でサービス提供す

る分野を明確にしてもいいのではないか。 

・外郭団体が既得権を持ち続けることによって、新しい団体の参入が難しくなれ

ば区民自治が失われる。区と外郭団体、地域、事業者を含めて、同様の職種、

事業者の連携を図るべきではないか。 

・障害者雇用などを公共調達・契約の条件に加えて、民間活用を図るなどの工夫

もあるのではないか。 
 

（４）に関する意見 

・サービス公社は、障害者雇用だけではなく、高齢者や女性の雇用も進めている。

このような構造の中で、障害者雇用をどのように考えているのか。 

・外郭団体がいいことをやっているということを、常に区民にわかるように伝え

ていく必要があるのではないか。 

・外郭団体については、そのノウハウを他のところに活かし、存在意義が薄れて

いるものは淘汰していくという考え方もある。 
 
（５）に関する意見 

・指導、支援という言葉が出ているが、本当に必要なものなのかという見極めが

必要なのではないか。 

・区の OB 役員への退職金を出さないとしているが、業務と責任に応じた退職金

は支払ってもよいのではないか。 

 
（６）に関する意見 

・収益をあげている株式会社から区へ寄付をするなど、事業収益を活用する工夫

はできないか。また基本財産を定期預金等で持っているのは、低金利の現状で

は、資金効率という観点から大きな不効率が存在しているのではないか。 
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４ 《視点３》受益と負担のあり方について 
検証の第３の視点である「受益と負担のあり方について」では、検証の素材として

健康づくり施策を取り上げ、議論を行った。 
今日直面している厳しい財政状況においては、制度を継続する財源確保のため、ま

た、利用者間の税負担の公平性を確保するために、受益者から一定の負担を求めてい

くことも十分検討すべきである。しかし、負担を求めることによって、そもそもの政

策目的が達成できなくなるなどのデメリットが生じる可能性も、同時に考える必要が

ある。 
利用者負担は一律に求めるのではなく、利用者間の公平性の確保、政策目標達成へ

の影響、低所得者層への対応などを考慮して、個別的に検討が必要である。 
 

（１）厳しい財政状況においても、中長期的に施策事業を持続可能な財源を確保する

ため、利用者に対して一定の負担を求めることを検討するべきである。ただし、

政策目的の達成を妨げることにならないように、事前の検証及び影響・効果の測

定が必要である。 

 

（２）新たに受益者に負担を求めていく場合、そのサービスの目的、内容などを踏ま

え、公平なサービス提供となるように努め、見直しの優先順位を決定して導入を

図るべきである。 

 
（３）区民の生命や安全安心に係るものなど、公益性が高い施策事業の場合、利用者

に新たな負担を求めていく場合は、低所得者がサービスを利用できなくなるなど

のデメリットが生じないかなど、効果の検証を十分に行うこと。 

 

（４）負担を安易に求めるのではなく、まずサービス提供のコストの妥当性について

検証を行い、施策事業の効率化によりコスト圧縮を十分に行い、その際はサービ

スの質の低下を招かないように十分留意すること。 

 

（５）過剰な行政サービスは、区民の自助、自治の機能低下を招く恐れもある。必要

なサービスを必要な区民に提供することは重要だが、一方で過度な行政依存を招

くことのないよう、自助、自治の一層の推進を図り、結果として行政コストの抑

制に繋がるような取り組みを行うべきである。 

 

（６）受益と負担のあり方については、負担の必要性などが区民にわかりやすく示さ

れていない状況もみられることから、区はこれまで以上の政策広報の充実に取り

組むこと。 
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・視点３ 主な意見 
（１）に関する意見 

・政治には所得の再分配機能があるから、低所得者層への対策があってしかるべ

きではあるが、サービスが何でも無料でもらえる、というのは違和感がある。

原則として、サービスの対価を払うべきではないか。 
・がん検診や子ども医療費助成などの健康づくり施策であっても、予算的限度が

ある以上、制度維持のために所得制限や一定程度の負担を求めていくことが必

要ではないか。 
・例えばがん検診の受診率を向上させていくと、事業規模が拡大していくが、財

政的にどこで限界が来るのか判断するための、マーケティング的なデータを持

つ必要がある。 
・利用者負担を上げた場合、利用者から反発はあると思うが、ある程度の時間を

経れば沈静化することもある。そのような影響の検証を行っているか。 
・学習的意図を持って施策事業を実施し、利用者負担の影響などの評価を定量的

に行い、漸進的に進めていくべきではないか。 
 
（２）に関する意見 

・利用者負担の導入や見直しを行うのであれば、まず余暇的なことなどから手を

つけるべきではないか。 
・スポーツ施設等の利用料や自転車の撤去費用の自己負担などについては、もっ

と利用者負担を求めてもよい。 
・民間の事業者であれば、事業に優先順位をつけ、業績や経済情勢が悪化した際

には優先順位の低いものから見直しをしていくことは、ごくあたりまえの考え

方である。行政であっても施策事業に優先順位をつけ、社会情勢の変化に合わ

せてやるべきことを取捨選択していくという考え方を取り入れるべきではな

いか。 
 
（３）に関する意見 

・区民の生命に関わることについては、できれば見直しの優先度は下げてほしい。 
・無料だったものが有料になるプロセスで、低所得者のがんなどの早期発見がで

きなくなると問題がないか。 
 
（４）に関する意見 

・受益者に負担を求める前提として、事業運営の効率化が本当に図られているの

か検証が必要ではないか。まだ行政コスト圧縮の余地があると思われる。 
 
（５）に関する意見 

・税の使いみちとして「こんなことまで税金で実施しているのか」と驚くような

事業もある。行政サービスの肥大化により、住民が行政を頼りすぎるという側
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面もあるのではないか。行政サービスの整理や、利用者負担の見直しなどを行

うべきではないか。 
・検診の受診率向上のために、利用料を無料にするのは誤りではないか。区民に

対して受診を促す啓発を行って、自ら受診するようにしていくことが行政の役

割ではないか。 
・行政コストの圧縮を図るために、行政の内部努力のほかに、自助・自治を推進

していくことが重要ではないか。 
・自転車の撤去費用の原因者負担の議論の前提として、放置自転車が少ないまち

づくりを進めていく努力が必要ではないか。 
・現在、行政サービスは過剰な状態にあるのではないか。それが結果として、住

民の自助・自治を妨げる結果になっているとも考えられる。住民自治の発展を

考慮して施策事業を実施し、区民に対して自助・自治の啓発を行うことが区の

役割ではないだろうか。 
 
（６）に関する意見 

・子ども医療費助成について、制度の不必要な利用を抑制するために、医者にか

かる必要のないケースなどの啓発・情報提供を行う必要があるのではないか。 
・がん検診について、制度の周知が十分でない。口コミ等も活用した広報が必要

だ。 
・多くの事業について、区報とホームページだけでは十分に周知されない。広報

掲示板等を改良して広報を徹底するべきと考える。 
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５ その他、素材事業に対する意見等 
 
（１）青年の家、池之上青少年会館について 
 
 
 
（２）市民大学について 
 
 
 
（３）外郭団体について 

 

 

調整中 

 
 
 
（４）がん検診について 
 
 
 
（５）子ども医療費助成について 
 
 
 
（６）政策検証全般について 
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検証素材事業の決算額一覧 

 

視点 素材事業 
決算額(千円)

※ 
備考 

青少年会館 17,940

青年の家 34,678視点 1 

世田谷市民大学 30,131

維持運営経費 

社会福祉法人世田谷区社会福祉協

議会 919,966 

社団法人世田谷区シルバー人材セ

ンター 722,936 

世田谷区土地開発公社 2,361 

多摩川緑地広場管理公社 78,271 

社会福祉法人世田谷区社会福祉事

業団 937,652 

株式会社世田谷サービス公社 180,360 

株式会社エフエム世田谷 5,748 

株式会社世田谷川場ふるさと公社 21,409 

財団法人せたがや文化財団 1,797,867 

財団法人世田谷区産業振興公社 448,941 

財団法人世田谷区保健センター 1,354,367

財団法人世田谷トラストまちづく

り 827,863 

視点 2 

財団法人世田谷区スポーツ振興財

団 1,000,847 

区からの収入 

（株式会社は経常利

益） 

がん検診 744,331 事業経費 

利 用 者 負 担 分 ：

27,612 千円 
視点 3 

子ども医療費助成 3,367,300 助成事業費 

※視点 1，3は平成 21 年度、視点 2は平成 20 年度 
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