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基本目標別具体的な施策評価一覧

羽咋における安定した雇用と魅力あるしごとを創出する

目標値 基準値

平成31年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成27-28年度 平成28-29年度

1
0 ○ ○

2
0 ◎ ◎

3
0 ◎ ◎

4
0 ○ ○

5
21,441 ◎ ◎

6
120 ◎ ◎

7
12,631 0 ○ ○

8
304 1,081 ◎ ○

9
1,500 5,706 ◎ ◎

10
39,032 0

0人※2017（H29)年度開業予定

○ ○

11
380,563 70,363 ◎ ○

12
② - 150 商工観光課 卸売・小売商店数 300店

321店2012（Ｈ24）年度
未確定 未確定 ○ △

13
76,063 86 1件（累計） ◎ ○

14
88,773 13,615 2,509 人（H24） △ ○

15
1,302 134 4,538 人（H22） ○ ○

16
③ 0 0 商工観光課

地元高校生の市内企業就職

者数

50人（５カ年累計） 7人 8人 9人 新規指標 ○

17
0 872 ◎ ◎

18
54,915 12,850 未確定 未確定 ◎ ○

19
0 0 20人（累計） 新規指標 ○

20
430 0 ○ ○

21
331,960 332 ◎ ○

22
0 2,046 10件（累計） ◎ ○

23
8,810 9,410 ◎ ○

24
① 0 0 商工観光課

地域未来牽引事業者と連携し

た羽咋創生事業数

3件（累計） 0件 0件 1件 新規指標 ◎

25
③ 0 1,100

まち・ひと・しごと

創生本部事務局

共同研究事業数 5事業（累計） 0事業 4事業 4事業 新規指標 ◎

26
④ 0 0 ６次産業創生室

ＩＣＴ等を活用した成長産業分

野とまちづくり連動事業数

2事業 0事業 0事業 0事業 新規指標 ○

市民等も参画した産官学等の連携

による共同研究事業の実施

成長産業分野への投資による地域

経済循環システムの構築

実績値 総合評価

1,710 千円

高校生の地元企業就職の推進

5件

1-4-1

地域中核企業、大学等との連

携による新産業・新事業の創

出

地域未来牽引事業者との連携によ

る新たな「枠組み」「担い手」づくりへ

の支援

⑤

シニア世代保有技術の活用・就労支

援

商工観光課

シルバー人材センターによる

産物売上額

500 千円 150 千円 1,129 千円

④ ひとり親家庭への就業支援 健康福祉課

ハローワークを通じた就職情

報の提供数

0件 4件 6件

1-3-4 多様な就労支援 1件 5件 5件

② 多様な就職情報の提供 商工観光課 市独自の就職情報提供数 10件 1件 1件 2件

市内企業・産業等受入件数 0人 3人 2人①

多様なインターンシップによる就労

機会の提供

商工観光課

③ 障がい者の就労支援 健康福祉課

障がい者施設からの物品調

達数

⑤ 地域内消費喚起事業の実施 商工観光課 小売業年間商品販売額 17,000 百万円 17,192 百万円

④ 地消地産の推進 ６次産業創生室

学校給食での『自然栽培』農

産物使用回数

12回/年 0回/年 2回/年 7回/年

1-3-2

② 市内企業への若者等雇用の促進 商工観光課 15歳～44歳の就業者数 4,500 人 未確定 未確定

製造業における従業員数 2,550 人 未確定 未確定

基幹産業の育成と支援

①

成長分野における製造業・次世代産

業の育成・支援

商工観光課

②

本社機能移転に対する積極的な支

援

商工観光課 本社機能移転企業 0件 1件 0件

羽咋駅周辺基本構想の策定と賑わ

いの創出

1-3-1

継続した企業立地・誘致の推

進

1-2-2

羽咋駅周辺整備による「まち

なか」の賑わい創出

165,020 人 142,321 人 186,164 人

出品者を募集をしてい

ないため未記入

出品者募集中

1-2-1

『道の駅のと千里浜』を核とし

た観光交流拠点施設の整備

推進と地場産品市場の拡大

③ 農地の集団化・集約化の促進 農林水産課

担い手等への農地利用集積

率

75%

③

温泉保養施設の改修及びサービス

の向上

生涯学習課 ユーフォリア千里浜利用者数 173,200 人

77.6% 78%

② 『道の駅のと千里浜』の出品促進 ６次産業創生室

道の駅での農水産物等出品

者数

150人

68%

200人 135人 171人 170人

45人

60人 41人 53人 65人

1-1-3

新規就農者に対する総合的

な支援

①

世界農業遺産「能登の里山里海」魅

力発信による農業従事者の確保

②

環境にやさしい農業に取り組む農業

者への支援

６次産業創生室

自然栽培・有機・エコ栽培者

数

50人増 4人 38人

農林水産課 認定農業者数

②

『のとしし』ブランド構築のための広

域連携・協力体制の推進

18,787

農林水産課 連携協力団体数 5団体 0団体 5団体 7団体

③

有害鳥獣の駆除、鳥獣被害の防

除、農地の保全

農林水産課 狩猟免許取得者数

1-1-2

有害鳥獣（イノシシ等）を活用

した商品の開発・流通促進

1-1-1

『自然栽培』を中心とした農業

の成長産業化

⑥

羽咋式『自然栽培』技術の確立とグ

ローバル認証制度の取得の支援

６次産業創生室 ＧＧＡＰ認証等の取得 1件 0件 0件 0件

６次産業化取組事例 5件（累計） 0件 5件 8件⑤

『自然栽培』を含めた農産物等のブ

ランド化と６次産業化の推進

3,500

６次産業創生室

0箇所 1箇所 2箇所

21ha②

経営の安定化と耕作放棄地・荒廃地

の解消と利活用

51,395

６次産業創生室 自然栽培耕作面積（ha） 100ha 3.2ha 3.5ha

④

『自然栽培』を推進するための拠点

整備

６次産業創生室 整備拠点数 2箇所

No. 具体的な施策

平成27年度

事業費

決算額（千円）

平成28年度

事業費

決算額（千円）

所管課 重要業績評価指標（KPI）

基本目標１

通し番号 基本目標 基本的施策
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羽咋への新しいひとの流れをつくる

目標値 基準値

平成31年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成27-28年度 平成28-29年度

27
0 0 ○ ○

28
3,000 2,388 ○ ○

29
51,985 63,423 ○ ◎

30
0 0 ○ ○

31
0 5,911 ○ ○

32
118 152 ○ ○

33
50 150 ○ ◎

34
0 0 ○ ○

35
12,631 6,564 4回（累計） ○ ○

36
0 0 ○ ○

総合評価実績値

8,209 件 10,314 件

98,828 人

1,397 人 3,866 人

4回

④

多様なツールを活用した羽咋ファン

の拡大

秘書室 フェイスブック「いいね」件数 9,000件 443 件

③

世界農業遺産「能登の里山里海」の

魅力発信、保全活動の推進

農林水産課

能登の里山里海魅力発信事

業数

3回 3回2-2-3

魅力あふれる観光情報の発

信

251人

⑤

日本版ＤＭＯの推進による「マーケ

ティング」と「観光品質」の向上

商工観光課

観光ボランティアガイド案内者

数

400 人 287 人

② 市内宿泊施設利用の促進 商工観光課 市内宿泊者数 150,000人 134,652 人 84,091 人

④ 二次交通の整備 商工観光課

観光タクシー助成制度利用者

数

250人 0人 242人

③

多様化するニーズに対応した観光メ

ニューの開発

商工観光課 レンタサイクルの利用者数 700 人 444 人 1,041 人 742 人

2-2-2 周遊滞在型観光の推進

0件 1件⑤ 広域連携による周遊観光の促進 商工観光課 広域観光モデルルート設定数 3件 0件

コスモアイル羽咋利用者数 56,200人 53,580 人

2-2-1

観光、歴史文化、スポーツ等

の活性化を通じた交流人口

の拡大

④

博物館・歴史文化施設の改修と利

活用

生涯学習課 63,689 人69,812 人

2箇所④ 移住・交流体験施設の整備 がんばる羽咋創生推進室 移住・交流体験施設数 2箇所 0箇所 2箇所

2-1-1

移住総合相談窓口による地

方移住支援

③

ＵＩＪターン希望者と県内企業のマッ

チング支援

商工観光課

大学生インターンシップ受入

企業数

5社（累計） 0社 3社 2社

No. 具体的な施策

平成27年度

事業費

決算額（千円）

平成28年度

事業費

決算額（千円）

所管課 重要業績評価指標（KPI）

基本目標２

通し番号 基本目標 基本的施策

2  



若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

目標値 基準値

平成31年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成27-28年度 平成28-29年度

37
48,000 0 ○ ◎

38
3,724 4,495 ◎ ○

39
1,885 2,416 ◎ ◎

40
700 7,580 1件（H27年度） ○ ◎

41
0 0 ○ ○

42
0 496 ○ ○

43
0 0 0箇所 △ △

44
73 28 △ ◎

45
121 134 ○ △

46
277,994 0 ○ ○

47
200 0 ○ ○

48
2,200 2,200 ○ ○

49
27,759 15,651 ○ ◎

50
7,522 6,561 ○ ◎

51
57,540 0 ○ ○

実績値 総合評価

③ 学校給食の充実 学校教育課 地元農産物の使用割合 25％以上 22% 24.7% 22.8%

② 学校図書館の充実 学校教育課 図書館司書、事務員の配置数 8人 5人 5人 5人

学校支援員を適正に配置する 15人 15人 15人

3-3-3

きめ細やかな教育・学習機会

の充実

① 特別支援教育体制の充実 学校教育課

8校 8校 8校⑤

学校活性化に向けた特色ある事業

の推進

学校教育課 教育活性化プラン取組校数 8校

8校 8校 8校② 郷土教育、道徳教育の充実 学校教育課 道徳事業の公開 8校

3-3-2

次代に対応するための学習

能力の向上

2校 要改修校2校 0校 0校3-3-1

学びやすい学校施設と設備

の維持

① 安全で安心な学校施設の整備 学校教育課 老朽学校改修数

③

女性の活躍の推進及び交流の場

の創出

生涯学習課 女性リーダー所属団体数 7団体 5団体 5団体 5団体

3-2-3

子育てと仕事の両立支援、女

性の活躍の場の創出

② 男女共同参画社会の推進 生涯学習課

審議会等における女性委員登用

率

30% 27.3% 28.0% 28.2%

④

子どもを産み育てる支援体制の充

実

健康福祉課 子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ設置 1箇所 未整備 0箇所

3-2-2

出産・子育てしやすい環境の

整備

① 安全で安心な保育環境の整備 健康福祉課

② 小児医療の充実、開業に関する支援 健康福祉課 小児休日当番医協力小児科医師 2人 0人 0人 2人

待機児童数 0人 0人 0人 0人

④ 三世代同居・近居の推進、支援 地域整備課

三世代世帯住宅の新増築リフォー

ム件数

25件 2件 20件

3-2-1

出産・子育ての経済的負担の

軽減と支援

② 子育て世帯への経済的支援

③ 子どもを授かるための支援 健康福祉課 不妊、不育治療助成申請件数 35件 27件 32件

健康福祉課 子育て応援券支給数 135件 144件 107件 340件

28件

健康福祉課 結婚相談員登録者数 5人 3人 5人 5人3-1-1

結婚を希望する若者への支

援

② お見合い支援制度の創出、支援

No. 具体的な施策

平成27年度

事業費

決算額（千円）

平成28年度

事業費

決算額（千円）

所管課 重要業績評価指標（KPI）

基本目標３

通し番号 基本目標 基本的施策
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時代に合った持続可能な地域をつくり、地域と地域が連携する

目標値 基準値

平成31年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成27-28年度 平成28-29年度

52 512 8,340 150人（累計） ◎ ○

53 21,336 18,690 150人（累計） ○ ○

54 8,857 23,520 5橋梁（累計） ○ ○

55 11,880 31,941 ○ ○

56 56,181 90,496 ○ ○

57 0 200 10件（累計） ◎ ○

58 63 438 ◎ ◎

59 0 147 ◎ ○

60
② 0 100 環境安全課

家庭用リチウム蓄電池設置助成

件数

60件（累計） 12件 15件 2件 新規指標 ○

61 0 1,901 4,600 トン 新規指標 ○

62 0 9,936 ○ ○

63 0 280 ○ ○

64
① 856 194 秘書室 ふるさと応援団会員数 200人 0人 138人 170人 ◎ ○

65 0 20 0事業 ○ ◎

66
③ 0 6,800 総務課

国、県、関係機関等への職員派

遣

10人（累計） 1人 2人 2人 新規指標 ○

67 0 0 ○ ○

68 331 0 ◎ ○

69 0 527 ○ ○

70 0 482 ◎ ○

71 0 0 ○ ○

72 127 187 ○ ○

73 0 0 ◎ ○

74 0 1,100 ○ ○

No. 具体的な施策

平成27年度

事業費

決算額（千円）

平成28年度

事業費

決算額（千円）

所管課 重要業績評価指標（KPI）

基本目標４

通し番号 基本目標 基本的施策

②

定住家賃補助による定住者数 31人 52人 49人

4-1-2

空き家・空き地の利活用と既存住宅の性

能維持の支援

4-1-1 住環境の整備推進 ② 転入者への家賃補助制度の充実 地域整備課

リフォーム補助制度の充実 地域整備課 リフォーム補助による定住者数 30人 30人 29人

③

上下水道施設等の機能維持及び更新

整備

地域整備課 漏水等の改善に伴う有収率上昇 95.5%

4-2-1

公共施設の長寿命化と計画的整

備

② 道路・橋りょう等の長寿命化の推進 地域整備課 橋梁長寿命化の補修件数 2橋梁長寿命化補修 2橋梁

94.5% 93.6% 94.45%

1橋梁

② 老朽空き家等への対応 地域整備課 応急処置の改善件数 0件 12件 4件

防災公園整備数 2箇所 0箇所 0箇所 2箇所①

地域防災体制の充実と活動拠点の整

備

環境安全課

4-3-2

地域包括ケアシステムの構築と推

進

① 生活支援体制の整備

地域包括ケア推

進室

支え合い組織の整備数

4-3-1

地域における減災・防災体制の充

実

③ 地域密着型サービスの充実

地域包括ケア推

進室

地域密着型ｻｰﾋﾞｽ提供施設整備

数

3組織 0組織 0組織 3組織

16事業所 12事業所 12事業所 13事業所

4-4-2

再生可能エネルギー・省エネルギーの利

活用と環境保全の推進

省エネルギー化の推進による環境負荷

の軽減

③

生ごみ減少化・資源化の推進と適正排

出管理

環境安全課 年間ごみ処理量 4,700 トン 4,739 トン 4,738 トン

4-5-1

地域活力の維持と協働のまちづくりの推

進

③ 地域における交流「拠点」の整備 生涯学習課 公民館整備数 1箇所 0箇所 0箇所 0箇所

⑤

地域における祭礼・伝統文化の継承、

ふるさとづくり等の支援

生涯学習課 市民憲章実践活動団体助成件数 25団体（累計） 5団体 4団体 3団体

4-6-1

「ふるさと応援団」等による都市と

農村の共生社会の実現

三大都市圏における「ふるさと応援団」

の設立と応援団員の拡大

4-7-1

「羽咋創生」を牽引する人材の育

成と支援

②

「子どもの力」を生かした羽咋創生事業

の提案

国、県、関係機関等との人事交流の推

進

④

地方創生を担う人材の政策形成実戦

能力の向上

総務課 政策形成に関する研修参加者数 40人（累計） 7人 22人

まち・ひと・しごと

創生本部事務局

小中高校生による羽咋創生事業

の提案

5事業

（累計）

1事業 1事業

32人

4-8-1

近隣自治体、能登地域、広域地域

等との連携・協力

①

千里浜なぎさドライブウェイ保全のため

の国県等との連携・協力、支援

地域整備課

②

交通ネットワーク網の整備・促進を図る

近隣自治体間連携

地域整備課

拠点都市間（ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ）20分圏構

想事業数

6件 4件 4件 3件

国県等と連携した保全・継承事業

数

1事業 1事業 1事業 1事業

③

近隣自治体、中能登地域における産業

振興・地域経済活性化の推進

まち・ひと・しごと

創生本部事務局

他自治体と連携した事業・研究会

等の実施

3事業 0事業 1事業 2事業

⑥ 姉妹都市、友好都市との交流の促進 秘書室 姉妹都市との交流事業数 20事業

⑤

広域連携による周遊観光の促進【再

掲】

商工観光課 広域観光モデルルート設定数 3件

9事業 9事業 10事業

0件 1件0件

4-9-1

戦略的視点による行財政運営の

推進

①

経営的視点に立った行財政運営の推

進

企画財政課

③

地方創生特区の検討、地域再生計画と

制度の活用

まち・ひと・しごと

創生本部事務局

実績値 総合評価

地方創生特区・地域再生計画採

択件数

7件（累計） 0件 1件 4件

経常収支比率 90% 94.6% 89.3% 93.8%
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 基本目標１ 　羽咋における安定した雇用と魅力あるしごとを創出する

評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 20ha 40ha 50ha

実績値 3.5ha 21.0ha #REF! #REF! #REF!

目標に対する達成率 17.5% 52.5%

基準値に対する増減率 9.4% 556.3%

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

効果検証・評価結果

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27年度

①農地出し手情報収集体制の整備が急務。

②今後の耕作放棄地拡大予防に更なる積極策を要検

討。

③地域ごとに受け手、出し手の状況がちがうため、地

域ごとの説明が必要。

『自然栽培』を中心とした農業の成長産業化

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

６次産業創生室 自然栽培耕作面積（ha） 100ha 3.2ha

1

１－１－１ ② 経営の安定化と耕作放棄地・荒廃地の解消と利活用

取組内容

ＰＬＡＮ

自然栽培の耕作に係る農地の確保・拡大

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

Ｈ29年産の作付けに関し、農地の移動時期に離農者等から農地を譲りたい旨の話があり、

自然栽培の生産者に情報提供を行った結果、実際に約６haの農地を借り受けることになっ

た。

意見

ＤＯ

分析

稲作終了後に、次年の作付けに関する農地の移動が行われるので、10月～2月頃は農地を

借りるにあたり、非常に重要な時期であるため、関係機関への情報収集を行い、自然栽培

農地の確保・拡大に努める。

Check

対応方向

今後については耕作放棄地、遊休農地の活用はもとより、離農者からも農地を借りれるよ

うに、関係機関に働きかけ、積極的に情報収集に努める。

H27 総合評価

H28年度

①自然栽培に取り組む者の増加とセットで推進すべき

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

○　取組内容の継続

Action

実績値

実績値

0.0ha

20.0ha

40.0ha

60.0ha

80.0ha

100.0ha

120.0ha

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

自然栽培耕作面積（ha）
KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 1箇所 1箇所 2箇所

実績値 1箇所 2箇所

目標に対する達成率 100.0% 200.0% 0.0%

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

◎　取組内容の深化・発展

６次産業創生室 整備拠点数 2箇所 0箇所

取組内容

ＰＬＡＮ

自然栽培等農作物に係る集出荷加工施設、拠点化施設の整備

Action

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27年度

①施設を作る以外の、拠点整備となる事（拡充、フォ

ロー、ネットワーク形成等）が必要。また、その他、

施設利用者、セミナー参加者からの要望の吸い上げが

必要。

②適正運用の継続を。

③今後は、生産物にあわせた加工設備の充実の検討が

必要。

④集出荷加工施設を作っただけでは判断できない。利

用しやすい開かれた施設運営を望む。

H28年度

①収益が生産者に還元される運営体制を目指すこと

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

担当課

重要業績評価指標（KPI）

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

「のと里山農業塾」セミナーハウス拡張（Ｈ28.3）

集出荷加工施設の完成（Ｈ28.6）

加工施設内で調理器具の設置（Ｈ29.3）

意見

ＤＯ

分析

　のと里山農業塾は人気があり、セミナーハウスの狭さが課題であったが、拡張できたこ

とで塾生の受入を増やすことができるようになった。

　今まで集出荷作業は事務所内で行っていたが、専用の施設ができたことにより、集出荷

作業が混雑せず、容易にできるようになった。また、加工施設（乾燥機・製粉機）も設置

したことで、加工品の試作品も作れるようになった。

　加工施設内でガスコンロ、オーブン等を設置し、本格的な加工品を作れるようになっ

た。

Check

対応方向

セミナーハウスや集出荷加工施設の適切な管理・運営を行っていく。

※2019（H31）年度

2
『自然栽培』を中心とした農業の成長産業化

１－１－１ ④ 『自然栽培』を推進するための拠点整備

実績値

実績値

0箇所

1箇所

2箇所

3箇所

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

整備拠点数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 1件 5件 11件

実績値 5件 8件

目標に対する達成率 500.0% 160.0%

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

◎　取組内容の深化・発展

６次産業創生室 ６次産業化取組事例 5件（累計） 0件

取組内容

ＰＬＡＮ

①H27年度に羽咋市ブランドマネジメント委員会で開発したモデル商品５品目等を含め、

農業生産者及び市内菓子等製造業者等による「農菓マッチング事業」を開催し、自然栽

培農産物など地元農産物を活用し、安心でおいしい羽咋みやげとしてブラシュアップや

さらに新しい商品開発企画を行い、６次産業化の推進を図る。

②併せてパッケージ製作も行い、新しい羽咋みやげの商品化を行い、６次産業化の推進

を図る。

Action H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H27年度

①開発済みのものについて、個別にPDCAを設定して、

改善していく必要がある。

②実際に一般販売する前に市内でモニタリングして、

反応や評価を見てもよいと感じる。

③販路確保のための協力者が必要。

④農産物のブランド化には、まだまだ様々な取り組み

が必要。

⑤自然栽培のブランディングは現状の産地ブランド化

でよいかの検討が必要。

H28年度

①商品リニューアル、新商品開発の継続がブランド強

化の鍵

担当課

重要業績評価指標（KPI）

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①農菓マッチング事業（農業者の思いを汲み取った商品開発）（Ｈ28.7.25）

②新商品試作品持ち寄りによるワークショップ（Ｈ28.9.5）

③自然栽培フェアinはくいでスイーツコンテストを実施（Ｈ28.10.8～9）

④農菓マッチング事業（自然栽培農産物を活用した商品開発）（Ｈ28.11.7）

自然栽培農産物を使った商品　5品目

自然栽培以外の地元農産物を使った商品　3品目

計8品目を開発。

意見

ＤＯ

分析

農菓マッチングにより、自然栽培農産物を使った和菓子や洋菓子が完成し、羽咋みやげ

を増やすことができた。

Check

対応方向

今後も自然栽培のお米や野菜を使った加工品を増やしていく。

平成29年度

①自然栽培米を使ったお酒

②自然栽培米を使った味噌

③自然栽培米を使用した酒粕を使った酒粕パン

※2019（H31）年度

3
『自然栽培』を中心とした農業の成長産業化

１－１－１ ⑤

『自然栽培』を含めた農産物等のブランド化と６次産業化の

推進

実績値

実績値
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9件

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

６次産業化取組事例

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 0件 0件 1件

実績値 0件 0件

目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

○　取組内容の継続

６次産業創生室 ＧＧＡＰ認証等の取得 1件 0件

取組内容

ＰＬＡＮ

羽咋式「自然栽培」技術を確立し、自然栽培農産物の輸出も見据え、グローバルＧＡＰの

取得を支援する。

※ＧＡＰとは農業生産工程管理と呼ばれ、あらゆる農作物の生産工程において記録・点

検・評価を行い、次年度に向け改善させていく持続型の管理制度のこと。

Action

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27年度

①実際に認証を取得するまでのフローの中で、さらに

細分化して目標値を設定する必要がある。（例）普及

啓発事業として○○を△件実施、調査・検証として○

○を年内に△件実施、等

②GGAP認証についても羽咋市が県内や全国のトップラ

ンナーとなるような取り組みをお願いしたい。

③取得に向けたロードマップと進捗評価が不足してい

る。

H28年度

①GAP認証取得は直接収益性向上につながらない。取

得に係るコストへの助成措置が必要

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

担当課

重要業績評価指標（KPI）

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

グローバルＧＡＰ認証取得に向けた講演会をＪＡと合同で開催し、約30名の農業者が参加

した。（Ｈ29.1.23）

意見

ＤＯ

分析

【グローバルＧＡＰ取得のメリット】

①「食の安全」「環境保全」「労働の安全」に対する意識向上・社会的信用の確保

②海外への販路の拡大

③生産工程が明確になることによる生産性の向上

など

【グローバルＧＡＰ取得のデメリット】

取得に際し、毎年の更新料がかかり、生産管理の記録・点検等が必要不可欠となり、作業

が煩雑になる。

Check

対応方向 　2020年東京五輪・パラリンピックの選手村などで提供される食材については、ＧＡＰの

認証取得が求められており、食材提供できれば自然栽培をアピールする絶好の機会とな

る。

　グローバルＧＡＰ認証取得に際し、費用等がかかるため、その取得に向けた農業者支援

を行っていく。

※2019（H31）年度

4
『自然栽培』を中心とした農業の成長産業化

１－１－１ ⑥

羽咋式『自然栽培』技術の確立とグローバル認証制度の取得の

支援

実績値
実績値0件

1件

2件

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

GGAP認証等の取得

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 1団体 5団体 7団体

実績値 5団体 7団体

目標に対する達成率 500.0% 140.0%

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

◎　取組内容の深化・発展

農林水産課 連携協力団体数 5団体 0団体

取組内容

ＰＬＡＮ

イノシシの個体確保に向けた自治体の連携推進や、県との連携による事業推進

Action

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H27年度

①次の段階として、隊員の増加、ノウハウの教育など

が必要。

②すでに連携している団体との間で、改善していく項

目の検討。

③人手確保が急務。

H28年度

特になし

担当課

重要業績評価指標（KPI）

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

Ｈ２７：石川県・宝達志水町・志賀町・七尾市・中能登町

Ｈ２８：氷見市・穴水町

①近接すべての自治体の連携ができた

意見

ＤＯ

分析

①近接の自治体でのイノシシ捕獲数は２，０００頭を超える。これ以上遠方への拡大はし

ばらく行わない方が賢明。

Check

対応方向

①近隣自治体の処理数を５００頭程度まで上げていく（Ｈ２８：３００頭）

※2019（H31）年度

5
有害鳥獣（イノシシ等）を活用した商品の開発・流通促進

１－１－２ ② 『のとしし』ブランド構築のための広域連携・協力体制の推進

実績値

実績値

0団体
1団体
2団体
3団体
4団体
5団体
6団体
7団体
8団体

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

連携協力団体数

KPI

9



評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 53人 59人 70人

実績値 53人 65人

目標に対する達成率 100.0% 110.2%

基準値に対する増減率 29.3% 58.5%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

41人

取組内容

ＰＬＡＮ

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

農林水産課 狩猟免許取得者数 60人

狩猟免許取得を支援し、捕獲数の拡大及び農地の保全を図る。

　　　　　　総合戦略効果検証シート

6
有害鳥獣（イノシシ等）を活用した商品の開発・流通促進

１－１－２ ③ 有害鳥獣の駆除、鳥獣被害の防除、農地の保全

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①広報での狩猟免許の情報提供

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

Action

意見

H27年度

①免許所持者の地域別や年齢別での取得者数目標値を

設定する必要がある。

②免許取得者の高齢化には気をつけてもらいたい。

H28年度

特になし

ＤＯ

分析

①若者を確保し、継続した取り組みを目指すことが重要であるが、狩猟＝殺生であること

から敬遠される傾向にはある。

Check

対応方向

①地域おこし協力隊（20代）の取り組みを積極的に広報し、若者の関心を引く

　のとししＨＰやフェイスブック、市の広報など

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

実績値

実績値
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狩猟免許取得者数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 170人 180人 190人

実績値 171人 170人

目標に対する達成率 100.6% 94.4%

基準値に対する増減率 26.7% 25.9%

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

自然栽培をはじめ環境保全型農業など能登の里山里海の魅力を発信し、意欲ある農業者を

認定農業者及び認定新規就農者として認定し、市農業の確保と特色ある農業の普及を図

る。

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

　　　　　　総合戦略効果検証シート

農林水産課 認定農業者数 200人 135人

7
新規就農者に対する総合的な支援

１－１－３

H27年度

①県、JA、農林漁業金融公庫との更なる連携が必要。

②羽咋市の地域資源、羽咋市の農業従事者への支援メ

ニューなどを上手にPRしてほしい。

③就農者の確保と同時にアフターフォローの充実がよ

り大切になってくるのでは。

①

H28 総合評価

H28年度

①経営が安定するまでの濃密フォローを継続

○　取組内容の継続

世界農業遺産「能登の里山里海」魅力発信による農業従事者の

確保

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

認定者の中間、更新年での個別相談や新規就農者は四半期ごとに状況確認している。

H28実績 170人

意見

ＤＯ

分析

食の安心・安全の意識が高まっており、自然栽培などを目指す農業者が増加傾向にある。

Check

対応方向

県やJAと連携し農業者への支援策をPRするとともに、個別相談による認定者へのフォロー

アップの充実が不可欠。

実績値
実績値
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 10人 45人 60人

実績値 38人 45人

目標に対する達成率 380.0% 100.0%

基準値に対する増減率 850.0% 1025.0%

評価 ◎ ○

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

8
新規就農者に対する総合的な支援

１－１－３ ② 環境にやさしい農業に取り組む農業者への支援

６次産業創生室 自然栽培・有機・エコ栽培者数 50人増 4人

Action ○　取組内容の継続

環境に配慮した農業の支援体制の充実

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H27年度

①伸びる可能性が現時点で不明。

②羽咋市の地域資源、羽咋市の農業従事者への支援メ

ニューなどを上手にPRしてほしい。

③就農者の確保と同時にアフターフォローの充実がよ

り大切になってくるのでは。

H28年度

①国の支援をどのように活かすのか具体策が必要

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

環境保全型農業への国からの支援について、H28年度まで対象外であった自然栽培が、支

援の窓口となっている県へ繰り返し説明を行った結果、H29から助成の対象となった。

H28実績　45人(自然栽培部会33人、環境保全型農業取組者12人)

意見

ＤＯ

分析

対象が拡大となったことへの周知。環境に配慮した農業の意義、将来性等のＰＲが必要

Check

対応方向

各種総会など農業者が集まる場や、ＨＰ、広報などにより、環境保全型農業の必要性や支

援制度のＰＲを行い、環境に配慮した農業に取り組む農業者の拡大につなげる。

実績値

実績値
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 70% 78% 79%

実績値 78% 78%

目標に対する達成率 110.9% 100.0%

基準値に対する増減率 14.1% 14.7%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

◎　取組内容の深化・発展

H27年度

特になし

H28年度

①伸び率が低下しており、新たな対策を検討すべきか

意見

ＤＯ

分析

県、市、集落など関係機関と情報共有、連携を図り、又、中間管理事業に取組むことで離

農者等への農地集積協力金の交付により担い手への農地集積を行った。

Check

対応方向

今後も、農業者の高齢化が進み耕作放棄地防止や農業経営の安定化を図るためにも農地集

積は必要である。関係機関と連携を取り担い手への農地集積を進めたい。

H28 総合評価

H27 総合評価

◎　取組内容の深化・発展

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

9
新規就農者に対する総合的な支援

１－１－３ ③ 農地の集団化・集約化の促進

農林水産課 担い手等への農地利用集積率 75%

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

H28実績　担い手集積1797ha

H27実績　担い手集積1785ha

H26実績　担い手集積1472ha（農地面積2300ha)

増減理由　圃場整備、離農等の農地を担い手に集積

68%

取組内容

ＰＬＡＮ

圃場整備、離農などに係る農地を担い手に集積し、将来の農業基盤を構築する。

実績値 実績値
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 0人 0人 150人

実績値
出品者を募集をしていないため未記入 出品者募集中

目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 ― ―

評価 × ○

有識者会議による検証評価

○　取組内容の継続

Action

H27 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

出品希望者募集を引き続き行い、早急に出品者協議会を設立し、役員等を選任する必要が

ある。

Check

対応方向

①Ｈ29.4.21に出品者協議会設立総会を開催（60名参加）。役員等を選任。

②POSシステムの利用方法などの説明会を開催。

③出品者が目標値の150人となるよう引き続き募集を行う。

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

10
『道の駅のと千里浜』を核とした観光交流拠点施設の整備推進と地場産品市場の拡大

○　取組内容の継続

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①H28.8.25に加工業者出品者の募集にかかる説明会を開催。

②Ｈ28.12.26、出品者協議会の発足を目指した説明会を開催し、出品に関するルールや協

議会組織の運営方法等について説明。

③出品希望者を募集し、サンプル品を提出してもらい、Ｈ29.3.22に開催した市民ワーク

ショップで「道の駅のと千里浜」にふさわしくない商品について意見交換を行う。

④出品者協議会規約等を作成。

H28 総合評価

６次産業創生室 道の駅での農水産物等出品者数 150人

取組内容

ＰＬＡＮ

市民の方が地域の食材を日常的に買い求められる地産地消の場として、近隣都市からの訪

問者が、羽咋や能登の魅力的な食文化に触れ合える場を提供するため、出品希望者を募集

し、質と量の安定供給を目指す。

①出品者協議会の発足を目指した説明会を開催する。（Ｈ29.4に出品者協議会を発足予

定）

②出品希望者を募集する。

0人※2017（H29）年度開業予定

意見

１－２－１

分析

『道の駅のと千里浜』の出品促進②

H27年度

①オープンに向け具体的戦術が不可欠。

②地域金融機関に勤めていることもあり、積極的に支

援したい。

③お客さんが来たいという部分が弱い。

④写真を撮りたくなるような場所に。

⑤出品を増やすのも大事だが、お客さんが寄ってみよ

うと思うようなしかけづくりを。

H28年度

①オープンから4か月経過、進展スピードアップ急務

ＤＯ
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 114,600 人 126,060 人 186,164 人

実績値 142,321 人 186,164 人

目標に対する達成率 124.2% 147.7%

基準値に対する増減率 -13.8% 12.8%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

意見

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

・平成28年度、指定管理者がプール補給水ユニット修繕ほか40件実施した。

・平成28年度、羽咋市が女子露天風呂ろ過機及びろ過材の取替修繕を実施した。

11
『道の駅のと千里浜』を核とした観光交流拠点施設の整備推進と地場産品市場の拡大

１－２－１ ③ 温泉保養施設の改修及びサービスの向上

ＤＯ

分析

・施設利用者が昨年度と比較して43,843人増加となった。

※平成27年度は、熱源改修工事による休館(平成27年12月1日から平成28年2月10日工事期

間)のため利用者は減少となっている。

・平成27年度、施設の熱源を灯油から電力に変更する熱源改修工事を実施したことによ

り、平成28年度の指定管理料が19,424千円(平成27年度35,400千円)となり、15,976千円の

減額となった。また建物全体のＣО２排出量を488.44ｔの削減が同時に図られた。Check

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H27年度

①利用者数だけでなく、利用者の満足度などもアン

ケート調査して、改修・再整備の効果を検証してはど

うか。

②平成27年度は、基準値（平成26年度）より利用者数

が減っているが、これは３ヶ月間の補修工事期間に休

業していたためである。休業していた３ヶ月間分を除

くと、6.4％増えている。

H28年度

特になし

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

生涯学習課 ユーフォリア千里浜利用者数 173,200 人

対応方向

・施設の老朽化に伴い、指定管理者と協議しながら優先順位を決め、計画的な修繕を実施

していく。

165,020 人

取組内容

ＰＬＡＮ

・ユーフォリア千里浜の改修とサービスの向上

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

実績値

実績値
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羽咋駅周辺整備による「まちなか」の賑わい創出

評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値

実績値 未確定 未確定

目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する達成率

評価

有識者会議による検証評価

１－２－２ 羽咋駅周辺基本構想の策定と賑わいの創出

ＤＯ

取組内容

ＰＬＡＮ

　北陸新幹線開業効果を持続させ、乗継による本市への来訪者の増加を促し、本市の地域

内消費を喚起するため、周辺地域における商店街機能の向上と維持を図り、地域経済の活

性化と賑わいの創出を図ります。

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27年度

特になし

H28年度

①具体的な取り組みが見えない。実現可能性の観点か

ら再検討も必要か

意見

H28 総合評価 △　取組内容の見直し

②

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

商工観光課 卸売・小売商店数 300店 321店　2012（Ｈ24）年度

12
羽咋駅周辺整備による「まちなか」の賑わい創出

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

Action

　平成２８年度卸売・小売商店数未確定

　起業家支援事業による周辺空き店舗の利用

　駅前モニュメント整備への補助（羽咋駅周辺にぎわい創出協議会）

分析

　駅前に飲食店が１件、起業家支援事業補助金を受け、開業し駅前の活性化が図られた。

また、駅前モニュメント整備を行うことで、羽咋駅を訪れた方に好印象を与えた。

Check

対応方向

　駅周辺の整備や商店街の活性化により、駅前の賑わい創出を図る。
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 0件 1件 1件

実績値 1件 0件

目標に対する達成率 0.0%

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ◎ △

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

市内企業の関連会社の動向を注視しながら、石川県とも連携し本社移転を推進していく。

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

H27年度

①「積極的な支援」とあるが、税の控除の他、何か具

体策を検討してはどうか。

②羽咋市独自のPRを継続すべき。

③市内の空き店舗や空オフィスなども活用してもらい

たい。

H28年度

特になし

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

商工観光課 本社機能移転企業 1件（累計） 0件

取組内容

ＰＬＡＮ

13
継続した企業立地・誘致の推進

１－３－１ ② 本社機能移転に対する積極的な支援

本社機能を移転した企業に対して、商工業振興条例に基づき助成率の加算（５％）を行

う。

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

平成28年度　実績なし

意見

ＤＯ

分析

本社を移転することにより、雇用の確保と税収の増大が見込まれるため、助成金の積極的

な支援は必要である。

Check

対応方向

実績値

実績値0件

1件

2件

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

本社機能移転企業

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 2,130 人 2,130 人 2,130 人

実績値 ― 未確定

目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

○　取組内容の継続

Action

H27 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

助成を行うことにより、企業誘致の促進が図られる。

Check

対応方向

助成金制度を活用することにより、雇用の創出につながる。

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

14
基幹産業の育成と支援

H27年度

①就労人口減に伴う採用難支援が喫緊の課題。対策が

必要。

②市だけではなく、県・国・大学と連携する必要があ

る。

③助成金は一過性のものだと定着が難しい。継続性の

ものを。

④ガイドブックなどでも情報発信を。

H28年度

特になし

△　取組内容の見直し

H28 総合評価

商工観光課 製造業における従業員数 2,550 人

取組内容

ＰＬＡＮ

製造業等における工場棟の新設又は増設に、雇用人数により助成を行うことにより、雇用

人数の増加が図られる。

2,509 人（H24）

意見

１－３－２

分析

成長分野における製造業・次世代産業の育成・支援①

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

平成28年度の実績不明

ＤＯ
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 4,500 人 4,500 人 4,500 人

実績値 未確定 未確定

目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

○　取組内容の継続

Action

H27 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

少子化の時代、若者が都会へ流出し、地元への就職離れが進んでいる。

Check

対応方向

市内の企業や石川県と連携しながら、若者へ企業の魅力をアピールしていきたい。

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

15
基幹産業の育成と支援

○　取組内容の継続

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・） 羽咋郡市の行政、商工会、事業所、ハローワークで羽咋郡市雇用対策協議会を組織し、県

内高校の訪問等、地域の事業所の周知に努めている。

また、市と商工会が連携し、羽咋工業高校、羽松高校の２年生を対象に市内企業の見学会

を行っている。

H28 総合評価

商工観光課 15歳～44歳の就業者数 4,500 人

取組内容

ＰＬＡＮ

市内企業への若者等雇用の拡大を推進する。

4,538 人（H22）

意見

１－３－２

分析

市内企業への若者等雇用の促進②

H27年度

①若者等の雇用促進のため、何か具体的な施策の検討

が必要。（例）若者へのアピール（方法：SNS活用、

指標：SNSアクセス数）等

②市内企業の若者へのPRは十分なのか。

③市内の企業について市内の高校生にもっと知っても

らった方がよい。

H28年度

特になし

ＤＯ
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 7人

実績値 8人 9人

目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 14.3% 28.6%

評価 ◎

有識者会議による検証評価

H27年度

※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

H28年度

特になし

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

平成28年度は、9人の地元高校生が地元企業に就職した。

また、市と商工会が連携し、羽咋工業高校、羽松高校の２年生を対象に市内企業の見学会を

行っている。

意見

ＤＯ

分析

生徒数の減少と進学率の増大により、就職する生徒が少ない中、金沢や都会で就職する生徒が

多く、地元での就職者の確保が難しい。

Check

対応方向

ハローワークや学校とも連携しながら、企業体験や説明会等を実施しながら企業の魅力をア

ピールしていく。

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

7人

取組内容

ＰＬＡＮ

地元高校生に地元企業に就職してもらい、定住の促進を図る。

H27 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

商工観光課 地元高校生の市内企業就職者数 50人（５カ年累計）

16
基幹産業の育成と支援

１－３－２ ③ 高校生の地元企業就職の推進

実績値
実績値
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 2回/年 4回/年 4回/年

実績値 2回/年 7回/年

目標に対する達成率 100.0% 175.0%

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①Ｈ28.11及びＨ29.3に市内全小中学校に自然栽培のお米と野菜を提供した。

Ｈ28.11（5回）、Ｈ29.3（2回）

内、お米の提供は4回

②Ｈ28.11に瑞穂小学校で市職員、ＪＡ担当者、生産者の方が参加した試食会を開催し、

自然栽培農産物について理解を深めてもらった。

意見

ＤＯ

分析

子どもたちからは「おいしい」といった感想も聞かれ、また、各家庭では、子どもたちか

ら自然栽培についての話を聞いたとの声もあり、自然栽培農産物について理解を深めても

らうことができた。

Check

対応方向

平成29年度は、使用回数を増やすことよりも、市内の全小中学校のほか、保育所等の給食

にも自然栽培農産物を提供することで、自然栽培の認知度や理解ををより一層深めてもら

い、自然栽培の普及を図る。

H28 総合評価

17
基幹産業の育成と支援

取組内容

ＰＬＡＮ

食育の観点から、安全・安心な自然栽培農産物に興味をもってもらうため、市内全小中学

校に自然栽培のお米と野菜を提供し、自然栽培の普及を図る。

H27年度

①これからの羽咋市を担う子供たちが、羽咋の農産物

は安心・安全だと、当たり前に思えるくらい続けてほ

しい。

②普段の学校給食のクオリティーが低すぎる。

H28年度

①食育への取組みを発信してブランド強化に役立てる

ことも有効

◎　取組内容の深化・発展

１－３－２

◎　取組内容の深化・発展

Action

H27 総合評価

地消地産の推進④

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

６次産業創生室
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 17,000 百万円 17,000 百万円 17,000 百万円

実績値 ― ―

目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

H27年度

周囲からの評価が高い。

18
基幹産業の育成と支援

１－３－２

17,000 百万円

地域内消費喚起事業の実施

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

17,192 百万円

Check

⑤

小売業年間商品販売額

　　　　　　総合戦略効果検証シート

取組内容

ＰＬＡＮ

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

商工観光課

H28年度

①実績値が不明なため評価困難である。ＫＰＩの設定

等を見直しが必要。

②スマホや地域通貨、電子通貨等のポイント付与制度

の拡充が必要。また、顧客の購買行動を把握できるシ

ステムの開発を行ってはどうか。

③アプリを使い、仮想現実などによる市内周遊システ

ムを利用し、市全体の活性化に取り組むことも必要。

意見

対応方向

　今後も羽咋市商工会、羽咋市商店会連合会への支援を行い、地域内の商業活性化、地域

内の消費喚起を図る。

・地元商工会、商店会連合会、青年会議所実施事業への支援

・地域商品券の発行支援

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

　羽咋市商工会が実施する小規模企業等への経営・技術改善事業に対して財政支援を行っ

た。また、羽咋市商店会連合会の運営活動を支援し、活力ある商店街づくりに係る支援を

行った。

　また、プレミアム付商品券の発行支援を行い、市民の消費喚起と地域商業の活性化を

図った。

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

Action

ＤＯ

分析

　プレミアム付商品券については、発行した商品券が即日完売し、市内の消費喚起の一助

となった。
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 3人

実績値 3人 2人

目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ◎

有識者会議による検証評価

○　取組内容の継続

商工観光課 市内企業・産業等受入件数 20人（累計） 0人

取組内容

ＰＬＡＮ

県外に進学した学生や就職している方に、市内の企業の魅力を知ってもらい、ＵＩＪター

ンを行ってもらえるように、働く体験の場を企業に提供してもらう。

Action

石川県や企業と連携しながら、インターンシップ参加企業を確保し、地元就職の促進を

図っていく。

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27年度

※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

H28年度

①取組企業数拡充が必要

H27 総合評価

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

Ｈ２８年度実績企業数２社、学生数５人

意見

ＤＯ

分析

インターンシップを行うことにより、市内企業の魅力がわかり、ＵＩＪターン就職の促進

が図られる。

Check

対応方向

19
多様な就労支援

１－３－４ ① 多様なインターンシップによる就労機会の提供
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 2件 2件 2件

実績値 1件 2件

目標に対する達成率 50.0% 100.0%

基準値に対する増減率 0.0% 100.0%

評価 ○ ◎

有識者会議による検証評価

○　取組内容の継続

商工観光課 市独自の就職情報提供数 10件 1件

取組内容

ＰＬＡＮ

市内の高校２年生に、地元企業の魅力をＰＲし、人材確保の実現を図る。

Action

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27年度

①市独自の就職情報提供件数を増やすための具体策を

検討してはどうか。

②創業についても高校生に学んでもらう仕組みを考え

る。

H28年度

特になし

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

担当課

重要業績評価指標（KPI）

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

１市２町の行政、商工会、事業所、ハローワークが組織する羽咋郡市雇用対策協議会の事

業を活用し、県内高校の訪問し地域の事業所の周知を行った。

また、市と商工会が連携し、羽咋工業高校、羽松高校の２年生を対象に市内企業の見学会

を行った。

意見

ＤＯ

分析

就職希望の高校生に対し、市内企業等の情報提供が図られた。

Check

対応方向

県、近接自治体、商工会、事業所等と連携しながら、今後も地元企業の魅力をＰＲしてい

く。

※2019（H31）年度

20
多様な就労支援

１－３－４ ② 多様な就職情報の提供
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 1件 5件 5件

実績値 5件 5件

目標に対する達成率 500.0% 100.0%

基準値に対する増減率 400.0% 400.0%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

H28年度

特になし

障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進する

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

健康福祉課 障がい者施設からの物品調達数 5件

H27 総合評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H27年度

物品調達だけでなく、調達していることを、障がい者

施設の活動のアピールにつながるよう、広報してはど

うか。

1件

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

名札やカードの作成、公共機関のトイレ掃除、花壇清掃などを依頼する

意見

ＤＯ

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

21
多様な就労支援

１－３－４ ③ 障がい者の就労支援

H28 総合評価

分析

多様な就労支援を実施することにより、幅広い年齢層の市民や心身にハンディキャップ

のある方の経済活動への参加を促進し、地域における雇用の創出を推進する。

Check

対応方向

今後も継続して推進していく。
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0件

1件

2件

3件

4件

5件

6件

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

障がい者施設からの物品調達数

KPI

25



評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 2件 5件 7件

実績値 4件 6件

目標に対する達成率 200.0% 120.0%

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

22
多様な就労支援

１－３－４ ④ ひとり親家庭への就業支援

無職のひとり親家庭を中心に支援を行っているが、よりよい就職につなげる支援も行って

いきたい。

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

H28年度

特になし

Action

意見

ＤＯ

分析

H27年度

特になし

H27 総合評価

0件

　　　　　　総合戦略効果検証シート

◎　取組内容の深化・発展

　無職及び退職者の中には、精神的な病気を抱えて就職できないケースもみられる。

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

健康福祉課

ハローワークを通じた就職情報

の提供数

10件（累計）

取組内容

ＰＬＡＮ

ハローワークと連携した企業の求人情報の提供等による就労支援

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

ハローワークと連携し、ひとり親家庭の就労・自立支援の実施について、必要な範囲内で

個人情報を相互に提供し、支援につなげていく。

Check

対応方向

実績値

実績値

0件

2件

4件

6件

8件

10件

12件

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

ハローワークを通じた就職情報の提供数

KPI

26



評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 160 千円 1,200 千円 2,000 千円

実績値 1,129 千円 1,710 千円

目標に対する達成率 705.6% 142.5%

基準値に対する増減率 652.7% 1040.0%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

○　取組内容の継続

商工観光課

シルバー人材センターによる産

物売上額

500千円 150千円

取組内容

ＰＬＡＮ

市は、（公社）羽咋市シルバー人材センターへ運営補助を行っており、シルバー人材セン

ターにおいては、遊休地を活用した農園事業として「シルバーeco農園」を開園してお

り、レタスやメロン等の栽培・販売を行っている。

Action

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H27年度

①産物売上高以外に、雇用や技術の活用につながって

いると認識できる指標を設定する必要があるのでは

（就労者数、世帯収入額、等）。

②農地が担い手を集約されていくなかで、人手不足が

ますます進むと思われ、元気なシニア世代は労働力と

しても重要だと思う。

H28年度

特になし

担当課

重要業績評価指標（KPI）

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

農園で野菜などの栽培を行い、青空販売を行った。

意見

ＤＯ

分析

　農地が担い手に集約されていくなかで、農作物の栽培技術の向上により売上額が目標額

を上回り、高齢者の労働に対する意欲が高まった。

Check

対応方向

　今後も農作物の栽培を継続し、高齢者の労働意欲の向上を図りたい。

※2019（H31）年度

23
多様な就労支援

１－３－４ ⑤ シニア世代保有技術の活用・就労支援

実績値

実績値

0千円
200千円
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600千円
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1600千円
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

シルバー人材センターによる産物売上額

KPI
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地域中核企業、大学等との連携による新産業・新事業の創出

評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 2件

実績値 0件 1件

目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ◎

有識者会議による検証評価

◎　取組内容の深化・発展

商工観光課

地域未来牽引事業者と連携した

羽咋創生事業数

3件（累計） 0件

取組内容

ＰＬＡＮ

①本市の特性、特徴のＰＲ活動

②官民協働・地域連携事業の推進

③「羽咋創生」に呼応した民間事業者・団体との連携事業の実施

Action

今後も羽咋創生に呼応した企業や団体との連携を強化する。

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27年度

※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

H28年度

①本件を成功事例としてPRし連携先積上げに結び付け

ることも検討すべき

H27 総合評価

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

「羽咋創生」の取組に呼応し、金沢市に拠点を置く自動車リサイクル事業を通じて海外80

カ国と取引し、地球環境に配慮した資源の有効活用に取り組んでいる「会宝産業㈱」が本

市への企業進出を決定。Ｈ28年度は、国の交付金（地方創生推進交付金）を活用し、自然

栽培に関する事業化可能性調査や採算性調査を行った。

Ｈ29年度は、市内中川町にある邑知の郷公園において、自然栽培の先端試験農場建設や高

付加価値加工品の研究開発を行う予定である。

意見

ＤＯ

分析

「羽咋創生」に関する取組に協力・連携する企業が本市へ進出することにより、農業の成

長産業化と新たな雇用が創出されることとなり、今後の市場の拡大が見込まれる。

Check

対応方向

24
地域中核企業、大学等との連携による新産業・新事業の創出

１－４－１ ①

地域未来牽引事業者との連携による新たな「枠組み」「担い

手」づくりへの支援

0件
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2件

3件
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5件

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

地域未来牽引事業者と連携した羽咋創生事業

数

KPI

28



評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値

実績値 4事業 4件

目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ○

有識者会議による検証評価

◎　取組内容の深化・発展

まち・ひと・しごと創生本部事務

局

共同研究事業数 5事業（累計） 0事業

取組内容

ＰＬＡＮ

①本市の特性、特徴のＰＲ活動

②官民協働・地域連携事業の推進

③「羽咋創生」に呼応した民間事業者・団体との連携事業の実施

Action

今後も羽咋創生に呼応した企業や団体との連携を強化する。

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27年度

※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

H28年度

①本件を成功事例としてPRし連携先積上げに結び付け

ることも検討すべき

H27 総合評価

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

「羽咋創生」の取組に呼応し、金沢市に拠点を置く自動車リサイクル事業を通じて海外80

カ国と取引し、地球環境に配慮した資源の有効活用に取り組んでいる「会宝産業㈱」が本

市への企業進出を決定。Ｈ28年度は、国の交付金（地方創生推進交付金）を活用し、自然

栽培に関する事業化可能性調査や採算性調査を行った。

Ｈ29年度は、市内中川町にある邑知の郷公園において、自然栽培の先端試験農場建設や高

付加価値加工品の研究開発を行う予定である。

意見

ＤＯ

分析

「羽咋創生」に関する取組に協力・連携する企業が本市へ進出することにより、農業の成

長産業化と新たな雇用が創出されることとなり、今後の市場の拡大が見込まれる。

Check

対応方向

25
地域中核企業、大学等との連携による新産業・新事業の創出

１－４－１ ③ 市民等も参画した産官学等の連携による共同研究事業の実施

実績値 実績値

0事業
1事業
2事業
3事業
4事業
5事業
6事業
7事業
8事業

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

共同研究事業数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 1事業

実績値 0事業 0事業

目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ○

有識者会議による検証評価

○　取組内容の継続

６次産業創生室

ＩＣＴ等を活用した成長産業分

野とまちづくり連動事業数

2事業 0事業

取組内容

ＰＬＡＮ

新たな農業の担い手として企業参入や農業法人の規模拡大を促進し、民間企業が持つノウ

ハウを生かした競争力の高い地域産業を育成するとともに、農業経験のない非農家出身者

であっても自立した就農ができる新しい農業モデルを構築する。

①自然栽培等の農産物の通年栽培を目指し研究に取り組む企業への支援を行う。

Action

①自然栽培生産性向上・収益性確保・技術革新確立事業

→就農者自立モデル調査、生産性向上調査

②IoT等活用推進事業

→圃場モニタリングシステムの開発・導入、データ収集分析、協力農家によるデータ収集
H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27年度

※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

H28年度

①大学や国、県などの積極支援を取り付けることが必

要

H27 総合評価

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①自然栽培に関する基礎知識、技術指導における支援（H28.1～3）

②ハウス内での通年栽培を可能とする栽培方法の実践研究を委託（H28.1～3）

意見

ＤＯ

分析

温風機を利用した栽培方法の研究を実施したが、温風によるハウス内の乾燥、換気不足の

外的要因と、生物的要因により収量を確保することができなかった。

Check

対応方向

26
地域中核企業、大学等との連携による新産業・新事業の創出

１－４－１ ④ 成長産業分野への投資による地域経済循環システムの構築

実績値 実績値0事業

1事業

2事業

3事業

4事業

5事業

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

ＩＣＴ等を活用した成長産業分野とまちづくり連動事

業数

KPI
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 基本目標２ 　羽咋への新しいひとの流れをつくる

評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 3社

実績値 3社 2社

年度目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ○ △

有識者会議による検証評価

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

H２８年度実績企業数２社、学生数５人

意見

DO

分析

インターンシップを行うことにより、市内企業の魅力向上につながり、ＵＩＪターン就職

の促進が図られる。

Check

対応方向

石川県や企業、学校と連携しながら、インターンシップ参加企業を確保し地元就職の促進

につなげていきたい。

H28 総合評価

H27年度（ＵＩＪターン者就職活動旅費助成件数について）

①県や企業との連携強化の他に、県内・近県の大学、

専門学校との連携をしては（卒業後のリターン求

む）。

②さらなる支援に努めてほしい。

H28年度

①市内企業の細やかな魅力発信がまだまだできると考

えます。発信方法にも見直す余地があると思う。

②中高時代から学校と連携していく。保護者にも。

③（いしかわ創生パンフ）中高対象、わかりやすくて

良かった。

④もっと支援に努めて。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

○　取組内容の継続

商工観光課 0社

取組内容

ＰＬＡＮ

県外に進学した学生や就職している方に、市内の企業の魅力を発信し、ＵＩＪターンによ

る就職の促進を図るため、働く体験の場を企業が学生に与える。

大学生インターンシップ受入企業数 5件

効果検証・評価結果

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

27
移住総合相談窓口による地方移住支援

２－１－１ ③ ＵＩＪターン希望者と県内企業のマッチング支援

実績値

実績値

0社
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2社
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6社

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

大学生インターンシップ受入企業数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 1箇所 3箇所 2箇所

実績値 2箇所 2箇所

年度目標に対する達成率 200.0% 66.7%

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①酒井町の空き家を活用し、自然栽培農業への従事を希望している方への体験住宅として

地域おこし協力隊がコーディネートする自然栽培チャレンジハウスを運用（山間部での開

設）。

②粟生町の空き家を活用し、自然栽培従事以外の移住希望者が利用できる体験住宅を運用

（海岸線での開設）。

意見

DO

分析
利用状況　：　平成２８年度　利用者数２７人・延べ日数　６８日間

体験住宅は明治及び昭和初期の空き家を利用しているが、１～４名程度の移住体験利用者

には規模が大きすぎ使いにくいとの意見もあった。また、利用増に向けた取り組みを行う

必要がある。

Check

対応方向

建物の賃貸借期間が終了する平成30年3月をもって一旦契約を解除し、利用の現状を分析

しながら、新たにコンパクトな体験住宅の整備を検討する。

また、東京都杉並区の未来農業はくい放送局と連携し、移住体験利用者の増を目指す。

H28 総合評価

H27年度

①既体験施設の稼働状況は？費用対効果が悪いならや

める。但し、移住希望者にとらわれず文化生活体験の

民泊施設として施設運営するのも良いのでは。その結

果、移住に繋がることも。

②体験住宅を修繕する時に、なるべく古民家要素を残

し、都会の人に”古き良さ”を訴える。

③実際に体験された方の「声」を聞いて再整備して下

さい。

H28年度

①未来農業はくい放送局との連携施策・成果を教えて

いただきたい。

②目標値の設定を見直す必要はないでしょうか。分析

欄の利用状況の方が参考になります。

③費用対効果は！？

④来年度の新たな体験住宅に期待。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

○　取組内容の継続

がんばる羽咋創生推進室 0箇所

取組内容

ＰＬＡＮ

　羽咋市での移住体験を希望する方に対し、短期間無料で宿泊できる移住体験住宅として

空き家を２か所整備し、貸し出しを実施する。

移住・交流体験施設数 2箇所

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

28
移住総合相談窓口による地方移住支援

２－１－１ ④ 移住・交流体験施設の整備

実績値 実績値

0箇所

1箇所

2箇所

3箇所

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

移住・交流体験施設数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 53,700 人 59,070 人 59,070 人

実績値 69,812 人 63,689 人

年度目標に対する達成率 130.0% 107.8%

基準値に対する増減率 30.3% 18.9%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

Action

・施設の老朽化に伴い、今後、指定管理者と協議しながら優先順位を決め、計画的な修

繕を実施する。

対応方向

H27 総合評価

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

・平成28年度、軒下鉄骨錆修繕工事と玄関庇軒先廻りの修繕工事を実施した。

ＤＯ

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

29
観光、歴史文化、スポーツ等の活性化を通じた交流人口の拡大

２－２－１ 博物館・歴史文化施設の改修と利活用

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

H27年度

①地元小中学生の科学への関心を高める狙いから、地

元小中学生限定のコスモアイル年間パスポートの販売

を行ってはどうか。

②コスモアイルだけでなく寺院遺跡、歴史等も羽咋は

すばらしいものがある。現在、古き物が若い人たち

（都会の）に人気が出てきているので、その流行を利

用するべき。

③目標値の設定が適当なのかわからない。

H28年度

①コスモアイル羽咋には一定の成果が出ているので歴

民や寺社に目を向けてもらいたい。

②27年度の意見と同じ。改修だけでなく、利活用案も

必要。

③都会（国立科学博物館など）で、特別展をやればい

い。

④コスモアイル羽咋の展示内容に変化なし。リピー

ターにとっては変わり栄えなし。レイアウト替えをし

てほしい。

⑤さらに交流人口の拡大に努めて。

④

意見

生涯学習課 53,580 人

取組内容

ＰＬＡＮ

・宇宙科学博物館コスモアイル羽咋の改修

コスモアイル羽咋利用者数 56,200人

H28 総合評価

分析

・施設の外部軒裏などの鉄骨を塗装したことにより、外観が美しくなった。また施設の

耐久性が向上された。

Check

実績値
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 1件 1件 1件

実績値 0件 1件

年度目標に対する達成率 0.0% 100.0%

基準値に対する増減率 ― ― ― ― ―

評価 △ ◎

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

　交流人口の拡大のために、羽咋郡市１市２町で連携し、広域観光の周遊ルートを設定す

ることにより、広域観光の情報発信が図られる。

広域観光モデルルート設定数 3件

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

商工観光課 0件

30
観光、歴史文化、スポーツ等の活性化を通じた交流人口の拡大

２－２－１ ⑤ 広域連携による周遊観光の促進

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

　いしかわ里山里海サイクリングルートの設定を行った。

意見

DO

分析

　作成したルートを利用しながら、市内の周遊への情報発信が必要である。

Check

対応方向

　１市２町での広域連携を継続しながら、その広域観光ルートを補完するような市内周遊

ルートの作成、新たな周遊ルートの模索、その他観光イベントとの連携を図っていきた

い。

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

○　取組内容の継続

H27年度

①道の駅供用開始後に季節毎に1市2町の道の駅共通企

画を行うなど連携を深めてほしい。1本より3本の矢。

②モデルルートの具体的な部分かよくわからないが、

テレビ観光番組では、金沢⇔羽咋⇔富山、金沢⇔羽咋

⇔奥能登が紹介されているようです。

H28年度

①サイクリングと車の双方向の設定があってもよい。

②各ポイントを設定。スタンプラリーにするとどう

か。

③ルート設定数だけでなく、ルート利用状況も必要で

は。

④サイクリングルートのモデルルート！？宿泊業者だ

が初めて聞いた。サイクリングルートの整備と周知

を。

⑤道の駅を軸にした施策の展開に期待。

実績値

実績値
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 470 人 1,000 人 1,000 人

実績値 1,041 人 742 人

年度目標に対する達成率 221.5% 74.2%

基準値に対する増減率 134.5% 67.1%

評価 ◎ ○

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

当市は、公共交通機関の利便性が高くなく、また、環境に配慮した周遊方法を模索する必

要がある。そこで鉄道等を利用して羽咋に来た観光客の２次交通を補完するものとして、

自転車により観光周遊できるように、レンタサイクルの活用を促す。

レンタサイクルの利用者数 700人

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

商工観光課 444人

31
周遊滞在型観光の推進

２－２－２ ③ 多様化するニーズに対応した観光メニューの開発

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

H28年度実績

ちりはまホテルゆ華　173人

千里浜レストハウス　154人

JR羽咋駅　　　　　　377人

休暇村能登千里浜　　284人

意見

ＤＯ

分析

北陸新幹線開業があったＨ27年度と比べると利用者が減少したものの、基準値は上回っ

た。利用者が市内を周遊するためのルートの策定がされていないため、レンタサイクルを

利用したルートマップ等の作成が必要である。

Check

対応方向

　関係機関と連携しながら、レンタサイクルなどの自転車で周遊できるようなルートを設

定し、レンタサイクル利用者の利便性の向上を図る。

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

○　取組内容の継続

H27年度

①「道の駅」ができることによって、かなり人の流れ

が変わると思うので、その時の対応が大切だと思う。

②イベントによるPR効果も期待できそうです。

③わからない人が見てわかるような目印を設置して

は。

H28年度

①道の駅にもレンタサイクルをおいてはどうか。

②スタンプラリーはどうか。（羽咋七塚めぐりルート

など）

③目標値が「レンタルサイクルの利用者数」であるこ

とがおかしくはないか。これはサイクリングルートの

評価に使うべきでは。

④レンタサイクルに乗っていると思われる人をほとん

ど見かけない。

⑤レンタサイクルをもっとPR。わかりやすい小さな看

板設置。

⑥サイクリングルートと観光地の連携。

⑦駅東には巌門までのルートmapがあるが、ママチャ

リでは実質無理である。羽咋周辺のサイクリングmap

作成。

⑧もっとPRが必要だ。

実績値
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 100人 250人 300人

実績値 242人 251人

年度目標に対する達成率 242.0% 100.4%

基準値に対する増減率 ― ― ― ― ―

評価 ◎ ○

有識者会議による検証評価

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）
Ｈ28年度実績

制度利用数：108件（251人）

助成額：152千円

意見

DO

分析

観光地等への公共交通のアクセスが不十分なため、電車等を利用して当市を訪れた観光客

の２次交通を補完する制度として、有用な制度と考えられる。

Check

対応方向

商工観光課 0人

取組内容

ＰＬＡＮ

タクシーを利用して市内観光スポット等を訪れる方を助成する。助成額は、タクシー利用

料金が5,000円以上で1,000円、10,000円以上で2,000円とし、ＵＦＯ商品券で贈呈する。

観光タクシー助成制度利用者数 250人

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H27年度

滞在型、滞留型観光の促進を図ると書いてあるが、具

体的には、大変難しいと思う。宿泊する場所と羽咋の

見るべき所アピール、何かを体験できる事が大事。

H28年度

①制度を利用した方の声は集計されているのだろう

か。生の声を生かすことが重要と考える。訪れた場所

等も含め、集積することでルートのパッケージングも

可能ではないか。

②観光タクシーのほか、るんるんバスの活用方法も考

えられないか。

②助成以外に利用を促進する方法はないか。

③宿泊業をしています。チラシを置いていますが、こ

の制度を羽咋へ来る人へどのように告知しているので

すか？ホームページ等ですか？PR不足だと思います。

例えば、休暇村、ゆ華のチラシ、ホームページにタク

シー助成の広告を載せてもらう。キャッシュバックの

UFO券は宿泊のお支払いに使用できるなど。

担当課

重要業績評価指標（KPI）

今後も制度の周知を継続して行い、滞在型、滞留型観光の促進を図る。

H28 総合評価

※2019（H31）年度目標値

32
周遊滞在型観光の推進

２－２－２ ④ 二次交通の整備

○　取組内容の継続

実績値

実績値

0人

50人

100人

150人

200人

250人

300人

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

観光タクシー助成制度利用者数

KPI

36



評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 290 人 700 人 4,000 人

実績値 1,397 人 3,866 人

年度目標に対する達成率 481.7% 552.3%

基準値に対する増減率 386.8% 1247.0%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

平成２８年度の実績、１２５件、３，８６６人

意見

DO

分析

北陸新幹線の影響がまだ続いており、団体の観光客が多く、案内数が大きく伸びた。

Check

対応方向

商工観光課 287人

取組内容

ＰＬＡＮ

羽咋市を訪れてくれる観光客に対して、市内観光地のガイドサービスを行う。

観光ボランティアガイド案内者数 400人

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27年度

H28年度

①どこをガイドしたのか教えてほしい。どのような魅

力をＰＲしたのかも同様。目標値が設定しづらいので

は。

②目標値が妥当か。ボランティア数増加やボランティ

ア助成、広報費用の方が正しくないか。（案内者数の

増加がマーケティングという考え？）

②ボランティアガイドの募集、育成にもっと力を入れ

て欲しい。羽咋生まれ育ちのガイドさんが少なく、ま

だまだ優れた人材がおられると思う。

③ガイドサービスの周知。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

担当課

重要業績評価指標（KPI）

観光協会や観光施設と連携しながら、ガイドの確保を図りながら、研修等によりガイドの

質を高め、より多くの観光客に羽咋市の魅力をＰＲできるよう努める。

H28 総合評価

※2019（H31）年度目標値

33
周遊滞在型観光の推進

２－２－２ ⑤

日本版ＤＭＯの推進による「マーケティング」と「観光品

質」の向上

◎　取組内容の深化・発展
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 80,000 人 90,000 人 100,000 人

実績値 84,091 人 98,828 人

年度目標に対する達成率 105.1% 109.8%

基準値に対する増減率 -37.5% -26.6%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

Ｈ28年度実績

市内観光施設に98,828人の宿泊があった。

意見

ＤＯ

分析

観光客の数は減少したものの、宿泊者数は増加した。昨年度は、新幹線開業により日帰り

で訪れる観光客が多かったと思われるが、新幹線開業２年目で金沢の一極集中から、羽咋

を宿泊の拠点に能登をめぐる観光客が増えたと思われる。

Check

対応方向

商工観光課 134,652 人

取組内容

ＰＬＡＮ

近隣市町や観光協会等と連携し、市内観光・広域観光の情報発信を行い、市内に滞在して

もらえるよう案内を行う。

市内宿泊者数 150,000人

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H27年度

①民泊本格解禁に向け、空き家の利用等も含めて議論

を進めてはどうか。

②滞在・滞留型観光へシフトする具体策の明確化を。

③道の駅を起点として市内に滞留。

H28年度

①空き家の利用を促進してほしい。

②観光の案内を宿泊施設や道の駅等とどのように連携

していくのか、具体策がほしい。

③利用者増が、情報発信のおかげなのかが見えない。

具体的な施策の記載がない。

④SSTR、我山道トレイルラン等、自然・歴史・文化を

取り入れた観光イベントを誘致。金沢と奥能登の観光

拠点としてPRや道の駅を拠点とした夕方から行うイベ

ントなど。

⑤さらに取り組みを進めて。

担当課

重要業績評価指標（KPI）

観光協会等と連携しながら、道の駅を拠点とした積極的な情報発信を行い、通過型観光か

ら滞在・滞留型観光へのシフトし、宿泊者増加を目指す。

H28 総合評価

※2019（H31）年度目標値

34
魅力あふれる観光情報の発信

２－２－３ ② 市内宿泊施設利用の促進

○　取組内容の継続

実績値

実績値
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 3回 3回 3回

実績値 3回 4回

年度目標に対する達成率 100.0% 133.3%

基準値に対する増減率 0.0% 33.3%

評価 ○ ◎

有識者会議による検証評価

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①視察研修の受入れ（20団体）

神子原地区活性化計画についての視察研修の受入れを行うことで、世界農業遺産「能登の里山里海」の

魅力を発信。また、現在取り組んでいる自然栽培の普及、のとししの特産化についての内容に触れるこ

とでさらに地域の魅力を発信。

②国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット（UNU-IAS

OUIK）と連携し、Ｈ28年7月9日に「能登の里海」シリーズ講座を開催し、里海の魅力を発信。

③第1回アジア生物文化多様性国際会議（石川県開催）（H28.10.27～29）「羽咋市の農業の取組み」と

題して分科会で発表、また、世界各国から14名の方が、自然栽培についての視察研修に訪れ、魅力を発

信。

④能登GIAHS推進協議会や能登のJAで構成されたファンクラブイベント実行委員会主催で、H28年11月23

日に東京で「能登ファンクラブイベント～500㎞をつなぐ食の農～」と題してシンポジウムを開催し、

里山里海の魅力を発信。

意見

ＤＯ

分析

様々な媒体を利用して、世界農業遺産「能登の里山里海」の魅力を発信することができた。

Check

対応方向

農林水産課 3回

取組内容

ＰＬＡＮ

様々な媒体を利用した世界農業遺産「能登の里山里海」の魅力発信、保全活動の推進を図る。

能登の里山里海魅力発信事業数 4回（累計）

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H27年度

「第１回アジア生物文化多様性国際会議」の羽咋視察

体験、期待してます。

H28年度

①自然栽培米やのとししなど、題材はあるので、食に

特化したツアーを企画してはどうか。七尾市はフォー

ラム等盛んに行われているが、羽咋市でも開催できな

いか。

②実施したことに対する具体的な効果の数値がない。

何かしろ。効果は有った？

③神子原地区の景観並びに取組を地元の人たちにも是

非知ってもらいたい。羽咋の素晴らしさを羽咋に住む

人が知らない事、気づかない事が多いので。

④邑知、余喜地区以外の羽咋の人にウォーキング散策

を企画して欲しい。

⑤「市内宿泊施設利用の促進」と同様に、金沢⇔羽咋

（里山里海を絡める）⇔奥能登の観光拠点。

⑥各種ツアーの受け入れとそれに向けたPRが必要。

担当課

重要業績評価指標（KPI）

今後も継続して世界農業遺産「能登の里山里海」の魅力を発信し、交流人口の拡大を図る。

平成29年度事業（予定）

①視察受入れ

②旅行会社と連携した市内ツアー

③石川県と連携した世界農業遺産「能登の里山里海」の副読本の作成、各学校でのＰＲ

H28 総合評価

※2019（H31）年度目標値

35
魅力あふれる観光情報の発信

２－２－３ ③ 世界農業遺産「能登の里山里海」の魅力発信、保全活動の推進

○　取組内容の継続

実績値

実績値
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

能登の里山里海魅力発信事業数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 480 件 9,000 件 10,000 件

実績値 8,209 件 10,314 件

年度目標に対する達成率 1710.2% 114.6%

基準値に対する増減率 1753.0% 2228.2%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

インターネット利用者がＨＰ、フェイスブックのどちらからも羽咋市の情報を得ることが

できるように、平成28年度は、年間を通じて、フェイスブックによるイベント告知を積極

的に行い、ＨＰに掲載する記事はできる限り、フェイスブックでも取り上げた。

指標としているフェイスブック「いいね」件数が、平成27年度実績8,209件であったもの

を平成28年度は10,314件とし、約2,000件の増につなげた。

意見

ＤＯ

分析

平成28年度当初に職員向けの説明会を開催し、各課の職員がフェイスブックによる情報発

信を積極的に行うよう促した。

全庁的な情報発信を行った結果、評価指標の大幅な増につながったと考えている。

Check

対応方向

秘書室 443 件

取組内容

ＰＬＡＮ

交流人口拡大を図るため、新たな観光資源の発掘と磨き上げの促進、世界農業遺産「能登

の里山里海」の魅力発信と保全活動の推進等を行い、他に類を見ないオンリーワンの観光

地としての魅力を、多様なツール（メディアやインターネット等）を活用し、効果的に発

信する。

フェイスブック「いいね」件数 9,000件

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27年度

H28年度

①どのような情報を発信したのか知りたい。フェイス

ブックはもとより、メディアの活用は行わないのか。

予算上難しいか。

②企業のようにアンバサダー採用なども考えても良い

かもしれない。

③閲覧数に対して、いいねがどれくらいかを出すのも

良いと思う。（アクション率）

④継続に意義あり。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

担当課

重要業績評価指標（KPI）

平成28年度は、広報係だけでなく、他課の職員もできる限りフェイスブックによる情報発

信を心掛けたため、目標値を大きく上回ることができた。今後も、この情報発信力をキー

プしていきたいと考えている。

多様な情報発信は、広報係だけでは成し得ない。広報係は、他課の職員がしっかりと情報

発信を行っていく舵取りを担っていく必要がある。他課の職員が絶えず情報発信を意識

し、心掛けてもらうように定期的に促していく。

H28 総合評価

※2019（H31）年度目標値

36
魅力あふれる観光情報の発信

２－２－３ ④ 多様なツールを活用した羽咋ファンの拡大

○　取組内容の継続

実績値
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KPI
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 基本目標３ 　若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 4人 5人 5人

実績値 5人 5人

年度目標に対する達成率 125.0% 100.0%

基準値に対する増減率 66.7% 66.7%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

効果検証・評価結果

　　　　　　総合戦略効果検証シート

3人

H28年度

①登録者を増やすため、青年団や、青年会議所等とも

連携してはどうか。

②目標値を高めた取組みのさらなる改善を。

③羽咋主催のお見合いパーティーがCM等で宣伝され、

羽咋の結婚支援活動が広く知られたと思う。

お見合い支援制度の創出、支援

37
結婚を希望する若者への支援

３－１－１ ②

取組内容

ＰＬＡＮ

結婚相談員を募集し、市内独身男女の依頼を受け、結婚相手を紹介する活動を支援する。

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

健康福祉課 結婚相談員登録者数 5人

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

◎　取組内容の深化・発展

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

市内独身男女が結婚をするための登録をし、登録者の依頼を受けて結婚相談員が相手を紹

介する。

　平成28年度　○登録者　男性２８人　女性１２人

　　　　　　　○成婚　　１組

意見

ＤＯ

分析

①登録することのメリット

②結婚相談員のスキルアップ

Check

対応方向

①結婚相談員のＰＲと登録者の増員を目指し、市内世帯にチラシを配布する。

②マッチング数を増やし、カップル成立者を増やす。

③相談員の連絡会を月1回開催し、情報の共有を図る。

H28 総合評価

H27年度

①結婚していることが望ましい年齢の市民のうち、ど

の程度（％）が未婚かの実状も調査して対策の検討

を。

②登録者（結婚希望者）増につなげる為に保護者説明

会を開催

③相談員を増やしても登録者がいないと意味がないの

では？

④結婚後の支援がどの程度行われているのか気になっ

た。

⑤取組の対象はこれでよいのか。

実績値 実績値
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結婚相談員登録者数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 300件 357件

実績値 107件 340件

年度目標に対する達成率 35.7% 95.2%

基準値に対する増減率 -25.7% 136.1%

評価 △ ○

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

38
出産・子育ての経済的負担の軽減と支援

３－２－１ ② 子育て世帯への経済的支援

健康福祉課 子育て応援券支給数 135件 144件

Action

○　取組内容の継続

生まれて最初の住所が羽咋市となる人に、子育ての経済的負担を解消するため、20,000円

分の子育て応援券(金券)と出生順に商品券を交付している。

　※ＵＦＯ商品券　第1子　10,000円

　　　　　　　　　第2子　20,000円

　　　　　　　　　第3子以降　30,000円

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H27年度

①定期接種化されていない予防接種に有効に使用して

いる保護者も多く、続けてほしい。

②お母さん予備軍の若い女性にも周知したら、羽咋で

安心して子育てができるというアピールになる。

③実際どの程度UFO商品券が普及しているのか疑問。

④減額競争には限度がある（財政の豊かな市町が有

利）ので、ソフトの工夫が必要では。

H28年度

①UFO商品券が、予防接種に使えるとはあまり知られ

ていない。周知の工夫を。

②UFO商品券の使えるお店がどれくらいあるのか知り

たい。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

子育て応援券　117件　　ＵＦＯ商品券　　223冊

意見

ＤＯ

分析

Check

対応方向

引き続き継続
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KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 20件 22件 22件

実績値 32件 28件

年度目標に対する達成率 160.0% 127.3%

基準値に対する増減率 18.5% 3.7%

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

39
出産・子育ての経済的負担の軽減と支援

３－２－１ ③ 子どもを授かるための支援

健康福祉課 不妊、不育治療助成申請件数 35件 27件

Action

◎　取組内容の深化・発展

不妊治療、不育治療に対する助成

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H27年度

①助成のみでなく、メンタルなどソフト面への配慮や

工夫も取り組んでいくべきではないか。

②不妊・不育治療には費用もエネルギーもいるので、

しっかりサポートしていただきたい。

H28年度

①相談窓口の設置とその周知。市役所の窓口に来て相

談というのはハードルが高い。事前に電話予約などで

日時、場所を決め、相談者に配慮した場所を設けてあ

げてほしい。

②第2子以降不妊への相談のハードルも下げられるよ

う、子育て広場などでも広報してほしい。

③市で不妊、不育治療助成をしているのは、あまり知

られていないのでは。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

１　一般不妊治療

　（１）申請件数　延13件（実8件）

　（２）助成額　　536,980円

２　特定不妊治療

　（１）申請件数　延15件（実8件）

　（２）助成額　　1,878,729円

※一般、特定ともに一件当たりの治療費が高額化していることに伴い助成額が増額してい

る。

意見

ＤＯ

分析

一般不妊治療費助成を申請した実8件のうち、1件が出生

特定不妊治療費助成を申請した実8件のうち、2件が出生

Check

対応方向

不妊治療への助成により一定の負担軽減と成果が見られており、今後も助成を継続する。

実績値
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 1件 8件 10件

実績値 2件 20件

年度目標に対する達成率 200.0% 250.0%

基準値に対する増減率 100.0% 1900.0%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

40
出産・子育ての経済的負担の軽減と支援

３－２－１ ④ 三世代同居・近居の推進、支援

地域整備課

三世代世帯住宅の新増築リ

フォーム件数

25件 1件（H27年度）

取組内容

ＰＬＡＮ

三世代同居・近居のための住宅取得に対する助成。

H27年度

①目標値が高すぎるのではないかと思う。

②子育てに祖父・祖母の力を借りるための知恵を合わ

せて届ける機会として、孫育て講座につなげるなど。

H28年度

①大変良い取組みと思います。

②周知継続を！

③助成の条件や支援の程度も検討していくことが大切

だと思う。

④市の支援がどのくらいこの数字に反映されているの

か具体的な指標があるとなお良いと思う。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

◎　取組内容の深化・発展

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①ホームページ等でＰＲの強化を図った。

②窓口にて住宅メーカーや不動産業者等にリーフレットの配布等により制度の周知を図っ

た。

③県の福祉部局と連携し、三世代同居や近居への手厚い住宅助成を実施した。

意見

ＤＯ

分析

三世代同居のための改修助成により、引き続き三世代を継続する世帯が増え、子育てしや

すい環境が図られた。

Check

対応方向

助成を手厚くすることで三世代同居や近居を後押しすることとなり、子育て環境が改善さ

れ三世代での暮らしを継続する世帯が増えることが考えられるため、今後も制度を継続す

る。

H28 総合評価

実績値
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KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 0人

実績値 0人 0人

年度目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 ― ―

評価 △ ○

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

41
出産・子育てしやすい環境の整備

３－２－２ ① 安全で安心な保育環境の整備

健康福祉課 待機児童数 0人 0人

Action

○　取組内容の継続

保育室等にエアコンを設置する。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H27年度（ＫＰＩ：全保育室にエアコン設置）

①子どもたちのために早急に整備してほしい。

②エアコン設置以外にもできることがあるのではない

かと思う。

H28年度

①安全・安心な保育環境という意味なら、保育所等以

外の施設や家庭にも何か助成できることがあるかと思

う。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

平成28年度、西北台保育所保育室と調理室にエアコン設置

意見

ＤＯ

分析

Check

対応方向

平成29年度、余喜と粟ノ保保育所全館にエアコンを設置。

実績値 実績値0人

1人

2人

3人

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

待機児童数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 1人 2人 2人

実績値 0人 2人

年度目標に対する達成率 0.0% 100.0%

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ○ ◎

有識者会議による検証評価

H27年度

H28年度

①産科医の確保など、いつでも安心して出産できる環

境づくりも大切ではないか。

②医師の確保については、なかなか難しいと思う。

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

○　取組内容の継続

意見

H27 総合評価

対応方向

2人

ＤＯ

分析

Check

利用者227人のうち、市内医療機関利用者79人、市外医療機関利用者148人と利用範囲の広

域化が見られる一方、市内の参加医療機関は2か所であり、担当医師の負担増が懸念され

る。

能登中部小児休日診療協議会と委託契約を締結し、能登中部管内における広域小児休日当

番医事業を実施。

年間実施日数　　　72日

参加医療機関数　　8か所（うち市内2か所、市外6か所）

利用者数　　　　　227人

今後も休日における小児救急医療が必要時適切に利用できるよう引き続き制度の周知を

図っていくとともに、市内医療機関における小児科医師の確保等、制度継続に必要な体制

整備を進めていく必要がある。

小児休日当番医協力小児科医師 0人

取組内容

ＰＬＡＮ

小児休日在宅当番医制事業の実施

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

健康福祉課

担当課

　　　　　　総合戦略効果検証シート

42
出産・子育てしやすい環境の整備

３－２－２ ② 小児医療の充実、開業に関する支援

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

実績値

実績値

0人

1人

2人

3人

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

小児休日当番医協力小児科医師

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 0箇所 0箇所 0箇所

実績値 0箇所 0箇所

年度目標に対する達成率 ―

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

43
出産・子育てしやすい環境の整備

３－２－２ ④ 子どもを産み育てる支援体制の充実

健康福祉課 子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ設置 1箇所 未整備

取組内容

ＰＬＡＮ

子育て世代包括支援センター（法律上の名称は母子健康包括支援センター）の設置に向け

た体制整備

H27年度

施策としてあるなら早期の計画・実現を。早さが重

要。他市町での居住を決定してからでは遅い。平成32

年度よりも早く開設できれば、羽咋の魅力向上につな

がる。

H28年度

①早期設置を！

②開設するだけでなく、それと同時にママさんたちへ

の認知を広めていく必要がある。もちろん具体的な活

動予定内容も宣伝していくのが大切だと思う。

H27 総合評価 △　取組内容の見直し

△　取組内容の見直し

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

Ｈ28年度実績はなし

意見

ＤＯ

分析

Check

対応方向

同センターはＨ29年4月1日に法制化。Ｈ32年度末までに設置するよう努力義務化されてお

り、設置に向けて国の動向を注視しつつ、専門職の確保及び育成、情報収集、関係機関と

の連携等引き続き体制整備を進めていく必要がある。

H28 総合評価

実績値 実績値0箇所

1箇所

2箇所

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

子育て世代包括支援センター設置数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 28.0% 29.0% 29.0%

実績値 28.0% 28.2%

年度目標に対する達成率 100.0% 97.2%

基準値に対する増減率 2.6% 3.3%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

生涯学習課

審議会等における女性委員登用

率

30.0% 27.3%

44
子育てと仕事の両立支援、女性の活躍の場の創出

３－２－３ ② 男女共同参画社会の推進

取組内容

ＰＬＡＮ

・学校における男女共同参画意識づくりの推進

・家庭における男女共同参画意識づくりの推進

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

H27年度

①「男女平等参画社会」という表現がすでに男女平等

ではない気がする。性別ではなく、個性を見てほし

い。

②施策に対するKPIが適切でないように思われる。目標

値をしっかりして、また実績・分析の報告を願いま

す。

③女性人材の掘り起こしと登用・承諾などの周知の充

実

④家庭における推進については働きかける対象が狭

い。女性が働く職場での啓発を。

H28年度

①「男性の料理教室」を共同参画事業で行ったのは大

変良かった。今後はリサイクル（分別）講習会や、そ

うじテクニック講座等も実施し、家庭内意識づくりを

強化してほしい。

②出産後のスムーズな職場復帰に係る支援が大切であ

る。

③意識の中に定着した念がある。

④女性の社会進出ももちろんだが、男性の子育てや家

事についても、どれくらいの人が実際にやっているの

か知りたい。

H27 総合評価 △　取組内容の見直し

◎　取組内容の深化・発展Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

・市内小中学校の道徳の授業において、男女が共に助け合い平等な社会づくりについて考

えた。

・第４次「羽咋市男女が輝くまちづくりプラン」に基づいた実施状況報告書の作成を実施

した。

・男女共同参画推進のため、10月に開催された、はくい福祉まつりで紙芝居及び啓発チラ

シなどの配布を行った。

・公民館事業で男性の料理教室を開催した。

・羽咋市女性学習会を2月19日に開催した。

意見

ＤＯ

分析

・男女共同参画の認識が少しづつではあるが広まってきている。自分の生き方や地域社会

への関わり方を考える機会をつくることができた。

Check

対応方向

・今後５年間の行動計画などをＨＰなどに公表し、啓発を図る。

・男女共同参画推進委員とともに啓発事業を計画し、市民が男女共同参画へ関心を持つ

きっかけとなるよう努める。

H28 総合評価

実績値
実績値

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

審議会等における女性委員登用率

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 5団体 5団体 5団体

実績値 5団体 5団体

年度目標に対する達成率 100.0% 100.0%

基準値に対する増減率 0.0% 0.0%

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

45
子育てと仕事の両立支援、女性の活躍の場の創出

３－２－３ ③ 女性の活躍の推進及び交流の場の創出

生涯学習課 女性リーダー所属団体数 7団体 5団体

Action

△　取組内容の見直し

・女性連絡協議会における女性に関する共通意識の醸成

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H27年度

①どういうことをしているのかわからない。PRしたほ

うがよい。

②残念ながら有効性が乏しいと考えます。

H28年度

①女性学習会とすると、女性だけの参加になる。性別

をいわない方が良いのでは？

②女性が活躍できる職種を生んでいくことが大切だと

思う。

③「女性学習会」というと具体性がなく、どういった

内容なのか想像しづらい。若い世代の女性が興味を持

つように何かもう一工夫必要。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）
・2月19日に市内在住の女性を対象に、コスモアイル羽咋で羽咋市女性学習会を開催。ダ

ンス発表などの交流及び一般社団法人人財開発フォーラム理事長の飯山晄朗氏を講師に招

き、「私たちができる次世代への言葉かけ」の講演を拝聴した。

意見

ＤＯ

分析

・団体に参加していない方々と交流することで、女性団体連絡協議会の活動を広く伝える

ことができた。しかし参加者に若い世代が少ないため、協議会を継続するためには若い世

代の参加者が必須である。

Check

対応方向

・今後、若い世代の加入者を増やすために、若い世代にも女性学習会への積極的な参加の

声かけを行う。

実績値
実績値

0団体
1団体
2団体
3団体
4団体
5団体
6団体
7団体
8団体

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

女性リーダー所属団体数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 1校 0校 0校

実績値 0校 0校

年度目標に対する達成率 0.0% ―

基準値に対する増減率 -100.0% -100.0%

評価 × ○

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

46
学びやすい学校施設と設備の維持

３－３－１ ① 安全で安心な学校施設の整備

学校教育課 老朽学校改修数 2校 要改修校2校

Action

○　取組内容の継続

・邑知中学校の大規模改修の実施

・西北台小学校の大規模改修の実施

・非構造部材耐震化の推進

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H27年度

①財源と児童生徒数の推移を見通して、10年後，20年

後を予想した対策を計画してほしい。

②宝達志水町も１校にした。スクールバスを出して統

合してはどうか。

H28年度

①空き教室を、公民館あるいは地域活動の拠点となる

ような利用をし、共有共用できないか。少子で、いつ

か学校が統合されても、地域の人々にとって、活動拠

点となり続ければ、大人の学校となっていける。災害

時にも必要な場となり、いつ来るかわからない「その

時」のためにもメンテナンスは必要。

②今後の計画性も大切であるが、安全が確保できる現

施設の環境整備も必要である。

③ハード面の取組はコストがかかるので、ソフト面で

の取組を考えた方がよい。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）
平成２８年度末に策定した、「羽咋市公共施設等総合管理計画」により、学校施設を含む

今後の公共施設等の、総合的・計画的な維持管理に関する基本方針及び方向性を示した。

また、各校においては、必要に応じて個別に小規模改修を行った。

意見

ＤＯ

分析

計画における、最適化に向けた取り組み内容として、適正な規模での更新、余剰となる施

設の廃止や施設の統合、複合化といったことが挙げられ、各校の大規模改修に関しては、

これらの事項を反映し、方向性を検討する必要がある。

Check

対応方向

今後の学校施設に関しては、羽咋市公共施設等総合管理計画に基づき、施設ごとの個別の

長寿命化計画作成を進めると共に、必要性、方向性の検討を行う。

0校

1校

2校

3校

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

老朽学校改修数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 8校 8校 8校

実績値 8校 8校

年度目標に対する達成率 100.0% 100.0%

基準値に対する増減率 0.0% 0.0%

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

47
次代に対応するための学習能力の向上

３－３－２ ② 郷土教育、道徳教育の充実

学校教育課 道徳事業の公開 8校 8校

Action

○　取組内容の継続

郷土教育・道徳教育の推進。

恵まれた自然環境を生かした宿泊体験学習の実施。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H27年度

郷土を知ることは大切。道徳教育の内容がわからな

い。人権教育が必要。

H28年度

①郷土教育は必要。継続、深化を。

郷土教育の場は、大学の公開講座のように、地域の人

にも公開できないか。大人でも学ぶ意義があり、世代

間格差なく、知ることができ、郷土を誇れる心を育む

ことにつながると思う。

②道徳も教科化になることから、これからも道徳教育

の充実が大切である。

③社会や理科、総合的な学習でも、地域と生かした実

践が大切である。

④郷土教育等で羽咋を知ることは、羽咋での就職率UP

や他の事業の周知にも繋がる可能性がある（子どもを

通して親に知れ渡る）ため、活発に行うべき。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）
平成２４年度から県委託事業として、各小中学校で順次実施。平成２８年度は羽咋中学校

と西北台小学校で実施し、研究課題を「豊かな心で共に高め合う生徒の育成」とし、取り

組んだ。

意見

ＤＯ

分析

各小中学校からの道徳教育実践校の報告書によるアンケートから、「人の気持ちが分かる

人間になりたいと思う」「人の役に立つ人間になりたいと思う」がそれぞれ９０％程あ

り、道徳教育推進の意義が見られた。

Check

対応方向

全小中学校で、今後も継続して道徳教育を行う。

実績値 実績値
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KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 8校 8校 8校

実績値 8校 8校

年度目標に対する達成率 100.0% 100.0%

基準値に対する増減率 0.0% 0.0%

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

48
次代に対応するための学習能力の向上

３－３－２ ⑤ 学校活性化に向けた特色ある事業の推進

学校教育課 教育活性化プラン取組校数 8校 8校

取組内容

ＰＬＡＮ

各学校ごとに、地域の特性を生かした授業を実施。

H27年度

①予算措置の時期が遅いのではないか。

②地域への愛着が、はくいへの郷土愛につながること

を期待します。

③学校ごとに、地域性を重視した取り組みを行ってい

る。

H28年度

①各学校の取り組みを、他の学校の生徒、児童が見学

する場があると良い。同じ市にありながら規模、環境

が違う。各校特色を生かしながらの取り組みを発表、

参観する場があると良いと思う。

②各学校の活性プランのさらなる充実と新しい学習指

導要領実施に向けた環境整備（人的、物的）が大切で

ある。

③学校ごとというなら、その違いを知るために他校と

発表会で交流があるとなお良いのではないかと思う。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

○　取組内容の継続

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

平成２８年度は、邑知小学校が羽咋市教育研究会の軸となり、それぞれの学校で、児童・

生徒の実態や、地域に応じた特色ある事業を行った。

意見

ＤＯ

分析

各学校で目標を設定し、取り組んだ結果、学力面、生活面、体力面それぞれで成果が見ら

れた。また、各学校においての新たな課題が見え、来年度に向けた取り組み指針に繋がっ

た。

Check

対応方向

各学校での課題又は、新たな取り組みを目標として、次年度以降も､継続して実施。

H28 総合評価

実績値 実績値
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 15人 15人 16人

実績値 15人 15人

年度目標に対する達成率 100.0% 100.0%

基準値に対する増減率 0.0% 0.0%

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

ＤＯ

ハローワークを通じ、学校支援員を募集し、市内小中学校にそれぞれ配置。

49
きめ細やかな教育・学習機会の充実

３－３－３ ① 特別支援教育体制の充実

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

学校支援員を適正に配置する学校教育課 15人

H27年度

①現場の実状・保護者の要望などを検討し、工夫・改

善をすべきではないか。

②適性や能力などしっかり確認してください。とても

大切な役割を担っているのですから。

H28年度

①各学校で、支援員への要望業務内容が違うかもしれ

ないが、要望を明確に伝え、支援員の適正、能力の確

認をしてもらいたい。また、再任するかどうかの判断

は、早めにしてあげてほしい。

②学校現場における教育活動に効果的であり、今後も

期待できる。

③学校現場における、さらなる活用の工夫も必要であ

る。

④「学校支援員」の資格や人柄も保護者側としては心

配だと思う。

取組内容

ＰＬＡＮ

分析

目標人員の配置ができたことで、適正な特別支援教育体制を取ることができた。

学校長からの授業の様子等の聞き取りや、毎日の支援員からの状況報告により、適切な人

材配置で、スムーズに授業が行われたことがうかがえる。

Check

対応方向

次年度以降も、継続して実施することで、安定した特別支援教育体制の充実を図る。

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

市内６小学校に１３人、１中学校に２人配置し対応した。

意見

実績値 実績値
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 5人 5人 5人

実績値 5人 5人

年度目標に対する達成率 100.0% 100.0%

基準値に対する増減率 0.0% 0.0%

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

50
きめ細やかな教育・学習機会の充実

３－３－３ ② 学校図書館の充実

学校教育課 図書館司書、事務員の配置数 8人 5人

Action

◎　取組内容の深化・発展

ハローワークを通じ、図書館事務員を募集し、市内小中学校にそれぞれ配置。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H27年度

①配置時間や人数は十分なのか。

②子どもが図書に親しめるように新しい視点でとりく

んでいただきたい。

H28年度

①業務内容の明確化を。配置時間、人数のさらなる充

実。事務員同士の連携、図書購入の情報交換や、書架

整備のための助け合いなどができるような連携の取り

方をしてほしい。

②学校図書館の環境整備と運営の工夫により、子ども

たちの利用に反映している。

③関係ないかもしれないが、貸出人数で見るべきで

は。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）
市内８小中学校に５人配置（内３人兼務）し対応した。

羽咋小学校（１名）、羽咋中学校(１名）、粟ノ保小学校と西北台小学校（１名）、瑞穂

小学校と余喜小学校（１名）、邑知小学校と邑知中学校（１名）

意見

ＤＯ

分析

２校の図書館事務を兼務している事務員が３人おり、６校が常駐していないが、図書貸出

業務及び、図書整理、貸出数の増加に努めたり、児童生徒に読書の興味を持たせるための

様々な工夫が見られ、学校図書館の充実において、効果を上げていると言える。

Check

対応方向

今後も、図書館充実のための取組を引き続き強化し行う。

実績値 実績値
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 25.0% 25.0% 25.0%

実績値 24.7% 22.8%

年度目標に対する達成率 98.8% 91.2%

基準値に対する増減率 12.3% 3.6%

評価 △ ○

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

51
きめ細やかな教育・学習機会の充実

３－３－３ ③ 学校給食の充実

学校教育課 地元農産物の使用割合 25％以上 22.0%

Action

○　取組内容の継続

学校給食食材の地産地消の拡大、自然栽培米・野菜の使用及び、学校給食におけるアレ

ルギー対応食の提供。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H27年度

①地元の食材を通して郷土愛を育んでほしい。

②羽咋産コシヒカリ100%は結構すごいのではないか

と思う。もう少し品目が多ければ、とは思うが、給

食はその安さが利点の一つなので金銭面での負担が

大きければ無理に行う必要はない。

③給食の内容も大切ですが、短い時間で食べなけれ

ばいけない状況も再検討を。

H28年度

①生産者からのビデオメッセージ等で、地元産食材

のアピールを。また、生産者を給食に招く日などが

あっても良いのでは。

②地元の食材を直接学び、味わう良い機会になって

いる。

③アレルギー対応食は保護者には助かるが、対応と

運用の検討も大切である。

④羽咋産のものが多いのは凄いことだが、子どもた

ちや保護者は知っているのか疑問。知られていなけ

れば意味がないと思う。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①米については平成１９年１０月より羽咋産コシヒカリを１００％使用。野菜も地場産

を７０％使用

②平成２８年１１月に５回、２９年３月に２回、市内全小中学校で、自然栽培米と野菜

を使っての給食を実施。

意見

ＤＯ

分析
①市学校給食地元農産物利活用協議会と協議し、使用料及び品目数の増を検討。

②自然栽培米及び野菜の今後の使用については、常に数量の確保が困難である。また、

単価についても現在の２倍以上であるため、給食費の引上げ又は、市補助金の増額で対

応しなくては実施できないため、現時点では不可。

Check

対応方向

①市学校給食地元農産物利活用協議会と協議し、使用料及び品目数の増を検討。

②自然栽培米及び野菜の今後の生産量と、単価を見ながら実施時期を検討する。

実績値
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 基本目標４ 　時代に合った持続可能な地域をつくり、地域と地域が連携する

評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 35人 60人 60人

実績値 52人 49人

年度目標に対する達成率 148.6% 81.7%

基準値に対する増減率 67.7% 58.1%

評価 ◎ ○

有識者会議による検証評価

効果検証・評価結果

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

52
住環境の整備推進

４－１－１ ② 転入者への家賃補助制度の充実

地域整備課 定住家賃補助による定住者数 150人（累計） 31人

取組内容

ＰＬＡＮ

①定住促進家賃補助金交付事業の継続

②新婚・子育て世帯及び空き家入居世帯への助成

Action

H29年4月より羽咋市定住促進新婚世帯新居費用助成事業を開始し、一層転入しやすい環

境を図るなど、今後も転入者に重点をおいた制度を継続する。

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

意見

ＤＯ

分析

通勤加算を新設したことにより、市外へ通勤する世帯が増え、転入しやすい環境が図ら

れた。

Check

対応方向

H27年度

①各種の取組みで定住者が大幅に増加している。定

住促進に効果があると思われる。

②行政ができる範囲は限られていると思う。不動産

業者とどこまで協力できるか。

H28年度

①通勤加算はよかった。制度の一層のＰＲを。

②目標値に届かなかったが、事業の効果としてはあ

る。

③よく頑張っていると思う。でももう少し。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①H28年4月より通勤加算を新設。1年間で最大156,000円助成。

実績値
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KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 40人 60人 30人

実績値 30人 29人

年度目標に対する達成率 75.0% 48.3%

基準値に対する増減率 0.0% -3.3%

評価 ○ △

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

53
空き家・空き地の利活用と既存住宅の性能維持の支援

４－１－２ ② リフォーム補助制度の充実

地域整備課 リフォーム補助による定住者数 150人（累計） 30人

Action

○　取組内容の継続

（1）空き家のリフォームや取得、除却に対する助成を実施

　①リフォーム助成

　②購入助成

　③除却助成

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H27年度

①今後も重要な取り組みであり、継続を望む。

②件数が少ないのは空き家のみが対象のため。

③空き家利用はコスト面でも有意義。

H28年度

①定住促進に必要な施策であり、助成の上乗せ等検

討していただきたい。

②空き家の貸し手にも問題があるのかも。

③これからもっと利用する人が出てくると思う。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①ホームページ等でＰＲの強化を図った。

②窓口にて住宅メーカーや不動産業者等にリーフレットの配布等により制度の周知を

図った。

意見

ＤＯ

分析

助成制度を実施した事により、中古住宅の購入を躊躇している方の後押しとなり、中古

住宅の活用が図られている。

制度実施から年間約30人が移住しており、定住促進につながっている。

Check

対応方向

今後も増え続ける空き家対策に有効な事業と考え、引き続き事業を実施する。

実績値
実績値
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

リフォーム補助による定住者数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 2橋梁 1橋梁 1橋梁

実績値 2橋梁 1橋梁

年度目標に対する達成率 100.0% 100.0%

基準値に対する増減率 0.0% -50.0%

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

54
公共施設の長寿命化と計画的整備

４－２－１ ② 道路・橋りょう等の長寿命化の推進

地域整備課 橋梁長寿命化の補修件数 5橋梁（累計） 2橋梁長寿命化補修

Action

○　取組内容の継続

橋梁の長寿命化修繕計画に基づく年次的に補修を実施

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H27年度

①「予防保全型」への管理へ移行してほしい。

②予算確保に努力されたい。

H28年度

①維持管理上必要であり、別予算があれば確保に努

力されたい。

②難しい問題だと思います。橋梁もいいけど、川の

中の泥の方が心配。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

平成28年度

　　釜屋大橋補修工事（その２）　上部工補修　C=7,744千円

    釜屋大橋補修工事（その３）　上部工舗装　C=7,776千円

　　釜屋大橋補修工事（その４）　下部工補修　C=8,000千円（前払い分）

意見

ＤＯ

分析

橋梁点検調査により、予防的修繕を実施し、補修工事費の縮減が図られる。

Check

対応方向

橋梁の長寿命化により、維持管理費の縮減及び道路ネットワークとしての安全性を高め

る。

実績値

実績値
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5橋梁

6橋梁

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

橋梁長寿命化の補修件数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 94.6% 94.0% 94.5%

実績値 93.6% 94.45%

年度目標に対する達成率 98.9% 100.5%

基準値に対する増減率 -1.0% -0.1%

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

55
公共施設の長寿命化と計画的整備

４－２－１ ③ 上下水道施設等の機能維持及び更新整備

地域整備課 漏水等の改善に伴う有収率上昇 95.5% 94.5%

Action

○　取組内容の継続

①老朽管更新事業を年次的に実施

②経年橋梁管の更新の実施

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H27年度

老朽化した配水管の計画的な更新を。

H28年度

①H27年度と同じ意見。

②ライフラインとして安心・安全に安定供給を図っ

てほしい。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

【平成２８年度　更新工事実績】

①老朽管更新事業配水管布設工事（下曽祢第１工区）　Ｌ＝２５１ｍ

②老朽管更新事業配水管布設工事（下曽祢第２工区）　Ｌ＝２４９ｍ

③雁田橋添架架替工事　Ｌ＝７３．７ｍ

意見

ＤＯ

分析

経年老朽管の更新により、漏水量が減となり、有収率が向上した

Check

対応方向

今後も、継続的に経年老朽管の更新を行い、安全な水の安定供給を図る

実績値
実績値
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漏水等の改善に伴う有収率上昇

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 1箇所 1箇所 0箇所

実績値 0箇所 2箇所

年度目標に対する達成率 0.0% 200.0%

基準値に対する増減率 ― ―

評価 △ ◎

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

56
地域における減災・防災体制の充実

４－３－１ ① 地域防災体制の充実と活動拠点の整備

環境安全課 防災公園整備数 2箇所 0箇所

Action

○　取組内容の継続

防災公園及び防災倉庫の建設に係る調査及び工事完成

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H27年度

①防災公園整備が本当に必要か再検討を。

②市街地の防災公園は必要。

H28年度

①自主防災組織、年1回以上の訓練をするように指

導。

②地域ごとに防災倉庫の建設を。

③よくやってると思う。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

旭町と鹿島路町で防災施設の建設事業を実施した

実施概要は以下のとおり。

①旭町地内で防災倉庫及び地下式防火水槽、防災井戸を完成（H28.8）させた。

　　担当課：環境安全課

②鹿島路地内の旧鹿島路小学校跡地にて防災倉庫を完成（H28.12）させた。

　　担当課：総務課

意見

ＤＯ

分析

　旭町防災公園は、災害時において「一時避難地や集合場所」となるほか、救援活動や

復旧活動の拠点なり、地域の防災体制の強化につながった。

　鹿島路町防災倉庫は、避難場所となっている旧鹿島路小学校跡地に「一時避難地や集

合場所」となるほか、救援活動や復旧活動の拠点なり、地域の防災体制の強化につな

がった。

Check

対応方向
　目標としては２箇所を達成しているが、その施設運営を行自主防災組織や防災士の育

成もあわせて強化していく。

　　自主防災組織　　　平成２８年度末　２８組織　➡　平成２９年度　３６組織

　　防災士（市育成）　　　　〃　　　　６８人　　➡　　　　〃　　　８３人

実績値

実績値

0箇所
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3箇所

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

防災公園整備数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 2件 4件 4件

実績値 12件 4件

年度目標に対する達成率 600.0% 100.0%

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ◎ ○

有識者会議による検証評価

0件

H28年度

①解体助成は前進

②孫世代となると関心も薄れるため迅速な取組が必

要。

老朽空き家に対する適切な助言・指導等を実施

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

地域整備課 応急処置の改善件数 10件（累計）

H27 総合評価

取組内容

ＰＬＡＮ

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①老朽空き家所有者に対して、空き家の適正管理を実施するよう助言、指導を文書で通

知し、また、口頭による指導を実施したところ、3件が改善を行った。

②特定空家等の所有者に対して、度重なる指導を実施した結果、1件が解体を行った。

③Ｈ28年度より解体助成を実施した。

意見

ＤＯ

分析

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

57
地域における減災・防災体制の充実

４－３－１ ② 老朽空き家等への対応

H27年度

①持ち主不明は今後も増加する見込みであることな

ど、空き家の問題は全国的なものがあり、更に充実

した取組が必要。

②取り壊し費用や、固定資産税負担の増加がネック

である。

①老朽空き家所有者に対しての度重なる助言、指導は効果的と思われる。

②解体助成を実施した事により、費用面で躊躇している所有者が解体に踏み切ってくれ

る。

Check

対応方向

①今後も継続して老朽空き家の所有者に対して、助言、指導を繰り返し実施し、老朽空

き家の改善を図る。また、町会との連携により効果的な対応の検討を行う。

②解体助成による空き家の取り壊しが多く、助成制度は老朽空き家対策に効果的と考

え、今後も引き続き助成制度を実施する。
H28 総合評価

実績値
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 0組織 1組織 9組織

実績値 0組織 3組織

年度目標に対する達成率 ― 300.0%

基準値に対する増減率 ― ―

評価 △ ◎

有識者会議による検証評価

0組織

H28年度

①サロン開催頻度の増加策を社協等と協議検討して

いただきたい。

②法改正で高齢者の生きがいの場づくりとして、

しっかり取り組んでほしい。

③引き続き頑張ってほしい。

①地域に支えあい組織を整備するための多様な団体等による生活支援協議体を設置

　町会、自主サロン実践者、老人会、民生委員、公民館等の代表者や介護サービス事業

所、社会福祉協議会、シルバー人材センターで組織した生活支援協議体を設置し、市全

体の地域包括ケア推進策を検討

②町会等地域の組織団体の行う介護予防活動の拠点整備補助金の交付

③羽咋はつらつ体操の普及啓発による介護予防拠点活動運営支援の実施

④地域における身近な支えあいと総合事業に関する説明及び懇談会を開催

◎　取組内容の深化・発展

◎　取組内容の深化・発展

地域包括ケア推進室 支え合い組織の整備数 3組織

H27 総合評価

取組内容

ＰＬＡＮ

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①生活支援協議体で、要支援認定者や総合事業対象者への市の独自サービスの基準等を

検討した。

②町会等地域の組織団体の行う介護予防活動の拠点整備支援として町会館等の改修工事

費補助を3箇所（飯山町、川原町、太田町）に対して行った。

③地域の支えあい組織

・飯山町：町会が主体となり10月から町会館を開放し週1回の介護予防活動を開始。

・福水町：地域の有志により10月からはつらつ体操を主とした週1回の教室を開始。

・千里浜町：地域の有志で組織する週1回の通所活動を継続。

意見

ＤＯ

分析

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

58
地域包括ケアシステムの構築と推進

４－３－２ ① 生活支援体制の整備

H27年度

介護保険財政も今後更に厳しくなっていくと見込ま

れることから、来年度の制度改正に向けしっかりと

準備してほしい。

①総合事業の枠組みや基準を決定した。

②地域サロンの開催頻度は月1回程度の箇所が多く、介護予防につながる地域生活を基

盤とする支援体制整備の推進が必要。

③地域の生活支援体制は、町会等地域住民の理解が必要であり、地域包括ケアシステム

に関する情報提供・周知の継続が必要。
Check

対応方向
生活支援協議体において、要支援認定者、総合事業対象者に対する支援体制に関する協

議を継続し、必要なサービスや支えあい組織の支援の充実に向けた具体策等を検討す

る。

また、市民に対する研修会や情報提供の場を設け、将来の人口構成や社会保障制度の改

正を踏まえた地域の支えあい活動の動機づけを図る。

H28 総合評価

実績値

実績値
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支え合い組織の整備数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 13事業所 15事業所 15事業所

実績値 12事業所 13事業所

年度目標に対する達成率 92.3% 86.7%

基準値に対する増減率 0.0% 8.3%

評価 ○ △

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

対応方向

　介護保険事業計画では、在宅での介護を支える施設の整備を予定している。そのため、

可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよ

う、地域の包括的な支援・サービス提供体制の構築を目指す、「地域包括ケアシステム」

の考えの周知に引き続き努めていく必要がある。「一億総活躍社会」の方針もあり、新た

な補助金や既存の補助金の増額の可能性もあるため、国の動向に注意を払う必要がある。

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護を行う事業者のＨ29

年中の指定へ向けて決定事業者への支援を行う。

②平成29年度については、在宅での介護の充実を図るため、小規模多機能型居宅介護、認

知症対応型通所介護を行う事業者を公募する。

③第７期介護保険事業計画策定（H30～H32）のためのデータ収集も兼ね、介護ニーズ調査

を行う。

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

59
地域包括ケアシステムの構築と推進

４－３－２ ③ 地域密着型サービスの充実

地域包括ケア推進室 地域密着型ｻｰﾋﾞｽ提供施設整備数 16事業所 12事業所

取組内容

ＰＬＡＮ

介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス提供施設の整備を行う

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

平成27年度

これからの大きな課題だと思います。さらに深めてい

ただきたい。

H28年度

①訪問看護、訪問介護、訪問入浴等在宅での要介護者

を支える確立した制度がある。この制度をさらに生か

すような仕組みが必要でないか。

②地域の理解が必要。

○　取組内容の継続

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

　第６期介護保険事業計画に基づき、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多

機能型居宅介護を行う事業者の公募を行った。

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、１度目の公募では、応募がなかったが、

２度目の公募で１事業所応募があり、介護保険運営協議会で整備・運営事業者を決定し

た。

②看護小規模多機能型居宅介護について、１事業所応募があり、県の補助金がＨ29年度に

持ち越されたため、介護保険運営協議会でＨ29年度に整備・運営事業者として決定した。

③公募によらない認知用通所介護が開設（市の財政負担なし）

分析

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、在宅介護を支える国が推奨する施設で

あるが、人口密度が低い羽咋市のような地域では採算性が不透明であったが、他施設との

併設により、運営可能と判断した事業所より応募があった。

②看護小規模多機能型居宅介護整備の補助金については、「介護離職ゼロ」を目指した国

補正予算によりＨ28年中に前倒しで要望したが、全国で要望が多く、Ｈ29年度での採択と

なった。
Check

H28 総合評価

実績値

実績値
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KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 4件

実績値 15件 2件

年度目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 25.0% -83.3%

評価 ○

有識者会議による検証評価

12件

○　取組内容の継続

H27年度

※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見

無

H28年度

①制度の周知施策が必要

②もっとアピールする事が必要だと思う。

　平成29年度は助成件数を前年の倍（4件）に増やし対応したい。

H28 総合評価

環境安全課

家庭用リチウム蓄電池設置助成

件数

60件（累計）

取組内容

ＰＬＡＮ

　地球温暖化の防止策として住宅用リチウムイオン蓄電池システムの普及を促進するた

め、住宅用リチウムイオン蓄電池システムの設置者に対し補助金を交付する。

H27 総合評価

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）
　平成28年度交付件数（交付金額）－2件（50,000円×2）

（参考）平成27年度交付件数（交付件数）－15件（50,000円×15）

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

60
再生可能エネルギー・省エネルギーの利活用と環境保全の推進

４－４－２ ② 省エネルギー化の推進による環境負荷の軽減

意見

ＤＯ

分析

　平成28年度は年度当初に予定に達したものの、以降も複数の問い合わせがあったこと

から市民の関心の高さがうかがえる。

Check

対応方向
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 4,600 トン

実績値 4,739 トン 4,738 トン

年度目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 0.8% 0.8%

評価 △

有識者会議による検証評価

4,700 トン

○　取組内容の継続

H27年度

※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見

無

H28年度

①町会単位の出前講座等も検討したらどうか。

②人口が減少し、量も減少するのでは。

③結構浸透してきたと思う。

　広報はくいやホームページ、ＳＮＳ等を活用し多様な情報発信を行うほか、住民向け

の環境講座等の開催や事業系ごみの減量対策として事業者への啓発を行う。 H28 総合評価

環境安全課 年間ごみ処理量 4,600 トン

取組内容

ＰＬＡＮ

　多様な情報発信や出前講座等を開催することにより、市民意識の向上を図り、ごみ減

量化の推進を図る。

H27 総合評価

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

平成２８年度ごみ処理量－４，７３８トン　➡　平成２９年度末　４，６００トン

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

61
再生可能エネルギー・省エネルギーの利活用と環境保全の推進

４－４－２ ③ 生ごみ減少化・資源化の推進と適正排出管理

意見

ＤＯ

分析

　基準値をやや上回るものの、前年度並みを維持している。

　また、毎月のごみ処理量をホームページで公表し、ごみ量の減量化を確認する。

Check

対応方向
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 0箇所 0箇所 0箇所

実績値 0箇所 0箇所

年度目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

62
地域活力の維持と協働のまちづくりの推進

４－５－１ ③ 地域における交流「拠点」の整備

生涯学習課 公民館整備数 1箇所 0箇所

Action

○　取組内容の継続

・地域の拠点となる公民館等の更新・整備

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

平成27年度

市民の、公民館への意識が年々薄れている。地域ご

とに温度差もある。

H28年度

①地域住民待望の公民館改築。地域住民の声を聞き

ながら公民館事業活性策を。

②古い建物を建て替えして、防災の拠点として位置

づけし整備していく。

③難しい問題だと思う。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

・邑知公民館を旧飯山小学校グラウンド跡地で、公民館・消防団車庫・放課後児童クラ

ブを有した複合施設で整備することを地元と協議し決定した。

・現公民館敷地の現況地形測量、土質調査を実施した。

・旧飯山小学校グラウンドの現況地形測量、土質調査を実施した。

・簡易基本設計・実施設計業務の委託業務の契約を締結した。

意見

ＤＯ

分析

・現在地の跡地利用は防災広場として整備を進める方向で検討する。

・施設のレイアウトなど設計案を地元建設委員会に提示し了解を得る。

・国道159号からの進入路の用地買収、拡幅工事の実施。

Check

対応方向

・平成29年9月末に実施設計を完了し、12月の工事着手に向け、関係者と協議を行い、

平成30年秋供用開始を目標に事業を進める。

※延べ床面積　約900㎡　(公民館770㎡　学童保育70㎡　消防団60㎡)

実績値 実績値0箇所

1箇所

2箇所

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

公民館整備数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 5団体

実績値 4団体 3団体

年度目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 ― -40.0%

評価 ◎ ○

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

63
地域活力の維持と協働のまちづくりの推進

４－５－１ ⑤

地域における祭礼・伝統文化の継承、ふるさとづくり等の支

援

生涯学習課 市民憲章実践活動団体助成件数 25団体（累計） 5団体

Action

○　取組内容の継続

・市民憲章推進基金の運用による実践活動団体への支援

・市民憲章活用の推進

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

平成27年度（ＫＰＩ：祭礼体験ツアーの開催）

①少子化により困難な課題。祭礼がなくなっている

地域もある。

②既存のものを継続できるような取組みが必要。

③市民グループで、ビデオにより記録を残す活動も

ある。

④宝くじの助成金を活用し、祭具の更新をしてい

る。

H28年度

①地域を元気づけることで他市からの移住につなが

るのではないか。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

・平成28年9月から1か月間、市民憲章推進基金助成団体(個人)の募集を行い、10月に選

考委員会を開催、5団体の募集があり3団体280,000円の助成金贈呈団体を決定した。

意見

ＤＯ

分析
・平成28年度、5団体の募集があったが、2団体助成金の交付が受けられなかった。理由

としては羽咋市での活動実績や、団体としての自主財源が少ないことや、町会や他団体

と連携をするなど活動や予算の基盤をまだ構築していないので、今後は改善した上で申

請を提出していただき、次の申請に期待をしたい。

Check

対応方向

・今後も、広報はくいやＨＰなどにより広く市民に啓発を行い、募集団体の増加を図り

活動助成金の充実を図る。
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 60人 150人 180人

実績値 138人 170人

年度目標に対する達成率 230.0% 113.3%

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

64
「ふるさと応援団」等による都市と農村の共生社会の実現

４－６－１ ①

三大都市圏における「ふるさと応援団」の設立と応援団員の

拡大

秘書室 ふるさと応援団会員数 200人 0人

取組内容

ＰＬＡＮ

平成２７年度に設立した３つの羽咋会との交流促進を図り、都市部における「ふるさと

支援の拠点」とすることにより、移住定住に関する情報発信、本市特産品のＰＲ、ふる

さと納税の推進を図る。

平成27年度

関東以外の羽咋会についても情報発信のお手伝いを

し、羽咋市のPR体制を構築する必要がある。

H28年度

①ふるさと納税などもあり、羽咋市を都市にPRする

必要がある。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①各総会の際に、市の取り組み事業である移住定住・ふるさと納税・ジビエ・自然栽培

のＰＲや市のイベント等を紹介し、会員へ情報を発信するとともに、交流を図った。

②会員にふるさと納税のパンフレット等を郵送し、ふるさと納税の推進に努めた。

③ヒューマンネットワーク会員に羽咋会への加入案内を送付し、会員の増に努めた。

④関東羽咋会で実施している軽トラ元気市へＰＲ用のチラシ等を送付し、羽咋市をＰＲ

してもらった。

⑤Ｈ２９年２月に、羽咋市の取り組みや施設などを視察し、羽咋市の現状を理解しても

らう「ふるさと応援ツアー」を中京羽咋会会員を対象に実施した。

意見

ＤＯ

分析

①ふるさと関東羽咋会　会員数も増加し、活動も他の羽咋会に比べると活発。

②関西羽咋会　　　　　会員数は横ばい、主な活動は総会開催のみ。

③中京羽咋会　　　　　関西羽咋会同様、会員数は横ばい、主な活動は総会開催のみ。

④市　　　　　　　　　情報発信・情報共有及び会員増のための働きかけが足りない。

Check

対応方向

市が特に協力いただきたい施策等の情報を総会等を通じて発信するとともに、

羽咋会との連携を強化し、羽咋会による市支援体制を構築する。

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

Action
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KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 1事業 1事業 2事業

実績値 1事業 1事業

年度目標に対する達成率 100.0% 100.0%

基準値に対する増減率 0.0% 0.0%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

65
「羽咋創生」を牽引する人材の育成と支援

４－７－１ ② 「子どもの力」を生かした羽咋創生事業の提案

まち・ひと・しごと創生本部事務局

小中高校生による羽咋創生事業

の提案

5事業

（累計）

0事業

取組内容

ＰＬＡＮ

小中高校生による事業提案の募集

H27年度　特になし

H28年度

①瑞穂小の取組を継続すると共に、他校にも拡げら

れないか。

②邑知地区で邑知検定を行っている。羽咋地区でも

羽咋検定みたいなもので子どもに羽咋を知っても

らっては。

③よくやってると思う。

対応方向

今後も、出前講座や体験学習などを通じ「がんばる羽咋創生総合戦略」の周知を図るとともに、子どもた

ちが羽咋創生やまちづくりの提案ができる機会の創出と企画をつくることを検討していく。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

Action

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①平成27年度は、がんばる羽咋創生総合戦略の策定に際し、市内及び近隣市町等に通学している高校生を

対象に、羽咋創生に関するアンケート調査を実施し、約73％の方が「本市に愛着を感じる」などの回答を

いただきました。

②平成28年度は、瑞穂小学校６年生が「総合的な学習の時間」の中で、「羽咋幸せ向上委員会」を立ち上

げ、福祉、安全、自然、観光、環境の５つのテーマによる提案があり、市職員との意見交換を実施した。

　【具体的な提案】

　・福祉　娯楽を交えた健康づくりイベントの開催

　・安全　パトロールの回数、市内の防犯カメラの台数の増加。防犯パンフレットの作成

　・自然　自然栽培農産物の収穫体験と販売をセットにした体験ツアーやインターネット販売の実施

　・観光　観光地スタンプラリー制度の構築。期間限定の千里浜海岸ライトアップ

　・環境　のとししオリジナルポスターでPR。モニター試食会を実施し、新しい料理の開発

意見

ＤＯ

分析

次代の羽咋市を担う小中高生からの具体的な意見や意見交換等は、羽咋創生の推進に大変有意義である。

今後、さらに多くの提案や意見の募集を行うための企画を行うことが重要である。

Check

実績値 実績値
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小中高校生による羽咋創生事業の提案

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 5人

実績値 2人 2人 5人

年度目標に対する達成率 ― ― 100.0%

基準値に対する増減率 100.0% 100.0% 400.0%

評価 ○ ◎

有識者会議による検証評価

③

H27年度

※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見

無

取組内容

ＰＬＡＮ

国や県、関係機関等へ職員を派遣し、派遣先での業務を経験することにより、市の業務

を客観視し、市の業務改善や政策形成能力の向上、地方創生に資する人材の育成を図

る。

　　　　　　総合戦略効果検証シート

総務課

国、県、関係機関等への職員派

遣

10人（累計） 1人

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

66
「羽咋創生」を牽引する人材の育成と支援

４－７－１ 国、県、関係機関等との人事交流の推進

○　取組内容の継続

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

Ｈ28年度派遣実績

　　県市町支援課（１名）

　　県中能登地区地方税滞納整理機構(１名)

　　羽咋まちづくり株式会社（１名）

意見

ＤＯ

分析

県及び民間会社への派遣を行ったが、地方創生に資する人材の育成という観点からは、

派遣先を幅広く選択し、より多くの職員を派遣する必要性がある。

Check

対応方向

平成29年度には中部経済産業局（富山）、ふるさと財団（東京）への派遣、県へは地方

創生に直接関係のある地域振興課への職員派遣を行う。

H28 総合評価

H28年度

①職員の派遣は、職員の視野を広げ、市組織の活力

化に有意義。また関係団体とのつながりを深くす

る。

②羽咋を知ってもらうことで大事なことである。

③もう少し頑張って。でも道の駅ができて、何か一

歩前進したと思う。

H27 総合評価
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国、県、関係機関等への職員派遣

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 10人 10人 10人

実績値 22人 32人

年度目標に対する達成率 220.0% 320.0%

基準値に対する増減率 214.3% 357.1%

評価 × ○

（1）実施日 H29.9.16

（2）参加人数 19人

（3）内容 有識者会議による検証評価

（1）実施日 H29.4.22

（2）参加人数 13人

（3）内容

　　　　　　総合戦略効果検証シート

H27年度

H28年度

①人材育成は必要であるが、職員数が少なく負担に

ならない様に。

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

67
「羽咋創生」を牽引する人材の育成と支援

４－７－１ ④ 地方創生を担う人材の政策形成実戦能力の向上

総務課 政策形成に関する研修参加者数 40人（累計）

取組内容

ＰＬＡＮ

政策形成に関する研修に職員を参加させ、地方創生を担う人材の育成を図る。

7人

○　取組内容の継続

ＤＯ

1.ＲＥＳＡＳ活用研修

ＲＥＳＡＳを使った分析により、政策立案や事業実施を行う手法を学んだ。

2．.若手主事級研修

がんばる羽咋創生総合戦略推進に係る金沢大学との共同研究発表会を

聴講することにより、羽咋市における地方創生の諸課題を認識すると

ともに、その解決策や展望について学んだ。

○　取組内容の継続

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

意見

分析

聴講型の研修を取り入れることにより、研修参加者数を伸ばすことができたが、職員の

スキルアップにつながったかは疑問が残る。より実践的な研修が求められる。

Check

対応方向

1.体験型の研修を取り入れること。

2.参加者のモチベーションを高めながら、研修を持続させていくこと。

3.今後も継続して政策形成研修を実施し、地方創生を担う人材の育成に努めること。

H28 総合評価

H27 総合評価

実績値

実績値
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KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 1事業 1事業 1事業

実績値 1事業 1事業

年度目標に対する達成率 100.0% 100.0%

基準値に対する増減率 0.0% 0.0%

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

68
近隣自治体、能登地域、広域地域等との連携・協力

４－８－１ ①

千里浜なぎさドライブウェイ保全のための国県等との連携・

協力、支援

地域整備課

国県等と連携した保全・継承事

業数

1事業 1事業

○　取組内容の継続

羽咋市・宝達志水町・石川県が協力して千里浜再生プロジェクトを実施。

平成27年度

千里浜海岸保全の有効な手だてが何よりも必要。

H28年度

①車が走れる個所が世界で３カ所しかないことをア

ピールしては。

②まだまだやれる事がある気がする。

対応方向

今後も継続的に実施し、千里浜海岸の魅力と、海岸保全意識の啓発を行う。

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

４月及び７月に海岸清掃を実施。

７月に体験型イベント（なぎさふれあい教室）を実施。

８月に一人一砂運動イベント（千の浜守人〔ハーモニー〕）を実施。※新事業

９月にライトアップイベント（「千」の輝き）を実施。

意見

ＤＯ

分析

平成２８年度よりイベントを１つ増やした結果、一般観光客１，０１０人に参加しても

らい、海岸保全意識啓発に大いに効果的であった。

Check

実績値
実績値

0事業

1事業

2事業

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

国県等と連携した保全・継承事業数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 6件 3件 3件

実績値 4件 3件

年度目標に対する達成率 66.7% 100.0%

基準値に対する増減率 0.0% -25.0%

評価 ○ △

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

69
近隣自治体、能登地域、広域地域等との連携・協力

４－８－１ ② 交通ネットワーク網の整備・促進を図る近隣自治体間連携

地域整備課

拠点都市間（ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ）20分圏

構想事業数

6件 4件

○　取組内容の継続

・主要幹線道路の整備による拠点都市間20分構想の推進

・通勤圏自治体との社会資本整備に伴う連携・強化

平成27年度

将来の合併も視野に入れてほしい。

H28年度

①早期完成するため近隣市町と連携し、県・国への

要望を。

対応方向

今後さらなる地域連携の推進により、事業の整備促進を図る上で大きな効果が期待でき

る。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

H28年度要望活動３件（国土交通省・石川県・県議会）

　・国道159号羽咋道路整備促進

　・国道415号二期工事整備促進

　・のと里山海道整備促進

意見

ＤＯ

分析

関係機関への要望活動に際し、近隣市町との連携することにより、地域振興や交通ネッ

トワーク等の事業効果に大きく寄与している。

Check

実績値
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拠点都市間（ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ）20分圏構想事業数
KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 0事業 1事業 2事業

実績値 1事業 2事業

年度目標に対する達成率 ― 200.0%

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

70
近隣自治体、能登地域、広域地域等との連携・協力

４－８－１ ③

近隣自治体、中能登地域における産業振興・地域経済活性化

の推進

まち・ひと・しごと創生本部事務

局

他自治体と連携した事業・研究

会等の実施

3事業 0事業

取組内容

ＰＬＡＮ

①全国の『自然栽培実行委員会』との連携・強化

②『のとしし』ブランド構築のための広域連携・協力体制の推進

③峨山道トレイルラン等、「能登の里山里海」を活かした事業の推進

④「禅」文化を中心とした他地域との連携協力体制の構築

⑤「ツールドのと」など能登地域全体を周遊するイベントへの支援

H27年度

特になし

H28年度

特になし

対応方向

自然栽培、ジビエについては、それぞれが地域産業として自立可能なシステムを構築す

る。

観光振興による地域活性化については、広域事務組合を組織する宝達志水町及び志賀町

と連携できる事業を検討する。

併せて、「ツールドのと」や「峨山道トレイルランニング」といった「能登の里山里

海」を生かした事業の創出と地場産業の振興を結び付け、地域経済の好循環事業の検討

を行う「場」をつくる。

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

Action

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①自然栽培については、生産者、ＪＡはくい、市の３者による「はくい式自然栽培実行

委員会」を組織し、自然栽培農産物の６次産業化を促進する。また、近隣自治体で新規

に自然栽培就農者を志す者については、ＪＡはくいの「のと里山農業塾」を通じ、普

及・促進に努めた。

②「のとしし」のブランド化については、近隣自治体と連携した個体確保及び食肉加工

品の販売店舗の拡大を図った。

③中能登地域よりも能登全体に拡大しての事業として、「ツールドのと」への支援、輪

島市との共催である「峨山道トレイルランニング」を実施するとともに、のと里山空港

の利用促進にも努めた。

意見

ＤＯ

分析

①自然栽培については、全国の「自然栽培実行委員会」や各種団体との連携に普及・促

進が必要。

②ジビエについては、すでに近隣自治体と連携・協力関係を構築しているが、今後、販

路の拡大や事業展開が可能であると思わる。

③豊かな自然環境や歴史・文化を活かした観光戦略は、外貨獲得による地域経済の活性

化に有効であることから、今後も、近隣市町や中能登地域全体のイベントや産業振興は

重要であると考える。

Check

実績値

実績値
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他自治体と連携した事業・研究会等の実施

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 1件 1件 1件

実績値 0件 1件

年度目標に対する達成率 0.0% 100.0%

基準値に対する増減率 ― ―

評価 △ ◎

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

71
近隣自治体、能登地域、広域地域等との連携・協力

４－８－１ ⑤ 広域連携による周遊観光の促進【再掲】

商工観光課 広域観光モデルルート設定数 3件 0件

Action

○　取組内容の継続

　交流人口の拡大のために、羽咋郡市１市２町で連携し、広域観光の周遊ルートを設定

することにより、広域観光の情報発信が図られる。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

平成27年度

①１市２町での広域連携は必要。

②各分野でつながりを持つことは重要。

H28年度

①日本への外国人観光客急増に対応し、1市2町で外

国人観光客を呼び込むという視点も必要。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

　いしかわ里山里海サイクリングルートの設定を行った。

意見

ＤＯ

分析

　作成したルートを利用しながら、市内の周遊への情報発信が必要である。

Check

対応方向

　１市２町での広域連携を継続しながら、その広域観光ルートを補完するような市内周

遊ルートの作成、新たな周遊ルートの模索、その他観光イベントの連携を図っていきた

い。

実績値

実績値
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

広域観光モデルルート設定数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 10事業 11事業 11事業

実績値 9事業 10事業

年度目標に対する達成率 90.0% 90.9%

基準値に対する増減率 0.0% 11.1%

評価 △ △

有識者会議による検証評価

取組内容

ＰＬＡＮ

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

72
近隣自治体、能登地域、広域地域等との連携・協力

４－８－１ ⑥ 姉妹都市、友好都市との交流の促進

秘書室 姉妹都市との交流事業数 20事業 9事業

○　取組内容の継続

姉妹都市の群馬県藤岡市との交流促進

中華人民共和国通州区との交流促進

平成27年度

①他の都市とも連携も検討を。

②通州区との交流も。

H28年度

①漢字文化など中国からの学びは大きい。中国の影

響が増大する中で、中国・通州区との交流は大切に

したい。英語圏ではカナダが有望。

②あんまりよくわからない。

対応方向

①今年７月に「道の駅能登千里浜」がオープンするが、藤岡市とは道の駅を持つ市とし

て新たな連携を構築し、交流促進に努める。

②新たな姉妹都市提携も視野に入れながら進めていく。（小学３年生からの英語必修化

を考慮し、英語圏の都市との交流など）

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

平成２８年度は藤岡市と姉妹都市提携３０周年の節目の年であったため、本市に藤岡市

の方を迎え、記念植樹も実施した。また、囲碁の交流大会や、小学生の剣道交流大会、

卓球の親善大会なども数年ぶりに実施した。

意見

ＤＯ

分析

①実施事業数は藤岡市との交流の１０事業にとどまった。

②羽咋市の活性化を促進するため、さらなる人的交流、文化交流、経済交流に努める必

要がある。

Check

実績値

実績値
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姉妹都市との交流事業数

KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 94.2% 93.6% 96.1%

実績値 89.3% 93.8%

目標に対する達成率 94.8% 100.2%

基準値に対する増減率 -5.6% -0.8%

評価 ◎ ○

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度

73
戦略的視点による行財政運営の推進

４－９－１ ① 経営的視点に立った行財政運営の推進

企画財政課 経常収支比率 90.0% 94.6%

取組内容

ＰＬＡＮ

Action

今後の見通しとして、歳入では市民税、固定資産税ともに減額が見込まれる。また歳出

では羽咋中学校建設事業や道の駅建設事業等の大型の償還が予定され増額が見込まれ

る。

このことから今後は、歳出について慎重な予算編成を行うとともに、公債費の繰上償還

を行いながら、市債の減額に努めていく。
H28 総合評価 ○　取組内容の継続

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

意見

ＤＯ

分析
経常収支比率が89.3％から93.8％と4.5ポイント増の理由として、経常支出として退職

者の減により人件費が減少したが、羽咋中学校建設事業の市債の償還が本格的に開始し

たことや子ども医療費助成制度拡充等により扶助費が増加したことで前年度比26,301千

円増となった。一方、経常収入では市税や普通交付税、臨時財政対策債が減少したこ

と、さらに保育料の第２子無料化等により前年度比約315,643千円減となった。
Check

対応方向

H27年度

非常に重要。継続して、しっかり取り組んでほし

い。

H28年度

①各種指標も大事だが、積極性を失ってはならな

い。

②しっかり取り組んでほしい。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

実績値
実績値

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

100.0%

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度
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KPI
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評価項目 総合評価項目

◎ 目標値以上 ◎　取組内容の深化・発展

○ 基準値と同等 ○　取組内容の継続

△ 基準値未満 △　取組内容の見直し

基準値
× 進捗なしor事業終了 ×　取組の中止・終了

※2014（H26）年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 0件 1件 4件

実績値 1件 4件

年度目標に対する達成率 ― 400.0%

基準値に対する増減率 ― ―

評価 ○ ◎

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

74
戦略的視点による行財政運営の推進

４－９－１ ③ 地方創生特区の検討、地域再生計画と制度の活用

H27年度

①羽咋創生に有効なものを見出し、活用していただき

たい。

②農地の転用・取得の特例なども検討すべき。

H28年度

①地域協力員の雇用年数が終了後どうなるか心配であ

る。

まち・ひと・しごと創生本部事務

局

地方創生特区・地域再生計画採

択件数

7件（累計） 0件

取組内容

ＰＬＡＮ

①羽咋市版地方創生総合戦略「がんばる羽咋創生総合戦略」の推進、PDCAサイクルの構築

②地方創生特区、地域再生計画の検討と制度の活用

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①地域再生計画　４件（累計）　市単独計画２件　石川県及び県内市町連携計画２件

【内訳】

Ｈ27年度 １件

・単独計画 「人と自然が生み出す、魅力・活力・つながりの場創出「羽咋ＰＲＩＤＥ創

生プロジェクト」

平成28年度 ３件

・連携計画「ものづくり産業と連携した農林水産業の成長産業化計画」

・連携計画「百万石の伝統を活かした文化・観光プロジェクト」

・単独計画「「静脈産業」と連携した自然栽培次世代就農者自立モデル構築計画」

②地方創生特区申請　0件

意見

ＤＯ

分析

「羽咋創生」の主要施策として掲げる自然栽培、道の駅、移住定住等を推進するための計

画が国から地域再生計画として認定されたことにより、国から財政的な支援（地方創生加

速化交付金及び地方創生推進交付金）を得ることができた。

また、石川県及び県内市町との広域連携計画として、農業、歴史・文化を活かした交流人

口拡大に係る計画も国の認定を受け、事業費について国からの財政的な支援（地方創生推

進交付金）を受けることができた。

Check

対応方向

①「羽咋創生」事業等については、今後も地域再生計画を活用し、国からの財政的な支援

を受けて事業の推進を図るとともに、計画期間内に各事業主体が自立できる支援策と仕組

みづくりを計画的に行う。

②地方創生特区については、羽咋創生を推進に必要となった際、適宜、検討・申請を行

う。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

Action

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

実績値
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