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本書は、
地方自治法第 233 条第 5 項の規定に基づき平成 30 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 30 年度予算は、「豊かな地域社会」の実現に向け、区民生活
を支える事業を効果的に力強く進めるため、
「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」、
「環境対策に関する取組み」の四つを重点事項として編成。
●平成 30 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
を踏まえた課題と令和２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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計数は、原則として表示単位未満を四捨五入しているため、合計等と一致しない場
合があります。

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令和２年度予算への対応について記載しました。
平成 30 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。

21 学校施設を活用した放課後事業【拡充】

事
業
概
要

当該事業の内容を簡潔に
表記しました。

内容

当該事業の平成 30 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。

事業開始
年度

(１)平成19年度

(２)平成14年度

(３)平成17年度

事
業
費
・
コ
ス
ト

決算額

２
年
度
予
算
へ
の
対
応

課
題
及
び
現
況
と
令
和

執行率

117,632,000円

106,467,077円

90.5%

（２）学校内学童クラブ

186,740,000円

176,732,464円

94.6%

79,744,000円

73,725,000円

92.5%

85,505,757円 90.8%
94,212,000円
（４）富士見わんぱくひろば事業運営
3,545 人 ）
（
（１）参加者１人あたり
383 人 )
（
（２）在籍者１人あたり
コスト単位
48,279 人 ）
（
（３）入館者１人あたり
76,591 人 ）
（
（４）一般利用入館者１人あたり
総コスト（C=A+B）
人件費（按分）（B）
事業費等（A）
コスト内訳
31,451円 〔100.0%〕
1,418円 〔4.5%〕
30,033円 〔95.5%〕
（１）
474,206円 〔100.0%〕
12,764円 〔2.7%〕
461,442円 〔97.3%〕
（２）
1,578円 〔100.0%〕
51円 〔3.2%〕
1,527円 〔96.8%〕
（３）
1,159円 〔100.0%〕
43円 〔3.7%〕
1,116円 〔96.3%〕
（４）
○平成30年度実績
(１)放課後子ども教室
延べ参加人数 ①遊び 93,658人 ②学び 45,934人 ③体験 8,433人
(２)学校内学童クラブ
15人定員拡充 在籍児童数 383人（平成30年５月１日現在）
(３)いずみこどもプラザ
①入館者数 48,279人 ②一時預かり保育利用者数 1,878人
③学童クラブ 在籍児童数97人（平成30年５月１日現在）
(４)富士見わんぱくひろば
①入館者数 76,591人 ②一時預かり保育利用者数 1,562人
③学童クラブ 10人定員拡充 在籍児童数110人（平成30年５月１日現在）

事
業
実
績

事業実績を踏まえた課
題と当該事業の令和２年
度予算への対応を表記し
ました。

(４)平成22年度

（１）放課後子ども教室
（３）いずみこどもプラザ運営補助

当該事務事業の平成 30
年度事業実績を表記しまし
た。

平成 30 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。

放課後の子どもの安全かつ健やかな活動場所として学校施設を活用し、総合
的な放課後対策を実施しています。
(１)放課後子ども教室
「遊び」「学び」「体験」活動を各小学校の実情にあわせて実施します。
(２)学校内学童クラブ
民間事業者が学校内において実施する学童クラブで、就労等により保護者が
日中家にいない児童を預かり、生活の場を提供するとともに、子どもたちの成
長を促します。
(３)いずみこどもプラザ (４)富士見わんぱくひろば
ちよだパークサイドプラザと富士見みらい館を活用し、各施設において「児
童館的機能」「拡大型一時預かり保育事業」「学童クラブ事業」を実施しま
す。

予算現額

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。

事業所管部課の名称を、
令和元年度の組織名で表
記しました。

保護者の多様なライフスタイルに応じた子育てができる
環境を整えます

ちよだみらいプロジェクトの
施策の目標

「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。

新規事業には【新規】
、拡充
事業には【拡充】の表記をし
ました。

事
業
実
績
を
踏
ま
え
た

学童クラブ入会希望者数の増加を踏まえ、児童の放課後における遊びや生活の場を整
備し、一層充実させていくことが必要です。
令和元年度は、学童クラブと放課後子ども教室の融合した在り方を検討します。
令和２年度は、全ての児童が午後５時までは安全に安心して過ごせる居場所づくりを
推進し、学童クラブの入所需要を緩和することにより、引き続き待機児童ゼロの維持を
めざします。

所管課 子ども部 児童・家庭支援センター

決算参考書 148、150頁 H30予算の概要

39頁

