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投入 常勤職員 0.6人 0.6人 0.6人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人

事業費＋人件費 26,141 42,074 43,980

戸田市　事務事業評価　≪事前評価シート≫ 1 頁

事務事業名 44206 生活困窮者自立支援事業

担当組織 福祉部 生活支援課 担当 生活支援担当　主幹

組織コード 17 03 00 会計･款･項･目･大事業･中事業 01 03 01 01 09 01 記入日 平成26年06月05日

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 02 誰もが健康でいきいきと生活できるまち ● 対象

分野 05 社会保障

○ 対象外
施策 25 生活困窮者支援の充実

事業期間 平成２７年度 ～ 

生活困窮者自立支援法
根拠法令 関連計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象
市内に居住している生活上の問題を抱えている生活困窮者

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施等の支援を行う。

事業目的

自立相談支援事業において、相談窓口で生活困窮者の相談を受け、①生活困窮者の抱えている課題を評価・分析し、そのニ

ーズを把握　②ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画を策定　③自立支援計画に基づく各

事業内容 種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施

実施主体 □市による単独直営 ■委託 （■3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.事務事業の計画

（１）投入資源（予算と人員）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

自立相談支援事業等の各支援事業 自立相談支援事業等の各支援事業 自立相談支援事業等の各支援事業

事 業 内 容
を実施する。 を実施する。 を実施する。

事　業　費 22,203 38,136 40,042

財
源
内
訳

国庫支出金 27,240 28,602 30,031

県支出金 0 0 0

起　　　債 0 0 0

そ　の　他 0 0 0

一般財源 -5,037 9,534 10,011

人　件　費 3,938.4 3,938.4 3,938.



2 頁

（２）事業目標

指標名 単位 説明・算定式 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
目標値 目標値 目標値

活動①
相談件数

人
年間延べ相談件数

1,200 1,300 1,400

活動②

成果①
支援対象者件数

人
年間支援対象者件数

120 130 140

成果②

３.事前評価

施策の目標達成に向けて貢献しているか。

Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

施策への貢献度 ＜判断理由＞

生活困窮に至るおそれの高い方が増加傾向にあり、生活保護に至る前の段階の自立支援策を実施することで、生

活困窮者の自立を促すことができる。

事業費・人件費の水準は適正か。

Ｂ：経費は適正な範囲である。

経費水準 ＜判断理由＞

事業実施あたり、直営ではなく委託することで、事業費等が適正な水準であると考える。

事業手法は適正か。

Ｂ：事業手法は適正な内容である。

事業手法 ＜判断理由＞

様々なノウハウや地域資源を持つ戸田市社会福祉協議会に事業を委託することで、生活困窮者へ総合的な支援が

実施できる。

受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

受益・負担の公平性 ＜判断理由＞

国庫補助を受けて事業を実施するため、適正な範囲であると考える。

４.意思決定

● Ａ：この計画で実施する

○ Ｂ：計画を見直して実施する

○ Ｃ：実施しない

意思決定
＜｢意思決定｣に関する判断理由・コメント＞

平成２７年４月から法律により事業実施が義務付けられており、事業内容を充分検討して実施するため。

関係機関との連携体制及び庁内関係部署との連携体制の構築の形成。

事業実施における

留意点
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事務事業名 44689 住宅確保給付金

担当組織 福祉部 生活支援課 担当 生活支援担当　主幹

組織コード 17 03 00 会計･款･項･目･大事業･中事業 01 03 01 01 09 02 記入日 平成27年02月26日

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 02 誰もが健康でいきいきと生活できるまち ● 対象

分野 05 社会保障

○ 対象外
施策 25 生活困窮者支援の充実

事業期間 平成２７年度 ～ 

生活困窮者自立支援法
根拠法令 関連計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象
離職者等で、就労意欲のある者のうち、住宅を失った者又は失う恐れのある者

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、住宅確保給付金の支給をして支援を行う。

事業目的

生活困窮により住宅を失った者に対し、有期で住宅確保給付金を支給しながら、就労支援相談員による支援を得て常用就労

を目指す。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.事務事業の計画

（１）投入資源（予算と人員）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

住宅確保給付金支給を実施する。 住宅確保給付金支給を実施する。 住宅確保給付金支給を実施する。

事 業 内 容

事　業　費 4,625 6,625 6,956

財
源
内
訳

国庫支出金 3,469 4,968 5,217

県支出金 0 0 0

起　　　債 0 0 0

そ　の　他 3 3 3

一般財源 1,153 1,654 1,736

人　件　費 1,969.2 1,969.2 1,969.2

投入 常勤職員 0.3人 0.3人 0.3人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人

事業費＋人件費 6,594 8,594 8,925



4 頁

（２）事業目標

指標名 単位 説明・算定式 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
目標値 目標値 目標値

活動①
相談件数

件
相談を受けた件数

20 30 35

活動②

成果①
支給件数

件
給付金を支給した件数

10 20 25

成果②

３.事前評価

施策の目標達成に向けて貢献しているか。

Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

施策への貢献度 ＜判断理由＞

住宅確保給付金の支給を受けて、住宅を確保することにより、生活の基盤づくりを確保して、常用就労を目指す

ことができる。

事業費・人件費の水準は適正か。

Ｂ：経費は適正な範囲である。

経費水準 ＜判断理由＞

国の補助事業であり、補助金を活用して事業費等が適正な水準であると考える。

事業手法は適正か。

Ｂ：事業手法は適正な内容である。

事業手法 ＜判断理由＞

従前の住宅支援給付事業と同内容の事業であり、事業手法は適切であると考える。

受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

受益・負担の公平性 ＜判断理由＞

支給額は、国庫補助の基準額に基づいて支給するため、適正である。

４.意思決定

● Ａ：この計画で実施する

○ Ｂ：計画を見直して実施する

○ Ｃ：実施しない

意思決定
＜｢意思決定｣に関する判断理由・コメント＞

平成２７年４月から法律により事業実施が義務付けられており、事業内容を十分検討して実施するため。

従前の住宅支援給付事業と同内容の事業が含まれていることに留意する。

事業実施における

留意点


