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巻頭言 

 

昨今国民の多くが関心を寄せている政治的課題は、格差問題である。個人の所得格差の拡

大も確かに大きな課題ではあるが、近未来を考えると、人口の格差問題、とりわけ生産年齢

人口の縮退こそが極めて深刻な大課題であると認識している。 

政府は「まち・ひと・しごと」と銘打ってこうした地域間格差を、内発的英知で克服する

ことを支援しようとする体制にあるが、その反面大きな矛盾も目立つ。 

それは、リニア新幹線をツールに、太平洋ベルト地帯に縮退をした生産年齢人口の過半を

集約し、経済的後退に歯止めをかけようとする「スーパーメガリージョン構想」の具体化な

どに代表される相変わらずの集中的経済効率性の政策である。 

こうした矛盾を抱えた未来への方向に対し、揺籃される地域・地方は、あと 10 年の間に、

本気で地域・地方消滅の危機に対応することに注力せねばならない。それも中央の政策と是々

非々で柔軟に対応する傍ら、内発的な独自性を強力に模索し、未来に予見される国土の対流

現象の活性や、ICT 革命の浸透、個業と複業・複居の可能性、そして何よりも経済的豊かさ

の他に心の豊かさにこたえられる自立的地域像の確立と具体化に足を踏み出すべきであろう。 

そうした中で、人口 17 万 8 千人弱の弘前市が市長の英断で「ひろさき未来戦略研究セン

ター」を設置されたことに深く敬意を表したい。 

これまでの会議に参与し、そこで交わされる真剣な問題提起と議論は、日本がもうすぐそ

こまでやってきている深刻かつ直面する事態をしっかり受け止め、どのように市民一丸とな

って、農業を主力とした一次産業や商工業から観光産業に至るまでの弘前の未来をどう描く

かという課題への解を少しずつではあるが詰めつつある印象を得ている。 

そうした議論の成果を広く市民に公開し、共有化することは極めて重要である。この研究

が、市民に対し改めて弘前の価値観の共有化に寄与し、弘前ならではの幸福感を再確認し、

かつそうした高感度な弘前という地域価値が対流現象の拠点を弘前に誘致する魅力につなが

るという方向性へのプラットフォームとなれば幸いと考えている。 

 

スーパーバイザー 涌井 史郎 
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（１）将来に向けた新たな地域資源を開発 

（２）日本が直面する大きな課題へ率先して挑戦 

（３）データや情報分析に基づく新たな政策の開発 

（４）効率化・合理化の徹底 

（５）地域の総合力の底上げ 

 

 

 

  所長（経営戦略部長兼務） 

    副所長（課長級） 

    （人口減少対策担当） 

       総括政策研究員 

         政策研究員 

 

     （計画マネジメント担当） 

        総括政策研究員 

          政策研究員（ひとづくり担当） 

          政策研究員（くらしづくり担当） 

          政策研究員（まちづくり担当） 

          政策研究員（なりわいづくり担当） 

   

       （情報分析担当） 

        総括政策研究員 

          政策研究員 

           

       （行革・連携担当） 

        総括政策研究員 

          政策研究員 

 

       （その他） 

ふるさと創生担当：公募 

学生研究員・市民研究員：公募 

 

 

１ 基本方針 

２ 研究体制 
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（１）未来戦略研究 

  ①基礎研究（弘前市の風土に関する考察） 

   弘前市史等を基に研究継続中 

  ②新たな地域資源開発研究（「花」で彩る新たな観光資源開発） 

   花・緑に関する取組の調査などを基に研究継続中 

 

（２）人口減少対策フィールド研究（人口減少対策担当） 

   人口減少対策に関する各種事業をフィールド研究として展開しました。 

  ①弘前発信・発見・体験事業 

   ・首都圏でのセミナー等に参加し、移住関係の情報発信及び各種相談に対応しました。 

セミナー等４回参加、相談者等４１組４９人 

・移住体験ツアーを実施しました。 

ツアー２回開催、参加者 10 人 

・移住お試しハウスを開設しました。 

・同窓会支援事業費補助金を交付しました。 

交付件数１３件、県外在住者１５８人 

・弘前型交流会を開催しました。 

東京開催：参加者２４人、弘前開催：参加者１８人 

  ②移住者受入推進事業 

   ・移住検討者に対する情報提供及び相談対応を担当する移住コンシェルジュを配置し

ました。 

   ・東目屋地区において移住受入研究会を立ち上げ、体験ツアー参加者との交流事業等

を通じて受入態勢づくりを進めました。 

  ③弘前市移住応援企業認定制度推進事業 

   ・県外からの移住及び二地域居住といった交流を促進し、地域の活性化に積極的に取

り組む企業等を認定登録しました。（認定数：１３社） 

  ④「住みたいね HIROSAKI」イメージアップ戦略事業 

   ・移住関係 Web サイトでの情報発信、キャラクターを活用した映像、ポスター等に

よりプロモーションを実施し、話題化を図りました。 

  ⑤弘前めぐりあいサポーター出愛（であい）創出事業 

   ・結婚を望む独身者に会員登録を呼びかけ、出会いの場を創出しました。 

    会員登録数：男１１６人、女８５人 

  ⑥若者の魅力アップセミナー事業 

   ・前後期２回セミナーを実施しました。 

３ 研究内容 
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    参加者３２人 

  ⑦恋人の聖地プロジェクト推進事業 

   ・恋人の聖地に選定された吉野町緑地に聖地銘板及びベンチを設置しました。なお、

今後街歩きコースに組入れるなど活用を図っていきます。 

 

（３）ビックデータ・オープンデータ研究（情報分析担当） 

  ①ひろさきビッグデータ・オープンデータ推進事業 

   ・オープンデータカタログサイト「オープンデータひろさき」のデータを追加・更新

するなどサイトを運営しました。 

・青森県と連携し、市民ニーズ×シーズ「アイディアソン」「ワークショップ」を開催

しました。 

第１回 12 月 6 日 （参加者２０人） 

第２回 1 月 24 日 （参加者２０人） 

・オープンガバメント推進協議会に参画・連携し、シンポジウム等を開催しました。 

 11 月 29 日 室蘭市 テーマ「ビッグデータ・オープンデータの利活用」 

 12 月 20 日 千葉市 マイナンバー公開シンポジウム 

 12 月 21 日     「感染症流行警告アプリ ワーニング」運用開始 

 

（４）ふるさと創生特別研究 

  ①りんご産業イノベーション研究（りんご産業のロボット化・特区関係） 

少子高齢化や将来的な人口減少が見込まれる中、当市の基幹産業である「りんご産

業」は、労働力不足、栽培面積や担い手の減少等による生産力の低迷、生産技術習得

までの時間と労力、気象災害リスク、複雑多様な流通形態、加工産業の脆弱性、農地

法上の規制など、様々な課題に直面しており、遠くない将来においては、生産者の減

少はもとより「りんごづくり」自体の存続が危ぶまれる恐れがあります。 

  このことから、２０年後を見据え、日本一のりんご産地を維持しながら、高品質か

つ安定的な「りんごづくり」を守ることが急務であり、生産、加工、流通等の技術革

新等を推進するための“りんご産業イノベーション戦略”の策定を目指し、りんご産

業イノベーション戦略研究会を設置し研究を進めました。 

  研究報告（下記ＵＲＬ参照）

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keikaku/ringo-innovation.html 

  ②官民連携による総合的な雪対策研究（PFI・PPP 関係） 

今後、人口減少社会を迎える中で持続可能なまちづくりを推進するため、市街地に

おける融雪を始めとした雪対策に取組み、冬季の快適な生活環境の改善による市民等

のまちなかへの誘導（コンパクトシティの推進）などを図っており、「弘前市経営計画」
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においても雪対策を重点プロジェクトに位置付け各種施策を推し進めています。 

しかしながら、現状の雪対策は多額の費用をかけていながらも市民の満足度は低く、

さらに今後、除雪の担い手不足が懸念されるほか、融雪施設の整備を進めるうえでの

整備費用の捻出などが課題となっています。 

  よって、地方創生に資する効果的な雪対策の実現を図ることを目的に、官民連携に

よる業務の効率化と融雪施設の整備を促進するための資金調達の仕組などについて、

官民連携による総合的雪対策研究会を設置し総合的に研究を進めました。 

  研究報告（下記ＵＲＬ参照） 

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/josetsu/kanminrenkei-kenkyu.html  

  ③弘前版生涯活躍のまち（CCRC）研究 

東京圏に住む高齢者の移住希望の実現、地方へのひとの流れの推進、東京圏の高齢

化問題への対応のため、日本版 CCRC 構想の検討が進められている中で、これと並行

し、日本版 CCRC の導入が本市に与える影響を研究するとともに、東京圏で移住を希

望する高齢者の住まいや仕事などに関する本市の受入体制と、東京圏と本市の相互往

来の関係性の確立について、弘前版 CCRC 研究会を設置し研究を進めました。 

  研究報告（下記ＵＲＬ参照） 

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/ijuu/hirosakiban-CCRC.html 

 

（５）大学・市民研究（大学・市民研究員、行革・連携担当） 

   経営計画の推進に資する研究を公募し、５件選定し研究を進めました。 

  ［研究テーマ］ 

  ①弘前市における少子化指標の要因分析（起田 彩加） 

  ②淡水魚養殖による新産業創造と 20 年後の地域ブランド魚の研究（小野  智憲） 

  ③人材の流動化について考える（森 岩樹） 

  ④企業の健康増進の取り組み（中瀬 正真） 

  ⑤市民の寿命延長に対するがんの早期発見の影響について（寺田 有沙） 

   研究報告（調整中） 

 

 

 

地域経営アンケート調査結果を基に自己評価及び第三者評価を実施し、経営計画の改訂

を行いました。 

 

 

 

  市内経済状況、市の施策に関連する先進事例紹介等 26 件についてレポートしました。 

４ 経営計画の進行管理業務等 

５ マンスリーレポート 
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平成 27 年度 ＨＩＦマンスリーレポート（下記ＵＲＬ参照）

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keikaku/2015-0408-1743-16.html 

月 号数 タイトル 担当 

4 Vol.1 城下町の宿泊者数比較 情報分析担当 

Vol.2 事務処理ミスの傾向分析と対策 行革・連携担当 

5 Vol.3 弘前市の経済動向（平成 27 年 5 月報告） 情報分析担当 

Vol.4 純移動率推計に見える弘前市の人口課題 情報分析担当 

6 Vol.5 弘前市の経済動向（平成 27 年 6 月報告） 情報分析担当 

Vol.6 「弘前短観」から得られる政策ヒント 情報分析担当 

7 Vol.7 弘前市の経済動向（平成 27 年 7 月報告） 情報分析担当 

Vol.8 平成 26 年度弘前市人口動態 情報分析担当 

Vol.9 地元大学卒業生の定着に向けて 人口減少対策担当 

8 Vol.10 弘前市の経済動向（平成 27 年 8 月報告） 情報分析担当 

Vol.11 弘前市への転入を促し、定住していただくために 情報分析担当 

Vol.12 農業従事者の雇用に係る先進事例について 計画マネジメント担当 

9 Vol.13 弘前市の経済動向（平成 27 年 9 月報告） 情報分析担当 

Vol.14 人材不足解消へ動き始めた弘前地域事業所  

～「弘前短観」より～ 
情報分析担当 

Vol.15 就労準備支援事業に係る先進地事例について 計画マネジメント担当 

10 Vol.16 弘前市の経済動向（平成 27 年 10 月報告） 情報分析担当 

Vol.17 地方創生の推進に向けた逆単身赴任に対する支

援について 

～子育て世代の移住の促進と、市外から資金を稼

ぎ市内で循環させる地域活性化の仕組み～ 

計画マネジメント担当 

11 Vol.18 弘前市の経済動向（平成 27 年 11 月報告） 情報分析担当 

Vol.19 現代社会における未婚化の要因とターゲットを

捉えた婚活推進について 
人口減少対策担当 

12 Vol.20 弘前市の経済動向（平成 27 年 12 月報告） 情報分析担当 

Vol.21 原材料価格の高騰に向き合う弘前地域事業所  

～「弘前短観」より～ 
情報分析担当 

1 Vol.22 弘前市の経済動向（平成 28 年 1 月報告） 情報分析担当 

2 Vol.23 弘前市の経済動向（平成 28 年 2 月報告） 情報分析担当 

Vol.24 平成 26 年経済センサス - 基礎調査結果の考察 情報分析担当 

3 Vol.25 弘前市の経済動向（平成 28 年 3 月報告） 情報分析担当 

Vol.26 先行き 「資金繰り悪化」を見込む事業所が増加 

～「弘前短観」より～ 
情報分析担当 
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おわりに 

 

■ 地域経営の戦略推進エンジンとして 

 

ひろさき未来戦略研究センターは、人口減少問題を始めとする様々な政策課題や地域課題

について調査研究を実施し、市役所全体の政策形成能力の向上を図ることを目的として平成

２７年１月に設置した自治体内シンクタンクです。 

研究体制としては、主に人口減少対策、弘前市経営計画のマネジメント業務、情報分析業

務、そして行政改革や広域連携などの業務をそれぞれ担当する職員を政策研究員として配置

するとともに、公募による学生研究員・市民研究員を配置し、実践的なフィールド研究など

を実施することとしました。 

平成２７年度においては、「花」で彩る新たな観光資源開発の研究に着手したほか、人口減

少対策に係るフィールド研究、ビッグデータ・オープンデータ研究、りんご産業イノベーシ

ョン研究などのふるさと創生特別研究、そして公募による大学・市民研究等を実施し、その

結果を研究報告等に取りまとめました。 

また、当センターのスーパーバイザーに就任していただいた、東京都市大学の教授である

涌井史郎氏より、地域経営に関する深い見識に基づく助言や激励をいただきながら、弘前の

風土に根差した新たな魅力の創出に向けて、ひろさき未来戦略研究センターは、その第一歩

を踏み出したところです。 

今後は２０年後のまちのあり方などを展望し、実践的な研究活動を実施しながら、職員の

調査分析力や政策立案能力等を高め、弘前市経営計画の戦略的な推進役を担うことによって、

「子どもたちの笑顔あふれるまち」の実現に向けて邁進してまいります。 

 

                   平成２８年３月 

ひろさき未来戦略研究センター所長 山本 昇 
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平成２７年度 ひろさき未来戦略研究センター研究員名簿 

 

ひろさき未来戦略研究センター所長 山本 昇 

ひろさき未来戦略研究センター副所長 岩崎 隆 

ひろさき未来戦略研究センター総括政策研究員（人口減少対策担当） 秋田 美織 

ひろさき未来戦略研究センター政策研究員（人口減少対策担当） 土岐 博志 

ひろさき未来戦略研究センター政策研究員（人口減少対策担当） 丸岡 基洋 

ひろさき未来戦略研究センター政策研究員（人口減少対策担当） 竹内 瑛子 

ひろさき未来戦略研究センター総括政策研究員（計画マネジメント担当） 澁谷 明伸 

ひろさき未来戦略研究センター政策研究員（計画マネジメント担当） 金川 浩人 

ひろさき未来戦略研究センター政策研究員（計画マネジメント担当） 中一 健司 

ひろさき未来戦略研究センター政策研究員（計画マネジメント担当） 榊 真一 

ひろさき未来戦略研究センター政策研究員（計画マネジメント担当） 清野 優雅 

ひろさき未来戦略研究センター総括政策研究員（情報分析担当） 白戸 麻紀子 

ひろさき未来戦略研究センター政策研究員（情報分析担当） 池田 昌 

ひろさき未来戦略研究センター政策研究員（情報分析担当） 榮田 育子 

ひろさき未来戦略研究センター政策研究員（情報分析担当） 下山 千嘉 

ひろさき未来戦略研究センター政策研究員（情報分析担当） 鈴木 健一朗 

ひろさき未来戦略研究センター主事（情報分析担当） 鈴木 道夫 

ひろさき未来戦略研究センター総括政策研究員（行革・連携担当） 安田 和人 

ひろさき未来戦略研究センター政策研究員（行革・連携担当） 野呂 康司 

ひろさき未来戦略研究センター政策研究員（行革・連携担当） 鈴木 健治 

 

 


