
総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

×　取組の中止・終了

基準値

※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 40人

実績値 10人 19人 33人

年度目標に対する達成率 100.0% 95.0% 110.0%

基準値に対する増減率 25.0% 137.5% 312.5%

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

1 『自然栽培』を中心とした農業の成長産業化

１－１－１ ① 『自然栽培』の生産・普及と『輸出産業』化

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

農林水産課 自然栽培就農者数 40人 8人

取組内容

ＰＬＡＮ

①自然栽培に取り組む新規就農者に対する助成
②自然栽培普及のためのイベント開催や研修の継続した実施

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

【自然栽培普及・啓発イベント】
　平成29年7月の道の駅開業に合わせ、自然栽培「羽咋米」の記念配布や自然栽培農産物を
利用した加工品の開発支援など自然栽培の情報発信の拠点である道の駅のと千里浜と連携
したイベントを開催した。
【自然栽培による各種支援策の実施】
①新規就農者総合支援事業・・・国の補助の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上げ支援
⑤６次化推進総合補助金事業・・・加工品開発、販路開拓等を支援

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。ＤＯ

分析 ①移住体験住宅を活用した、農業体験を行ってもらうことが必要。
②自然栽培の認知度はまだまだ低く、道の駅の情報発信機能を活用した自然栽培の普及・
啓発活動を継続して行っていく必要があると思われる。

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。Check

対応方向

①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。
②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、そして新規就農者と
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。
③新規就農者だけではなく、慣行栽培農家が自然栽培に取り組むことができるよう啓発活
動を行い、取組農家数、耕作面積の拡大を図る。
④ＪＡと連携した、生産、販売（販路拡大）、加工品開発の支援を行っていく。

平成29年度
①就農者の営農継続、収益拡大に向けたケアも今後は重要になってくる。
②KPI目標の40人が視野に入る中で、次は味への取り組みも検討を始めてはどうか。
③自然栽培を求める客層は高価でも買い求める層であり、この層は次に美味しさを求める
と思慮。『無農薬・無肥料・無除草剤+美味い』が最強です。
④生産者個々、特に移住者のフォローを選任で扱う職員の設置など、ケアが急務。
⑤自然栽培の農産物と加工品には、共通（あるいは色違い）のステッカーなどをつけるの
はどうか。
⑥「自然栽培」の関心による移住が今後も見込まれる中で、助成がなくなった後の支援や
(自然栽培でどのくらい食べていけるか)という現状は移住前にちゃんと伝えておかないと
トラブルになる可能性あり。

Action

意見

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H29 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

実績値
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 50ha

実績値 3.5ha 21.0ha 37.8ha

目標に対する達成率 17.5% 52.5% 75.6%

基準値に対する増減率 9.4% 556.3% 1081.3%

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

2 『自然栽培』を中心とした農業の成長産業化

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

3.2ha

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・・・）

　農地中間管理事業を活用した農地の確保や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、実際に農地を借り受けることになった。

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。

Action

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

農林水産課 自然栽培耕作面積（ha） 60ha

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

平成27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。

平成28年度
自然栽培に取り組む者の増加とセットで推進すべき

平成29年度
①KPI目標の60haが視野に入る中で、次は味への取り組みも検討を始めてはどうか。
②条件の悪い放棄地や荒廃地ばかりでなく、良質な農地を自然栽培農家に引き合わせるに
はどのようにすべきか、要検討。
③耕作放棄地等、耕作されなくなってから2年以内の土地は、少し高く借り上げるなどす
れば荒廃地になる前に次の耕作者へバトンタッチできるのでは。（上乗せ分は年数を決め
て市が補助してやる。）
④担い手をいかに増やすか。
⑤効率的な農作業に適した農地を確保できるような支援が必要。

意見

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

実績値

実績値
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 2店

実績値 1店 1店 1店

年度目標に対する達成率 100.0% 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
意見

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

農林水産課 首都圏等における販売協力店舗数 2店

　　　　　　総合戦略効果検証シート

3 『自然栽培』を中心とした農業の成長産業化

１－１－１ ③ 『自然栽培』を含めた農産物(加工品を含む)の販路拡大の支援

0店

取組内容

ＰＬＡＮ

『自然栽培』による農産物の加工・流通・販売に係る支援

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①移住相談及び移住業務の拠点となっている杉並区の「はくい放送局」において、羽咋の
自然栽培農産物やその加工品を継続して販売している。
②自然栽培の販路拡大について助成を行い、首都圏及び海外への販路拡大の支援を行っ
た。
③首都圏において、食品業界マッチングサービスを行う㈱インフォライズに委託し、飲食
店でのメニュー開発、フェア等を行い販路拡大を図った。

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。

ＤＯ

分析
　自然栽培の認知度はまだまだ低く、価格も高価であるため、販路の拡大が難しい。加工
品も含め、他農産物との差別化を図り、高価であっても取引ができる強い商品の開発が必
要。

Check

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

対応方向

　道の駅「のと千里浜」、地域商社との連携を図りながら、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。

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。

平成29年度
①ネット通販を充実すべき。精米したての米、採りたて野菜など、毎月届く定期便客を増やす工夫
も。
②ネットでは自然栽培の良い点をデータ化してメリットを視覚で簡単にわかるようにする工夫も大
事。
③加工、流通、販売に係ろうとする事業案には広く助成を配分できるようにした方がいい。
④自然栽培と、従来型栽培との比較において、例えば「ニンジンの皮までおいしい（むく手間な
し）」などの具体的利点を添えたアピールを。
⑤自然栽培の農産物をメインにした料理教室などを大都市部で行うのはどうか。
⑥各羽咋会を活用すべき。
⑦ネットによる販路拡大は進んでいるのか。
⑧羽咋市の飲食店の人脈、取引先を活用してはどうか。
⑨生産量に対する販売売上等の数字が知りたい。また、具体的なターゲット設定(買ってくれる人はど
こにいるのか。)や戦略立てが必要。
⑩認知度を上げるための活動も必要では。(市民に分かりやすい言葉で伝える活動など。)
⑪道の駅の活用強化。PR強化。
⑫若い人はやる気があるけど、収益に結びつかない。今は我慢の時かもしれない。

Action

H27 総合評価 ○　取組内容の継続
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 16件

実績値 5件 8件（累計13件） 13件（累計26件）

目標に対する達成率 500.0% 160.0% 118.2%

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

4 『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』を含めた農産物等のブランド化と６次産業化の推
進

0件

取組内容

ＰＬＡＮ

『自然栽培』による農産物の加工・流通・販売に係る支援

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①自然栽培の情報発信拠点である道の駅において、加工品を充実させるため、自然栽培加
工品のメニュー開発及び普及イベントの支援を行った。
・道の駅のと千里浜　７件（唐戸山酒粕ティック等）
・春のルンルンバイキング
②パッケージ等のデザインも含めた加工品開発支援について、支援を行った。
・ＪＡはくい　１件（パック米）
・はくい式自然栽培合同会社　５件（ハトムギ粉）ＤＯ

分析

　加工品開発を支援することにより、道の駅及び市内事業者において、自然栽培加工品を
充実させることができたが、今後、開発した商品を活かし、販路を拡大していかなくては
ならない。

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開発を支援するとともに、道の駅「のと千
里浜」、地域商社と連携しながら、販路拡大を図る。

Action

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

農林水産課 ６次産業化取組事例数
5件

（累計）

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

平成27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。

平成28年度
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

平成29年度
①加工品を、ふるさと納税の返礼品や市からの手土産品とするはどうか。
②お菓子などのお土産品加工によるブランド化も検討の余地があるのでは。
③市民向けPRがもっと必要。（土産、贈答品として）
④自然栽培合同会社など、より生産者に近いところへの支援が必要。
⑤産地ブランド化の検討結果はどうなっているか。
⑥販売拡大の具体的な打ち手が見えると◎。

意見

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

実績値

実績値

実績値

0件

1件

2件

3件

4件

5件

6件

7件

8件

9件

10件

11件

12件

13件

14件

15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次産業化取組事例数

KPI

  4



総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 18,000千円

実績値 990千円 12,000千円 16,000千円

年度目標に対する達成率 99.0% 240.0% 106.7%

基準値に対する増減率 ― ― ―

評価 ◎ ◎ ○

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

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 ① 「ジビエ」を素材とした戦略産品等の開発・販売

0千円

取組内容

ＰＬＡＮ

①平成27年10月に施設を開設し、イノシシを活用した製品の生産及び販路の拡大を行っ
ている。
②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いる。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①道の駅「のと千里浜」での販売開始。
②商談会の参加（東京1回、金沢2回）。
③普及イベントの参加（県農林漁業祭、白山スノーフェス、氷見農林漁業祭、中能登
祭）。
④冷蔵・冷凍庫導入による精肉の保存量を拡大。
⑤市6次産業創生室と連携し、ジャーキー、ソーセージや肉まん等の試作と販売を実施。

ＤＯ

分析 ①売上の約40%がふるさと納税となっているが、今後、安定した経営を行うためには、店
舗等の顧客の獲得が必須になる。特に東京などの都市部での営業が重要であり、商談会
は継続した参加が必要。
②安全や衛生の考え方は、過剰ということがない考え方で進め、ハサップや国の認証制
度を視野に管理基準等を検討。Check

対応方向

①都市部での営業継続と道の駅との連携
②安全面の更なる向上で、他施設との差別化

Action

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

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

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。

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。

平成29年度
①ただありきたりな商品を開発してもだめ。例えば、スマートBBQなど文化やライフスタ
イルと一体となった販売促進、商品開発が求められる。
②肉だけでなく、革製品の開発にも注力を。
③皮革小物づくり教室などを開き、PRの場とするのもよいのでは。
④「Actionの①」は徹底した方がいいと思う。絶対にもっとニーズがある。料理人のコ
ミュニティに情報を投げたい。
⑤担い手の確保が必要。
⑥県内でもイノシシ肉に取り組んでいるところが数か所ある様子。差別化を。
⑦「のとしし」のブランディングは難しいか。認知度が低い。

意見

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

実績値
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し
基準値 ×　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 7団体

実績値 5団体 7団体 7団体

目標に対する達成率 500.0% 140.0% 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

　　　　　　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 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

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

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

石川県や近隣7自治体との連携がとれた。
平成28年度:石川県・羽咋市・宝達志水町・志賀町・七尾市・中能登町・氷見市・穴水町
平成29年度:上記の他、かほく市

ＤＯ

分析

　近接自治体のイノシシ捕獲数は2,000頭を超える。高品質な製品を維持するために処理
時間等のリスクを低減するためにも、しばらくは、これ以上の範囲は行わない方が賢明。

Check

対応方向
近接自治体の施設搬入及び処理頭数を500頭程度まで上げていく。
平成28年度：搬入:376頭、処理:300頭
平成29年度：搬入:359頭、処理:336頭

Action

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

農林水産課 連携協力団体数 5団体

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

平成27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。

平成28年度
特になし

平成29年度
平成27年度の意見に関して、その後はどうなっているか。現場が目
標の500頭を捌ける容量があるのか。

意見

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

実績値
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 450頭

実績値 98頭 300頭 336頭

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

7 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

0頭

取組内容

ＰＬＡＮ

狩猟免許取得、電気柵設置、捕獲を支援し、捕獲捕獲頭数及びイノシシの施設活用を推
進する。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①広報でのイノシシ等被害防止対策の情報提供（２回/年）
②猟具の管理や安全捕獲の向上に向け、新規免許取得者等を対象に捕獲研修を開催

ＤＯ

分析 ①若者を確保し、継続した取組となるようすべきであるが、出没や農産物以外での被害
拡大を防ぐことが最優先である。
②捕獲イノシシは販路の確保と共に広域的な搬入による活用体制を推進する。

Check

対応方向

　地域おこし協力隊の取組や市の獣害対策を積極的に広報し、被害範囲の縮減となるよ
う周知と参加を呼びかける。

Action

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

農林水産課 イノシシ年間処理頭数 440頭

H27 総合評価

H28 総合評価

平成27年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

平成28年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

平成29年度
①イノシシ肉の質の季節性なども考え、買取価格に差をつけてはどうか。
②地域おこし協力隊以外にも人材確保を。
③いろいろ試策しているしこれからもチャレンジしてほしい。
④Actionの「参加」について、その仕組みを作る必要あり。
⑤狩猟免許取得者や処理能力者は増えたのか。
⑥これまでのイノシシ目撃、出没情報から重点地区を割り出し、MAP化して、広
報し、被害対策を先まわりして行うことはできないか。

意見

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

実績値
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 190人

実績値 171人 170人 171人

目標に対する達成率 100.6% 94.4% 90.0%

基準値に対する増減率 26.7% 25.9% 26.7%

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

8 新規就農者に対する総合的な支援

１－１－３ 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

135人

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。

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。
平成29年度実績 171人

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

農林水産課 認定農業者数 200人

平成29年度
①フォローアップの内容は？効果検証シートにあるよう、充実は不可欠。
②これから、ここが一番大事だと思う。
③認定農業者数が横ばいであるため、見直しが必要。
④PRしている？PRの内容？PRの方法？情報をうまく届けられていないのでは。
⑤農業遺産の魅力にひかれて就農するケースはほとんどまれなのでは。

Action

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

意見

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。

平成27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。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。

平成28年度
経営が安定するまでの濃密フォローを継続

Check

○　取組内容の継続H29 総合評価
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 80人

実績値 48人 62人 77人

目標に対する達成率 480.0% 137.8% 128.3%

基準値に対する増減率 1100.0% 1450.0% 1825.0%

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

9 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

4人

取組内容

ＰＬＡＮ

環境に配慮した農業の支援体制の充実

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、平成28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、平成29から助成の対象と
なった。
平成29年度実績　77人(自然栽培部会33人、エコ認定農家44人)

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

農林水産課 自然栽培・有機・エコ栽培者数 50人増

平成29年度
①栽培数の増加が見られる。
②自然栽培が環境保全型農業として支援対象となったのは大きな成果であ
る。
③広報の仕方として農業フェア等でブース出店など非農業者（消費者）に
も、目につくようなアピールを。
④フォローアップの内容は？効果検証シートにあるよう、充実は不可欠。

Action

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

意見

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。

平成27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。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

平成28年度
国の支援をどのように活かすのか具体策が必要。

Check

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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% 81%

実績値 78% 78% 80%

目標に対する達成率 110.9% 100.0% 101.4%

基準値に対する増減率 14.7% 14.7% 17.6%

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

10 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

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（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

平成29年度実績　担い手集積1,826ha
平成28年度実績　担い手集積1,797ha
平成27年度実績　担い手集積1,785ha
平成26年度実績　担い手集積1,472ha（農地面積2,280ha)
(増減理由:圃場整備、離農等の農地を担い手に集積)

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

農林水産課 担い手等への農地利用集積率 75%

平成29年度
①長期的な視野に立って進めるべき。
②次に農地を託す人を探す時、市役所に相談しようとする人がいるの
か。期待される市役所になるにはどうすればいいか。
③Actionの(関係機関と連携を取り、担い手への農地集積を進めた
い）に関して、Iotの導入など、担い手の負担を軽減させる支援があ
るといいかもしれない。農商工連携ですね。富山で水田のIot化して
る方を紹介できます。

Action

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

意見

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。

平成27年度
特になし

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。

平成28年度
伸び率が低下しており、新たな対策を検討すべきか。

Check

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 40人

実績値 求人していないため未記入 2人 36人

年度目標に対する達成率 ― 100.0% 257.1%

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

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 ① 『道の駅のと千里浜』の整備・推進

0人
※2017(H29)年度開業

取組内容

ＰＬＡＮ

①平成29年7月7日　道の駅「のと千里浜」開業に向けた準備（施設及び人員）
②平成29年7月7日　開業

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・） ①地域おこし協力隊2名を活用した人材の確保。

②市職員1名派遣による、羽咋まちづくり(株)との連携確保。
③設置者（羽咋市）による、開業までの施設・設備の準備。

ＤＯ

分析 ①グランドオープンまでに、最低限の人員を確保し、教育を行いながら、営業を行ってい
る。
②現状正社員6名・パート30名という構成であるが、繁忙期に人員のオペレーションが不足
になりがち。
③ハローワークを活用した募集を随時行っているが、多方面への情報発信が必要。Check

対応方向

①新聞折り込み・フェイスブックを活用した募集の実施。
②営業開始後の、改善点及び改良点を市と羽咋まちづくり(株)とで解決していく。

Action

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 道の駅での雇用者数 40人

H27 総合評価

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。

平成29年度
①一般企業の永遠のテーマである繁忙期・閑散期を勘案した適正人員
をどこで区切るか。非正規社員の正規社員化、人手不足過労による事
故を防ぐためにも業況拡大スピードの調整も大事。
②一年たって道の駅のあるべき姿、方向性を整理、周知する必要あ
り。売り上げや来場人員だけが指標ではないはず。
③道の駅に限らずだが、多様な働き方のできる仕組みがあるといい。
「Soil」の働き方は参考になる。
④他の道の駅と比べるとオリジナル感が目立ってとてもいいと思う。
⑤従業員の教育にバラつきを感じた。教育のマニュアル化を進めてほ
しい。
⑥地元大学へのアピール、学生アルバイトやインターンシップの受け
入れを強化してはどうか。（交通費として遠距離通勤手当を出す。）
（シフトを工夫するなどして学業との両立のための配慮。）
⑦市内に対するPRが不足しているのでは。

意見

H29 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

実績値
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 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 133人

目標に対する達成率 ― ― 88.7%

基準値に対する増減率 ― ― ―

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

12 『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 ② 『道の駅のと千里浜』の出品促進

0人
※2017(H29)年度開業

取組内容

ＰＬＡＮ

特色ある道の駅としていくため、道の駅への地元の出品者を充実させながら、地域経済の活性化
を図る。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①道の駅新聞の発刊による周知。（4刊の発行）
②出品者協議会結成。（133事業者）

ＤＯ

分析
開業時700アイテムであったものが、年度末には900アイテムとなった。(各事業者からの出品数が
拡大したもの。)

Check

対応方向

①参加型の開発会議を行い、継続した商品開発の実施。
②軒下をあたらな店舗ととらえ、出店の拡大を図る。

Action

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

６次産業創生室 道の駅での農水産物等出品者数 180人

H27 総合評価

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

平成27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。

平成28年度
オープンから4か月経過、進展スピードアップ急務

平成29年度
①手軽に飲食できる商品販売を軒下で。
②羽咋市で創業を希望する人にも出品や出店の機会を与えてはどう
か。
③商品開発を続けるリスクもある。商品ごとの販売分析をし、定期的
な見直しをしするなど、販売戦略を。
④お土産品として、バラまき品の開発を。安価、個包装、長期保存
可、パッケージに「千里浜」or「羽咋」とわかるもの。できれば、軽
量。（例えば、自然栽培野菜で作ったチップス、自然栽培米のポン菓
子の個包装・徳用袋等）
⑤市内に対するPRが不足しているのでは。

意見

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

実績値
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 185,000人

実績値 142,321人 186,164人 189,385人

目標に対する達成率 124.2% 147.7% 101.7%

基準値に対する増減率 -13.8% 12.8% 14.8%

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

13 『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 『道の駅のと千里浜』周辺施設との連携・整備

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

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・） ①羽咋市として、自家発電装置基盤取替修繕と深井戸水中ポンプ(温泉用)取替工事を実施

した。
②指定管理者が、ろ過材交換、自動ドア修繕及びプールろ過機制御盤修繕ほか25件実施し
た。
③県外利用者獲得のため、無料広告の掲載や温泉関係のＨＰの掲載を行った。

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

平成29年度
①道の駅と連携した取り組みはあるのか。
②22年経過しているなら修繕は必要である。
③温泉施設の充実を望む声が多い。多様な風呂、サウナなどを。
④道の駅と千里浜海岸直結の散歩遊歩道は作れないか。
⑤道の駅とユーフォリアの因果関係が見えない。

Action

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

意見

対応方向
　開館から22年が経過しており、施設の老朽化に伴い、今後、指定管理者と協議をしなが
ら優先順位を決め、計画的な工事、修繕を実施する。

平成27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。

ＤＯ

分析

施設利用者が昨年度と比較して、3,221人増加した。
平成28年度
特になし

Check

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価

実績値
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 47.5万人/年 47.5万人/年 47.5万人/年 47.5万人/年

実績値 47.2万人/年 47.9万人/年 48.2万人/年

目標に対する達成率 99.3% 100.8% 101.4%

基準値に対する達成率 0.4% 1.9% 2.6%

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

14 羽咋駅周辺整備による「まちなか」の賑わい創出

１－２－２ ① 羽咋駅周辺の整備

47万人/年

取組内容

ＰＬＡＮ

①羽咋駅東口ロータリーの整備
②羽咋駅西歩行空間の整備
③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・・・）

羽咋駅西広場整備   Ｃ＝80.810千円
通路上屋改築 　　　Ｃ＝36,925千円
多目的トイレ新築 　Ｃ＝10,372千円
ロータリー広場整備 Ｃ＝26,883千円
地下道改修 　　　　Ｃ＝ 6,630千円

ＤＯ

分析

　駅西広場は、平成28年度からトイレ改修に着手し、通路上屋改築や多目的トイレの新
築、ロータリー広場整備を実施し、利便性の向上を図った。

Check

対応方向

　平成30年度は、羽咋駅周辺の魅力とマルシェ跡地の活用を検討する駅周辺整備基本構想
の策定に取組む。

Action

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

地域整備課 羽咋駅乗降者数 49万人/年

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

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

平成29年度
①マルシェ跡地の活用については、人口減少社会におけるコンパクトシティ化の目玉となるよう
希望する。
②羽咋駅のトイレがきれいになって嬉しい。
③羽咋市を訪れる人の電車（駅）利用はどのくらいか。誰を見据えた（魅力化)なのかは、事前
に分析した方が◎
④駅西広場が改修され、大変良かった。
⑤駅から出てすぐ、閉店舗というのは残念な景色なので活用プランを早急に。
⑥マルシェ跡地の対応が急がれる。
⑦七尾でも駅前は苦戦しているように見える。駅の利用者は増えているのか。
⑧(平成27年度の意見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。)の検討
はしたのか。電動自転車の貸し出しをするだけでも賑わいに貢献するのではないか。
⑨効果検証シートにあるよう、マルシェ跡地の活用検討を。
⑩限界があると思う。

意見

H29 総合評価 ○　取組内容の継続
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 170人

実績値 174人 174人 174人

目標に対する達成率 ― ― 102.4%

基準値に対する達成率 -2.8% -2.8% -2.8%

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

15 羽咋駅周辺整備による「まちなか」の賑わい創出

１－２－２ ② 羽咋駅周辺商店街の賑わい創出

179人

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。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①平成29年度卸売・小売商店数未確定
②起業家支援事業による周辺空き店舗の利用
③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）

ＤＯ

分析

起業家支援事業補助金等で、空き店舗の活用相談等あり。

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。

Action

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

商工観光課 商店街連合会組合員数 170人

H27 総合評価

H28 総合評価

平成27年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

平成28年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

平成29年度
①観光客向けも大事であるが、賑わいには羽咋市民の日常的利用が重要
である。その意味で駅前商店街利用者向けの無料駐車場が必要と思慮。
②市にきた相談に対してきめ細やかなフォローが必要。
③祭り、イベント等でテント出店しているもののうち、空き店舗活用で
きるものはないか。
④Actionの、「活性化」や「賑わい創出」はどういう状態のことなの
か。具体的なイメージや数字に落とした方が◎。
⑤商店街だけで見ずに町の全体から商店街の位置づけや機能を再設定し
た方がいいと思う。

意見

H29 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 10人

実績値 22人 15人（累計37人） 8人（累計45人）

年度目標に対する達成率 220.0% 150.0% 80.0%

基準値に対する増減率 -82.7% -88.1% -93.7%

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

16 継続した企業立地・誘致の推進

１－３－１ ① 企業立地・誘致の促進

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

平成29年度　なし

意見

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

商工観光課 誘致企業の新規雇用数
50人

（累計）
 127人※過去５年間累計

取組内容

ＰＬＡＮ

企業誘致により新規雇用者の確保を図る。

ＤＯ

分析

　企業敷地に増設する敷地があれば、事業拡大や設備補強等により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連
絡を密にしていく。

平成29年度
①企業誘致による新規雇用者の促進を図る場合、現在の求職者減の状況
を踏まえ、企業の業種・職種を考慮する必要あり。
②雇用については、若年者のみならず、高年齢者、障害者や家庭と仕事
を両立する女性等の幅広い人材の活用が不可欠である。
③企業訪問などの地道な活動が必要。設備投資のニーズを把握している
か。
④具体策を考える余力がないのなら一旦中止してもいいのでは。
⑤リスクが大きいので企業誘致に頼らない方がいい。
⑥既存の事業者への支援（販売促進、雇用、事業承継など）に力を入れ
て伸ばした方がいいと思う。民間との連携も視野に入れたい。

Action

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

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。

平成28年度
①平成27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。

○　取組内容の継続H29 総合評価
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 1件

実績値 1件 0件（累計1件） 0件（累計1件）

目標に対する達成率 ― 0.0% 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

　　　　　　総合戦略効果検証シート

17 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

0件

取組内容

ＰＬＡＮ

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。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

平成29年度　実績なし

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

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。

Action

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

商工観光課 本社機能移転企業数
1件

（累計）

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H28 総合評価 △　取組内容の見直し

平成27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。

平成28年度
特になし

平成29年度
①長期的な視点も必要。
②企業訪問など地道な活動が必要。
③地元者新規雇用20名なら、助成の対象とする等、条件の変更をしてはどうか。
④既存の誘致企業による雇用等の効果検証をし、期待値に対する効果はどのくら
いあったのか。を明らかに。
⑤若者が求めるのはどういう企業か、仕事なのかも検討したい。
⑥「羽咋」だからこその視点も。
⑦本社機能を移転してもらうために求められるものは何か、検討が必要。(税の
控除以外)

意見

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

実績値
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 2,300人

実績値 未確定 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

　　　　　　総合戦略効果検証シート

18 基幹産業の育成と支援

１－３－２ ① 成長分野における製造業・次世代産業の育成・支援

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

平成29年度の実績不明

意見

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

商工観光課 製造業における従業員数 2,550人 2,125人(H26)

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。

ＤＯ

分析

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。製造業における従業員数の
全数把握ができていないため、継続して集計を図っていく。

平成29年度
①現在の求職者減の状況を踏まえ、若年者のみならず、高年齢者、障害者や家庭
と仕事を両立する女性等の幅広い人材の活用が不可欠である。
②従業員数の把握がなぜできないのか。
③生産性向上の流れもあり、人員増加は難しいのでは。
④助成金による雇用拡大は本当か。助成金による雇用実績を知りたい。
⑤人材とのマッチング支援や社員研修等の定着支援の方が的を得そう。

Action

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

平成27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。

平成28年度
特になし

○　取組内容の継続H29 総合評価
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 4,500人

実績値 4,352人 4,798人 5,104人

目標に対する達成率 96.7% 96.7% 106.6%

基準値に対する増減率 9.4% 20.7% 28.4%

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

19 基幹産業の育成と支援

１－３－２ ② 市内企業への若者等雇用の促進

3,975人(H24)

取組内容

ＰＬＡＮ

市内企業への若者等雇用の拡大を推進する。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・） ①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。
②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。

ＤＯ

分析

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。

Action

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

商工観光課 市内企業求人数 4,500 人

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

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
特になし

平成29年度
①11月3、4日の羽咋市商工会主催の「羽咋産業展2018」について行政も積極的に
活用してほしい。
②高校生だけでなく保護者にも地元企業のアピールを。
③見学会を東雲高校、宝達高校、志賀高校へも広げてはいかがか。
④企業見学会の参加対象校について、羽咋市内のみならず、近隣の地元高校も含
めてもいいのではないか。
⑤PR内容には、企業の市場フェア、働く環境、先輩社員の意見等、求人条件以外
の魅力発信が重要と思われる。
⑥大学進学に伴う流出は当然で、問題ではないと考える。考えるべきは、それに
よる流出の後にいかに彼ら・彼女らが戻りたいと思える仕掛けをつくるか、とい
うこと。地元を離れる前の子供たちに打ち手を講じる必要がある。
⑦中学や高校での教育カリキュラムに、地域連携の文脈を。わくワーク体験を改
善すれば、もっと関心を作れると思う。

意見

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

実績値
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 14人

実績値 8人 9人（累計17人） 10人（累計27人）

目標に対する達成率 ― ― 142.9%

基準値に対する増減率 14.3% 28.6% 42.9%

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

20 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

7 人（H22）

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。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①平成29年度は、10人の地元高校生が地元企業に就職した。
②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。

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）

平成29年度
①見学会を東雲高校、宝達高校、志賀高校へも広げてはいかがか。
②11月3、4日の羽咋市商工会主催の「羽咋産業展2018」について行政も積極的に
活用してほしい。
③企業見学会の参加対象校について、羽咋市内のみならず、近隣の地元高校も含
めてもいいのではないか？
④PR内容には、企業の市場フェア、働く環境、先輩社員の意見等、求人条件以外
の魅力発信が重要と思われる。
⑤金沢や都会で就職する生徒が多いのはなぜか。ここのヒアリングやアンケート
をしたい。地元企業の就職について若者がどう考えているのか？それによって打
ち手を変えた方が◎。

Action

H27 総合評価

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

意見

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。

平成27年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

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。

平成28年度
特になし

Check

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 55,000千円 60,000千円

実績値 ― 60,013千円 57,384千円

目標に対する達成率 ― ― 104.3%

基準値に対する増減率 ― 49.0% 42.5%

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

平成28年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

Check

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。

平成29年度
①先着順以外にも事前申込、抽選制との併用など、工夫してはい
かが。
②イベント商品券の活用。
③他地域の取り組みも参考にして取り組んでほしい。(環境ポイン
ト等)Action

商工観光課 地域商品券（UFO商品券）販売額 55,000 千円 40,282 千円

取組内容

ＰＬＡＮ

①地元商工会、商店会連合会、青年会議所実施事業への支援
②地域商品券の発行支援

　　　　　　総合戦略効果検証シート

21 基幹産業の育成と支援

１－３－２ ④ 地域内消費喚起事業の実施

H28 総合評価

平成27年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

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。

意見

H27 総合評価

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①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。
②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。
③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。

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 6人

実績値 0 人 4人（累計4人） 3人（累計7人）

年度目標に対する達成率 0.0% 66.7% 50.0%

基準値に対する増減率 -100% 33.3% 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

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。

Check

対応方向

　引き続き、市の企業家支援補助金等、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29年度
①企業を促す取り組みも並行して進めることも大切。
②安価で空き店舗を借りられるようにすればいい。

Action

商工観光課 新規起業支援者数
30人

(累計）
3人

取組内容

ＰＬＡＮ

　市内で創業・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。

　　　　　　総合戦略効果検証シート

22 起業・創業支援の強化

１－３－３ ① 新規起業家への支援

○　取組内容の継続

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

平成27年度
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。ＤＯ

分析

市内の空き店舗等を利用した起業が2件あり、地域の活力増進が図られた。

意見

H27 総合評価

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

平成29年度3件
医療業　1件
理容業　1件
建築設計業　1件（年度途中移転）

○　取組内容の継続H29 総合評価
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 3件

実績値 0件 5件（累計5件） 5件（累計10件）

年度目標に対する達成率 0.0% 250.0% 166.7%

基準値に対する増減率 ― ― ―

評価 × ◎ ◎

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

23 起業・創業支援の強化

１－３－３ ② 第二創業、小規模事業者の後継者育成への支援

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ります。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・） 平成29年度

建設業　2件
飲食業　1件
塗装業　2件

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を行ったことにより、事業承
継した事業所の課題解決の一助となった。

Check

対応方向

　引き続き、事業承継に係る支援を続けるとともに、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。

Action

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

商工観光課 第二創業・事業承継支援数
15件

（累計）

H27 総合評価 ×　取組の中止・終了

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

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
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。

平成29年度
①これまでの事例をPRに利用させてもらう。
②羽咋を受け継いでくれる人にさらなる支援を。
③他地域で具体的にどのような取り組みを行っているか参考にしてはど
うか。(後継者問題等)
④既存企業の事業承継に関するデータの収集・分析が必要。（今後事業
を承継できる後継者人材がいるのか。いつまでに確保できるか。など）

意見

H29 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 3件

実績値 3件 2件（累計5件） 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

　　　　　　総合戦略効果検証シート

24 多様な就労支援

1－３－４ ① 多様なインターシップによる就労機会の提供

0件

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。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

平成29年度実績については、未確定。インターンシップ、ジュニアインターンシップ（高
校生向け）の受け入れ体制を整えている企業は複数あり。

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

　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。

Action

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

商工観光課 市内企業・産業等受入件数 20件（累計）

H27 総合評価

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

平成27年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

平成28年度
取組企業数拡充が必要。

平成29年度
①県外の若者へのPR方法の検討が必要。
②企業理解から就職につながる効果的な取り組み、インターンシップをPR
することによる拡大が必要。
③企業の市場フェア、働く環境、先輩社員の意見等、求人条件以外の魅力
発信が重要と思われる。
④受け入れ体制があるなら、ILACの県UIターン合同企業説明会へ(首都圏在
住の転職希望者や学生への声掛け。)
⑤学生のみならず、保護者向けの情報発信、見学者等の設定も。

意見

H29 総合評価 ○　取組内容の継続
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 8件

実績値 4件 6件（累計10件） 7件（累計17件）

目標に対する達成率 200.0% 120.0% 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

　　　　　　総合戦略効果検証シート

25 多様な就労支援

1－３－４ ② ひとり親家庭への就業支援

0件

取組内容

ＰＬＡＮ

ハローワークと連携した就労支援。
8月の児童扶養手当の現況届時にハローワークから職員を1名派遣してもらって市役所で就
業相談を行う。（平成29年度から実施）

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

　ハローワークと緊密に連携し、ひとり親家庭の就労・自立支援の実施について、必要な
範囲内で情報交換しながら、個人の特性にあった就職支援を行う。

ＤＯ

分析

　無職及び退職者の中には、心身の病気を抱えて就業できないケースが多々ある。また、
就職と退職を繰り返す傾向も見られる。

Check

対応方向

　現在就職している人にも、資格を取る制度を紹介しながら、ステップアップできるよう
支援していく。

Action

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

8件
（累計）

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

平成27年度
特になし

平成28年度
特になし

平成29年度
①就職活動が可能な方に対し、平素から現在の求人情報や職業訓練情報の
把握等「就職のための意識」を持つために、ハローワークへの誘導等、一
層の連携が必要と思われる。
②今後もさらなる支援を。

意見

H29 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 2,000千円

実績値 1,129千円 1,710千円 1,780千円

目標に対する達成率 705.6% 142.5% 89.0%

基準値に対する増減率 596.9% 955.6% 998.8%

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

26 多様な就労支援

1－３－４ ③ シニア世代保有技術の活用・就労支援

162千円

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。

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。目標値には届かないものの、前年度
費は上回る販売額となった。

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伸びて
おり高齢者の労働に対する意欲も高まる傾向にある。

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。

Action

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

商工観光課
シルバー人材センターによる産
物売上額

2,000千円

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

平成27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。

平成28年度
特になし

平成29年度
①道の駅がすぐ近くにあるので、有効活用を。
②どの産業もシニア世代の労働力は欠かせないものとなっ
ている。さらに支援を。
③販売先を広げることはできないか。道の駅など。

意見

H29 総合評価 ○　取組内容の継続
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 128,000千円 300,000千円

実績値 0千円 4,500千円 258,000千円

年度目標に対する達成率 ― ― 201.6%

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

27 『地域商社』機能の推進による地域ビジネスの創造と成長

１－４－１ ①
官民協働、地域間連携、政策間連携による新たなビジネスモ
デルの創出と支援

0千円

取組内容

ＰＬＡＮ

①平成29年7月7日道の駅のと千里浜が開業。
②これまで、行政と羽咋まちづくり(株)が連携して行ってきた、地域の産品を道の駅か
ら発信していく取組みを継続・拡大していくため、自然栽培普及事業及びイノシシ特産
化事業など他の地方創生の取り組みとの連携を図りながら、新たなビジネスのきっかけ
を構築する。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①平成29年2月、地域商社担当職員1名の採用
②新商品の開発（いのししジャーキー・中華ちまき）
③継続中の商品開発（カレー・酒粕スティックなど）

ＤＯ

分析
①動き出したばかりであるが、道の駅での販売はおおむね好調である。
②閑散期の売り上げが最盛期の1/6程度に落ち込むなど、季節を通じた販売の均一化を図
る取り組みが必要。

Check

対応方向 ①専門職員の登用育成（平成30年度より2名）により継続した取り組みとしていく。
②パブリックスタートとして、外商・通信販売・道の駅の軒下活用など包括的な取り組
みを行う。

Action

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 羽咋まちづくり（株）の売上高 430,000千円

H27 総合評価

H28 総合評価

平成27年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

平成28年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

平成29年度
①従業員教育も怠りなくやって頂きたい。
②売上高だけでなく、営業利益の参考データも提示してほしい。
③羽咋まちづくり（株）によっての、市の税収増及び配当など市へ
の直接的な貢献度を示すデータを提示してほしい。

意見

H29 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展
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総合評価項目
◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 150人 150人

実績値 0人 0人 133人

目標に対する達成率 ― ― 88.7%

基準値に対する増減率 ― ― ―

評価 ○

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

28 『地域商社』機能の推進による地域ビジネスの創造と成長

１－４－１ ② 地域資源を活用した特産品開発、マッチング支援

0人

取組内容

ＰＬＡＮ

　産業創出の一つである自然栽培農産物の活用をはじめとした、地域の産品を活用した特
産品開発を行う。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①地元菓子事業者「おやつ隊」による自然栽培農産物を使用したオリジナル商品開発。
②四万十ドラマ(株)指導による４回のワークショップで道の駅のと千里浜のレストラン
「のとののど」の味を主として商品開発を進めることとなった。
③道の駅オリジナル商品の自主開発
(米粉ロール・棒寿司・酒粕スティック・羽咋米せんべい・清酒など)
④６次化推進総合補助金交付要綱制定による、自然栽培の普及及び拡大ＤＯ

分析
①道の駅での売れ筋上位は、一部を除き道の駅オリジナル商品であることから、継続した
地元事業者の参画を図るとともに、オリジナル商品の拡充を推進していくことが重要。
(あまいもん・すけすけブドウ・里山パンプキンなど)
②道の駅オリジナルの商品群はできてきたが、季節ごとのオリジナル商品などの開発によ
り、常に新鮮な魅力づくりが必要。

Check

対応方向
①継続した先進事業者の指導（四万十ドラマ）
②６次化推進総合補助金を、自然栽培以外の農産物及び水産物に拡大
③地域商社機能による、新商品の開発５品目以上

Action

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

６次産業創生室
羽咋まちづくり(株)の農水産
物・加工品等出品者数

180人

H27 総合評価

H28 総合評価

平成27年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

平成28年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

平成29年度
①これまでの開発品からは残念ながら自然栽培をテーマとした羽咋
市のブランディングには十分寄与しているとは言いがたい。
②商品開発に市民の意見も反映させてはどうか。(試食会等の開催)
③新商品開発に伴う既存商品の見直しは必要。
④新開発も重要だが、既存商品のPR強化が急務ではないか。

意見

H29 総合評価 ○　取組内容の継続
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 14人 40人

実績値 0人 2人 36人

目標に対する達成率 ― ― 257.1%

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

29 『地域商社』機能の推進による地域ビジネスの創造と成長

１－４－１ ③ 地消地産、地産外商の推進

0人

取組内容

ＰＬＡＮ

　道の駅「のと千里浜」での地域商社機能の推進・拡充を行い、商品開発・外商・通信販
売・ふるさと納税などを充実させることで、店舗販売のみに頼らない、経済システムを構
築する。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①平成29年度2月、地域商社担当職員1名の採用
②新商品の開発（ジャーキー・中華ちまき）

ＤＯ

分析

　道の駅のと千里浜での販売は好調であるが、店舗販売が主力であることから、閑散期の
ふるさと納税及び外商・催事での販路開拓を図る必要がある。

Check

対応方向
①既存の商品群の組み合わせにより、お中元・お歳暮などの市場を開拓する。
②ふるさと納税の拡充による、冬場の販売額の向上。
③催事の自主開催による販路開拓及び販売額の均一化。

Action

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

６次産業創生室 羽咋まちづくり(株)での雇用者数 40人

H27 総合評価

H28 総合評価

平成27年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

平成28年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

平成29年度
お中元、お歳暮市場に割って入るにはさらなるPRが必
要。

意見

H29 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

実績値

実績値
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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

実績値 0件 1件（累計1件） 0件（累計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

　　　　　　総合戦略効果検証シート

30 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

１－４－２ 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

取組内容

ＰＬＡＮ

　地域の中核となる企業と、大学、市との官民協働・地域連携を行い、担い手づくり（事
業推進主体の形成と専門人材の確保・育成）への支援や、市場規模拡大が見込める成長産
業分野への投資を行い、地域経済循環システムを構築する。
例
・高等教育機関との共同研究の実施
・商工業振興条例等による企業への助成
・「羽咋創生」を伴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　　等

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

平成29年度　実績なし

ＤＯ

分析

　市内企業への人材確保、また新たな事業への取り組みを進める上でも企業、大学、市の
産学官連携を行うことが重要。

Check

対応方向

　企業、大学からの新たな事業取組に対して、県、ISICO等の産業支援機関などとも連携
を図り、産学官で取り組む体制を整える

Action

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

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）

H27 総合評価

H28 総合評価

平成27年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

平成28年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

平成29年度
県内大学の専門的知見を積極的に活用すべきである。

意見

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

実績値
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総合評価項目

◎　取組内容の深化・発展

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

基準値 ×　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 2事業

実績値 0事業 0事業 2事業

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

31 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

１－４－２ ② 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

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

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①金沢大学、日本電気株式会社と本市が連携し、データを活用した人口減少社会における
グランドデザインを検討し、羽咋市の健康で生きがいが持てる持続可能なまちづくりを推
進することを共同研究連携協定を締結した。
②前年度に引き続き、自然栽培による自立就農者自立モデルを構築するため、金沢市に拠
点を置く自動車リサイクル事業者の「会宝産業㈱」と連携し、邑知の郷公園において次世
代就農者のモデル構築のための事業を推進。当事業には国の交付金及び補助金の支援を活
用している。ＤＯ

分析

 ＩＣＴ及びＩＯＴ等を活用した事業連携を行うことにより、新たな雇用の創出や健康寿
命の延伸など人口減少社会に対応した地域づくりの推進が見込まれる。

Check

対応方向

①データを活用した施策の展開（EBPM）による具体的な施策や事業展開を図るための基盤
づくりを行う。
②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。

Action

担当課 重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度

まち・ひと・しごと創生本部事務局
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

H27 総合評価

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

平成27年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見無

平成28年度
大学や国、県などの積極支援を取り付けることが必要。

平成29年度
①まちづくりへのICT活用や健康管理・自動運転などへのIoTの活用を進
め、NECにデータセンターを羽咋市で作ってもらい、ベンチャー企業の集
積につなげてほしい。
②様々な企業・団体との連携を図って頂きたい。
③人口減少問題と自然栽培就農者自立について、中核企業と大学で何が
できるのか理解できない。

意見

H29 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展
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