
No.2
要保護児童等支援管理システム構築事業 （新規） 児童福祉課

No.3
生活困窮者等自立支援促進事業 （既存・拡大） 生活支援課

優先順位 事業名 区分 所属名

No.1
総合福祉センター中規模修繕事業 （既存・維持） 社会福祉課

部局長名 平山　訓徳

令和 3 年度 部局目標シート

部局名 福祉部



R 3

3 4 5 6

R 3

合計（自動計算） 586,611,000

委託料 9,801,000

年度 工事請負費 576,810,000

総合福祉センター費

節

区分 金額

内容
積算

Ｒ３年度予算内訳
・委託料
　工事管理委託料　　　　　　　9,801千円
・工事請負費　　　　　　　　 576,810千円
事業全体の予算額
・工事請負額：1,166,000千円　 　　電話、ﾈｯﾄ、ｾｺﾑ配線移設工事　　　　　　　合計
　　　　　　　　Ｒ2年度　238,194千円   　　　　　　　2,901千円　　　　　　　　　　　　　２４１，０９５千円
　　　　　　　　Ｒ3年度　571,923千円　　　　　　　　　4,887千円　　　　　　　　　　　　  576,810千円
　　　　　　　　Ｒ4年度　355,883千円
・管理等委託料 ；  21,010千円
　　　　　　　　Ｒ2年度      5,742千円
　　　　　　　　Ｒ3年度　   　9,801千円
　　　　　　　　Ｒ4年度　　   5,467千円

款 民生費 項 社会福祉費 目

予算科目

その他

一般財源 56,311,000 361,350,000

歳出    事業費（自動計算） 586,611,000 361,350,000 0 0

財源内訳

特定財源（自動計算） 530,300,000 0 0 0

国県支出金

地方債 530,300,000

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

運営方法 一部委託 事業期間 複数年度 （　R2年度～　R4年度　）

期待できる効果
（展望）

・総合福祉センターを安心・安全に利用できる施設として、市民へ提供することができる。
・総合福祉センターでの行政業務の維持と安定した運営へつながる。
・総合福祉センターの長寿命化を図ることで、今後、他の公共施設の集約化・多様化の母体施設として位置付けることができる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状：建築設備の経年劣化による不具合が多発している状況にあり、福祉業務全体への影響、施設利用者への影響が懸念されていた。なお、公
共施設再編計画及び公共施設保全計画に基づく中規模修繕の時期が到来していたことから、R2年10月より中規模修繕工事のステップ１に取り
掛かった。
課題：R３年度には、中規模修繕工事のステップ２及びステップ３の工事に着手し､ステップ２において社会福祉課・児童福祉課・介護福祉課・社会
福祉協議会の課の移動をスムーズに行い確実かつ安全に工事を進める。

年度実施内容
総合福祉センターの中規模修繕
１階の社会福祉課・児童福祉課・介護福祉課・社会福祉協議会エリア及び２階屯鶴峯温泉、視聴覚室、創作工芸室等の給排水管等修繕・照明Ｌ
ＥＤ化・空調機器改修に伴う各室の天井・床・壁の改修・バリアフリー化への対応・屋上防水改修・中央監視装置改修・自家発電装置の更新等

事業分類 自治事務 根拠法令 ー

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝 ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 総合福祉センター管理運営事業 42-44 ページ

事務事業の概要 総合福祉センター施設の維持管理、貸室（全８室）の利活用の促進、かしば・屯鶴峯温泉の運営を行います。

施策 06 地域福祉の推進 02060101

主な取り組み 01 総合的な福祉サービスの提供 第５次総合計画前期基本計画

所属名 社会福祉課

◆事業の位置付け

政策 02 健康で自分らしく過ごせる毎日のために。（健康・福祉） 体系コード

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 1

事業名 総合福祉センター中規模修繕事業 （既存・維持）
部局名 福祉部



R 3

3 4 5 6

R 3

合計（自動計算） 3,234,000

委託料 2,641,000

年度 使用料及び賃借料 177,000

児童福祉総務費

節

区分 金額

内容
積算

・委託料
　　　要保護児童等支援管理システム構築委託料　2,561千円
　　　要保護児童等支援管理システム構築保守委託料　　８０千円
・使用料及び賃借料
　　　要保護児童等支援管理システム等　　177千円
・備品購入費
　　　LIFEBOOK　A5510/D　USB　Type-C非登載モデル一式　416千円
　　　 (クライエントライセンス、外字適応ツールＶ　6.0）

※令和4年度・令和5年度：各年度にパソコン1台を追加予定（共同購入）
　　パソコン1台　ライセンス　　その他諸費用を計上

款 民生費 項 児童福祉費 目

予算科目 備品購入費 416,000

その他 0 0 0 0

一般財源 1,234,000 390,912 390,912 134,640

歳出    事業費（自動計算） 3,234,000 1,170,912 1,170,912 398,640

財源内訳

特定財源（自動計算） 2,000,000 780,000 780,000 264,000

国県支出金 2,000,000 780,000 780,000 264,000

地方債 0 0 0 0

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　　Ｒ３　年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

・要保護児童等の転出入時、児童の情報共有を的確に行うことが出来、家庭に対して支援を行い、児童虐待防止の強化を図ることが出来る。
・システム導入により、児童記録票等の作成及びケース進行管理票等の作成時間の短縮が図れ削減された時間を家庭支援に充てる

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

全国の児童虐待の事案において、転居した際の自治体間における引き継ぎや、児童相談所と市町村の情報共有が不十分であったことが課題で
ある。課題解決のため、全国の児童相談所と市町村の支援対象児童の情報共有を夜間・休日も含め日常的に迅速かつ円滑に行うことができるよ
う、国の全国統一『要保護児童等に関する情報共有システム』が導入されるので、本市においても令和3年より運用開始とする。

年度実施内容
国の全国統一『要保護児童等に関する情報共有システム』を導入するため、「要保護児童等支援管理システム」を構築する。
システムを活用し、「登録、更新」「検索」・「閲覧」・及び「システム管理」の４つの機能を有し、児童虐待の早期対応を図る。

事業分類 自治事務 根拠法令 児童福祉法・児童虐待防止法

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（３）結婚・出産・子育ての希望をかなえる ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 家庭児童相談・支援事業 30-32 ページ

事務事業の概要 関係機関連携のもと、支援検討会議等を実施。対象児童の支援プランを作成し、継続した訪問等の支援を行います。

施策 02 子育て支援の充実 01020201

主な取り組み 02 児童虐待防止の推進 第５次総合計画前期基本計画

所属名 児童福祉館

◆事業の位置付け

政策 01 未来を創造する子どもたちのために。（子育て・教育） 体系コード

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 2

事業名 要保護児童等支援管理システム構築事業 （新規）
部局名 福祉部



R 3

3 4 5 6

R 3

合計（自動計算） 10,704,000

委託料 5,105,000

年度 負担金補助
及び交付金

1,399,000

生活保護総務費

節

区分 金額

内容
積算

・委託料：5,105千円
　生活困窮者自立相談支援事業業務委託料    4,822千円
　被保護者就労支援事業業務委託料            283千円
・負担金補助及び交付金：1,399千円
　生活困窮者等広域就労準備支援事業負担金  1,399千円
・扶助費：4,200千円
　住居確保給付金　4,200千円

＜財源内訳＞
・国県支出金:7,910千円
　国負担金 5,105千円×3/4=3,828千円
　　　　　　　　　 4,200千円×3/4=3,150千円
  国補助金 1,399千円×2/3=  932千円

款 民生費 項 生活保護費 目

予算科目 扶助費 4,200,000

その他

一般財源 2,794,000 2,794,000 2,794,000 2,794,000

歳出    事業費（自動計算） 10,704,000 10,704,000 10,704,000 10,704,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 7,910,000 7,910,000 7,910,000 7,910,000

国県支出金 7,910,000 7,910,000 7,910,000 7,910,000

地方債

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

運営方法 一部委託 事業期間 複数年度 （　R３年度　～　R６年度　）

期待できる効果
（展望）

・生活困窮者及び生活保護受給者が自立した生活を営むことができるようになる。
・生活困窮者が生活保護に至る前に就労した場合、また生活保護受給者が就労し生活保護から脱却した場合、生活保護費の抑制につながる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

◎現状：本市は県内で最も低い生活保護率ではあるが、年々生活困窮者からの相談は増加傾向にある。（H29:64件、H30:67件、R1:90件）
◎課題：生活困窮者に対しては、生活保護に至る前に自立支援へとつなげていくために、また生活保護受給者に対しては、保護からの脱却へとつ
なげていくために、就労支援を継続して実施していく必要がある。将来的な財政面の影響（生活保護費の増加）からも、実施の必要性は高い。

年度実施内容

・相談窓口の開設（月～金曜日8:30～17:15）
・生活困窮者の就労支援（履歴書作成支援、面接対応支援　等）
・生活困窮者の就労準備支援（職場見学、就労体験　等）
・生活保護受給者の就労支援（履歴書作成支援、面接対応支援　等）
・生活困窮者に対する住居確保給付金の支給（家賃の助成　等）

事業分類 自治事務 根拠法令 生活困窮者自立支援法

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（３）結婚・出産・子育ての希望をかなえる 基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 自立支援促進事業 57-58 ページ

事務事業の概要
生活困窮者が自立した生活を営むことができるよう、助言・支援を行うほか、個別支援プログラムの作成やハローワークとの連携等により就労支
援を行います。

施策 11 生活困窮者支援の充実 02110101

主な取り組み 01 生活困窮者への相談支援・就労支援の充実 第５次総合計画前期基本計画

所属名 生活支援課

◆事業の位置付け

政策 02 健康で自分らしく過ごせる毎日のために。（健康・福祉） 体系コード

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 3

事業名 生活困窮者等自立支援促進事業 （既存・拡大）
部局名 福祉部


