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2 若い世代・子育て応援プロジェクト

保育課 0285-83-8034

商工観光　生涯学習　こども家庭　保育　農政　企画　学校教育　総務　新庁舎周辺整備推進室　都市計画課

市民

23 24 25 26 27 28 29 31

人口 人 82,136 81,511 80,929 80,698 80,590 79,422 79,542 80,200

　若者が魅力を感じ、ファミリー世帯が住みやすいと思うまちの実現に向け、若者や女性の
仕事をつくり、子育て支援を充実する。

　※具体的な指標の把握については、補足事項に記載する。

23 24 25 26 27 28 29
31

合同就職面接会参加求職者
数（累計）

人 ー 92 150 240

就労者定住促進奨学金返還支援事業
による新規助成件数（累計） 人 ー 0 2 5

「ワーク・ライフ・バランス」
という言葉も内容も知っている
と回答した市民の割合

％ 19.1 22.7 25.6 40.0

市役所の係長相当職以上の女性
職員の割合（市長部局） ％ 7.5 10.4 13.4 15.0

創業支援セミナー参加者数
（女性）

人 27 80 119 60

女性セミナーの開催回数 回 0 3 3 3

真岡市商工振興資金による融資件
数（女性を対象とした創業資金
）

件 1 0 0 3

病児保育事業（市内での施設
整備）

ヶ所 ー ー 0 1

　住民は、一人一人が男女共同参画の意識を持ち、女性が活躍できるようその実践に努める
。また、お互いに助け合い、地域ぐるみで子どもを見守り、児童の健全育成に努める。
　行政は、女性が活躍できる職場づくり、環境づくりに努める。また、安心して子育てで
きるように関係機関と連携を図り、多様化する子育て支援の充実に努める。



    年度の
評価結果

1. 施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、特徴、その要因と考えられること）
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（1）施策成果の時系列比較（過去３年間）
　〇合同就職面接会参加求職者数（累計）（目標値：240人）
　　・Ｈ28年度：92人　Ｈ29年度：150人
　　　参加者数は、目標値達成に向け順調に増加している。
　〇就労者定住促進奨学金返還支援事業による新規助成件数（累計）（目標値：5人）
　　・Ｈ28年度：0人　 Ｈ29年度：2人
　　　新規助成件数は、目標値達成に向け増加している。
　〇「ワーク・ライフ・バランス」という言葉も内容も知っていると回答した市民の
    割合（目標値：40.0％）
   ・Ｈ27年度：19.1％　 Ｈ28年度：22.7％　Ｈ29年度：25.6％
　   市民の割合は、年々増加しているが目標達成に向けさらに事業推進に取り組む。
　〇市役所の係長相当職以上の女性職員の割合（市長部局）（目標値：15.0％）
　　・Ｈ27年度：7.5％　 Ｈ28年度：10.4％　Ｈ29年度：13.4％
　　　女性職員の割合は、目標値達成に向け順調に増加している。
　〇創業支援セミナー参加者数（女性）（目標値：60人）
   ・Ｈ27年度：21人　Ｈ28年度：80人　Ｈ29年度：119人
　　　参加者数は、順調に増加し、既に目標値を達成した。
　〇女性セミナーの開催回数（目標値：3回）
　　・Ｈ27年度：0回　Ｈ28年度：3回　Ｈ29年度：3回
　　　参加者数は、順調に増加し、既に目標値を達成した。
　〇真岡市商工振興資金による融資件数（女性を対象とした創業資金）（目標値：3件）
　　・Ｈ27年度：1件　Ｈ28年度：0件　Ｈ29年度：0件
　　　Ｈ28～29年度は、融資件数がないため目標達成に向けさらに事業推進に取り組む。

（2）近隣他市との比較
　〇ＵＩＪターン等雇用の促進
　　・人口増加率（Ｈ29.1.1/Ｈ28.1.1）　
　　　Ｈ29.1.1　１位：真岡市0.19％　2位：宇都宮市0.08％　3位：下野市0.00％
　〇女性が社会に参加しやすい環境づくり
　　・市民意向調査（ワークライフバランスという言葉も内容も知っている割合）
　　　Ｈ29年度　真岡市：25.6％　宇都宮市：24.3％　　
　　・市役所の係長相当職（副主幹）以上の女性職員の割合
　　　Ｈ29年度　1位 那須烏山市：43.2％　2位 那須塩原市：38.5％　
                 3位 下野市：35.3％　　 11位 真岡市：29.0％
　〇女性創業支援スクール
　　・商業：事業所数の伸び率（Ｈ26.7.1商業統計調査/Ｈ19.6.1商業統計調査）
　　　     1位：栃木市26.09％　2位：那須塩原市△16.69％　3位：真岡市△16.99％
　　・工業：事業所数の伸び率（Ｈ28経済センサス/Ｈ25工業統計調査）
　　　     1位：栃木市23.47％　2位：鹿沼市13.55％　3位：佐野市8.53％　
　　　    12位：真岡市0.00％
　〇まちなか子育て支援施設の整備
　　・子育て支援施設（Ｈ29.4.1）　
　　　足利市：「キッズピアあしかが」　大田原市：「大田原市子ども未来館」
　　　小山市：「キッズランドおやま」
　〇病児・病後児保育（広域提携含む）（Ｈ29.4.1）
　　・病児保育：13市（未実施：佐野市）　　病後児保育：14市

（3）住民期待水準との比較
　〇ＵＩＪターン等雇用の促進
　　・市民意向調査 今後のまちづくりに力を入れてほしい施策 雇用の安定と勤労者福祉
   　 Ｈ28年度：24.1％ Ｈ29年度：21.3％ 　前年比 2.8％減　　38項目中6位　
　〇女性が社会に参加しやすい環境づくり
　　・市民意向調査 今後のまちづくりに力を入れてほしい施策 男女共同参画社会の実現
　　　Ｈ28年度：3.3％　Ｈ29年度：6.4％    前年比 3.1％増    38項目中27位
　〇女性創業支援スクール　　　
　　・市民意向調査 今後のまちづくりに力を入れてほしい施策 商業振興・工業振興
　　　商業　Ｈ28年度：9.5％  Ｈ29年度：14.5％  前年比 5.0％増  38項目中12位
　　　工業　Ｈ28年度：6.4％  Ｈ29年度：12.0％  前年比 5.6％増  38項目中16位
　〇病児・病後児保育
　　・市民意向調査 仕事と子育ての両立感で、両立できていると感じている市民の割合
　　　Ｈ28年度：55.7％　Ｈ29年度：47.4％　前年比8.3％減



    年度の
評価結果

2. 施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括
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　〇ＵＩＪターン等雇用の促進
　　・企業誘致による雇用の創出（Ｈ29：企業誘致数3社）
　　・合同就職面接会の開催（Ｈ29年：参加事業所29社 求職者58人 採用者：12人）
　　・就労者定住促進奨学金返還支援事業（Ｈ29年：2件）
　〇女性が社会に参加しやすい環境づくり
　　・地域座談会の開催（Ｈ29年：12回　参加者418人）
　　・男女共同参画社会づくり講演会の開催（Ｈ29年：参加者　545人）
　　・女性教育指導者研修、とちぎウーマン応援塾参加に対する支援（Ｈ29年：6名）
　　・第3次男女共同参画社会づくり計画の策定（Ｈ29年度～33年度）
　〇女性創業支援スクールの開設
　  ・女性向け創業セミナー開催の支援（Ｈ29年度：3回）
　〇まちなか子育て支援施設の整備
　　・新庁舎周辺整備検討部会で、子育て支援施設の具体的な内容や規模等について検討
　　　をした。
　　・先進地視察研修を実施した。（大田原市、愛知県岡崎市、静岡県藤枝市）
　　・情報センターの3階と4階の利用方法について検討し、暫定的な屋内遊具施設と
　　　して整備することに決定した。
　〇病児、病後児保育
　　・平成19年度から、「西真岡第2保育園」で病後児保育事業を開始した。
　　・平成29年度から、「済生会宇都宮病院おはな保育園」で病児保育事業を開始した。



    年度の
評価結果

3. 施策の課題認識と改革改善の方向
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　〇ＵＩＪターン等雇用の促進
　　・市内事業所での人材確保をするため、真岡地区雇用協会やハローワーク真岡と
　　　連携を図り、引き続き、合同就職面接会を開催していく。
　　・就労者定住促進奨学金返還支援事業などの利用促進を図る。
　〇女性が社会に参加しやすい環境づくり
　　・第3次男女共同参画社会づくり計画に基づき、各種事業を推進していく。
　　・地域座談会や出前講座などを通し、男女共同参画社会に関する理解を深めていく
　　　とともに、家庭や地域、職場においても普及啓発に努めていく。
　　・市の各種委員会、審議会等における女性登用率の増加を図るとともに、全庁を挙
　　　げて政策・方針決定の場における男女共同参画を推進していく。
　〇女性創業支援スクールの開設
　　・真岡商工会議所が実施する女性向け創業セミナーなどの創業支援事業に要する
　　　経費の一部を支援していく。
　〇まちなか子育て支援施設の整備
　　・子育て支援施設の更なる充実を図るために、現行の子育て支援内容と機能を更に
　　　充実させ、魅力ある屋内施設の整備が求められているため、新庁舎周辺の複合施
　　　設が完成するまでの暫定的な屋内遊具施設として、情報センターの3階と4階を改
　　　修して、平成31年秋にオープンできるよう整備をしていく。
　　・新庁舎周辺における「まちのステーション整備」と連携を図りながら、まちなか
　　　子育て支援施設整備に係る基本構想の策定を行う。
　〇病児、病後児保育
　　・病児保育事業については、より利用しやすい市内での導入を推進するため、病児
　　　保育施設の整備や運営に対して支援する。
　　　



■ 補足事項

成果指標設定の考え方及び指標の把握方法
　〇合同就職面接会参加者数
　　・合同就職会に参加した数
　〇就労者定住促進奨学金返還支援事業による新規助成件数
　　・就労者定住促進奨学金返還支援事業を利用して助成を受けた件数
　〇「ワーク・ライフ・バランス」という言葉も内容も知っていると回答した市民の割合
　　・市民意向調査で、「ワーク・ライフ・バランス」という言葉も内容も知っていると回答した市民の割合
　〇市役所の係長相当職以上の女性職員の割合（市長部局）
　　・真岡市役所の市長部局で、係長職以上にある女性職員の割合
　〇創業支援セミナー参加者数（女性）
　　・真岡商工会議所主催の創業塾などの創業セミナーに参加した女性の数
　〇女性セミナーの開催回数
　　・真岡商工会議所主催の女性向けセミナーの開催回数
　〇真岡市商工振興資金による融資件数（女性を対象とした創業資金）
　　・女性起業家より申し込みのあった「真岡市商工振興資金」の利用件数
　〇病児保育事業（市内での施設整備）
　　・市内にある病児保育施設の数


