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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

-

-

-

-

％ -

⑤県内外物産展売上額　3億円を目指します。(29.3％増） 232

-

業務取得

4,334業務取得

千人②宿泊者数　70万人を目指します。（42％増）

③観光消費による経済波及効果額　530億円を目指します。(30％増）

④外国人宿泊者数　8千人を目指します。(85％増）

-

-

指標名

①観光客入込数　1,000万人を目指します。（39.6％増）

取得方法
上段：年度別目標値
下段：年度別現状値

×

業務取得

人

業務取得

H25目標値
に対する
達成率

千人 7,162

H22目標値
に対する
達成率

○

単位 基準値

-

業務取得

業務取得 人

-

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

業務取得 百万円

　東北新幹線新青森駅開業や弘前城築城４００年祭などを契機に、交流人口が増加することによって、観光関連産業が活性化し、雇用拡大
が図られます。

　めざす姿の達成状況を示す指標7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2項目、「目標を達成できない」が2
項目、「判断できない」が3項目であり、約束全体の傾向については、達成率は高いとは言えない状況にあります。

　平成22年の注目指標である「観光客入込数　１，０００万人を目指します。」については、ここ数年、入込数は730万人台を保っていたところで
す。平成20年に710万人台まで落ち込んだ観光客を756万人（注）に増やすことができたのは、滞在型の通年観光を造成し、それに関わる市民が増え
たこと、弘前感交劇場の取り組みを継続してきたことで理念が浸透し効果が現れてきたことなどによるものと思われます。

×

⑥ホテル旅館の地元食材調達率の向上を目指します。　新規
　　　　H23の基準値取得後に目標値を設定

⑦観光振興による新規雇用を増やします。　新規
　　　　H23に設定手法を研究したうえで目標値を設定

-○493

40,807百万円

-

めざす姿 

めざす姿の達成状況を示す指標（数値目標など） 

約束全体の評価 

約束２-(2) ひろさき農業・産業おこしに取り組みます【観光振興】 
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事務事業数 進捗率 達成率

2 Ａ Ａ

1 Ａ Ａ

1 Ａ －

1 Ａ Ｃ

1 Ａ Ａ

3 Ａ －

1 Ａ Ｃ

3 Ａ Ａ

2 Ｂ －

1 Ａ Ｂ

1 Ａ －

1 Ａ Ｂ

  次に個別施策の実施状況ですが、12項目中11項目が「工程表どおり実施済み」、1項目が「概ね工程表どおり」という評価となっており、施策全体
としてはほぼ「工程表どおり実施済み」となっています。

　施策の実施状況や指標の傾向と注目指標の達成状況等をみると、情報発信や国内外のマスコミ、旅行エージェントなどと誘客活動を展開すること
で、効果的な誘客につなげられる傾向が見られるものの、十分な成果は得られていないものと考えております。
　今後については、東日本大震災や福島原発の事故が大きく影響し、観光に関する状況は極めて厳しい局面となっておりますが、アクションプラン
掲載の個別施策をさらに積極的に実施し、観光関連産業の活性化と雇用拡大につなげていきます。

　※H22年度事業費についてH23年度へ事故繰越分　6,599千円（施策8　ライトアップ推進事業）
　(注）Ｈ22年数値（7,566）は弘前市の積算値。ただし、この積算値は基準値（Ｈ21年までは県公表値）と同じ方法で積算したものです。

75,260

69,681

●12　新幹線新青森駅からの誘客のための二次交通の充実

23年度

169,541

24年度

99,491

25年度

103,942

●８　ねぷた祭りなどの更なる誘客や街全体への波及を促進

●９　農村“楽園づくり”による大都市圏在住者の移住支援やニ地域居住を促進

●10　観光ホスピタリティ運動（交通事業者、市民など一体化）と観光資源市民研修の強化

●11　弘前観光情報の一元化（ポータルサイトの構築、中国語などの拡充）

【受入態勢を整備して、“また来たい、住みたい弘前”をつくります】

●６　マーケットが急拡大している中国など東アジアからの誘客活動を本格展開

●７　映画、ドラマ、テレビＣＭの撮影誘致（フィルムコミッション）のトップセールス

【「３つの世界一（りんご、さくら、白神山地）」と「四大まつり」などの魅力を国内外に発信して、世界中の人が訪れる“国際都市ＨＩＲＯＳＡＫＩ”をつくります】

○３　世界自然遺産白神山地の玄関口としての発信強化

○１　観光振興推進部局の設置、観光振興アクションプログラム策定と観光関連予算の増額

○２　首都圏で各種メディアに弘前を売り込む専任チーム（在東京）の設置

●４　国内外のマスコミや旅行エージェントのキーパーソンを招へいし効果的な誘客活動を展開

●５　近隣市町村との連携による首都圏での物産販売・観光ＰＲ機能の強化

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

項目

22年度

【観光を起爆剤に“ひろさき産業（しごと）おこし”に取り組みます】

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）

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

個別施策の実施状況 
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No. 自己評価

進捗率

A

達成率

A

実施内容 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

実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

2回/月程度

473

今後の
方向性

観光局設置

観光振興アクションプログラム策
定事業

　様々な観光振興策を戦略的に
実行するために、アクションプロ
グラムを策定する。
　アクションプログラムに基づい
た取り組みを着実に実施する。

目標・活動量指標

-

決算額

2-(2)-1

　施策を構成する2事業について、ともに「工程表どおり実施済み」となっていることから、施策全体としても
「工程表どおり実施済み」となっている。

　施策を構成する2事業について、ともに「目標を達成済み」となっていることから、施策全体としても「目標を
達成済み」とした。

平成22年度実施内容

　「弘前市アクションプラン2010」に基づき、平成23年3月に「弘前市観光振興アクションプログラム」を策定し
たことから、「工程表どおり実施済み」となっている。

　ＪＴＢや弘前感交劇場推進委員会からの意見等をもとに、月3回の検討会議及び課内での検討を重ね、年
度内にプログラムを策定することができたことから、「目標を達成済み」とした。

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容

項目

観光振興推進部局の設置、観光振興アクションプログラム策定と
観光関連予算の増額

-

　　「観光局」を設置し、観光振
興の充実を図る。

　観光局設置については、平成22年7月1日付けで、商工観光部に観光物産課、公園緑地課、弘前城築城
400年祭推進室で構成する観光局を設置し、観光局長及び観光物産課に職員2名を増員したことから「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。

目標・活動量指標

関係機関との検討会議開催 2回/月

決算額

　平成23年度についても大幅に予算を増額しているが、東日本大震災に伴い、内容や時期等の見直しが
必要か確認しながら、プログラムを着実に実施していきたい。
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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 4,520

在東京チーム設置
今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

C

H22 H23 H24 H25

56,767

-

事務事業名 0

白神山地観光活用推進事業
今後の
方向性

首都圏で各種メディアに弘前を
売り込む専任チーム（在東京）の
設置

　首都圏で各種メディアに弘前
を売り込む専任チーム（在東京）
を設置し、国内外へのＰＲを強化
する。2-(2)-2

世界自然遺産白神山地の玄関
口としての発信強化

2-(2)-3

　世界自然遺産白神山地を観光
資源として活用するために、情
報発信、受け入れ態勢の整備、
環境観光の推進、交通対策、機
運の醸成等の事業を実施する。
　なお、事業実施にあたっては、
県、関係市町村及び弘前大学
等と連携して行う。

　在東京チームの在り方や事業実施方法等を検討して行くこととする。

　環白神エコツーリズム推進連絡会議設立準備会並びに環白神エコツーリズム推進協議会第１回総会（設
立総会）及び設立記念講演にオブザーバーとして出席したほか、ひろさきガイドマップへの「玄関口」の表
記を掲載するなど、機運の醸成等に積極的に取り組んできたことから、「工程表どおり実施済み」とした。

　白神山地ビジターセンター入館者数について、平成22年度で60,000人、平成23年度で62,000人、平成24
年度で65,000人、平成25年度で70,000人を目標として考えているが、平成22年度ではその目標を達成して
いないため、「遅れている」とした。

-

平成22年度実施内容

決算額

フォーラム開催回数（H25） 1回

　環白神エコツーリズム推進協議会の準会員としての入会手続きをして、会員と連携しながら各種事業に参
画するとともに、更なる情報発信や受入態勢の整備を進めて行くこととする。

目標・活動量指標

決算額

平成22年度実施内容

白神山地ビジターセンター入館者数 70,000人（H25）

　平成22年10月1日付けで、観光物産課及び商工労政課に各1名を増員し、青森県東京事務所内に在東
京チームを派遣・設置したことから、「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。

目標・活動量指標
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

18

-

事務事業名 412

弘前感交劇場推進事業
今後の
方向性

　在東京チームと連携しながら、
キーパーソン・アドバイザーの招
へいに加え、メディアや旅行
エージェントを対象にしたモニ
ターツアーを実施し、当市の観
光旅行商品の造成や露出度向
上を図る。

国内外のマスコミや旅行エー
ジェントのキーパーソンを招へい
し効果的な誘客活動を展開

2-(2)-4

メディア、旅行エージェント対象のモニター
ツアー実施 20人/年

キーパーソン、アドバイザーの招へい 10人/年

目標・活動量指標

平成22年度実施内容

決算額

　平成23年度からは、継続してキーパーソン・アドバイザーの招へいに努めながら、メディアや旅行エージェ
ントを対象にしたモニターツアーを実施し、更なる観光旅行商品の造成や露出度向上を図っていく。

　平成22年度の目標・活動量指標は「キーパーソン、アドバイザーの招へい10人/年」となっているが、研修
会等に延べ18名（市支出は7名分）を招へいし、旅行商品の造成や受入体制の整備を進めてたことから「目
標を達成済み」とした。

　平成22年度は、キーパーソン・アドバイザー招へいを進めることとしており、弘前感交劇場推進委員会実
務者会議（やわらかネット）やまちなか散策推進事業、地域雇用創造推進事業を活用し、キーパーソン・アド
バイザーを招へいしており、「工程表どおり実施済み」となっている。
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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

-

H22 H23 H24 H25

5,479

実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

-

H22 H23 H24 H25

－

今後の
方向性

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

26

今後の
方向性

近隣市町村との連携による首都圏での物産販売・観光ＰＲ機能の
強化

項目

(2)物産と観光展事業(弘前・八
戸物産協会共催、弘前市単独）

(1)津軽広域観光圏協議会事業
（津軽14市町村）

2-(2)-5

　近隣市町村との連携による広
域での観光・物産の振興のため
に、物産展、特産品見本市、観
光キャンペーンを拡充実施する
とともに、新規市場開拓を積極
的に進める。

　平成22年度では、弘前市物産協会により物産展県外催事13回、県内催事4回、友好都市催事4回、常設
催事等5回の計26回開催されており、「工程表どおり実施済み」となっている。

目標・活動量指標

　平成22年度では、津軽広域観光圏協議会のホームページにより構成市町村の観光情報等の提供、鉄道
の沿線市町村によるパンフレット作成や観光コースプランの選定等が行われており、「工程表どおり実施済
み」となっている。

  例年開催している催事10ヶ所に加えて、新規催事4ヶ所、常設催事などを含め合計で26ヶ所となっており、
「目標を達成済み」とした。

-

　観光情報の提供や旅行プランの作成以外にも、協議会が連携して首都圏での物産展出店等を実施でき
る体制づくりを目指していく。

  催事は会場の都合により開催の可否が左右されるため、今後さらに新規催事を開拓し、毎年20ヶ所以上
の催事開催を目指していく。

物産展開催回数 20か所/年

　施策を構成する3事業全てで「工程表どおり実施済み」の評価となり、施策全体としても「工程表どおり実
施済み」と評価とした。

目標・活動量指標

平成22年度実施内容

　施策の中に、平成24年度から実施予定とされているものがあるため、施策全体の達成率の判断はそれ以
降とする。

平成22年度実施内容

決算額

　個別の事務事業として評価指標を設定していないので評価できない。
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

-

H22 H23 H24 H25

－

今後の
方向性

No. 項目 項目 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

C

H22 H23 H24 H25

21,674

1,603

事務事業名 1,810

インバウンド対策事業
今後の
方向性

マーケットが急拡大している中国
など東アジアからの誘客活動を
本格展開

　外国人旅行者の誘客大幅拡
大のために、県や関係事業者等
と連携して、中国、韓国をはじめ
とする東アジアでのトップセール
ス等によるプロモーションや旅行
代理店招へい事業、モニターツ
アーなど、誘客活動を実施す
る。
　また、市内の施設の外国語表
記を進めるなど、受入態勢の整
備を推進する。

決算額

東アジア圏(中・韓・台)観光客入込数 80,000人（H25）

東アジア圏（中・韓・台）宿泊者数 5,000人（H25）

　近隣市町村との連携による広
域での観光・物産の振興のため
に、物産展、特産品見本市、観
光キャンペーンを拡充実施する
とともに、新規市場開拓を積極
的に進める。

(3)広域連携観光キャンペーン事
業（津軽南、秋田県北連携）

2-(2)-6

　ひろさきガイドマップの英語版を30,000部増刷し、市街地の観光案内誘導標識更新も英・韓・中（繁・簡）
の４ヶ国語表記で行い、さらに台湾・香港・上海へのトップセールスも実施したことから、「工程表どおり実施
済み」となっている。

 観光客入込数、宿泊者数とも前年より減尐していることから「遅れている」とした。

　観光振興の面では観光協会等の連携が進められており、物産振興の面でも物産協会等で連携できるよう
取り組みを行なっていく。

　東日本大震災に伴い、インバウンド事業の実施には非常に厳しい局面となっているが、今後も県や関係団
体と連携しながら、誘客活動を継続していく。

平成22年度実施内容

目標・活動量指標

　実施が平成24年度からとなっているため、達成率の判断は平成24年度以降とする。

平成22年度実施内容

目標・活動量指標

キャンペーン実施(H24～) 10か所/年

  工程表では平成23年度までに組織づくり、事業内容の検討を行なうこととしており、弘前観光コンベンショ
ン協会が中心となって、南津軽及び秋田県大館市、小坂町を含めた連携会議が組織されたことから「工程
表どおり実施済み」と判断する。
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No. 項目 項目 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

4

2

事務事業名 49

弘前フィルムコミッション推進事
業

今後の
方向性

映画、ドラマ、テレビＣＭの撮影
誘致（フィルムコミッション）のトッ
プセールス

平成22年度実施内容

ドラマ、ＣＭ撮影数（H23～H25） 各5本/年

決算額

2-(2)-7

　映画「津軽百年食堂」や他の映画、ドラマや旅番組など、ロケが多数行われたことと、撮影補助制度は平
成22年度に要綱を検討し、平成23年度に予算化したことから「工程表どおり実施済み」とした。

　目標・活動量指標は「映画誘致数」、「ドラマ、ＣＭ撮影数」としており、評価は「映画誘致数」は4本、「ドラ
マ、ＣＭ撮影数」2本であり「目標を達成済み」とした。

目標・活動量指標

映画誘致数（H25度） 1本

　映画等の撮影を誘致し、各種メ
ディアへの露出度向上による、
誘客拡大のために、次の取り組
みを行う。
・弘前が舞台である小説等の作
品を選考のうえ映画化
・撮影補助制度の導入（TVドラ
マ、CM等の撮影経費を補助）

　工程表どおりに取り組めるよう、弘前を舞台にした映画撮影の誘致を目指すほか、撮影補助制度を導入
し、ドラマ・ＣＭ撮影の誘致活動を積極的に行い、マスメディアを用いた弘前のＰＲ活動を推進したい。
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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

7,566千人

47,781

事務事業名 事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

A

今後の
方向性

進捗率

A

達成率

A

今後の
方向性

　目標・活動量指標を「観光客入込数」としており、目標7,500千人に対し7,566千人となったため、「目標を
達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

(1)宣伝広告事業

(2)四大まつり事業

2-(2)-8

　首都圏等へのＰＲ強化については、東北新幹線全線開業効果もあり首都圏等での露出が高く、さらに「津
軽百年食堂」をキーとした広告やポスター・パンフレット関係等宣伝広告については「工程表どおり実施済
み」となっている。

　四大まつりについては、平成22年度に弘前城雪燈籠まつり築城400年祭スペシャルとして「津軽錦絵大回
廊」やさくらまつりにおいては桜の特別照明を行い「工程表どおり実施済み」となっている。また、東日本大
震災後のまつり自粛ムードの中、全国に先駆け平成23年度のさくらまつり開催を全国に情報発信した

　目標・活動量指標を「観光客入込数」としており、目標7,500千人に対し7,566千人となったため、「目標を
達成済み」と評価した。

　施策を構成する3事業について、それぞれ「工程表どおり実施済み」となっていることから、総合的に「工程
表どおり実施済み」との評価とした。

　目標・活動量指標を「観光客入込数」としており、目標7,500千人に対し7,566千人となったため、「目標を
達成済み」と評価した。

　首都圏等へのＰＲ強化を図っていくこととしているが、経済等情勢を鑑みながらより効果的に進めていきた
い。

　四大まつりについて、弘前城築城400年祭スペシャル事業を実施していきたい。

観光客入込数（H25） 10,000千人

項目

ねぷた祭りなどの更なる誘客や街全体への波及を促進

平成22年度実施内容

決算額

　旅行エージェントへの商品造
成に向けたキャラバンや首都圏
を始めとしたキャンペーン等によ
る全国へのＰＲ活動を強化し、誘
客に努める。
　また、弘前城築城400年を機
に、改めて地域のまつりとしての
四大まつりに市民参加を呼びか
けるほか、通年観光に向けた取
り組みとして400年祭事業の一部
継続を検討するほか、街歩き観
光を推進する。

平成22年度実施内容
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事務事業名 事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

A

今後の
方向性

平成22年度実施内容

(3)観光振興事業

　街歩き観光の推進は新コースを9本造成し商品化したほか、夜の魅力向上のための観光資源ライトアップ
推進事業も実施した。観光コンベンション協会の組織体制強化については、国の制度を利用して12人雇用
した。弘前駅にぎわい創出事業については、東北新幹線全線開業6ヶ月前からイベントを実施した。おもて
なし観光推進事業については、魅力ある地域づくりに取り組む6団体に補助した。以上ことから「工程表どお
り実施済み」となっている。

　目標・活動量指標を「観光客入込数」としており、目標7,500千人に対し7,566千人となったため、「目標を
達成済み」と評価した。

　旅行エージェントへの商品造
成に向けたキャラバンや首都圏
を始めとしたキャンペーン等によ
る全国へのＰＲ活動を強化し、誘
客に努める。
　また、弘前城築城400年を機
に、改めて地域のまつりとしての
四大まつりに市民参加を呼びか
けるほか、通年観光に向けた取
り組みとして400年祭事業の一部
継続を検討するほか、街歩き観
光を推進する。

　街歩き観光のメニューを充実させるなど、各事業の推進を図っていきたい。
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No. 自己評価

進捗率

Ｂ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

0

実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－

今後の
方向性

進捗率

C

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－

今後の
方向性

2-(2)-9

　施策を構成する2事業について、それぞれ「工程表どおり実施済み」と「工程表より遅れている」との評価に
なっており、施策全体としては、総合的に勘案して「概ね工程表どおり」との評価とした。

　2事業の目標・活動量指標の設定がそれぞれ平成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。

決算額

農村“楽園づくり”による大都市圏在住者の移住支援や二地域居
住(※6)を促進

　平成22年度は、構想を策定し平成23年度予算について委託料3,450千円を措置し、業務委託により実施
することとしているため、「工程表どおり実施済み」との評価とした。

　目標・活動量指標は「体感事業（ツアー）参加者数」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。

　交流人口の拡大を図るため
に、団塊の世代の定年退職者等
をターゲットに、農村地帯の良さ
を体感するモニターツアー等を
実施する。
　また、移住や居住に向けた就
労や住居などの情報提供や相
談対応を強化する。

　平成22年度は、空家情報収集や登録申込等について関係団体と協議を行っているが、制度について調
整が整わない。平成23年度も引き続き協議を行っているため「工程表より遅れている」と評価とした。なお、
この事業は市のホームページでの運用のため予算措置は行っていない。

　目標・活動量指標は「ホームページの通年運用」としているが、サイトの運用が平成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。

目標・活動量指標

体感事業参加者数 20名

(1)農村交流拡大事業

空き家等情報市ホームページ 通年運用

(2)空き家情報提供事業

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容項目

目標・活動量指標

　平成23年度において、業務委託先を選定し、事業を完了する。
　次年度以降は事業の実施状況を確認し、別な方法も含め検討していきたい。

　調整は困難ではあるが、更に関係団体と協議を続け、平成23年度中の情報提供が出来るように取り組
む。

－　55　－



－　56　－

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

-

69

2

23

事務事業名 0

弘前感交劇場推進事業
今後の
方向性

2-(2)-10 目標・活動量指標
観光ホスピタリティ運動（交通事
業者、市民など一体化）と観光
資源市民研修の強化

　市民全体で観光振興を図るた
めに、次の取り組みを行う。
(1)ホスピタリティ運動
・広報等による市民意識の醸成
（まち歩きコースの連載）
・関係者による情報共有、意見
交換の定期的な開催（やわらか
ネット他）
(2)市民研修
・津軽ひろさき検定
・出前講座等の実施

平成22年度実施内容

　平成22年度は、ホスピタリティ運動及び市民研修を進めることとしており、弘前感交劇場推進委員会実務
者会議（やわらかネット）の定期的開催や津軽ひろさき検定、出前講座等を実施しており、「工程表どおり実
施済み」となっている。

・ホスピタリティ運動開催回数 100回/年

・津軽ひろさき検定実施回数 3回/年

　平成23年度からは、広報活動を充実させながら、継続してホスピタリティ運動及び市民研修の実施により、
市民参加による観光振興に努める。

　平成22年度の目標・活動量指標は「ホスピタリティ運動開催回数100回/年」、「津軽ひろさき検定実施回
数3回/年」、「出前講座等開催回数12回/年」となっており、ホスピタリティ運動については、やわらかネットの
ほか関係者による検討会等69回開催され、市民研修についても、東日本大震災の影響で、津軽ひろさき上
級検定が延期されたため検定実施回数は2回であったものの、出前講座は23回実施しており、全体的には
「概ね順調に推移」とした。

・広報紙への連載(H23～） 毎月

・出前講座等開催回数 12回/年

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 8,752

宣伝広告事業
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

38便/38便

6往復

5回

事務事業名 405

奥羽本線高速化・機能強化等要
望活動

今後の
方向性

決算額

2-(2)-11

　平成22年度予定の窓口部分の制作は完了し、弘前総合情報サイト維持管理等委託料について、各部署
において支出済みであることから、「工程表どおりに実施済み」となっている。

　情報を一元化したサイトの構築は、平成23年度実施内容となっており判断できない。

目標・活動量指標

目標アクセス数（訪問者数） 10,000/月

決算額

弘前観光情報の一元化（ポータ
ルサイトの構築、中国語などの拡
充）

　観光物産情報の一元化を図る
ために、関係団体と連携し、「弘
前感交劇場」をキーワードにした
弘前の窓口的観光物産情報サ
イトを構築し、利用者が望む情
報にたどりつきやすいようにす
る。また、外国人対応として、多
言語化も図る。

新青森-弘前駅間を30分以内で結ぶ特急列車の運行（H25） 増加

新幹線新青森駅からの誘客のた
めの二次交通の充実

　二次交通の充実のために、奥
羽本線の高速化等による利便性
向上や、新幹線とのスムーズな
接続について、ＪＲ東日本等へ要
望活動等を実施する。

ＪＲ東日本等への要望活動回数 2回/年

　利用者ニーズ等を踏まえながら、ＪＲ東日本及び関係機関への要望活動を行い、奥羽本線の高速化や機
能向上の実現に努める。

2-(2)-12

　平成22年度は、東北新幹線の全線開業に際して、新幹線各便と奥羽本線との接続を確保するため、ＪＲ東
日本等への要望活動を5回実施しており、「工程表どおり実施済み」となっている。

　新青森-弘前駅間を30分以内で結ぶ特急列車の運行増加は目標未達成であるが、新幹線全便に対する
奥羽本線による接続が確保されており、ＪＲ東日本等への要望活動が実施されていることから、「概ね順調に
推移」していると判断する。

目標・活動量指標

全ての新幹線に対するアクセス列車の維持・確保

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容

　情報を一元化したサイトの構築をすすめ、利用者が望む情報にたどりつきやすいようにする。また、入り口
部分についても不足しているコンテンツも強化していく。同時に多言語化もすすめ、国外への情報発信力も
高める。
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