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まちづくりの仕組みについて 

～主な仕組み、弘前市の制度概要等～ 

 

※ 下線が二重線のものは主な仕組みの例示、一重線のものは弘前市の制度概要 

１ 情報公開・情報提供 

 １－１ 情報公開 

   (1) 概要  

市の実施機関が組織的に使うものとして保有する文書等の開示を求めることができる制度 

   (2) 目的  

市民の市政についての知る権利を尊重し、市の保有する情報の一層の公開を図り、 

ア 市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにすること。 

イ 市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に寄与すること。 

を目的とする。 

   (3) 主な関係例規（資料） 

    ア 弘前市情報公開条例 

    イ 弘前市情報公開条例施行規則 

 

  １－２ 情報提供 

   (1) 概要 

     主な広報媒体 

    ア 広報紙 「広報ひろさき」、「農業ひろさき」、「市議会だより」 

    イ テレビ番組 えがお弘前  “ビタミン Hi（ハイ）”  

＝ テーマに沿って、市の施策や催しなどを放送する 15分番組 

    ウ ラジオ番組 地元のコミュニティーFM『アップルウェーブ』から次の番組を送信 

・市政みみより情報 

＝ 広報ひろさきに掲載されている情報が中心 

・行政なんでも情報 

＝ 市職員が出演し、市が行っている事業などを紹介 

    エ 地元紙 市政だより 

＝ 市からのお知らせを掲載 

    オ モバイルサイト 弘前市モバイルサイト 

＝ 携帯端末向けウェブサイトで、さまざまな弘前市の情報を配信 

    カ ツイッター 弘前市公式ツイッター 

             ＝ 地震関連情報を新たに提供する手段として配信 

   (2) 目的 

     市民等との情報共有を図ること。 

 

【情報公開・情報提供の論点】 

   ① 分かり易い情報提供 

   ② 収集した情報の有効活用 

   ③ 行政の会議の公開 

   ④ 出資団体の情報公開  
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２ 個人情報保護 

 ２－１ 個人情報保護 

  (1) 概要 

    市が保有する個人情報の取扱いについて、一定のルールを設けるとともに、市民等が自分に関

する情報の開示、訂正、利用停止を求めることができる制度 

  (2) 目的 

    市の実施機関が保有する個人情報の開示等を求める権利を明らかにし、個人の権利利益を保護

すること。 

  (3) 主な関係例規（資料） 

   ア 弘前市個人情報保護条例 

   イ 弘前市個人情報保護条例施行規則 

   ウ 弘前市長が取り扱う個人情報の保護に関する規則 

 

  【個人情報保護の論点】 

   ① 行政以外のまちづくりの主体（議会、市民活動団体等）への配慮 

 

 

３ 説明責任 

  ３－１ 部長実行宣言 

   (1) 概要 

     各部門の運営責任者である部長が、アクションプラン（※）に係る施策やその他の重点施策

などの事業内容や数値目標を、毎年度市長と約束し、その内容を市民に分かりやすく公表する

もの 

    ※ アクションプランについては、５ 総合計画⇒※２参照 

   (2) 目的 

    ア 各部長の自律的な施策展開と責任の明確化を図ると共に、職員が共通認識を持つことによ 

     って、市の業務を効率的に遂行すること。 

イ 市民に市政への理解をより深めていただくこと。 

   (3) 資料 

  部長実行宣言２０１２（抜粋） 

 

３－２ 出前講座 

   (1) 概要 

     市民の皆さんが自主的に開催する学習会などに、市の職員を派遣するもの 

   (2) 目的 

ア 市民の皆さんに、気になっていることやもっと知りたい制度など、市政についてご理解い

ただくこと。 

イ 市政についてともに考え、参加していただくこと（∴広聴事業として実施）。 
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  ３－３ 市長車座ミーティング・車座ランチ 

   (1) 概要 

  市長と市民が市政に関して直接意見交換を行うもの 

   (2) 目的 

市民との情報共有を促進し、市政に関する理解を深めてもらい、市民参画・市民との協働の

ための土台づくり及び市民の声に応える開かれた市役所づくりを推進すること。 

 

  【説明責任の論点】 

   ① 説明責任の主体 

      行政、議会、市民（補助金受領者） 

   ② 説明の対象 

      計画、財政、条例、事業評価 

   ③ 説明の方法 

      分かり易く、市民に理解されるように 

 

 

４ 評価 

 ⇒ 政策（施策、事務事業）について、あらかじめ設定した基準や指標に照らして、その達成度や 

成果、執行状況の妥当性等を判定するもの 

４－１ アクションプラン自己評価 

   (1) 概要 

     アクションプランの達成状況について、事業内容を振り返り、業務上取得できる各種データ

等に基づくとともに、市民評価アンケートの実施結果を活用して、市役所内において、自己評

価を実施するもの 

   (2) 目的 

アクションプランの評価結果や社会環境の変化等を踏まえて、アクションプラン改訂や施策

の見直しにつなげること。 

 

４－２ アクションプラン第三者評価 

   (1) 概要 

     市民評価アンケートの結果等を踏まえた市役所における自己評価を参考に、弘前市市民評価

会議において“市民の実感”と“専門家の視点”から第三者評価を実施するもので、評価結果

及び意見・提言等をまとめ、アクションプランの改善につなげてＰＤＣＡサイクル（［Ｐ：計

画］、［Ｄ：実行］、［Ｃ：評価］、［Ａ：改善］）によるマネジメントシステムを確立し、市民と

協働で着実な進行管理を行うもの 

   (2) 目的 

弘前市総合計画の実行計画として策定したアクションプランを着実に推進し、各約束のめざ

す姿の実現を図ること。 

   (3) 主な関係例規（資料） 

  弘前市市民評価会議設置要綱 
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  【評価の論点】 

   ① 評価の対象 

総合計画、政策、施策、事務事業等 

   ② 評価の反映の仕方 

   ③ 評価への市民参加 

   ④ 外部監査 

 

 

５ 総合計画 

 ⇒ 弘前市では、総合計画 ＝ 基本構想 ＋ アクションプラン 

   （H22.10以前は、基本構想 ＋ 基本計画） 

    ※１ 基本構想 ＝ その地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るためのもの 

（旧地方自治法（H23改正前）では、策定義務付け） 

※２ アクションプラン ＝ 基本構想の実現に向けて、マニフェストを中心とする各分野

の目標や取組内容を示す戦略的な実行計画 

※３ 基本計画 ＝ 基本構想の実現に向けて、具体的な方向と内容を掲載したもの 

  ＜策定に係る仕組み＞ 

   ５－１ 弘前市総合計画審議会 

    (1) 概要 

      公募委員、市議会議員、学識経験者等により構成する附属機関で、市長からの諮問を受け

て、基本構想案、基本計画案の具体的審議を行い、市長に答申するもの 

    (2) 目的 

      総合計画の策定に資すること（行政執行の前提として調査、審議等を行うもの）。 

    (3) 主な関係例規（資料） 

     ア 弘前市総合計画審議会条例 

     イ 弘前市総合計画等策定会議規則 

    注 審議会（附属機関）の運営については、「９ 附属機関の運営」参照 

  ＜評価・見直しに係る仕組み＞ 

   ５－２ アクションプラン自己評価【４－１再掲】 

   ５－３ アクションプラン第三者評価【４－２再掲】 

 

  【総合計画の論点】 

   ① そもそも総合計画を作成するか。 

   ② 総合計画策定への市民参加 

   ③ 事前の情報提供 

   ④ 進捗状況の評価・見直し 
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６ 財政運営 

  ⇒ 地方公共団体の財政運営に関する基本原則は、次のとおり。 

    ＜地方自治法（主なものの概要）＞ 

     ◯ 予算・決算の公表 

      ・予算・決算の要領を住民に公表しなければならない。 

     ◯ 財政状況の公表等 

・条例の定めにより、毎年２回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一 

時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。 

・出資法人について、毎事業年度、経営状況を説明する書類を作成し、次の議会に提出 

しなければならない。 

    ＜地方財政法（主なものの概要）＞ 

     ◯ 法律の目的 

 地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資すること。 

     ◯ 地方財政運営の基本 

 財政の健全な運営に努め、国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体 

の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならない。 

     ◯ 予算の編成 

      ・法令の定めに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定しなければならない。 

      ・あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその 

収入を算定しなければならない。 

     ◯ 予算の執行等 

      ・経費は、目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、支出してはならない。 

・収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。 

     ◯ 財産の管理及び運用 

財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、所有の目的に応じて最も効率的に、 

      運用しなければならない。 

  ６－１ 財政運営 

   (1) 概要 

     地方自治法、地方財政法等関係法令に基づき、適正に事務を処理するとともに、中期財政計

画（今後５年間の財政運営計画）を策定・公表するなど、健全な財政運営の維持に努めている。 

   (2) 目的 

     地方財政法の目的と同様 

   (3) 主な関係例規（資料） 

     弘前市財政状況の公表に関する条例 

 

  【財政運営の論点】 

   ① 予算・決算に関して 

   ② 財政状況の公表 

   ③ 財産管理 

   ④ 対象団体 
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７ 意見聴取手続 

７－１ パブリックコメント 

   (1) 概要 

     市の重要な施策を策定していく中で、その素案を公表し、広く市民に意見や情報を求め、提

出された意見などを考慮して決定していくもの（当該意見に対する市の考え方を公表）。 

   (2) 目的 

     政策決定過程における公正性の確保と透明性の向上を図り、市民参加による開かれたまちづ

くりを実現すること。 

   (3) 主な関係例規（資料） 

  弘前市パブリックコメント制度実施要綱 

 

７－２ 市民評価アンケート 

   (1) 概要 

     16 歳以上の市民約 6,000 人に対し、アクションプランに掲げている施策、市政への総合的

な評価等に関するアンケートを行い、その結果は市の施策の評価や予算編成等に活用するほか、

市長の給与決定の資料としても活用するもの 

   (2) 目的 

     アクションプランに基づき、市民主権システムによる市政運営の実現を図ること。 

 

７－３ わたしのアイディアポスト 

   (1) 概要 

     市内 11箇所に設置してあるアイディアポストにより、市政に関する提案などを伺うもの（Ｗ

ＥＢ版も有）。なお、市が回答を求められ、回答したもので、公表可能なものについては、各

アイディアポストに備え付けるとともに、市ホームページで公開する。 

   (2) 目的 

市政運営に生かすこと。 

 

７－４ 市政懇談会 

   (1) 概要 

     あらかじめ提出された各町会の提案等及び当日の自由質疑に対して、市が回答するもので、

市内 26 地区を３年でひと回りする形で実施。案件への対応状況は、各町会等にフィードバッ

クするとともに、市役所窓口、市ホームページ等で公表する。（注 主催：弘前市町会連合会） 

   (2) 目的 

     市民のさまざまな意見を市政に反映させること。 

 

  ７－５ 市長車座ミーティング・車座ランチ【３－３再掲】 

 

  【意見聴取手続の論点】 

   ① 意見聴取の対象とするもの 

   ② 意見聴取をする案の公表 

   ③ 手続 
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８ 意見・要望・苦情等への応答義務 

 ⇒ 応答義務 ＝ 速やかに事実関係を調査し、誠実に答える義務 

  ８－１ わたしのアイディアポスト【７－３再掲】 

  ８－２ 市政懇談会【７－４再掲】 

 

  【意見・要望・苦情等への応答義務の論点】 

   ① 基本的事項（応答義務）に加え、応答から応答後までの事務を定めるか。 

   ② 説明義務のポイント 

 

 

９ 附属機関の運営 

 ９－１ 附属機関の管理等 

  (1) 概要 

    附属機関の設置及び運営に関しては弘前市附属機関等の管理に関する指針に、附属機関の委

員の公募に関しては弘前市附属機関等の委員の公募実施要領において、それぞれ必要な事項を

定め、(2)目的の達成に向けて努めるもの 

  (2) 目的 

   ア 効率化、公平性の確保及び透明性の向上を図ること。 

   イ 市政への市民参画を促進し、協働による行政運営を推進すること。 

 

  【附属機関の運営の論点】 

   ① 市民参加（委員の構成・資格、公募原則等） 

   ② 会議の公開 
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10 住民投票 

 ⇒ ＜法的効力があるもの（現行法上制度化されているもの）＞ 

    ◯ 地方自治特別立法に関する住民投票（日本国憲法第 95条、地方自治法第 261条） 

◯ 直接請求の結果行われる住民投票 

・議会の解散（地方自治法第 13条、第 76～79、第 85条） 

・議員、普通地方公共団体の長等の解職 

(地方自治法第 13条、第 80～88条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 8条) 

※ 直接請求 ＝ 住民の多数の意思により行う議会の解散等の請求 

◯ 合併協議会の設置についての住民投票（市町村の合併の特例に関する法律第 4条） 

◯ （参考）日本国憲法の改正に係る国民投票 

（憲法第 96条、日本国憲法の改正手続に関する法律） 

    ＜法的効力がないもの（現行法上制度化されていないもの）＞ 

     ◯ その他の住民投票 

       住民投票条例を制定し、地域において重要な事項に係る賛否を問う住民投票を実施する

ケース有 

      （参考）他自治体の実施状況 

           ・鳥取県鳥取市 庁舎整備に関する住民投票 

           ・長野県佐久市 総合文化会館の建設の賛否を問う住民投票 

          （・兵庫県明石市 明石駅前南地区の再開発計画に関する住民投票 条例否決） 

   

  【住民投票の論点】 

   ⇒ 制度上の論点多数（発議、投票権、投票結果の扱い等） 

   ① 住民投票に関して、自治基本条例で定める範囲 

      実施できる旨、別な条例への委任、投票結果の扱い等 

      （参考）他自治体の状況 

 ニセコ町 四日市市 太田市 飯田市 大分市 

実施できる旨 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

別な条例への委任 ◯個 ◯ ◯個 ◯個 ◯個 

投票結果の扱い ◯  ◯ ◯ ◯ 

発議   ◯   

条番号 48・49 22 21 35 26 

         備考 「◯個」は、当該条文で「その都度」、「それぞれの事案に応じ」等、 

別な条例は、個別設置型とすることを明示しているものを指す。 

（関連）制度・条例の形態 

・個別設置型 ＝ 住民投票条例をその都度制定して実施するもの 

・常設型 ＝ 住民投票に必要な要件を定める住民投票条例をあらかじめ定めて 

      おき、要件を満たした場合に実施するもの 

   ② 住民投票に関して、委員会として審議する範囲（①≦②） 
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11 その他 

 11－１ 行政改革 

  (1) 概要 

    行政改革を進めるため、次の２つの計画を策定 

ア 第２次弘前市行政改革大綱 

＝ 行政改革に対する取組の方向性を示した基本方針 

イ 第２次弘前市行政改革前期実施計画 

＝ 大綱で示した行政改革の基本方針の実現のために取り組むこととした平成 25 年度

までの実施計画 

  (2) 目的 

    最少の経費で最大の効果を挙げて、効率的かつ効果的な行政運営を図ること。 

  (3) 主な関係例規（資料） 

   ア 第２次弘前市行政改革大綱 

イ 第２次弘前市行政改革前期実施計画（抜粋） 

 

 11－２ 大学連携 

  11－２－１ 協定書 

   (1) 概要 

    ア 教育、文化、産業等の分野で相互に協力することを取り決める協定書を締結 

      （H18.9.19 弘前大学⇔弘前市） 

    イ 資源及び研究成果等の交流を促進し、雪氷分野で連携し、協力することを取り決める協

定書を締結（H24.10.5 北海道工業大学⇔弘前市） 

   (2) 目的 

地域社会の発展と人材育成に寄与すること。 

   11－２－２ 「学都弘前」学生地域活動支援事業 

(1) 概要 

サークルやゼミなどの学生団体が企画立案し、実施するまちづくり、地域づくり活動に係

る経費の一部を支援する公募型の補助金制度 

(2) 目的 

地域課題の解決や地域の活性化につながる活動を支援し、「学生力」による魅力あるまち

づくりの推進を図ること。 

    (3) 主な関係例規（資料） 

      平成 24年度「学都弘前」学生地域活動支援事業費補助金交付要綱 
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 11－３ 人材育成 

  11－３－１ 協定書【11－２－１再掲】 

  11－３－２ 国際人育成支援事業 

(1) 概要 

高校生を対象とした国際青少年研修協会が実施するホームステイに要する経費の一部を

助成する補助金制度 

(2) 目的 

国際化に対応した若者の才能を育てること。 

(3) 主な関係例規（資料） 

  平成 24年度弘前市国際人育成支援事業費補助金交付要綱 

  11－３－３～ ・小学校３３人学級拡充 

＝ きめ細かな指導による少人数教育の充実 

         ・「目指せ日本一・世界一」弘前の才能育成アクションプログラムの策定 

           ＝ 文化編 H24.10策定 文化芸術分野における才能育成 

         ・トップアスリート招致支援事業 

           ＝ スポーツの技術力向上や意識高揚、ジュニア競技者の育成・強化 

 

11－４ エリア担当制度 

   (1) 概要 

     弘前市町会連合会の地区単位ごとに配置する市職員が、行政の立場から地域とのパイプ役と

なり、様々な協力や情報の提供などを行うもの 

(2) 目的 

地域と一緒になってよりよい地域づくりに前向きに取り組むことができる職員の育成 

 ◯目指す姿 

   ・地域力を高める取り組みの醸成（市民と行政の協働）  

・職員の自主的な地域活動参加への促進（意識改革）  

・職員の政策形成や課題解決、コミュニケーション能力の向上 

 

11－５ 市民参加型まちづくり１％システム 

 (1) 概要 

   個人市民税の１％相当額を財源に、市民活動団体などが実践するまちづくり、地域づくり活

動に係る経費の一部を支援する公募型の補助金制度 

 (2) 目的 

   地域課題の解決や地域の活性化につながる活動を支援し、「市民力」による魅力あるまちづ

くりの推進を図ること。 

 (3) 主な関係例規（資料） 

   平成 24年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金交付要綱 


