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12.0

○

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

-

○ -件

0

単位 基準値

社

業務取得

12.8

⑤誘致企業数（累計） 5社を目指します。

-

④起業家支援事業所数（累計） 15件を目指します。

％

業務取得

件

　
　商業・サービス業が活性化し、地域資源を活かした新商品開発や企業立地が促進され、雇用拡大が図られます。

指標名

①施策の取り組みによる新規雇用（累計） 350人を目指します。
　○商工業振興による新規雇用　228人
　○農林業振興による新規雇用　122人
　（※観光振興による新規雇用は、H23に設定）

②農商工連携対策支援事業所数（累計） 20件を目指します。

取得方法

0

H22目標値
に対する
達成率

上段：年度別目標値
下段：年度別現状値

H25目標値
に対する
達成率

業務取得

○

業務取得

件

-

-○0

×

0

人

業務取得

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

⑥中心商店街空き店舗率　8.5％を目指します。

③新商品・新技術開発支援事業所数（累計） 50件を目指します。

0

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２-(3) ひろさき農業・産業おこしに取り組みます【商工業振興】 
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　めざす姿の達成状況を示す指標6項目について、平成22年度の目標値に対する達成状況は、「目標を達成済み」が4項目、「目標を達成できない」が2
項目となっており、達成率としては十分に満足できる結果とは言い難いものの、未達成の項目においても現状値は目標値に対して相当程度の値を示し
ている状況にあります。
　目標を達成できなかった2項目は、各事業で積極的に事業を展開し一定の成果はあげたものの、厳しい社会経済情勢を反映して、企業の経営環境が悪
化するなど、外的要因の影響もあり目標値に至らなかったものと考えられます。

　平成22年度における注目指標のうち、業務取得による「①施策の取り組みによる新規雇用（累計）350人を目指します。」については、目標を達成す
ることができませんでした。これは、商工業分野の5事業で55人、農林業分野１事業で26人の計81人の新規雇用を平成22年度の目標としておりました
が、商工業分野では企業誘致による雇用や新商品・新技術開発に伴う雇用が5事業で7人見込みを下回り、農林業分野においても新規就農者数が見込み6
人を下回ったことが要因として挙げられます。
　また、「②農商工連携対策支援事業所数（累計）20件を目指します。」は目標を達成しておりますが、これは、制度を活用した取組が新聞等で紹介
されたことなどにより制度が広く認知されてきており、新たな分野へ挑戦する意欲的な事業者が増えるなど、施策の効果が表れてきていることによる
ものと思われます。
　「⑤誘致企業数（累計）5社を目指します。」は、企業1社を誘致し目標を達成しております。誘致した企業は研究開発型の企業のため、立地直後は
新規雇用はありませんでしたが、中長期的には雇用の期待が持てるものと考えられます。

　次に個別施策の実施状況ですが、「進捗率」では9項目すべてが「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、4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、目標達成に向けて着実に取り組んでいるものの、主要な指標であ
る新規雇用者数が達成されていないなど、十分な成果は得られていないものと考えております。

約束全体の評価 
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事務事業数 進捗率 達成率

1 Ａ Ａ

2 Ａ Ａ

1 Ａ -

1 Ａ -

1 Ａ Ｂ

1 Ａ Ａ

1 Ａ -

1 Ａ Ａ

1 Ａ -

28,569

○３　“ＢＵＹひろさき”運動（地元産品活用の公共調達を促進）

●５　官民一体型での弘前情報チラシ作戦（通販や市役所郵便への添付）

【地域資源の総動員による商品づくりとマーケティングの強化で、仕事おこしを図ります】

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

25,613

○１　産学官金の連携による“ひろさき産業振興会議”の設置

18,900

○４　首都圏等在住の弘前市ゆかりの人々をメンバーとする企業誘致応援隊の結成

22年度

項目

25年度

●７　起業実践トレーニング道場の実施と起業家交流プラットフォーム（セミナー・交流会の定期開催）構築

●８　地域資源の活用、地域課題の解決に取り組むコミュニティビジネスやソーシャルビジネスの育成

●９　店舗スペースのシェアリングによる起業サポート

23年度

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

【弘前の強みを活かした企業立地、誘致を図ります】

【起業や産業を支える人づくりに取り組みます】

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）

○２　“仕事おこしプロジェクトチーム”（しごとづくり、新産業創造、雇用対策などを担当）の設置による仕事づくり施策（オンリーワン
技術の活用など）の積極的展開

131,100

24年度

85,900

●６　北東北の中核都市として、民間企業や公的団体の弘前市への着実な立地を推進

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

Ａ

H22 H23 H24 H25

3回

事務事業名 74

ひろさき産業振興会議開催事業
今後の
方向性

　地域の企業、大学、金融機関
及び各種関係機関により、それ
ぞれの視点から当市の産業振興
に向けた意見・情報交換をする
「ひろさき産業振興会議」を開催
する。

　平成23年度は、震災後の地域経営のあり方も含め、今後の産業振興について広い視野、見識を持った
方々を招へいし意見交換をしていくなど、会議形式等については、社会経済情勢の変化に応じて柔軟に対
応し、開催していく予定としている。

2-(3)-1

　9月28日に食品関連産業分野の代表者、10月1日に商業・製造・サービス関連産業分野の代表者、並び
に10月18日に各産業分野の代表者及び産業支援機関の代表者に参加いただき、会議を開催しており、
「工程表どおり実施済み」となっている。

　会議を3回実施しており、「目標を達成済み」となっている。

目標・活動量指標

会議開催回数 3回/年（H22）
6回/年（H23～）

決算額

産学官金の連携による”ひろさき
産業振興会議”の設置

平成22年度実施内容
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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

22,879

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

15

今後の
方向性

-

　平成22年度に引き続き、平成23年度においても、新たな仕事おこしに関する各種事業を展開し、新たな
事業展開、拡大のきっかけづくりを進めていく。

目標・活動量指標

-

　民間事業者提案の事業委託を行う「仕事おこし推進事業雇用創出プラン」を募集、実施し、5件に対し委
託金を交付したほか、「新商品・新技術開発」に対する補助では、研究開発枠として6件、販路開拓枠として
5件に対し補助金を交付、また「農商工連携促進」に対する補助では、6件に対し補助金を交付し、それぞ
れ新たな仕事おこし、新産業創出のきっかけづくりとして実施しており、「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。

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容

　上記のとおり、新たな仕事おこしに関する各種事業を展開しており、特に「仕事おこし推進事業雇用創出
プラン募集」に関わる数値については、平成22年度は応募総数15件に対し、審査の結果5件を採択し、15
人の新規雇用が図られており、「目標を達成済み」となっている。今後は平成23年度については平成22年
度の継続分15人に加え、新規採択分15人で30人の雇用、平成24年度については平成23年度の継続分15
人の雇用を見込んでおり、目標数値を順調に達成している。
　また、農商工連携や研究開発に関する補助・支援により、平成22年度では新たな商品が9品目生まれて
おり話題となるなど、順調に事業が進んでいる。

目標・活動量指標

仕事おこし推進事業による雇用者数（H22～H25） 60人

　平成22年7月、商工労政課内に仕事おこし・雇用支援室を設置し、仕事づくり施策事務に従事しており、
「工程表どおり実施済み」となっている。

2-(3)-2

　平成22年7月、商工労政課内に仕事おこし・雇用支援室を設置し、各種仕事づくり施策を展開しており、
「工程表どおり実施済み」となっている。

　平成22年7月、商工労政課内に仕事おこし・雇用支援室を設置し、各種仕事づくり施策を展開しており、
「目標を達成済み」となっている。

決算額

項目

(1)仕事おこし・雇用支援室設置

“仕事おこしプロジェクトチーム”（しごとづくり、新産業創造、雇用
対策などを担当）の設置による仕事づくり施策（オンリーワン技術の
活用など）の積極的展開

　「仕事おこし・雇用支援室」を設
置し、しごとづくり、新産業創造、
雇用対策などを積極的に実施す
る。

(2)仕事おこし推進事業
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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 900

ＢＵＹひろさき運動推進事業
今後の
方向性

　補助金による消費活用促進と地元生産品愛用運動推進本部と連携した普及啓発活動を展開し、運動を
推進していく。
　また、地元産品の積極的な活用を庁内に呼びかけながら、公共調達を促進させるための仕組みづくりを
検討していく。

目標・活動量指標

平成22年度実施内容

決算額

2-(3)-3

　市が負担金を支出している弘前市地元生産品愛用運動推進本部において、新入学児童へ津軽塗箸を
寄贈し、地元生産品への愛用意識を育む取組のほか、まつりやイベントでのＰＲ、啓発活動を行っている。
　平成23年度からの運動として、地元生産品の消費活用を直接的に促すための制度（伝統工芸品活用促
進事業費補助金）創設と弘前市地元生産品愛用運動推進本部との連携による普及啓発活動（BUYひろさ
きキャンペーン）により事業を展開することとし、所要経費を平成23年度予算へ計上した。
　公共調達の促進については、仕組みづくりまでには至らなかったものの、課題の洗い出しなど検討を実施
しており、「工程表どおり実施済み」となっている。

　事業開始が平成23年度からとなっており、目標・活動量指標を新たに設定するとともに、達成率の判断は
次年度からとする。

平成23年度から新たな事業実施（具体的事業決定後、指標を設
定）

“ＢＵＹひろさき”運動（地元産品
活用の公共調達を促進）

　地場産業の振興を図るため
に、地産地消を推進するとともに
地元生産品の公共調達を促進
する。
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

12

12

1

事務事業名 389

企業誘致応援隊結成
今後の
方向性

　平成23年度以降は、情報交換会のほか、随時応援隊メンバーを訪問するなど、市内企業のビジネスチャ
ンスに繋がる情報や企業の地方進出に関する情報を積極的に収集していく。

情報交換会の開催回数 2回/年

　会員数については、逐次増員しながら最終的に20名程度とすることを目標としていること、情報提供数、
情報交換会の開催についても応援隊の結成が平成23年2月ということもあり、平成22年度は目標値に達す
ることはできなかったが、「順調に推移」している。

目標・活動量指標
2-(3)-4

平成22年度実施内容

会員数 20名

　企業誘致に関わる情報だけでなく、仕事おこしに繋がる情報を幅広く提供していただくことを目的に、名称
を「ひろさき仕事おこし応援隊」とし、平成23年2月7日に12人のメンバーで結成し、併せて情報交換会を開
催した。
　応援隊の役割などのイメージづくり、人選を経て、予定どおり年度内に結成され、「工程表どおり実施済
み」となっている。

決算額

応援隊からの情報提供件数 20件/年

首都圏等在住の弘前市ゆかりの
人々をメンバーとする企業誘致
応援隊の結成

　弘前への企業・団体の立地を
図るために、首都圏在住の弘前
市ゆかりの方々を中心とした応
援隊を結成する。
　また、企業誘致のみならず、市
内企業のビジネスチャンスに繋
がる情報など、応援隊を通じて
収集する。
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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

100,000枚

事務事業名 0

封筒寄附募集事業
今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

1

21

事務事業名 787

企業・団体立地推進事業
今後の
方向性

　今後も首都圏企業の訪問や企業立地関連イベントへの出展により、当市の立地環境などをＰＲしながら、
引き続き誘致活動を展開していく。

目標・活動量指標

平成22年度実施内容

封筒作成課の必要枚数

　弘前への企業・団体の立地を
図るために、企業誘致応援隊・
大学・各種団体と連携して、情報
収集を行い、企業や団体の訪問
などにより誘致活動を行う。

北東北の中核都市として、民間
企業や公的団体の弘前市への
着実な立地を推進

2-(3)-6

　首都圏開催イベントに出展し、当市の立地環境をＰＲするとともに企業の発掘に向けた取り組みを実施し
たほか、県東京事務所などからの情報も活用し、企業訪問による誘致活動を展開しており、「工程表どおり
実施済み」となっている。
　なお、企業アンケート調査については、弘前オフィス・アルカディアへの立地促進を目的に実施している
が、大型案件を含めて引き合いが活発化したこともあり、平成22年度は見送っている。

　企業誘致件数は、近年の実績から各年度1～2件として平成25年度までの4年間で5件を目標としており、
平成22年度の企業誘致件数は1社の実績があった。
　また、誘致活動で訪問した企業等は21社あり、「目標を達成済み」となっている。

目標・活動量指標

誘致件数（H22～H25） 5件

決算額

訪問企業・団体数 20件/年

平成22年度実施内容

　各課で作成する封筒につい
て、民間の事業者から、自社の
広告とともに弘前の情報を掲載
したものを寄附（無償提供）して
もらう。寄附された封筒は、市が
公文書などの発送に使用する。
事業者及び弘前の情報を市内
はもとより全国へ広くPRすること
ができる。

2-(3)-5

　封筒を一時的に多量に使用する課が、民間の事業者の賛同を得て随時実施するものであることから、予
定数量を把握することはできないため、目標値を設定していない。

官民一体型での弘前情報チラシ
作戦（通販や市役所郵便への添
付）

　平成22年度は、「弘前市広告入り窓口用封筒の作製及び無償提供に関する協定書」を民間の事業者と
締結し、平成23年6月1日から使用を開始し、住民票・印鑑登録に関する案内や市税等の納期に関するＰＲ
を行うこととしており、平成22年度は「工程表どおり実施済み」となっている。

決算額

　平成22年度に実施した取り組みは、当市のＰＲ及び経費節減に有効であることから、市民課の取り組みを
参考に、事業の実施方法を庁内に周知するなどし、各課への取り組みを促し、広告入り封筒への切り替え
が可能なものについては、可能な限り切り替えを図っていく。
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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 584

起業家支援事業
今後の
方向性

平成22年度実施内容

起業実践トレーニング道場の実
施と起業家交流プラットフォーム
（セミナー・交流会の定期開催）
構築

　総合的に、適切かつ効果的な起業家支援とするため、県や関係機関で行われているさまざまな起業家支
援事業の整理を行い、役割分担等も協議しながら、市として今後進める事業等を明確にして、平成24年度
以降に向けた取り組みを検討していく。

　起業人材の育成と起業しやすい
環境作りのために、次の取り組み
を行う。
・起業実践トレーニング道場の実
施
　専門家を招へいし、起業に係る
研修会、相談会を開催する。
・起業家交流プラットフォーム構築
　起業しようとする人と起業した人
の情報交換の場として交流会やセ
ミナーの開催

2-(3)-7

　補助制度拡充については、道場設置と連動して検討することとしているため平成22年度では行っていな
いが、既存制度の起業家育成支援補助金については、平成22年度も継続して実施しており、2件の実績が
あった。
　起業家実践道場の制度設計については、県や関係団体においても類似した事業を実施していることか
ら、各機関で実施している事業内容等を整理や役割分担等について協議を進めながら検討しており、「工
程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は、平成24年度以降の取り組みに係る指標のため、達成率の判断は次年度以降とす
る。

目標・活動量指標

道場の設置 2/年

セミナー、交流会の開催回数 2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

Ａ

H22 H23 H24 H25

1

-

-

事務事業名 0

コミュニティビジネス・ソーシャル
ビジネス支援事業

今後の
方向性

　セミナー等の普及啓発に係る事業の開催については、引き続き行っていくこととしているが、実態調査事
業については、既に平成20年度に県が実施した比較的新しいデータによる調査結果があることから、今後、
実施時期等について再検討していく。
　試験実施事業については、平成23年度においてコミュニティビジネスに興味がある、あるいは起業を目指
す市民等を対象にした学習、実践の場である起業実践塾を実施し、平成24年度以降、県が実施予定のモ
デルCB支援事業を活用しながらコミュニティビジネスに対するソフト事業を実施していく方向で進めている。

地域資源の活用、地域課題の解
決に取り組むコミュニティビジネ
ス(※7)やソーシャルビジネス(※
7)の育成

　地域資源の活用、地域課題の
解決に取り組むコミュニティビジ
ネス（CB）やソーシャルビジネス
（SB）を育成するために、次の取
り組みを行う。
・普及啓発事業（CB・SBの創業
機運を高めるセミナー等の開催）
・実態調査事業（CB・SBに取り組
もうとする団体等の実態調査の
実施）
・試験実施事業（CB・SBに取り組
む団体等に対し、既存補助金等
の活用や交流の場づくりなどの
ソフト事業を絡めて、各種支援策
を検討・実施）

平成22年度実施内容

実態調査事業(H23) 1回実施
2-(3)-8

　青森県、NPO推進青森会議主催、弘前市共催により「ひろさきコミュニティビジネスフォーラム2010」を開催
しており、「工程表どおり実施済み」となっている。

　「ひろさきコミュニティビジネスフォーラム2010」を平成22年11月に開催し、「目標を達成済み」となってい
る。

目標・活動量指標

普及啓発事業開催回数 1回程度/年

試験実施事業団体等支援実施(H23～)

決算額

－　68　－
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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

店舗シェアリング支援事業
今後の
方向性

平成22年度実施内容

2-(3)-9

　平成22年度は、場所の特定や事業の連携体制を構築することとしていた。
　中心商店街にある大型商業施設の所有者・管理者と協議し、事業の検討を行った。
　また、関心のある所有者等と日常的に意見交換をするなど「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は「シェアリング実施店舗数」「シェアリング出店数」となっているが、事業実施が平成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。

目標・活動量指標

シェアリング実施店舗数 2店

決算額

シェアリング出店数 10店/年

店舗スペースのシェアリングによ
る起業サポート

　店舗スペースをシェアリングし、
多様な起業家の育成の場となる
スペースを設置するため、シェア
リングに取り組む店舗へ支援す
る。
　また、起業実践トレーニング道
場の実施と起業家交流プラット
フォームと連携した支援策を進
める。

　平成22年度に所有者等と意見交換を行い、事業計画を検討してきたことにより、平成23年度から具体的
に事業を実施できる計画ができつつある。
　今後、事業の具体化に向け、所有者等と協議してくこととしている。
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