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3 ③ 農林水産課 首都圏等における販売協
力店舗数

2店 0店     - 1店 ○     - 1店 ◎ - 1店 ○

4 ④ 農林水産課 ６次産業化取組事例数
5件

（累計）
0件 3,500 5件 ◎      - 8件（累計13件） ◎ - 13件（累計26件） ○

5 ① 農林水産課 食品・加工品等の売上額 30,000千円 0千円 15,457 990千円 ◎ 21,441 12,000千円 ◎ 16,459 16,000千円 ○

6 ② 農林水産課 連携協力団体数 5団体 0団体 18,787 5団体 ◎ 21,441 7団体 ◎     　 - 7団体 ○

7 ③ 農林水産課 イノシシ年間処理頭数 440頭 0頭    　  - 98頭      　- 300頭    　  - 336頭 ○

平成27年度 平成28年度 平成29年度

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

有害鳥獣（イノシシ
等）対策と「ジビエ」等
による利活用策を並
行実施し地域産業化
するため、食肉等加
工処理施設を整備
し、商品の開発及び
流通促進を支援する
とともに、個体確保・
販売ルートの構築に
向けた中能登地域に
おける連携・協力体制
を推進します。

「ジビエ」を素材とした産品
等の開発・販売

『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

有害鳥獣の駆除、鳥獣被害
の防除、農地の保全

「ジビエ」を素材
とした産品等の
開発・販売

『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

有害鳥獣の駆
除、鳥獣被害の
防除、農地の保
全

１－１－１

『自然栽培』
を中心とした
農業の成長
産業化

本市の強みである『自
然栽培』を中心とした
地元農産物の生産・
普及を促進するため、
『自然栽培』農作物を
栽培する農地の整
備、加工品等の拠点
づくり、６次産業化及
びブランド化を図り、
全国及び海外へ輸出
できる産業へと成長さ
せるための総合的な
支援を行います。

『自然栽培』の生産・普及と
『輸出産業』化

経営の安定化と耕作放棄
地・荒廃地の解消と利活用

『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

『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

具体的な施策

『自然栽培』の生
産・普及と『輸出
産業』化

経営の安定化と
耕作放棄地・荒
廃地の解消と利
活用

『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

『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

基本目標１

通し番号 基本目標 基本的施策 内容 No. 具体的な施策所管課 重要業績評価指標（KPI）
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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 事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

8 ① 農林水産課 認定農業者数 200人 135人 12,631 171人 ○      - 170人 ○      - 171人 ○

9 ② 農林水産課 自然栽培・有機・エコ栽培
者数

50人増 4人 304 48人 ◎ 1,081 62人 ○ 4,567 77人 ◎

10 ③ 農林水産課 担い手等への農地利用
集積率

75% 68% 1,500 78% ◎ 5,706 78% ◎ 10,985 80% ◎

11 ① ６次産業創生室 道の駅での雇用者数 40人
0人

※2017（H29)
年度開業

39,032
求人していないた

め未記入 × 361,184 2人 ○ - 36人 ◎

12 ② ６次産業創生室 道の駅での農水産物等
出品者数

180人
0人

※2017（H29)
年度開業

390,032
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 ○

13 ③ 生涯学習課 ユーフォリア千里浜利用
者数

173,200人 165,020人 380,563 142,321人 ◎ 24,211 186,164人 ◎ 25,683 189,385人 ◎

基本目標１

通し番号 基本目標 基本的施策 内容 No.

環境にやさしい
農業に取り組む
農業者への支援

環境にやさしい農業に取り
組む農業者への支援

農地の集団化・
集約化の促進

農地の集団化・集約化の促
進

具体的な施策

１－１－３
新規就農者
に対する総
合的な支援

高齢化による農業従
事者不足を解消し新
たな担い手を確保す
るため、新規就農者
に対し、環境保全型
農業を推奨するととも
に農地の確保、技術
指導及び所得補償等
を支援します。併せ
て、市農業参入支援
センターによる多様な
就農技術の支援と農
福連携の推進、農地
の集団化及び集約化
の促進を図り、生産性
の向上及び品質向上
を図ります。

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

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

具体的な施策 所管課 重要業績評価指標（KPI）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

『道の駅のと千里浜』周辺施
設との連携・整備

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

平成29年開業の『道
の駅のと千里浜』を核
とし、その周辺施設や
市内施設等への誘導
することによる地域経
済の活性化を促進す
るため、施設整備や
既存施設の整備を推
進します。また、周辺
施設と一体的な取組
の充実と強化を図ると
ともに、地場産品を戦
略的に束ね、安定的
な販路開拓・拡大に
取り組みます。

『道の駅のと千
里浜』の整備・推
進

『道の駅のと千里浜』の整
備・推進

『道の駅のと千
里浜』の出品促
進

『道の駅のと千里浜』の出品
促進

『道の駅のと千
里浜』周辺施設
との連携・整備
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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 事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

14 ① 地域整備課 羽咋駅乗降者数 49万人/年 47万人/年 36,816 47.2万人/年 ○ 49,685 47.9万人/年 ○ 80,810 48.2万人/年 ○

15 ② 商工観光課 商店街連合会組合員数 170人 179人      - 174人      - 174人 2,443 174人 ◎

16 ① 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
76,063 22人 ◎ 110,000 15人(累計37人) ◎ 86 8人（累計45人） ○

17 ② 商工観光課 本社機能移転企業数
1件

（累計）
0件 76,063 1件 ◎ 86 0件（累計1件） △ - 0件（累計1件） ○

18 ① 商工観光課 製造業における従業員数 2,550人 2,125人（H26) 88,773 未確定 ○ 13,615 未確定 ○ - 未確定 ○

19 ② 商工観光課 市内企業求人数 4,500人 3,975人（H24)      - 4,352人 ○      - 4,798人 ○ - 5,104人 ○

20 ③ 商工観光課 地元高校生の市内企業
就職者数

50人
（５カ年累計）

7人(H22)      - 8人      - 9人（累計17人） ◎ - 10人（累計27人） ◎

21 ④ 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      - -      - 60,013千円 3,000 57,384千円 ◎

基本目標１

通し番号 基本目標 基本的施策 内容 具体的な施策

１－２－２

羽咋駅周辺
整備による
「まちなか」の
賑わい創出

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、羽咋駅周辺
の魅力をアップする整
備を推進します。ま
た、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。

羽咋駅周辺の整
備

羽咋駅周辺の整備

具体的な施策 所管課 重要業績評価指標（KPI）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
No.

羽咋駅周辺商店
街の賑わい創出

羽咋駅周辺商店街の賑わい
創出

１－３－１
継続した企業
立地・誘致の
推進

本市の地理的優位
性、立地環境の特
徴、誘致企業に対す
る助成制度等を活用
し、本社機能または代
替機能を有する企業
の立地促進など戦略
的な企業誘致を促進
します。

企業立地・誘致
の促進

企業立地・誘致の促進

１－３－２ 基幹産業の
育成と支援

本市の製造業全般及
び炭素繊維、ベアリン
グ技術、電子部品等
の開発出荷等の次世
代産業の強みを活か
した事業展開を支援
するとともに、産学及
び企業間連携、助成
金を活用し、基幹産
業の総合的な育成と
支援を行います。

成長分野におけ
る製造業・次世
代産業の育成・
支援

成長分野における製造業・
次世代産業の育成・支援

市内企業への若
者等雇用の促進

地域内消費喚起
事業の実施

地域内消費喚起事業の実
施

本社機能移転に
対する積極的な
支援

本社機能移転に対する積極
的な支援

市内企業への若者等雇用
の促進

高校生の地元企
業就職の推進

高校生の地元企業就職の
推進
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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 事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

22 ① 商工観光課 新規起業支援者数
30人

(累計）
3人 2,800 0人 ○ 3,741 4人（累計4人） ○ 2,230 3人（累計7人） ○

23 ② 商工観光課 第二創業・事業承継支援
数

15件
（累計）

0件      - 0件 × 2,394 5件（累計5件） ◎ 2,820 5件（累計10件） ◎

24 ① 商工観光課 市内企業・産業等受入件
数

20件
（累計）

0件      - 3件      - 2件（累計5件） ◎ - 未確定 ○

25 ② 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）

0件      - 4件 ◎ 2,046 6件（累計10件） ◎ 1,662 7件（累計17件） ◎

26 ③ 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 162千円 8,810 1,129千円 ◎ 9,410 1,710千円 ◎ 9,410 1,780千円 ○

基本目標１

通し番号 基本目標 基本的施策 内容

１－３－３ 起業・創業支
援の強化

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、第二創業
や小規模事業の後継
者育成を支援し、地
域の若返りと地域活
力の増進を図ります。

新規起業家への支援

具体的な施策所管課 重要業績評価指標（KPI）具体的な施策No.

新規起業家への
支援

平成27年度 平成28年度 平成29年度

第二創業、小規模事業者の
後継者育成への支援

第二創業、小規
模事業者の後継
者育成への支援

1－３－４ 多様な就労
支援

ハローワークと連携し
た市内企業の求人情
報の提供や市内企
業・産業へのインター
ンシップを含めた就職
活動に対する支援、
高等教育機関と連携
した若者定着の促
進、市独自で取得した
就業情報の提供を図
ります。また、ひとり親
家庭や障がい者への
就業機会の提供、高
齢者が保有する知識
や経験を生かせる就
業機会の確保と就労
支援、情報技術を活
用した多様な就労環
境の整備を図ります。

多様なインターンシップによ
る就労機会の提供

ひとり親家庭への就業支援

多様なインター
ンシップによる就
労機会の提供

ひとり親家庭へ
の就業支援

シニア世代保有
技術の活用・就
労支援

シニア世代保有技術の活
用・就労支援
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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 事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

27 ① ６次産業創生室 羽咋まちづくり（株）の売
上高

430,000千円 0千円      - 0千円      - 4,500千円 13,846 258,000千円 ◎

28 ② 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 0人      - 0人      - 0人 8,087 133人 ○

29 ③ ６次産業創生室 羽咋まちづくり(株)での雇
用者数

40人 0人      - 0人      - 2人 - 36人 ◎

30 ① 商工観光課 地域未来牽引事業者と連
携した羽咋創生事業数

3件
（累計）

0件      - 0件      - 1件（累計1件） - 0件（累計1件） ○

31 ② 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 0事業      - 0事業      - 0事業 ○ - 2事業 ◎

基本目標１

通し番号 基本目標 基本的施策 内容 具体的な施策

１－４－１

『地域商社』
機能の推進
による地域ビ
ジネスの創造
と成長

市主導で『地域商社』
機能を推進し、全国
の地域商社や地元企
業等と連携したコラボ
商品・特産品の開発、
ICT・IOTを活用した流
通・販売戦略システム
の構築等の取組を通
して、地域経済の活
性化と「稼ぐ仕組み」
の構築による『共創の
まちづくり』を推進す
る。将来的には「羽咋
まちづくり株式会社」
が「地域商社」機能を
発現し、自立・自走経
営を行うことを目指し
ます。

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

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

具体的な施策 所管課 重要業績評価指標（KPI）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
No.

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

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

地域資源を活用
した特産品開
発、マッチング支
援

地域資源を活用した特産品
開発、マッチング支援

地消地産、地産
外商の推進

地消地産、地産外商の推進

１－４－２

地域中核企
業、大学等と
の連携による
新産業・新事
業の創出

地域経済の好循環の
確立に向け、本市総
合戦略に共鳴する地
域未来牽引事業者と
連携し、新たな枠組み
（官民協働・地域連
携）及び担い手づくり
（事業推進主体の形
成と専門人材の確保・
育成）への支援、市場
規模拡大が見込める
成長産業分野への投
資を実現し、「まち」全
体で稼ぐ仕組みづくり
を推進します。

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

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
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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 事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

32 ① がんばる羽咋創
生推進室

移住・定住に関する相談件
数

100件
（累計）

11件 （H27) 3,482 27件 ◎ 2,332 52件（累計79件） ◎ 2,366 91件 （累計170件） ◎

33 ② 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/年 7件/年（H27） 473 10件/年 ○ 1,258 47件/年 ◎ 5,841 84件/年 ◎

34 ③ 商工観光課
大学生インターンシップ受入
企業数

5社（累計） 0社 ― 3社 ○ ― 2社 △ 379 未確定 △

35 ④ がんばる羽咋創
生推進室

体験施設利用者数（延べ
数）

100人 0人
※H28年度開始

― ― 2,388 25人 3,051 26人 ○

36 ⑤ まち・ひと・しごと
創生本部事務局

地域おこし協力隊登用数
（延べ数）

10人 4人 （H27) 10,906 4人 ◎ 17,144 6人 ○ ― 8人 ○地域おこし協力隊
の活用と支援

地域おこし協力隊の
活用と支援

移住・定住に関す
る情報発信と支援
制度の充実

移住・定住に関する
情報発信と支援制度
の充実

ＵＩＪターン希望者と
県内企業のマッチ
ング支援

ＵＩＪターン希望者と県
内企業のマッチング
支援

具体的な施策

２－１－１
移住総合相談窓口
による地方移住支
援

移住総合相談窓口を設
置し、移住・定住に関する
情報発信の強化、支援制
度の充実、短期的に移
住・交流体験ができる施
設の整備等を行い、転入
者の増加を促進します。

移住・定住に関す
る総合相談窓口の
設置

移住・定住に関する
総合相談窓口の設置

移住・交流体験施
設の整備

移住・交流体験施設
の整備

具体的な施策 所管課 重要業績評価指標（KPI）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
No.

基本目標２

通し番号 基本目標 基本的施策 内容
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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 事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

37 ① ６次産業創生室 道の駅利用者数 21万人/年
0万人/年

※2017（H29)年
度開業

39,032
開業前のため

未記入 ○ 361,184 ※Ｈ29.7.7
オープン ○ 5,886 23.5万人/年 ◎

38 ② 地域整備課 羽咋駅乗降者数 49万人/年 47万人/年 36,816 47.2万人/年 ○ 49,685 47.9万人/年 ○ 80,810 48.2万人/年 ○

39 ③ 商工観光課
千里浜、柴垣海岸でのイベ
ント参加者数

3,000人 1,928人 3,789 1,772人 △ 6,716 2,634人 ◎ 10,743 2,612人 ○

40 ④ 文化財室
商工観光課

妙成寺来訪者数 44,000人 39,800人 ― 58,165人 ― 36,974人 ― 50,988人 ◎

41 ⑤ 生涯学習課 コスモアイル羽咋利用者数 56,200人 53,580人 ― 69,812人 ◎ 63,423 63,689人 ◎ 47,164 71,369人 ◎

42 ⑥ 商工観光課
広域観光モデルルート設定
数

3件 0件 ― 0件 △ ― 1件 ◎ ― 0件 △

博物館・歴史文化
施設の改修と利活
用

博物館・歴史文化施
設の改修と利活用

広域連携による周
遊観光の促進

広域連携による周遊
観光の促進

羽咋駅周辺の整備
【再掲】

羽咋駅周辺の整備
【再掲】

めぐまれた自然環
境の保全と利活用

めぐまれた自然環境
の保全と利活用

具体的な施策

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

『道の駅のと千里浜』、羽
咋駅周辺の整備促進等
による観光交流基盤づく
り、本市の特徴である自
然、歴史文化財、スポー
ツを活用したイベントの開
催、広域連携による周遊
観光の促進により、観光
の活性化を通じた交流人
口の拡大を促進します。

『道の駅のと千里
浜』を核とした交流
人口の拡大

『道の駅のと千里浜』
を核とした交流人口
の拡大

歴史文化財の保護
と観光振興の連動

歴史文化財の保護と
観光振興の連動

具体的な施策 所管課 重要業績評価指標（KPI）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
No.

基本目標２

通し番号 基本目標 基本的施策 内容
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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 事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

43 ① 商工観光課 市内宿泊件数
8,000人泊
（累計）

1,493人泊 394 827人泊 △ 766 775人泊
（累計1,602人泊） △ 675 675人泊

（累計2,277人泊） △

44 ② 商工観光課 レンタサイクルの利用者数 800人 444人 ― 1,071人 ◎ 5,911 742人 ○ 3,966 943人 △

45 ③ 商工観光課 スタンプラリー等の参加者 300人 （累計）
0人

※H29年度開始
― ― ― ― 412 77人 △

46 ④ 商工観光課
観光ボランティアガイド案内
回数

300回 13回 ― ― 150 125回 150 311回 ◎

47 ① 商工観光課 日帰り観光施設利用者数 285万人 202万人 300 217万人 ◎ 3,400 203万人 ○ 3,400 258万人 ◎

48 ② 商工観光課 市内宿泊者数 150,000人 134,652人 ― 84,091人 ◎ ― 98,828人 ◎ ― 91,262人 ○

49 ③ 秘書室 フェイスブック「いいね」件数 9,000件 443件 ― 8,209件 ◎ ― 10,314件 ◎ ― 6,609件 ○

50 ④ 商工観光課 外国人観光客数 2,100人 1,412人 323 1,798人 ◎ ― 1,394人 △ ― 2,139人 ○

多様なツールを活
用した羽咋ファンの
拡大

多様なツールを活用
した羽咋ファンの拡大

インバウンド観光の
推進・充実

インバウンド観光の
推進・充実

２－２－３ 魅力あふれる観光
情報の発信

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、効果的に発信し
ます。

観光資源の発掘、
磨き上げの促進

観光資源の発掘、磨
き上げの促進

市内宿泊施設利用
の促進

市内宿泊施設利用の
促進

多様化するニーズ
に対応した観光メ
ニューの開発

多様化するニーズに
対応した観光メニュー
の開発

「地域の宝」を活か
した滞在滞留型観
光の推進

「地域の宝」を活かし
た滞在滞留型観光の
充実

具体的な施策

２－２－２ 周遊滞在型観光の
推進

本市の魅力を実感しても
らうため、『道の駅のと千
里浜』を基点とした本市の
特徴的な観光資源をネッ
トワーク化し、合宿や修学
旅行の誘致、個人向け体
験商品等の提案等の多
様化するニーズ及び旅行
形態に対応した周遊滞在
型の観光を推進します。

合宿・修学旅行の
積極的誘致

合宿・修学旅行の積
極的誘致

日本型ＤＭＯの推
進による「マーケ
ティング」と「観光品
質」の向上

日本型ＤＭＯの推進
による「マーケティン
グ」と「観光品質」の
向上

具体的な施策 所管課 重要業績評価指標（KPI）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
No.

基本目標２

通し番号 基本目標 基本的施策 内容
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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 事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

(有識者会議
審査結果)

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

(有識者会議
審査結果)

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

(有識者会議
審査結果）

52 ① 健康福祉課
子育て応援券支給
件数

135件 144件 103,455 107件 △ 95,589 117件 ○ 4,407 102件 〇

53 ② 健康福祉課
不妊、不育治療助
成申請件数

35件 27件 1,885 32件 ○ 2,416 28件 ○ 2,474 31件 ◎

54 ③ 地域整備課
三世代世帯住宅の
新増築リフォーム
件数

25件 1件 （H27年度） 700 2件 ◎ 7,580 20件 ◎ ― 22件 ◎

55 ① 健康福祉課 待機児童数 0人 0人 ― 0人 △ ― 0人 ○ ― 0人 〇

56 ② 健康福祉課
小児休日当番医協
力小児科医師数

2人 0人 ― 0人 ○ 496 2人 ◎ 496 2人 〇

57 ③ 健康福祉課
ファミリーサポート
センター利用件数

50人 48人 1,679 29人 △ 1,811 24人 ○ 1,729 20人 △

58 ④ 健康福祉課
子育て世代包括支
援ｾﾝﾀｰ設置数

1箇所 未整備 ― 0箇所 ○ ― 0箇所 ○ ― 0箇所 〇

平成29年度

基本目標３

通し番号 基本目標 基本的施策 内容 No.

10件

具体的な施策

51 ３－１－１

結婚を希望
する若者へ
の支援

婚活セミナーを主体とした男
女の出会いの場の創出、お
見合い支援制度に側面的サ
ポート体制の充実、様々な場
所と機会を通しての男女の
出会いの場等を実施すること
により、結婚を希望する若者
への支援策を充実させます。

① 出会いの場の創
出支援

健康福祉課
出会いの場からの
カップル成立件数

10件

具体的な施策 所管課 重要業績評価指標（KPI）

 平成27年度 平成28年度

2件 2,998 17件 ◎ 2,017 ◎ 2,264 17件 ◎ 出会いの場の創
出支援

子どもを授かるた
めの支援

子どもを授かるた
めの支援

三世代同居・近居
の推進、支援

三世代同居・近居
の推進、支援

３－２－２

出産・子育て
しやすい環境
の整備

保育環境の整備、子どもに
係る医療サービス、家庭保育
の支援、母子保健事業の充
実を図り、妊娠・出産・子育て
の各段階に応じた少子化対
策を関係機関と連携し、総合
的に推進します。

安全で安心な保
育環境の整備

安全で安心な保
育環境の整備

小児医療の充
実、開業に関する
支援

３－２－１

妊娠・出産・
子育ての経
済的負担の
軽減と支援

妊娠・出産・子育てに係る身
体的、精神的、経済的負担
が軽減されるよう、不妊治療
や出産の支援、子どもに係る
医療費の軽減、保育料の軽
減等の充実を図ります。

子どもに係る経済
的負担の軽減

子どもに係る経済
的負担の軽減

小児医療の充実、
開業に関する支
援

家庭保育支援の
充実

家庭保育支援の
充実

子どもを産み育て
る支援体制の充
実

子どもを産み育て
る支援体制の充
実
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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 事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

(有識者会議
審査結果)

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

(有識者会議
審査結果)

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

(有識者会議
審査結果）

59 ① 健康福祉課
延長保育実施施設
数

8箇所 6箇所 5,029 8箇所 ◎ 6,552 8箇所 ◎ ― 8箇所 ◎

60 ② 生涯学習課
審議会等における
女性委員登用率

30% 27.3% 73 28.0% ◎ 28 28.2% ◎ 55 26.3% 〇

61 ③ 生涯学習課
女性リーダー所属
団体数

7団体 5団体 121 5団体 ○ 134 5団体 ○ 124 5団体 〇

62 ３－３－１

学びやすい
学校施設と
設備の維持

市内小中学校の改修及び環
境整備を実施し、良好な教育
環境の維持管理を推進しま
す。

① 学校教育課 老朽学校改修数 2校 要改修校2校 277,994 0校 × ― 0校 ○ ― 0校 〇

63 ① 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 ― 19% × ― 15% △ 193 16% △

64 ② 学校教育課
道徳事業の公開校
数

8校 8校 200 8校 ○ ― 8校 ○ 250 8校 〇

65 ③ 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 2.5日 12 2日 ○ 10 2日 △ 10 2.7日 ◎

66 ④ 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） ― 77学級 （重複含む） ◎ ― 58学級 （重複含む） △ ― 54学級 （重複含む） △

67 ⑤ 学校教育課
教育活性化プラン
取組校数

8校 8校 2,200 8校 ○ 2,200 8校 ○ 2,200 8校 〇

No.

基本目標３

通し番号 基本目標 基本的施策 内容 具体的な施策

３－２－３

子育てと仕事
の両立支援、
女性の活躍
の場の創出

子育て中の女性の就労や保
育ニーズに対応するため、柔
軟な保育所運営を実施する
とともに、男女の育児参加を
促進します。また、女性が活
躍できる地域社会の構築を
図ります。

保育ニーズに対
応した保育所運
営

保育ニーズに対
応した保育所運営

男女共同参画社
会の推進

男女共同参画社
会の推進

女性の活躍の推
進及び交流の場
の創出

女性の活躍の推
進及び交流の場
の創出

具体的な施策 所管課 重要業績評価指標（KPI）

 平成27年度 平成28年度 平成29年度

安全で安心な学
校施設の整備

安全で安心な学
校施設の整備

３－３－２

次代に対応
するための
学習能力の
向上

国際的に活躍するための英
語能力の向上と実践的な体
験学習の提供、基礎学力の
向上による高学力の維持、Ｉ
ＣＴ等を活用した授業の推
進、郷土教育・道徳教育の実
施により子どもたちが、個性
と能力を発揮し、自分の夢や
希望を実現できる能力を高
める教育を推進します。

国際的に活躍で
きる人材の「卵」
の育成

国際的に活躍でき
る人材の「卵」の
育成

郷土教育、道徳
教育の充実

郷土教育、道徳教
育の充実

キャリア教育の推
進

キャリア教育の推
進

体育・健康に関す
る活動の充実

体育・健康に関す
る活動の充実

学校活性化に向
けた特色ある事
業の推進

学校活性化に向
けた特色ある事業
の推進
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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 事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

(有識者会議
審査結果)

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

(有識者会議
審査結果)

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

(有識者会議
審査結果）

68 ① 学校教育課 15人 27,759 15人 ○ 15,651 15人 ○ 15,907 16人 〇

69 ② 学校教育課
図書館司書、事務

員の配置数
8人 5人 7,522 5人 ○ 6,561 5人 ○ 5,780 5人 〇

70 ③ 学校教育課
地元農産物の使用
割合

25％以上 22.0% 57,540 24.7% △ ― 22.8% ○ 208 24.5% 〇

平成28年度 平成29年度

基本目標３

通し番号 基本目標 基本的施策 内容 No.

学校給食の充実

具体的な施策

３－３－３

きめ細やか
な教育・学習
機会の充実

子どもたちの個々の能力に
応じた教育を実施するととも
に、自発的な学習能力の向
上と均衡な学習機会の提供
を行います。また、学校、家
庭、地域が連携した学校運
営体制、地域に開放された
学校の推進、就学援助等に
よる支援を充実します。

特別支援教育体
制の充実

学校支援員を適正に配置する 特別支援教育体
制の充実

学校図書館の充
実

学校図書館の充
実

学校給食の充実

具体的な施策 所管課 重要業績評価指標（KPI）

 平成27年度
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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 事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

71 ① 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） 21,918 43人 ◎ 27,060 49人
（累計92人） ◎ 5,330 29人

（累計121人） ○

72 ② 地域整備課
定住家賃補助によ
る定住者数

150人 31人 512 52人 ◎ 8,340 49人 ○ 1,202 46人 ○

73 ③ 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） ― 12人 ◎ 2,500
30人

（累計42人） △ 36,131
4人

（累計46人） ○

74 ① 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

50人
（累計）

11人 6,156 12人 △ 180 30人
（累計42人） ◎ 1,222 12人

（累計54人） ○

○
道路・橋りょう・公
園等の長寿命化
の推進

○ 23,520
1橋梁

（累計3橋梁） ○ 49,122
1橋梁

（累計4橋梁）

公共施設
の長寿命
化と計画的
整備

公共施設等の総合的な
管理運用・再編を推進す
るため「公共施設等総合
管理計画」を策定し、公共
施設の最適化を推進しま
す。また、道路・橋りょう等
の長寿命化の推進、安全
な道路環境網の整備、上
下水道施設等の機能維
持と更新整備を行うことに
より、安全で安心な地域
環境づくりの構築を実現
可能なものから順次着手
します。

①
公共施設等の総
合的な管理運用、
再編の推進

○
公共施設等の総
合的な管理運用、
再編の推進

77
道路・橋りょう・公
園等の長寿命化
の推進

地域整備課
橋梁長寿命化の補
修件数

5橋梁（累計） 2橋梁長寿命化補修 8,857 2橋梁

○ 4,498 0箇所 ○ ― 0箇所総務課
老朽施設の再利用
数

1箇所 0箇所 2,414 0箇所76

４－２－１

空き家・空
き地等の利
活用と既存
住宅の性
能維持の
支援

社会資源として利活用で
きる空き家・空き地を「空
き家・空き地情報バンク」
に集約し、居住希望者へ
情報を提供します。また、
既存住宅をリフォームす
ることにより、居住環境の
性能維持を支援します。

空き家・空き地等
の活用促進

空き家・空き地等
の活用促進

75 ② リフォーム補助制
度の充実

地域整備課
リフォーム補助によ
る定住者数

29人
（累計59人） △ 5,110 19人

（累計78人） ○ リフォーム補助制
度の充実

150人（累計） 30人 7,020 30人 ○ 3,710

②

基本目標４

通し番号 基本目標 基本的施策 内容 No. 具体的な施策

４－１－１
住環境の
整備推進

安心で快適な住環境の整
備と推進を図るため、住
宅取得に対する支援の拡
充、若者に魅力ある住み
よい住環境の整備、住宅
市街地の基盤整備を促
進します。併せて、転入
者等に対する家賃補助制
度の充実を図ります。

住宅取得の支援
制度の拡充

住宅取得の支援
制度の拡充

転入者への家賃
補助制度の充実

転入者への家賃
補助制度の充実

若者の移住・定住
の促進を図る宅地
供給の推進

若者の移住・定住
の促進を図る宅地
供給の推進

具体的な施策 所管課 重要業績評価指標（KPI）

 平成27年度 平成28年度 平成29年度

４－１－２
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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 事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

79 ② 地域整備課
応急処置の改善件
数

10件 （累計） 0件 ― 12件 ◎ 200
4件

（累計16件） ○ 158
7件

（累計23件） ◎

81 ② 地域包括ケア
推進室

認知症サポーター
数

3,000 人 2,401 人 ― 2,717 人 ◎ 102 3,009 人 ◎ 61 3,369 人 ◎

82 ③ 地域包括ケア
推進室

地域密着型ｻｰﾋﾞｽ
提供施設整備数

16事業所 12事業所 ― 12事業所 ○ 147 13事業所 △ 31,971 14事業所 △

84 ② 健康福祉課 がん検診受診者数 6,000 人 5,328 人 9,757 5,676 人 ◎ 9,596 5,783 人 ◎ 10,140 5,917 人 ◎

85 ③
健康福祉課

地域包括ケア
推進室

運動習慣のある者
（※）の割合

45% 39.6% 80 41.1% ◎ 96 41.1% ○ 120 41.0% ○

◎ 生活習慣病の予
防

がんの早期発見と
予防対策の推進

がんの早期発見と
予防対策の推進

健康でアクティブな
生活の実現

健康でアクティブ
な生活の実現

◎ 21,094 49.6% ◎ 20,452 未確定健康福祉課 特定健診受診率 60% 46.5% 21,591 49.3%83

４－３－３

健康寿命
の延伸によ
る「生涯活
躍のまち」
の構築

生涯にわたり元気で自立
して暮らせる期間である
「健康寿命」を延伸するた
め、健康増進活動や保健
指導を行うことにより、疾
病の原因を早期に発見し
改善を図る取組を実施
し、生活習慣病予防と重
症化予防を図ります。併
せて、元気な高齢者が地
域において、健康でアク
ティブな生活を実現する
ため、多世代交流ができ
る機会や場所の創出を行
います。

① 生活習慣病の予
防

○ 生活支援体制の
整備

認知症施策の充
実

認知症施策の充
実

地域密着型サービ
スの充実

地域密着型サービ
スの充実

△ 438 3組織 ◎ 2,414 7組織地域包括ケア
推進室

支え合い組織の整
備数

3組織 0組織

老朽空き家等へ
の対応

0箇所 56,181 0箇所 △ 90,496 2箇所

80

４－３－２

地域包括
ケアシステ
ムの構築と
推進

高齢者や障がい者が、で
きる限り住み慣れた地域
で生活を営めるよう、地
域での支え合いの仕組み
づくりを推進するための
地域ケア会議の設置、生
活支援サービスの提供者
の育成や連携支援等を
促進します。このため在
宅医療・介護連携の推
進、認知症施策の充実、
地域密着型サービスの充
実を行います。

① 生活支援体制の
整備

◎ ― 0箇所

63 0組織

老朽空き家等への
対応

基本目標４

通し番号 基本目標 基本的施策 内容 No. 具体的な施策

78

４－３－１

地域におけ
る減災・防
災体制の
充実

地域における防災体制を
強化するため、防災活動
の拠点整備、資材の購
入、防災備蓄品の充実を
図るとともに、自主防災組
織の活動を支援します。
また、市内の農村地域に
おける減災・防災体制の
充実、老朽空き家等への
対応を積極的に推進しま
す。

①
地域防災体制の
充実と活動拠点の
整備

環境安全課 防災公園整備数 2箇所

具体的な施策 所管課 重要業績評価指標（KPI）

 平成27年度 平成28年度 平成29年度

○
地域防災体制の
充実と活動拠点の
整備
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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 事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

①

89 ② 環境安全課
家庭用リチウム蓄
電池設置助成件数

60件 （累計） 12件 ― 15件 100
2件

（累計17件） ○ 150
3件

（累計20件） △

90 ① 総務課 町会数 66町会 66町会 9,496 66町会 ○ 9,512 66町会 ○ 9,485 66町会 ○

91 ② 生涯学習課
市民活動団体登録
数

70団体 50団体 8,605 53団体 ◎ 8,583 55団体 ◎ 8,619 59団体 ○

92 ③ 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 ― 0事業
※H29年度から実施 ― 0事業

※H29年度から実施 ◎ 2,176 11事業 △

93 ④ 生涯学習課
市民憲章実践活動
団体助成件数

25団体（累計） 5団体 292 4団体 ◎ 280
3団体

（累計7団体） ○ 240
3団体

（累計10団体） ○

省エネルギー化の
推進による環境負
荷の軽減

４－５－１

地域活力
の維持と協
働のまちづ
くりの推進

地域の課題解決に向けた
活動に対し奨励金又は助
成金を交付し、地域づくり
活動への参加を促進しま
す。また、地域における交
流の場である公民館等の
改修・更新の実施、地域
における祭礼・伝統文化
継承に係る事業への支
援、地域づくり活動を行う
市民団体・ＮＰＯ等への支
援の充実を図ります。

町会への支援充
実

町会への支援充
実

地域づくりへの参
加・促進

地域づくりへの参
加/促進

羽咋創生を担う市
民提案事業への
支援

羽咋創生を担う市
民提案事業への
支援

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

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

5,976 トン △ ― 未確定 △
再生可能エネル
ギー利活用による
低炭素社会の推
進

6,041 トン 6,427 トン 1,069 5,848 トン ○ ―88

４－４－３

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

太陽光発電システム設置
等による再生可能エネル
ギー・省エネルギーの利
用促進、低炭素社会の推
進による二酸化炭素の削
減など環境負荷の少ない
事業活動の普及を図り、
地球温暖化防止や電力
需給の安定化に向けた市
民活動を促進します。

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

31,461 人 ○地域循環型交通
手段の確保

地域包括ケア
推進室

地域循環バス年間
総乗客数

32,000 人 32,747 人 28,671

省エネルギー化の
推進による環境負
荷の軽減

○
市街地空洞化防
止のためのまちづ
くりの推進

87 ４－４－２

「地域にお
ける足」と
なる循環型
交通の確
保

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、要介
護者の外出支援等を実
施します。

①

未策定 ― ―

28,832 人 △ 地域循環型交通
手段の確保

29,065 30,980 人 △ 31,495

基本目標４

通し番号 基本目標 基本的施策 内容 No. 具体的な施策

86 ４－４－１

都市機能
の集積と市
街地の賑
わい創出

中心市街地の衰退・空洞
化傾向の抑制と市街地の
賑わい再生と人口減少社
会に対応した都市機能の
集約化と再編によるコン
パクトなまちづくりを目指
すとともに、地域の特性
に配慮した快適な生活環
境の整備、商店街や地域
住民、医療福祉機関等と
の連携による効率的で持
続可能なまちづくりの推
進を目指します。

①
市街地空洞化防
止のためのまちづ
くりの推進

地域整備課
立地適正化計画の
策定

Ｈ31策定

具体的な施策 所管課 重要業績評価指標（KPI）

 平成27年度 平成28年度 平成29年度

7,400
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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 事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

事業費決算額
（千円）

実績値
総合評価

（有識者会議
審査結果）

96 ② 6次産業創生
室 ふるさと納税額 200,000千円 6,800千円 23,124 70,437千円 ◎ 92,281 224,400千円 ◎ 109,663 268,303千円 ◎

97 ① 地域整備課
国県等と連携した保
全・継承事業数

1事業 1事業 331 1事業 ○ ― 1事業 ○ 120 1事業 ○

98 ② 地域整備課
拠点都市間（ﾄﾗｲｱﾝ
ｸﾞﾙ）20分圏構想事
業数

6件 4件 ― 4件 ○ 527 3件 △ ― 4件 ○

99 ③ 商工観光課
広域観光モデル
ルート設定数

3件 0件 ― 1件 △ 482 2件 ◎ ― 0件 ○

100 ④ 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 2,000 406人 2,000
451人

（累計857人） ○ 3,000
308人

（累計1165人） ○

101 ⑤ 秘書室
姉妹都市との交流
事業数

13事業 9事業 127 9事業 △ 187 10事業 △ 156 8事業 △ 姉妹都市、友好都
市との交流の促進

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

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

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

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

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】

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】

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

174人 ○
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

ふるさと納税の推
進

ふるさと納税の推
進

138人 ◎ 194 170人 ◎ 624

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

がんばる羽咋
創生推進室

ふるさと応援団会員
数

280人

◎

４－７－１

近隣自治
体、能登地
域、広域地
域等との連
携・協力

地域課題の範囲に合わ
せた近隣広域圏や隣接
市町、能登地域、県、国と
の政策連携、事務連携、
共同イベント、各種研究
等を展開し、広域的な地
方創生を促進します。ま
た、首都圏及び大都市、
各地域と連携した広域的
な地域づくりを推進しま
す。

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

0人

姉妹都市、友好都市
との交流の促進

若者や子どもの力
を生かした羽咋創
生事業の提案

95

４－６－１

「ふるさと応
援団」等に
よる都市部
との交流と
共創

三大都市圏において本市
出身者で組織する「ふる
さと応援団」を設立し、本
市情報の発信、特産物の
ＰＲ、ふるさと納税の推進
等を行う機会とします。ま
た、「ふるさと応援団」が
実施するイベント、物産展
及びふるさと回帰活動を
支援し、都市部とふるさと
の交流による共生社会の
実現を図ります。

①

0事業 ― 1事業 20 2事業（累計）

856

― 3事業（累計）

具体的な施策

94 ４－５－２

「羽咋」の
未来を担う
人材の育
成と支援の
充実

本市の総合戦略に掲げる
施策や取組を自主的・主
体的に取組む人材や団
体の育成と支援、交流の
機会を創出するとともに、
多種多様な地域における
課題・問題に自らが対応
できる能力の開発と向
上、持続可能な地域社会
の構築を図ります。

①
若者や子どもの力
を生かした羽咋創
生事業の提案

まち・ひと・しご
と創生本部事

務局

若者、小中高生に
よる羽咋創生事業
の提案

5事業（累計）

具体的な施策 所管課 重要業績評価指標（KPI）

 平成27年度 平成28年度 平成29年度

No.

基本目標４

通し番号 基本目標 基本的施策 内容
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 基本目標１

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

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

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

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

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

効果検証・評価結果

　　　　　　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

　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

実績値

実績値

実績値

0人

5人

10人

15人

20人

25人

30人

35人

40人

45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

自然栽培就農者数

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 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

○　取組内容の継続H29 総合評価

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

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

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

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

　　　　　　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

実績値

実績値

実績値

0.0ha

20.0ha

40.0ha

60.0ha

80.0ha

100.0ha

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

自然栽培耕作面積（ha）

KPI
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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

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

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

意見

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。

　　　　　　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

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

実績値 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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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

○　取組内容の継続H29 総合評価

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

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

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）

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

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

　　　　　　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

実績値

実績値

実績値
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６次産業化取組事例数

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 1,000千円 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

○　取組内容の継続H29 総合評価

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

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

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

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

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

　　　　　　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

実績値

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

○　取組内容の継続H29 総合評価

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

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

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

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

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

　　　　　　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

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 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

○　取組内容の継続H29 総合評価

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なし

平成28年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見なし

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

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

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

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

　　　　　　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
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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

○　取組内容の継続H29 総合評価

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

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 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

　　　　　　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

実績値 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 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

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価

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

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 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)

　　　　　　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
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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

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価

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

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% 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)

　　　　　　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
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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

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価

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

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

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

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

　　　　　　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
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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

○　取組内容の継続H29 総合評価

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

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

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

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

　　　　　　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
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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

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価

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

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 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。

　　　　　　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
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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

○　取組内容の継続H29 総合評価

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

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

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

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

　　　　　　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
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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

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価

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なし

平成28年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見なし

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

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

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

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

　　　　　　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
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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

H29 総合評価

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

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

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

　　　　　　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
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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

○　取組内容の継続H29 総合評価

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

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

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）

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

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

　　　　　　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

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

H29 総合評価

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

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

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

　　　　　　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
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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

○　取組内容の継続H29 総合評価

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

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

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

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

　　　　　　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
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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

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価

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なし

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

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）
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。

　　　　　　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
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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

H29 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

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なし

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。

　　　　　　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

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なし

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

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 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

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

○　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）

　　　　　　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

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。

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 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

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価

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

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）

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

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

　　　　　　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

実績値 実績値

0件

2件

4件

6件

8件

10件

12件

14件

16件

18件

20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

第二創業・事業継承支援数

KPI

   38



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

○　取組内容の継続H29 総合評価

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なし

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

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）

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

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

　　　　　　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

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 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

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価

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

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

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）

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

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

　　　　　　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

実績値
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実績値

0件

2件

4件

6件

8件

10件

12件

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

ハローワークを通じた就職情報の提供数

KPI

   40



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

○　取組内容の継続H29 総合評価

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

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

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

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

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

　　　　　　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

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 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

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価

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なし

平成28年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見なし

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

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

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

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

　　　　　　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
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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

○　取組内容の継続H29 総合評価

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なし

平成28年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見なし

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

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

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

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

　　　　　　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

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 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

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価

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なし

平成28年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見なし

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

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

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

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

　　　　　　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

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

○　取組内容の継続H29 総合評価

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なし

平成28年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見なし

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

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）

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

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

　　　　　　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

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 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

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価

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なし

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

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

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

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

　　　　　　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

実績値
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   効果検証・評価結果 基本目標2

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件 30件 50件 90件

実績値 27件 52件（累計79件） 91件 （累計170件）

年度目標に対する達成率 180.0% 173.3% 182.0%

基準値に対する増減率 145.5% 372.7% 727.3%

評価 ◎ ◎ ◎
8,000人泊
（累計）

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

 羽咋への新しいひとの流れをつくる

がんばる羽咋創生推進室 移住・定住に関する相談件数
100件
（累計）

11件（H27）

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

32 移住総合相談窓口による地方移住支援

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

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・・・）

 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91件、移住フェア84件　合計175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（第1回:1組1人、第2回:4組12人、第3回:2組2人）

意見

平成27年度
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。ＤＯ

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。

平成28年度
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。

Check

対応方向

◎　取組内容の深化・発展

 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

平成29年度
①さらなるPRの拡充。
②移住フェアなどへの積極的参加。
③県内、金沢、小松などでもPRを。
④相談窓口の継続。(安全安心、暮らしやすさを長い目で全力で応援する。)
⑤市民からの情報提供を見込むため、市民向けの情報発信も必要ではない
か。
⑥移住して本当に良かったといってもらえるような場所と言えるのか。まわ
り道だと思うが、根本から考えていく必要がある。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

H29 総合評価

実績値

実績値

実績値

0件

20件

40件

60件

80件

100件

120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

移住・定住に関する相談件数

KPI

 47



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件/年 10件/年 70件/年 70件/年

実績値 10件/年 47件/年 84件/年

年度目標に対する達成率 142.9% 470.0% 120.0%

基準値に対する増減率 42.9% 571.4% 1100.0%

評価 ○ ◎ ◎
8,000人泊
（累計）

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 移住総合相談窓口による地方移住支援

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
首都圏等での移住フェアにおける相談件

数 50件/年 7件/年(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

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〕移住フェア・セミナー　６回・羽咋会　３回
6/24　　　　　ふるさと関東羽咋会総会　（移住者支援制度・空き家情報バンク説明）
7/28～7/29　　おいでや田舎暮らしフェア（大阪）　　　　　（相談20件）
8/25　　　　　いい街発見！地方の暮らしフェア（名古屋）　（相談17件）
9/9～9/10　　 ふるさと回帰フェア（東京）　　　　　　　　（相談21件）
9/30　　　　　関西羽咋会総会　（移住者支援制度・空き家情報バンク説明）
10/1　　　　　北陸新幹線沿線4県合同移住フェア（東京） 　（相談 6件）
11/19         農家民宿＆自然栽培セミナー（東京）　　　　（相談 3件）
11/26　　　　 中京羽咋会総会　（移住者支援制度・空き家情報バンク説明）
1/21　　　　　JOIN移住・交流＆地域おこしフェア（東京）　（相談10件）

意見

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。ＤＯ

分析
①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。
②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
平成28年度
１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。

対応方向

H29 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

①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。
②1市単独ではセミナー等を開催しても人が集まらないため、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）やNPO法人ふるさと回帰支援セ
ンターとの連携して取り組みを行う必要がある。
③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29年度
①Actionの方策に期待したい。
②移住者への支援とともに、移住者を受け入れる側の住民の意識変化も必
要。特に能登は保守的で、異文化を受け入れない土壌があり、多様な価値観
を受け入れあう土壌作りも必要である。
③移住は人とのつながりが大切で、相談者へのフォローが必要。
④施策の№32と№33を分けずに一元化して取り組むべきでは。
⑤相談件数が増えているのだからさらなる情報発信を強化。(例えば「広報
はくい」にUターン組の家族などを紹介して羽咋の良さをアピールしてはど
うか。)
⑥何をもって羽咋への移住の魅力とするのか。改めて、深化させる必要があ
るのでは。
⑦相談件数だけでなく、マッチング数や定着率を踏まえた効果検証分析が必
要。

Action

H27 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

　　　　　　総合戦略効果検証シート
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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 3社 3社

実績値 3社 2社 未確定

年度目標に対する達成率 ― ― ―

基準値に対する増減率 ― ― ―

評価 ○ △ △
8,000人泊
（累計）

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

34 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

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

商工観光課 大学生インターンシップ受入企業数 5社（累計） 0社

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。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

平成29年度実績企業数　未確定

DO

分析

　大手・中小企業問わず人手不足感があるため採用数は増やしており、大学生にとって売
り手市場である。そういった中で、地元企業に目を向けるためにもインターンシップを行
うことは重要であり、市内企業の魅力向上につながる活動となる。

平成28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。

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。

平成29年度
①学校と連携するだけでなく、保護者への制度PRが必要。
②インターンシップ受入数だけでは測れないところかと。受け入れ人数や学生
の属性などの情報が欲しい。
③インターン参加企業向けの研修、学生を受け入れるにあたり、企業側の手段
構築支援。
④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支援を継続。
⑥今の現状では大変厳しい。
⑦取り組み内容が不明確で評価しづらい。
⑧11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。

Action

意見

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

平成27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。

△　取組内容の見直しH29 総合評価

実績値

実績値

0社

1社

2社

3社

4社

5社

6社

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

大学生インターンシップ受入企業数

KPI
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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 20人

実績値 ― 25人 26人

年度目標に対する達成率 ― ― 130.0%

基準値に対する増減率 ― ― ―

評価 ○
8,000人泊
（累計）

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

35 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

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 体験施設利用者数（延べ数） 100人
0人

※H28年度開始

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。
（利用者の利便性を考慮し、平成30年度から市外地１か所（柳橋町）へ体験施設を集
約）

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・） ・酒井町チャレンジハウス（10件：16人）

・粟生町体験住宅　　　　（ 9件：10人）

DO

分析

　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い。当市への移住検討してもら
えるよう魅力や補助等の支援情報の発信を継続していくことが必要である。

羽咋市移住体験施設利用者の情報入手先は下記のとおり。
・アンテナショップ　3件　・市HP　　　　　　　4件
・市相談窓口　　　　7件　・フェア等　　　　　4件
・知人から　　　　　1件

平成28年度
※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見なし

Check

対応方向 ①平成29年度の移住フェア実績を考慮し、東京と大阪で開催される移住フェアに継続し
て出展を行う。併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。
②１市単独ではセミナー等を開催しても人が集まらないため、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）やNPO法人ふるさと回帰支援
センターとの連携して取り組みを行い、さらには、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29年度
①ターゲットとなる年代層、家族構成はあるのか、誰でもいいのか。基本方
針が明確であれば支援も具体的でPRしやすい。
②移住希望者の中には運転免許証を持っていない人も多い。滞在中の移動を
考えると市街地の住宅なども必要かと。
③羽咋というまちを理解し、真剣に暮らしてくれる人を今後もしっかりサ
ポートしてあげてほしい。
④取り組み内容が不明確で評価しづらい。

Action

意見

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なし

○　取組内容の継続H29 総合評価

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 4人 8人 8人 10人

実績値 4人 6人 8人

年度目標に対する達成率 100.0% 75.0% 100.0%

基準値に対する増減率 0.0% 50.0% 100.0%

評価 ◎ ○ ○
8,000人泊
（累計）

。

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

36 移住総合相談窓口による地方移住支援

２－１－１ ⑤ 地域おこし協力隊の活用と支援

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

まち・ひと・しごと創生本部事務局 地域おこし協力隊登用数（延べ数） 10人 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。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

（平成29年度）
①自然栽培普及事業4人(うち新規2名）、ジビエ活用事業2人(うち新規0名）、道の商品開発2
人(うち新規1名）の計8人を採用した。
②地元定着を促進するため、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平成29年度をもって4人が任期を満了し、うち2人はそれぞれ会社（のとしし団、はくい式
自然栽培合同会社）を設立している。また、他の2人は道の駅のと千里浜へ就職したことによ
り、計4人が本市に定着している。

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。各隊員が３年
後に自立および地元定着できる支援体制の充実が必要である。

Check
平成28年度
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。

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年後の自立計画を協力隊員とともに構築するための
支援を行う。

平成29年度
①今後も制度を活用し、市の活性化、定住促進につなげてほ
しい。
②現在求める若い力にますます活躍してほしい。
③各地域への説明、意見等の吸い上げを行った方がいいので
は。様々な需要があると思う。

Action

意見

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

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割り切ることも必要。
③受け入れる地域（町会）の理解も必要だと思う

○　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 0万人/年 0万人/年 16万人/年 21万人/年

実績値 開業前のため未記入  ※Ｈ29.7.7オープン 23.5万人/年

年度目標に対する達成率 ― ― 146.88%

基準値に対する達成率 ― ― ―

評価 ○ ○ ◎
8,000人泊
（累計）

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

37 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 ① 『道の駅のと千里浜』を核とした交流人口の拡大

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 道の駅利用者数 21万人/年
0万人/年

※H29年度開業

取組内容

ＰＬＡＮ

 地方創生の取り組みの中で、観光交流拠点や地域経済の活性化を目的とし、道の駅のと
千里浜から地域の特産品や情報を発信していく。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

平成29年7月7日開業

DO

分析

①冬場の入込が夏場の約1/6まで減少した（8月：12万人、2月：2.1万人）
②売れ筋の商品は道の駅独自の商品（カレーパン・ジェラート・清酒など）
③客層としては、近郊および金沢周辺が主力であり、地元の方が利用しやすいような販売
方法を拡大していく必要がある。
④道の駅の検索サイトでは、英語での検索が県内道の駅で上位となっている。

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。Check

対応方向

①地域商社機能の中で、継続した商品開発を継続していく。
②開発に際しては、地元のものを活用した商品群で進捗させる。
③店舗販売は、羽咋まちづくり(株)で行っているが、外商・ネット販売・ふるさと納税な
ど店舗外の販売額を拡大していくことで、より地域経済への貢献を行う。
④軒下（４ｍのひさし）を有効活用し、店舗の面積を拡大する取り組みを行う。

平成29年度
①「足の湯」利用提供を通年化できないか。
②道の駅を拠点にコスモアイル羽咋、妙成寺、気多大社へ出向く仕掛けを。（各観
光地の巨大写真パネルと地図を道の駅に設置するなど、行きたくなるような工夫
を。）
③道の駅関連事業が多く、似通った内容も同様であるため、整理が必要。
④「道の駅のと千里浜」の盛況ぶりは分かるが、これを市内全域に波及させること
が一番大事。物産についてはある程度広がりがあるが、肝心の市内への人の流入、
市内の賑わいには必ずしも結びついていないと思慮。
⑤道の駅の観光情報基地としての機能強化も図るべきでは。
⑥今後も新しい商品開発を。羽咋にしかないオンリーワンがあればなおさらよい。
⑦時期に応じたイベントを定着させてはどうか。(ビアガーデン、砂像体験、グル
メ市など)

Action

意見

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。

○　取組内容の継続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

年度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 ○ ○ ○
8,000人泊
（累計）

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

38 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 ② 羽咋駅周辺の整備【再掲】

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 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。

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。

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。

平成29年度
①まずはマルシェ解体を早急に。イメージが悪い。
②駅の存在感が薄く感じる。基本構想に期待する。
③効果検証シートの通り、マルシェ跡地の活用が急務である
と感じる。Action

意見

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。

○　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 1,940人 2,100人 3,000人 3,000人

実績値 1,772人 2,634人 2,612人

年度目標に対する達成率 91.3% 125.4% 87.1%

基準値に対する増減率 -8.1% 36.6% 35.5%

評価 △ ◎ △
8,000人泊
（累計）

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

39 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 ③ めぐまれた自然環境の保全と利活用

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

商工観光課 千里浜、柴垣海岸でのイベント参加者数 3,000人 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29年度イベント

ジェットスキー、SSTR、砂像体験コーナー、CHIRIHAMA　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。平成29年度は前年まで
開催されていた千里浜ちびっこ駅伝は未開催のため目標値を若干下回った。

Check
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）

対応方向

　千里浜海岸、柴垣海岸の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。

平成29年度
①イベントの開催により、飲食業、宿泊施設が潤う。積極的に継続の働きかけと誘致を
行うべき。
②浸食される千里浜の保全が引き続き重要課題である。あきらめずに、唯一の千里浜を
守っていく試みは必要だし、今後さらに力を入れていきたい。専門家を引き続き活用
し、保全事業を。
③市民が魅力を再発見するイベントを検討してもよいのでは。
④音楽イベントはより幅広い層の集客ができると感じる。
⑤千里浜や文化財など確かに今手にしているものを活用することが最優先であり、確
実。
⑥イカリモンハンミョウの知名度向上策を。
⑦新たなイベントとして、車で千里浜に向かってきてもらうイベントをしてはどうか。
ファミリーで参加する際にオートキャンプやグランピングができるよう、電源、水道等
を整備する。
⑧春にはSSTR、秋にはまた違ったバイクイベントを誘致する。
⑨千里浜を全面に推すなら海岸保全にもっと力を入れるべき。

Action

意見

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

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。

○　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 44,000人 55,000人

実績値 58,165人 36,974人 50,988人

年度目標に対する達成率 ― ― 115.9%

基準値に対する増減率 46.1% -7.1% 28.1%

評価 ◎
8,000人泊
（累計）

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

40 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 ④ 歴史文化財の保護と観光振興の連動

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

文化財室
商工観光課

妙成寺来訪者数 44,000人 39,800人

取組内容

ＰＬＡＮ

①妙成寺来訪者数増加のため、県事業を活用し、旅行団体に対してのＰＲ活動を行った。
②ボランティアガイドを活用し、ＰＲ及び観光ガイドを行った。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・） 平成29年度に関しては、平成28年度と比べ大幅に増加した。

ＤＯ

分析
　旅行団体へのＰＲ、また妙成寺側の受け入れ体制の整備が年々整っているため、訪問客
数の増加に繋がっていると考えられる。 平成28年度

※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見なし
Check

対応方向

　今後は、ボランティアガイドを継続的に行い、リピーターも含めて誘客につなげていけ
るよう市としても後押しをしていく。

平成29年度
①永光寺も非常に魅力がある。妙成寺とあわせて誘客増を。宗教の文化として
の奥の深さも周知すべきである。
②数だけでなく質の評価もあってもいいのではないか。
③市の他の観光スポットとの連携も。
④ボランティアガイド育成支援を。
⑤書道部等の文化部合宿受け入れ支援を。
⑥県内高校、大学等へ文化部合宿提案を。
⑦「妙成寺」を国宝にすべく、今後も後押ししていくべき。

Action

意見

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なし

◎　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 53,700人 59,070人 59,070人 64,000人

実績値 69,812人 63,689人 71,369人

年度目標に対する達成率 130.0% 107.8% 120.8%

基準値に対する増減率 30.3% 18.9% 33.2%

評価 ◎ ◎ ◎
8,000人泊
（累計）

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

41 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 博物館・歴史文化施設の改修と利活用

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

生涯学習課 コスモアイル羽咋利用者数 56,200人 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

実績（具体的例：いつ、誰
が、どこで、何を・・・） 平成29年度、芝生広場暗渠工事、空調設備(空冷ヒートポンプチラー)の修繕を実施し

た。

ＤＯ

分析

　芝生広場の暗渠を修理したことにより、これまでイベントや駐車場として利用してい
た芝生広場が、雨天時などにも利用しやすくなり、利用者から喜ばれている。

Check
平成28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。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。

Action

平成29年度
①家族が楽しめるイベント、全国から誘客できるイベントを考えてほしい。
②コスモアイル羽咋は、駐車場もあり、集客能力は高い。芝生広場でのテント村
イベント等を多く行い、利活用の幅を広げてほしい。
③単発の工作教室、科学教室等を行い、小学生の来館者を増やす。参加回数に応
じてコスモシアターの招待などしてみてはどうか。（コスモアイルまつりなど）
④大ホールのトイレは和式が多い。洋式に変えるべきだと思う。
⑤改修のみで評価すべきだろうか。前年度以前の意見の実施検討を期待する。

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

平成27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コスモアイル羽咋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。

◎　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 1件 1件 1件 1件

実績値 0件 1件 0件

年度目標に対する達成率 0.0% 100.0% 0.0%

基準値に対する増減率 ― ― ―

評価 △ ◎ △
8,000人泊
（累計）

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

42 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 ⑥ 広域連携による周遊観光の促進

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

商工観光課 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。

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。

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。
平成28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。

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。

平成29年度
①歩くコース、走るコース等、健康寿命と関連付けて、いくつかのコース設定をし
てはどうか。
②羽咋郡市での周遊観光は魅力が薄い。氷見市、高岡市と結ぶなど広域化が必要。
③この取り組みによる交流人口の増数等の情報がないと評価できかねる。
④情報発信は重要。外部のみならず、市民にも周知しなければ、迷子や自転車トラ
ブル等への対応ができない。市民への周知にもつとめ、旅行者への対応協力をあお
ぐ必要があるのでは。
⑤神子原の棚田散策、自然栽培の農業体験ができる修学旅行を誘致する。
⑥設定だけでは情報発信力が弱すぎる。サインの設置や市民向けの情報強化を望
む。
⑦ECO的なものについては極力、積極的に取り組むのが羽咋市のイメージづくりに
とっていいように思う。なのでサイクリングは◎。

Action

意見

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

平成27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。

△　取組内容の見直し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 1,500人泊 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） 675人泊 （累計2,277泊）

年度目標に対する達成率 55.1% 51.7% 45.0%

基準値に対する増減率 -44.6% -48.1% -54.8%

評価 △ △ △
8,000人泊
（累計）

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

43 周遊滞在型観光の推進

２－２－２ ① 合宿・修学旅行の積極的誘致

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

商工観光課 市内宿泊件数 8,000人泊 （累計） 1,493人泊

取組内容

ＰＬＡＮ

市外の学校等が、合宿及び修学旅行を行う目的に市内の宿泊施設に宿泊したとき、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・・・） 平成29年度実績

9件（675人泊）

ＤＯ

分析 ①15人泊未満の合宿等については、補助対象外であり、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。
②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。

平成28年度
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。Check

対応方向

　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、より制度の利用を促す活動や、広く周知するために効果的と思われる情報
発信媒体の活用を検討する。

平成29年度
①「青少年交流の家」の活用を推進すべき。
②合宿、大会を誘致するためには体育館の冷房化、サッカー、陸上グラウンド
等ハード面の充実が先ではないか。
③市内宿泊施設利用者の体育施設等への移動に市バスを安価で利用できる等の
セットパックにしてPRを。
④千里浜海岸や長手島のマリンスポーツをアピールしてはどうか。
⑤効果や目的が不明確。

Action

意見

H27 総合評価 △　取組内容の見直し

H28 総合評価 △　取組内容の見直し

平成27年度
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。

△　取組内容の見直し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 470 人 1,000 人 1,000 人 1,000 人

実績値 1,071人 742人 943人

年度目標に対する達成率 227.9% 74.2% 94.3%

基準値に対する増減率 141.2% 67.1% 112.3%

評価 ◎ ○ △
8,000人泊
（累計）

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

44 周遊滞在型観光の推進

２－２－２ ② 多様化するニーズに対応した観光メニューの開発

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

商工観光課 レンタサイクルの利用者数 800人 444人

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。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

平成29年度実績
ちりはまホテルゆ華　177人
千里浜レストハウス　197人
JR羽咋駅　　　　    330人
休暇村能登千里浜　　239人

平成27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。

ＤＯ

分析
 北陸新幹線開業があった平成27年度と比べると利用者が減少しているものの前年度数
値、基準値は上回った。周遊サイクリングルートの策定はされているが、周知が十分に
されておらず影響が少ない。

平成28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。

Check

対応方向

　サイクリングルートの周知に重点を置き、特に宿泊観光客に利用を促進できるようＰ
Ｒを進めていきたい。

Action

意見

平成29年度
①利用者の属性など、具体的な情報が欲しい。
②有料のレンタサイクルに市内商店街で使えるスイーツやおつまみ等の引き換え
券をつけてはどうか。お店の人と、どこから来たか話したりすることで、交流の
きっかけができていいのでは。
③レンタサイクルの範囲拡大、システム化。

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

△　取組内容の見直し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 300人 300人

実績値 ― ― 77人

年度目標に対する達成率 ― ― 25.7%

基準値に対する増減率 ― ― ―

評価 △
8,000人泊
（累計）

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

45 周遊滞在型観光の推進

２－２－２ ③ 「地域の宝」を生かした対流滞在型観光の充実

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

商工観光課 スタンプラリー等の参加者 300人（累計）
0人

※H29年度開始

取組内容

ＰＬＡＮ

　市内への観光客の増加、特に市内各観光地への周遊を促進するため、道の駅のと千里浜
から主要観光地を廻るスタンプラリーの開催を行った。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

スタンプラリー参加者：77人

ＤＯ

分析

　スタンプラリー参加者については、77人と目標は下回ったが、市内観光地の周遊に繋が
り、滞在客の増加、観光地ＰＲに繋がった。 平成28年度

※総合戦略改訂後に追加した指標のため意見なし

Check

対応方向

道の駅「のと千里浜」を拠点とし、今後も交流人口の拡大、市内への周遊につながる企画
を考え実行していく。

平成29年度
①参加者が増えるように改善を。
②目標300人→実際77人に対し、Checkにおいて打ち手の検証と分析を。（どのくらい情
報発信ができていたのか、参加者の属性など）
③市民はこの取り組みを認知しているのか。市内の子供たちへの発信をすべきではない
か。
④周知やPRは大事。
⑤宝探しのことか楽しかったのでもっとやるべき。

Action

意見

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なし

△　取組内容の見直し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 100回 350回

実績値 ― 125回 311回

年度目標に対する達成率 ― ― 311.0%

基準値に対する増減率 ― 861.5% 2292.3%

評価 ◎
8,000人泊
（累計）

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

46 周遊滞在型観光の推進

２－２－２ ④
日本型DMOの推進による「マーケティング」と「観光品質」の
向上

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

商工観光課 観光ボランティアガイド案内回数 300回 13回

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。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

平成29年度の実績は311回。妙成寺を中心に回数を伸ばしている。

DO

分析

　北陸新幹線の影響が継続し、団体の観光客が多いが、個人客の中で、ＳＮＳを中心にク
チコミでのガイドの評価も高く伸びた。 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

　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。

平成29年度
①ボランティアガイドの研修会を定期的に開催。
②ガイドの人数は十分か。
③ボランティアガイド育成支援。
④七塚めぐりなどのガイドツアーはどうか。ストーリー性を持ったパッ
ケージツアーの検討を望む。Action

意見

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

◎　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 204万人 225万人 225万人 255万人

実績値 217万人 203万人 258万人

年度目標に対する達成率 106.4% 90.2% 114.7%

基準値に対する増減率 7.4% 0.5% 27.8%

評価 ◎ ○ ◎
8,000人泊
（累計）

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

47 魅力あふれる観光情報の発信

２－２－３ ① 観光資源の発掘、磨き上げの促進

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

商工観光課 日帰り観光施設利用者数 285万人 202万人

取組内容

ＰＬＡＮ

①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。
②県や近隣市町と連携しながら、旅行会社等ののアドバイスも取り入れ、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29年度日帰り観光施設利用者数：258万人

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

分析

　昨年度、道の駅のと千里浜がオープンした要因で、日帰り観光客は増加した。他の主
要観光施設の多くは前年横ばい傾向。

Check
平成28年度
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。

対応方向

　今年度も継続して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
内観光施設への周遊、県や近隣市町と連携を図り、誘客の促進を図る。

平成29年度
①Checkの分析は大事である。
②「ふるさと博」等で各市町とより連携し、誘客できるしか
け作りに努めてもらいたい。
③「羽咋」に誇りを持つべき。「喰」は平安時代にできた国
字。「咋」の方がずっと古い。

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。

◎　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 80,000人 90,000人 100,000人 120,000人

実績値 84,091人 98,828人 91,262人

年度目標に対する達成率 105.1% 109.8% 91.3%

基準値に対する増減率 -37.5% -26.6% -32.2%

評価 ◎ ◎ ○
8,000人泊
（累計）

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

48 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

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

商工観光課 市内宿泊者数 150,000人 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。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・） 平成29年度実績

市内観光施設に91,262人の宿泊があった。

ＤＯ

分析
　日帰り観光客の数は増加したものの、宿泊者数は減少した。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。

平成28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。

Check

対応方向

　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。

Action

平成29年度
①合宿、大会を誘致するためには体育館の冷房化、サッカー、陸上グ
ラウンド等ハード面の充実が先ではないか。
②民泊解禁にあたり、かなり後ろ向きな行政もあるが、羽咋市として
のスタンスを伺いたい。
③SSTR、トレイルラン時の民泊推進を。羽咋市内に宿泊できるように
なれば、他へ宿泊客をとられずに済む。イベントを通して民泊に慣れ
ていけば、受け入れ側も増えていく。羽咋市内に宿泊施設が足りない
というウワサ改善にもなるのでは。

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

平成27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。

○　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 480件 9,000件 10,000件 7,000件

実績値 8,209件 10,314件 6,609件

年度目標に対する達成率 1710.2% 114.6% 66.1%

基準値に対する増減率 1753.0% 2228.2% 1391.9%

評価 ◎ ◎ ○
8,000人泊
（累計）

有識者会議による検証評価

　　　　　　総合戦略効果検証シート

49 魅力あふれる観光情報の発信

２－２－３ ③ 多様なツールを活用した羽咋ファンの拡大

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

秘書室 フェイスブック「いいね」件数 9,000件 443件

取組内容

ＰＬＡＮ

　交流人口の拡大につなげるため、特に、他に類を見ないオンリーワンの観光地としての
羽咋の魅力についてフェイスブックを活用し、効果的に発信する。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・） 　ＳＮＳのうち、現在、多くのユーザーが利用するフェイスブックで、市に関する情報発

信を積極的に行い、ユーザーが記事に興味を示した指標となる「いいね」件数を年間で
10,000件獲得する。

ＤＯ

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

Check

対応方向

①上記の理由から、特に、若者を中心にユーザーが減少傾向にあると考えられるが、依然
として多くの人がフェイスブックを利用している状況であるため、これまで同様にフェイ
スブックによる情報発信を行っていく（ただし、平成30年度目標値は、平成29年度実績値
を鑑みた数値に調整する）。
②インスタグラムなどの他のＳＮＳの運用については、ユーザーの利用状況や他市町の運
用状況などを考慮して検討していく。

平成29年度
①今の時代になくてはならない施策。
②千里浜海岸「夕日ライブカメラ」の設置。
③硬い文章が多い。羽咋が大好きな、ウィットに富む職員に担当させてみて
は。
④SNSは今や情報発信に欠かせないツールとなっているので、より磨きをかけて
頂きたい。
⑤インスタグラムもやってください。
⑥情報発信の頻度に緩急をつける。1日3回発信する日もあれば、4日あける等の
日も作り、「何事もない平和な日々．．．」などと言っておく。イベントや情
報がない日も、市内ぶらぶら散歩道中等と言って花や空や海、山、星、川など
の風景をUPする。
⑦Facebookだけを指標とするのではなく、他のSNSも活用してよいと思う。(そ
れぞれで特徴が異なるため。)

Action

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

意見

平成27年度
特になし

平成28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。

分析 　平成27年度、28年度と比較すると、かなり「いいね」件数が減少する結果となった。
情報伝達手段が急激な勢いで進化する昨今、フェイスブック以外にもインスタグラムなど
の新たなＳＮＳツールが生み出され、若者を中心にユーザーの一部がそちらに移ったこと
が大きな要因ではないかと考えられる。

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 1,450人 1,900人 1,900人 2,000人

実績値 1,798人 1,394人 2,139人

年度目標に対する達成率 124.0% 73.4% 112.6%

基準値に対する増減率 27.3% -1.3% 51.5%

評価 ◎ △ ◎
8,000人泊
（累計）

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

50 魅力あふれる観光情報の発信

２－２－３ ④ 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 1,412人

取組内容

ＰＬＡＮ

　平成27年度羽咋工業高校が設置した看板の改修しながら、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。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

平成29年度：2,139人
千里浜レストハウスへの入込が多数を占めている。 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。

ＤＯ

分析

団体バスツアーでの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

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。

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。

意見

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

Action

平成29年度
①外国語講座、外国文化講座の開催。
②団体バスツアー向けでは宿泊ベッド数が少ない羽咋市では期待が持てない。やはり
民泊を推進し個人旅行者を増やす努力が必要では。
③体験型のメニューも必要ではないか。
④アクティビティを充実させるとよい。外国人は体験を好む傾向にあるため。
⑤ハラル認証を受けるための支援をし、認証を受けたレストランや食料品店のPRを
大々的にする。

H27 総合評価 ◎　取組内容の深化・発展

H28 総合評価 △　取組内容の見直し

　　　　　　総合戦略効果検証シート
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  効果検証・評価結果 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

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 10件 10件 10件

実績値 17件 10件 17件

年度目標に対する達成率 566.7% 100.0% 170.0%

基準値に対する増減率 750.0% 400.0% 750.0%

評価 ◎ ◎ ◎

有識者会議による検証評価

◎　取組内容の深化・発展H29 総合評価

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

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。

ＤＯ

分析
①参加者が参加しやすい企画内容の充実。
②市内全域にＰＲすることが必要。

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、文化活動を目的とした
りすれば参加者が気軽に楽しい時間を過ごせる。

Check

対応方向

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①助成団体イベント（3団体）カップル数　4組
　　【羽咋市青年団協議会】　　参加者　男19人　女19人　カップル数0組
　　【柴垣町婚活委員会】　　　参加者　男11人　女 7人　カップル数2組
　　【羽咋市社会福祉協議会】　参加者　男10人　女 3人　カップル数2組
②セミナー及び委託イベント（年2回）カップル数　13組
　　【セミナーと婚活イベント】　　　参加者　　男19人　女14人
　　【セミナーと婚活体験イベント】　参加者　　男23人　女24人
③結婚相談員仲介　成婚　2組
　　結婚希望登録者　男31人　女12人
(結婚相談員とは、独身男女の出会いや結婚に関する相談や助言を行い、結婚へと導く仲
人的存在の人。現在羽咋市に、5人登録されている。活動内容は、登録者と面談をしたり
自分たちのＰＲのためにチラシを市内に配ったりしている。)

①さらなる企画内容の工夫が必要。
②各町会や公民館へ独身男女の出会いの場を創出するために呼びかける。
③平成30年は、体験型やお泊り型の婚活イベントを開催する予定。 平成29年度

地縁団体と委託業者とで、成立に差がある理由を考察して、今後に生かしてくだ
さい。

取組内容

ＰＬＡＮ

 セミナー(コミュニケーション術等)を主体とした独身男女の出会いの場の創出、お見合
い支援制度に側面的サポート体制の充実、様々な場所と機会を通しての男女の出会いの
場づくり等の実施により、結婚を希望する若者への支援策を充実させる。
【市の婚活支援事業】
①市結婚相談員の育成と個別のマッチング
②市内団体等への補助金助成婚活イベントの実施
③民間業者による婚活イベントの委託事業

51 結婚を希望する若者への支援

３－１－１

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

　　　　　　総合戦略効果検証シート

① 出会いの場の創出支援
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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 107件 117件 102件 110件

実績値 107件 117件 102件

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 -25.7% -18.8% -29.2%

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 ○　取組内容の継続

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

①出生数増を目指し、出生祝金として出生順に応じて、子育て応援金の額をアップする。
(第1子10万、第2子20万、第3子30万、第4子40万、第5子以降50万相当の子育て応援券、ＵＦ
Ｏ商品券及びお祝い金を贈呈）
②子育てサロンにきている4か月、1歳6か月、3歳の子どもの保護者に対し、ＰＲも含めて子
育てアンケートを実施するとともに周知する。
(平成30年7月現在、子育て応援券利用者割合88％)

Action
平成29年度
①4ヶ月、1歳半、3歳の各健診時に分割してお祝い金を出すのはどうか。
②引き続き周知を徹底してください。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

・子育て応援券　102件発行
【利用実績】
(任意予防接種：338件、一時保育：25件、ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ：2件、ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ購入費：8件）
・ＵＦＯ商品券　101組発行(1組辞退)

意見

平成27年度
①定期接種化されていない予防接種を有効に使用している保護者も多く、続けて
ほしい。
②お母さん予備軍の若い女性にも周知したら、羽咋で安心して子育てができると
いうアピールになる。
③実際どの程度UFO商品券が普及しているのか疑問。
④減額競争には限度がある（財政の豊かな市町が有利）ので、ソフトの工夫が必
要では。

ＤＯ

分析 ①子育て世代への周知が必要である。
②さらなる子育て支援に向けて、出生数の増加を目指し、出生祝金として出生順に応じて子
育て応援金の額をアップする。

Check
平成28年度
①UFO商品券が、予防接種に使えるとはあまり知られていない。周知の工夫を。
②UFO商品券の使えるお店がどれくらいあるのか知りたい。

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生まれて最初の住所が羽咋市となる子に、子育ての経済的負担を解消するため、20,000円
分の子育て応援券と一律30,000円の商品券等を交付している。
②子育て応援券は、市内医療機関での任意の予防接種、市内保育所・保育園、認定こども園
で行われる一時保育の利用料、ﾌｧﾐﾘ-ｻﾎﾟﾄｾﾝﾀｰの援助活動、市内店舗で購入したチャイルド
シート、ジュニアシートの購入費に使用することができ、有効期限は小学校就学までとなっ
ている。

52 妊娠・出産・子育ての経済的負担の軽減と支援

３－２－１

健康福祉課 子育て応援券支給件数 135件 144件

　　　　　　総合戦略効果検証シート

① 子どもに係る経済的負担の軽減

実績値
実績値

実績値

0件

50件

100件

150件

200件

250件

300件

350件

400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

子育て応援券支給件数

KPI

 67



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件 22件 22件 22件

実績値 32件 28件 31件

年度目標に対する達成率 160.0% 127.3% 140.9%

基準値に対する増減率 18.5% 3.7% 40.7%

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

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

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

Action
平成29年度
周知PRの取り組みとして、一斉にポスターを貼りだす等のキャン
ペーンを行うのはどうか。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

1.一般不妊治療
（1）申請件数　延10件（実7組）
（2）助成額　　260,930円
2.特定不妊治療
（1）申請件数　延20件（実14組）
（2）助成額　　2,163,138円
3.不育治療
（1）申請件数　実1件
（2）助成額　　50,000円
4.相談窓口及び周知等
（1）本助成制度を所管している健康福祉課健康推進係（羽咋すこやかセンター内）が個
室で相談対応。事前電話予約を受け、夜間や休日にも相談対応。
（2）市ホームページ、石川県ホームページ、リーフレット、医療機関での助言や情報提
供等で相談窓口や助成制度について周知。
※一般、特定ともに一件当たりの治療費が高額化していることに伴い助成額が増額して
いる。

意見

平成27年度
①助成のみでなく、メンタルなどソフト面への配慮や工夫も取り
組んでいくべきではないか。
②不妊・不育治療には費用もエネルギーもいるので、しっかりサ
ポートしていただきたい。

ＤＯ

分析 ①特定不妊治療費助成を申請した実14組のうち、1組が出生。
②相談件数や申請件数は毎年増加しており、相談窓口及び助成制度についての周知や対
応方法については一定の評価ができる。

平成28年度
①相談窓口の設置とその周知。市役所の窓口に来て相談というの
はハードルが高い。事前に電話予約などで日時、場所を決め、相
談者に配慮した場所を設けてあげてほしい。
②第2子以降不妊への相談のハードルも下げられるよう、子育て広
場などでも広報してほしい。
③市で不妊、不育治療助成をしているのは、あまり知られていな
いのでは。

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

不妊治療、不育治療に対する助成

53 妊娠・出産・子育ての経済的負担の軽減と支援

３－２－１

健康福祉課 不妊、不育治療助成申請件数 35件 27件

　　　　　　総合戦略効果検証シート

② 子どもを授かるための支援

実績値

実績値

実績値

0件

5件

10件

15件

20件

25件

30件

35件

40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

不妊、不育治療助成申請件数

KPI

 68



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 8件 10件 15件

実績値 2件 20件 22件

年度目標に対する達成率 200.0% 250.0% 220.0%

基準値に対する増減率 100.0% 1900.0% 2100.0%

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

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

　助成を手厚くする事で、三世代近居を後押しすることとなり、子育て環境が改善され、
三世代での暮らしを継続する世帯が増える事が考えられるため、今後も制度を継続する。

Action
平成29年度
①婚姻届けを提出しに来る人にも、リーフレット配布を。
②近居を市内に広げてはどうか。
③若者やその家族等に、早い段階で情報を知らせる機会があるといいと
思う。(成人式でも配布など。)

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住宅メーカー等へのリーフレットの配布等により制度の周知を図った。
③県の福祉部局と連携し、三世代同居や近居への手厚い住宅助成を実施した。

意見

平成27年度
①目標値が高すぎるのではないかと思う。
②子育てに祖父・祖母の力を借りるための知恵を合わせて届ける機会と
して、孫育て講座につなげるなど。

ＤＯ

分析
　三世代近居による助成を手厚くする事で、三世代を継続する世帯が増え、子育てしやす
い環境が促進された。 平成28年度

安全・安心な保育環境という意味なら、保育所等以外の施設や家庭にも
何か助成できることがあるかと思う。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

①三世代同居・近居のための住宅取得に対する助成。
(近居世帯：一律30万円加算、同居世帯：一律50万円加算等。)
②三世代近居を促進するため、近居の距離を100ｍから2Kmとした。

54 妊娠・出産・子育ての経済的負担の軽減と支援

３－２－１

地域整備課
三世代世帯住宅の新増築リフォーム
件数

25件 1件（H27年度）

　　　　　　総合戦略効果検証シート

③ 三世代同居・近居の推進、支援

実績値

実績値

実績値

0件

5件

10件

15件

20件

25件

30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

三世代世帯住宅の新増築リフォーム件数

KPI

 69



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

実績値 0人 0人 0人

年度目標に対する達成率 ― ― ―

基準値に対する増減率 ― ― ―

評価 △ ○ ○

有識者会議による検証評価

Action

平成29年度
PLANに対するKPI設定は見直した方がいいと思う。

H27 総合評価 △　取組内容の見直し

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年度、余喜保育所と粟ノ保保育所保育室にエアコンを設置。

（市内保育所、保育園、認定こども園の全施設の保育室にエアコン設置となる。）

意見

平成27年度（ＫＰＩ：全保育室にエアコン設置）
①子どもたちのために早急に整備してほしい。
②エアコン設置以外にもできることがあるのではない
かと思う。

ＤＯ

分析
平成29年4月1日現在　入所児童数647人、途中入所児童64人
途中入所児童の受入れが可能にできるよう、子どもに対する保育士の確保が必要である。 平成28年度

安全・安心な保育環境という意味なら、保育所等以外
の施設や家庭にも何か助成できることがあるかと思
う。

Check

対応方向

①平成30年度、羽咋白百合幼稚園、羽咋幼稚園の大規模改修及び千里浜保育所の床改修を
実施予定。
②4月1日現在647人の子供が保護者の希望する保育所、保育園、認定こども園に入所して
いる。
③保育施設は、子どもの人数から保育士が必要となる基準が定められており、途中入所児
については、保育士が確保されている園でしか入所ができない。そのため、育休終了等で
途中から保育施設に入所する場合、仕事の関係で希望している園に入所するのが難しくな
り、次年度の4/1まで待ってもらうことになる。
　今年度、64人の途中入所児については、待機児童となることなく入所することができ
た。今後も待機児童を出さないためにも、保育士の確保に努めていく。

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

取組内容

ＰＬＡＮ

市内保育所、保育園、認定こども園の保育室等にエアコンを設置する。

55 出産・子育てしやすい環境の整備

３－２－２

健康福祉課 待機児童数 0人 0人

　　　　　　総合戦略効果検証シート

① 安全で安心な保育環境の整備
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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人 2人 2人 2人

実績値 0人 2人 2人

年度目標に対する達成率 0.0% 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

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

H27 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

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

　能登中部小児休日診療協議会と委託契約を締結し、能登中部管内における広域小児休日
当番医事業を実施。

年間実施日数　　　72日
参加医療機関数　　8か所（うち市内2か所、市外6か所）
利用者数　　　　　231人

意見

平成27年度
特になし

ＤＯ

分析 　利用者231人のうち、市内医療機関利用者71人、市外医療機関利用者160人と利用範囲の
広域化が見られる。一方、市内の参加医療機関は2か所であり、引き続き担当医師の負担
増が懸念される。 平成28年度

①産科医の確保など、いつでも安心して出産できる環
境づくりも大切ではないか。
②医師の確保については、なかなか難しいと思う。

Check

対応方向 　今後も休日における小児救急医療が必要時適切に利用できるよう、引き続き制度の周知
を図っていくとともに、市内医療機関における小児科医師の確保等、制度継続に必要な体
制整備を進めていく必要がある。

Action
平成29年度
①医師の負担軽減のため、休日診療はあくまで救急医
療であるとの認識を広めてほしい。
②宝達志水町、羽咋市、中能登町内で1件でも産婦人
科があるといい。

担当課 重要業績評価指標（KPI）
※2019（H31）年度目標値

取組内容

ＰＬＡＮ

小児休日在宅当番医制事業の実施

56 出産・子育てしやすい環境の整備

３－２－２

健康福祉課 小児休日当番医協力小児科医師数 2人 0人

　　　　　　総合戦略効果検証シート

② 小児医療の充実、開業に関する支援
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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 50人 50人 50人 50人

実績値 29人 24人 20人

年度目標に対する達成率 58.0% 48.0% 40.0%

基準値に対する増減率 -39.6% -50.0% -58.3%

評価 △ ○ △

有識者会議による検証評価

H29 総合評価 △　取組内容の見直し

Action

H27 総合評価 △　取組内容の見直し

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

意見

平成27年度
①お母さんたちが安心して利用できるように、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。

ＤＯ

分析

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

・個人利用　14件
・団体利用　6件
・提供会員数　60件
・依頼会員数　105件

利用料金：2時間まで1,000円　以後1時間ごと500円

①乳幼児健診でのＰＲ活動として、4か月、1歳6か月、3歳児健診で保護者に周知する。
②提供会員の活動時間の把握と確保。

平成29年度
①提供会員の報酬を下げるべきではないか。
②保育場所を提供、依頼会員の自宅の他、子育て広場等への参加も可能にし
てはどうか。
③利用者減少傾向のため、ヒアリング等で利用者の要望ニーズを反映しては
どうか。
④目標値に対し、実績値が少ない。PR等の再考を。
⑤気軽に利用できるようにPRしてほしい。(携帯アプリ等)
⑥安心材料として、提供会員が研修を受けていることをPRしてはどうか。

①ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ活動のＰＲが必要。
②依頼会員が利用しやすい時間割や料金体制が必要。

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。

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

　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(提供会
員)が会員となり、子どもの預かりや送迎など育児について助け合う会員組織である。

57 出産・子育てしやすい環境の整備

３－２－２

健康福祉課 ファミリーサポートセンター利用者数 50人 48人

　　　　　　総合戦略効果検証シート

③ 家庭保育支援の充実
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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 0箇所 0箇所 0箇所 1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

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

平成29年度実績はなし。
平成27年度
施策としてあるなら早期の計画・実現を。早さが重要。他市町での居住
を決定してからでは遅い。平成32年度よりも早く開設できれば、羽咋の
魅力向上につながる。

ＤＯ

分析
平成28年度
①早期設置を！
②開設するだけでなく、それと同時にママさんたちへの認知を広めてい
く必要がある。もちろん具体的な活動予定内容も宣伝していくのが大切
だと思う。

Check

対応方向

　同センターは平成29年4月1日に法制化。平成32年度末までに設置するよう努力義務化
されている。平成31年1月の開設に向けて国の動向を注視しつつ、専門職の確保及び育
成、情報収集、関係機関との連携、市民への周知等引き続き体制整備を進めていく必要
がある。

平成29年度
①PRが必要。子育てを家族だけでなく、専門スタッフ、医療関係者、地
域で連携し、アピールすることが大事。法律上の名称を「母子～」では
なく、「子育て世代～」としたことはとても良い。母子家庭だけでな
く、父子家庭や祖父母が子守をする世帯もあり、どういった家庭環境で
あっても子育てについて相談できる窓口があるのは心強い。
②平成31年度1月に予定しているのであれば、もう告知してもいいのでは
ないか。(していたらOKです。)Action

意見

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

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

取組内容

ＰＬＡＮ

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

58 出産・子育てしやすい環境の整備

３－２－２

健康福祉課 子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ設置数 1箇所 未整備

　　　　　　総合戦略効果検証シート

④ 子どもを産み育てる支援体制の充実

0箇所

1箇所

2箇所

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

子育て世代包括支援センター設置数

KPI

  73



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

実績値 8箇所 8箇所 8箇所

年度目標に対する達成率 ― ― ―

基準値に対する増減率 33.3% 33.3% 33.3%

評価 ◎ ◎ ◎

有識者会議による検証評価

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

今後とも、延長保育受け入れ体制を維持していく。

平成29年度
現在の求職者減少の状況において、各企業の人材確保は大きな課題と
なっている。企業の活性化のためには「若年者の育成」と併せて高年齢
者、障害者、そして家庭と仕事を両立する女性等の幅広い人材の活用が
必要であり、また、両立支援のための延長保育受け入れ態勢の確保も不
可欠である。

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保育標準時間(6施設)の延長保育の利用延べ実績は、6,057件
②保育短時間(10施設)の延長保育の利用延べ実績は、1,854件

意見

平成27年度
※総合戦略改定後に追加した指標のため意見なし。

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。

平成28年度
※総合戦略改定後に追加した指標のため意見なし。

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保育の必要量に応じた質の高い保育サービスを提供する。
②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】
・保育標準時間（11時間保育）は、18：00～19：00（利用料300円）。
・保育短時間（8時間保育）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）となってい
る。

59 子育てと仕事の両立支援、女性の活躍の場の創出

３－２－３

健康福祉課 延長保育実施施設数 8箇所 6箇所

　　　　　　総合戦略効果検証シート

① 保育ニーズに対応した保育所運営

実績値 実績値 実績値

0箇所

2箇所

4箇所

6箇所

8箇所

10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

延長保育実施施設数

KPI

  74



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 28.0% 29.0% 29.0% 29.0%

実績値 28.0% 28.2% 26.3%

年度目標に対する達成率 100.0% 97.2% 90.7%

基準値に対する増減率 2.6% 3.3% -3.7%

評価 ◎ ◎ ○

有識者会議による検証評価

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①市内小中学校の道徳の授業において、男女が共に助け合い平等な社会づくりについて
考えた。
②第4次「羽咋市男女が輝くまちづくりプラン」に基づいた実施状況報告書の作成を実施
した。
③男女共同参画推進のため、10月に開催されたはくい福祉祭りで紙芝居及び啓発チラシ
などの配布を行った。
④石川県からの依頼により、男女共同参画推進出前講座で寺井地区公民館及び寺井高校
で紙芝居の上演を行った。
⑤市民わくわくアカデミーで紙芝居及び啓発チラシなどの配布を行った。
⑥公民館事業で男性の料理教室を開催した。
⑦羽咋市女性学習会を2月18日に開催した。

平成27年度
①「男女平等参画社会」という表現がすでに男女平等ではない気がする。
性別ではなく、個性を見てほしい。
②施策に対するKPIが適切でないように思われる。目標値をしっかりし
て、また実績・分析の報告を願います。
③女性人材の掘り起こしと登用・承諾などの周知の充実を。
④家庭における推進については働きかける対象が狭い。女性が働く職場で
の啓発を。

ＤＯ

分析

①男女共同参画の認識が少しずつではあるが広まっている。
②自分の生き方や地域社会への関わり方を考える機会をつくることができた。

平成28年度
特になし

意見

Check

対応方向 ①今後の行動計画などをホームページなどで公表し啓発を図る。
②男女共同参画推進委員とともに、啓発事業を計画し、市民が男女共同参画への関心を
持つきっかけとなるよう努める。

平成29年度
①女性が社会で活躍するためには、これまで以上に男性が家庭(地域社会)
で役割を担う必要がある。男性への啓蒙、教育の場を。料理教室からゴミ
分別クイズ、育児参加、町会対応など。
②国の方針であり、目標値に達するように取り組みを強化する。
③女性同士の意識の改革が必要。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

H29 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

取組内容

ＰＬＡＮ

①学校における男女共同参画意識づくりの推進
②家庭における男女共同参画意識づくりの推進

60 子育てと仕事の両立支援、女性の活躍の場の創出

３－２－３

生涯学習課 審議会等における女性委員登用率 30.0% 27.3%

　　　　　　総合戦略効果検証シート

② 男女共同参画社会の推進

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 5団体 5団体 5団体 5団体

実績値 5団体 5団体 5団体

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

平成29年度
①KPIは、市内企業における女性が働きやすい環境のための制度を導入し
ている企業数などの方がいいのではないか。
②どのような団体なのか分からない。毎年、ダンスをして何を啓発してい
るのか分からない。

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

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・・・）

 2月18日に市民を対象に、コスモアイル羽咋で女性学習会を開催した。交流会では、音
楽グループによるミニライブを行い参加者の交流を深め、講演会ではシャンソニエール
村梶　映子氏を講師に招き、「自分らしく生きる(シャンソンに出会って)」の講演を
行った。

意見

平成27年度
①どういうことをしているのかわからない。PRしたほうがよい。
②残念ながら有効性が乏しいと考えます。ＤＯ

分析  女性団体関係者以外の参加者と交流することで、連絡協議会の活動を広く伝えることが
できた。しかし、若い世代の参加者が少ないため、協議会の継続には若い世代の参加が
必須である。

平成28年度
①女性学習会とすると、女性だけの参加になる。性別をいわない方が良い
のでは？
②女性が活躍できる職種を生んでいくことが大切だと思う。
③「女性学習会」というと具体性がなく、どういった内容なのか想像しづ
らい。若い世代の女性が興味を持つように何かもう一工夫必要。

Check

対応方向
 今後、若い世代の参加を増やすため、各種団体の活動で魅力的な事業に取り組み、積極
的な参加の声掛けやＰＲを行う。

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

取組内容

ＰＬＡＮ

女性団体連絡協議会における女性に関する共通意識の醸成

61 子育てと仕事の両立支援、女性の活躍の場の創出

３－２－３

生涯学習課 女性リーダー所属団体数 7団体 5団体

　　　　　　総合戦略効果検証シート

③ 女性の活躍の推進及び交流の場の創出
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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校 0校 0校 0校

実績値 0校 0校 0校

年度目標に対する達成率 0.0% ― ―

基準値に対する増減率 -100.0% -100.0% -100.0%

評価 × ○ ○

有識者会議による検証評価

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

平成29年度
①全教室エアコン設置。外気温より教室内の気温は高い。児童・生徒の学習活動が
活発であれば、なおさら気温・湿度は上がる。扇風機では対応しきれない。エアコ
ンがなければ大雪で休校するのと同じように、高温による休校対策もしていかなく
てはならない。
②昨今の状況より、エアコン設置が急務と考える。
③昨今の異常気象を鑑み、小中学校への早急なエアコン導入を進めるべきでは。
④学校全体が老朽化していなくても、例えば木材の腐食等により生徒の安全にかか
わる箇所があれば施設管理者として行政が小規模な補修をすべき。単にPTA会計から
の援助を前提とした現状は厳に慎むべきである。学校予算が厳しいなら、今後生徒
数が更に減少し続ける現実を直視し、学校の統廃合も避けて通れないと思慮する。
生徒数が1学年10人未満の教育が、本当に生徒の為になっているのか、地域の為に
なっているのか、行政の在り方として良いことなのか、真剣に考える必要がある。
⑤統廃合と同時に小中一貫校の検討も必要。少なくとも安全上の観点からすぐに必
要な改修以外は、将来の姿を考えてから大規模修繕を進めるべきと思慮する。

H27 総合評価 ×　取組の中止・終了

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平成28年度末に策定した「羽咋市公共施設等総合整備計画」により、学校施設を含む今
後の公共施設等の、総合的・計画的な維持管理に関する基本方針及び方向性を示した。各
校においては、必要に応じて個別に小規模改修を行った。
②平成29年度には、小学校のトイレ洋式化工事や邑知中学校屋上防水工事を実施するとと
もに、必要に応じて個別に小規模改修を行った。

意見

平成27年度
①財源と児童生徒数の推移を見通して、10年後，20年後を予想した対策を計画して
ほしい。
②宝達志水町も１校にした。スクールバスを出して統合してはどうか。

ＤＯ

分析 　計画における、最適化に向けた取り組み内容として、適正な規模での更新、余剰となる
施設の廃止や施設の統合、複合化といったことが挙げられ、各校の大規模改修に関して
は、これらの事項を反映し、方向性を検討する必要がある。

平成28年度
①空き教室を、公民館あるいは地域活動の拠点となるような利用をし、共有共用で
きないか。少子化で、いつか学校が統合されても、地域の人々にとって、活動拠点
となり続ければ、大人の学校となっていける。災害時にも必要な場となり、いつ来
るかわからない「その時」のためにもメンテナンスは必要。
②今後の計画性も大切であるが、安全が確保できる現施設の環境整備も必要であ
る。
③ハード面の取組はコストがかかるので、ソフト面での取組を考えた方がよい。

Check

対応方向
　今後の学校施設に関しては、羽咋市公共施設等総合管理計画に基づき、施設ごとの個別
の長寿命化を進めると共に、必要性、方向性の検討を行う。

Action

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邑知中学校の大規模改修の実施
②西北台小学校の大規模改修の実施
③非構造部材耐震化

62 学びやすい学校施設と設備の維持

３－３－１

学校教育課 老朽学校改修数 2校 要改修校2校

　　　　　　総合戦略効果検証シート

① 安全で安心な学校施設の整備
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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 25.0% 25.0%

実績値 19% 15% 16%

年度目標に対する達成率 ― ― 64.0%

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28年度
①平成29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級以上を取得するという目標は、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。

H29 総合評価 △　取組内容の見直し

Action

平成29年度
①英語はこれからますます重要になることから積極的に進めるべきと思慮。
②次代に対応するための学習能力の向上の観点では、プログラミング能力の向上も必要であろう。
③教師の働き方改革・保護者の所得水準によらない高等な教育を受ける機会の提供・教育水準の向上による移
住者増を目的に、学校施設を利用し、塾講師を派遣してもらい高度で低料金の学習機会を提供することを提言
します。
④英語教育の充実は学校現場でも最優先事項としている。
⑤保護者負担がある限り、英検取得割合を伸ばすには限界がある。さらなる助成が必要。
⑥継続を前提での見直しを考えてほしい。
⑦英検を受けることを常識化することが望ましい。今後、小学校でも義務化されるため、英検3級以上を助成
対象にするのではなく、4級・5級も対象に入れる。受験慣れさせること。当たり前の環境づくりを。
⑧KPIを、合格率ではなく受験率として、3年程度経ってから3級取得率にするとよかったのではないか。
⑨中学3年での取得率10％台は低い。受験そのものを増やすことも必要。
⑩「国際的に活躍できる人材」を語学力だけで測ることはできないと思う。むしろ、世界で今起きていること
や自分たちの暮らしや世界とどのように結びついているのか、など世界を見る視点を養う必要があると思う。
そのため、実勢に国際交流で活躍している人を招いた講演会を学校で実施するなどの方が有効だと思う。
⑪資格人数だけで、効果があるものか。
⑫授業以外での、英検の為の補習回数を増やしてほしい。
⑬英検受験を当たり前にするため、先生からの働きかけがもっと必要である。

　

H27 総合評価 ×　取組の中止・終了

H28 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平成29年度より外国語指導助手（ALT）を1人増員し、小中学校へ学校派遣することに

より、英語コミュニケーション能力の育成を実施を行った。
②平成29年度からの英検受験料奨励費支給を実施することにより受験率の向上に取り組
んだ。

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。

ＤＯ

分析
平成29年度、英検の取得率は、羽咋中学校17.5％、邑知中学校10.5％、受験率は羽咋中
学校23.4％、邑知中学校21.1％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

Check

対応方向
①平成32年度からの小学校の英語教育義務化に先駆け、平成30年度より、小学校3,4年生
では週1時間、5,6年生では週2時間の英語の時間割を実施する。
②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。
③「英語検定受験料奨励費支給制度」を継続し、生徒、保護者に広く周知することによ
り受験者数の増加を図る。

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外国語指導助手（ALT）を配置し、中学校と連携した英語教育の推進。
②英検受験のための奨励費支給制度を実施。

63 次代に対応するための学習能力の向上

３－３－２

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

　　　　　　総合戦略効果検証シート

① 国際的に活躍できる人材の「卵」の育成
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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 8校 8校 8校 8校

実績値 8校 8校 8校

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

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

対応方向

全小中学校で、今後も継続して道徳教育を行う。

Action

平成29年度
①保護者、地域への公開も含め、発展・継続を。
②郷土を知ることは大切。道徳教育の内容がわからない。人権教育が必要。
③教科化となり、優先課題の一つである。
④親子で学ぶ機会を作るのはどうか。羽咋検定を作るなど。過去にあった気
がします。

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・・・）

　平成24年度から県委託事業として、各小中学校で順次実施。平成29年度は余喜小学校
で実施し、研究課題を「自己を見つめ、たくましく生きる児童の育成」とし、取り組ん
だ。

意見

平成27年度
郷土を知ることは大切。道徳教育の内容がわからない。人権教育が必要。

ＤＯ

分析 　各校の道徳教育推進教師が推進役としての自覚を高められるよう、2回研修会を開催し
た。各校の取組みを交流したり、成果や改善策を協議したりする中で、市全体の道徳教
育推進の意義を高めることが出来た。

平成28年度
①郷土教育は必要。継続、深化を。郷土教育の場は、大学の公開講座のよう
に、地域の人にも公開できないか。大人でも学ぶ意義があり、世代間格差な
く、知ることができ、郷土を誇れる心を育むことにつながると思う。
②道徳も教科化になることから、これからも道徳教育の充実が大切である。
③社会や理科、総合的な学習でも、地域と生かした実践が大切である。
④郷土教育等で羽咋を知ることは、羽咋での就職率UPや他の事業の周知にも
繋がる可能性がある（子どもを通して親に知れ渡る）ため、活発に行うべ
き。

Check

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郷土教育・道徳教育の推進。
②恵まれた自然環境を生かした宿泊体験学習の実施。

64 次代に対応するための学習能力の向上

３－３－２

学校教育課 道徳事業の公開校数 8校 8校

　　　　　　総合戦略効果検証シート

② 郷土教育、道徳教育の充実
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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 2.5 日 2.5日

実績値 2日 2日 2.7 日

年度目標に対する達成率 ― ― 108.0%

基準値に対する増減率 -20.0% -20.0% 8.0%

評価 ○ △ ◎

有識者会議による検証評価

○　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 ◎　取組内容の深化・発展

Check

対応方向

①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事業所だけではなく、複数の事業所を体験させる。
②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を
行っていく。

平成29年度
①若いうちのキャリア教育は将来の目的や進路に非常に大きな役割を占めるが、地元企業を知る良い
機会でもあるため、複数事業での体験があれば良いと思う。
②職場体験で得た学びを、発表する場を作るのはどうか。保護者や事業者も招く。事業者にとって受
け入れは大きな負担だと思うが、生徒の学びにどう反映したかが分かれば、この事の意義に共感して
もらえるだろう。
③協力企業のメリットとして、市役所内で無料広告(1ヶ月間)を出してはどうか。
④市内2中学、合同実施してはどうか。企業負担も軽減される。市内に2校しかない中学校どうしの交
流の場にもなる。
⑤事業所の受け入れに差があると思う。受け入れた側に対して協力していることをアピールできるよ
うなポスターを作るのはどうか。
⑥わく・ワーク体験そのものは機会としていいと思うが、目的や内容、実施のプロセスはブラッシュ
アップの余地があるように思う。
⑦協力事業者にとっても有益なプログラム設計の必要があるし、生徒が学びの機会や自分のキャリア
を考える機会としての設計も専門家を入れて検討した方がいいのではないか。

Action

H27 総合評価

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
ルールを体験できたとともに、礼儀・マナーの向上が見られた。 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。

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。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

　夏休みに入る前に、市内各事業所へ担当教諭が出向き、わくワーク職場体験事業の趣旨
説明等を行い、協力を依頼しする。一つの事業所に2名1組とし、邑知中学校では7月25日
から27日の3日間実施。羽咋中学校では、8月8日から23日の10日間実施。
①羽咋中学校：2年生（137人）44事業所１人2.76日間の職場体験実施
②邑知中学校：2年生（38人） 18事業所１人2.84日間の職場体験実施

意見

ＤＯ

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

取組内容

ＰＬＡＮ

市内2校の中学校2年生が、市内の事業所に協力を依頼し、職場体験学習を実施する。

65 次代に対応するための学習能力の向上

３－３－２

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 2.5 日

　　　　　　総合戦略効果検証シート

③ キャリア教育の推進
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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 80学級（重複含む） 80学級（重複含む）

実績値 77学級（重複含む） 58学級（重複含む） 54学級（重複含む）

年度目標に対する達成率 ― ― 67.5%

基準値に対する増減率 1.3% -23.7% -28.9%

評価 ◎ △ △

有識者会議による検証評価

平成29年度
KPI基準の見直しが必要だと思う。（前年度よりも表彰学級数が下がったとのことであるが、
スポチャレに参加する県内の学級数が増えたことも理由にあるのではないか。体力テストの
結果が県平均を上回っているなら「取り組みの成果あり」としてよいのでは。)

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

意見

平成27年度（ＫＰＩ：体力テストA・B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。

平成28年度
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。

H29 総合評価 △　取組内容の見直し

取組内容

ＰＬＡＮ

　市内全小学校の全ての学年で、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。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・） ①毎年5月から始まるスポチャレいしかわに、全小学校全ての学年で「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。
②体力アップ1校1プランを通じて、体力テストの弱いところを強化するなどして、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（A・B判定の場合）、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。

Action

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

66 次代に対応するための学習能力の向上

３－３－２

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）

　　　　　　総合戦略効果検証シート

④ 体育・健康に関する活動の充実
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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 8校 8校 8校 8校

実績値 8校 8校 8校

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

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

各学校での課題又は、新たな取組みを目標として、次年度以降も、継続して実施。

Action

平成29年度
各校の特色を生かした取組みがなされていると思う。
各校交流にも発展していくとよいと思う。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・） 　平成29年度は、西北台小学校が羽咋市教育研究会の軸となり、それぞれの学校で、児

童・生徒の実態や、地域に応じた特色ある事業を行った。

意見

平成27年度
①予算措置の時期が遅いのではないか。
②地域への愛着が、はくいへの郷土愛につながること
を期待します。
③学校ごとに、地域性を重視した取り組みを行ってい
る。

ＤＯ

分析 ①各学校で目標を設定し、取り組んだ結果、学力面、生活面、体力面それぞれで成果が見
られた。
②各学校においての新たな課題が見え、来年度に向けた取組指針につながった。 平成28年度

①各学校の取り組みを、他の学校の生徒、児童が見学
する場があると良い。同じ市にありながら規模、環境
が違う。各校特色を生かしながらの取り組みを発表、
参観する場があると良いと思う。
②各学校の活性プランのさらなる充実と新しい学習指
導要領実施に向けた環境整備（人的、物的）が大切で
ある。
③学校ごとというなら、その違いを知るために他校と
発表会で交流があるとなお良いのではないかと思う。

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

各学校ごとに、地域の特性を生かした授業を実施。

67 次代に対応するための学習能力の向上

３－３－２

学校教育課 教育活性化プラン取組校数 8校 8校

　　　　　　総合戦略効果検証シート

⑤ 学校活性化に向けた特色ある事業の推進
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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 16人 17人

実績値 15人 15人 16人

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% 6.7%

評価 ○ ○ ○

有識者会議による検証評価

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

H27 総合評価 ○　取組内容の継続

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

市内6小学校に13人、1中学校に3人配置し対応した。

意見

平成27年度
①現場の実状・保護者の要望などを検討し、工夫・改善をすべきではないか。
②適性や能力などしっかり確認してください。とても大切な役割を担っているのですか
ら。

ＤＯ

分析 　目標人員の配置ができたことで、適正な特別支援教育体制を取ることができた。学校長
からの授業の様子等の聞き取りや、毎日の支援員からの状況報告により、適切な人材配置
で、スムーズに授業が行われたことが伺える。 平成28年度

①各学校で、支援員への要望業務内容が違うかもしれないが、要望を明確に伝え、支援
員の適正、能力の確認をしてもらいたい。また、再任するかどうかの判断は、早めにし
てあげてほしい。
②学校現場における教育活動に効果的であり、今後も期待できる。
③学校現場における、さらなる活用の工夫も必要である。
④「学校支援員」の資格や人柄も保護者側としては心配だと思う。

Check

対応方向

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

Action

平成29年度
①支援員の業務内容の質を向上させるため、研修の時間を設けるのはどうか。教師側か
らの要望、期待も過剰にならないよう相互の理解、立場の明確化するため。「支援員研
修あり」とすれば、応募者の不安も少なくなると期待できる。これまでの支援員制度の
歴史と今後の発展のためにも研修制度が必要だと思う。
②学校においては個に応じた対応が求められており、最低でも現在の支援員数の配置を
継続してほしい。
③設置人数だけでなく、【意見の平成27年度①・②、平成28年度の①・④】を実施でき
る仕組みづくりが必要だと考える。
④指導員を指導する立場の人（担任や教員）の倫理観や適性を確認し、必要な教育・研
修システムを整備してほしい。
⑤学校支援員に対して研修等で質を高めていきたい。

重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

取組内容

ＰＬＡＮ

ハローワークを通じ、学校支援員を募集し、市内小中学校にそれぞれ配置。

68 きめ細やかな教育・学習機会の充実

３－３－３

学校教育課 学校支援員を適正に配置する 15人

　　　　　　総合戦略効果検証シート

① 特別支援教育体制の充実

担当課
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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 5人 5人 5人 5人

実績値 5人 5人 5人

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

平成29年度
①読書による教育的効果はとても大きいとされる。現状の学校図書
館機能は継続させたい。
②学校図書館の取り組みの評価であれば児童一人当たり貸し出し冊
数や一冊以上利用した児童の割合など、利用者目線が必要ではない
か。
③貸出・返却等は生徒にまかせて、他の仕事に尽力してほしい。

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・・・） 市内8小中学校に5人配置（内3人兼務）し対応した。

羽咋小学校（1名）、羽咋中学校（1名）、粟ノ保小学校と西北台小学校（1名）、瑞穂小
学校と余喜小学校（1名）、邑知小学校と邑知中学校（1名）

意見

平成27年度
①配置時間や人数は十分なのか。
②子どもが図書に親しめるように新しい視点でとりくんでいただき
たい。

ＤＯ

分析 　2校の図書館事務を兼務している事務員が3人おり、6校が常駐していないが、図書貸出
業務及び、図書管理、貸出数の増加に努めたり、児童生徒に読書の興味を持たせるため
の様々な工夫が見られ、学校図書の充実において、効果を上げていると言える。

平成28年度
①業務内容の明確化を。配置時間、人数のさらなる充実。事務員同
士の連携、図書購入の情報交換や、書架整備のための助け合いなど
ができるような連携の取り方をしてほしい。
②学校図書館の環境整備と運営の工夫により、子どもたちの利用に
反映している。
③関係ないかもしれないが、貸出人数で見るべきでは。

Check

対応方向

今後も、図書館充実のための取組みを引き続き強化し行う。

担当課
重要業績評価指標（KPI）

※2019（H31）年度目標値

取組内容

ＰＬＡＮ

ハローワークを通じ、図書館事務員を募集し、市内小中学校にそれぞれ配置。

69 きめ細やかな教育・学習機会の充実

３－３－３

学校教育課 図書館司書、事務員の配置数 8人 5人

　　　　　　総合戦略効果検証シート

② 学校図書館の充実
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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 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%

実績値 24.7% 22.8% 24.5%

年度目標に対する達成率 98.8% 91.2% 98.0%

基準値に対する増減率 12.3% 3.6% 11.4%

評価 △ ○ ○

有識者会議による検証評価

H27 総合評価 △　取組内容の見直し

H28 総合評価 ○　取組内容の継続

H29 総合評価 ○　取組内容の継続

①市学校給食地元農産物利活用協議会と協議し、使用量及び品目数の増加を検討。
②自然栽培米及び野菜の今後の生産量と、単価を見ながら実施時期を検討。

Action

平成29年度
①給食だよりで、地元産食材の紹介などがされている。品目も多
く、地産地消で素晴らしい。
②他市町との比較も載せてみてはどうか。児童・生徒の郷土に対す
る関心、誇りにつながる。
③食育は健康的な食事の理解が基本。地産地消も大事であるが少し
偏りすぎていないか。
④地元産の取入れはいいと思う。

実績（具体的例：いつ、
誰が、どこで、何を・・・）

①米については平成19年10月より羽咋産コシヒカリを100％使用。野菜も地場産を39％使
用。
②平成29年度は5月に1回、7月に1回、9月に2回、10月に2回、11月に2回、12月に1回、1
月に1回の計10回、市内全小中学校で、自然栽培米と野菜を使っての給食を実施。

意見

平成27年度
①地元の食材を通して郷土愛を育んでほしい。
②羽咋産コシヒカリ100%は結構すごいのではないかと思う。もう少
し品目が多ければ、とは思うが、給食はその安さが利点の一つなの
で金銭面での負担が大きければ無理に行う必要はない。
③給食の内容も大切ですが、短い時間で食べなければいけない状況
も再検討を。

ＤＯ

分析 ①市学校給食地元農産物利活用協議会と協議し、使用量及び品目数の増加を検討。
②自然栽培米及び野菜の今後の使用については、常に数量の確保が困難である。
③単価については現在の２倍以上であるため、給食費の引上げ又は、市補助金の増加で
対応しなくては実施できない。現時点では不可。

Check
平成28年度
①生産者からのビデオメッセージ等で、地元産食材のアピールを。
また、生産者を給食に招く日などがあっても良いのでは。
②地元の食材を直接学び、味わう良い機会になっている。
③アレルギー対応食は保護者には助かるが、対応と運用の検討も大
切である。
④羽咋産のものが多いのは凄いことだが、子どもたちや保護者は
知っているのか疑問。知られていなければ意味がないと思う。

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

学校給食食材の地産地消の拡大、自然栽培米・野菜の使用及び、学校給食におけるアレ
ルギー対応食の提供。

70 きめ細やかな教育・学習機会の充実

３－３－３

学校教育課 地元農産物の使用割合 25％以上 22.0%

　　　　　　総合戦略効果検証シート

③ 学校給食の充実
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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

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

効果検証・評価結果

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

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

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。

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

71 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

72 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。

73 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
74 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

75 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

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 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

76 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
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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

77 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
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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

78 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
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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
79 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
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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
80 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

地域包括ケア推進室

実績値
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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

81 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。
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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

82 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

83 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

84 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
85 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
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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 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
86 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
87 「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
88 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

①（基準値）

②（KPI）

③（目標値）

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 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
89 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

90 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

総務課

実績値 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 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

91 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

92 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
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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

93 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

94 「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
95 「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
96 「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
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0千円

50,000千円

100,000千円

150,000千円

200,000千円

250,000千円

300,000千円

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

ふるさと納税額

KPI

 111



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

97 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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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
98 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
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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

99 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
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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

100 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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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
101 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

秘書室

実績値

実績値

実績値
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姉妹都市との交流事業数

KPI

 116


