
別紙

I.事業評価総括表 (令和元年度 )

(単 :円 )

交付金事業に
要した経費

交付金充当額 備 考交付金事業の名称 交付金事業者名又は間接交
付金事業者名

番 号 措置名

4,400,000 4,400,000 総事業資4.400.000
(宇都宮市総事業費 4.657.522)起葉家創出事業 宇都宮市企業導入・産業

活性化措置



Ⅱ

の番号

E 起業家創出事業企業導入・産業活性化措

交付金 1『業者名又は間接交付金1

=業
実施場所 1 ほ交付金

=
・UJl起業促進補助金の交付 (審査委員報償金・補助金 )

・起業創業相談窓日の運営 (窓 口相談員謝金)

・起業家養成講座の開催 (講座運営業務委託費)

交付金事業の概要

【罰百面 :履
T面

:履i】

~~~~~~~~~

第6次宇都宮市総合計画(基本構想.令和32年 基本計画.平成30年度～令和9年度)

V:「産業・環境の未来都市」の実現に向けて
基本施策16:地域産業の創造性・発展性を高める

② 新規開業・新事業創出の促進
(1)起業家の創出と育成
・起集家精神の育成
・関係機関等と連携した起業家の集積・成長支援

【目標】
「宇都宮市創業支援事業計画」で定めている日標値.市内における創業者数147人/年 (令和元年度)

交付金事業に関係する市町村の

主要政策・施策とその目標

事 業 終 了 (予 定 )年 度 令和9年度平成30年度事業開始年度

第6次宇都宮市総合計画基本計画の終期まで事業期間の設定理由

令和元年度評価年度成果目標 成果指標 単 位

人 77成果実績

目標値 人 147創業者
人/年

達成度 %

創業者
147人/年

評価年度の設定理由

毎年度のPDCAサ イクルのよる事務改善を図るため,事業終了後,早期に評価を実施

評価等の

雇粟T覇覇面E再:桑計画の作成や補助金申請などの相談を行う「起業・創業相談窓口」
を設置し,114件の利用がありました。また,主に学生を対象として,起業家精神を醸成する「起業家精神養成

講座」の受講生を23名確保できましたが,日 様の創業者数を達成するためには,高校生などの若年層をはじめと

した,幅広い世代への起彙機運醸成を図る必要があります。

評価を踏まえた次年度に向けた改善としましては,起業希望者の多岐にわたる相談内容に対応するため,多
種多様な相談員に委嘱するとともに,更に多くの方に窓口を利用していただくことで起業希望者の増加に繋げら

れるよう,積極的な周知を行っていきます。

本交付金の活用により,

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の成果目標及び成果
実績

52.3

に果及 び



交付金事業の活動指標及び活動
実績

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

UJ:ターン起業促進補助金の採択件数

活動実績 者

活動見込 者

達成度 % 88.8 77.7

交付 の

交 付 充 当

つち

つ ち

平成30年度 令和元年度 備考

5.148,504 4.657.522

生⊇Q迎⊇ ,000

4,400,000 4,400,(X)0

交付金1 の の

の 契 : の

人件費
(審査委員・窓口相談員)

雇用 委員・相談員 968.800

起業家養成講座運営等業務委託 随意契約 (特命)
特定非営利活動法人
とちぎユースサポーターズネットワーク

2,277.389

UJI起業促進補助金 補 助 1.411.333

計 4,657.522

交付金彗
`業

の担当課室 雪市 | :済部燿

交付金 1 車業の評価課室 宮市 | :済部 j

F業費



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

　

 （単位：円）

番号 措置名 交付金充当額

1 地域活性化措置
日光市公立保育園臨時保
育士雇用事業

交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

日光市 58,600,000

備 考

総事業費58,600,000
(日光市総事業費61,299,369)

交付金事業に要
した経費

58,600,000



Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

事 業 終 了 （ 予 定 ） 年 度

評価年度

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

待機児童数   0人 待機児童数
成果実績

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のため、事業終了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、公立保育園において保育士を確保することで、当市域内の要保育児が入所を待機する
ことなく各施設に受け入れられることを主目的に実施しており、本来であれば入所待機を強いられる園児１１５人
が入所することができ、各園におけるカリキュラムを受けることで、待機を余儀なくされた場合に得られなかった、
早い時期に他の児童との協調性・心身の発達に繋がっていることから、引き続きこの制度を活用し充実した保育・
質の高い保育を目指していきたいと考えている。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

人 0
目標値 人 0
達成度 ％ 100

令和元年度
事業期間の設定理由 第2次日光市総合計画前期基本計画の終期まで

番号 措置名 交付金事業の名称
1 地域活性化措置 日光市公立保育園臨時保育士雇用事業

交付金事業に関係する市町村の
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
　第２次日光市総合計画　前期基本計画（平成２８年度～令和２年度）
　　第２節　健やかで人にやさしい、福祉と健康のまちづくり
　　　３　子育て支援
　　　　２．幼児教育・保育サービスの充実と質の向上
目標
　待機児童数　0人

事業開始年度 平成 28年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 日光市
交付金事業実施場所 日光市内全域

交付金事業の概要

期間　平成31年4月分～令和2年1月分
臨時保育士　30名分の人件費
日光市が設置する公立保育園の臨時保育士を確保し、園児受入体制の充実を図り、待機児童の発生を防止し
ます。

令和2年度



交付金事業の担当課室 健康福祉部子育て支援課
交付金事業の評価課室 健康福祉部子育て支援課

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 臨時保育士 61,299,369

うち経済産業省分
うち文部科学省分

交付金充当額 58,600,000 58,600,000 58,600,000
総事業費 67,049,071 66,414,541 61,299,369

交付金事業の総事業費等 平成 29年度 平成 30年度 令和

平成29年度 平成30年度 令和元年度
30
30

100

30
30

元年度 備考
100

30
30

100
活動見込 人
達成度 ％

交付金事業の活動指標及び活動
実績

活動指標 単位

保育士の雇用人数
活動実績 人



別紙
I. 事業評価総括表

（単位：円）
＇

番号 措置名 ・ 交付金事業の名称
交付金事業者名又は、 交付金事業に要

交付金充当額 備考
間接交付金事業者名 ；、＂ した経費

1 地域活性化措置 保育園臨時職員配置費 那須塩原市 20, 133, 000 · 20, 133, 000 総事業費20, 133, 000
渾須塩原市総事業費24. 027, 317) 



Ⅱ．事業評価個表（令和元 （2019）年度）

事 業 終 了 （ 予 定 ） 年 度

評価年度

第２次那須塩原市総合計画の終期まで

交付金事業の成果目標及び成果
実績

成果目標 成果指標

さくら保育園の
受入児童数（2月
1日時点）

成果実績

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、事業実施翌年度早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

目標値の９０人に対して成果実績は８９人であり、年間を通して受入児童数を維持することができた。なお、不足
の１人については、事前に子ども・子育て総合センターから相談があり、要支援児童を受け入れるために1人分の
枠を確保していたものとなる。
　公立保育園は発達支援児保育の需要が高く、受け入れ可能な保育園の確保が課題となっているなか、本交付
金を活用し保育士を加配することで受入体制を維持することができた。次年度以降も充実した保育が提供できる
よう、継続して臨時保育士等の確保に努めていく。

令和元（2019）
事業期間の設定理由

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

人 89

目標値 人 90

達成度 ％ 99

単位 年度

番号 措置名 交付金事業の名称
1 地域活性化措置 保育園臨時職員配置費

交付金事業に関係する市町村の
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：第２次那須塩原市総合計画（平成29（2017）年度～令和８（2026）年度）
　　基本政策７－１　子育て環境を充実させる
　　　①未就学児の保育環境を充実させる。

【目標】
・待機児童（入園待ち児童）の解消　（令和３（2021）年度までにゼロを目指す）
・保育の質の向上

事業開始年度 平成29（2017） 年度 令和８（2026） 年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 那須塩原市
交付金事業実施場所 那須塩原市役所　他

交付金事業の概要

　那須塩原市立さくら保育園の臨時職員賃金（保育士、調理員、用務員等）の給与１０ヵ月分。
　那須塩原市は，第２次那須塩原市総合計画の施策として「未就学児の保育環境の充実」を掲げており、住民が
行政に期待する取組みの一つである。
　充実した保育の提供のため、公立保育園において、時差出勤や土曜日代替保育士、特別保育（延長保育）実
施のための保育士、調理員、用務員等の雇用を行う。

さくら保育園の受入
児童数の維持



平成29（2017）年度 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度

154
154
100

154 140
活動見込 人月
達成度 ％

活動指標 単位

保育士・調理員・用務員等の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期間（月））

活動実績 人月

年度 備考

154 154
100 91

総事業費 24,302,044 24,519,855 24,027,317
交付金事業の総事業費等 平成29（2017） 年度 平成30（2018） 年度 令和元（2019）

交付金事業の活動指標及び活動
実績

交付金充当額 20,133,000 20,133,000 20,133,000

うち経済産業省分 20,133,000 20,133,000 20,133,000
うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 子ども未来部保育課
交付金事業の評価課室 企画部企画政策課

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

会計年度任用職員の雇用 雇用 - 24,027,317



別紙
I . 事業評価総括表

（単位：円）

番号 措罹名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は 交付金事業に要

交付金充当額 備考
間接交付金事業者名 した経毀

I 福祉対策措骰 こども未来館整備事業 塩谷町 4, 400, 000 4,400,000 
総事業費4,400, 000 
（塩谷町総事業毀8, 100, 000) 



Ⅱ．事業評価個表（ 令和元年度 ）

事 業 終 了 （ 予 定 ） 年 度

評価年度 令和元

番号 措置名 交付金事業の名称
1 福祉対策措置 こども未来館整備事業

交付金事業に関係する市町村の
主要政策・施策とその目標

塩谷町振興計画（平成28年度～令和２年度）
2子育て支援の充実
次世代を担う子ども達が健やかに成長するよう、家庭における子育てを基本とした支援を充実させます。
（3）子育て環境の充実
子育て支援センター等の機能を充実し、育児教室や育児教室や育児相談を行うほか、子育て情報交換の場や交流の
場とします。　　目標　　満足度90%

事業開始年度 令和元年度 令和元 年度

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 塩谷町
交付金事業実施場所 塩谷町大字大久保1401番地　旧大久保小学校
交付金事業の概要 室内木製遊具設置

% 100

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翌年度に実施

交付金事業の定性的な成果及び評価等

事業期間の設定理由 毎年度、当該市町村が給付金交付事業の実施を判断しているため

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 年度
安心な子育て環境づくり
町内に公園も少なく、児童館もない
ため、子どもが安心して遊べる場が
ないという子育て世代の要望から、
廃校した校舎を利用し、安全な遊び
場を提供するとともに子育て世代の
情報交換の場や、憩いのスペース
を確保し、子育て支援の充実、地域
住民の福祉の向上及び遊休財産の
活用を図る。

来場者アンケートの
満足度割合
回答数267人
評価年度　令和元
年度

成果実績 % 92.9

目標値 % 90

達成度

% 100

達成度 % 100

交付金事業を行うことにより、町内に今までなかった室内で安心して遊べる場や子育て世代の情報交換の場、憩いの
スペースを確保することができ、子育て世代からの満足度も高く、子育て支援の充実を図ることができた。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の活動指標及び活動
実績

活動指標 単位 元年度 年度 年度
大型木製遊具の設置　一式 活動実績 % 100

活動見込



年度 備考
総事業費 8,100,000

交付金事業の総事業費等 元年度 年度

交付金充当額 4,400,000

うち経済産業省分 4,400,000
うち文部科学省分

交付金事業の担当課室 保健福祉課
交付金事業の評価課室 企画調整課

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

室内遊具設置 競争入札 株式会社　コトブキ 8,100,000
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