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は じ め に 

 

本書は、地方自治法第 233条第 5項の規定に基づき令和２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。 

 

●令和２年度予算は、これまでの財政基盤をしっかりと確立・堅持

しながら、豊かな地域社会の実現をめざすことを基本的な考え方

とし、「安全を確保し、安心を支える」ことに重点を置き、「子ど

もに関する取組み」、「保健福祉に関する取組み」、「地域振興に関

する取組み」、「環境まちづくりに関する取組み」、「政策経営に関

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」の六つを重点事項として編成。 

●令和２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）」に掲載した全事業及び補正予算に計上した主な事

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

を踏まえた課題及び現況と令和４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
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 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４年度予算への対応について記載しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 件　）

37,583円 〔89.1%〕 〔10.9%〕 〔100.0%〕

103頁

42,197円

事
業
実
績

○令和２年度実績
（１）包括的な相談・支援体制の強化
　　　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、住居確保給付金の申請や社会福祉協議会の
　　総合支援資金のための家計相談など生活困窮者の相談件数が急増したため、７月か
　　ら相談体制を強化しました。
（２）子どもの学習・生活支援事業
　　　対象学年を拡大し、参加者が増加しました。なお、緊急事態宣言により、会場で
　　の教室型や参加型イベントの開催が困難になったため、通信教材などで対応し事業
　　を継続しました。

事

業

実

績

を

踏

ま

え

た

課

題

及

び

現

況

と

令

和

４

年

度

予

算

へ

の

対

応

　コロナ禍が長期化し、社会経済への影響が懸念され、生活困窮者相談の必要性はます
ます高まると見込まれています。
　令和４年度は、令和３年度に引き続き、包括的な相談・支援体制を維持し、さらに充
実・強化していきます。
　また、子どもの学習・生活支援事業についても、令和３年度に引き続き、中高生の
ニーズの高まりや小学生の居場所づくりの必要性を踏まえて検討を進めます。

所管課 保健福祉部　生活支援課 決算参考書 166頁 R2予算の概要

38,071,937円 97.9%

コスト単位 　相談１件あたり 1,013

コスト内訳
事業費等（A） 人件費（按分）（B） 総コスト（C=A+B）

4,614円

事
業
概
要

内容

　生活困窮者の自立の促進を図るため、生活困窮者に対する包括的な相談・支
援体制を強化するとともに、子どもの学習・生活支援事業では、対象学年を拡
充します。
１　包括的な相談・支援体制の強化
（１）「自立相談支援事業」、「家計改善支援事業」、「就労準備支援事業」
　　を一体的に実施し、事業間の相互補完や連続的な支援を高め、より効果的
　　な支援を行います。
（２）専門的な知識・資格・経験を有する質の高い支援員を常時、複数名配置
　　し、縦割りの制度では対応できない多様で複雑な課題を抱える方々を広く
　　対象として相談を受け止める「断らない相談窓口」として、多分野にわた
　　る関係機関との連携協働のもと、包括的な支援を行います。
２　子どもの学習・生活支援事業の拡充
　　貧困の連鎖防止を強化するため、小学校４年生から中学校３年生までの対
　象学年を、令和２年度から高校３年生までに拡充して高校生世代まで連続し
　た支援を行います。

事業開始
年度 　平成27年度

事
業
費
・
コ
ス
ト

予算現額 決算額 執行率

38,907,000円

25 生活困窮者自立支援（自立相談支援）【拡充】

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

新規相談
受付

プラン作成 就労支援
就労準備
支援

家計相談
子どもの

学習・生活支援
令和２年度 1,013件 546件 267人 ０人 475人 49人
令和元年度 267件 71件 57人 １人 ５人 39人
平成30年度 255件 92件 75人 ０人 11人 ７人

令和２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】、補正予

算による事業には【補正予算】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。 

当該事業の令和２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。 

当該事務事業の令和２年

度事業実績を表記しまし

た。 

事業所管部課の名称を、

令和３年度の組織名で表

記しました。 

 

令和２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

題と当該事業の令和４年

度予算への対応を表記し

ました。 

 


