
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 25人 40人 40人 30人

実績値 43人 49人（累計92人） 29人（累計121人）

年度目標に対する達成率 172.0% 122.5% 72.5%

基準値に対する増減率 115.0% 145.0% 45.0%

評価 ◎ ◎ △

有識者会議による検証評価

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

平成28年度
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。

取組内容

ＰＬＡＮ

①住まいづくり奨励金交付事業の継続。
③三世代同居・近居世帯による住宅取得の助成。
④三世代近居を促進するため、近居の距離を100ｍから2Kmに拡充。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①ホームページ等でＰＲの強化を図った。
②窓口にて住宅メーカー等にリーフレットを配布し、制度の周知を図った。
③県の福祉部局と連携し、三世代同居や近居への手厚い住宅助成を実施した。

意見

平成27年度
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。

DO

Check
平成29年度
①高校卒業生、大学卒業生、専門学校卒業生にも、PRの工夫を。家を建てる、リフォーム
するときだけでなく、帰郷を後押しする情報として若年層にも情報が届くように。
②三世代近居は市内にいることが要で、距離はもう少し緩めてもいいのではないか。
③周知の打ち手を精査する必要あり。（対象者別に）
④助成対象の見直しを図り、使いやすいものに。
⑤県内の大学だけでもパンフレットを置かせてもらうのはどうか。

対応方向

今後も転入者や三世代同居や近居に重点をおいた制度を継続する。

Action

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

分析

　転入要件を3年から2年にした事で、対象となる申請件数が減った分移住者数の減少が生じ
たと思われる。しかし、三世代近居の距離を拡充することにより、引き続き三世代を継続す
る世帯が増え、子育てしやすい環境が図られた。

地域整備課 住まいづくり奨励金による移住者数 100人（累計） 20人（累計）

　　　　　　総合戦略効果検証シート

① 住宅取得の支援制度の拡充

21 住環境の整備推進

４－１－１
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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 35人 60人 60人 60人

実績値 52人 49人 46人

年度目標に対する達成率 148.6% 81.7% 76.7%

基準値に対する増減率 67.7% 58.1% 48.4%

評価 ◎ ○ ○

有識者会議による検証評価

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

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

制度を継続していくとともに、より一層PRに努めていきたい。
平成29年度
羽咋から金沢、七尾は通勤圏である。「お仕事そのま
ま、羽咋に住まんけ～」とポスターを作ってみてはど
うか。Action

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

平成28年4月より通勤加算を新設。1年間で最大156,000円助成。

意見

平成27年度
①各種の取組みで定住者が大幅に増加している。定住
促進に効果があると思われる。
②行政ができる範囲は限られていると思う。不動産業
者とどこまで協力できるか。

ＤＯ

分析
　申請対象者数は減少しているが、申請件数は平成28年度と同数であったため、事業を
継続することで、安定した効果が得られた。今後は、制度をより周知する取組みを行っ
ていきたい。

平成28年度
①通勤加算はよかった。制度の一層のＰＲを。
②目標値に届かなかったが、事業の効果としてはあ
る。
③よく頑張っていると思う。でももう少し。

Check

対応方向

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

取組内容

ＰＬＡＮ

①定住促進家賃補助金交付事業の継続
②新婚・子育て世帯及び空き家入居世帯への助成

22 住環境の整備推進

４－１－１

地域整備課 定住家賃補助による定住者数 150人 31人

　　　　　　総合戦略効果検証シート

② 転入者への家賃補助制度の充実
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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 20人 3人 新整備調査・計画 3人

実績値 12人 30人（累計42人） 4人（累計46人）

年度目標に対する達成率 60.0% ― ―

基準値に対する増減率 -71.4%

評価 ◎ △ ×

有識者会議による検証評価

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

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

次期分譲地を計画するのか、新たな施策（道路整備を行う等）を行うのか検討が必要。 平成29年度
島出町のアピールポイントが、のと里山海道に近いこ
とだということを市外勤務の方へ向けてPRを。

Action

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・） 平成30年6月に造成開始。平成30年10月完成予定。平成30年7月から募集広告を行い、平成

30年9月に1次購入者を決定。その後順次販売する。購入者が家を建築して入居するのは平
成31年度からとなる。平成31年3月までに20区画の売買契約を行う。

意見

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。

ＤＯ

分析

大きな分譲計画となるが早期完売を目指して取り組みたい。

Check
平成28年度
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、平成27年度の目標値の20
人は少なくないか。対応方向

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

取組内容

ＰＬＡＮ

島出町に新たな分譲地を計画。全24区画で平成30年10月分譲を目指している。1世帯3人家
族として、72人の定住を計画している。

23 住環境の整備推進

４－１－１

地域整備課 定住促進分譲地等による定住者数 50人（累計） 14人（累計）

　　　　　　総合戦略効果検証シート

③ 若者の移住・定住の促進を図る宅地供給の推進
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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 15人 15人 20人 15人

実績値 12人 30人（累計42人） 12人（累計54人）

年度目標に対する達成率 80.0% 200.0% 60.0%

基準値に対する増減率 9.1% 172.7% 9.1%

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

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

平成28年度
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。

Check

対応方向 ①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。
②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。
③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。
④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。
⑤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。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

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
③ 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
④ 石川県運用の空き家情報にも登録物件を掲載
⑤ 移住専門誌に登録物件を掲載

意見

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。ＤＯ

平成29年度
①HPについて賃貸物件にはリノベーション(DIYを含む)は可能か。どの程度までOKかを書いてお
いたらよいのでは。
②利用者の欲しい情報が載せられているかアンケートを取って追加してみてはどうか。
③空き家の活用については、「空き家情報バンク」の活用と併せて、企業の従業員用住居に活用
するなど、企業の人材確保対策と並行して活用する方法も有効ではないか。
④他市町では、とても安価で売却されている。関東方面の別荘でもいいのではないか。（南海ト
ラフ地震不安のために購入する等。）
⑤両者のニーズの差異について、うまくコーディネートできるといいと思う。

Action

分析
①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。
②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。
③「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。

空き家・空き地バンク登録物件入居の
定住者数

50人
（累計）

11人

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

　　　　　　総合戦略効果検証シート
24 空き家・空き地等の利活用と既存住宅の性能維持の支援

４－１－２ ① 空き家・空き地等の活用促進

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値
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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 40人 60人 30人 20人

実績値 30人 29人（累計59人） 19人（累計78人）

年度目標に対する達成率 75.0% 48.3% 63.3%

基準値に対する増減率 0.0% -3.3% -36.7%

評価 ○ △ △

有識者会議による検証評価

Action

今後も増え続ける空き家対策に有効な事業と考え、引き続き効果的な事業となるよう制度
を継続する。

平成29年度
リフォーム助成の中にDIY材料費は含められるか。手
すりや段差解消、ウッドデッキ設置等のように、材料
があれば家族でできるリフォームもある。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H28 総合評価 △　取組内容の見直し

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

取組内容

ＰＬＡＮ

空き家のリフォームや取得、除却、家財道具処分に対する助成を実施
①リフォーム助成
②購入助成
③除却助成
④家財道具処分費の助成
⑤転入者の要件を1年から2年に拡充

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・） ①ホームページ等でＰＲの強化を図った。

②窓口にて住宅メーカー等にリーフレットを配布し制度の周知を図った。

意見

平成27年度
①今後も重要な取り組みであり、継続を望む。
②件数が少ないのは空き家のみが対象のため。
③空き家利用はコスト面でも有意義。

ＤＯ

分析

①助成制度を実施した事により、中古住宅の購入やリフォームを躊躇している方の後押し
となり、中古住宅の活用が図られている。
②家財道具の処分費を助成する事により、家財道具を処分さえすればすぐに活用できる中
古住宅の活用が促進された。
③転入要件を1年から2年に拡充した事により、定住促進につながっている。平成29年度の
移住世帯数は増加しているが、1世帯当たりの家族の人数が少なかったため、移住者数は
減少した。

平成28年度
①定住促進に必要な施策であり、助成の上乗せ等検討
していただきたい。
②空き家の貸し手にも問題があるのかも。
③これからもっと利用する人が出てくると思う。

Check

対応方向

リフォーム補助による定住者数 150人（累計） 30人

　　　　　　総合戦略効果検証シート

25 空き家・空き地等の利活用と既存住宅の性能維持の支援

４－１－２ ② リフォーム補助制度の充実

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

地域整備課
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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箇所 0箇所

実績値 0箇所 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

Action

　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29年度
公共施設の取捨選択を一層進めて頂きたい。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

H29 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・・・） 　固定資産台帳を基に公共施設等の現状を把握した各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

平成27年度（ＫＰＩ：公共施設等総合管理計画の策
定 H28)
①人口推移との照らし合わせが必要。
②中長期的な公共施設のあり方への検討は必要。

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,必要な予防保全対策を計画す
る。

平成28年度
特になし

Check

対応方向

老朽施設の再利用数 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。

　　　　　　総合戦略効果検証シート

26 公共施設の長寿命化と計画的整備

４－２－１ ① 公共施設等の総合的な管理運用、再編の推進

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

総務課

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

老朽化施設の再利用数

KPI
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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橋梁 1橋梁 1橋梁 1橋梁

実績値 2橋梁 1橋梁（累計3橋梁） 1橋梁（累計4橋梁）

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 0.0% -50.0% -50.0%

評価 ○ ○ ○

有識者会議による検証評価

Action

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

平成29年度
予算と技術者の確保を。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

取組内容

ＰＬＡＮ

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、年次的に補修を実施。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・） 平成29年度

・釜屋大橋補修工事（その4）　 下部工補修　C=21,560千円（繰越分）
・五穀橋橋梁補修工事　　　　　上部工舗装　C=27,562千円

意見

平成27年度
①「予防保全型」への管理へ移行してほしい。
②予算確保に努力されたい。

ＤＯ

分析

橋梁点検調査により、予防的修繕を実施し、補修工事費の縮減が図られた。

平成28年度
①維持管理上必要であり、別予算があれば確保に努力
されたい。
②難しい問題だと思います。橋梁もいいけど、川の中
の泥の方が心配。

Check

対応方向

橋梁長寿命化の補修件数 5橋梁（累計） 2橋梁長寿命化補修

　　　　　　総合戦略効果検証シート

27 公共施設の長寿命化と計画的整備

４－２－１ ② 道路・橋りょう・公園等の長寿命化の推進

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

地域整備課

実績値

実績値 実績値
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4橋梁

5橋梁

6橋梁

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

橋梁長寿命化の補修件数

KPI
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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箇所 1箇所 0箇所 0箇所

実績値 0箇所 2箇所 0箇所

年度目標に対する達成率 0.0% 200.0% ―

基準値に対する増減率 ― ― ―

評価 △ ◎ ○

有識者会議による検証評価

Action

　目標としては２箇所を達成しているが、その施設運営を行自主防災組織や防災士の育
成もあわせて強化していく。

自主防災組織　　　平成28年度末　28組織➡平成29年度末　31組織➡平成30年度末　36
組織
防災士（市育成）　平成28年度末　68人　➡平成29年度末　120人 ➡平成30年度末　150
人

平成29年度
①防災スピーカーを通じたアナウンスは何を言っているかわからない。放送の
仕方が悪いのか、スピーカーが悪いのか、わかりませんが、聞く人にわかるよ
うにしてほしい。
②防災公園の整備について、防災に限定するのではなく、子供たちが普段遊ぶ
公園としても整備してほしい。せっかく田舎で育っているのに放課後に遊ぶ公
園が少なすぎます。
③防災倉庫や防災公園は、作るだけではダメ。その目的や利用方法を周辺住民
に周知するツアーの実施を。

H27 総合評価 △　取組内容の見直し

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

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

旭町と鹿島路町で防災施設の建設事業を実施した。
実施概要は以下のとおり。
①旭町地内で防災倉庫及び地下式防火水槽、防災井戸を完成（平成28年8月）させた。
　担当課：環境安全課
②鹿島路地内の旧鹿島路小学校跡地にて防災倉庫を完成（平成28年12月）させた。
　担当課：総務課

意見

平成27年度
①防災公園整備が本当に必要か再検討を。
②市街地の防災公園は必要。ＤＯ

分析
①旭町防災公園は、災害時において「一時避難地や集合場所」となるほか、救援活動や
復旧活動の拠点となり、地域の防災体制の強化につながった。
②鹿島路町防災倉庫は、避難場所となっている旧鹿島路小学校跡地に「一時避難地や集
合場所」となるほか、救援活動や復旧活動の拠点となり、地域の防災体制の強化につな
がった。

平成28年度
①自主防災組織、年1回以上の訓練をするように指導。
②地域ごとに防災倉庫の建設を。
③よくやってると思う。

Check

対応方向

防災公園整備数 2箇所 0箇所

取組内容

ＰＬＡＮ

防災公園及び防災倉庫の建設に係る調査及び工事完成

　　　　　　総合戦略効果検証シート

28 地域における減災・防災体制の充実

４－３－１ ① 地域防災体制の充実と活動拠点の整備

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

環境安全課

実績値
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KPI
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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 4件 4件 4件

実績値 12件 4件（累計16件） 7件（累計23件）

年度目標に対する達成率 600.0% 100.0% 175.0%

基準値に対する増減率 ― ― ―

評価 ◎ ○ ◎

有識者会議による検証評価

Action

①今後も継続して老朽空き家の所有者に対して、助言、指導を繰り返し実施し、老朽空き
家の改善を図る。
②町会との連携により効果的な対応の検討を行う。
③解体助成による空き家の取り壊しが多く、助成制度は老朽空き家対策に効果的と考え、
今後も引き続き助成制度を実施する。

平成29年度
①解体助成は近隣への安全・安心にもつながる。費用はかかると思うが、継続して
ほしい。
②解体助成を受けた物件について公示するのはどうか。
③まだまだ老朽空き家が多くあり、道路沿いでガラスが割れていたりするので、対
応してもらいたい。

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

H29 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・） ①老朽空き家所有者に対して、空き家の適正管理を実施するよう助言、指導を文書で通知

し、また、訪問による指導を実施したところ6件が改善を行った。
②特定空家等の所有者に対して、度重なる指導を実施した結果1件が解体を行った。

意見

平成27年度
①持ち主不明は今後も増加する見込みであることなど、空き家の問題は全国的なも
のがあり、更に充実した取組が必要。
②取り壊し費用や、固定資産税負担の増加がネックである。

ＤＯ

分析
①老朽空き家所有者に対しての度重なる助言、指導は効果的と思われる。
②解体助成を実施した事により、費用面で躊躇している所有者が解体に踏み切ってくれ
た。

Check

平成28年度
①解体助成は前進
②孫世代となると関心も薄れるため迅速な取組が必要。

対応方向

応急処置の改善件数 10件（累計） 0件

取組内容

ＰＬＡＮ

①老朽空き家に対する適切な助言・指導等を実施。
②訪問による助言・指導等を実施。

　　　　　　総合戦略効果検証シート
29 地域における減災・防災体制の充実

４－３－１ ② 老朽空き家等への対応

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

地域整備課

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組織 1組織 9組織 15組織

実績値 0組織 3組織 7組織

年度目標に対する達成率 ― 300.0% 78.0%

基準値に対する増減率 ― ― ―

評価 △ ◎ △

有識者会議による検証評価

Action

①地域の支え合い組織の充実に向け、公民館単位で地区懇談会を実施し、住民が主体と
なり、地域の課題や生活支援について検討できる場を設ける。
②地区ごとの懇談会の継続により、地区内の支え合いを協議する組織づくりにつなげ
る。（公民館単位の協議会）
③地区で解決できない課題については、全市的な生活支援体制として、第1層生活支援協
議体で協議する。
④地域の支え合い組織に対して後方支援等を継続的に実施する。
⑤地域の課題解決に向けて、関係課・組織と情報共有。対応については随時検討する場
を設ける。

平成29年度
①サロンや通い場の運営スタッフにボランティア謝礼が支払われる
ようにならないか。無償で、継続的に世話人をするのは難しい。
②組織数増加は高評価。次は各組織の活動状況が問われる。
③住民に丸投げシステムにも見える。地域の高齢化がより進んだ
時、住民負担が大きいのではないか。
④支える側の方への支援が必要。
⑤運営スタッフの報酬をランチ券等にしてはどうか。生活リズムが
生まれ、健康につながるし、生きがいにもなる。

H27 総合評価 △　取組内容の見直し

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

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①第1層生活支援協議体で、高齢者の生活課題や地域の支え合いの状況などについて年4
回意見交換した。
②町会等地域の組織団体の行う介護予防活動の拠点整備支援として町会館等の改修工事
費補助を6カ所（東川原町、川原町、太田町、的場町、島出町、千里浜白山町会）に対し
て行った。（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化改修費1/2補助・上限50万円、備品購入1/2補助上限5万円）
③地域の支え合い組織活動への運営費補助を７カ所に対して行った。飯山町、福水町、
千里浜町金比羅町会内の他、平成29年には白山町会、川原町、旭町、太田町が住民主体
の通いの場を開始した。運営補助費：月15,000円～17,000円）
④市民を対象に支え合いを考えるフォーラムを3月に開催。参加者90名。
⑤住民主体型サービス実施団体連絡会を1月と3月に開催。
⑥地域における様々な生活課題に対応できるよう、庁内連携ワーキングを3月に実施し、
情報共有を行った。

意見

平成27年度
介護保険財政も今後更に厳しくなっていくと見込まれることから、
来年度の制度改正に向けしっかりと準備してほしい。

ＤＯ

分析

①身近な支え合い活動の必要性について伝えることで、活動拠点が増加した。
②地域の生活支援体制は、町会等地域住民の理解が必要であり、地域包括ケアシステム
に関する情報提供・周知の継続が必要。
③地域の支え合いを推進するために、住民が主体となって地域の課題や解決策を考える
機会を生活圏域で設けることが必要。

Check

平成28年度
①サロン開催頻度の増加策を社協等と協議検討していただきたい。
②法改正で高齢者の生きがいの場づくりとして、しっかり取り組ん
でほしい。
③引き続き頑張ってほしい。

対応方向

支え合い組織の整備数 3組織 0組織

取組内容

ＰＬＡＮ

①地域の支え合い組織の整備に向けた協議を実施。多様な団体等による第1層生活支援協
議体を平成28年に設置し、町会、自主サロン実践者、老人会、民生委員、公民館等の代
表者や介護サービス事業所、社会福祉協議会、シルバー人材センターで構成し、市全体
の地域包括ケア推進策を検討。
②町会等地域の組織団体の行う介護予防活動の拠点整備補助金の交付。
③羽咋はつらつ体操の普及啓発による介護予防拠点活動運営支援の実施。
④地域の支え合いに関する研修会を実施。

　　　　　　総合戦略効果検証シート
30 地域包括ケアシステムの構築と推進

４－３－２ ① 生活支援体制の整備

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値
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　　　　　　総合戦略効果検証シート
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 2,420人 2,520人 3,300人 3,570人

実績値 2,717人 3,009人 3,369人

年度目標に対する達成率 112.3% 119.4% 102.1%

基準値に対する増減率 13.2% 25.3% 40.3%

評価 ◎ ◎ ◎

有識者会議による検証評価

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

意見

平成27年度
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。

ＤＯ

分析

①認知症サポーター数は増加しているが、地域でどのように活動したらよいのかとの声
がある。
②認知症サポーター受講状況に地域差がある。
③中学生を対象とした養成講座により、認知症に対する理解が深まり高齢者への接し方
を学ぶ機会となっている。
④捜索模擬訓練を実施するにあたり、打ち合わせ会や認知症サポーター養成講座を開催
地で行うにより、認知症への理解が深まり、いざという時の地域での支援体制を住民が
考える機会となった。

平成28年度
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。

Check

対応方向

①認知症サポーターのフォロー研修を毎年1回開催する。
②サポーター養成講座の周知を広報やホームページ等で行うとともに、地域や関係機関
に働きかける。
③認知症相談窓口(4か所）や認知症カフェ（7か所）などの交流機会を提供する介護事業
所等と連携し、認知症サポーターが地域で活躍できる場面作りを進める。
④認知症高齢者捜索模擬訓練を町会単位で開催し、幅広い年代層に認知症に関する理解
を深める機会を設ける。
⑤認知症フォーラムを開催し、多くの市民が認知症に対する理解を深める機会を設け
る。

平成29年度
①認知症対策としては、地域住民のみならず、実際の生活で接する機会が多い
飲食店やスーパーの従業員向けにも講習を行ってはどうか。
②【分析Checkの④】について、捜索模擬訓練をする地域以外の地区からも見学
者を募り、実施要領を見学してもらうことで、訓練の重要性を感じて自分の地
域に訓練誘致してもらえるのでは。
③現代的課題であり、さらなる充実を求む。
④高齢者が増加しているので認知症対策は喫緊の課題である。

Action

認知症施策の充実

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

地域包括ケア推進室 認知症サポーター数 3,000人 2,401人

31 地域包括ケアシステムの構築と推進

４－３－２ ②

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、
地域住民が認知症に対する正しい知識や接し方を理解・習得できるよう、認知症サポー
ター養成講座及び認知症高齢者捜索模擬訓練を実施。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①認知症サポーター養成講座を新聞販売店、郵便局、町会、地域サロン、公立病院など
に対し開催。年間8回実施。223人参加。
②6月に、羽咋中学校3年生を対象に、福祉教育と連動し養成講座を１回開催。137人参
加。
③11月に、認知症高齢者捜索模擬訓練を大町地内において、警察署、消防署などの関係
団体の協力を得て実施。56人参加。

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 13事業所 15事業所 15事業所 16事業所

実績値 12事業所 13事業所 14事業所

年度目標に対する達成率 92.3% 86.7% 93.3%

基準値に対する増減率 0.0% 8.3% 16.7%

評価 ○ △ △

有識者会議による検証評価

H27 総合評価

H28 総合評価

H29 総合評価 △　取組内容の見直し

○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

地域密着型ｻｰﾋﾞｽ提供施設整備数 16事業所 12事業所

ＤＯ

意見

分析 　看護小規模多機能型居宅介護（粟ノ保地区）及び小規模多機能型居宅介護（千里浜地
区）については事業所が決定し、施設整備がなされる予定であり、市内全域において在宅
で生活を支える施設がバランスよく配置されるようになる。

Check

対応方向

①看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護については、補助金の支出をは
じめとして、開設に向けて支援をしていく。
②認知症対応型通所介護については、平成28年度に公募によらないグループホームに併設
した認知用通所介護が開設されていたため、再公募は見送ることとした。
③第7期介護保険事業計画では、在宅での介護を支える施設として、平成30年度に小規模
多機能型居宅介護事業所の整備を盛り込んだ。

Action

取組内容

ＰＬＡＮ

介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス提供施設の整備を行う。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、平成28年度に公募を行い、決定した開設
事業者に対して平成29年7月に指定を行い、施設の開設費用について補助金を支出した。
②看護小規模多機能型居宅介護について、平成28年度に公募を行い決定した開設事業者に
対して、工事の進捗状況に合わせ補助金を支出した。（平成30年10月開設予定）
③小規模多機能型居宅介護について、公募を行ったが、2事業所応募があり、介護保険運
営協議会で1事業を整備・運営事業者として決定した。（平成30年12月開設予定）
④認知症対応型通所介護については、公募を行ったが、応募する事業所はなかった。

平成27年度
これからの大きな課題だと思います。さらに深めてい
ただきたい。

平成28年度
①訪問看護、訪問介護、訪問入浴等在宅での要介護者
を支える確立した制度がある。この制度をさらに生か
すような仕組みが必要でないか。
②地域の理解が必要。

平成29年度
プラスの見直しを。

　　　　　　総合戦略効果検証シート

32 地域包括ケアシステムの構築と推進

４－３－２ ③ 地域密着型サービスの充実

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

地域包括ケア推進室
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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 46.6% 47.6% 50.0% 52.0%

実績値 49.3% 49.6% 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

Action

①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。
②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。
③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。

平成29年度
①育児期の若いお母さんやアルバイト店員にも受診を呼びかける。
②受診結果を市に提供してくれというのではなく、企業検診を受けた人を
母数から抜く方がいいのではないか。受診結果は個人情報であり、あまり
知られたくないという人も多いのではないか。受診したかどうかだけを問
うくらいなら返信してくれるかもしれない。
③高齢化に伴い、必要な事業と考える。
④予防という点からますます重点対策になる。

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（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】　地区公民館にて10回、羽咋すこやかセンターにて9回　計19回実施する。
　【個別健診】　市内協力医療機関にて11か所　6/1～8/31の期間で実施する。
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、10/28,10/29の2回実施する。
　【個別健診】　市内協力医療機関にて10か所　10/1～11/30の期間で実施する。
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する。
　7月下旬と10月初旬に電話による未受診者への受診勧奨を実施する。
　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する。

意見

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。

ＤＯ

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。

分析

①健診の受診者数は平成26年度から大きな変動はなく、2,100～2,200人で推移し安定している。
②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

対応方向

特定健診受診率 60% 46.5%

取組内容

ＰＬＡＮ

①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。
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との連携・協力による地域の
健康づくりを支援する。

　　　　　　総合戦略効果検証シート

33 健康寿命の延伸による「生涯活躍のまち」の構築

４－３－３ ① 生活習慣病の予防

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値
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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 5,330人 5,330人 5,800人 5,950人

実績値 5,676人 5,783人 5,917人

年度目標に対する達成率 106.5% 108.5% 102.0%

基準値に対する増減率 6.5% 8.5% 11.1%

評価 ◎ ◎ ◎

有識者会議による検証評価

対応方向
　受診率を向上するためには、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。

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

Action
H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H29 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

取組内容

ＰＬＡＮ

女性がん検診等を含めたがん検診の普及

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　18回、大腸がん検診　24回、子宮がん・乳がん検診　18
回、
　　　　　　　　肺がん・結核検診　24回、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、子宮がんは12/28まで実施。

意見

平成27年度
積極的な取組が評価できる。

平成28年度
受診率が向上しており、取り組みが評価できる。

分析 ①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
載することで、受診行動に結びつきやすくなるよう工夫した。
②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。

平成29年度
特になし

Check

がん検診受診者数 6,000 人 5,328 人

　　　　　　総合戦略効果検証シート

34 健康寿命の延伸による「生涯活躍のまち」の構築

４－３－３ ② がんの早期発見と予防対策の推進

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

◎　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 39.8% 42.0% 42.0% 42.0%

実績値 41.1% 41.1% 41.0%

年度目標に対する達成率 103.3% 97.9% 97.6%

基準値に対する増減率 3.8% 3.8% 3.5%

評価 ◎ ○ ○

有識者会議による検証評価

H29 総合評価

（※）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
H28 総合評価 ○　取組内容の継続

　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。

平成29年度
①ラジオ体操のスタンプカードのように出席スタンプを集めて、出席
率の高い人を表彰するのはどうか。
②大変いい取り組みで、継続が望ましい。

○　取組内容の継続

◎　取組内容の深化・発展

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

平成29年4月～平成30年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　　12回
②内容　　有酸素運動の実技
③対象　　平成29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、運動習慣を身につけたい方
④参加数　実人数111人（延人数394人）
⑤場所　　羽咋すこやかセンター

意見

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。

ＤＯ

分析

開催の頻度を増やし、4月～3月の毎月開催にしたことにより教室の延べ参加者数は　前年度より
100人増えた。

平成28年度
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。

Check

対応方向

Action
H27 総合評価

運動習慣のある者（※）の割合 45% 39.6%

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。

　　　　　　総合戦略効果検証シート
35 健康寿命の延伸による「生涯活躍のまち」の構築

４－３－３ ③ 健康でアクティブな生活の実現

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

健康福祉課
地域包括ケア推進室

実績値 実績値 実績値

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

運動習慣のある者の割合

KPI

  35



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 策定に向けた準備

実績値

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

H28 総合評価

H29 総合評価

H27 総合評価

○　取組内容の継続

立地適正化計画の策定 Ｈ31策定 未策定

分析

将来人口推計や住民ニーズ、都市計画等を含めた様々な視点からの計画が必要と考える。

Check

取組内容

ＰＬＡＮ

立地適正化計画策定委託に向けた仕様書を作成し発注した。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

策定に向けた準備であるため、実績はなし。

意見

平成27年度
※平成29年度からの追加施策のため意見なし。

ＤＯ

平成28年度
※平成29年度からの追加施策のため意見なし。
　

対応方向

 平成30年度から2ヶ年の期間を設けて策定する。今年度は、まちづくりの課題を整理し、
まちづくりの方針や課題解決のために必要な施策、誘導方針を検討する。

Action

平成29年度
①コンパクトシティ化を進めて頂きたい。
②駅前（マルシェ跡）も考慮にいれることを期待す
る。

　　　　　　総合戦略効果検証シート
36 都市機能の集積と市街地の賑わい創出

４－４－１ ① 市街地空洞化防止のためのまちづくりの推進

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

地域整備課

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

立地適正化計画の策定
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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 32,760 人 32,000 人 32,000人 32,000人

実績値 31,461人 30,980人 28,832人

年度目標に対する達成率 96.0% 96.8% 90.1%

基準値に対する増減率 -3.9% -5.4% -12.0%

評価 ○ △ △

有識者会議による検証評価

平成29年度
①「るんるんバス」の運営を見直すべきと思慮。観光客の市内周遊に使ってもらう
工夫や利用率の低い地域は廃止してタクシー補助券を交付しタクシーに切り替える
ことも検討しては。
②シート9でも触れた高年齢者や障害者の就業のためには、公共交通機関の活用も条
件に含まれる場合が多い。巡回コース周辺の企業の勤務時間も時間帯検討の考慮ポ
イントに入れることはできるか。
③今は自家用車を運転している人にもるんるんバスに乗ってみてもらい、利便性を
試してもらうのはどうか。
④すこやかセンターでの健康体操や健診日には時間に合わせたバスの運行ができれ
ば参加率や受診率向上にもつながるのではないか。
⑤ニーズに合わせ、見直しをしていくことは必要。
⑥便利に使えるように。
⑦一度、国外からの団体を市内案内する話があり、るんるんバスの利用を検討した
が、本数の限界であきらめた。市内観光向けではないですね。
⑧るんるんバスを観光用に使ったり、夜の時間帯に運行したりできないか。せっか
くあるインフラを幅広く活用すべき。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H28 総合評価 △　取組内容の見直し

H29 総合評価 △　取組内容の見直し

ＤＯ

分析
　1月、2月の大雪により、全コース3日間運休と一部のコースでは1週間の長期運休となっ
た。大雪により外出を控える等の影響もあり、2カ月で前年度比約1,000人の利用者の減少
が見られた。Check 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。
　

対応方向

①利用者のアンケート実施結果より、ニーズを把握し、サービス及び利便性の向上を図
る。
②地域公共交通会議にて、今後の交通手段を総合的に検討していく。

Action

意見

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。

取組内容

ＰＬＡＮ

①平成29年7月～「道の駅のと千里浜」のルート追加新設
②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等、要介護者の外出支援等を実施す
る。
③利用者に対するアンケートを実施し、ニーズを把握する。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

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）

地域循環バス年間総乗客数 32,000 人 32,747 人

　　　　　　総合戦略効果検証シート
37 「地域における足」となる循環型交通の確保

４－４－２ ① 地域循環型交通手段の確保

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

地域包括ケア推進室
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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 6,234 トン 6,169 トン 6,105 トン 6,073 トン

実績値 5,848 トン 5,976 トン 未確定 H26 H27 H28 H29 H30 H31

年度目標に対する達成率 93.8% 96.9% ― 6427

基準値に対する増減率 -9.0% -7.0% ― 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

H28 総合評価

H29 総合評価

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

△　取組内容の見直し

△　取組内容の見直し

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

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。ＤＯ

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（特に電気使用量を削減できるもの）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低利用を推進する。

平成29年度
特になし。

Action

分析 　平成28年度の二酸化炭素排出量の87％は電気によるものであり、次いで灯油が8.9％である。
ユーフォリア千里浜の熱源を灯油から電化システムに変更したことにより、灯油の使用量が減少
したが、電気の使用量は増加している。
・電気量　平成27年度7,471,444kwh → 平成28年度8,348,609kwh → 平成29年度8,363,534kwh
・灯油量　平成27年度411,368㍑　　→ 平成28年度214,742㍑　　→ 平成29年度221,082㍑Check

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

平成28年度
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。

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。

①－③の削減量

① 再生可能エネルギー利活用による低炭素社会の推進

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

環境安全課 二酸化炭素削減量 6,041 トン 6,427 トン

　　　　　　総合戦略効果検証シート
38 再生可能エネルギー・省エネルギーの利活用と環境保全の推進

４－４－３
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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件 4件

実績値 15件 2件（累計17件） 3件（累計20件）

年度目標に対する達成率 ― ― 75.0%

基準値に対する増減率 25.0% -83.3% -75.0%

評価 ○ △

有識者会議による検証評価

Action

　平成30年度の当初予算は助成件数を2件としているが、当初予算以上に問い合わせがあ
れば補正予算で対応したい。

平成29年度
特になし。

H27 総合評価

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

H29 総合評価 △　取組内容の見直し

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・） 平成29年度交付件数（交付金額）…3件（50,000円×3）

（参考）平成28年度交付件数（交付金額）…2件（50,000円×2）

意見

平成27年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見なし。

ＤＯ

分析
　平成29年度は年度当初から複数の問い合わせがあり、前年度より1件多い3件の申請が
あったことから、市民の関心が高いことがうかがえる。しかし、設置費用が高く、申請
が難しいため目標の4件には届かなかったと思われる。

Check

平成28年度
①制度の周知施策が必要
②もっとアピールする事が必要だと思う。

対応方向

家庭用リチウム蓄電池設置助成
件数

60件（累計） 12件

取組内容

ＰＬＡＮ

　地球温暖化の防止策として住宅用リチウムイオン蓄電池システムの普及を促進するた
め、住宅用リチウムイオン蓄電池システムの設置者に対し補助金を交付する。

　　　　　　総合戦略効果検証シート
39 再生可能エネルギー・省エネルギーの利活用と環境保全の推進

４－４－３ ② 省エネルギー化の推進による環境負荷の軽減

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

環境安全課

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 66町会 66町会 66町会 66町会

実績値 66町会 66町会 66町会

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 0.0% 0.0% 0.0%

評価 ○ ○ ○

有識者会議による検証評価

Action

対応方向

　地域活動・地域運営の主体である町会と行政との信頼関係を構築し、持続可能な地域
社会の形成を支援していく。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

H29 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へ運営費補助金を交付。

意見

平成27年度
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。

ＤＯ

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
や地域の絆を深める事業など、地域自治の振興に資する事業を数多く実施し、地域の主
体的な活動の促進を図ることができた。
②町会長連合会の市政懇談会や市政研修会等の実施により、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た。

平成28年度
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。

Check 平成29年度
KPIの設定が適切ではないと思う。KPIというより、現
状である。町会の維持が目的なら町会数でよいが、目
的が活動の促進であるなら他のものが必要。

町会数 66町会 66町会

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。

　　　　　　総合戦略効果検証シート

40 地域活力の維持と協働のまちづくりの推進

４－５－１ ① 町会への支援充実

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値
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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 52団体 53団体 57団体 65団体

実績値 53団体 55団体 59団体

年度目標に対する達成率 101.9% 103.8% 103.5%

基準値に対する増減率 6.0% 10.0% 18.0%

評価 ◎ ◎ ◎

有識者会議による検証評価

○　取組内容の継続

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

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4団体の登録があった。

意見

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29年度
①市民活動支援センターで、団体運営の相談・支援を受け、自立（卒業）していく団体
もある。団体登録しなくても相談や支援（情報提供等）を受けることもある。
②KPIは登録団体数ではなく、活動支援実数をみるべきではないか。
③公民館や各種団体（スポーツ、文化）に属さない市民団体の活動を支援してくれる大
変いい仕組みで、継続してほしい。さらなるPRを。

Action

Check

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登録数の増加を図る。

取組内容

ＰＬＡＮ

市民活動支援センターの運営

市民活動団体登録数 70団体 50団体

分析

①まちづくりに関心のある方へ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。
②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、登録団体の増加が図られ
た。

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。
②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。

　　　　　　総合戦略効果検証シート

41 地域活力の維持と協働のまちづくりの推進

４－５－１ ② 地域づくりへの参加・促進

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値
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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 20事業 5事業

実績値 0事業 0事業（累計0事業） 11事業（累計11事業）

年度目標に対する達成率 ― ― 55.0%

基準値に対する増減率 ― ― 皆増

評価 × △

有識者会議による検証評価

Action

①平成29年度に採択した11事業について、2年目の支援を行うとともに、平成30年度からの新
規事業として、5事業の採択を目指す。
②より利用しやすい助成金となるよう前払金の導入等を検討する。

平成29年度
①若者のチャレンジを増やすなら、後払いでない方が助かる。そもそもの元手金が若者にはない
ので、立て替えの負担がある。（事後審査をしっかり実施し、不適切な使途については返還する
こととする。）高校生でもこのような仕組みを活用してチャレンジしてくれると嬉しい。
②助成金の使い道で物品購入上限を設けているが、その制限をなくすことはできないか。
③前払金は必要だと思う。

H27 総合評価

H28 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H29 総合評価 △　取組内容の見直し

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①「羽咋市市民提案型まちづくり支援事業助成金交付要綱」を策定し、5月～6月に各種団体
等への説明会等を開催した。
②6月末締切りで事業を募集し、7月にプレゼンテーションによる審査会を開催した。審査の
結果、応募のあった11事業すべてが採択された。
③8月に第2次募集を行ったが、応募なしであった。
④次年度以降の事業提案につながるよう「広報はくい」で、採択事業の特集記事を掲載し
た。

意見

平成28年度
※平成29年度からの追加施策のため意見なし。

ＤＯ

分析

　目標とした事業数には達しなかったが、応募のあった事業については、事前相談や審査会
での審査委員からの助言等により、すべての事業が採択され、支援することができた。

Check
平成28年度
①市民活動支援センターと絡めてみても良いのでは。
②上限30万円は大きい。

対応方向

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

①対象事業
　市内に活動拠点等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
等が実施する、「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
②助成金額　30万円（上限額）／年
③助成期間　最大3年間

　　　　　　総合戦略効果検証シート

42 地域活力の維持と協働のまちづくりの推進

４－５－１ ③ 羽咋創生を担う市民提案事業への支援

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

がんばる羽咋創生推進室

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 5団体 5団体

実績値 4団体 3団体(累計7団体) 3団体(累計10団体)

年度目標に対する達成率 ― ― 60.0%

基準値に対する増減率 -20.0% -40.0% -40.0%

評価 ◎ ○ ○

有識者会議による検証評価

Action

　今後も広報はくいやＨＰなどにより広く市民に啓発を行い、募集団体の増加を図り活動
助成金の充実を図る。

平成29年度
市内各地区にお神輿、獅子舞、太鼓、お囃子があると思うがそ
れらを一同に集めた「まつりの祭り」をしてみてはどうか。そ
れぞれ違いがあると思うが継承に関する問題など共通すること
もあるのでは。練習発表の場、観覧者にその魅力を伝える場、
継承者相互の交流の場にして、伝統文化の継承を後押ししてほ
しい。

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

H29 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・・・） 　平成29年9月から1か月間、市民憲章推進基金助成団体（個人）の募集を行い、10月に選

考委員会を開催、5団体の申請があり3団体240,000円の助成金の贈呈団体を決定した。

意見

平成27年度（ＫＰＩ：祭礼体験ツアーの開催）
①少子化により困難な課題。祭礼がなくなっている地域もあ
る。
②既存のものを継続できるような取組みが必要。
③市民グループで、ビデオにより記録を残す活動もある。
④宝くじの助成金を活用し、祭具の更新をしている。

ＤＯ

分析 　平成29年度、5団体から申請があったが、2団体へ助成金の交付を見送った。理由として
は活動実績や団体としての自主財源がないことや、個人の所有物となる物品の申請や添付
資料がないことや、提出資料の不備などが挙げられる。

Check

平成28年度
地域を元気づけることで他市からの移住につながるのではない
か。

対応方向

市民憲章実践活動団体助成件数 25団体（累計） 5団体

取組内容

ＰＬＡＮ

市民憲章推進基金の運用による実践活動団体への支援

　　　　　　総合戦略効果検証シート

43 地域活力の維持と協働のまちづくりの推進

４－５－１ ④ 地域における伝統文化・祭礼の継承、ふるさとづくり等の支援

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値
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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 3事業（累計） 4事業（累計）

実績値 1事業 2事業（累計） 3事業（累計）

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

H28 総合評価

対応方向

 今後も、出前講座や体験学習などを通じ「がんばる羽咋創生総合戦略」の周知を図ると
ともに、子どもたちが羽咋創生やまちづくりの提案ができる機会の創出と企画をつくる
ことを検討していく。

平成29年度
①地方創生を単なる誘致とせず、若い人材が自ら将来のビジョンを考え、構築
していくことを目的とした羽咋工業高校の生徒の意見交換会は有効であると思
われる。
②小学生の学習発表、職員との意見交換の場にぜひ、地域の大人を参観させて
ほしい。例えば町会関係者や地元企業人等。子供たちが一生懸命考えているこ
とは、今大人たちが気付くべき課題で、実行力があるのも大人である。役所が
やればいいと他人ごとにせず、まず自分たちができることから、という意識を
持ってもらうため、大人の教育の場としても公開してほしい。地域の大人には
アドバイザーとして参加してもらう。
③【分析Check②について】羽咋工業高校の取り組みは大変素晴らしく重要。市
としても積極的に協力すべき。そのノウハウを羽咋高校、羽咋中学校、邑知中
学校にも展開していくとよいのでは。
④若者への啓発はとても大切である。
⑤このような取り組みがあることを知らなかった。取り組みをブラッシュアッ
プしながら継続していくといいと思う。

Action

H27 総合評価

H29 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①平成27年度は、がんばる羽咋創生総合戦略の策定に際し、市内及び近隣市町等に通学
している高校生を対象に、羽咋創生に関するアンケート調査を実施し、約73％の方から
「本市に愛着を感じる」などの回答を頂いた。
②平成28年度は、瑞穂小学校6年生が「総合的な学習の時間」の中で、「羽咋幸せ向上委
員会」を立ち上げ、福祉、安全、自然、観光、環境の5つのテーマの提案と職員との意見
交換を実施した。
③平成29年度は、地元就職を担う羽咋工業高校1年生（120人）を対象に、羽咋市の現状
と総合戦略に掲げる重点施策（自然栽培、ジビエ、道の駅、移住・定住等）の進捗状
況、地域経済分析システム(RESAS）を活用した地域の現状分析の説明、高校生との意見
交換を実施した。

意見

平成27年度（ＫＰＩ：祭礼体験ツアーの開催）
①少子化により困難な課題。祭礼がなくなっている地域もある。
②既存のものを継続できるような取組みが必要。
③市民グループで、ビデオにより記録を残す活動もある。
④宝くじの助成金を活用し、祭具の更新をしている。ＤＯ

分析 ①次代を担う小中高生からの具体的な意見や意見交換等は、羽咋創生の推進に大変有意
義である。今後、さらに多くの提案や意見の募集を行うための企画を行うことが重要で
ある。
②羽咋工業高校については、以前から環境・防災に伴う地域づくりを実施しているた
め、地域に対する意識が高いことが伺えた。Check

平成28年度
地域を元気づけることで他市からの移住につながるのではないか。

若者、小中高生による羽咋創生
事業の提案

5事業（累計） 0事業

取組内容

ＰＬＡＮ

小中高校生による事業提案の募集と「まちづくり」に関する説明会、研修会の開催

　　　　　　総合戦略効果検証シート

44 「羽咋」の未来を担う人材の育成と支援の充実

４－５－２ ① 若者や子どもの力を生かした羽咋創生事業の提案

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値
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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 60人 150人 180人 180人

実績値 138人 170人 174人

年度目標に対する達成率 230.0% 113.3% 96.7%

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

　市が特に協力いただきたい施策等の情報を総会等を通じて発信するとともに、羽咋会との連携を
強化し、羽咋会による市支援体制を構築する。

平成29年度
①ふるさと納税、IUターン、婚活、販売促進、観光など、PRすべきことはた
くさんある。良好な関係構築を望む。
②こういった横のつながりをシート44の取り組みとも絡められるといい。何
をするか、よりもその中で得られるプロセスや周りの人からの学びが効く。

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 ○　取組内容の継続

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①各総会の際に、市の重点施策である道の駅・移住定住・ふるさと納税・ジビエ・自然栽培のＰＲ
や市のイベント等を紹介し、会員へ情報を発信するとともに、交流を図った。
②会員にふるさと納税のパンフレット等を郵送し、ふるさと納税の推進に努めた。
③ヒューマンネットワーク会員に羽咋会への加入案内を送付し、会員の増加に努めた。
④関東羽咋会で実施している軽トラ元気市へＰＲ用のチラシ等を送付し、羽咋市をＰＲしてもらっ
た。
⑤平成29年度は各羽咋会において、自然栽培米「羽咋米」の販売促進などを行った。

意見

平成27年度
関東以外の羽咋会についても情報発信のお手伝いをし、羽咋市のPR体制を構
築する必要がある。

ＤＯ

分析

①ふるさと関東羽咋会　会員数も増加し、活動も他の羽咋会に比べると活発。
②関西羽咋会　　　　　会員数は横ばいであるが、他関係団体への羽咋市の取組の紹介を実施。
③中京羽咋会　　　　　関西羽咋会同様、会員数は横ばい、主な活動は総会開催のみ。
④市　　　　　　　　　情報発信・情報共有及び会員増のための働きかけを行う必要あり。
　　　　　　　　　　　連携事業や各羽咋会が主体となった羽咋訪問ツアーの働きかけが必要。

平成28年度
ふるさと納税などもあり、羽咋市を都市にPRする必要がある。

Check

対応方向

ふるさと応援団会員数 280人 0人

取組内容

ＰＬＡＮ

　平成27年度に設立した3つの羽咋会（ふるさと関東羽咋会、関西羽咋会、中京羽咋会）との交流促
進を図り、都市部における「ふるさと支援の拠点」とすることにより、移住定住に関する情報発
信、本市特産品のＰＲ、ふるさと納税の推進を図る。

　　　　　　総合戦略効果検証シート
45 「ふるさと応援団」等による都市部との交流と共創

４－６－１ ① 三大都市圏における「ふるさと応援団」の設立と応援団員の拡大

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

がんばる羽咋創生推進室
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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 7,000千円 100,000千円 250,000千円 300,000千円

実績値 70,437千円 224,400千円 268,303千円

年度目標に対する達成率 1006.2% 224.4% 107.3%

基準値に対する増減率 935.8% 3200.0% 3845.6%

評価 ◎ ◎ ◎

有識者会議による検証評価

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

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

①今後も継続して参加事業者及び返礼品の募集を行う。
②商品の特徴や商品に対するこだわりやなど、今後につなげる事業者等の紹介を追加す
る。（顔の見えることによる近親間、安心感。ファン獲得による制度外での発注への期
待。）

平成29年度
①シート47にもつながるが、千里浜再生に特化した「ふるさと納税」や募金口
座・ファンドを立ち上げてはどうか。
②返礼品につけるあいさつ状や商品紹介リーフレットを羽咋ブランドとして統一
してはどうか。「道の駅のと千里浜」は広告、店舗、包装に統一感があって明る
くPOPで他の道の駅と違っていい。イメージアップ戦略として成功している。これ
を見習い、羽咋ブランドにも統一化したブランドマークをつけるのはどうか。返
礼品を通して地域アピールをするのなら「市として注力しています。」と伝わる
PRを。
③米や野菜の提供事業者が少ない。もっと増やせないだろうか。

Action

６次産業創生室 ふるさと納税額 200,000 千円 6,800 千円

意見

平成27年度
特になし

ＤＯ

分析

①商品によっては、月ごとの受付数量を設定して寄付を募集することで、個人事業主が
対応可能なように設定を行ったが、例年にない大雪や寒波の影響で発送が遅れた。
②臨時職員を新たに寄付の多くなる年末にあわせて配置した。
③自然栽培米の定期便コースへの申込が想像より多く、事業者側の負担が大きかった。
　（例：平成30年１月15日指定のお米が450件程度あり、梱包に多くの時間を要した。
　　　　コースは3・6・12回の設定。）

平成28年度
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。

Check

対応方向

② ふるさと納税の推進

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
46 「ふるさと応援団」等による都市部との交流と共創

４－６－１

取組内容

ＰＬＡＮ

①ふるさと納税の寄付額増加に向けたＰＲ
②新規掲載増加に向けた事業者及び商品の募集
③配送管理システム導入によるコスト減及び事務軽減

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・） ①ふるさと納税事業者説明会開催（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（8月）
③年2回のカタログ作成（春夏版・秋冬版）
④道の駅オープンに合わせて、関連商品を一挙に追加
（自然栽培米の定期便お届けコースなど）
⑤12月のふるさと納税のピーク時に首都圏向けの新聞への広告掲載

実績値

実績値

実績値
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KPI
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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 1事業 1事業 1事業

実績値 1事業 1事業 1事業

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 0.0% 0.0% 0.0%

評価 ○ ○ ○

有識者会議による検証評価

Action

今後も継続的に実施し、千里浜海岸の魅力と、海岸保全意識の啓発を行う。

平成29年度
①キャンピングカーイベントを行うのはどうか。車で走れて、夕日が見られて
（浜に下りられないときは道の駅で）、ユーフォリアで温泉に入って、夜はイベ
ントを行う。宿泊施設が足らなくてもキャンピングカーイベントなら羽咋に滞在
してもらえる。車で走れば千里浜を強く印象付けられる。観光価値を高めれば、
国・県との連携も取りやすい。
②千里浜の知名度は羽咋をもしのぐものである。何よりも砂の流出を防ぐ海岸保
全対策を第一に進めてほしい。
③国の事業として取り組むように要請する。
④人工リーフの増設を積極的に進めて頂きたい。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

H29 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・・・） 4月及び7月に海岸清掃を実施。

7月に体験型イベント（なぎさふれあい教室）を実施。
8月に一人一砂運動イベント（千の浜守人〔ハーモニー〕)を実施。
8月～9月にかけて道の駅にてライトアップを実施。※新事業
9月にライトアップイベント（「千」の輝き）を実施。

意見

平成27年度
千里浜海岸保全の有効な手だてが何よりも必要。

ＤＯ

分析

8月～9月にかけて道の駅にてライトアップを実施したところ、好評の意見を多数いただ
き、効果的なＰＲ活動となった。

平成28年度
①車が走れる個所が世界で3ヶ所しかないことをアピールしては。
②まだまだやれる事がある気がする。

Check

対応方向

国県等と連携した保全・継承事
業数

1事業 1事業

取組内容

ＰＬＡＮ

羽咋市・宝達志水町・石川県が協力して千里浜再生プロジェクトを実施。

　　　　　　総合戦略効果検証シート

47 近隣自治体、能登地域、広域地域等との連携・協力

４－７－１ ①
千里浜なぎさドライブウェイ保全のための国県等との連携・
協力、支援

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

地域整備課
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KPI
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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件 3件 3件 4件

実績値 4件 3件 4件

年度目標に対する達成率 66.7% 100.0% 133.3%

基準値に対する増減率 0.0% -25.0% 0.0%

評価 ○ △ ○

有識者会議による検証評価

Action

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

平成29年度
特になし。

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H28 総合評価 △　取組内容の見直し

H29 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・・・）

平成29年度要望活動（国交省・石川県・県議会）
　・国道159号羽咋道路整備促進
　・国道415号二期工事整備促進
　・のと里山海道整備促進
　要望活動（石川県・県議会）
　・県道若部千里浜インター線整備促進

意見

平成27年度
将来の合併も視野に入れてほしい。

ＤＯ

分析

　関係機関への要望活動に際し、周辺市町との連携をより緊密にすることにより、地域振
興や交通ネットワークの充実等の事業効果に大きく寄与している。

平成28年度
早期完成するため近隣市町と連携し、県・国への要望
を。

Check

対応方向

拠点都市間（ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ）20分圏
構想事業数

6件 4件

取組内容

ＰＬＡＮ

①主要幹線道路の整備による拠点都市間20分構想の推進
②通勤圏自治体との社会資本整備に伴う連携強化

　　　　　　総合戦略効果検証シート
48 近隣自治体、能登地域、広域地域等との連携・協力

４－７－１ ② 交通ネットワーク網の整備・促進を図る近隣自治体間連携

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

地域整備課

実績値
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KPI
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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 1件 1件 1件

実績値 1件 2件 0件

年度目標に対する達成率 100.0% 200.0% 0.0%

基準値に対する増減率 ― ― ―

評価 △ ◎ ○

有識者会議による検証評価

Action

　1市2町での広域連携を継続しながら、その広域観光ルートを補完するような市内周遊
ルートの作成、新たな周遊ルートの模索、その他観光イベントの連携を図っていきたい。

平成29年度
①設定されたサイクリングルートにサイクルレーンを
設置するなど、車との事故を防ぐ措置を進めて頂きた
い。
②金沢からの旅行者の流れを創出する手立てが必要。

H27 総合評価 △　取組内容の見直し

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

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

平成27年度
①1市2町での広域連携は必要。
②各分野でつながりを持つことは重要。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

平成28年度
日本への外国人観光客急増に対応し、1市2町で外国人
観光客を呼び込むという視点も必要。

対応方向

広域観光モデルルート設定数 3件 0件

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。

　　　　　　総合戦略効果検証シート

49 近隣自治体、能登地域、広域地域等との連携・協力

４－７－１ ③
近隣自治体、中能登地域、県内自治体との連携による産業振
興、観光交流、地域経済活性化の推進

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

商工観光課
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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 500人 500人

実績値 406人 451人（累計857人） 308人（累計1165人）

年度目標に対する達成率 ― ― 61.6%

基準値に対する増減率 0.0% 11.1% -24.1%

評価 ○ ○

有識者会議による検証評価

Action

①第4回大会は、大きなメディアや広告掲載などによりＰＲを行っていき、大会参加者を
増やしたい。
②峨山道の雰囲気を味わいたいと考えている初心者や中級者ランナーにはロングコース
はハードルが高く、参加につながらないことから、参加しやすいショートコースを設定
し、大人から子どもまで気軽に楽しめる大会にし、能登の禅文化と豊かな里山里海の発
信に努める。

平成29年度
①参加者のみならず、応援者へのアピールも。
②ショートコースに期待。強者しか参加できない。

H27 総合評価

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

H29 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・・・）

　平成29年10月22日、第3回峨山道トレイルランでは、羽咋市立邑知小学校をスタートし
永光寺を経由し門前総持寺ゴールで開催を予定していたが、開催当日、台風21号の影響
で降雨となりコース悪化のため釶打公民館をゴールとし距離50㎞、基準を10時間から7時
間に変更、最終閉鎖時間を14時30分として開催し、308名のエントリーがあり242名が出
走した。そのうち男子130名女子9名の139名が完走し完走率57.4％であった。

意見

平成27年度
特になし。

ＤＯ

分析

　秋のランニングシーズンのため、他大会との兼ね合いによる参加者減を懸念してはい
たが、やはり前回大会参加者を大幅に下回る結果となった。まだ3回目の大会開催という
こともあり、全国的にはまだまだ知名度が低いと感じられる。

Check

平成28年度
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。

対応方向

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

　　　　　　総合戦略効果検証シート

50 近隣自治体、能登地域、広域地域等との連携・協力

４－７－１ 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】

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

生涯学習課
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KPI
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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事業 11事業 11事業 11事業

実績値 9事業 10事業 8事業

年度目標に対する達成率 90.0% 90.9% 72.7%

基準値に対する増減率 0.0% 11.1% -11.1%

評価 △ △ △

 

有識者会議による検証評価

△　取組内容の見直しH29 総合評価

H28 総合評価 △　取組内容の見直し

意見

平成27年度
①他の都市とも連携も検討を。
②通州区との交流も。

ＤＯ
平成28年度
①漢字文化など中国からの学びは大きい。中国の影響
が増大する中で、中国・通州区との交流は大切にした
い。英語圏ではカナダが有望。
②あんまりよくわからない。

分析
①実施事業数は藤岡市との交流の8事業にとどまった。
②羽咋市の活性化を促進するため、さらなる人的交流、文化交流、経済交流に努める必
要がある。

Check 平成29年度
①羽咋まつりの踊り流しで藤岡市からの団体がとても
上手に踊ってくれていた。お互いの市イベントにおい
て市民交流旅行などを行っていくとよい。
②通州区との交流ももっと市民にアピールする場があ
るとよい。郷土料理や祭り文化の紹介など。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

　平成29年度は「道の駅のと千里浜」の竣工式に、藤岡市副市長を迎えた。また、両市
の高等学校弓道部の合同合宿や俳句の会同士の交流事業等を実施した。

対応方向

①平成30年7月に市制施行60周年式典を開催するにあたり、藤岡市長および市議会議長を
招待し、交流を図る。
②道の駅を持つ市として新たな連携を構築し、交流促進に努める。
③新たな姉妹都市提携も視野に入れながら進めていく。
（小学3年生からの英語必修化を考慮し、英語圏の都市との交流など）
※平成30年5月に(米)アイオワ州ウェイバリー市のワートバーグ大学の寺沢教授（羽咋市
出身）とそのゼミ生が来庁し、市長、教育長と懇談。

Action

H27 総合評価 △　取組内容の見直し

姉妹都市との交流事業数 13事業 9事業

取組内容

ＰＬＡＮ

①姉妹都市である群馬県藤岡市との交流促進
②中華人民共和国通州区との交流促進

　　　　　　総合戦略効果検証シート
51 近隣自治体、能登地域、広域地域等との連携・協力

４－７－１ ⑤ 姉妹都市、友好都市との交流の促進

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値
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