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は じ め に 

 

本書は、地方自治法第 233条第５項の規定に基づき平成 29年度決

算における主要な施策の成果について報告するものです。 

 

●平成 29年度予算は、「豊かな地域社会」の実現に向け、区民生活

の安心を支えるため、「次世代育成に関する取組み」、「保健福祉に

関する取組み」、「危機管理に関する取組み」、「東京オリンピック・

パラリンピック開催を契機とした取組み」の四つを重点事項とし

て編成。 

●平成 29年度当初予算の主要な事業を示した「区の仕事のあらまし

（予算の概要）」に掲載した全事業について、その事業実績を記載。 

●事業に要した経費（コスト）のデータを示すとともに、事業実績

を踏まえた課題と平成 31年度予算への対応についても記載。 

●決算の「見える化」を進めるため、新公会計制度に基づく財務諸

表による決算分析や、補助金支出の透明性を高める観点から、団

体等への補助金の交付実績等についても掲載。 
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執行率

73.2%
37.9%

60.2%
45.3%

74.1%

（ 件　）
（ 月　）

（ 回　）
（ 件　）

（ 人　）

4,290円 〔38.6%〕 〔61.4%〕 〔100.0%〕

66,050円 〔32.6%〕 〔67.4%〕 〔100.0%〕

57,672円 〔10.8%〕 〔89.2%〕 〔100.0%〕

1,308円 〔63.6%〕 〔36.4%〕 〔100.0%〕

39,951円 〔75.1%〕 〔24.9%〕 〔100.0%〕

1,739円 〔24.0%〕 〔76.0%〕 〔100.0%〕

69,000円 〔20.0%〕 〔80.0%〕 〔100.0%〕

62,329円 〔8.8%〕 〔91.2%〕 〔100.0%〕

1,548円 〔67.3%〕 〔32.7%〕 〔100.0%〕

68,676円 〔85.5%〕 〔14.5%〕 〔100.0%〕

102頁

11,631円

344,274円

645,546円 707,875円
752円 2,300円

13,232円 53,183円

所管課 保健福祉部　生活支援課 決算参考書 154頁 H29予算の概要

80,307円

事
業
実
績

○平成29年度実績
（１）自立相談支援　新規相談受付 240件
　　　プラン作成件数 　100件　/就労支援 78人　　　/家計相談支援 15人
　　　子どもの学習支援　11人　/就労準備支援　０人
（２）住居確保給付金　　利用者 ２人（支給月延べ６ヶ月）
（３）居住支援協議会　　４回開催
（４）一時生活支援　　　延べ1,098件　
　　　宿泊施設 225泊　/地下鉄回数券 808枚　/特別診療券 ３枚　/衣類品等 62人
（５）地域生活移行支援（路上生活者自立支援センターの利用）62人

事

業

実

績

を

踏

ま

え

た

課

題

と

平

成

三

十

一

年

度

予

算

へ

の

対

応

　生活困窮者が抱える多様で複合的な課題（就労の課題、心身の不調、家計の問題、家
族問題など）に対応するには包括的な支援が必要です。
　平成30年度は、包括的な支援体制を一層強化するため、自立相談支援窓口への来所者
だけでなく、行政に繋がっていない困窮者を早期に支援に繋ぐために、多分野にわたる
関係者による連携体制作りに取り組んでいます。
　平成31年度も平成30年度に引き続き、相談体制・連携の強化により、相談者が抱える
複合的かつ複雑な課題や、困窮に陥った根本の原因を明らかにして自立に向けた支援を
行っていきます。

28年度

5,505円 7,244円
275,274円

　施設入所者１人あたり

475,479円 533,151円

747円 2,055円

６

　会議１回あたり ４
　対応１件あたり 1,098

3,169,000円 1,436,415円

29年度

6,837円 11,127円
136,730円 202,780円

62

コスト内訳 事業費等（A） 人件費（按分）（B） 総コスト（C=A+B）

コスト単位

　相談１件あたり 240
　支給１月あたり

（５）地域生活移行支援分担金 3,344,000円 2,476,976円

事
業
費
・
コ
ス
ト

予算現額 決算額

（１）自立相談支援 1,406,000円 1,029,605円
（２）住居確保給付金 1,047,000円 396,300円

（３）居住支援協議会 383,000円 230,688円
（４）一時生活支援

ちよだみらいプロジェクトの
施策の目標

　福祉サービスの質の維持・向上に努めるとともに、生活
困窮者に対する生活支援を強化します

事
業
概
要

内容

　生活困窮者からの相談に応じ、相談者が抱える多様な課題に寄り添います。
本人の自己選択、自己決定を基本に、適切なアセスメントを通じて一人ひとり
の状況に応じた自立に向けて支援計画（プラン）を作成し、生活や就労に関す
る支援や情報提供を行います。
　また、居住支援協議会では、住宅確保に配慮を要する方々への支援策を協議
します。

事業開始
年度 　平成27年度

27 生活困窮者自立支援 【拡充】

 本書の見方 （Ⅱ 主要施策の成果の見方） 

●事業概要、事業決算額、事業実績、事業実績を踏まえた課題と平成 31年度予算への対応について記載しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成 29 年度に実施した

主要事務事業の名称です。

原則として、各会計決算参

考書の事務事業名で表記

しました。 

新規事業には【新規】、拡充

事業には【拡充】の表記をし

ました。 

「ちよだみらいプロジェ

クト」の施策の目標を表記

しました。 

当該事業の内容を簡潔に

表記しました。 

当該事業の平成 29 年度

決算額を表記しました。原

則として、各会計決算参考

書の決算額と一致します。 

 

当該事務事業の平成 29

年度事業実績を表記しまし

た。 

事業所管部課の名称を、

平成 30 年度の組織名で表

記しました。 

 
平成 29 年度 各会計決算参考書の掲載頁

と予算の概要の掲載頁を表記しました。 

１単位あたりコストを

算出するにあたり、事業の

実態を最もよく表す単位

を表記しました。 

 

事業実績を踏まえた課

題と当該事業の平成 31 年

度予算への対応を表記し

ました。 
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