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②弘前の景観に魅力を感じる市民を増やします。　新規
　　　H23の基準値取得後に目標値を設定

市民評価
アンケート

－×

　中心商店街空き店舗率　8.5%を目指します。 業務取得

50

人

①弘前が住みよいと思う市民を増やします。
市民評価
アンケート ％ ○ ○

％ - － －

　地域資源・資産の効果的な活用によるまちづくりや住環境の整備を進め、低炭素・循環型の市民が暮らしやすい魅力あるまちになっていま
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

H22目標値
に対する
達成率

H25目標値
に対する
達成率

％ 12.8 × －

③中心市街地活性化基本計画に掲げる目標指標
　中心市街地歩行者・自転車通行量（平日・休日の平均）25,000人を目
指します。

業務取得 18,018

90 ○ －

④重要伝統的建造物群保存地区（仲町地区）の消流雪溝整備を進めま
す。　　整備率　   76.9％

業務取得 ％ 5.5

－

⑤安全・安心な生活環境だと思う市民を増やします。　新規
　　　H23の基準値取得後に目標値を設定

市民評価
アンケート ％ -

○ －

　　　　整備延長　 1,255ｍ 業務取得 ｍ

業務取得 ％ 8.7

－ －

⑥弘南バス（弘前市関係路線）及び弘南鉄道の利用者数　5,500,000人
を維持します。

業務取得 人 5,523,655 ×

－

－ －

⑧新エネルギーを導入した公共施設数　3施設を目指します。 業務取得 施設 0 － －

⑦リサイクル率　14.9％を目指します。

⑨省エネルギーを導入した公共施設数
　インハウスエスコ事業実施　6施設を目指します。

業務取得 施設 3 ○ ○

　エスコ事業実施　1施設を目指します。 業務取得 施設 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
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

－

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３ 魅力あるまちづくりを進めます 
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　めざす姿の達成状況を示す指標12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4項目、「目標を達成できない」が3
項目、「判断できない」が5項目となっており、達成率は高いとはいえない状況にあります。これは、新規に数値目標を設定する項目や平成23年度から
本格稼動する項目について、達成率を判断できないことが影響しているものです。

　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弘前が住みよい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。この指標は、７つの約束全てが反映される指標であり、市のアクションプランにおける取り組みが市民から評価されたと考えられるとともに、ア
ンケートの実施が震災後であり、当市の地勢要因などが相対的に好印象をもって評価に反映されたとも考えられることから、今後も施策の着実な実施
により目標値の確保を図っていくことが必要です。
　同じく市民評価アンケートによる「⑤安全・安心な生活環境だと思う市民を増やします。」については、市民評価アンケートの現状値は23.1％で、
弘前が住み良いと思う市民割合に比し、低い数値となっています。これは、災害の応急対策への懸念が反映されたことが背景にあるとも思われます
が、やさしい街「ひろさき」づくり計画など個別施策の推進により、安全・安心な生活環境だと思う市民の割合の増加を図っていくことが必要です。
　また、業務取得による「⑨省エネルギーを導入した公共施設数」のうち、「インハウスエスコ事業実施」については、平成22年度に岩木山総合公
園、消防庁舎、岩木文化センター・中央公民館岩木館・岩木図書館（複合施設）の3施設を実施し、目標を達成しています。一方、平成24年度を目標と
する「エスコ事業実施」については、事業導入のための事前詳細調査を実施中であり、調査結果に基づき、今後の設備改修、エスコ事業の規模を決定
していくこととしています。

　次に個別施策の実施状況ですが、「進捗率」では21項目中18項目が「工程表どおり実施済み」で1項目が「概ね工程表どおり」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が、十分な成果は得られ
ていないと考えます。
　今後は、めざす姿の達成状況を示す指標のうち、平成22年度では達成できなかった項目の改善に向けて、中心市街地活性化や公共交通利用促進に関
わる個別施策について、さらに積極的な取り組みを行うほか、平成23年度以降に達成率を判断することとしている指標についても、関連施策の一層の
充実に努めることが必要であると考えます。

約束全体の評価 
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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 －

1 Ｃ －

1 Ｃ －

1 Ａ －

3 Ａ Ａ

5 Ｂ －

1 Ａ －

1 Ａ －

2 Ａ Ａ

3 Ａ －

2 Ａ －

1 Ａ －

1 Ａ －

3 Ａ Ｂ

1 Ａ －

4 Ａ －

2 Ａ －

2 Ａ －

○５　岩木・相馬地区活性化事業の推進

【岩木山を中心とした豊かな自然を守り、活かします】

●11　街なかカラス対策の強化

○１　弘前レトロモダン街づくりを目指した景観形成

【新エネルギーの活用、りんごの再資源化やゴミの減量化を進めます】

【市民にやさしい街づくりを進めます】

【弘前の魅力を活かした街づくりを実現します】

【民間ノウハウ導入などにより公共施設の効率化を進めます】

●19　市立病院等の公共施設への新エネルギー導入や省エネルギーの推進

○４　アセットマネジメントとファシリティマネジメントの導入（下水道とし尿処理機能の再構築）

●16　水道事業民営化可能性検討会議の設置

●18　岩木川自然農法（無農薬・減農薬によるブランド化、循環型農業）社会実験の実施

●10　学園都市弘前、大学力と連携した街づくりプラン策定

●８　空き店舗情報データバンク整備

●９　ライド・トゥー・パーク社会実験の実施

○３　安全・安心の街づくりに必要な公共事業と冬期交通を確保するための除雪は確実に実施

●12　やさしい街「ひろさき」づくり計画（公共施設のユニバーサルデザインの推進、福祉除雪、通学路スクラム除雪、歩道・側溝整備、ｅ
ｔｃ）の制定

●13　子ども達による安心遊び場マップの策定

●14　二次交通体系の見直しによる利用促進と福祉バスなどの社会実験

●20　りんご資源リサイクル検討会議（剪定枝バイオ燃料・絞りかす利用）の設置

●15　地域コミュニティ単位での防犯体制の整備（コンビニエンスストアとの防災協定など）

●17　ＰＦＩ等民間ノウハウなどの導入によるインフラサービスの展開

項目

○２　弘前城公園活用推進検討会議の設置

●６　ひろさき街中にぎわいリバイバルプラン策定（土手町地区、かじまち地区、駅前地区）

●７　ひろさき街中フリーアートスペース（美術作品の展示・販売）

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

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

●21　生ゴミ市内循環システムなどの構築によるゴミの減量化

650,796

492,049 666,574 1,000,111 968,185

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

H22 H23 H24 H25

333,420

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

119名

今後の
方向性

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

119件

今後の
方向性

　景観計画や景観条例の中で助成制度を明確に位置づける。

　景観計画及びこれに合わせて制定する景観条例や屋外広告物条例について、一体的な運用を図るた
め、所要の作成手続きを進め、平成24年6月の施行を目指す。

平成22年度実施内容

(2)民間建造物保存・改修費助
成

　平成22年度は民間建造物等に対する助成、支援策の検討を行う段階とし、景観計画や景観条例の中で
の助成制度の位置づけなどの検討を行っており、「工程表どおり実施済み」となっている。

　歴史的建造物は119件で「目標を達成済み」となっている。

目標・活動量指標

歴史的建造物＇文化財及び趣のある建物（の維持 119件

平成22年度実施内容

　現在策定中の景観計画(※9)
において、中心市街地活性化基
本計画(※10)、歴史的風致維持
向上計画＇※11)と連携を図りな
がら、新旧や和洋が調和した弘
前ならではの景観を守り育てる
ための取り組みを構築する。
　また、景観計画の策定にあわ
せて、弘前ならではの景観を
保っている民間建造物の保存・
改修費に対して助成する。

(1)景観計画策定

　計画策定に向け、景観アドバイザリー会議＇6月ほか計6回（や計画策定委員会＇1月ほか計2回（を開催し
て計画内容の吟味及び協議を重ねており、「工程表どおり実施済み」となっている。

　平成22年度の景観フォーラム参加者数は119名で「目標を達成済み」となっている。

目標・活動量指標

景観に関する市民への啓発＇景観フォーラム参加者数（
  80名/年

項目 平成22年度実施内容

3-1 弘前レトロモダン(※8)街づくりを目指した景観形成

　施策を構成する2事業とも、「工程表どおり実施済み」となっている。

　施策を構成する2事業とも「目標を達成済み」となっている。

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

Ａ

H22 H23 H24 H25

1

事務事業名 3

弘前城公園活用推進検討会議
設置

今後の
方向性

　目標・活動量指数は、「１回開催／年」となっていることから、会議を１回開催し、次回開催に向けた報告や
事前説明などしていることから「目標を達成済み」となっている。

目標・活動量指標

開催回数 1回/年＇H22（ 3回/年＇H23～24（

決算額

平成22年度実施内容

3-2
弘前城公園活用推進検討会議
の設置

　本市の文化・観光の中心的役
割を担っている弘前公園のさら
なる活用を図るため、「弘前城公
園活用推進検討会議」を設置
し、有料化のあり方、一口城主、
イベントをはじめとする多目的な
活用方法などについて、市民を
交えて検討する。

　平成22年度は、検討会議を設置し、有料化のあり方、一口城主、イベント活用方法などを検討することとし
ていた中で、会議を設置し、委員への辞令交付と組織会を行った。また次回以降の検討会議の参考として
①弘前公園の管理状況②会議の目的や今後の方向性③今後の会議開催予定などの説明をしたことから、
本検討会議の方針などについて、各委員の理解を得られたものと解しており、「工程表どおり実施済み」と
なっている。

　平成23年7月末に開催する第2回検討会議は、前回開催時に説明した内容などを基に各委員から利活用
に関するｱｲﾃﾞｨｱや意見を伺い、速やかに実施出来るものは、平成23年度中に実施するなどし、弘前公園
のさらなる利活用の礎とする。また、会議開催は、平成24年度までに、年3回の計6回を計画どおり実施する
ものとする。
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No. 自己評価

進捗率

Ｂ

達成率

－

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

273

14,640

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

64橋

9,030

今後の
方向性

平成22年度実施内容

(2)橋の長寿命化修繕計画を策
定し、これまでの事後保全的な
対応から計画的かつ予防的な対
応に転換し、橋の延命とコスト縮
減を図る。

(2)橋梁維持事業

　平成22年度は、橋梁長寿命化修繕計画策定＇橋長15ｍ以上の重要な橋梁（を、計画どおり実施したの
で、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は、長寿命化修繕計画策定218橋となっているが、平成22年度計画分64橋を実施した
ので「目標を達成済み」とした。

目標・活動量指標

長寿命化修繕計画策定 218橋

決算額

　橋長が15ｍ以上の残る54橋及び橋長が7ｍ～15ｍの100橋についても、計画的に修繕計画を策定して事
業を推進したい。

(1)誰もが円滑に移動でき、利用
しやすいように歩道を改修して
「安全・安心な日常」を実感でき
るやさしい街づくりを進める。

(1)歩道改修事業

　平成22年度は、2路線、延長Ｌ＝290ｍを計画し、八幡宮線Ｌ＝134ｍ，富田安原1号線Ｌ＝139ｍ、合計
273ｍの改修を実施したが、整備区間は当初の予定どおりで、精査による延長17ｍ減であることから、「工程
表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は、改修計画延長Ｌ＝1,490ｍとなっている。平成22年度計画Ｌ＝290ｍに対し、実績は
Ｌ＝273ｍであるが、予定区間は達成されたので「目標を達成済み」とした。

目標・活動量指標

改修計画延長 L=1,490m

決算額

　沿線住民や関係者の協力を得ながら、歩道改修を計画的に進めて事業を推進したい。

項目 平成22年度実施内容

3-3
安全・安心の街づくりに必要な公共事業と冬期交通を確保するた
めの除雪は確実に実施

　施策を構成する5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」との評価をした。

　2事業は達成率がＡとなっているが、ほかの2事業は平成23年度からでないと判断できないこと、さらに1事
業は平成24年度からの判断になることから、達成率の判断は次年度以降とする。

平成22年度実施内容
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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

10,080

今後の
方向性

目標・活動量指標

市街地補修達成率 59.5%＇H25（

決算額

　平成23年度は、桜ヶ丘団地・城東地区・松原地区の道路施設老朽化実態調査を実施する。また、併せて
「道路施設補修計画＇Ⅰ期計画H24～H33（」を策定し、計画的に事業を推進したい。

平成22年度実施内容

(3)道路の路面、側溝及び交通
安全施設の長寿命化を図り、年
次補修計画を策定し、計画的に
補修する。

(3)道路補修事業

　平成22年度は、城西・下町・和徳地区の道路施設老朽化実態調査を実施したことから、「工程表どおり実
施済み」との評価をした。

　目標・活動量指標は「市街地補修達成率」となっており、補修事業が平成24年度から実施することから、達
成率の判断は事業実施年度以降とする。
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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

3

15

今後の
方向性

実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

C

達成率

-

H22 H23 H24 H25

-

0

今後の
方向性

(2)消流雪溝整備計画を見直し、
整備を推進する。

(2)消流雪溝第二次面的整備Ⅲ
期計画事業

　平成22年度は、関連事業との工程調整や整備路線の精査に日数を要し、Ⅲ期計画の策定を完了できな
かったことから、「工程表より遅れている」との評価とした。

　目標・活動量指標は「Ⅲ期計画整備延長」となっており、整備事業が平成23年度から実施することから、達
成率の判断は次年度からとする。

目標・活動量指標

Ⅲ期計画整備延長＇H23～H25（ L=1.2km

決算額

　平成23年7月にⅢ期計画の策定を完了したことから、消流雪溝整備を計画的に進めて事業を推進した
い。

(1)生活道路・通学路・小路等の
除雪及び除雪困難者の間口処
理など、住民参加型の取り組み
を支援する。

(1)道路維持作業地域支援事業

　平成22年度は、試験的にモデル地区＇1地区5町会（を選定し、実施する計画であったが、実績としては、3
地区3町会を対象として実施したことから、「工程表どおり実施済み」との評価とした。

　間口除雪の実績としては、3地区3町会12世帯を対象に延べ90回の実施となっている。平成22年度は試験
的に実施した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

実施地区数 4地区＇H25（

決算額

平成22年度実施内容

　各町会、社会福祉協議会などの意見を聴きながら、広報、ホームページで周知を図っていくが、町会の声
として、支援は助かるが高齢者が多く、作業する担い手の確保が難しいとの意見もあり、隣接している町会
に手伝いとして実施していただく可能性もある。

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

-

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

－

H22 H23 H24 H25

－

0

今後の
方向性

平成22年度実施内容

「ＭＩＣＳ＇汚水処理施設共同整
備（事業(※14)」

　岩木川浄化センターで、し尿・
浄化槽汚泥のほか、下水道処理
汚泥、農業集落排水汚泥の共
同処理を行うことで、下水道とし
尿処理機能を再構築し、経費の
削減を図る。

し尿･浄化槽汚泥等共同処理事
業

　平成22年度は国、県との協議及び関係市町村との調整を図り、当該事業について関係市町村等の協力
を得ながら弘前市が中心として実施し、庁内においては環境保全課が上下水道部工務課・下水道施設課、
さらには弘前地区環境整備事務組合・黒石地区清掃施設事務組合の協力を得ながら事務を行う体制が
整ったことから、「工程表どおり実施済み」との評価とした。

　供用開始が平成27年度からとなっていることから判断できない。

目標・活動量指標

H27年度から供用開始

決算額

　国、県との協議及び関係市町村との調整を図りながら、平成27年度から供用開始に向けて事業を推進し
たい。

「下水処理場統合事業」

　下水道事業の効率性の向上
や、改築更新費、維持管理費及
び人件費の削減を図るため、弘
前市下水処理場と県流域岩木
川浄化センターの統合に向けた
取り組みを行う。

下水処理場の統合事業

　平成22年度は国、県との協議を進めることとしており、統合へ向けた検討、協議を行い、今後統合に必要
な条件に対する国、県の考え方や、補助金等の取り扱いなど課題を整理したことから「工程表どおり実施済
み」となっている。

　統合が平成25年度になっていることから判断できない。

目標・活動量指標

H25年度に統合

決算額

　統合へ向けた課題が明確になったことから、引き続き協議を継続し平成25年度統合に向けた取り組みを
進めていく。

項目 平成22年度実施内容

3-4
アセットマネジメント(※12)とファシリティマネジメント(※13)の導入
＇下水道とし尿処理機能の再構築（

　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」との評価に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」との評価とした。

　2事業の目標・活動量指標の設定が「平成25年度に統合」と「平成27年度から供用開始」となっていること
から、達成率は判断できない。

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

B

H22 H23 H24 H25

264,496

実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

B

H22 H23 H24 H25

55,423

今後の
方向性

進捗率

Ａ

達成率

A

H22 H23 H24 H25

4

今後の
方向性

目標・活動量指標

既存の地域活性化事業の継続支援  60,000千円/年＇H25（

　実績額が、事業効果に影響が無いかを調査し進めていきたい。

(2)岩木・相馬地区活性化推進
事業

　意見交換会を岩木地区、相馬地区で各2回開催し、活性化事業のニーズ等の情報を得た。また、新たな
制度設計については、これまで実施してきた協働による地域づくり支援補助事業を基本に要綱を制定する
ことにしたことから、「工程表どおり実施済み」と判断した。

　岩木地区、相馬地区で各2回開催したことから、「目標を達成済み」と判断した。

平成22年度実施内容

　岩木山を中心とした自然を活
かして、岩木・相馬地区の活性
化を図るため、次の取り組みを
行う。

(1)岩木・相馬地区における既存
の地域活性化ソフト事業を継続
支援する。

(2)岩木・相馬地区において地元
との対話を進め、地域活性化事
業の推進を図る。

(1)地域活性化ソフト事業

　既存の地域活性化ソフト事業に対する補助金等は、平成22年度予算額58，301千円、33件であることか
ら、「工程表どおり実施済み」と判断した。

　予定した事業は全て実施したが、現状値＇H22予算額（58,000千円/年と比較し、指標＇決算（が約300万円
程下回っているのは、予算額に対し実績額が下回ったのが主な理由であることから、「概ね順調に推移」と
判断した。

目標・活動量指標

意見交換会の開催 1回/年

　両地区における活性化を推進する事業計画が策定されたことから、当計画について地元との対話を進め
る、事業を着実に実施する。

項目 平成22年度実施内容

3-5 岩木・相馬地区活性化事業の推進

　施策を構成する3事業を「工程表どおり実施済み」と判断した。

　各事務事業の指標が若干低い数字となっているのは、(1)(3)の事業実績額による。事業計画は、概ね施行
したことから「順調に推移」と判断した。

決算額
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事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

B

H22 H23 H24 H25

5.07%

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

5

－

事務事業名 0

にぎわいリバイバルプラン策定
事業

今後の
方向性

平成22年度実施内容

　目標・活動量指標の「リバイバルプランによる実施事業数」については、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

関係機関との協議回数 5回/年

平成22年度実施内容

3-6
ひろさき街中にぎわいリバイバル
プラン策定＇土手町地区、かじま
ち地区、駅前地区（

　中心市街地の各地区の特性に
合わせた賑わいを創出するため
に、地元商業者を含めた体制で
地元が実施できるソフト事業を主
体としたアクションプランを策定
し、その事業を支援する。

　平成22年10月から、商店街関係者や弘前市中心市街地活性化協議会事務局とプラン策定に向けた意見
交換会を5回程度実施し、策定体制やプランの方向性を協議、23年度のプラン策定、実行に向けた意識醸
成が図られた。
　平成23年度にプランに掲載したリバイバル事業を実施する場合の支援として、集客・販売促進活動特別
支援事業費補助金に「リバイバル枞」を設け、150万円の予算を措置したことから「工程表どおり実施済み」と
した。＇補助率：2/3　限度額：150万円（

決算額

　平成22年度でプラン策定に向けて駅前・大町地区の関係者との意識醸成が図られたことから、平成23年
度は、駅前・大町地区の策定実行委員会が正式に発足することとなっており、リバイバル事業も実施される
見込みである。それに加えて、平成24年度の土手町・鍛治町地区のプラン策定に向けた関係者との協議も
実施していくこととしている。

リバイバルプランによる実施事業数 5件/年

(3)相馬地区過疎計画推進事業

　9月21日に計画に伴う意見交換会を開催。10月13日に県と協議。11月1日に計画概要に伴う意見交換会
を開催。12月議会に「弘前市旧相馬村区域過疎地域自立促進計画＇案（」を提出、12月17日に議決を得て
策定したことから、「工程表どおり実施済み」と判断した。

　事業費ベースによる進捗率は、計画では5.51％の達成を見込んだが、実績は5.07％と下回ったのは、＇仮
称（ふれあいセンター建設事業の実績額が、計画事業費より大きく下回ったからである。しかし、当事業の進
捗に影響はない。
　また、全体的に計画した事業を概ね実施したことから、「順調に推移」と判断した。

目標・活動量指標

計画に基づく事業進捗率＇事業費ベース（ 68%＇H25（

　計画に基づき、事業を推進していきたい。

(3)相馬地区においては、「弘前
市旧相馬村区域過疎地域自立
促進計画」を策定し計画の推進
を図る。
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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

-

-

事務事業名 0

アートスペース創出事業
今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ｃ

達成率

-

H22 H23 H24 H25

-

-

事務事業名 0

空き店舗データバンク整備事業
今後の
方向性

　情報発信については、事業が本格的に実施されるのが平成23年度からとなっているため、達成率の判断
は次年度からとする。

目標・活動量指標

問い合わせ件数 20件/年

出店数 2店/年

平成22年度実施内容

3-8 空き店舗情報データバンク整備

　中心市街地の空き店舗を解消
するために、商店街振興組合な
どと連携しながら、中心市街地全
域の空き店舗を把握し、広く発
信しながら出店希望者とのマッ
チングを図る。

　平成22年10月から商店街振興組合等と連携して空き店舗の情報収集を行った。
　商店街振興組合等の事情もあり、情報の集まりが当初計画より遅れたものの、一定の情報が集約でき、
データベースの構築を開始した。情報発信については、平成23年度から行えるよう取り組んでいる。平成22
年度に情報発信ができなったことから、「工程表より遅れている」とした。

決算額

　平成22年度において集約された空き店舗情報の発信ができるよう取り組んでいく。また、情報の鮮度を保
つため、商店街等と連携した情報更新の手法を検討していく。

　目標・活動量指標は「アートスペースの設置数」「参加者数」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

アートスペースの設置＇開催（数 3回/年

参加者＇団体（数 10団体

平成22年度実施内容

3-7
ひろさき街中フリーアートスペー
ス＇美術作品の展示・販売（

　美術関連の創作活動を行って
いる者が、主に中心市街地にあ
る公共の空間を活用した展示、
販売スペースを設け、賑わいを
創出する事業に対し支援する。

　平成22年度は、関係者等のヒアリングや実施可能な場所を特定することとし、一部関係者のヒアリングは実
施している。
　また、平成23年度において、事業を実施するため70万円の予算を措置しており、「工程表どおり実施済
み」となっている。

決算額

　平成22年度は、実施に向けた具体的な協議が進まなかったが、今後は、実施時期や実施場所など具体
的な協議を進め、平成23年秋頃の実施を目指していく。
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ｃ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－

－

－

事務事業名 0

ライド・トゥー・パーク社会実験実
施事業

今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

-

-

事務事業名 0

「学園都市弘前街づくりプラン」
策定事業

今後の
方向性

　目標・活動量指標は「まちづくりプラン策定参画学生数」及び「まちづくりプラン実施事業件数」としている
が、プランの策定は平成23年度、策定したプランの実行は平成24年度以降としていることから、達成率の判
断は次年度以降とする。

目標・活動量指標

まちづくりプラン策定参画学生数 12人

まちづくりプラン実施事業件数 2件/年

決算額

平成22年度実施内容

3-10
学園都市弘前、大学力と連携し
た街づくりプラン策定

　「学園都市弘前」として若者が
にぎわう魅力ある街づくりを推進
するために、大学の高度な知識
や学生力を活用した弘前の街づ
くりについて調査・研究を行い、
若者の視点からの街づくりプラン
を策定・実行する。

　平成22年度は、まちの若者の代表となる学生の考えをプランに盛り込むために、学園都市ひろさき高等教
育機関コンソーシアム＇以下「コンソ」という。（事務局＇弘前大学社会連携課（へ相談・要請を行った。平成
23年度中のプラン策定を目指し事業設計を行うとともに、その事業費については平成23年度予算において
措置するなど「工程表どおり実施済み」となっている。

　コンソの学生委員会をはじめとし多くの学生の声に耳を傾けながら、魅力ある街づくりを推進するための実
行力のある計画の策定を目指したい。

　目標・活動量指標が社会実験の実施日数となっていることから、達成率の判断は、社会実験を実施する
平成24年度とする。

目標・活動量指標

路上駐車ｽﾍﾟｰｽ 14日間×1回

駐車券セット販売　14日間×1回

巡回バス さくらまつり期間＋その他10日

平成22年度実施内容

3-9
ライド・トゥー・パーク(※15)社会
実験の実施

　中心市街地活性化のために、
次のような社会実験を行い、商
店街の賑わいの方策を検討す
る。
①都市計画道路3・3・2号線を活
用した路上駐車スペース確保
②公園入場券、駅・土手町周辺
駐車場駐車券のセット販売
③中心市街地駐車スペース確
保、巡回バス運行

　平成22年度は警察署等実験関係者への協力依頼を行うこととしていたが、実施していないため、「工程表
より遅れている」とした。

決算額

　平成22年度は社会実験に向けた具体的な取り組みを行っていないため、平成23年度において、社会実
験実施フローを検討するための関係機関との協議会を開催するなど、事業進捗の回復を図り、平成24年度
の実験実施を目指す。
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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

A

H22 H23 H24 H25

2回

108

今後の
方向性

目標・活動量指標

協議会開催回数 2回/年

決算額

　今後とも協議会を開催し、カラス対策の具体的な方向性を検討する他、今年度はより市民の意識を把握で
きるよう世論調査を実施する。また、行政・住民・企業との協働による一斉追い払いを実施する。

平成22年度実施内容

　カラス被害の尐ない住みやす
いまちづくりのために、次の取り
組みを行う。

(1)カラス対策連絡協議会を設置
し、行政・住民・企業が協働し
て、対策を実施する。

(1)街なかカラス対策事業

　平成22年度は協議会を7月に設置、7月、11月に開催している。
　また日本野鳥の会弘前と共同で3回の個体数調査を行い、また研究者を協議会委員に任命し「工程表ど
おり実施済み」となっている。

　協議会2回、座談会4回実施するなど「目標を達成済み」となっている。
　委員からの提言・要望を施策に反映させるなど、行政・住民・企業との協働に関して一定の役割を果たし
ていると考えられる。

項目 平成22年度実施内容

3-11 街なかカラス対策の強化

　平成22年は3事業とも予定通り実施しており「工程表どおり実施済み」となっている。

　構成する3事業について、「目標を達成済み」が2事業、「判断できない」が1事業となっており、総合的な判
断は「目標を達成済み」とした。
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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

100.0%

17,030

今後の
方向性

進捗率

A

達成率

―

H22 H23 H24 H25

28回

1,241

今後の
方向性

清掃回数 120回/年＇H25（

決算額

　H23年度に歩道清掃車を購入する他、市民貸出し用のﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼを購入し、行政・住民・企業との協働によ
る糞害対策を実施したい。

目標・活動量指標

黄色防鳥ネット設置集積所数 100.0%＇H25（

決算額

　カラスによるごみの食い荒らしを撲滅し、個体数の減尐を図るため、引き続き市内全域の黄色ネットが必要
なごみ集積所に黄色ネットを配置していく。

(3)カラスによる糞害に対応する
ため、歩道清掃については回数
を増やすだけでなく、行政・住
民・企業が協働して行う。また
デッキブラシ等を購入し、市民か
らの要望により貸し出す。

(3)カラス糞害対策事業

　平成22年度は、既存の取り組みとして市単独で歩道清掃を行ったほか、協働の取り組み内容を検討し、
実施内容を決定している。
　平成23年からﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼを貸出しする予定としており、「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標値は、市民、企業、行政の3者が協働して歩道清掃を行うことを想定しているため、達成率の判断は
H23年度からとしたい。

目標・活動量指標

(2)カラスによるごみ集積所での
食い荒らしを撲滅するため、防
鳥効果の高い黄色防鳥ネットを
より多くのごみ集積所に設置す
る。

(2)黄色防鳥ネット設置事業

　平成22年度は、市内全域の黄色防鳥ネットが必要なごみ集積所に黄色防鳥ネットを配置するため、9月補
正で1,400枚を購入し、配布しており、「工程表どおり実施済み」となっている。

　市内全域の黄色防鳥ネットが必要なごみ集積所すべてに設置したことから「目標を達成済み」となってい
る。

平成22年度実施内容
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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

やさしい街「ひろさき」づくり計画
策定事業

今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

-

H22 H23 H24 H25

-

事務事業名 0

安心遊び場マップ作成事業
今後の
方向性

　平成23年度から講師を招き、小・中学校区等を単位として1地区を選び、地域の健全育成に係る任意団体
と協働して、安心遊び場マップ策定予定。

平成22年度実施内容

3-１3
子ども達による安心遊び場マッ
プの策定

　小中学校区等を単位とし、地
域の健全育成に係る任意団体と
協働して、ヒヤリ・ハット＆安心遊
び場マップを作成する。
　平成23年度から、当面各年度
１地区で実施する。

　内容・実施方法等について検討し、平成23年度から策定作業を開始するための予算請求を行った。マッ
プ策定にあたり、学識経験者を講師として招きワークショップを開催するため、講師料、材料費等の予算
448,000円を計上。

　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

マップ作成モデル地区数 3地区

決算額

　目標・活動量指標が平成23年度に開催予定の関係機関との協議回数となっていることから、達成率の判
断は、平成23年度とする。

目標・活動量指標

関係機関との協議 3回/年

決算額

　平成24年度の計画策定を目指し、平成23年度はやさしい街「ひろさき」づくり計画検討会議＇外部委員会（
や策定委員会＇庁内（において計画の検討を行う。

平成22年度実施内容

3-１2

やさしい街「ひろさき」づくり計画
＇公共施設のユニバーサルデザ
イン(※16)の推進、福祉除雪＇※
17)、通学路スクラム除雪(※18)、
歩道・側溝整備、ｅｔｃ（の制定

　「高齢者・障害者をはじめ、す
べての住民が、快適で安全、安
心して暮らせるまちづくり」を実
現するために、都市計画マス
タープラン＇※19)等の関係法
令・計画と整合を図りながら、市
民・事業者・行政が協働して推
進することを目的とした計画を策
定する。
　計画の具体例として、防災対
策としての「やさしい日本語(※
20（」の活用や、庁内の案内表示
の多国語化も併せて推進する。

　平成22年度は予定していた関連法令、計画等の精査や資料収集のほか、計画の検討に向けた計画策定
準備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。平成23年度は、計画策定業務委託費や
計画検討会議開催費など計6,342千円を予算計上している。
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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

318

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

進捗率

A

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

5

今後の
方向性

目標・活動量指標

利用啓発活動実施回数 5回/年

　広報ひろさき、市ＨＰ、パンフレットなどの各媒体を活用しながら、引き続き公共交通の現状周知や利用に
関する情報提供の充実を図り、公共交通の利用促進に努める。

目標・活動量指標

実証運行実施地区 2地区

　モデル地区における実証運行の早期開始に向け、地域住民や関係機関と協議を進めながら、公共交通
の維持・拡充に努めるが、相馬地域における事業を先行して進める。

(2)公共交通利用促進事業

　ひろさき公共交通マップを発行したほか、広報ひろさき＇11/15号（において地方鉄道の利用ＰＲを実施し
ており、「工程表どおり実施済み」となっている。

　ひろさき公共交通マップ2010及び2011の配布により公共交通のルートに係る情報提供の強化充実を図っ
た＇2回（ほか、広報ひろさき及びＦＭアップルウェーブにおける利用啓発活動＇2回（の実施や、弘南鉄道大
鰐線利用促進パンフレットの配布による現状の周知活動等＇1回（を行い、「目標を達成済み」となっている。

　施策を構成する2事業のうち、達成率の判断が可能な事業については「目標を達成済み」との評価になっ
ていることを踏まえ、施策全体として総合的に勘案し、「目標を達成済み」と評価した。

決算額

平成22年度実施内容

　公共交通の維持・拡充のため
に、次の取り組みを行う。

(1)宮園、青山地区及び相馬地
域をモデル地区として、地域特
性に応じた生活交通確保のため
の実証運行＇乗合タクシーの導
入等（を行う。

(2)公共交通の現状に関する周
知や、公共交通の利用に関する
情報提供を充実させ、利用促進
を図る。

(1)地域公共交通再生モデル事
業

　平成22年度は、相馬地域における公共交通移動実態の把握と小型乗合輸送への転換可能区間の抽出
を行った。
　平成24年度からの実証運行開始の計画であるが、準備が整い次第運行に着手できるよう、平成23年度予
算に運行委託費を計上した。

　目標・活動量指標は「実証運行の実施地区数」であるが、実証運行の開始が平成24年度からの計画であ
るため、達成度の判断は次年度以降からとする。

項目 平成22年度実施内容

3-14 二次交通体系の見直しによる利用促進と福祉バスなどの社会実験

　施策を構成する2事業について、いずれも「工程表どおり実施済み」との評価になっており、施策全体とし
ても、総合的に勘案して「工程表どおり実施済み」と評価した。
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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

－

－

－

－

0

今後の
方向性

決算額

　合同街頭キャンペーンは、弘前地区防犯協会、暴力追放弘前市民会など関係機関・団体と事業実施に
向けた協議を行い、さくらまつり、弘前ねぷたまつりや地域安全旬間などの事業を活用した事業展開を目指
す。リーダー育成研修については、市内の自主防犯団体や弘前市町会連合会などを対象に、次世代の
リーダーを育成することを目指す。
　その他研修については、警察署の生活安全課や刑事第2課組織犯罪対策係等と協議しながら一般市民
を対象とした研修・講演会を開催することを目指す。
　モデル地区選定については、現在、北小学校区と協議し、平成23年度「市民参加型まちづくり１％システ
ム」の二次募集に応募する予定としている。平成24年度には小学校区１地区、平成25年度には中学校区１
地区を選定し、各年度の｢市民参加型まちづくり１％システム」を活用し事業実施を目指す。

　安全・安心のまちづくりを推進
するために、次の取り組みを行
う。
(１)防犯関係
①防犯協会・暴力追放市民会
議・町会連合会との連携強化に
よる効果的な防犯活動を通じ、
地域の自主防犯意識高揚を図
る。
・合同街頭キャンペーン
・リーダー育成研修会　など
②モデル地区を選定し、自主防
犯活動支援策の展開を図る。
・自主防犯啓発決起大会開催
・防犯啓発用プレート等の作成と
配布
・自主パトロール隊組織及び活
動
・シルバー世帯訪問啓発活動・
地域安全マップ作成　など

＇仮称（安全・安心地域づくり推
進事業

　合同街頭キャンペーン活動及びリーダー育成研修会の実施に向けた事業内容については、平成23年度
において、弘前地区防犯協会と協議を行うこととした。その他研修会については、平成23年度において関
係機関・団体と協議することとする。モデル地区選定・活動支援については、北小学校区を平成23年度の
モデル地区に選定し、事業実施団体の北地区コミュニティ会議に対し、平成23年度「市民参加型まちづくり
１％システム」を活用するための助言・指導を行ったことから、「工程表どおり実施済み」とした。平成23年度
は各事業の目標・活動量指標の検討のみを行うこととしているため予算計上はしていない。

　目標・活動量指標は事業の検討のみとなっているため、達成率の判断は次年度から行う。

目標・活動量指標

合同街頭キャンペーン 1回/年

リーダー育成研修会 1回/年

その他研修会 1回/年

モデル地区選定 小学校区 2  中学校区 1

3-15
地域コミュニティ単位での防犯体制の整備
＇コンビニエンスストアとの防災協定など（

　東日本大震災の影響で一部に遅れを生じたが、進捗は「全ての項目について工程表どおり実施済み」と
した。

　構成する3事業について、「順調に推移」が1事業、その他の2事業の達成率の判断は平成23年度からと
なっているため、総合的な判断は次年度以降とする。

平成22年度実施内容

項目 平成22年度実施内容
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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

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

-

1

-

今後の
方向性

　平成22年度の協定及び事業所登録はそれぞれ、１事業所との締結、登録を目標としていたところである。
協定締結に関しては、東日本大震災の影響もあり、3月に予定していた締結が延期となり平成22年度での
締結はできなかった。登録事業所については、目標どおり１事業所の登録がなされた。協定締結の目標は
達成できなかったが、東日本大震災の影響であることを考慮した場合、達成率は「順調に推移」しているとい
える。

目標・活動量指標

協定締結数 15事業所＇H25（

防災協力事業所登録事業所 20事業所＇H25（

決算額

　平成22年度は、自主防災組織等の支援制度等の構築に向けた検討を行った。実質的な自主防災組織の
結成支援・育成については、平成23年度からの取り組みとなることから、達成率の判断は次年度以降とな
る。

目標・活動量指標

自主防災組織結数 1団体以上/年

地域防災啓発講座等開催回数 2回/年

広報紙等による情報発信 5回/年

平成22年度実施内容

(2)　防災関係
①住民個人、町会等への防災
意識、地域コミュニティ＇自主防
災組織等（の重要性・必要性の
普及啓発のための講習会等の
継続的開催や関連情報の発信
を強化し、自主防災組織の結成
支援、活動支援を行う。
②事業所等との災害協定を推進
し、食料や資機材の供給など、
協定未締結分野の解消を図り、
重厚化、均一化を図る。

①地域防災力推進事業

　自主防災組織の結成・育成に係る現状及び課題把握を行い、次年度において優先して結成すべき地区
等の検討を行ったことから、進捗率については、「工程表どおり実施済み」とした。

　岩木、相馬地区の災害時に孤立するおそれのある4地区における自主防災組織の結成支援等をまず実
施し、その後他の地域における組織結成を継続的に目指す。

②災害協定締結推進事業

　災害協定締結及び防災協力事業所登録を推進するために、市ホームページなどによる団体・事業所への
全般的な周知のほか、個別に事業者に対して働きかけを行っていることから、推進への取り組みについての
進捗は「工程表どおり実施済み」とした。

　引き続き事業所等との協定締結を進め、災害時における迅速・的確な災害応急体制の整備拡充を図って
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 0

水道事業民営化可能性検討事
業

今後の
方向性

　平成23年度から検討会議を開催するが、施策に反映される有益な検討結果となるよう会議運営方法等を
検討したい。

平成22年度実施内容

3－１6
水道事業民営化可能性検討会
議の設置

  水道事業のより効率的な運営
を図るために、「水道事業民営
化可能性検討会議」を設置し、
水道事業民営化の可能性を検
討する。

　平成22年度は、部内検討委員会を設け、樋の口浄水場の運転業務の民営化について審議し、当会議に
諮る施設の１つとして選定したほか、経営形態等に関する先行事例の情報収集を行っており、「工程表どお
り実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は「検討会議開催回数」となっているが、検討会議の設置が平成23年度となっているこ
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

検討会議開催回数 2回/年

決算額
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No. 自己評価

進捗率

A

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

0

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

0

今後の
方向性

民間資本の導入による事業件数＇H24～H25（ 1件

　平成23年度は有識者との協議を進め、平成24年度から平成25年度にかけての民間資本導入に向け準備
を進める。

平成22年度実施内容

＇仮称（民間ノウハウ導入によるイ
ンフラサービス展開事業

(2)既存施設の維持管理事業

　関係課において、FM担当班を編成。学習情報館については平成23年度から指定管理者制度の導入が
決定している。

　目標・活動量指標の取得が平成23年度からであるため、達成率の判断は平成23年度以降とする。

目標・活動量指標

ＦＭ＇ファシリティマネジメント（対象施設件数 900件＇H25（

施設運営の外部委託件数 25件＇H23（ 2件＇H24（ 2件＇H25（

　施設の調査、研究、データベースの構築を進め、今後もFM及び指定管理者制度を導入できる施設につ
いて検討していく。

　平成22年度は目標・活動量指標は設定されていないため、達成率の判断は平成23年度以降とする。

決算額

平成22年度実施内容

　市が直接実施するよりも、民間
の資金、経営能力及び技術的
能力を活用することが、効率的
かつ効果的となる事業につい
て、次の取り組みを行い、事業コ
ストの削減、より質の高い公共
サービスの提供を目指す。

(1)施設の新設事業への導入
　民間資本の導入方式を主体と
して、可能性と効果を検討し、効
果的と判断されるものには積極
的に導入を図り事業を展開す
る。

(2)既存施設の維持管理事業へ
の導入
　土地、建物、設備などを最適な
状態＇コスト最小、効果最大（で
保有・運営・維持するための総
合的な管理手法＇ＦＭ：ファシリ
ティマネジメント＇※13（（の運用
を図る。
　また、施設を必要な技術や知
識を備えた民間へ管理運営して
もらう指定管理者制度(※23)など
を積極的に導入する。

＇仮称（民間ノウハウ導入によるイ
ンフラサービス展開事業

(1)施設の新設事業への導入

　事例研究及び民間資本の導入に向けての検討を行った。

　目標・活動量指標は「民間資本の導入による事業件数」となっているが、平成24年度からの実施となって
いることから、達成率の判断は平成24年度以降とする。

目標・活動量指標

項目 平成22年度実施内容

3-17
ＰＦＩ(※21)等民間ノウハウなどの導入によるインフラ(※22)サービス
の展開

＇１（については、事例研究及び検討を行った。
＇２（については、関係課によるFM担当班を編成、平成23年度より１施設で指定管理者制度導入が決まっ
た。
全体的に見て「工程表どおり実施済み」となっている。
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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

-

事務事業名 400

＇仮称（エコファーマー(※24)推
進事業

今後の
方向性

　目標・活動量指標は、無農薬・減農薬取組み農地面積となっているが、無農薬・減農薬への積極的な取
組みに向けた補助事業内容を再検討し、地域循環型農業を促進するのは平成23年度からとなっているた
め、達成率は次年度からの判断とする。

目標・活動量指標

無農薬、減農薬取り組み農地面積＇H22～H25（ 1,600ha

決算額

平成22年度実施内容

3-１8
岩木川自然農法＇無農薬・減農
薬によるブランド化、循環型農
業（社会実験の実施

　無農薬、減農薬により環境へ
の負荷を軽減し、環境に配慮し
た地域循環型農業のモデル事
業を支援する。

　平成22年度は、新たに生産する取組みに対する補助＇地域振興作物導入促進事業ほか（を実施する工
程であり、4事業者を対象に、地域振興作物導入促進事業＇1者（又は野菜・花き産地育成事業＇3者（を実
施しており、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　平成22年度は、新たに生産する取組に対する補助を実施する工程だったため、平成23年度から無農薬・
減農薬の取組を推進する事業を実施することとしたい。事業としては、国の事業を活用し、化学肥料・化学
合成農薬の使用低減に従来から取組んできた事業者や新規に取組もうとする事業者へ交付金を交付する
ことで、環境への負荷を軽減した農業を支援していくこととしたい。
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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

15

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

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

-

今後の
方向性

　目標・活動量指標は導入公共施設数となっているが、導入は平成24年度からのため、達成率の判断は平
成24年度からとする。

目標・活動量指標

導入公共施設数 1施設＇H25（

　詳細調査に基づき、今後の設備改修、エスコ事業の規模を決定していくこととしている。

平成22年度実施内容

　公共施設への新エネルギーの
導入及び省エネルギーを推進
し、ＣＯ２削減を図るために、次
の取り組みを行う。

(1)新エネルギー設備の導入
・公共施設に太陽光発電システ
ムなど導入

(2)省エネルギー事業の実施
・市立病院エスコ事業(※25)
・インハウスエスコ事業(※26)
・ファシリティマネジメント事業

(1)新エネルギー設備導入事業

　平成22年度は第四中学校の改築が着工されたので、「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は「導入施設数」となっているので、達成率の判断は2施設竣工予定の平成23年度から
としたい。

目標・活動量指標

導入施設数 3施設＇H25（

　公共施設の改修、新設の機会に、新エネルギー導入の検討を働き掛けていきたい。

(2)省エネルギー事業

市立病院エスコ事業

　エスコ事業を導入するための事前詳細調査を実施中である。

項目 平成22年度実施内容

3-19
市立病院等の公共施設への新エネルギー導入や省エネルギーの
推進

　平成22年度は予定通り実施しており「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指数が平成22年度では判断できないものがほとんどであるため、達成率の判断は次年度以
降とする。

決算額
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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

6

今後の
方向性

進捗率

－

達成率

－

H22 H23 H24 H25

0

今後の
方向性

ファシリティマネジメント対象施設件数 900件＇H25（

　平成23年度からFMによる省エネルギーの推進を検討し、平成25年度からの実施に向け準備を進める。

　公共施設への新エネルギーの
導入及び省エネルギーを推進
し、ＣＯ２削減を図るために、次
の取り組みを行う。

(1)新エネルギー設備の導入
・公共施設に太陽光発電システ
ムなど導入

(2)省エネルギー事業の実施
・市立病院エスコ事業(※)
・インハウスエスコ事業(※)
・ファシリティマネジメント事業

(2)省エネルギー事業

インハウスエスコ事業

　平成22年度は「岩木山総合公園」「中央公民館岩木館・岩木図書館・岩木文化センター＇複合施設（」「弘
前消防署」の3施設にインハウスエスコ事業を実施しており「工程表どおり実施済み」となっている。

目標・活動量指標

導入公共施設数 6施設＇H25（

　平成23年度の検証作業で事業完了となるが、今後はファシリティマネジメントによる省エネルギーの推進を
検討していく。

　平成22年度は行動計画なし

　平成22年度は行動計画なし

目標・活動量指標

(2)省エネルギー事業

ファシリティマネジメント事業

平成22年度実施内容

　平成21年度に「弘前文化センター」「観光館・弘前図書館」「東部学校給食センター」の3施設にインハウス
エスコ事業を実施済みであり、平成22年度は目標の3施設を実施したので、合計6施設となり「目標を達成済
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

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

－

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－

－

今後の
方向性

　工程表では平成23年度で実施するりんご資源リサイクル検討会議を受けて補助制度の仕組みを検討する
こととしているため、平成22年度は「未着手」となっている。

　目標・活動量指標は「剪定枝リサイクル率」、「絞りかすリサイクル率」となっているが、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23年度以降からとする。

目標・活動量指標

剪定枝リサイクル率 100%＇H25（

絞りかすリサイクル率 100%＇H25（

　りんご資源リサイクル検討会議の内容を受けて、リサイクル化に向けた補助制度を実施していく。

平成22年度実施内容

　日本一の生産量を誇るりんご
のさらなる活用を図るため、関係
機関、関係団体を交えたりんご
資源リサイクル検討会議を設置
して、剪定枝・絞りかす利用など
について、より付加価値の高い
素材への利活用を検討する。

(1)りんご資源リサイクル検討会
議設置

　平成22年度において、りんご剪定枝や絞りかすの実態を把握し、平成23年8月に検討会議を実施すること
にしたため、「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は、検討会議開催数となっているが、実施が平成23年度からとなっているため、達成率
の判断は平成23年度からとする。

目標・活動量指標

検討会議開催数 1回/年

　青森県では、「りんご剪定枝有効活用に向けた中南地域の行動計画」を策定中であることから、県と連携
するとともに、スマイルメーカープロジェクトの「未利用バイオマスエネルギー政策研究」の成果も参考にし、
りんご剪定枝の有効活用を検討していく。

(2)りんご資源リサイクル対策事
業

3-20
りんご資源リサイクル検討会議＇剪定枝・バイオ燃料・絞りかす利
用（の設置

　施策を構成する2事業について、1事業は「工程表どおり実施済み」であり、1事業は平成23年度から実施
となっているため、「全ての項目につい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、「検討会議開催数」と「剪定枝リサイクル率」・「絞りかすリサイクル率」となっている
が、事業実施が平成23年度以降となっていることから、達成率の判断は平成23年度からとする。

決算額

項目 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

－

実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

－

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－

－

0

今後の
方向性

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－

0

今後の
方向性

(2)生ごみ循環支援モデル事業

　平成22年度は関係課＇環境保全課、農政課、保健体育課（において、先進地事例の研究及び当市にお
ける生ごみの「収集・堆肥化・堆肥の利用」についての、「現状・課題・問題点」を洗い出し、システムの検討
を行い、平成23年度の視察候補地を決定していることから、「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は、モデル事業による生ごみ減量実績としているが、モデル事業実施が平成24年度か
らのため、達成率の判断は平成24年度からとする。

目標・活動量指標

モデル事業による生ごみ減量実績 11t/年

決算額

　生ごみの堆肥化を促進し、生ごみの減量化を図るため、先進地の「生ごみ循環支援モデル事業」を参考
に、当市に適したシステムの実現を図る。

平成22年度実施内容

　生ごみの堆肥化を促進し、生
ごみの減量化を図るために、次
の取り組みを行う。

(1)一般家庭でのダンボールコン
ポストのモニター事業を実施し、
普及啓発を行う。

(2)先進地の「生ごみ循環支援モ
デル事業」を参考に、当市に適
したシステムの実現を図るため、
モデル事業を実施する。

(1)ダンボールコンポストモニター
事業

　工程表で平成23年度から実施の事業であり、平成22年度は「未着手」となっている。

　目標・活動量指標は、モニター実施者数とモニター事業による生ごみ減量実績としているが、モニター実
施が平成23年度からのため、達成率の判断は平成23年度からとする。

目標・活動量指標

モニター実施者数 200人/年

モニター事業による生ごみ減量実績 5t/年

決算額

　モニター事業を契機に、家庭でのダンボールコンポスト等による生ごみの堆肥化に対する意識を高めるこ
とで、一般家庭からの生ごみ排出量削減に繋げる。

項目 平成22年度実施内容

3-21 生ゴミ市内循環システムなどの構築によるゴミの減量化

　施策を構成する2事業について、それぞれ「平成23年度からの実施事業」と「工程表どおり実施済み」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「工程表どおり実施済み」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。
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