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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
51,395 69,124 19人 ◎

2
1店 ◎

3
15,457 21,441 12,000 千円 ◎

4
39,032 361,184

０人

※2017

（H29）年度

開業予定

2人 ○

5
36,816 49,685 478,936 人/年 ○

6
76,063 110,000 50人（累計）

127人

※過去５年

間累計

19人

（累計 40人）

◎

7
0 2,970 0箇所 ○

8
2,800 3,741 30人（累計）

4人

（累計7人）

○

9
0 2,394 8件（累計） 5件 ○

24
① まち・ひと・しごと 地域未来牽引事業 3件（累計） 0件

10
② 0 0

まち・ひと・しごと

創生本部事務局

地域再生計画認定

数

5件（累計） 0件 1件 4件 新規指標 ○

基本目標１

通し番号 基本目標 基本的施策

8人 10人 ◎

実績値 総合評価

1-1-1

『自然栽培』を中心

とした農業の成長産

業化

①

『自然栽培』の生産・普及と『輸出産

業』化

６次産業創生室
自然栽培就農者数 40人

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）

③

『自然栽培』を含めた農産物（加工品

を含む）の販路拡大による農村再生

の支援

６次産業創生室

首都圏等における販

売協力店舗数

2店 0店 1店 ○

農林水産課

食品・加工品等の売

上額

30,000 千円 0 千円 990 千円 ○①

「ジビエ」を素材とした戦略産品等の

開発・販売

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

道の駅での雇用者

数

14人

求人していな

いため未記入

○① 『道の駅のと千里浜』の整備・推進
６次産業創生室

1-2-2

羽咋駅周辺整備に

よる「まちなか」の賑

わい創出

① 羽咋駅周辺の整備
地域整備課

羽咋駅乗降者数 49万人/年

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

1-3-1

継続した企業立地・

誘致の推進

① 企業立地・誘致の促進

47万人/年 471,600 人/年 ○

商工観光課

誘致企業の新規雇

用数

21人 ○

③ 工業用地の確保
商工観光課

工業用地の確保数 1箇所 0箇所 0箇所 △

②

第二創業、小規模事業者の後継者

育成への支援

商工観光課

第二創業・事業承継

支援数

0件 0件 △

新規起業支援者数 3人 3人 ○① 新規起業家への支援
商工観光課

1-3-3

起業・創業支援の強

化

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

官民協働、地域連携、政策連携によ

る新たなビジネスモデルの創出と支

援
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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

11
3,482 2,332 100件（累計） 11件（H27）

45件

（累計72件）

◎ ◎

12
473 1,258 7件（H27） 47件 ○ ○

13
39,032 361,184

0万人/年※2017

（H29)年度開業予定

※平成29年７月

開業

○ ○

14
36,816 49,685 478,936 人/年 ○ ○

15
3,789 6,716 2,634 人 ◎ ○

16
394 766 8,000 人泊（累計）

775人泊

（累計）

1,602人泊

△ △

17
0 6,000

0円※2017（H29)年

度開業予定

※平成29年７月

開業

○ ○

18
300 3,400 203万人 ○ ○

19
323 0 1,394 人 ○ ○

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

移住・定住に関する相

談件数

27件

2-1-1

移住総合相談窓口

による地方移住支

援

①

移住・定住に関する総合

相談窓口の設置

がんばる羽咋創生推進室

②

移住・定住に関する情報

発信と支援制度の充実

がんばる羽咋創生推進室

首都圏等での移住フェ

アにおける相談件数

50件 10件

道の駅利用者数 21万人/年

開業前のため

未記入

羽咋駅乗降者数 49万人/年 47万人/年 471,600 人/年

③

めぐまれた自然・歴史文

化財の保存と利活用

商工観光課

千里浜、柴垣海岸での

イベント参加者数

2,500 人 1,928 人 1,772 人

2-2-2

周遊滞在型観光の

推進

①

合宿・修学旅行の積極

的誘致

商工観光課

②

官民協働による特産品・

名産品等の開発及び販

売促進

６次産業創

生室

道の駅での売上高

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

①

『道の駅のと千里浜』を核

とした交流人口の拡大

６次産業創

生室

②

羽咋駅周辺の整備【再

掲】

地域整備課

市内宿泊件数 1,493 人泊 827 人泊

２億730万円 ― 

2-2-3

魅力あふれる観光

情報の発信

①

観光資源の発掘、磨き

上げの促進

商工観光課

日帰り観光施設利用者

数

285万人 202万人 217万人

⑤

インバウンド観光の推

進・充実

商工観光課 外国人観光客数 2,100 人

実績値 総合評価

1,412 人 1,798 人
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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

20
① 2,998 2,017 健康福祉課

出会いの場からのカッ

プル成立件数

10件 2件 17件 10件 ◎ ◎

21
3-2-1

出産・子育ての経済

的負担の軽減と支

援

103,455 95,589 369人 ◎

22

出産・子育てしやす

い環境の整備

1,679 1,811 113人 ◎

23
5,029 6,552 2000人（延べ数） 1900人（延べ数） 2891人 ◎

24
0 0 15.1% ○

25
12 10 2.5 日 2日 ○

26
0 0

58学級（重複含む）

○

基本目標３

通し番号 基本目標 基本的施策

実績値 総合評価

3-1-1

結婚を希望する若

者への支援

出会いの場の創出、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）

①

子どもに係る経済的負

担の軽減

健康福祉課 保育料軽減数 300人 324人 319人 ◎

3-2-2 ③ 家庭保育支援の充実 健康福祉課

ファミリーサポートセン

ター利用者数

120人 116人 29人 ◎

3-2-3

子育てと仕事の両

立支援、女性の活

躍の場の創出

①

保育ニーズに対応した

保育所運営

健康福祉課 延長保育利用者数 2563人 ○

18.7% △

3-3-2

次代に対応するた

めの学習能力の向

上

①

国際的に活躍できる人

材の「卵」の育成

学校教育課

中学３年生の英検３級

以上取得率

50％以上 なし

③

④

体育・健康に関する活

動の充実

学校教育課

スポチャレ石川表彰学

級数

80学級（重複含む）

キャリア教育の推進 学校教育課

わく・ワーク職場体験

等の生徒１人当たりの

参加日数

3日以上

76学級（重複含む） 77学級（重複含む）
新規指標

2日 △
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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

27
21,918 27,060 100人（累計） 20人（累計） 49人 ◎

28
0 2,500 50人（累計） 14人（累計）

0人

（モデルハウス

以外は入居

済）

◎

29
6,156 180 50人（累計） 30人 ◎

30
4-2-1

公共施設の長寿命化と計

画的整備

2,414 4,498

民間活力を生かした公共施

設の整備

1箇所 0箇所 ○

31

地域包括ケアシステムの構

築と推進

0 102 3009人 ◎

32
21,591 21,094 未確定 ◎

33
9,757 9,596 5783人 ○

34
③ 10,266 11,511 健康福祉課

運動習慣のある者（※）の

割合

45% 39.6% 41.1％ 41.1% ◎

35
28,671 29,065 30980人 ◎

36
1,069 0 未確定 ○

37
9,496 9,512 66町会 ○

38
8,605 8,316 55団体 ◎

39
0 0 30事業（累計）

Ｈ29年度

新規事業

◎

40
② 23,124 92,281

がんばる羽

咋創生推進

室

ふるさと納税額 200,000 千円 6,800 千円 70,437 千円 224,400 千円 ○ ◎

41
4-7-1

「羽咋創生」を牽引する人材

の育成と支援

10,906 17,144 6人 ◎

42
4-8-1

近隣自治体、能登地域、広

域地域等との連携・協力

2,000 2,000 451人 ○

43
4-9-1

戦略的視点による行財政運

営の推進

② 0 0 総務課

第6次行財政改革行動計画

の達成率

100%

Ｈ27年度から

実施

85.7% 86.6% 新規指標 ◎

基本目標４

通し番号 基本目標 基本的施策

総合評価

4-1-1 住環境の整備推進

① 住宅取得支援制度の拡充 地域整備課

住まいづくり奨励金による

移住者数

43人

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）

◎

③

若者の移住・定住の促進を図る

宅地供給の推進

地域整備課

定住促進分譲地等による

定住者数

27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

① 空き家・空き地の活用促進

がんばる羽

咋創生推進

室

空き家・空き地バンク登録

物件入居の定住者数

11人 12人 ◎

①

公共施設等の総合的な管理運

用、再編の推進

総務課 0箇所 0箇所 ○

4-3-2
2401人 2717人 ◎② 認知症施策の充実

地域包括ケ

ア推進室

認知症サポーター数 3000人

4-3-3

健康寿命の延伸による「生

涯活躍のまち」の構築

① 生活習慣病の予防 健康福祉課

②

がんの早期発見と予防対策の

推進

健康福祉課 がん検診受診者数 5800人 5328人 5676人 ○

特定健診受診率 60% 46.5% 49.3% ○

健康でアクティブな生活の実現 ◎

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

①

再生可能エネルギー利活用に

よる低炭素社会の推進

環境安全課 二酸化炭素削減量

地域循環バス年間総乗客

数

33000人 32747人 31461人 ◎4-4-1

「地域における足」となる循

環型交通の確保

① 地域循環型交通手段の確保 健康福祉課

6,041 トン 6,427 トン 5,848 トン ○

66町会 66町会 ◎

4-5-1

地域活力の維持と協働のま

ちづくりの推進

① 町会への支援充実 総務課 町会数 66町会

②

地域コミュニティの活性化と地

域づくりへの参加・促進

生涯学習課 市民活動団体登録数 70団体 53団体 ○50団体

新規指標④

羽咋創生を担う市民提案事業

への支援

がんばる羽

咋創生推進

室

市民提案型まちづくり事業

数

Ｈ29年度

新規事業

Ｈ29年度

新規事業

① 地域おこし協力隊の活用と支援 総務課 地域おこし協力隊登用数 10人（累計）

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

ふるさと納税の推進

4人 ○4人（H27）

406人 406人 新規指標④

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【再掲】

生涯学習課

峨山道トレイルラン参加申

込者数

2200人（累計）

行財政改革の推進

実績値
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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 10人 20人 30人

実績値 10人 19人

年度目標に対する達成率 100.0% 95.0%

基準値に対する増減率 25.0% 137.5%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

平成27年度

①季刊誌でもよいが出向いてPRすべき。

②販売（出口戦略）に力を入れていかないといけな

い。特に野菜。

③輸出産業化に向けての具体的な取組みが必要。

H28 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

Check

６次産業創生室 自然栽培就農者数 40人 8人

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

1

１－１－１ ① 『自然栽培』の生産・普及と『輸出産業』化

効果検証・評価結果

◎　取組内容の深化・発展

平成28年度

①野菜についての販売（出口戦略）は、加工品におけ

る支援を進めていく必要がある。

②出口対策として、生産者個々の取組みに対する支援

を強化すべき。

◎　取組内容の深化・発展

Action

取組内容

ＰＬＡＮ

自然栽培に取り組む新規就農者に対する助成額の上乗せ

自然栽培普及のためのイベント開催や研修の継続

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

【自然栽培フェアin羽咋の開催】

　自然栽培における市民意識の高揚と機運の醸成を図るため、「自然栽培フェアin羽咋」

を開催した（Ｈ28.10）。北陸三県の自然栽培農家によるオーガニックマーケットの出店

や、おにぎり300個を無料配布し、二日間で約450人の来場者があった。

【自然栽培による各種支援策】

①新規就農者総合支援事業・・・国の補助に1割上乗せ

②新規就農者家賃補助事業・・・空き家家賃の半額補助　上限2万円

③環境保全型農業直接支援事業・・・作付面積に対する補助　20円/㎡

④自然栽培農地確保事業・・・バックホウ等の特殊機械の借り上げ支援

意見

ＤＯ

分析

　移住体験住宅（自然栽培チャレンジハウス）を紹介し、羽咋に来て、農業体験を行って

もらうことが必要。

　自然栽培フェアでは二日間で約450人の来場者があったが、一般市民の自然栽培の認知

度はまだまだ低いと思われる。自然栽培とはどういうものか、まず食べてもらうなど、今

後ますますの普及・啓発活動が必要。

対応方向

　イベント等を通し、自然栽培の普及・啓発活動を行い、新たな需要を掘り起こす。

　自然栽培に興味がある人には、移住体験や農業体験をしてもらい、新規就農者として農

業を始めやすいように、引き続き農業支援を行っていく。

　2020年東京五輪・パラリンピックの選手村への食材提供を機に、海外輸出を目指す。

H27 総合評価

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

自然栽培就農者数

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 1店 1店 1店

実績値 1店 1店

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 ― ―

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

平成27年度

①アンテナショップ、道の駅を除いた取扱店舗数、売

上数量、金額など具体的な目標値の設定が必要。

②市は、生産者と販売先をつなぎあわせる役目。直接

会って話をして、食べてもらう機会の提供が必要。

③アンテナショップだけではなく、首都圏で行われる

物産展やイベントにも出展していく必要あり。

④販路は首都圏に限らないし、販促方法も多様化して

いる。現状の取組みに斬新さを感じない。

⑤営業担当をはっきりさせることが重要。

⑥学校給食への提供、食育を通して安全・安心をPR。

⑦具体的な取組をしているが、さらなる検討が必要。

平成28年度

①1年を通じて出荷できる加工品への支援を強化すべ

き。

②販売協力店舗として首都圏にこだわる必要はないの

では。

意見

2 　　　　　　総合戦略効果検証シート

１－１－１ ③

『自然栽培』を含めた農産物（加工品を含む）の販路拡大によ

る農村再生の支援

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

６次産業創生室

首都圏等における販売協力店舗

数

2店

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

0店

取組内容

ＰＬＡＮ

首都圏アンテナショップ等と連携した販路拡大と情報発信を行った。

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

東京都杉並区で自然栽培に特化した市アンテナショップを開設（Ｈ28.3）

首都圏における販路拡大と定住移住等の情報発信を行った。

【場所の選定理由について】

①近年の健康志向ブームによって首都圏で需要が見込まれるため。

②自然栽培農産物の売りの一つが「安全・安心なもの」であり、杉並区においては若い

子育て世帯が多く、親が子どもに「安全・安心なもの」を食べさせたいという思いがあ

るため。

ＤＯ

分析

【アンテナショップ売上上位】

①にんじんジュース

②羽咋式自然栽培米

③はとむぎ茶

体験住宅の利用者の６割がアンテナショップから情報を得ている。Check

対応方向

今後は、自然栽培の農産物の生産が増加していくことが見込まれており、販路拡大が急

務となっている。ネット通販等も活用し、販路の新規開拓や消費拡大を目指す。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

実績値 実績値

0店

1店

2店

3店

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

首都圏等における販売協力店舗数

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 1,000 千円 5,000 千円 15,000 千円

実績値 990 千円 12,000 千円

年度目標に対する達成率 99.0% 240.0%

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 総合評価

平成28年度

①実績が目標値を大幅に超えており、売上状況、イノ

シシ対策がまだまだ必要であることから、この事業は

今後も進めていくべき。

②課題として、事業として成り立つように、人手が足

りていない状況を解決し、効率的な運営を進めていっ

て欲しい。

　　　　　　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

農林水産課 食品・加工品等の売上額 30,000 千円 0 千円

3

１－１－２ ① 「ジビエ」を素材とした戦略産品等の開発・販売

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

Action

取組内容

ＰＬＡＮ

平成27年10月に処理施設を開設し、生産及び販路の拡大を行なっている。

地元及び都市部での普及活動を並行して行うことで、安定した消費を目指してきた。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①地元の直売所（神子の里・ＪＡグリーン）での販売開始。

②ふるさと納税の返礼品開始（平成28年10月）

③地元飲食店組合での新メニュー作成の取り組み（3品目）

④商談会への参加（金沢2回・大阪1回・東京1回）

⑤普及イベントへの参加4回（フーデックス金沢・ＪＡ感謝祭・福祉まつり）

⑥県内スーパー2店舗での販売開始（カジマート）

⑦道の駅の外商での販売開始

⑧金属検出器など安全に配慮した精肉の生産を行った。

意見

ＤＯ

分析

①都市部でも特に東京での営業が効果的。月に10万円以上購入する店舗もあり。今後も継

続するべき。

②道の駅のと千里浜も営業が開始されることから、連携した販売戦略が重要となる。

③安全や衛生の考え方は、過剰ということがないという考え方で進め、場合によっては

HACCP（ハサップ）に準じた管理も検討。

※HACCP（ハサップ）：1960年代に米国で宇宙食の安全性を確保するために開発された食

品の衛生管理の方式。

Check

対応方向

①都市部での営業継続

②安全面の更なる向上で、他の施設との差別化

平成27年度

①加工品の取組が重要。

②月150㎏程度、イノシシ肉は販売でき、平成28年度

は500万円の売上目標が達成できる見込みであるとの

ことから、このまま事業を継続していくことでよい。

実績値

実績値

0千円
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10000千円

15000千円

20000千円

25000千円

30000千円

35000千円

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

食品・加工品等の売上額

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 2人 14人

実績値 求人していないため未記入 2人

年度目標に対する達成率 ― 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

対応方向
平成29年度は、道の駅運営のための適正な人員配置となるよう、引き続き従業員等を募集

する必要がある。

①市地域おこし協力隊1名雇用予定（計2名）

②副料理長1名の雇用が必要

③従業員及びパートの雇用が必要

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

Action

意見

分析

平成28年度の雇用人数の目標は達成できた。平成29年度採用予定となるパート数は15名で

あるが、短時間勤務希望がほとんどであるため、従業員及びパートの募集を随時行う必要

がある。

Check

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

平成27年度　特になし

平成28年度

①雇用に苦戦しているため、今後も人の確保に取組む

必要がある。

②盛り上がりが欠けているのではないか。積極的な情

報発信を。

14人

取組内容

ＰＬＡＮ

交流人口の拡大、産業振興及び雇用創出の中核施設となる道の駅を整備する。

①平成28年7月に運営法人を設立し、２名雇用。

②市地域おこし協力隊１名雇用。

③その他従業員及びパートは、平成29年4月以降に採用予定。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①平成28年7月に運営法人「羽咋まちづくり株式会社」を設立し、２名雇用。（料理長1

名、従業員1名）

②市地域おこし協力隊1名雇用。

③市より出向　1名。

④パート15名採用予定（平成29年6月に採用）

ＤＯ

６次産業創生室 道の駅での雇用者数

0万人/年※2017（Ｈ29）年度開

業予定

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

　　　　　　総合戦略効果検証シート4

１－２－１ ① 『道の駅のと千里浜』の整備・推進

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 475,000 人/年 475,000 人/年 475,000 人/年

実績値 471,600 人/年 478,936 人/年

年度目標に対する達成率 99.3% 100.8%

基準値に対する達成率 0.3% 1.9%

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

47万人/年

取組内容

ＰＬＡＮ

・羽咋駅東口ロータリーの整備

・羽咋駅西歩行空間の整備

・羽咋市の玄関口にふさわしい駅前広場やトイレ等の整備

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

地域整備課 羽咋駅乗降者数 49万人/年

5 　　　　　　総合戦略効果検証シート

１－２－２ ① 羽咋駅周辺の整備

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・・・）

①羽咋駅東口　総事業費 23,903千円

　・駅東広場舗装　事業費 4,428千円

　・駅東広場照明　事業費 9,324千円

　・広場修景施設　事業費 5,648千円

　・広場休憩施設　事業費 4,503千円

②羽咋駅西口　総事業費 62,580千円

　・駅西広場整備　事業費 24,181千円

　・駅西広場照明　事業費 7,819千円

　・駅西歩道整備　事業費 8,640千円

　・駅西トイレ改修　事業費 21,940千円

平成27年度

①訪問者が駅から次のアクションを起こしやすくな

る工夫が必要。

②旅行者の食事・お土産など不評改善策も視野に要

検討。

平成28年度

※移住・交流グループで効果検証

意見

ＤＯ

分析

駅東広場については、平成27年度内で整備をほぼ終えて、駅東宅地分譲との相乗効果を

誘導することができた。

駅西広場は、平成28年度からトイレ改修をはじめ、広場整備等を実施し利便性の向上を

図った。

Check

対応方向

平成29年度は、アーケード改修や多目的トイレ設置により、魅力向上に寄与する。

H28 総合評価 ○　取組内容の継続Action

実績値

実績値
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羽咋駅乗降者数
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移住・交流グループで効果検証
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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 21人  19人（累計 40人）

年度目標に対する達成率 210.0% 190.0%

基準値に対する増減率

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

平成27年度

①誘致可能用地のデータベースをしっかり作る。

②旧学校用地なども活用すべき。

③空き事務所、空き工場なども把握すべき。

④既存施設の活用も視野に入れる。

⑤△に近い。

H27 総合評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

商工観光課 誘致企業の新規雇用数

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

50人（累計） 127人※過去５年間累計

6

１－３－１ ① 企業立地・誘致の促進

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

Action

取組内容

ＰＬＡＮ

企業誘致により新規雇用者の確保を図る。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

平成28年度

　　北陸KTCﾂｰﾙ㈱　事業拡大による新規雇用者　15人

　　㈱マルゲン　　設備の増設による新規雇用者 4人

※平成27年度からの累計 40人

意見

ＤＯ

分析

事業拡大や設備増設等による生産工場の増設に伴い新規雇用者を確保している。

Check

対応方向

新規企業進出や工場増設等により、雇用の拡大が図られるよう市内の企業や石川県との連

絡を密にしていく。

平成28年度

①Ｈ27年度評価と同様、空き物件のデータ整備活用を

進めるべき。

②ターゲットを決めての誘致が必要。

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箇所 0箇所 1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

H27 総合評価 △　取組内容の見直し

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

平成28年度の実績はなし。

意見

ＤＯ

分析

工場用地の適地調査を実施したが、新規の工場用地を確保するには、多額の費用と長い

時間が必要となる。

Check

対応方向

整地等に係る費用と時間の短縮を図るために、企業が保有している遊休地の取得を進め

ていく。

平成27年度

①空き物件の活用など弾力的な発想が必要。

②長期の視点での用地選定をお願いします。

③空き事務所の活用など、目線を変える必要がある

のではないか。

④貸借用地の獲得など柔軟な対策・提言も要検討。

平成28年度

①工業用地がなければ、誘致する必要がないのでは

ないか。誘致することでどれだけの効果があるの

か。誘致したところで、人が集まらないのではない

か。

②社会情勢等の状況をみながら、事業を進めていく

べき。

③自然栽培等、他の地域にはない特色を出して誘致

するべき。

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

7 　　　　　　総合戦略効果検証シート

１－３－１ ③ 工業用地の確保

商工観光課 工業用地の確保数 1箇所 0箇所

取組内容

ＰＬＡＮ

企業誘致を進めるために、不足している企業誘致の用地を確保する。

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

工業用地の確保数

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人 6人 6人

実績値 3人  4人（累計7人）

年度目標に対する達成率 50.0% 66.7%

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

H27 総合評価

平成28年度

①空き店舗における情報があるとよい。情報の集約

化、発信が課題。

②企業の強みを生かす取組みをするべき。

　　　　　　総合戦略効果検証シート

商工観光課 新規起業支援者数 3人

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

30人（累計）

8

１－３－３ ① 新規起業家への支援

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

○　取組内容の継続

Action

取組内容

ＰＬＡＮ

市内での創業・起業を目指す若者や女性に対し、初期投資に係る事業経費等を一部助成す

ることにより、空洞化が進む商店街の空き店舗等の利活用による就業の場の創出を支援

し、地域の若返りと地域活力の増進を図る。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・） 平成28年度4件

　飲食業　2件（麺’ｓじむり、浜やん（女性））

　福祉器具貸与・販売　1件（株式会社タスカル）

　健康推進事業　1件（Personal　Training　Studio　Qapla´s）

意見

ＤＯ

分析

　市内の空き店舗等を利用した起業が４件あり、地域の活力増進が図られた。

Check

対応方向

　引き続き、起業家への支援を続けるとともに、市、商工会、金融機関と連携した創業支

援ネットワークを活用した起業後の支援も継続して行う。

平成27年度

①新規起業はなかなか難しい。今ある個人事業者が新

しくしようとすることにも支援することも重要。

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 1件 2件 3件

実績値 0件 5件

年度目標に対する達成率 0.0% 250.0%

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 総合評価 △　取組内容の見直し

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

平成28年度　5件

　駒井商店、㈱辰実不動産、㈱紐屋、山嵜撚糸合同会社、㈱安達

意見

ＤＯ

分析

　事業承継時の課題の一つである、老朽化した設備等の更新に補助を行ったことによ

り、事業承継が図られた。

Check

対応方向

　事業承継に係る支援を継続するとともに、商工会等と連携し、事業所の後継者問題の

解決に努めたい。

平成27年度

勤め先にて事業継承相談会を行っており、市や商工

会と連携して問題解決にあたりたい。

平成28年度

①石川県に例がない等、珍しい取組であり、今後も

積極的に推進していくべき。

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

商工観光課 第二創業・事業承継支援数 8件（累計） 0件

取組内容

ＰＬＡＮ

　小規模事業の後継者育成を支援し、設備の更新等に係る事業経費の一部を助成するこ

とにより、地域の若返りと地域活力の増進を図る。

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

9 　　　　　　総合戦略効果検証シート

１－３－３ ② 第二創業、小規模事業者の後継者育成への支援

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 0件 1件 5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

H27 総合評価

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①生産者、ＪＡはくい、市が協力・連携するため、「はくい式自然栽培実行委員会」を設

立し、生産から販売までの自然栽培による地域経済循環システムの構築を推進することと

した。

②自動車リサイクル産業であり、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、本市と自然栽培に関する官民協働事業に関する協定を締結し、先端的

試験農場の設置とIot、ＩＴの利活用等による次世代農業者自立支援モデルの構築を図る

こととなった。

③経済産業省・中部経済産業局と連携し、RESAS（地域経済分析システム）を活用した政

策立案ワークショップを開催し、「自然栽培」と「道の駅のと千里浜」についての意見交

換と今後の戦略について協議した。

意見

ＤＯ

分析

「羽咋創生」の着実な推進により、地域資源を活用した新たなビジネスモデルの構築に賛

同・協力する企業や団体が増加している。

本市総合戦略に掲げる施策を具体化することにより、さらなる官民協働、地域連携、政策

連携事業の展開が見込まれる。

Check

対応方向

羽咋創生の重点施策を中心とした官民協働、地域連携、政策連携事業の推進と深化を図

る。

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

平成27年度　なし

※総合戦略改訂後に追加した指標のため

平成28年度

①補助金につながる事業であるため、今後も推進して

いってほしい。

②結果は長期的に見ていく必要がある。

まち・ひと・しごと創生本部事務局 地域再生計画認定数

5件

（累計）

0件

取組内容

ＰＬＡＮ

①地域と一体となったマーケティング、販路開拓を推進する施策の検討、実施

②「羽咋創生」をともに推進するパートナー企業（地域未来牽引事業者）との連携

③産官学等の連携による地方創生事業の検討・政策立案・分析

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

10 　　　　　　総合戦略効果検証シート

１－４－１ ②

官民協働、地域連携、政策連携による新たなビジネスモデル

の創出と支援
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地域再生計画認定数

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 15件 30件 50件

実績値 27件  45件（累計72件）

年度目標に対する達成率 180.0% 150.0%

基準値に対する増減率 145.5% 309.0%

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

取組内容

ＰＬＡＮ

移住定住ワンストップ窓口の設置

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

がんばる羽咋創生推進室 移住・定住に関する相談件数

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

100件（累計） 11件（H27）

11

２－１－１ ① 移住・定住に関する総合相談窓口の設置

◎　取組内容の深化・発展

分析

　移住を希望する人たちからの羽咋市の移住等に関する取り組みへの認知度が低く、羽

咋市の施策を知ってもらうＰＲが必要である。また、移住希望者は移住を考え始めてか

ら５～１０年後に移住するケースが多く、地域のＰＲ活動を継続して行っていくことが

重要である。

Check

対応方向

移住者への積極的な情報発信（移住フェア、ＨＰ、専門雑誌等）を継続して行うことに

より移住先としての認知度を高め、将来的な移住につなげることのできるよう次の取り

組みを実施する。

①複数の移住フェアに出展し、移住希望者に向けた積極的な情報発信

②移住関連情報をＨＰやガイドブック等で発信

③移住専門誌等への広告掲載による認知度のアップ

意見

Action

平成27年度に、これまで各課で対応していた移住者対応を取りまとめるワンストップ窓

口を設置し、職員１名（企画財政課兼務）体制で、移住者対応を行った。

平成28年度からは、職員を２名（ふるさと納税と兼務）に増員し対応を行った。

主な業務内容は次のとおり。

①移住相談受付45件、移住フェア47件、ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ7件　合計99件

②移住体験住宅運用（酒井町チャレンジハウス、粟生町体験住宅）

③空き家情報バンク登録物件の内見・案内

④移住体験ツアー実施（中京：５名・関東：規定人数未満のため中止）

ＤＯ

H27 総合評価

平成27年度

①移住希望者に魅力ある施策を実施することが必要。

例えば、自然栽培ならそれで生活できるような支援が

必要であると思う。

平成28年度

①北陸新幹線などの影響もあり、石川県の認知度も高

まると思われる。今後も継続していく必要がある。

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

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 7件 10件 70件

実績値 10件 47件

年度目標に対する達成率 142.9% 470.0%

基準値に対する増減率 42.9% 571.4%

評価 ○ ◎

有識者会議による検証評価

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

12 　　　　　　総合戦略効果検証シート

２－１－１ ② 移住・定住に関する情報発信と支援制度の充実

がんばる羽咋創生推進室 7件（H27）

取組内容

ＰＬＡＮ

移住フェア等での移住・定住に関する情報発信及び相談受付等

首都圏等での移住フェアにおける相談件数 50件

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4月～平成29年3月〕移住フェア　５回・羽咋会　３回

6/26　　　　　関東羽咋会総会　（移住者支援制度・空き家情報バンク説明）

8/5～8/6　　　おいでや田舎暮らしフェア（大阪）　　　　　（相談11件）

10/21～10/22　ふるさと回帰フェア（東京）　　　　　　　　（相談 5件）

11/5　　　　　関西羽咋会総会　（移住者支援制度・空き家情報バンク説明）

1/15　　　　　JOIN移住・交流＆地域おこしフェア（東京）　（相談11件）

1/28　　　　　石川・長野合同移住フェア（東京）　　　　　（相談 3件）

2/18　　　　　中京羽咋会総会　（移住者支援制度・空き家情報バンク説明）

3/12　　　　　いい街発見！地方の暮らしフェア（愛知）　　（相談17件）

意見

ＤＯ

分析
移住フェアにおける羽咋市の知名度は、移住に関する取り組みが後発であることもあり低

く、相談件数が前年よりは多くなったが今後さらなる増に向けた取り組みをする必要があ

る。

全国的に移住先進地と呼ばれるところは１０年以上前から継続した取り組みを行ってお

り、補助等の内容についても力を入れている市町が多かった。

（例：市が空き家を10年契約で借り、整備後に移住者に安価に貸し出す等）

Check

対応方向

移住フェア等に合わせて、移住専門誌等に羽咋市のＰＲ広告を掲載し認知度の向上を図

る。

また、１市単独ではセミナー等を開催しても人が集まらないので、石川県が東京都で開設

した「いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ＩＬＡＣ）との連携して取り組みを行

う必要がある。

そのほか、これまで自然栽培のアンテナショップであった未来農業はくい放送局と連携

し、移住に関する情報発信を行う。

平成27年度

①羽咋の認知度を上げるためロゴマークを作ってはど

うか（喰の字・怪鳥の羽・くらう犬をイメージ化し

た）。

②幅広く情報発信する手段を模索することも大事です

が支援内容の差別化も必要。

平成28年度

①１と２の情報発信をまとめて、支援制度は支援制度

と分けて効果検証したらいいのではないか。

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

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 0万人/年 0万人/年 16万人/年

実績値 開業前のため未記入  ※Ｈ29.7.7オープン

年度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

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・・・）

意見

平成27年度

①道の駅運営には採算（運営会社単体の損益ではな

く、土地建物合算ベースの経常利益）を最大限重視

し、市民の追加負担が出ないような運営を期待した

い。

②期待しています。

平成28年度

①神子原米と同じような勢いで、自然栽培米も売れ

てほしい。

②Webサイトのアクセス数も効果検証に使えるので

データを出してほしい。

③まずは道の駅がオープンしてみないことには、何

もわからない。

道の駅オープンに向けたＰＲ活動

①Webサイト構築の構築（平成28.12）

②ふるさと納税（ふるさとチョイス）に出店（平成28.12）

③ふるさと納税（さとふる）に出店（平成29.3）

④市内・県内外への営業活動

⑤各種イベントに出店

⑥市民ワークショップの開催（第５回）

⑦道の駅新聞「のと千里浜だより」発行（準備号、第1号）

道の駅のと千里浜を核とした交流人口の拡大に向け、PR活動を積極的に行った。

Action

DO

分析

Check

対応方向

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

①平成29年7月7日グランドオープンに向け、ポスターやパンフレット制作等、更なるＰ

Ｒ活動を行う。

②自然栽培農産物を核にした品ぞろえや食事メニューに最もビビッドに反応する近郊都

市部の30～40代子育て中女性層に的を絞った重点的な来店促進策（広告・広報・ネット

情報発信）を徹底させる。

③地元客来店促進のための「お得情報・旬の商品情報」などをコストをかけずにネット

を活用してこまめに発信していく。

13 　　　　　　総合戦略効果検証シート

２－２－１ ① 『道の駅のと千里浜』を核とした交流人口の拡大

取組内容

ＰＬＡＮ

平成28年7月1日に、道の駅の運営母体である「羽咋まちづくり株式会社」を設立。お米

販売用のWebサイトの構築、ふるさと納税への出店、市内・県内外への営業活動、市民

ワークショップの開催、道の駅新聞「のと千里浜だより」の発行を通して、道の駅オー

プンに向けたＰＲ活動を実施。

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

６次産業創生室
0万人/年※2017（H29)年度開業予定

道の駅利用者数 21万人/年
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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 475,000 人/年 475,000 人/年 475,000 人/年

実績値 471,600 人/年 478,936 人/年

年度目標に対する達成率 99.3% 100.8%

基準値に対する増減率 0.3% 1.9%

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

　　　　　　総合戦略効果検証シート14

２－２－１ ② 羽咋駅周辺の整備【再掲】

47万人/年

取組内容

ＰＬＡＮ

・羽咋駅東口ロータリーの整備

・羽咋駅西歩行空間の整備

・羽咋市の玄関口にふさわしい駅前広場やトイレ等の整備

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①羽咋駅東口　総事業費 23,903千円

　・駅東広場舗装　事業費 4,428千円

　・駅東広場照明　事業費 9,324千円

　・広場修景施設　事業費 5,648千円

　・広場休憩施設　事業費 4,503千円

②羽咋駅西口　総事業費 62,580千円

　・駅西広場整備　事業費 24,181千円

　・駅西広場照明　事業費 7,819千円

　・駅西歩道整備　事業費 8,640千円

　・駅西トイレ改修　事業費 21,940千円

ＤＯ

地域整備課 羽咋駅乗降者数 49万人/年

対応方向

H29年度は、アーケード改修や多目的トイレ設置の実施により、魅力向上に寄与する。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

Action

意見

分析

駅東広場については、平成27年度内で整備をほぼ終えて、駅東宅地分譲との相乗効果を

誘導することができた。

駅西広場は、平成28年度からトイレ改修をはじめ、広場整備等を実施し利便性の向上を

図った。

Check

平成27年度

①車で羽咋市を訪れる方の割合が圧倒的に多いので、

駅以外の整備に予算を回した方がよい。

②△に近い。

平成28年度

①今後、高齢者による鉄道利用もあると思うので整備

は大切。

②観光に関して、タクシーやレンタサイクルなどの利

用状況もデータとして必要なのではないだろうか。

H28 総合評価 ○　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 1,940 人 2,100 人 3,000 人

実績値 1,772 人 2,634 人

年度目標に対する達成率 91.3% 125.4%

基準値に対する増減率 -8.1% 36.6%

評価 △ ◎

有識者会議による検証評価

千里浜、柴垣海岸でのイベント参加者数 2,500人

Action

千里浜海岸のPRを行い、イベントの持続、新規誘致を検討しながら、交流人口の増加を

図っていきたい。

H28 総合評価

商工観光課 1,928 人

取組内容

ＰＬＡＮ

「日本で唯一車で走れる」という特徴を活かし、千里浜海岸を会場とするイベントを実施

する。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

平成28年度イベント

千里浜ちびっこ駅伝、ジェットスキー、SSTR、砂像体験コーナー、CHRIHAMA　SAND

FLATS

ＤＯ

分析

オートバイイベントについては、年々参加者が増加している。

Check

対応方向

○　取組内容の継続

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

平成27年度

①千里浜を「日本で唯一車で走れる」だけでなく「世

界で数ヵ所しかない」をアピール（年配者では羽咋市

民でも知らない人が多い）。

②保護活動が必要。「活動する人求む」という点でも

アピール。

③新たな砂浜イベントの企画、歴史文化財の利活用を

検討しては。また、幅の広い年齢層を対象としたイベ

ントを実施できないか検討しては。

平成28年度

①新たなイベントを考えてみるのも手ではないか。

②歴史文化財を活用したイベント等（グループは違う

が婚活等）

意見

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

15 　　　　　　総合戦略効果検証シート

２－２－１ ③ めぐまれた自然・歴史文化財の保存と利活用

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 1,500 人泊 1,500 人泊 1,500 人泊

実績値 827 人泊  775人泊（累計）1,602人泊

年度目標に対する達成率 55.1% 51.6%

基準値に対する増減率 -44.6% -48.1%

評価 △ △

有識者会議による検証評価

16

① 合宿・修学旅行の積極的誘致

取組内容

ＰＬＡＮ

対応方向

ＤＯ

分析

Check

市内宿泊件数

8,000人泊

（累計）

　市外の学校等が、合宿及び修学旅行を目的に市内の宿泊施設に宿泊した場合、助成金

を交付する。

助成金額：1,000円×人泊数（上限20万円）

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

２－２－２

　　　　　　総合戦略効果検証シート

商工観光課 1,493 人泊

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

△　取組内容の見直し

意見

平成28年度実績

12件（775人泊）

　15人泊未満の合宿等については、補助対象外であることから、補助対象外となってい

る小規模な団体が存在すると推測される。また、大規模な宿泊団体として、部活等のス

ポーツ団等体の合宿があるが、体育施設等確保の関係から教育研修施設である青少年交

流の家を利用しており、大規模なスポーツ団体が補助対象の宿泊施設を利用するようPR

していくことが必要と思われる。

　例えば、「合宿最終日の宿泊を市内の宿泊施設を利用して行う」というような提案が

できるよう、より制度を利用し市内の宿泊施設の利用が増えるようPRしていきたい。

H28 総合評価 △　取組内容の見直し

H27 総合評価

平成28年度

①何を目的とした合宿を誘致するのか定まっていない

とPRも難しい。追加のアイディアがあればよい。

平成27年度

①今市内で宿泊できる施設の中で、誰や何を目的

（ターゲット）とした誘致をPRしていくのかを明確に

した方がよい。

Action

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円 0円 1億3860万円

実績値 ―  ※Ｈ29.7.7オープン

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

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・・・）

①農菓マッチング事業　平成28.7/25、9/5、11/7の計3回開催

②バッケージデザイン造成　平成28.8/5、11/17、11/25、11/30、12/15の計5回開催

③市民ワークショップ　平成29.1/19、2/17、2/28、3/9、3/22の計5回開催

④Webサイトでの販売、ふるさと納税、イベント等での販売　4,529千円

意見

DO

分析

①農菓マッチング事業により8品目の新商品を開発し、特産品が増加した。

②Webサイトでの販売、ふるさと納税、イベント等で販売の実績はあるものの、更なる販

売に向けて、ＰＲが必要である。

Check

対応方向

①自然栽培農産物を核ににした品ぞろえや食事メニューに最もビビッドに反応する近郊

都市部の30～40代子育て中女性層に的を絞った重点的な来店促進策（広告・広報・ネッ

ト情報発信）を徹底させ、売上拡大につなげる。

平成27年度

①「はねくう羽咋」はパッケージの工夫がよく、おも

しろい形のお菓子でよいが、使い勝手がよくなかっ

た。しかし、最近、１枚入りの袋が発売されていたの

で、日々研究していると感じた。

②特産品・名産品の開発・販売をすすめてほしい。

平成28年度

①道の駅がオープンしてからどうなるか。

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

６次産業創生室
0円※2017（H29)年度開業予定

取組内容

ＰＬＡＮ

①菓子製造業者及び農業従事者による農菓マッチング事業を行い、新商品の開発に取り

組む。

②販売促進のためデザイナーによる新商品のパッケージ造成を行う。

③道の駅に対する市民ニーズを把握するため、市民ワークショップを開催し、販売促進

につなげる。

④道の駅オープン前にWebサイトでの販売、ふるさと納税、イベント等で事前販売を行

い、今後の売上につなげる。

道の駅での売上高 ２億730万円

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

17 　　　　　　総合戦略効果検証シート

２－２－２ ② 官民協働による特産品・名産品等の開発及び販売促進
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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 204万人 225万人 225万人

実績値 217万人 203万人

年度目標に対する達成率 106.4% 90.2%

基準値に対する増減率 7.4% 0.5%

評価 ◎ ○

有識者会議による検証評価

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

　　　　　　総合戦略効果検証シート18

２－２－３ ① 観光資源の発掘、磨き上げの促進

商工観光課 202万人

対応方向

平成29年7月に開業する道の駅のと千里浜の観光拠点施設としての機能を活用しながら、

市内観光施設、県、近隣市町と連携を図り、誘客の促進を図る。

取組内容

ＰＬＡＮ

金沢駅の観光情報センターや観光列車「花嫁のれん」、首都圏等への出向宣伝を行い、

観光誘客の促進を図っている。

また、県や近隣市町と連携しながら、旅行会社等のアドバイスも取り入れ、周遊ルート

等の作成を行っている。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）
平成２８年度日帰り観光施設利用者数２０３万人

日帰り観光客のうち、知名度の高い千里浜なぎさドライブウェイと気多大社が大部分を

占めている。

ＤＯ

日帰り観光施設利用者数 285万人

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

Action

意見

分析

新幹線効果が薄れてきているためか、主要観光施設の多くが平成26年度並みに減少して

いる。

Check

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

平成27年度

①「はくい」と読める人が少ないので、その部分でス

トーリーのあるPRをもっとした方がよい。

②まず観光地としての人気２本柱として千里浜なぎさ

ドライブウェイと気多大社をさらにイベント等を交え

てPRすべきである。その波及効果により、他の観光資

源の発掘、磨き上げを行うことが必要である。

平成28年度

①道の駅には観光案内などがあるので波及効果が出て

くるだろう。その結果次第で

今後評価していく。

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 1,450 人 1,900 人 1,900 人

実績値 1,798 人 1,394 人

年度目標に対する達成率 124.0% 73.4%

基準値に対する増減率 27.3% -1.3%

評価 ◎ △

有識者会議による検証評価

外国人観光客数 2,100人

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

商工観光課 1,412 人

取組内容

ＰＬＡＮ

平成27年度に羽咋工業高校が設置した看板を改修し、外国人観光客に対し、千里浜なぎさ

ドライブウェイのＰＲを行った。

意見

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

対応方向

県や近隣市町、観光協会、旅行会社等関係機関と連携し、情報発信に努める。

19 　　　　　　総合戦略効果検証シート

２－２－３ ⑤ インバウンド観光の推進・充実

○　取組内容の継続

平成28年度：1,394人

千里浜レストハウスへの入込みが多数を占めている。

ＤＯ

分析

団体バスツアーで訪れる外国人旅行客が多く、個人旅行者が少ない傾向にある。

Check

H27 総合評価

平成27年度

①インバウンド観光が団体旅行から個人旅行に、大都

市観光から地方都市観光、短期滞在から長期滞在に、

買物施設観光から文化生活体験に移りつつあるなか、

2020年に向けて民泊の規制緩和が見込まれており、羽

咋市でも民泊条例について少しずつ検討してはどう

か。

②外国人へのアピールになるもの

(1)世界で３ヶ所しかない車で走れる浜　(2)ローマ法

王が食べている米　(3)ほんもののロケットがある宇

宙博物館

③滞在・滞留してもらえるような施策があるとよい。

平成28年度

①ほとんどが携帯で情報を得ている。

②今後、宗教による食べ物の対応ができるか。

③QRコードなどの利用の有効性、ホームページなどで

多言語対応していけるか考

える。

実績値
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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 3件 10件 10件

実績値 17件 10件

年度目標に対する達成率 566.7% 100.0%

基準値に対する増減率 750.0% 400.0%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

効果検証・評価結果

◎　取組内容の深化・発展

10件 2件

「出会いの場」を提供する。

【各種団体主催】

①5月22日　 　羽咋市青年団協議会

②10月22日　　はくい縁の会①

③12月18日　　はくい縁の会②(カップル成立2組)

③2月11日　　 羽咋市社会福祉協議会(カップル成立2組)

【市主催】

①12月24日　　恋愛力アップセミナー、クリスマスパーティー　(カップル成立4組)

②2月18日　　心結び体験とおもてなしパーティ(カップル成立3組)

意見

健康福祉課

出会いの場からのカップル成立

件数

①女性参加者数が増加している

②企画内容の充実

対応方向

婚活イベントを行う団体や飲食店に対し、事業の経費の一部を補助する。

Action

ＤＯ

平成27年度

①出会いを創出するには「婚活」という名称を出さな

いでイベントを開催したほうがよい。「婚活」という

と女性は参加するときに身構えてしまう。

②市の補助金制度を活用し、気軽に集まれる場を開催

したらよいと思う。

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

平成28年度

①もっとイベントの周知に力を入れていく必要があ

る。

②結婚ばかりを押し出すのではなく、気軽な出会いの

場とすれば参加しやすい。

③参加者の生活にプラスになるような情報が得られた

り、文化活動を目的とれば参加者が気軽に楽しい時間

を過ごせる。

H27 総合評価

20

３－１－１ ① 出会いの場の創出、支援

Check

　男女の未婚化・晩婚化を行政課題として認識し、市が積極的に結婚希望者等に対し「出

会いの場」を提供し、婚姻に至るまでのサポートを実施する。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

分析

取組内容

ＰＬＡＮ

　　　　　　総合戦略効果検証シート

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 300人 357人 300人

実績値 319人 369人

年度目標に対する達成率 106.3% 103.4%

基準値に対する増減率 -1.5% 13.9%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

21 　　　　　　総合戦略効果検証シート

３－２－１ ① 子どもに係る経済的負担の軽減

健康福祉課 保育料軽減数 300人 324人

取組内容

ＰＬＡＮ

安心して子どもを産み育てられる環境の整備として、保育料の軽減条件を変更する。

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・・・）

同一世帯で複数の子どもがいる場合、第2子は半額、第3子以降は無料とする。

意見

ＤＯ

分析

保育料の軽減世帯が増えた。

Check

対応方向

今後も引き続き検討する予定。

平成27年度

①減額競争には限度がある（財政の豊かな市町が有

利）ので、ソフト面で羽咋ならではの工夫が必要で

は。

②実施内容を広く広報してください。

平成28年度

①補助制度を市内外にもっとＰＲしなければならな

い。

②羽咋市の住みやすさ、良さをもっと知ってもらうよ

う努力する必要がある。

③市外に向けての情報発信が不十分である。

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

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 110人 110人 110人

実績値 29人 113人

年度目標に対する達成率 26.4% 102.7%

基準値に対する増減率 -75.0% -2.6%

評価 △ ○

有識者会議による検証評価

平成27年度

①お母さんたちが安心して利用が増えるように、４か

月健診や両親学級など育児負担が増えるときにもっと

周知することが大事である。

②看板等を作って、使いたいときに見えるようにする

ことも必要である。

平成28年度

①提供会員（保育をする人）の報酬が低い。

②提供会員に心にゆとりを持って保育をしてもらうた

めに、報酬を上げても良いのではないか。

　　　　　　総合戦略効果検証シート

健康福祉課 ファミリーサポートセンター利用者数 120人 116人

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

22

３－２－２ ③ 家庭保育支援の充実

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

◎　取組内容の深化・発展

Action

取組内容

ＰＬＡＮ

乳幼児から小学生を対象に、育児の援助を受けたい人(依頼会員)と行いたい人が会員(提

供会員)となり、子どもの預かりや送迎など育児についての助け合いを行っている。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

利用件数　24件

意見

ＤＯ

分析

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ活動の周知が必要

急な依頼に対応できる提供会員の確保が必要

依頼会員が利用しやすい時間割や料金体制が必要

Check

対応方向

乳幼児健診での周知活動

提供会員の活動時間の把握と確保

H27 総合評価

実績値

実績値

0人
20人
40人
60人
80人
100人
120人
140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

ファミリーサポートセンター利用者数

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 1930人 2500人 2800人

実績値 2563人 2891人

年度目標に対する達成率 132.8% 115.6%

基準値に対する増減率 34.9% 52.2%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

平成27年度

①保護者にとっても必要であり、とても便利である。

平成28年度

①利用者も多く、良い制度である。このまま事業を継続

していただきたい。

　　　　　　総合戦略効果検証シート

健康福祉課 延長保育利用者数

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

2,000 人（延べ数）

23

３－２－３ ① 保育ニーズに対応した保育所運営

1,900 人（延べ数）

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

Action

取組内容

ＰＬＡＮ

必要量に応じた質の高い保育サービスを提供する。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

保護者の就労形態の多様化等に対応するため、通常の保育時間を超えて児童を保育する体

制を整備する。

利用時間は、保育標準時間（11時間保育）については、18：00～19：00（利用料300円）

となっている。また、保育短時間（8時間保育）については、7：00～8：00（利用料100

円）、16：00～17：00（利用料100円）、17：00～18：00（利用料100円）、18：00～19：

00（利用料300円）としている。

意見

ＤＯ

分析

急な延長保育依頼にも応じるなど、保護者ニーズに対応できた。

Check

対応方向

今後とも、延長保育受け入れ体制を維持していく。

H27 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 25.0%

実績値 18.7% 15.1%

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

Check

学校教育課 中学３年生の英検３級以上取得率 50％以上 なし

取組内容

ＰＬＡＮ

①外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、中学校と連携した英語教育を推進

②英検受験を促がす奨励費支給制度を検討

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

24 　　　　　　総合戦略効果検証シート

３－３－２ ① 国際的に活躍できる人材の「卵」の育成

Action

外国語指導助手（ＡＬＴ）の増員により、引き続き小学校からの英語教育の充実、能力

アップを図る。また、「英語検定受験料奨励費支給制度」を開始し、受験者数と合格者

数の増加を図る。

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

対応方向

H27 総合評価 △　取組内容の見直し

意見

平成27年度（ＫＰＩ：中学生の英検３級合格率）

①目標値が国の指標を大きく下回っている。財源の問題も

あるが、施策への意欲が問われるのでは。

②ALTの増員により生きた英語に接する機会をすべての子ど

も達に増やすことはgood！英検での評価は疑問。広い視野

で世界を見る取り組みもぜひ。

③英検３級は中学校の学習範囲そのものなので、合格率

7.5%や16.2%は低すぎると思う。50%はほしいところ。

④金沢市や輪島市では英検合格率が高い。金沢市の子は塾

に通っている子が多く、輪島市では受験料が免除されてい

る。

⑤そもそも英検を受ける子が少ないので、受けようという

意欲を持たせることが大事。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

小中学校への外国語指導助手の学校派遣による、英語コミュニケーション能力の育成を

実施。また、平成29年度からの英検受験料奨励費支給に伴う作業を実施。

ＤＯ

分析

平成28年度、英検の取得率は、羽咋中学校12.2％、邑知中学校27.8％、受験率は羽咋中

学校25.0％、邑知中学校38.9％であり、取得率の向上のためには、受験率を上げること

が必要である。

※取得率＝中学３年生の英検３級以上の合格者数/中学３年生の全生徒数

※受験率＝中学３年生の英検３級以上の受験者数/中学３年生の全生徒数

平成28年度

①Ｈ29年度から受験料の半額を助成しており、英語力向上

の良いきっかけとなっている。

②中学3年生の50％の生徒が英検3級以上を取得すという目

標は、ハードルが高いのでないか。

③今後、受験料の助成を拡大することで、より良い成果に

繋がるのではないか。
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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 2.5日

実績値 2日 2日

年度目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 -20.0% -20.0%

評価 ○ △

有識者会議による検証評価

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

　　　　　　総合戦略効果検証シート25

３－３－２ ③ キャリア教育の推進

3日以上

取組内容

ＰＬＡＮ

市内２校の中学校２年生が、市内の事業所で、職場体験学習を実施する。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

１つの事業所に２名１組とし、邑知中学校では７月２８日から３０日。羽咋中学校で

は、８月１８日から２０日の３日間実施。

①羽咋中学校＝２年生（１５５人）４８事業所１人２日間の職場体験実施

②邑知中学校＝２年生（３６人）１６事業所１人２日間の職場体験実施

ＤＯ

学校教育課

わく・ワーク職場体験等の生徒

１人当たりの参加日数

2.5 日

対応方向
次年度についても、キャリア教育の一環として、わく・ワーク職場体験を実施し、自分

の将来について考える機会とするとともに、社会人としてのルールや礼儀、マナーなど

を身につけさせる。可能であれば、１事業所だけでなく、複数の事業所を体験させる。

また、わく・ワーク以外でも、課外活動やボランティア活動等、確かな体験を通じた取

り組みも行っていく。

H27 総合評価 △　取組内容の見直し

Action

意見分析

生徒に、わく・ワークの意義をしっかりと説明し、各事業所に対して失礼のないよう、

外部講師を招き、実践指導を徹底したことで、社会に出て活動するにあたっての職場で

のルールが体験できたとともに、礼儀・マナーの向上が見られた。

Check

平成27年度（ＫＰＩ：わく・ワーク職場体験事業所

数）

①キャリアアップにつなげるのであれば、もう少し視

野を広げた事業内容や取組みにする必要がある。

②わく・ワークについても、現状一人１事業所だが、

目標70事業所ならば一人２事業所にしたり、受け入れ

る事業所に対しての説明等のサポートをしたり、充実

させるための見直しが必要である。

平成28年度

①協力事業所の負担が大きく、協力事業所のメリット

が少ない。

②協力事業を広報に掲載するなど、協力事業所のメ

リットを考えなければならい。

③今後、市が協力事業所を新たに開拓し、事業全体を

見直す必要がある。

H28 総合評価 ○　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 80学級

実績値 77学級（重複含む） 58学級（重複含む）

年度目標に対する達成率 ― ―

基準値に対する増減率 1.3% -23.7%

評価 ◎ △

有識者会議による検証評価

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

26 　　　　　　総合戦略効果検証シート

３－３－２ ④ 体育・健康に関する活動の充実

学校教育課 スポチャレ石川表彰学級数 80学級（重複含む） 76学級（重複含む）

取組内容

ＰＬＡＮ

市内全小学校のすべての学年で、スポチャレいしかわのベスト部門とチャレンジ部門の

それぞれ４種目を実施。

H28 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・・・）

毎年５月から始まるスポチャレいしかわに参加し、全小学校すべての学年で「スポチャ

レ４０ｍ、８の字、シャトルボール、長なわ」の４種目を実施。

体力アップ１校１プランを通して、体力テストの弱い部分を強化するなど、体力の向上

を図った。

ＤＯ

分析

実施結果において、前年度より表彰学級数が下がったが、体力テストの結果では、８校

中６校が県平均を上回っており（ＡＢ判定の割合）、各校の取組の成果が見られた。

Check

対応方向

次年度以降、放課後や休み時間を利用し実施するなど、各校の実状に応じて、スポチャ

レの取組回数を増やしていく。

H27 総合評価 △　取組内容の見直し

意見

平成27年度（ＫＰＩ：体力テストＡＢ判定小学4～6

年生）

①市の独自性が見られない。

②体力向上は良いが、顧問の先生に負担がかかりすぎ

ることは避けてほしい。（中学校）

③中学校でも同じテストを行っているはずなのでそち

らも気になるところ。

④評価だけでなく、結果に応じた対応もセットで。

Actionの内容がわからない。

⑤小学校と中学校で別のKPIにできないか？KPI見直し

を求む。

①子どもたちの体力がアップし、クラスも盛り上がる

よい取組みである。

②基本は県の事業であり、市独自の取組みが欠けてい

る。子どもたちのやる気に繋がるような市独自の取組

みをすることで、更によい成果に繋がる。
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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 25人 40人 40人

実績値 43人 49人（累計92人）

年度目標に対する達成率 172.0% 122.5%

基準値に対する増減率

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

効果検証・評価結果

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

取組内容

ＰＬＡＮ

①住まいづくり奨励金の受付交付事業の実施

②若者による住宅購入への助成の実施

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）
①ＨＰ等でＰＲの強化を図った。

②住宅メーカーや不動産業者等にリーフレットを配布し、制度の周知を図った。

③三世代同居のための改修助成を拡充した。

分析

三世代同居のための改修助成を拡充することにより、引き続き三世代同居を継続する世

帯が増え、子育てしやすい環境整備が図られた。

Check

対応方向

今後も三世代同居や近居に重点をおいた補助制度を継続する。

Action

DO

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

平成27年度

①目標値を上回っており、今後もニーズを踏まえて対

応していく必要がある。

平成28年度

①三世代同居に対する助成を手厚くし、子育て環境の

充実を図るという方向

性は良いのではないか。

27

４－１－１ ① 住宅取得の支援制度の拡充

意見

　　　　　　総合戦略効果検証シート

地域整備課 住まいづくり奨励金による移住者数

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値
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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 20人 3人 新整備調査・計画

実績値 27人

0人

（モデルハウス

以外は入居済）

年度目標に対する達成率 135.0% ― .

基準値に対する増減率

評価 ◎ △

有識者会議による検証評価

14人（累計）

取組内容

ＰＬＡＮ

駅東分譲地10区画（第１次分）は、モデルハウスを除いて９世帯２７人が入居済み。平

成28年度の分譲地の候補調査の結果から、平成29年度に駅東分譲地５区画（第２次分）

を整備、販売する予定。同時に邑知の郷公園での分譲地整備の調査、設計を行う計画を

策定。

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

地域整備課

定住促進分譲地等による定住者

数

50人（累計）

28 　　　　　　総合戦略効果検証シート

４－１－１ ③ 若者の移住・定住の促進を図る宅地供給の推進

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・・・）

駅東分譲地10区画（第１次分）は、平成27年度に完売。平成28年度は新たな造成地候補

地の調査を行った。

意見

ＤＯ

分析

優良な宅地を提供することで既存の街並みとの連結や、民間による開発の誘発につな

がっていくような分譲地を整備することで、若者の定住を促進できると考える。

Check

対応方向

優良な分譲地をどう整備していくのか、予算等を精査し決定していく。

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

平成27年度

①定住促進住宅が完売したことが評価できる。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。

③若者向け住宅戸数の増加を望む。

④複数の施策が混在しすぎており、少しまとめた方

が良い。

①若者が移住してくることは大切。その受け入れ体

制を整えることが大切。

②駅前から離れた場所の分譲だが、市街から離れる

分、値段が安くするなど、

何かメリットがあっても良いのではないか。

③10区画の分譲地に対して、H27年度の目標値の20人

は少なくないか。
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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 20人

実績値 12人 30人（累計42人）

年度目標に対する達成率 80.0% 200.0%

基準値に対する増減率 9.1% 172.7%

評価 △ ◎

有識者会議による検証評価

◎　取組内容の深化・発展

◎　取組内容の深化・発展

11人

① 羽咋市空き家情報バンクの運用（登録・削除）

② 希望者に対し、登録物件の内見案内

② 市内町会に対し、空き家情報バンクへの登録啓発チラシを回覧

③ 石川県運用の空き家情報にも登録物件を掲載

④ 移住専門誌に登録物件を掲載

ＤＯ

分析

問い合わせ件数は増えているが、物件の状態として即入居可の物件が少なく補修が必要

な物件がほとんどである。

また、移住希望者は賃貸を希望する場合が多いが、所有者は売却希望が多く、移住希望

者と所有者でのニーズに差異がある。

「仏壇が残っている」「家財が残っている」等の理由により、今後の利用の予定がなく

ても登録をしぶるケースが多い。

取組内容

ＰＬＡＮ

①「羽咋市空き家情報バンク」登録の推進

②「羽咋市空き家情報バンク」データベースの作成

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

平成27年度

①空き家バンク制度への登録が促進されるよう、さら

にPRが必要である。

②不動産業者との連携が必要である。

①移住希望者と所有者でのニーズに差異があるとのこ

とだが、先の「若者の移住・

定住の推進を図る宅地供給の推進」と合わせて考えて

はどうか。

②空き地の活用促進については書かれていないが。

③借りたい人へのＰＲはあるが、大家さんへのＰＲが

足りないのでは。

④民泊についてはどう考えるか。道の駅も出来て、羽

咋に滞在してもらうためには、

民泊があれば、羽咋の町中に入ってきてくれるのでは

ないか。

29

４－１－２ ① 空き家・空き地の活用促進

　　　　　　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

意見

がんばる羽咋創生推進室

空き家・空き地バンク登録物件入居

の定住者数

登録件数を増やすために、今後も継続して空き家の有効活用についての啓発を行ってい

く。

空き家バンク登録の際、空き家リフォーム助成金等の紹介を行い、なるべく状態の良い

物件を登録できるよう所有者に促す必要がある。

賃貸での登録を増加させるため、所有者に移住希望者のニーズを伝え、賃貸での登録に

ついても同様に促す。

空き家情報バンクＨＰの改修を行い、移住希望者にとってわかりやすい情報を掲載す

る。

リフォーム助成の対象範囲を増やし、仏壇の撤去や家財の処分等にも助成を行う。

Action

50人（累計）

Check

対応方向

H27 総合評価

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 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

総務課

民間活力を生かした公共施設の

整備

1箇所 0箇所

取組内容

ＰＬＡＮ

羽咋市における公共施設等の最適な配置を実現するため策定した「公共施設等総合管理計

画」に基づき、公共施設等の個別管理計画を策定し、維持管理費の抑制に努める。

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

30 　　　　　　総合戦略効果検証シート

４－２－１ ① 公共施設等の総合的な管理運用、再編の推進

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・・・）

固定資産台帳を基に公共施設等の現状を把握した施設ごとのカルテを活用し、各施設の個

別計画を作成。

意見

ＤＯ

分析

各公共施設についての情報を把握し、老朽度や利用度を踏まえ、羽咋市の人口推移と照ら

し合わせて、必要な公共施設の施設量の分析を行い必要となる予防保全対策を計画する。

Check

対応方向

公共施設等の中長期的な維持管理費用を算定し、今後の公共施設の在り方を検討し更新・

廃止・管理への方向性を検討する。

平成27年度（ＫＰＩ：公共施設等総合管理計画の策

定H28

①人口推移との照し合わせが必要。

②中長期的な公共施設のあり方検討は必要。

平成28年度

特になし

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

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

民間活力を生かした公共施設の整備

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 2,420 人 2,520 人 3,300 人

実績値 2,717 人 3,009 人

年度目標に対する達成率 112.3% 119.4%

基準値に対する増減率 13.2% 25.3%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

3,000 人

H27 総合評価

取組内容

ＰＬＡＮ

認知症になっても、住み慣れた地域で、尊厳を保って暮らし続けることができるよう、

市民が認知症に対する正しい知識や接し方を理解・習得する、認知症サポーター養成講

座及び、サポーターのフｫロー研修を実施。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

地域包括ケア推進室 認知症サポーター数 2,401 人

◎　取組内容の深化・発展

分析

中学生を対象とした養成講座により、高齢者に対する理解を深めるきっかけになった。

町単位で養成講座では、幅広い年齢層が受講し、その後、町内で一人歩きの事案が生じ

た際に、身近な協力者が増えたことにより早期発見につながったケースがあった。

地域によって関心の差があり、周知を継続する必要がある。

認知症サポーターの地域における実践活動までには至っておらず、実践的な活動につな

げるシステム作りの検討が必要である。
Check

対応方向
①引き続き養成講座について、地域に周知するとともに、町単位や児童対象の講座実施

を関係機関に働きかけていく。

②認知症サポーターのステップアップ講座を継続して開催し、地域で活躍できる体制作

りを進める。

③一人歩き対応訓練など、認知症の方への接し方の理解を深める機会を設ける。

意見

Action

①認知症キャラバン・メイトの協力を得て、地域で認知症サポーター養成講座を９回実

施。中学生の福祉教育と連動した養成講座を開催。

　【受講団体】

羽咋中学校2年生1クラス・郵便局・JA・町会・地域サロンなど

②認知症サポーターを対象としたステップアップ講座を９月、３月の２回開催。

ＤＯ

平成27年度

①高齢者の増加に伴い、認知症の人も増えていくこと

が予測されている。サポーターが実際の活動ができる

ような実践的な講座を推進していくように。

平成28年度

①認知症サポーター養成講座を１回受講しただけでは

足りないと思うので、

フォロー研修は大切だと思う。フォロー研修をもっと

増やしていく方向で進め

てほしい。

H28 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）
※2019（H31）年度目標値

　　　　　　総合戦略効果検証シート31

４－３－２ ② 認知症施策の充実

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 46.6% 47.6%

実績値 49.3% 未確定

年度目標に対する達成率 105.8% ―

基準値に対する増減率 6.0% ―

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

平成27年度

受診率の向上は大切。結構、定着してきた。これか

らも続いてほしい。

対応方向

Action

今後も継続して健診及び未受診者健診の実施、未受診者への受診勧奨を実施する。

健診結果の情報提供を広報やホームページ、各地区での健康教育の機会等に周知する。

協力医療機関において、医師から受診勧奨や検査結果の情報提供を呼び掛けていただく

よう依頼する。

意見

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①特定健診の実施

　　集団健診　地区公民館　10回、羽咋すこやかセンター　9回　計19回実施した。

　　個別健診　市内協力医療機関　11か所　6/1～8/31の期間で実施した。

②未受診者健診の実施

　　集団健診　羽咋すこやかセンターにて、10/22,10/23の2回実施した。

　　個別健診　市内協力医療機関　10か所　10/1～11/30の期間で実施した。

③未受診者勧奨及び健診結果情報提供の実施

　　健康づくり推進員の家庭訪問による健診未受診者の状況把握及び受診勧奨を実施し

た。

　　7月と10月初旬に電話による未受診者への受診勧奨を実施した。

　　医療機関で管理中の方や職場で健診を受けている方への検査結果の提供を依頼。ＤＯ

分析

健診の受診者数は平成26年度から大きな変動はなく、2,200～2,300人で推移し安定して

いる。

医療機関で管理中の方や職場で健診を受けている方は、市の健診を受診する必要はない

が、その結果を市に提供していただくことで、受診したとみなすことができる。その人

数によって受診率が変動しているため、今後は正確な受診率を把握するため、情報提供

していただく人を増やしていく対策が必要である。

Check

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

平成28年度

①電話催告は効果が出ていると思う。

②健康づくり推進員の人数をもっと増やすべきだと

思う。

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

32 　　　　　　総合戦略効果検証シート

４－３－３ ① 生活習慣病の予防

健康福祉課 特定健診受診率 60% 46.5%

取組内容

ＰＬＡＮ

・特定健診及び特定保健指導により、市民の生活習慣の改善を図る。

・健康づくり推進員や食生活改善推進員などのヘルスボランティアとの連携・協力によ

る地域の健康づくりを支援する。

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 5,330 人 5,330 人

実績値 5,676 人 5,783 人

年度目標に対する達成率 106.5% 108.5%

基準値に対する増減率 6.5% 8.5%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

33 　　　　　　総合戦略効果検証シート

４－３－３ ② がんの早期発見と予防対策の推進

健康福祉課 がん検診受診者数 5,800 人 5,328 人

取組内容

ＰＬＡＮ

女性がん検診等を含めたがん検診の普及

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・・・）

①40～74歳の全市民にがん検診等受診券を配付し個別の受診勧奨を実施。

②がん検診の実施。

　　集団検診　胃がん検診　19回、大腸がん検診　23回、子宮がん・乳がん検診　16回、

　　　　　　　肺がん・結核検診、節目年齢検診　21回

　　個別検診　市内協力医療機関　13か所　6/1～8/31の期間で実施。

　　　　　　　大腸がん、子宮がん、乳がん検診は12/28まで実施。

分析
　がん検診等受診券の内容を見直し、検診を受診するために必要な最低限の情報を全て掲

載することが、受診行動に結びつき、受診者数が増加した。

　また、マスメディアでがんに罹患した芸能人の話題が多くとりあげられたことで、がん

検診の大切さが周知されたことも、受診者数が増えた要因と思われる。

Check

対応方向

受診率を伸ばすためには、個別の受診勧奨及び再勧奨（コール・リコール）が有効な方法

であると実証されているため、特定健診の未受診者勧奨に合わせて、がん検診についても

再勧奨を実施する。

平成27年度

積極的な取組が評価できる。

平成28年度

①受診率が向上しており、取り組みが評価できる。

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

実績値
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評価項目 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 39.8% 42.0%

実績値 41.1% 41.1%

年度目標に対する達成率 103.3% 97.9%

基準値に対する増減率 3.8% 3.8%

評価 ◎ ○

有識者会議による検証評価

H28 総合評価

ＤＯ

分析

前年度と比べ、開催の回数を変更し、７月～３月の毎月開催にしたことにより教室の新規

参加者は５９人増えた。

Check

対応方向

有酸素運動の教室を今後も継続して開催していく。生活習慣病予防に重点におき、市民に

運動の必要性を理解してもらえるよう実技に加え講話による教育を行う。

①すべて休日に開催していたが、参加者の希望から平日と休日にも開催日を設定する。

②平成２９年度は回数を１０回から１２回に増やし４月～３月までの通年で毎月１回開催

する。

③対象を平成２９年度特定健診結果で生活習慣病のリスクが多い方や運動習慣を身につけ

たい方とする。

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

　　　　　　総合戦略効果検証シート34

４－３－３ ③ 健康でアクティブな生活の実現

◎　取組内容の深化・発展

（※）運動習慣のある人：一回20分以上汗をかく程度の運動を週２回以上行い、１年以上実施している人

健康福祉課 運動習慣のある者（※）の割合 45% 39.6%

平成27年度

①筋トレはかなり浸透しているが、高齢期でも60代

等、早いうちからの取組が必要である。

②羽咋はつらつ体操は高齢者でも取り組みやすいので

普及を進めていくことが大事である。

平成28年度

①さらに参加者を増やしてほしいという意味を込め

て、取り組み内容の深化・

発展と評価したい。

◎　取組内容の深化・発展

Action

取組内容

ＰＬＡＮ

①特定健診後の保健指導として、市民が健康を維持するための有酸素運動実技の教室を開

催し、運動療法の実技指導を行う。

②健康づくり推進員や食生活改善推進員などのヘルスボランティアの受講を促し、健康づ

くりの地域活動に活用する。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

平成２８年５月にウォーキングイベント、７月～３月に毎月有酸素運動の実技を身につけ

る教室を開催した。実施した取組は以下のとおり。

①回数　　１０回

②内容　　有酸素運動の実技

③対象　　平成２８年度特定健診(７４歳以下)結果で生活習慣病のリスクが多い方や運動

習慣を身につけたい方

④参加数　１４３人（実）

⑤場所　　羽咋すこやかセンター

意見

H27 総合評価

実績値
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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 32,760 人 32,000 人

実績値 31,461 人 30,980 人

年度目標に対する達成率 96.0% 96.8%

基準値に対する増減率 -3.9% -5.4%

評価 ○ △

有識者会議による検証評価

33,000 人

H27 総合評価

取組内容

ＰＬＡＮ

高齢者や障がい者等の交通弱者の生活利便性の向上のため、地域循環バス「るんるんバ

ス」の運行と利用促進、通院時のタクシー利用支援など、要介護者の外出支援等を実施

する。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

健康福祉課 地域循環バス年間総乗客数 32,747 人

◎　取組内容の深化・発展

分析

①通院の時間に合わせて運行しているため、その他を目的とした利用者の利便性が少な

い。

②利用者は高齢者中心であるため、利用者数は年々、減少している。
Check

対応方向

①利用者アンケートの実施により、利用者ニーズを把握し、サービス、利便性の向上を

図る。

②「道の駅のと千里浜」のオープンに合わせバス停を新設し、利用者の拡大を図る。

意見

Action

市内６コースをバス３台で運行

①余喜・鹿島路・越路野コース

②中邑知・富永コース

③西北台コース

④粟ノ保コース

⑤神子原コース

⑥市内循環コース

運行：毎日２往復（市内循環コースは３．５往復）

ＤＯ

平成27年度

①当面は地域の足として、るんるんバスは必要であ

る。

②今後は、他の施策の検討も必要である。

平成28年度

①乗客数が減っているが、高齢者の車の運転は危険な

ので、運転免許の返納と合わせて、るんるんバスの利

用も促していくべき。

②バスの本数を増やしても利用者が増えるわけではな

いと思うので、難しい問題だと思う。

　

H28 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）
※2019（H31）年度目標値

　　　　　　総合戦略効果検証シート35

４－４－１ ① 地域循環型交通手段の確保

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 6,234 トン 6,169 トン 6,105 トン

実績値 5,848 トン 未確定 H26 H27 H28 H29 H30 H31

年度目標に対する達成率 93.8% - 6427

基準値に対する増減率 -9.0% - 6041

評価 ○ △ 6234 6169 6105

193 258 322 6427 6427

6427 0 0 0 0

有識者会議による検証評価

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

36 　　　　　　総合戦略効果検証シート

４－４－２ ① 再生可能エネルギー利活用による低炭素社会の推進

環境安全課 二酸化炭素削減量 6,041 トン 6,427 トン

取組内容

ＰＬＡＮ

　地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出を抑えるため、エコライフの推進や自然エ

ネルギーの利活用の推進、未利用エネルギーの利活用の支援に取り組む。

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・・・）

　二酸化炭素排出係数の基礎となる電気事業者別排出係数が未公表（毎年年末に公表）のため

未集計。

意見

ＤＯ

分析

　ユーフォリア千里浜において、平成28年2月に熱源を灯油から電化システムに変更する

改修工事を行ったことにより、電気量は増加したものの灯油量は減少した。

①電気量　平成27年度　1,077,900kwh　→　平成28年度　1,877,312kwh（799,415kwh増）

②灯油量　平成27年度　219,700㍑　→　平成28年度　0㍑（219,700㍑減）
Check

対応方向

　引き続き、市の施設の設備更新や今後建設する施設設備において、最新の省エネル

ギー・再エネルギー技術の導入を推進していくとともに、省エネ効果の高い製品等の積極

的利用を推進する。

平成27年度

少数の電気自動車の導入では効果が少ないのではない

か。

①高知県では、公共施設に多く、太陽光発電を取り入

れているが、羽咋市でももっと増やしていくべき。

②風力発電を検討してはどうか。

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

④（①と②から算出した目

標排出量）

④を基準にした目標削減

量

①（基準値）

②（KPI）

③（目標値）

①－③の削減量
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実績
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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 66町会 66町会 66町会

実績値 66町会 66町会

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

Action

①協働によるまちづくりを推進するため、各町会とまちづくりパートナーシップ協定を

締結し、地域自治振興奨励金を交付。

②羽咋市町会長連合会の運営費を補助。

ＤＯ

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

分析

①まちづくりパートナーシップ協定に基づき、各町会で「地域の環境保全に寄与する事

業」をはじめ、地域自治の振興に資する事業を数多く実施している。

②町会長連合会の取りまとめにより、各地域における重要な課題（要望）を行政側とし

て把握し、市政に反映することができている。

Check

対応方向

地域団体等と行政との信頼関係を構築し、地域社会を持続可能なものとしていく。

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

平成27年度

①青年団、婦人会の活性化も考慮し、町と行政が各町

の状況に応じた地域の連携を協働で推進していく必要

がある。

平成28年度

①町会への支援とあるが、青年団や、婦人会の活性化

につながるものにしてほしい。地域の横のつながりを

強くするための支援であってほしい。

取組内容

ＰＬＡＮ

地域団体等（羽咋市町会長連合会）の活動を支援し、併せて市行政への協力体制を整備

する。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

意見

　　　　　　総合戦略効果検証シート

総務課 町会数 66町会 66町会

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

37

４－５－１ ① 町会への支援充実

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 52団体 53団体 57団体

実績値 53団体 55団体

年度目標に対する達成率 101.9% 103.8%

基準値に対する増減率 6.0% 10.0%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

対応方向

今後も市民活動をやってみたいという個々の思いを大切にし、相談、アドバイス業務を行

うことにより活動団体登録数の増加を図る。

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

平成27年度

①災害時等にコーディネートをするボランティアも必

要。

②福祉、市民活動の各ボランティアの連携も重要。

平成28年度

①登録している団体は、公共福祉にかかわる団体や趣

味のサークルまで内容は千差万別。いろいろな団体が

活動していることを知らない人がいるのではないか。

　婦人会はなくなってきているが、逆に、こういった

団体の方が増えてきている。自分の考えと合致する団

体が増えていく方が良いのではないか。

生涯学習課 市民活動団体登録数 70団体 50団体

取組内容

ＰＬＡＮ

市民活動支援センターの運営

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

市民活動支援センターの管理及び運営をNPO法人わくわくネット・はくいに委託し、市民

の柔軟な発想を生かしながら、支援センターの効果的な管理運営と市民活動の推進を図っ

たことにより新たに5団体の登録があった。

意見

分析

まちづくりに関心のある方への相談やアドバイスを行い、必要に応じて活動支援や情報提

供を行った。また、広報はくいやセンターだよりの市内配布及びＨＰなどにより、登録団

体数の増加が図られた。

Check

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

38 　　　　　　総合戦略効果検証シート

４－５－１ ② 地域コミュニティの活性化と地域づくりへの参加・促進

実績値

実績値
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市民活動団体登録数
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42



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事業

実績値 0事業※Ｈ29年度から実施 0事業※Ｈ29年度から実施

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

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

39 　　　　　　総合戦略効果検証シート

４－５－１ ④ 羽咋創生を担う市民提案事業への支援

がんばる羽咋創生推進室 市民提案型まちづくり事業数 30事業（累計） 0事業※H29年度から実施

取組内容

ＰＬＡＮ

【平成29年度からの事業】

対象事業

「３年後にこういう町、こういう活動をしたい」という目標を明確にし、新しい工夫や発展性を取り入

れ、助成期間終了後も継続が期待できる次のいずれかの事業に補助を行う。

（１）地域の課題を市民と市の協働により解決していく事業

（２）「がんばる羽咋創生総合戦略」を推進する事業

H27 総合評価

Action

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

平成29年度から実施

１　対象団体

　市内に活動拠点又は事務所があり、提案事業を誠実かつ確実に実施できる、５人以上で構成する市民

団体等（町会、公民館単位の団体、地区協議会、ＮＰＯ、ボランティア団体など）

２　助成金額（上限額）　３０万円／年

３　助成期間　最大３年間

意見

ＤＯ

分析

平成29年度から実施

Check

対応方向

平成29年度から実施

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

平成28年度

①市民活動支援センターとからめてみても良いので

は。

②上限30万円は大きい。

※平成29年度からの追加施策
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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 7,000 千円 100,000 千円 250,000 千円

実績値 70,437 千円 224,400 千円

年度目標に対する達成率 1006.2% 224.4%

基準値に対する増減率 935.8% 3200.0%

評価 ◎ ◎

有識者会議による検証評価

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

40 　　　　　　総合戦略効果検証シート

４－６－１ ② ふるさと納税の推進

平成27年度　特になし

がんばる羽咋創生推進室 ふるさと納税額 200,000 千円 6,800 千円

取組内容

ＰＬＡＮ

①　ふるさと納税の寄付額増加に向けたＰＲ

②　新規返礼品提供事業者及び新規返礼品の募集

③　今後の展開につながる事業者の紹介等

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

①　ふるさと納税返礼品事業者説明会開催（7月）

②　プロカメラマン（兼フードコーディネーター）による返礼品の撮影

③　サイト掲載内容を大幅に更新

④　年２回のカタログ作成

意見

ＤＯ

分析

①　急激な件数増に対し、個人事業主が対応できない状況が発生。

②　　　〃　　　　　　、事務量増によりほかの業務ができない状況が続いた。

③　提携サイトを追加するも、個人事業者がこれ以上できないと半数しか登録されていな

い。

Check

平成28年度

①礼品の上限や制約が設けられたが、引き続き工夫し

て取り組んでいって

ほしい。

対応方向

①　今後も継続して返礼品提供事業者及び返礼品の募集を行う。

②　体験型や羽咋市の特色を活かした返礼品を募集する。

③　単なる返礼だけでなく、今後につなげるため事業者等の紹介を追加する。

　　（顔の見えることによる親近感、安心感、ファン獲得による制度外での発注増）

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 4人 8人 8人

実績値 4人 6人

年度目標に対する達成率 100.0% 75.0%

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

4人（H27）

取組内容

ＰＬＡＮ

　総務省の地域おこし協力隊制度を活用し、地域の活性化を図る自然栽培普及やジビエ活

用事業などの地方創生事業に従事する都市部の若者を受け入れるとともに、３年後の自立

に向けた支援を行う。

平成27年度

①現事業の採算性はあるのか。

②地域おこし協力隊の定着は望ましいが、短期でも新

しい知識や考え方が入ってきて良いとわりきることも

必要。

③受け入れる地域（町会）の理解も必要だと思う。

平成28年度

①縁あって羽咋に来てくれた人なので、自立支援に力

を入れてほしい。

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

総務課 地域おこし協力隊登用数 10人（累計）

41 　　　　　　総合戦略効果検証シート

４－７－１ ① 地域おこし協力隊の活用と支援

○　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）

①自然栽培普及事業3人(うち新規2名）、ジビエ活用事業2人(うち新規1名）、道の駅商品

開発1人(うち新規1名）の計6人を採用

②平成28年度から、より定着してくれる地域おこし協力隊を採用するために、採用前に１

か月の実践研修を行っている。適正判断をするとともに、応募者には地域おこし協力隊を

やっていけるかどうかを考える時間を与えている。

③また、自然栽培普及事業では、３年後の自立および地元定着に向け、はくい式自然栽培

合同会社を設立した。安定した生産体制の確立を図るとともに、新規就農者の受け皿とな

る。

意見

ＤＯ

分析

地域おこし協力隊は、地域に溶け込み、地域の活性化の一助となっている。

しかし、３年後の自立および地元定着に向けた取り組みはまだ不十分である。

Check

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

対応方向

　本市の活力維持のためには、地域おこし協力隊員の受け入れが不可欠である。各担当課

において、地域おこし協力隊の担う役割、３年後の自立に向けた支援を検討する必要があ

る。

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 500人

実績値 406人 451人

年度目標に対する達成率 ― ―

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

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

42 　　　　　　総合戦略効果検証シート

４－８－１ ④

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

【再掲】

生涯学習課

峨山道トレイルラン参加申込者

数

2,200 人（累計） 406人

取組内容

ＰＬＡＮ

峨山道トレイルラン等、「能登の里山里海」を生かした事業の推進

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11月13日、前回とスタート・ゴールを逆にして開催した「第2回峨山道トレイル

ラン」は門前総持寺を出発し羽咋永光寺をゴール地点とし、451名のエントリーがあり381

名が出走した。そのうち完走者は288名で完走率75.6%であった。

意見

ＤＯ

分析

前回の大会を45名上回る451名のエントリーがあったことについては、今大会のコンセプ

ト・コース・運営・応援等が参加者に一定の評価を受け、全国のトレイルランナーに浸透

し始めたと考えられる。

Check

対応方向

これまで2回の大会開催を通して「峨山道」の名が全国に広がりを見せており、トレイル

ランナーの間での知名度が着実に上昇しているため、引き続き第3回大会を開催すること

で、能登の禅文化と豊かな里山里海の発信に努める。

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

平成27年度　特になし

平成28年度

①トレイルランのコースのところどころに応援に立っ

ていてほしい。

実績値

実績値

0人

500人

1000人

1500人

2000人

2500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

峨山道トレイルラン参加申込者数

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 100%

実績値 85.7% 86.6%

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

※平成29年度からの追加施策

担当課

重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

43 　　　　　　総合戦略効果検証シート

４－９－１ ② 行財政改革の推進

総務課

第6次行財政改革行動計画の達成

率

100% Ｈ27年度から実施

取組内容

ＰＬＡＮ

　平成26年度に策定した第6次行財政改革行動計画に基づき、基本方針である「市民参加

と協働のまちづくりの推進」「市民サービスの向上」「効率的かつ効果的な行財政運営の

推進」「人材育成と組織機構の見直し」の実現に向けて、各部局における計画の着実な実

行のための進行管理を行う。

実績（具体的例：いつ、

誰が、どこで、何を・・・）

　各課において年度当初に前年度の計画に対する実績の確認を行った。各課の実績につい

て総務課で報告を受け計画の実績（進捗状況、行革効果、より行革効果を高める手段）に

ついて取りまとめを行い、計画全体の実施状況や達成度の確認を行った。

意見

ＤＯ

分析

　計画どおり目標を達成した計画もあれば、現在検討中の計画、いまだに取りかかれてい

ない計画もある。取組が不十分な部局が見受けられた。職員全体で計画に対する取組につ

いて再度確認をする必要がある。

Check

平成28年度

①86.6%まで達成しているので評価できる。

対応方向

　計画の中間年である２９年度では、すでに目標を達成した計画については、目標値の設

定見直し（上方修正）を図り、目標が未達の計画については手法の変更や、事業の見直し

を図り、行革が効果的になるように修正を図りたい。

H27 総合評価

Action

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

実績値
実績値
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