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H22目標値に対する達成率　○:目標を達成済み　×:目標を達成できない　－:判断できない
H25目標値に対する達成率　○:目標を達成済み　－:目標を達成できない・判断できない

H22目標値
に対する
達成率

○ －

H25目標値
に対する
達成率

　市民と行政の情報共有・対話が促進され、市民が主体のまちづくりが進められています。

指標名 取得方法 単位 基準値
上段：年度別目標値
下段：年度別現状値

①市民と行政が同じ目的を持ちパートナーとしてまちづくりに取り組
んでいると思う市民を増やします。

市民評価
アンケート ％ 13.0

％ 61.3

○ －

○ －

②市政に意見が言える機会・場所・方法について満足している市民を
増やします。

市民評価
アンケート × －

③市政情報の提供量や内容に満足している市民を増やします。
市民評価
アンケート ％ 73.0

④町会や公民館、地区社協などの地域活動に参加している市民を増や
します。

市民評価
アンケート ％ 28.1

⑤公募枠のある審議会等の割合　50％を目指します。 業務取得 ％ 11

－ －

○ －

－

業務取得 件 0

⑥携帯サイトのアクセス数　200,000件を目指します。 業務取得 件 0

－

123 ○

－

⑨市民参加型まちづくり１％システム支援事業数　100事業を目指しま
す。

業務取得 件 0

○

⑦メールマガジン登録件数　1,900件を目指します。

業務取得

⑧「わたしのアイデアポスト事業」の投書件数　140件を目指します。 業務取得 件

－

人 952 ○ ○
⑩市政懇談会の参加者数（主催者：弘前市町会連合会）　1,000人を目
指します。

めざす姿 

めざす姿の達成状況を示す指標（数値目標など） 

約束１ 市民主権システムを実現します 
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　めざす姿の達成状況を示す指標10項目について、平成22年度の目標値に対する達成率は、「目標を達成済み」が6項目、「目標を達成できない」が1
項目、「判断できない」が3項目となっており、達成率は概ね計画どおりの状況にあります。
　これは、平成22年度途中からの事業であったことや、平成23年度から本格稼動する事業が多いことが影響していると考えられます。

　平成22年度における注目指標のうち、市民評価アンケートによる「①市民と行政が同じ目的を持ちパートナーとしてまちづくりに取り組んでいると
思う市民を増やします。」については目標を達成していますが、「②市政に意見が言える機会・場所・方法について満足している市民を増やしま
す。」については基準値を下回る結果となっております。
　これは「市長車座ミーティング、車座ランチ」などの事業を実施したことにより、一定の市民の市政への関心がある程度高まったものの、実施して
まだ間がないことが目標を達成できなかった主な原因と思われ、今後、各種施策の周知徹底を図り、広聴活動のより積極的な展開を図ることにより、
市民参加が促進されるものと考えられます。
　また、業務取得による「⑤公募枠のある審議会等の割合50％を目指します。」については、目標を達成しておりますが、これは、アクションプラン
に掲載している「各種審議会の公募枠を大幅増（女性や若者など多様な意見を市政に反映）」の施策の効果が現れているものと思われます。
　今後、益々公募枠を設定した審議会等の数が増え、更に女性や若者の比率を上昇させることにより、幅広い意見を反映させることができると考えら
れます。

　次に個別施策の実施状況ですが、「進捗率」では7項目全てが「工程表どおり実施済み」となっており、「達成率」では、まだ判断できないものを除
いて、1項目が「目標を達成済み」、1項目が「順調に推移」となっています。

　施策の実施状況や指標全体の傾向と注目指標の達成状況等を総合的に勘案すると、市民のまちづくりへの関心は高まる傾向が見られ、めざす姿に向
けておおむね順調に推移していると考えます。
　また、東日本大震災を契機に市民のボランティア活動や地域活動に対する関心も高くなっています。平成23年度からは一体的に市民参画・協働を推
進する総合窓口として設置した「市民との協働推進室」において、「市民参加型まちづくり1%システム」が、また、携帯サイト及びメールマガジンな
ども本格的に運用されることから、今後ますます市民が主体となったまちづくりが推進されるものと期待されます。

約束全体の評価 
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事務事業数 進捗率 達成率

1 Ａ －

1 Ａ －

1 Ａ Ａ

1 Ａ －

1 Ａ Ｂ

1 Ａ －

2 Ａ －

【市民が主体となったまちづくりを実現します】

進捗率　A:工程表どおり実施済み　B:概ね工程表どおり　C:工程表より遅れている　-:未着手

達成率　A:目標を達成済み　B:順調に推移　C:遅れている　-:判断できない

上段：年度別概算所要額（単位：千円）／下段：年度別決算額（単位：千円）

22年度 23年度 24年度 25年度

438 68,691 67,977 67,977

643

○５　市役所内への“市民参画担当チーム”の設置

●７　ホームページへの携帯サイト構築、メールマガジン定期配信

項目

○１　市長の給与の決定について市民の評価などを反映

○２　市民参加型まちづくり１％システムを導入

●６　各種審議会の公募枠を大幅増　（女性や若者など多様な意見を市政に反映）

○３　市民評価アンケートの定期的な実施

○４　市長車座ミーティング、車座ランチ（市政懇談会の見直し）

【市民との対話を促進します】

市民主権システムを実現します ひろさき農業・産業おこしに取り組みます 

個別施策の実施状況 
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

-

-

事務事業名 0

市長給与評価事務
今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

-

事務事業名 0

市民参加型まちづくり１％システ
ム事業（※1）

今後の
方向性

市長の給与の決定について市
民の評価などを反映

　市民主権による市政運営を徹
底するために、毎年度、市政に
対する市民評価の取得を行い、
その結果を市長の給与に反映さ
せる。

市民参加型まちづくり１％システ
ムを導入

　 市民主権による市政運営の徹
底と市民参画の促進のために、
環境美化活動、安全・防犯活動
など様々な分野での自主的な活
動に対して支援する。

目標・活動量指標

市民評価の把握 1回/年

市民評価の給与への反映 1回/年

決算額

目標・活動量指標

支援事業数 100件/年

1-1

平成22年度実施内容

　県内9市や類似都市に対して調査を実施した。他市の事例を調査取りまとめ、市民評価の給与への反映
方法・対象となる給与の範囲等についての検討材料とした。このことから「工程表どおり実施済み」と評価し
た。

　目標・活動量指標は「市民評価の把握」「市民評価の給与への反映」となっているが、アンケートの実施が
平成23年度からとなっていることから、達成率の判断は次年度からとする。

平成22年度実施内容

　平成23年度のアンケート実施結果により、特別職報酬等審議会を開催し、給与決定について手続きを進
めていく。

　平成23年度においては、作成した制度概要案について、パブリックコメントや、各種市民団体などを対象と
したアンケートを実施し、市民の意見や提案などを反映させ制度内容を決定し、提案事業を募集してシステ
ムを本格的に実施したい。また、このシステムを運用しながら、制度内容を改善し、より市民に使いやすい仕
組みを構築していきたい。

1-2

　平成22年度は、10月に設置した市民参画担当準備チームにおいて、既存補助事業との調整や、システム
の制度設計、補助対象事業の選考方法や効果検証の仕組みづくりなどを検討し、このシステムの制度概要
案を作成した。平成23年度からの事業実施に向け、「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は「支援事業数」となっているが、平成22年度は制度設計段階であり、実際の事業募集
は平成23年度からであるため、達成率の判断は次年度からとなる。

決算額
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

-

事務事業名 0

市民評価アンケート事業
今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

8回

事務事業名 0

市長車座ミーティング、車座ラン
チ事業

今後の
方向性

　市民との対話を促進するため
に、テーマ毎に少人数のグルー
プを対象として、市長との対話の
機会を作る。（「市政懇談会」の
運営について、市町会連合会と
協議し、意見交換の内容がより
充実するよう工夫する。）

決算額

目標・活動量指標

平成22年度実施内容

1-3

　平成22年度は、アンケートの設問項目と結果の活用について検討し、全庁的な確認作業を経て、アクショ
ンプラン掲載の数値目標以外の分野も含めた、ほぼ全分野にわたって市民の意向を調査することとした。
　平成23年5月のアンケート実施に向けて、「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は「アンケート回答者数」となっているが、アンケートの実施が平成23年度からとなって
いることから、達成率の判断は次年度からとする。

アンケート回答者数 2,000人/年（送付人数6,000人）

決算額

　市政に対する市民の評価を把
握するために、毎年度、同じ時
期に郵送によりアンケートを実施
する。

平成22年度実施内容

市民評価アンケートの定期的な
実施

　平成23年度からアンケートを実施するが、迅速、かつ、わかりやすい公表を行うとともにより市民の意向を
把握できるような設問の設定や回答者数の増加を目指したＰＲ方法などを検討したい。

1-4

　車座ミーティング・車座ランチともに7月から公募・開催しており、「工程表どおり実施済み」となっている。
　また、市政懇談会についても、市町会連合会と協議を行い、意見交換がより活発になるよう運営方法の見
直しをした。

　目標・活動量指標は、12回/年となっており、月1回のペースで開催することになっているが、今年度は、東
日本大震災の影響で、3月の車座ランチが中止となり、その結果、車座ミーティング7回、車座ランチ1回、計
8回の実施となり、「順調に推移」したといえる。

　車座ミーティング・車座ランチとも継続して実施し、その結果を迅速に公表するとともに、提言・要望を施策
に反映させるために、進行管理を行っていく。

目標・活動量指標

開催回数　 12回/年

市長車座ミーティング、車座ラン
チ（市政懇談会の見直し）
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

-

H22 H23 H24 H25

－

事務事業名 0

市民参画担当チーム設置
今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

16

事務事業名 0

各種審議会等関係事務
今後の
方向性

公募枠のある審議会等の割合　現状値11%
 13%(H22)　　25%(H23)　　50%（H24・25）

決算額

各種審議会の公募枠を大幅増
（女性や若者など多様な意見を
市政に反映）

目標・活動量指標

-

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容

1-5

　平成22年度は、10月に市民参画担当準備チームを設置し、既存補助事業との調整や所管部課室の調整
を行い、市民参画・協働の総合窓口新設に向けての準備を行ったことから、「工程表どおり実施済み」となっ
ている。

　組織の設置であり、目標・活動量指標を設定していない。

　市民参画・協働の総合窓口として「市民との協働推進室」を設置し、市民参加型まちづくり１％システムを
実施し、各種団体と庁内関係課とをコーディネートし情報を共有しながら、市民参画やボランティア活動など
を支援していきたい。

決算額

市役所内への“市民参画担当
チーム（※2）”の設置

　市民が主体の市政運営を実現
するために、市民参画やボラン
ティア活動などを支援する専任
チームを設置する。

1-6

  それぞれの審議会等において公募枠の新設が可能かどうか検討し、公募のできるものは公募枠の拡大の
ほか女性や若者枠の拡大に配慮して改選時期にあわせて関係各課で公募することとした。可能なものにつ
いては、「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動指標は「公募枠のある審議会等の割合」で、平成22年度末では7件の審議会等で公募枠を設
定しており、その割合は全体の16%となり、平成22年度の「目標を達成済み」である。

今後とも、改選及び新設の審議会等については、公募枠の新設が可能かどうか検討し拡大を図る。

目標・活動量指標

　公募枠の新設が可能な審議会
等を特定し、個別の改選時期に
あわせて、女性や若者の枠につ
いても配慮しながら、公募枠の拡
大を図る。
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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

－

実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－

643

今後の
方向性

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－

0

今後の
方向性

項目

ホームページへの携帯サイト構築、メールマガジン定期配信

　市民との情報共有を促進する
ために、次の取り組みを行う。

(1)市役所ホームページに新たに
携帯サイトを構築する。

(2)市民との情報共有を促進する
ために、市政情報のメールマガ
ジンを配信する。

(1)携帯サイト構築事業

(2)メールマガジン配信事業

　メールマガジンのメリットである①登録者へ確実に情報が伝わる、②ホームページ等への誘導に優れてい
るという点を十分に生かし、他の広報手段と連携しながら登録件数の増加を図る。

平成22年度実施内容

メールマガジン登録件数 1,900件（H25）

決算額

目標・活動量指標

平成22年度実施内容

1-7

　携帯サイトの運用実績は殆どなく、メールマガジンは平成23年度から運用を開始することから、達成率の
判断は次年度からとする。

　それぞれ他自治体の事例を参考にしながら、構成内容を検討した。携帯サイトは、内容を決定し、年度末
に運用を開始した。メールマガジンは、平成23年6月から運用開始を予定しており、平成22年度において
は、全体としては「工程表どおり実施済み」となっている。

　他自治体の事例を参考とし、ホームページ更新業務を受託している業者と協議しながら、構成内容を決定
した。平成23年3月31日から運用を開始しており、「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は200,000件(H25)となっているが、携帯サイトの運用が平成22年度末からとなっている
ことから、達成率の判断は次年度からとする。

　平成23年6月から運用を開始することから、達成率の判断は次年度からとする。

　メールマガジンを実施している自治体の運用状況を調査し、構成内容を検討した。平成23年6月から運用
を予定しており「工程表どおり実施済み」となっている。

携帯サイトのアクセス数 200,000件（H25）

目標・活動量指標

　他の広報手段により携帯サイトのPRを行い、アクセス件数の増加を図って行く。

決算額

平成22年度実施内容
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