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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３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３年度予算は、「区民の命と健康を守ることを最優先に、新し

い生活様式を見据えて区民生活をしっかりと支える予算」とし、

新型コロナウイルス感染症による社会の変化に対応しながらも、

質の高い行政サービスを継続的かつ安定的に提供することを念頭

に置き、「新型コロナウイルス感染症対策に関する取組み」、「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」の七つを重点事項として編成。 

●令和３年度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。 

●事業に要した経費を示すとともに、実績を踏まえた評価・課題、

令和４年度の取組状況及び令和５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。 
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5,303,432円 57.1%

事
業
実
績

○令和３年度実績

※令和３年度の事業実績は大幅増となったものの、契約単価が見込みを下回ったことに
より執行率が低くなりました。

実

績
を
踏

ま
え

た
評
価

・
課

題

令
和
４

年
度

の
取
組

状
況

令

和
５

年
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予

算
へ

の
対
応

　令和３年度は、前年度と比較して実施時間の実績が２倍以上となり、件数、派遣回数
も大幅に増加しました。その要因は、利用期間・利用上限を拡充したことのほか、新型
コロナウイルス感染拡大により身近な親族等の協力を充分に得られず、需要が増加した
ことが考えられます。
　一方で、社会的にベビーシッター・育児支援事業者への需要が増えているため、本事
業もその影響を受け、支援を拡充したものの、利用者の希望どおりの派遣が難しい状況
もありました。
　令和４年度は、令和３年度の実績を踏まえ、妊産婦等へ必要な支援を提供できるよ
う、委託事業者とともに調整方法を工夫し取り組んでいます。
　本事業は産前産後の家庭のほか、様々な事情で養育が困難な家庭の利用もある事業で
す。令和５年度は、関連する事業を含め、引き続き総合的に子育てサービスを実施する
ことで、幅広く保護者の養育を支援し、子どもたちの最善の利益を図っていきます。

事
業
概
要

内容

　区では、日常生活において育児、家事等が一時的に困難で、他に支援する方
がいない保護者を対象に、区が委託した事業者の訪問により育児等の支援をす
る「育児支援訪問事業」を実施しています。
　令和３年度は、育児不安を感じる妊産婦等への支援を充実させることを目的
に、利用期間及び利用上限を拡充します。

事業開始
年度 　平成15年度

事
業
費

予算現額 決算額 執行率

9,296,000円

14 子ども在宅サービス【拡充】

ちよだみらいプロジェクトの
施策の目標

　安心して子育てができ、子どもたちがすくすくと育つ地
域づくりを進めます

拡充前 拡充後

利用期間
出産前（母子手帳交付時）～
生後６か月未満（多胎児は１
歳未満）

出産前（母子手帳交付時）～
生後１歳未満（多胎児は２歳
未満）

利用上限
合計48時間（多胎児の場合は
96時間）まで

合計60時間（多胎児の場合は
120時間）まで

令和３年度 令和２年度 令和元年度

件 数 83件 50件 38件

派 遣 回 数 789回 473回 595回

実 施 時 間 2,486.5時間 1,234時間 1,307.5時間

 

 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評価・課題と令和５年度予算への対応について記載しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和３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３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３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４年度の組織名で表記

しました。 

令和３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。 

事業実績を踏まえた評

価・課題と当該事業の令和

５年度予算への対応を表

記しました。 

 


