
 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
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大学生インターンシップ受入企業数
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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
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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

実績値

0人
10000人
20000人
30000人
40000人
50000人
60000人
70000人
80000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

コスモアイル羽咋利用者数

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
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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 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
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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
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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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