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進捗評価シート （様式１-１）

評価対象年度 平成２７年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）進捗状況　※計画年次との対応

評価軸①-1
組織体制

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　計画の推進について、客観的な評価や意見を受けるため、有識者や市民等で組織した「歴史的風致維持向上計画推進
協議会」を開催した。

　計画策定後は、歴史的風致維持向上計画推進協議会及び歴史的風致維持向上計画推進プロジェクトチーム
を設置し、各事業者（県、市、民間事業者等）と連携しながら適切に計画を進めます。

歴史的風致維持向上計画推進協議会の開催

項目

　引き続き、関係者間での連絡を保ちながら、実効性のある推進体制を維持する必要が
ある。

状況を示す写真や資料等

 
 
 
 
●弘前市歴史的風致維持向上計画推進協議会 
 
  
 １．開催日 平成２８年２月１８日（木） 
 
 ２．議 題 計画進捗評価について 
              計画変更について 

弘前市－1



進捗評価シート （様式１-２）

評価対象年度 平成27年度
現在の状況

■実施済
□実施中
□未着手

計画に記載
している内容

項目

ひろさきビューマップ作製事業

重点区域における良好な景観を形成する施策

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

-

評価軸②-1

　地域資源の歴史的価値を市民一人一人が認識することは、自らのまちに誇りを持つとともに、市民レベルで
の保全活動等にも繋がることから、歴史的風致を醸し出しているまちの資源を再発見できる取り組みを推進しま
す。

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

　平成２６年度実施のひろさきビューポイント展で市民から応募のあったビューポイントを市民や観光客に情報発信し、「趣
のある建物散策ガイドマップ」との組み合わせにより弘前市の景観をＰＲするため、「趣のある風景散策ガイドマップ」を制作
した。

趣のある風景散策ガイドマップ 

【表紙】 【エリア紹介】 

【散策コース】 

【パンフレット活用状況】 

市立図書館等に設置 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成２７年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

項目

弘前城本丸石垣整備事業

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

調査・測量・有識者の指導により計画的に保存修理を実施する必要がある。

評価軸③-1

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

平成１９年度～平成４２年度

国宝重要文化財等保存整備費補助金（文化庁補助事業）

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

　弘前城本丸の石垣の積み直し及び重要文化財弘前城天守の保存修理の実施により、「弘前さくらまつりに見
る歴史的風致」の維持向上を図る。

　平成27年度は、第12回及び第13回の弘前城本丸石垣修理委員会を開催して、石垣修理さらに今年度の発掘調査の方針
と成果について報告し了承を得た。平成27年度は、天守を7月から9月にかけて曳屋工事を実施し、仮天守台まで70ｍの移
動を行った。また、昨年度に引き続き本丸平場の発掘調査を実施した。

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

状況を示す写真や資料等

進捗状況　※計画年次との対応

〔第12回 石垣修理委員会開催状況〕 〔発掘状況〕 

〔天守解体工事状況〕 〔石材調査〕 

[開催日時及び会議内容] 

○弘前城本丸石垣修理委員会 

第12回 平成27年8月26日 新補石材について、平成26年度の発掘調査、石垣修理の工法について 

第13回 平成28年3月29日 平成26年度発掘調査の報告、石垣解体工事実施設計の確認、石材調査の報告 

○弘前城跡本丸石垣発掘調査委員会 

第１回 平成27年8月19日  平成27年度発掘状況の報告 

第２回 平成28年3月15日  平成27年度発掘状況の報告（総括） 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成２７年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-2
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

景観重要建造物保存修理助成事業

平成24年度～

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

　歴史的建造物の多くは老朽化や消失が著しいため、景観法に基づく景観重要建造物に指定し、その保存修
理に係る経費の一部を助成することにより重点区域内の良好な景観形成を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　当事業の計画的な運用と今後の施策検討のため、景観重要建造物１４件のうち民間所有の６件について、所有者に対し
改修予定調査を実施した。また、今後の景観重要建造物への追加指定に向け、指定候補建造物の実測調査や図面作成
等の業務委託を実施した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

　歴史的建造物の特徴、価値を明確にしたうえで景観重要建造物に指定し、その価値を
維持・向上する保存修理を進める。

状況を示す写真や資料等

【改修予定調査実施建造物】 

・石場旅館 

・木村産業研究所 

・旧制弘前高等学校外国人教師館 

・三上ビル 

・翠明荘 

・旧町田家住宅 

【景観重要建造物指定候補位置図】 

カトリック弘前教会 

高砂そば 

弘前公園 

      ：重点区域 

      ：指定候補建造物 

弘前市－4



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成２７年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-3
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

市役所本庁舎保存修理事業

平成27年度～平成29年度

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業、住宅・建築物安全ストック形成事業）

　市役所本庁舎は「弘前さくらまつり」や「弘前ねぷたまつり」の背景として、多くの市民や観光客の目に触れる
施設だが、本館は築後50年以上、新館は築後40年以上と老朽化が著しいため保存修理を実施し、これにより
「弘前さくらまつりに見る歴史的風致」や「弘前ねぷたまつりにみる歴史的風致」の維持向上を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　外壁打放しコンクリート劣化調査を実施した。また、竣工当時の姿を甦らせるべく、洗浄・保護塗装の試験施工を実施し
た。さらに、腰壁の炻器質タイルの打診検査及び新設箇所のためのサンプル採取等を行い、タイルの試験焼きを実施した
ほか、既存内部木製サッシュの調査及び、断熱性向上のためアルミサッシュに変更することによる製作図を作成した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

　近代モダニズム建築の意匠を後世に引き継ぐことを念頭に、国指定登録有形文化財と
しての佇まいを維持しつつ性能向上（耐震・断熱）に向けた改修を施すにあたり、一部意
匠を変更する箇所（１階及び２階妻側開口部に耐力壁を２枚構築）を慎重に改修する必
要がある。

状況を示す写真や資料等

【施工前】 

【施工後】 

本館コンクリート打放し補修試験 

本館炻器質タイルの調査 

試験焼き 打診検査 

【事業位置図】 

弘前市－5



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成２７年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-4
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

鷹揚公園整備事業

平成20年度～平成29年度

社会資本整備総合交付金（都市公園事業）

　当市の中心に位置し、約49haの面積を持つ鷹揚公園（弘前公園）は、国指定の史跡であるとともに、「弘前さく
らまつり」の期間中だけで、約200万人を超える観光客が訪れる都市公園だが、園内施設の老朽化が著しいた
め施設整備を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　今年度は、鷹揚公園（弘前公園）のガイダンス機能や展示機能等を備えた二の丸利活用施設建築予定地の本発掘調
査、及び周辺整備に係る試掘調査、並びに旧図書館跡地整備工事を実施した。

試掘面積：Ａ＝1,064㎡、旧図書館跡地整備工事：Ａ＝2,390㎡

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

-

状況を示す写真や資料等

整 備 年 度 

    Ｈ26年度迄 

    Ｈ27年度以降 

【事業位置図】 【本発掘調査】 

石段整備  
調査・実
施設計１
式 

旧図書館跡地整備 

発掘調査 

【旧図書館跡地整備工事】 

【施工前】 

【施工後】 

弘前市－6



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成２７年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-5
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

市民中央広場整備事業

平成23年度～平成30年度

社会資本整備総合交付金（中心市街地活性化広場公園整備事業）

　市民中央広場では、鷹揚公園（弘前公園）に近接し、「弘前ねぷたまつり」の時期には、ねぷた小屋が設置さ
れる多目的広場で、この広場整備により弘前公園周辺の良好な景観形成を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　拡張用地の地権者に対し今後の移転交渉をスムーズに行うため、移転先選定及びスケジュール等について説明を行っ
た。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

　主要地方道弘前岳鰺ヶ沢線整備事業と重複している補償物件について、県と調整し
進めるにあたり事業期間を延長する必要がある。

状況を示す写真や資料等

弘前公園 

三上ビル 

田中屋 

旧第五十九銀行本店本館 

ねぷた待機・運行コース 

主要地方道弘前岳鰺ヶ沢線整備事業 

補償物件重複箇所 

【事業位置図】 

    Ｈ24年度迄 

    Ｈ28年度以降 

整 備 年 度 

※平成25、26、27年度は関係機関との調整のため整備中断 

弘前市－7



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成２７年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-6
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

伝統的建造物群保存地区地方道改修事業

平成19年度～平成30年度

社会資本整備総合交付金（道路事業）

　鷹揚公園（弘前公園）の北側に位置し、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている仲町地区の無
電柱化及び消流雪溝の整備により、弘前公園と一体となった景観形成を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　仲町地区において鷹揚公園（弘前公園）と一体となった景観形成を図るため、電線共同溝の実施設計と宅内への配線引
込工事及び地上機器の用地取得を実施し、併せて消流雪溝の設置工事を実施した。

電線共同溝建設工事Ｌ＝１９３．６ｍ、消流雪溝設置工事Ｌ＝１８６．３ｍ

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

　地上機器の用地取得に関して所有者との調整に時間を要し、事業期間を延長する必
要がある。

状況を示す写真や資料等

弘前公園 

伝統的建造物群保存地区地方道改修事業 

【事業位置図】 

        Ｈ２６年度迄 

    Ｈ２７年度 

    Ｈ２８年度以降 

整 備 年 度 

電線共同溝配管状況 

消流雪溝整備 

【施工後】 

【施工前】 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成２７年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-7
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

主要地方道弘前岳鰺ヶ沢線整備事業

平成23年度～

防災安全交付金

　本路線は、ねぷた運行のメインルートになっているほか沿道には歴史的建造物が建ち並んでおり、景観を阻
害している電線類を地中化することにより、回遊性及び景観の向上を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　県所管である当事業の整備区域が、市所管の「市民中央広場整備事業」と重複するため、双方で工程調整を進めた。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

　市民中央広場整備事業の拡張部分と重複している補償物件について、市と調整し進
めるにあたり事業期間を延長する必要がある。

状況を示す写真や資料等

弘前公園 

旧第五十九銀行本店本館 田中屋 

三上ビル 

① ② 

【事業位置図】 

事業箇所 

主要地方道弘前岳 
鰺ヶ沢線整備事業 

市民中央広場整備 
事業 

整備済み： 

拡張予定： 

三上ビル 田中屋 

市民中央広場 

旧第五十九銀行 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成２７年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-8
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

追手門広場改修事業

平成25年度～平成30年度

市単独事業

　弘前公園に隣接し、当市の観光・文化の拠点となっている追手門広場の老朽施設等の改修により、弘前公園
周辺の良好な景観形成を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　広場内に立地する市立観光館のリニューアル工事の計画と合わせ整備内容の検討を庁内で図った。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

　市立観光館のリニューアル計画との調整を図るため、大規模な広場改修事業の着手
に遅れが生じているが、施設を適正に管理するため、必要最低限の修繕を施すなど良
好な景観を維持する必要がある。

状況を示す写真や資料等

事業箇所 

事業箇所 

【追手門広場】 

【事業位置

市立観光館 

市立図書館 
旧市立図書館 

弘前公園 

市立観光館 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成27年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

市単独事業

　当市の風情を醸し出している古い建物を「趣のある建物」として指定し、市民や観光客に情報発信することで、
弘前の新たな魅力の発見など歴史的風致の維持向上を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

-

「趣のある建物」を市民や観光客に情報発信するために、散策ガイドマップを制作した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

平成２０年度～

趣きのある建物指定制度

評価軸③-9
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

状況を示す写真や資料等

趣のある建物散策ガイドマップ 

【表紙】 【位置図】 

【モデルコース】 【パンフレット活用状況】 

市立観光館等に設置 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成２７年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

市単独事業

評価軸③-10
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

弘前市民俗芸能保存育成事業

平成１８年度～

　獅子舞や登山ばやしなどの保存団体の育成活動に必要な経費の一部を補助することにより、民俗芸能の保
存継承を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　津軽地方特有の獅子舞の保存伝承に取り組む２団体に対し、後継者育成活動経費（講師謝金、会場借上げ料等）や、芸
能発表会経費（会場借上料、交通費、運搬費等）の一部を補助。保存団体を中心に組織した実行委員会が、「平成27度文
化遺産を活かした地域活性化事業」を活用し、「弘前市民俗芸能発表会」を平成27年7月26日に開催した。保存団体を中心
に、三味線、民謡、獅子舞、登山囃子等の各団体が出演し、１００人の観客が来場した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

　現在の実行委員会内で２回発表会を開催したが、今年度はネットでの配信などを行う
など新たな活動を盛りこんだものの、実際に会場に足を運んだ人は昨年に比して減っ
た。今後は周知方法を検討し、より多くの人に足を運んでもらうことを目指す。

状況を示す写真や資料等

弘前市民俗芸能保存育成実行委員会構成団体 

【弘前市民俗芸能発表会】 平成27年7月26日 岩木文化センターあそべーる  
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成２７年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-11
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

津軽塗技術保存伝承事業

平成２１年度～

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

　津軽塗技術保存会の活動体制が弱く、保存会内での会員のスキルアップが必要であ
る。本年度より、事業ごとに部門（再現、後継者育成、技術研修、展示発表）を設けたこ
とで、会員のスキルアップが見込まれる。

状況を示す写真や資料等

市単独事業

　津軽塗技術の研鑽のための古技法再現に必要な漆などの 材料費及び後継者育成に必要な用具確保や、講
師謝金などの経費の一部を補助することにより、伝統工芸の継承を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

【平成27年度実施内容】
 ・津軽塗技術の研鑽及び後継者育成研修に必要な経費（講師謝礼、原材料費等）の一部を補助。
　実習期間：３年間
　研修生：3名（塗１名、木地2名）　フォローアップ：4名（塗2名、木地2名）
　実施機関：津軽塗技術保存会
【津軽塗の伝承に係るその他の活動】
○津軽塗後継者育成研修事業
　　実習期間：3年間
　　研修生　 ：3名
　　実施機関：津軽塗後継者育成研修事業運営委員会
○津軽塗技術伝承事業成果発表会
　　会期：平成28年3月11日～13日（３日間）
　　会場：青森市民美術館
　　主催：津軽塗技術保存会
○津軽塗フェア
　　会期：平成2７年10月31日～11月3日（4日間）
　　主催：青森県漆器協同組合連合会
　　会場：弘前市立観光館

【木地視察研修】 【成果発表会】 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成２７年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-12
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

集約促進景観・歴史的風致形成推進事業

平成27年度～

集約促進景観・歴史的風致形成推進事業費補助金

津軽歴史文化資料展示施設の整備により、後世への歴史的風致の継承を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

工事予定の場所に予定していなかった地中障害物が確認されたため、工事着手が遅れた。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

工事の円滑な実施に努め、当初の計画通り平成２９年度内の完成を目指す。

状況を示す写真や資料等

管理活用につ

いての区画。

収蔵室の区画。刀剣、漆
工、文書、絵図、絵馬等、
多彩な資料を適正に保存。 

展示室の区画。4代藩主
津軽信政の事績を、収蔵
する資料を中心に展示。
弘前を中心とした津軽地
方の歴史や武家文化の
進展について学習するこ
とができる内容。5つの展
示区画を計画。 

学習や来館者

の交流の場。

ガイダンス映像

高照神社 
（岩木山神社） 

              
          重点区域 
  岩木お山参詣

【事業位置図】 

【事業内容等説明図】 

事業実施個所：弘前市大字高岡字獅子沢128-92 

高照神社所蔵の弘前藩主家津軽氏ゆかりの資料5,100点を

収蔵・展示する高照神社宝物殿の老朽化が著しく、収蔵され

ている重要文化財等の適正な保存と活用のため、弘前市所

【展示室イメージ】 
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 平成２７年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-13
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

歴史的風致の活用と国際観光の振興に関する事業

平成27年度～

□計画どおり進捗している
■計画どおり進捗していない

一部事業で遺構の確認等で28年度実施予定となった。今後とも歴史的風致を活用した
外国人観光客の受入環境整備を進める。

歴史的風致活用国際観光支援事業費補助金

広域観光周遊ルート形成に向けた取組の一環として、国外からの来訪者の受入環境整備を行います。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

【平成27年度実施内容】

①説明板、パンフレット等の多言語化
　【歴史的建造物説明板多言語化事業】
　　遺構の確認に時間を要したため、28年度実施予定。
　【弘前モデルコース紹介PR事業】
　　外国人旅行者向け季節毎のモデルコースを設定し、多言語パンフレットを作成、配布（5言語、各1万部）。
　【弘前公共交通多言語ガイド事業】
　　外国人旅行者向けに公共交通案内マップを多言語化して作成、配布（4言語、各2万部）。

②弘前固有の文化・歴史を理解し、外国人に対する接遇の向上を図るための歴史的風致をガイドする人材の育成
　【ビジット・弘前おもてなし強化支援事業】
　　施設従事者等を対象に、弘前固有の文化・歴史を理解し、おもてなしをするための研修会を開催。
　　開催日　平成28年3月28日
　　会場　　弘前商工会議所
　　参加者数　50名（宿泊施設関係　16名、タクシー等二次交通関係18名、飲食店関係　17名）

③旅行者の歴史的風致の維持への理解と満足度の向上を図るための弘前ならではの季節毎の歴史的風致を体験できる
プログラム開発
　【弘前公園ARアプリ制作事業】
　　AR機能を使い、歴史的風致をスマートフォンやタブレットに再現するアプリを制作（5言語）
　【多言語スマートツーリズム事業】
　　弘前城の歴史や特徴、曳屋の様子などをウェアラブル端末を使って外国人に案内できるプログラムの開発（5言語）
　【衣装着付体験プログラム事業】
　　弘前公園で藩政時代の衣装の着付け体験を提供。
　　実施期間　平成28年2月1日～3月31日
　　体験者数  延べ1,684名（うち外国人：386名）
　【桜剪定プログラム開発事業】
　　弘前公園を訪れる外国人観光客を対象に「弘前方式」と言われる桜の剪定や津軽地方の冬の遊びなどを体験してもらう
プログラムの開発。
　　事業期間　平成28年1月26日～2月29日
　　体験者数  延べ1,607名（うち外国人：181名）

④旅行者のニーズに応じた利便性・回遊性の向上を図るための休憩所等の利便施設整備
　【外国人周遊ルート休憩所整備事業】
　　歴史的風致形成建造物である旧藤田家別邸倉庫（考古館）を外国人観光客が回遊する際に歴史的風致の工芸品等に
気軽に触れることができるスペースを兼ね備えた休憩所として整備
　　H27年度は施設改修プラン作成
　【インバウンド対応型トイレ整備事業】
　　禅林街及び岩木山神社にある公衆トイレの洋式化
　　地下埋没物の確認等に時間を要したため、平成28年度実施予定。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
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状況を示す写真や資料等

【弘前公共交通多言語ガイド事業】 

公共交通案内マップ 

※写真は中国語（繁体字） 

【外国人周遊ルート休憩所整備事業】 
考古館改修後イメージ 

【弘前モデルコース紹介PR事業】 
多言語パンフレット(5言語・各2万

【ビジット・弘前おもてなし強化支援事業】 

平成28年3月28日 参加者50名 

会場 弘前商工会議所 

【衣装着付け体験プログラム事業】 

事業期間 平成28年2月1日～3月31日 

体験者数  延べ1,684名（うち外国人：386名） 

【桜剪定プログラム開発事業】 

事業期間 平成28年1月26日～2月29日 

体験者数  延べ1,607名（うち外国人：181名） 

【歴史的建造物説明板多言語化事業】 
実施予定箇所 / 説明板（現状） 
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 平成２７年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

文化財の保存、文化財の修理・整備

　弘前にのこる歴史的なまちなみ、伝統工芸や民俗芸能を保存するため、所有者や保存団体との連携を深め
て、保存修理や伝承活動への助成を適正に実施する。

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

文化財の本質的価値を守るため、適正な資金計画が必要である。

○文化財の保存
　①弘前市指定文化財：2件【紙漉沢獅子舞、津軽塗】
　②埋蔵文化財　：　詳細分布調査を1地区で実施。
　③民俗芸能団体への後継者育成事業への補助（２団体）。伝統工芸（津軽塗）後継者育成への補助。

○文化財の修理・整備
　①弘前城跡整備
　　1)津軽氏城跡保存修理事業
　　　・弘前城本丸石垣整備事業（Ｈ19～42年度）
　　　H27年度は、本丸平場の発掘調査（350㎡）、天守曳屋工事を実施。
　　2)鷹揚公園[史跡津軽氏城跡]整備事業（H20～29年度）
　　　H27年度は二の丸利活用施設の建設予定箇所で発掘調査を実施した。
      平成27年8月26日に第４回弘前城整備指導委員会を開催し、二の丸整備に向けて馬場跡復元案等の検討を行った。
 ②旧弘前偕行社保存修理事業
　　事業期間：H24～29年度
　　H27年度は解体工事を実施し、現状変更許可承認を得て、実施設計を作成した。
 ③岩木山神社本殿保存修理事業
　　事業期間：H27～28年度
　　腐朽した縁及び退色著しい彩色の塗直し工事に着手した。
 ④革秀寺保存修理事業
　　事業期間：H27～29年度
　　本堂の屋根葺き替え、津軽為信霊屋の彩色塗直し及び屋根葺き替えに着手した。
 ⑤東照宮本殿公開活用整備事業
　　事業期間：H27年度
　　東照宮本殿の公開活用のため、あずまやや説明板の設置等、周辺を整備した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

状況を示す写真や資料等

２．文化財の修理・整備 
 
 ①弘前城跡整備天守曳屋工事 

<内容＞ 
 石垣修理のため、修理箇所の上部に建つ重要文化財弘前城天
守を、約７０ｍ西側の仮天守台まで曳屋した。９月２３日から２７日
まで、曳屋ウィークとして、一般の人々の曳屋体験イベントを開催
した。 
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状況を示す写真や資料等

 ②旧弘前偕行社保存修理事業 

解体工事の様子 

 軸部のみを残して、解体を実施。床組を解体し、煉

瓦の布積の状況と、礎石の状況を確認した。 

【着工前】 

 附指定の門柱を解体。耐震性が不明のため、 

継手目地部分のダボ・心棒等の確認のため、 

燈台と笠石を取り外して状況を確認した。 

【着工後】 

浜縁が腐朽。表面塗装は剥落して風化していた。 

③岩木山神社本殿保存修理事業 

※施行中のため最終版提出時添付 

 表面塗装の掻き落としを実施し、浜縁の腐朽部を 

取り替えた上で、再塗装のため、干割れ部の刻芋 

飼い作業を実施。 

④重要文化財革秀寺保存修理事業 

 革秀寺本堂の箱棟が変形し、茅葺面には 

全体的に若干のヤセや乱れが生じている。 

内部の小屋組には雨染が確認された。 

 津軽為信霊屋は、塗装の変色、退色、剥落が 

著しく、下地が露見している箇所もある。こけら 

葺は平葺板の損耗や葺地の乱れが見られる。 

※施行中のため最終版提出時添付 
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象
年度

平成２７年度

現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

評価軸④-2
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

　
保存・活用を行うための施設の設置、文化財の周辺環境の保全、文化財の防災

　重点区域にある高照神社宝物殿に収蔵されている重要文化財工芸品を中心とした保存・活用施設を建設し、
弘前城跡ではガイダンス機能を持った二の丸利活用施設を設置する。また、仲町伝統的建造物群保存地区内
で、電線類の地中化を進める。さらに、重要文化財（建造物）の防災設備の更新を順次進めていく。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

○保存活用を行うための施設の設置
　①仮称「津軽歴史文化資料館」建設について、伐採工事及び造成工事を完了。建築・機械設備・電気の各工事で着工し
た。
　
○文化財の周辺環境の保全
　①伝統的建造物群保存地区地方道改修事業：仲町地区の電線類地中化、消流雪溝整備工事
　平成2７年度は、昨年度に引き続き地区東側について無電柱化引込管施工委託、電線共同溝建設工事、消流雪溝設置
工事を実施。

○文化財の防災
　①文化財防火デーに合せて重要文化財旧弘前藩諸士住宅（旧笹森家住宅）及び岩木山神社において防災訓練を実施。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

‐

状況を示す写真や資料等

３．文化財の保存・活用を行うための施設の設置 
①津軽歴史文化資料展示施設建設工事 

【展示室パース】 【施設立面図】 

【造成工事完成】 【伐採工事完成】 
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状況を示す写真や資料等

５．文化財の防災 

①文化財防火デーに合わせて1月26日に、重要文化財旧弘前藩諸士住宅及び岩木山神社において防災訓練を 

  実施。 

【旧弘前藩諸士住宅】 【岩木山神社】 
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象
年度

平成２７年度

現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

評価軸④-3
文化財の保存又は活用に関する事項

　⑩「まちなかクラフト村」開催。
　ねぷたまつり期間（７月３１日～８月６日）、菊と紅葉まつりからクリスマス期間（１０月１６日～１２月２５日）、
　雪灯篭まつり期間（２月１１日～１４日）実施で、来場者：2,304人
　⑪その他学習支援及び一般説明等
　小中学校の学習支援としての文化財の公開活用及び一般市民等への説明等を実施。実施回数16回　参加人数：453人

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

　文化財保護の裾野をひろげるためにも小中学校との連携は今後も継続して実施して
いく必要がある。

状況を示す写真や資料等

項目

　
保存・活用の普及と啓発

　文化財建造物の一般公開と修理現場の公開を行う。また、民俗芸能等の記録保存を行うと共に、公開・情報
発信できる場を設けるように支援する。さらに、史跡等で発掘現場を公開し、その成果を積極的に発信する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

○保存・活用の普及と啓発
　①「体験発掘」開催。
　市内の小学生を対象に、発掘体験を学校教育の支援として実施。
　6月5日実施。参加人数：21人
　②「ちびっこ縄文講座」開催。
　市内の小学生を対象に、土器づくり体験や史跡大森勝山遺跡でのクイズラリーを実施。
　7月25日、8月16日に実施。参加人数：15人
　③「大森勝山遺跡じょうもん祭り」開催。
　埋蔵文化財担当職員による解説付の史跡探検、史跡全貌を眺望できる仮設展望台の設置、野菜焼体験などを実施。
　8月9日に実施。参加人数：300人
　④「ひろさき歴史体感ツアー」開催。
　弘前城跡の石垣の石材産地（石切丁場）と本丸石垣及び堀越城跡と関連城跡の大浦城跡をめぐるツアーを実施。
　8月22日、23日の２日間実施で、参加人数：延べ80人
　⑤「天守曳屋工事現場見学会」開催。
　弘前城跡本丸石垣修理の一環で実施の天守曳屋工事を市内の市立小学校６年生すべてに公開。
　9月7日から10月６日までの実施で、参加学校数：36校　参加児童数：1,406人
　⑥「堀越城跡現地見学会」開催。
　整備の進む堀越城跡の状況を市民に公開。
　10月3日に実施。参加人数：115人
　⑦重要文化財旧弘前偕行社保存修理現場特別公開
　保存修理実施中の旧弘前偕行社の修理現場を特別公開。見学人数を定めて3回実施。
　11月3日の実施で、参加人数：43人
　⑧「第１３回全国城跡等石垣調査研究会」開催。
　全国の城郭等の石垣に関る研究者、行政の担当者、一般市民などが参加して行う研究会。文化庁と弘前市の共催。
　平成27年11月5日～7日の実施で参加人数：200人
　⑨「堀越城跡シンポジウム」開催。
　堀越城跡の縄張り、発掘調査、文献調査、建築史のそれぞれの観点から報告するシンポジウムを開催。
　平成27年11月15日の実施で、参加人数185人

進捗状況　※計画年次との対応

６．保存活用の普及と啓発 

 

①「体験発掘」開催  

  平成27年6月5日  参加人数 21人  

②「ちびっこ縄文講座」 
  
  平成27年7月25日・8月16日  参加人数 20人  
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状況を示す写真や資料等

③「大森勝山遺跡じょうもん祭り」 

  平成27年8月9日  参加人数 300人 

⑤「天守曳屋工事現場見学会」   

平成27年9月７日～10月6日 参加児童数 1,406

⑥「堀越城跡現地見学会」 

平成27年10月3日 参加人数 115人 

⑦「重要文化財旧弘前偕行社保存修理現場特別公開」 

平成27年11月3日  参加人数 43人 

⑧「第１３回全国城跡等石垣調査研究会」 

平成27年11月5日～7日  参加人数 200

⑨「堀越城跡シンポジウム」 
平成27年11月15日  参加人数 185

④「ひろさき歴史体感ツアー」 

平成27年8月22日、23日  参加人数 80人 

⑩「まちなかクラフト村」 
   平成27年7月31日～8月6日ほか  参加人数 2,304

弘前市－22



進捗評価シート （様式１-５）

評価対象年度 平成27年度

H27.11.8

掲載紙等

ここにしかないスタバ H27.4.22

陸奥新報

効果・影響等に関する報道

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

陸奥新報

H27.11.13 東奥日報

H27.10.21

報道等タイトル

大正ロマンの雰囲気を満喫

年月日

評価軸⑤-1

状況を示す写真や資料等

手作りのお城ぐいっ 曳屋を再現

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

　今後とも、計画の着実な推進により、実施事業等を報道機関に取り上げられる機会を
増やす。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

　スターバックスコーヒーの旧第八師団長官舎へのオープンや大正ロマンの雰囲気を感じられるイベントの藤田記念庭園で
の開催など、歴史的風致の活用が新聞で取り上げられた。また、弘前城本丸石垣整備事業に関しては新聞記事の掲載が
291件【H28.3.末】あり、歴史的建造物の活用や弘前城天守曳屋を中心に、歴史的風致の維持向上の取り組みが市民等に
周知された効果は高い。

東奥日報

弘前城天守曳屋ウィーク 広告効果は25億円

(1)東奥日報 平成27年11月13日掲載  (2) 陸奥新報 平成27年11月8日掲載 

（２）、（３）陸奥新報社提供 

この画像は、当該ページに限って陸奥新報の記事利用を許諾したものです。 

転載ならびにこのページのリンクは固くお断りします。 

（１）東奥日報社提供 

この画像は、当該ページに限って東奥日報社が利用を許諾したものです。 

 (3) 陸奥新報 平成27年10月21日掲載 
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進捗評価シート （様式１-６）

評価対象年度 平成27年度

計画に記載
している内容

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

その他（効果等）

項目

評価軸⑥-1

　地域資源の歴史的価値を市民一人一人が認識することは、自らのまちに誇りを持つとともに、市民レベルで
の保全活動等にも繋がることから、歴史的風致を醸し出しているまちの資源を再発見できる取り組みを推進しま
す。

　より良い未来の景観づくりについて親子で考える機会となった。将来につながる継続
的な景観保全のために、弘前市の景観を担う人材の育成や各世代に向けた景観教育
の推進など、学校教育と連携して取り組んでいく必要がある。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付

　平成元年からほぼ毎年実施している弘前市景観フォーラムにおいて、今年度は「親子で考えるひろさきの景観と未来」を
テーマに、景観クイズやカレンダー作りを通して、景観保護の大切さやより良い未来の景観づくりの為にできることを市民と
共に考えた。（平成２７年１０月３１日開催、参加者約６０人）

弘前市景観フォーラムの開催

状況を示す写真や資料等

□計画の進捗に影響あり
■計画の進捗に影響なし

景観フォーラム 景観クイズ「みんなでジャッジ！景観のいいね！」 

ワークショップ「こんなカレンダーあったらいいな！」 
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総括評価シート【方針の達成状況等】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式２-１）

評価対象年度 平成25 年度～ 平成27 年度
計画に記載している方針

計画に記載している課題

対応する進捗評価項目とそ
の推移

歴史的な建造物やまち並みの保存と活用の推進
・法令に基づき、文化財等の適切な保存と活用を図る。
・その他歴史的価値の高い建造物は、文化財等への指定の可能性を検
討する。
・歴史的、文化的価値が高く、当市の歴史的風致を形成していながら、老
朽化が進んでいる建造物は、歴史的風致形成建造物への指定など、保
存と活用を図る。

所有者の高齢化・後継者不足等によって、近年、歴史的建造物の老朽
化や消失が進んでいる。

②景観重要建造物の指定（平成25年度）
　平成26年2月、地域のシンボルとなる景観資源を保全するため、8件の
景観重要建造物の指定を行った。
③弘前城本丸石垣整備事業（平成25～27年度）
　石垣修理委員会の指導を受け、石垣修理の基本設計の方向性や工法
の検討等を行い、天守曳屋にかかる工事に着手して仮天守台まで70m
移動した。
③旧第八師団長官舎保存修理事業（平成25年度）
　庭園の移設整備工事が完了した。
③旧藤田家別邸保存修理事業（平成26年度）
　洋館の屋根瓦(244枚)、暖房設備、及び考古館の鉄扉（新規製作6箇
所、修理調整5箇所)の改修が完了した。
③市役所本庁舎保存修理事業（平成27年度）
　外壁打ちっぱなしコンクリート劣化調査や洗浄・保護塗装の試験施工、
腰壁の炻器質タイルの試験焼き、既存内部の木製サッシュをアルミサッ
シュに変更することによる製作図の作成などを行った。
③鷹揚公園整備事業（平成25～27年度）
　鷹揚公園のガイダンス機能や展示機能等を備えた二の丸利活用施設
の基本設計（平成26年度）や建築予定地の本発掘調査（平成26～27年
度）のほか周辺設備に係る試掘調査（平成27年度）、また、旧図書館跡
地の整備工事（平成27年度）を実施した。
（平成25年度は基本設計についての協議、意見集約）

④文化財の保存（平成26～27年度）
　絹本著色阿弥陀如来像（平成26年度）、両大師縁起絵巻附箱（平成26
年度）、紙漉沢獅子舞（平成27年度）、津軽塗（平成27年度）の４件を市
指定文化財へと指定を進めた。
④文化財の修理・整備
・（平成25年度）東照宮本殿の保存修理及び公開活用整備が完了した。
・（平成25年度）津軽家霊屋明鏡臺玉垣の保存修理が完了した。
・（平成25～26年度）岩木山神社社務所の保存修理が完了した。
④保存活用を行うための施設の設置（平成27年度）
　仮称「津軽歴史文化資料館」建設について、伐採工事及び造成工事を
完了し、建築・機械設備・電気の各工事で着工した。
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対応する進捗評価項目とそ
の推移

方針の達成状況・課題の改
善状況に関する評価内容
（可能な限り定量的な評価を
交えて自由記述）

達成状況の評価、要改善事
項

計画見直しの必要性

④文化財の周辺環境の保全（平成25～27年度）
　無電柱化引込管施工委託、電線共同溝建設工事、消流雪溝設置工事
を行った。
　電線共同溝建設工事　(全体延長　L=1,610m)
　(平成25年度) 376m　　　 （　L=   834m　　※進捗率51.8% ）
　(平成26年度) 340.6m　 　（　L= 1,210m　  ※進捗率75.2% ）
　(平成27年度) 193.6m　   （　L= 1,403m　  ※進捗率87.1% )
　消流雪溝設置工事 　(全体延長　L=1,620m)
　(平成25年度） 548.4m    ( L=   565m　  ※進捗率34.9% )
　(平成26年度） 242.1m    ( L= 1,113m　  ※進捗率68.7% )
　(平成27年度） 186.3m    ( L= 1,299.3m　※進捗率80.2% )
④文化財の防災（平成25～27年度）
　文化財防火デーに重要文化財建造物を対象に、防災訓練を実施した。
石場家住宅の消防施設の更新を完了し（平成25年度）、重要文化財建
造物３棟について消防設備を設置した(平成25年度1棟、平成26年度2
棟）。

　大正時代の洋風建築で登録有形文化財である旧第八師団長官舎の
庭園の移設整備工事を実施し、まち並みの保存を図っている。
　また、旧藤田家別邸、弘前市庁舎を歴史的風致形成建造物に指定し
たことに加え、弘前市民会館をはじめとする８件を景観計画に基づく景
観重要建造物に指定することで、老朽化が進んでいる文化的・歴史的価
値の高い建造物の保存・活用を図っている。

■計画の見直しが不要
□計画の見直しが必要
(見直しの理由・方針）

■想定通り効果が発現している
□今後発現が予想される
□要対策検討
□現段階では判断できない

（要改善事項）

弘前市-26



総括評価シート【方針の達成状況等】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式２-１）

評価対象年度 平成25 年度～ 平成27 年度
計画に記載している方針

計画に記載している課題

対応する進捗評価項目とそ
の推移

方針の達成状況・課題の改
善状況に関する評価内容
（可能な限り定量的な評価を
交えて自由記述）

達成状況の評価、要改善事
項

計画見直しの必要性

地域に根付いた伝統的な人々の活動への支援
・祭礼や年中行事などに対しての支援策を検討する。
・伝統工芸については、後継者育成に努めるほか、販路の拡大やその
技術を活かした商品の開発などを促す環境整備に努める。
・その他伝統工芸等については、継承措置を講じるほか、記録保存に努
める。
・伝統産業は、消費者ニーズの多様化に伴う生産額の低下や職人の高
齢化・少子化により、継承のための措置が求められている。
・伝統行事・伝統芸能は、少子高齢化や核家族化の進展に伴い次世代
の担い手不足が深刻な問題となっている。

③弘前市民俗芸能保存育成事業（平成25～27年度）
　民俗芸能団体７団体の育成活動費への補助を行い、また、弘前市民
俗芸能保存育成実行委員会を組織して弘前市民俗芸能発表会を開催し
た。
　（平成26年度）弘前市民俗芸能保存育成実行委員会の組織
　（平成26～27年度）弘前市民俗芸能発表会
③津軽塗技術保存伝承事業（平成25～27年度）
　津軽塗技術保存伝承活動への補助を行った。

　民俗芸能団体の育成活動、津軽塗技術保存伝承活動への補助を行っ
た。

【定量的指標】
　民俗芸能については、保存伝承に取り組む団体に対し、育成活動費
の一部の補助を行うことで、民俗芸能発表会などの自主開催及び参加
などを毎年実施できている。
　津軽塗については、後継者育成及び技術研鑽のための事業費の一部
を補助しているもので、保存団体は、技術の掘り起し及び技術の研鑽の
ために江戸時代から明治初期の塗の手板の技法再現について下記の
とおり実施できた。
（手板）　５１４枚　５２８種類　 （再現済） ２２０技法　　（25～27年度） １３
技法

■想定通り効果が発現している
□今後発現が予想される
□要対策検討
□現段階では判断できない

（要改善事項）

■計画の見直しが不要
□計画の見直しが必要
(見直しの理由・方針）
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総括評価シート【方針の達成状況等】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式２-１）

評価対象年度 平成25 年度～ 平成27 年度
計画に記載している方針

計画に記載している課題

対応する進捗評価項目とそ
の推移

②景観重要建造物の指定（平成25年度）
　平成26年2月、地域のシンボルとなる景観資源を保全するため、8件の
景観重要建造物の指定を行った。
③新寺構土塁整備事業（平成25年度）
　発掘調査成果を踏まえて土居の形状を復して整備し、完了した。
③市民中央広場整備事業（平成25～27年度）
　整備区域が県事業である「主要地方道弘前岳鰺ヶ沢線整備事業」と重
複することから県との工程調整、及び拡張用地の地権者に対し、今後の
移転交渉をスムーズに行うため移転先選定やスケジュール等について
の説明を行った。
③伝統的建造物群保存地区地方道改修事業（平成25～27年度）
　電線共同溝の宅内への配線引込工事及び地上機器の用地取得、ま
た、消流雪溝の設置工事を実施した。
　電線共同溝建設工事　(全体延長　L=1,610m)
　(平成25年度) 376m　　　 （　L=   834m　　※進捗率51.8% ）
　(平成26年度) 340.6m　 　（　L= 1,210m　  ※進捗率75.2% ）
　(平成27年度) 193.6m　   （　L= 1,403m　  ※進捗率87.1% )
　消流雪溝設置工事 　(全体延長　L=1,620m)
　(平成25年度） 548.4m    ( L=   565m　  ※進捗率34.9% )
　(平成26年度） 242.1m    ( L= 1,113m　  ※進捗率68.7% )
　(平成27年度） 186.3m    ( L= 1,299.3m　※進捗率80.2% )
③主要地方道弘前岳鰺ヶ沢線整備事業（平成25～27年度）
　用地補償及び営業調査、また、一部整備部分について実施設計を行っ
たほか、整備区域が市事業である「市民中央広場整備事業」と重複する
ことから市との工程調整を含めた。
③追手門広場改修事業（平成25～27年度）
　広場内に立地する市立観光館のリニューアル工事の計画と合わせ、整
備内容の検討を庁内で行った。
③岩木地区案内板改修事業（平成26年度）
　岩木山神社の案内板１基、高照神社の案内板２基の改修が完了した。

歴史的風致を活用するための周辺環境整備の推進
・歴史性に十分配慮した街路整備や、電柱類地中化及び案内板の設備
等の施設整備を実施する。
・歴史的資源を繋ぐ歩行者ネットワークの形成に努める。
・歴史的景観の阻害要因となる建築物や広告物等に対して適切な規制
誘導等を行う。
・電線類や屋外広告物、景観の悪化を招く建築物等により、歴史的景観
を阻害している。
・古くから残されている狭幅員の道路により城下町の回遊性が損なわれ
ている。
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方針の達成状況・課題の改
善状況に関する評価内容
（可能な限り定量的な評価を
交えて自由記述）

達成状況の評価、要改善事
項

計画見直しの必要性

　平成25年度には、緑地となっていた史跡弘前城跡新寺構の土塁の整
備を実施し、五重塔の景観保全のほか歩行者空間の確保による歴史的
資源のネットワーク化を図っている。平成26年度には、岩木山神社及び
高照神社の案内板の改修を実施し、案内の充実が図られている。
　さらに、評価年度を通して、景観を阻害している電線地中化のため、電
線共同溝の宅内への配線引込工事及び地上機器の用地取得を行っ
た。

■想定通り効果が発現している
□今後発現が予想される
□要対策検討
□現段階では判断できない

（要改善事項）
　地上機器設置のための用地取得難航により「伝統的建造物群保存地
区地方道改修事業」が、補償物件の重複による工程調整により、「市民
中央広場改修事業」及び「主要地方道弘前岳鯵ケ沢線整備事業」が、そ
れぞれ遅延している。

□計画の見直しが不要
■計画の見直しが必要
(見直しの理由・方針）
　地上機器設置のための用地取得難航により「伝統的建造物群保存地
区地方道改修事業」が、補償物件の重複による工程調整により、「市民
中央広場改修事業」及び「主要地方道弘前岳鯵ケ沢線整備事業」が、そ
れぞれ遅延しているため、計画を見直す必要がある。
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総括評価シート【方針の達成状況等】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式２-１）

評価対象年度 平成25 年度～ 平成27 年度
計画に記載している方針

計画に記載している課題

対応する進捗評価項目とそ
の推移

方針の達成状況・課題の改
善状況に関する評価内容
（可能な限り定量的な評価を
交えて自由記述）

達成状況の評価、要改善事
項

計画見直しの必要性

歴史的風致の魅力を再発見できる取り組みの推進
・歴史的・文化的に価値の高い地域資源を把握することで、その歴史的
価値を市民一人ひとりに再認識してもらう。

　所有者の高齢化・後継者不足等によって、近年、歴史的建造物の老朽
化や消失が進んでいる。

■計画の見直しが不要
□計画の見直しが必要
(見直しの理由・方針）

②ひろさきビューマップ作製事業（平成26年度）
　市内のビューポイントの写真・イラストの募集や展示会、散策ガイドマッ
プ制作業務委託を実施した。
③趣のある建物指定制度（平成25～27年度）
　散策ガイドマップ制作業務委託を実施した。
⑤歴史的風致形成建造物関連（平成27年度）
　歴史的風致形成建造物である旧第八師団長官舎及び旧藤田家別邸
の有効活用に関する記事が新聞に取り上げられた。
⑤弘前城本丸石垣整備事業関連(平成26～27年度）
　弘前城本丸石垣整備事業に関連して、ふるさと納税一口城主制度や
弘前城天守曳屋ウィークについて新聞に取り上げられた。

　旧第八師団長官舎や旧藤田家別邸の有効活用に関する記事のほ
か、弘前城本丸石垣整備事業に関連して、一口城主や曳屋ウィークに
関する記事が掲載されたことで、歴史的価値の再認識が促された。
　
【定量的指標】
・弘前城天守曳屋ウィーク有料区域入場者数：30,558人
・天守曳屋体験者数：3,901人
・一口城主寄附数：　  689人（H28.3.31時点）

■想定通り効果が発現している
□今後発現が予想される
□要対策検討
□現段階では判断できない

（要改善事項）
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（様式３-１）

平成25 年度～ 平成27 年度
・歴史的風致維持向上施設の整備・管理

　・有識者コメント
　「弘前さくらまつり」をはじめとする弘前市の観光において、弘前城の天守をめぐる景観は重要な位
置を占めてきた。このたびの石垣修理解体に伴う工事にあたって、城跡空間の中核とも言うべき天
守の移動は、本市の観光事業において死活問題ととらえる向きもあったが、そのマイナス面を、工事
の見える化、曳屋事業への市民や観光客の積極的参加という方策を講じて、観光客の大幅な入り
込みを達成し、約25億円の経済効果をあげたという。これは葛西憲之市長の陣頭指揮の下、市職員
や市民、関係団体が大きな貢献をした成果と言えよう。経済的な沈滞著しい北東北地方にあって、
一連の事業は大きな反響を呼び、全国的にもマスコミによって大々的に取り上げられ、経済面は言う
に及ばず、弘前市を改めて全国へ広く知らしめたPR効果は、計り知れないものと考える。
　改修工事に伴うマイナス面をプラスに転換した、このような成功体験を観光振興に今後どのように
生かしていくのかが課題であろう。

（今後の対応方針）
　弘前城本丸の石垣を整備するにあたっては、引き続き市民や観光客への現場公開を検討していき
たい。また、当市の歴史的風致をより高めるための新たな手法や今後の観光振興の展開について、
創意工夫しながら当市の魅力発信に努めていきたい。

　・外部有識者名（役職･肩書き等）：長谷川　成一（弘前大学名誉教授）
　・外部評価実施日：平成28年1月5日

総括評価シート【代表的な事業の質の評価】

評価対象年度

代表的な取り組み①：弘前城本丸石垣整備事業

（取り組み概要）
　史跡津軽氏城跡弘前城本丸東側及び重要文化財弘前城天守の天守台下石垣について崩落の危
険性が高いと推定されたことから、平成19年度から調査・測量を開始している。弘前城本丸石垣修
理委員会の指導を受けながら、石垣の保存修理について着手している。
　平成25年度は、平成24年度実施の発掘調査等の成果を踏まえ、修理範囲の追加、石垣修理基本
設計の方向性を検討した。また、天守曳屋のための実施設計を策定し、弘前城本丸石垣修理委員
会で了承を得た。平成26年度は、石材調査結果や石垣修理工法の検討等を踏まえて基本設計を策
定し、弘前城本丸石垣修理委員会において承認された。また、石垣修理のために内濠の埋め立て
工事に着手し、天守曳屋のための一部解体工事を実施した。平成27年度は、本丸平場の発掘調査
のほか、7月から9月にかけては「魅せる工事」として曳屋工事を実施し、仮天守台まで70mの移動を
行った。

（自己評価）
　弘前城跡は、弘前城天守のほか櫓や門といった国指定重要文化財建造物が現存し、また、「弘前
さくらまつりにみる歴史的風致」と「弘前ねぷたまつりにみる歴史的風致」の舞台背景であることか
ら、地域の成り立ちに関わる重要な歴史的価値を有した当市を代表する史跡である。
　内濠観覧や天守地切式など「魅せる工事」として現場公開を積極的に実施し、中でも天守曳屋
ウィークは曳屋体験者数が約3,900人と賑わったことから、当事業に対して市民や観光客から協力を
得ることができた。また、弘前さくらまつりの新たな施策展開について、当市と同じく城跡でさくらまつ
りを開催している福岡市と双方のイベント等について意見交換を行い、歴史的風致の向上に寄与す
る新たな手法の検討を進めた。
　当事業の実施は、歴史的風致を維持していくために必要な歴史的資源の適切な維持管理が図ら
れ、また、「弘前さくらまつり」の主役として新たな価値が生まれることで来園者の増加が期待でき、
歴史的風致の向上に寄与すると考えられる。

（外部評価）

下乗橋からの光景 

   【曳屋前】 

下乗橋からの光景 

   【曳屋後】 

弘前市－31



（様式３-１）

平成25 年度～ 平成27 年度
・歴史的風致維持向上施設の整備・管理

（今後の対応方針）
　仲町伝統的建造物群保存地区の地方道改修にあたっては、当時の城下町景観を体験できる空間
として、より一層のＰＲに努めていきたい。
　また、当地区がさらに充実した体験空間となるように、冬季期間を含む通年での施設公開など新た
な展開について検討していきたい。

　・外部有識者名（役職･肩書き等）：長谷川　成一（弘前大学名誉教授）
　・外部評価実施日：平成28年1月5日
　・有識者コメント
　津軽氏城跡弘前城跡に隣接する仲町伝統的建造物群保存地区は、城下町景観を形成する重要
な地区であり、毎年多くの観光客が訪れる貴重な都市空間でもある。このたびの電線や電柱の撤去
を中心とした整備事業は、車両や歩行者の通行に支障きたす要因を除去するだけでなく、地区景観
を江戸時代の原風景に近づける機能も果たしているもの考えられる。したがって、同地区への来訪
者にとって約200年前の城下町景観を実感できることにもなり、多彩な歴史的知見を得る機会となる
ことが期待される。その面でも、当市の観光事業の今後の発展に寄与し、「楽しみ学ぶ」観光への質
的転換がなされる契機となるのではなかろうか。加えて、厳しい気候にさらされる冬期間の施設公開
等の課題にも、一層の取組が必要であろう。

総括評価シート【代表的な事業の質の評価】

評価対象年度

代表的な取り組み①：伝統的建造物群保存地区地方道改修事業

（取り組み概要）
　仲町伝統的建造物群保存地区は、「さくらまつり」が開催され国
指定の史跡である弘前公園の北側に位置し、藩政時代の城下町
の趣を醸し出している。
　当地区内の市道は幅員が狭隘で電柱が輻輳し、車両や歩行者
の通行に支障をきたしているほか、道路上空を架線している多数
の電線が景観に多大な影響を与えており、これらの解消を図るた
め、平成19年度より新規事業として着手している。
　平成25～27年度の３ヶ年では、電線共同溝の実施設計と宅内
への配線引込工事、地上機器の用地取得を実施し、併せて消流
雪溝の設置工事を実施した。

（自己評価）
　「弘前城下町地区」の一角である仲町伝統的建造物群保存地区は、点在する門や板塀、サワラの
生垣など江戸時代の武家屋敷街の景観を今に伝える地区である。平成27年度には、当地区内に現
存する武家住宅のうち、旧笹森家住宅が国重要文化財に指定され、市民の関心がさらに高まること
が期待される。
　同整備は、冬季期間の安全な歩行者空間の確保による住民生活の利便性・快適性の向上が見込
まれるほか、電線や電柱の撤去による当地区内の良好な景観形成が歴史的風致の維持及び向上
に寄与すると考えられる。
　しかし、地上機器の用地取得に関して所有者との調整に時間を要することから、事業期間を延長
する必要がある。

（外部評価）

H24迄 

H25 

H26 

H27 

整備完了年度 

弘前公園 

伝統的建造物群保存地区地方道改修事業 【改修状況】 
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平成２７年度
・法定協議会等におけるコメント

会議等の開催日時：平成２８年２月１８日

（今後の対応方針）
①伝統的建造物群保存地区地方道改修事業ついて
　当事業の実施背景等を鑑みながら、駐輪場の設置については地区の性格上、慎重に検討す
る。また、武家住宅の案内説明の充実についても指定管理者へ働きかけて的確な対応を進め
る。
②追手門広場改修事業について
　広場の適正な管理に向け、追手門広場の管理部局と情報共有しながら市の対応方針について
検討を進める。

（コメントの概要）
■議事の内容
　・計画の進捗評価について
　・計画の変更案について

■計画の進捗評価についてのコメント
①伝統的建造物群保存地区地方道改修事業について
　駐輪場の設置を検討して頂きたい。また、現地での指定管理職員による武家住宅の概要説明
について、当時の間取りなど知識を整理し、より充実したものにして頂きたい。
②追手門広場改修事業について
　リニューアルの計画により当事業への着手が遅れているが、適正な施設管理のための必要最
低限の修繕等について、市の対応方針を明確にして頂きたい。

■計画の変更案についてのコメント
　特筆すべき意見なし、計画変更の作業を原案のとおり進めてほしい。

コメントが出された会議等の名称：平成２７年度弘前市歴史的風致維持向上計画推進協議会

法定協議会等におけるコメント　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　（様式４）

評価対象年度

写  真 

協議会の様子 
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