


Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

成果実績 ％ 86

目標値 ％ 95

交付金事業の成果目
標及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

番号
1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 夕張市
交付金事業実施場所 夕張市南清水沢

措置名
公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置

交付金事業の名称
中学校維持管理事業

「全国学力・
学習状況調

査」及び「全
国体力・運動
能力、運動習
慣等調査」に
おける全国と
の平均対比率
95％以上

「全国学力・
学習状況調
査」及び「全
国体力・運動
能力、運動習
慣等調査」に
おける全国と
の平均対比率
夕張市値/全
国値×100
（％）

達成度 ％ 90.5%

交付金事業の概要
財政再生団体である夕張市において、市内中学校の維持管理を行い、生徒が健全に学習できる環
境整備を行うため、電源立地地域対策交付金を活用します。（夕張市立夕張中学校の光熱水費
10ヶ月分）

交付金事業に関係す
る都道府県又は市町
村の主要政策・施策
とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策：夕張市まちづくりマスタープラン（平成24年度～令和13年度）
　基本目標　①安心・安全に生活できるまちづくり
　　　　　　　　（4）安心して子供を生み・育てることができる・保育・教育環境の充実
・夕張市の教育環境（学力及び体力の向上）の充実を図ることにより、地域活力の向上と人材育成の充実
に努めます。

　目標：「全国学力・学習状況調査」及び「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」における全国との平
均対比率95％以上目指します。（夕張市値/全国値×100）（令和元年度）
　
　事業を行うことが必要な理由、現状と問題点、期待される効果：
　　夕張市は現在、小・中学校における学力・体力が全国平均を下回っています。そのため、児童の学
力・体力の向上や学習施設の円滑な運営を行うために、中学校の光熱水費10ヶ月分を本交付金に充てるこ
とによって、快適な学習、運動環境を構築し、公共用の施設の整備を図ります。

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度
事業期間の設定理由



交付金事業の定性的な成果及び評価等
・成果実績は86％となりました。
　①「全国学力・学習状況調査」76.80％
　②「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」95.87%
　（①＋②）÷2＝86％（成果実績）
 　・「全国学力・学習状況調査」については国語85.16%、数学70.23％、英語75％で目標の95％を下回り
ました。国語では（話すこと・聞くこと）がほぼ全国平均に近い数値でありますが、（書くこと）、（読
むこと）、（伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項）が全国平均を下回っています。数学では（関
数）が全国平均を大きく下回っています。英語では（聞くこと）は全国平均の約90％となっていますが、
（書くこと）が全国平均を大きく下回っています。学校として、各教科とも補助的な学習の指導を行って
いる項目については、全国平均を上回っていますので、今後も補助的な学習の指導を継続し、各教科とも
全国平均に近づくよう学力向上に推進します。
　・「全国体力・運動能力・運動習慣等調査」については95.87%と目標の95％を上回りました。男子が
（握力）、（上体起こし）、（長座体前屈）、（立ち幅跳び）、（ハンドボール投げ）、女子は（握
力）、（長座体前屈）、（立ち幅跳び）、（ハンドボール投げ）で全国平均を上回りました。
　本交付金を充当したことにより快適な学習、運動環境が整備されてことが要因となりました。

交付金事業の成果目
標及び成果実績

評価年度の設定理由

毎年度、「全国学力・学習状況調査」及び「全国体力・運動能力、運動習慣等調
査」の結果を確認し、教育環境の改善を図るため、事業実施後、早期に評価を実
施

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無



活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

交付金事業の総事業
費等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の活動指
標及び活動実績

10
活動見込 月 10 10

交付金事業の担当課室 夕張市教育委員会　教育課

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

うち経済産業省分 5,740,000 5,601,000 5,498,000

光熱水費 随意契約（特命）
北海道電力株式会社（夕

張市）
6,493,565

交付金事業の評価課室 夕張市教育委員会　教育課

うち文部科学省分

10光熱水費の充当月数（月）

活動実績 月 10 10

交付金充当額 5,740,000 5,601,000 5,498,000
総事業費 7,471,987 7,334,416 6,493,565



























































































Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

交付金事業の概要
　安心して子育てが出来る保育環境を提供し、町内に常設する静内保育所の体制を維持するため
に、保育士等9名の人件費（5月～2月分）に充当します。

交付金事業に関係す
る都道府県又は市町
村の主要政策・施策
とその目標

【主要政策・施策】
　新ひだか町第2次総合計画（平成30年度～令和9年度）
（1）子ども・子育て支援の充実
●子ども・子育て支援事業計画に基づき、子どもたちのための安定的な教育・保育給付、地域子ども・子
育て支援事業の実施により、誰もが安定して子どもを産み、育てることができる環境の整備に努めます。

成果目標：待機児童数　0人（令和元年度）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

番号
1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 新ひだか町
交付金事業実施場所 新ひだか町静内緑町他1件

措置名
地域活性化措置

交付金事業の名称
静内保育所等運営事業

　本交付金を活用（5月～2月分の保育士等の人件費）することで、町内の常設保
育所の保育士等を確保することができ、子どもたちの健やかな成長はもとより、
子育て家庭が安心して子どもを預けることができる環境を提供することが出来ま
した。
　成果目標未達の要因としては、共働き世帯や復職者の増加による入所希望の増
加、保育の質向上のための施設の弾力的受入の引締めなどが挙げられます。
　次年度に向けては、子どもたちの受入環境をより充実させ、時代の変化に対応
した福祉サービスの提供に務めるとともに、待機児童を解消できるよう取り組ん
でまいります。

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目
標及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

待機児童数
0人

待機児童数
（人）

達成度 ％ 0.0%
評価年度の設定理由

事業完了後、早期に評価を実施

成果実績 人 8
目標値 人 0

交付金事業の定性的な成果及び評価等



交付金事業の評価課室 総務部企画課

保育士等人件費 雇用 保育士8名、栄養士1名 35,155,353
交付金事業の担当課室 総務部企画課

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

うち経済産業省分 34,160,000 32,987,000 34,370,000
うち文部科学省分

90
保育士等の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 90 88

交付金充当額 34,160,000 32,987,000 34,370,000
総事業費 36,778,266 34,196,001 35,155,353

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度

交付金事業の総事業
費等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の活動指
標及び活動実績

90
活動見込 人月 90 88

交付金事業の成果目
標及び成果実績

































































Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等
本交付金の活用により、当該認定こども園の保育士を加配し、保育士4名分の人件費5ヶ月分を確保することがで
きました。次年度に向けては、引き続き低年齢児クラスへの保育士の加配を含め、高年齢児クラスにおいても年
間を通じて変動する保育ニーズに対して的確に保育士を配置し、町内全体の保育ニーズに対する施設の体制の充
実を図っていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

事業期間の設定理由

交付金事業の成果目
標及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和元年度

待機児童数0人 待機児童数（人）

成果実績 ％ 0
目標値 ％ 0

達成度 ％ 100.0%

番号 措置名 交付金事業の名称
1 地域活性化措置 奈井江町認定こども園運営事業

交付金事業に関係す
る都道府県又は市町
村の主要政策・施策
とその目標

【主要政策・施策】
　奈井江町第6期まちづくり計画（平成27年度～令和3年度）
　　政策の大綱「2　健康でいきいきと暮らすために」
　　　●核家族化や就労家庭の増加など、子どもを取り巻く社会環境が大きく変化する中で、安心し
て子どもを産み、育てることができる環境をつくるため、多様化する保育・教育や子育て支援のニー
ズに応えた様々な取り組みを進めます。

【目標】待機児童数0人（令和元年度）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和元年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 奈井江町
交付金事業実施場所 奈井江町字奈井江町

交付金事業の概要
町全体として子育て世帯が安心して子育てができる環境を提供するため、本交付金を活用し、要保育
児受け入れのための人員確保を行います。（認定こども園に係る保育士4名の人件費5か月分）



交付金事業の担当課室 産業観光課
交付金事業の評価課室 産業観光課

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
人件費 雇用 保育士4名 6,738,000

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 6,628,000 5,846,000 6,600,000
うち文部科学省分

総事業費 7,170,116 6,358,500 6,738,000

うち経済産業省分 6,628,000 5,846,000 6,600,000

20 20
活動見込 人月 21

交付金事業の総事業
費等

平成29年度 平成30年度 令和元年度 備　考

交付金事業の活動指
標及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

20 20
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

令和元年度

保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間
（月））

活動実績 人月 21
























































