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22 23 24 25

－ － － 1.30

－

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

-

29.5

-

25.3

16.0 17.0 18.5 20.0

20.3

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

％ -

⑥青尐年の健全育成活動（子ども会等を含む）に参加したことがある
市民を増やします。

市民評価
アンケート

％ 15.6 ○ ○

－ －

④放課後児童健全育成事業に満足してい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

％ - － －

⑤子育て支援や相談体制が整っている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

○ ○

③放課後待機児童数　0人を目指します。 業務取得 人 15

①合計特殊出生率　1.30を目指します。

人口動態統
計市町村合
計特殊出生
率

- 1.19

○ ○

②保育所待機児童数　0人を維持します。
※産休・育休明け、年度途中就労による入所基準を改善します。

業務取得 人 0

－ －

　
　子育てに適した環境が整って、安心して子どもを産み、元気に育てることができ、子ども達の笑顔があふれています。

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

H22目標値
に対する
達成率

H25目標値
に対する
達成率

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４-(1) 子育てするなら弘前で、を目指します【子育て】 
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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率は、「目標を達成済み」が3項目、「判断できない」が3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。

　平成22年度における注目指標のうち、人口動態統計による市町村別の合計特殊出生率は、出生数が尐ないために数値が不安定な動きを示すことか
ら、小地域間等の比較に有力な手法である「ベイズ推定」を用いて数値の安定化を図り、国が５年に１度公表しており、次回公表されるのは平成25年
度の予定となっております。したがって、「①合計特殊出生率　1.30を目指します。」は平成22年度において判断できない状況にありますが、代替指
標として、青森県保健統計年報により毎年公表される、人口千対の出生率があります。当該出生率は平成21年が6.9（平成22年度公表）、平成20年が
7.4（平成21年度公表）、平成19年が6.8（平成20年度公表）となっています。合計特殊出生率が公表されるまでは、当該出生率が参考になる指標と考
えられ、その推移で一定の評価をしたいと考えます。
　また、業務取得による「③放課後待機児童数　0人を目指します。」は目標を達成しております。これは、放課後児童健全育成事業で登録児童数が増
加したなかよし会において、利用できる児童数を増やすため、指導員の加配を行ったり、開設場所を分割したことによる効果と考えられます。
　次に、市民評価アンケートによる「④放課後児童健全育成事業に満足している市民を増やします。」と「⑤子育て支援や相談体制が整っていると思
う市民を増やします。」については、中学生までの子どもと同居している市民の現状値は、それぞれ29.5％、25.3％という結果が出ており、この数値
を参考にして、今後10月を目途に目標設定したいと考えています。
　「⑥青尐年の健全育成活動（子ども会等を含む）に参加したことがある市民を増やします。」については、目標を達成しておりますが、逆に「参加
したことがない」と回答した市民が７割を超えているため、これまで以上に青尐年健全育成活動の必要性を市民にアピールする必要があると考えま
す。

　次に個別施策の実施状況ですが、「進捗率」では７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、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、子育てに適した環境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、平成23年度から新たに実施している事業のうち、市民の利便性の向上につながると考えられるものとして、トワイライトステイ（夜間養護
等）事業、なかよし会の開設時間延長が挙げられます。今後は、平成23年10月を目途に策定予定のSmile弘前子育てマスタープランの方針に沿った事業
やアクションプラン掲載事業を実施していくことにより、ますます子育てに適した環境が整備されていく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 －

2 Ａ －

2 Ａ Ｂ

1 Ａ －

3 Ａ Ａ

1 Ａ －

2 Ａ －

129,385 93,936 118,352 118,747

●７　子供会活動の活性化（地域コミュニティの復活）

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

●４　子育て支援センターの整備（高齢者と子どもの交流や集いの広場、地産地消食育レストラン、地域子育てサポーター〈高齢者による夜
間休日保育ボランティア〉配置、ｅｔｃ）

●５　児童館の再編・改築

●６　親力向上委員会（弘前式しつけマニュアルの策定）の設置

117,148

項目

23年度 24年度 25年度

○１　「子育てスマイル（住まいる）アップ補助金」の支給

○２　休日や夜間・早朝など保育時間の弾力化と学童保育体制の充実

○３　子育て支援課の設置とSmile弘前子育てマスタープラン策定

【“子育ては弘前で”子ども達の笑顔あふれるひろさきを目指します】

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

(仮称)子育てスマイル（住まいる）
アップ補助事業

今後の
方向性

　転入・転居等、子育てのための
住環境整備に対して補助し、子
育て親子を支援する。
※制度の詳細は、Smile弘前子
育マスタープラン策定の中で検
討する。

平成22年度実施内容

　平成22年度は、11自治体の取り組み状況について、インターネットや官庁速報、時事通信社「厚生福祉」
等により情報を得て、補助対象者、補助対象経費、補助額等について調査したほか、電話による聞き取りな
どを行った。
　また、Smile弘前子育てマスタープラン策定にあたり実施した世論調査においても、子育てにかかる住環境
整備についての市民意識・ニーズの把握に努めた。これらの結果を参考として、平成23年度中に制度設計
することとしているが、このように、平成22年度については「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は「補助件数」となっているが、事業実施が平成24年度からとなっていることから、達成
率の判断は平成25年度からとする。

目標・活動量指標

決算額

4-(1)-1

補助件数 50件/年

　先進事例を参考にしながら、平成24年度の事業実施に向けて作業を進める。

「子育てスマイル（住まいる）アッ
プ補助金」の支給
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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

項目

休日や夜間・早朝など保育時間の弾力化と学童保育体制の充実

　平成23年度から、市内4か所の放課後児童クラブにおける開設時間の延長をモデル的に実施し、平成24
年度、25年度と開設時間の延長を実施する施設を段階的に拡大していく。時間延長の実施にあたっては、
開設場所の地域特性や実情、ニーズを把握しながら実施していく。

目標・活動量指標

実施施設数  H23　4か所、 H24　6か所、 H25　8か所

　平成23年度業務委託の１施設に対し、委託を継続する。
　実施時間等については利用者のニーズを見ながら検討していく。

　平成22年度は委託先として予定している児童家庭支援センター「太陽」（弘前愛成園に併設）と事業内容
について打合せを行い、平成23年度予算として１名分の人件費と事務費の計2,000千円を計上したことか
ら、「工程表どおり実施済み」との評価とした。

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容

　平成22年度は時間延長の実施方法、実施場所の選定、職員体制等について検討し、平成23年度予算に
延長分の報酬　1,802千円を計上しており、「工程表どおり実施済み」との評価とした。

目標・活動量指標

実施施設数 1か所

平成22年度実施内容

　目標・活動量指標は｢実施施設数 H23  4か所、H24  6か所、H25  8か所｣としているが、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。

決算額

(2)放課後児童健全育成事業

(2)放課後児童健全育成事業（な
かよし会）(※27)について、時間
延長する施設の段階的な拡大に
より、学童保育体制を充実する。
　延長時間については、弾力的
に運用し、地域の実情に合った
体制とする。また、地域の協力を
得ながら時間を延長する方策に
ついて検討する。

決算額

(1)トワイライトステイ（夜間養護
等）事業

(1)保護者が平日の夜間、就労
等の都合で児童を家庭で養育
することが困難な場合などに、保
護を適切に行うことができる施設
においてその児童を保護し、生
活指導、食事の提供等を行う。

4-(1)-2

　目標・活動量指標は｢実施施設数１か所｣としているが、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。

　施策を構成する2事業について、共に「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
「工程表どおり実施済み」との評価とした。

　施策を構成する2事業の目標・活動量指標の設定が共に平成23年度以降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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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

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

　子育て支援策の充実・強化を図るため、平成22年7月に「子育て支援課」を設置し、子どもに関する施策の
推進を担当する政策推進担当を新たに２名配置するとともに、赤ちゃん相談電話業務を健康推進課から移
管したほか、母子保健の一部業務（母子健康手帳交付・妊産婦窓口相談など）を健康推進課（保健セン
ター）だけではなく、本庁（子育て支援課）でも実施し、利便性の向上を図っていることから、「工程表どおり
実施済み」との評価とした。

　目標・活動量指標が、未設定となっていることから達成率の評価は、指標設定後とした。

目標・活動量指標

－

決算額

子育て支援課の設置とＳｍｉｌｅ弘前子育てマスタープラン策定

　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。

4-(1)-3

子育て支援課設置
　「子育て支援課」を設置し、子
育て支援策の充実・強化を図
る。

平成22年度実施内容

　「子育て支援課の設置」については未設定としており、また、「Smile弘前子育てマスタープラン策定」につ
いては、平成23年10月の策定に向け順調に推移している。よって施策全体では総合的に勘案して、「概ね
順調に推移」していると評価した。

項目 平成22年度実施内容

　子育て支援課の設置により、母子保健福祉の窓口サービスの充実を図ってきたが、今後は、それをさらに
充実させるとともに、Smile弘前子育てマスタープラン（平成23年10月策定予定）の策定により、組織体制等
を含め、より一層の子育て支援施策の充実を図る。
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

B

H22 H23 H24 H25

2

0

271

今後の
方向性

弘前市子ども・子育て支援推進協議会開催（H22～H23）
 2回/年

　平成22年度は子育て中の親に対する子育ての現状等調査、世論調査を実施したほか、プラン策定に向
け、弘前市子ども・子育て支援推進協議会の設置と、Ｓｍｉｌｅ弘前子育てマスタープラン策定会議を設置し、
計画案を検討することとしていたが、「工程表どおり実施済み」である。

　目標・活動量指標は、弘前市子ども・子育て支援推進協議会の開催回数と「（仮称）子ども・子育て支援シ
ンポジウム」の開催回数としたが、同シンポジウムは、東日本大震災の影響により平成23年度に延期とし、平
成22年度においては未実施となったため、「概ね順調に推移」していると評価した。

目標・活動量指標

（仮称）子ども・子育て支援シンポジウム開催 1回（H22）

決算額

　プランの策定作業は、順調に進捗してきていることから、平成22年度に未実施となった「（仮称）子ども・子
育て支援シンポジウム」を平成23年度に実施し、子育てしやすい環境整備に向け、地域の機運を高めなが
ら、平成23年10月の策定を目指したい。

Ｓｍｉｌｅ弘前子育てマスタープラ
ン策定

　安心して子どもを産み育てるこ
とができ、子どもの笑顔あふれる
弘前を目指し、弘前市の将来を
支える子どもに関する施策の基
本的な指針となる「Smile弘前子
育てマスタープラン」を策定す
る。
　地域の実情を把握し弘前らしさ
を十分考慮したものとする。

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

子育て支援センター運営事業
今後の
方向性

平成22年度実施内容

　(1)新規子育て支援センターの設置は、平成23年度に設置する懇談会で出された意見を参考にして事業
を検討していくこととする。
　(2)既設支援センターの充実は、平成23年度の実施状況・参加者数を見ながら、次年度以降の更なる充実
を検討する。

決算額

子育て支援センター(※28)の整
備（高齢者と子どもの交流や集
いの広場、地産地消食育レストラ
ン、地域子育てサポーター〈高齢
者による夜間休日保育ボラン
ティア〉配置、ｅｔｃ） 子育て支援センター設置 1か所

目標・活動量指標
4-(1)-4

出張センター事業参加者数 300人/年

　　「(1)新規子育て支援センターの設置」は、平成22～23年度に実施場所、委託先等の検討を行うこととさ
れており、平成23年度に懇談会を設置して、支援センターに必要な機能について意見をいただくほか、事
業について意見交換・情報共有を図り、今後の事業推進のためのネットワークを構築するため、平成23年度
予算に委員やアドバイザーへの謝礼ほか、懇談会開催に要する経費993千円を計上した。
　　「(2)既設支援センターの充実」は平成22年度は内容を検討することとしていたが、平成23年度に土手町
分庁舎内で出張センターを開設することとし、平成23年度予算にテーブル等の経費150千円を計上した。
　以上のことから、「工程表どおり実施済み」との評価とした。

　(1)目標・活動量指標のうち「子育て支援センターの設置　1か所」は設置工事・供用開始が平成24～25年
度を予定しており、達成率の判断は平成25年度以降になる予定である。
　(2)目標・活動量指標のうち「出張センター事業参加者数　300人/年」は出張センター開設が平成23年度
であることから、達成率の判断は次年度以降とする。

　子育て環境の充実のため、子
育て支援センターの取り組みを
次のとおり行う。
(1)新規子育て支援センターの設
置
　街中の高齢者や子連れの母な
どが集まり易い場所に民間との
協働によりひろば型子育て支援
センター(※29)を新設する。
・事業内容
高齢者とのふれあい、食育事
業、親同士の交流　　など
(2)既設支援センターの充実
　大成なかよし会（土手町分庁舎
内）において出張センターを開
設する。
・事業内容
高齢者とのふれあい、食育事業
など
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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

－

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

92%

6,138

今後の
方向性

平成22年度実施内容

　平成22年度は、トイレ水洗化未実施の施設のうち、三和・草薙の２児童館の改修工事を予定し、年度内に
完了したので「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標では、児童館のトイレ水洗化率を平成23年度で100％にするとなっているが、平成22年
度では水洗化されていない施設4か所のうち2か所実施し、水洗化率92%となっており「目標を達成済み」と
なっている。

目標・活動量指標

平成22年度実施内容

トイレ水洗化率　目標値(H23) 100%　(H22)92%

老朽化施設の更新施設数（Ｈ23～Ｈ25） 1か所/年

　施策を構成する3事業のうち、工程表において平成22年度に実施することとされていた2事業の達成状況
については「目標を達成済み」となっており、施策全体としては「目標を達成済み」との評価とした。

児童館の再編・改築4-(1)-5

　平成23年度からの事業である。

　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。

　老朽化の著しい施設や同一小学校区に重複している施設等の再編・改築については、小学校の再編や
放課後子どもプラン事業も考慮したうえで、放課後児童の居場所づくりとして総合的に判断し、推進してい
く。

目標・活動量指標

　施策を構成する3事業について、(１)①が「未着手」、(１)②及び(2)が「工程表どおり実施済み」との評価に
なっているが、いずれも工程表どおり進捗していることから、施策全体としては「工程表どおり実施済み」との
評価とした。

　子育て環境の充実を図るため
に、次の取り組みを行う。

(1)既存施設整備事業
①老朽化の著しい施設や同一
小学校区に重複している施設等
の再編・改築を順次実施する。
②施設のトイレ水洗化を推進す
る。

(2)弘前市北児童センターを設置
し、同児童センターを拠点とした
地域活動・交流のモデルを目指
す。

　市内の児童館・児童センター26か所のうち、水洗化されていない施設は2か所のみとなり、平成23年度で
改修工事を実施予定である。

決算額

項目

(1)既存施設整備事業
①児童館・児童センター(※30)
建設事業

(1)既存施設整備事業
②児童館トイレ水洗化事業
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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

1

110,664

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

しつけマニュアル作成事業
今後の
方向性

決算額

しつけマニュアル配布部数 4,000部

　東日本大震災のため平成23年度に延期となったシンポジウムへの参加による情報共有は行われなかった
ものの、親力向上委員会の設置に向け、生涯学習課としつけマニュアルの方向性や対象児童、親力向上
委員会の委員構成等について情報共有を行ったことから、「工程表どおり実施済み」との評価とした。

　目標・活動量指標が「親力向上委員会の開催」と「弘前版しつけマニュアルの配布」となっているが、親力
向上委員会設置と弘前版しつけマニュアルの作成が平成23年度から、弘前版しつけマニュアルの配布が
平成24年度から実施となっていることから、達成率の判断は次年度以降とする。

目標・活動量指標

親力向上委員会開催 2回

　子育て世帯の家庭教育を支援
するために親力向上委員会を設
置し、子育ての知識や相談機
関・支援メニューなどを総合的に
記載した弘前版のしつけマニュ
アルを作成・提供する。
　作成に当たっては、文部科学
省が作成している「家庭教育手
帳」を活用する。

(2)弘前市北児童ｾﾝﾀｰ建設事業

　平成23年度における親力向上委員会の開催と弘前版しつけマニュアルの作成、平成24年度のマニュアル
配布に向けて取り組みたい。

　児童センターを、子どもたちを中心に地域の人たちとの世代間交流等の活動に活用しながら、同センター
を拠点とした地域活動・交流のモデルを目指す。

目標・活動量指標

新規施設設置 1か所

決算額

平成22年度実施内容

　平成22年4月から建設事業に着手し、平成23年3月に竣工しており、「工程表どおり実施済み」となってい
る。

　児童館未設置地区に新たに建設したもので、「目標を達成済み」となっている。

平成22年度実施内容

　子育て環境の充実を図るため
に、次の取り組みを行う。

(1)既存施設整備事業
①老朽化の著しい施設や同一
小学校区に重複している施設等
の再編・改築を順次実施する。
②施設のトイレ水洗化を推進す
る。

(2)弘前市北児童センターを設置
し、同児童センターを拠点とした
地域活動・交流のモデルを目指
す。

親力向上委員会（弘前式しつけ
マニュアルの策定）の設置

4-(1)-6
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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

75

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

事務事業名 自己評価

進捗率

－

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－

今後の
方向性

(1)（仮称）青尐年育成委員会地
区対話集会開催事業

　目標・活動量指標は「活性化助成件数」としているが、事業の実施は平成24年度からとなっていることか
ら、達成率の判断は平成25年度からとする。

目標・活動量指標

決算額

子供会活動の活性化（地域コミュニティの復活）

平成22年度実施内容

　施策を構成する２事業について、（１）「工程表どおり実施済み」と、（２）「未着手」との評価になっているが、
いずれも工程表どおり進捗していることから、施策全体としては「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⑴平成23年度、⑵平成24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。

活性化助成件数（H24～H25) 3件/年

　平成23～24年度に行う対話集会の内容を検証し、具体的な事業内容を決定して支援事業を推進したい。

　平成23～24年度の対話集会の内容をふまえて具体的な事業内容を決定し、平成24年度から実施するた
め、「未着手」と評価した。

　　「青尐年教育事業運営に関するアンケート」の結果を参考にして対話集会における話題を提示し、市内
26地区（平成23年度15地区、平成24年度11地区）の対話集会を活発に実施したい。

平成22年度実施内容

　平成23年度から実施する地区対話集会の実施時期及び対話方法等の概要を関係課間で協議した。ま
た、対話集会時の基礎資料とするために、各町会青尐年育成委員に対して「青尐年教育事業運営に関す
るアンケート」を実施し、子ども会活動の現状と課題の把握に努めており、来年度からの事業実施に向けた
準備が進んでいることから、「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は「対話集会開催数」としているが、対話集会の実施は平成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

4-(1)-7

対話集会開催数（H23～H24） 市内26地区

平成22年度実施内容

　地域全体で青尐年を育成する
仕組みづくりを進めるために、子
ども会活動の現状を検証し、家
庭や町会、ＰＴＡなど地域団体と
連携しながら、子ども会活動の活
性化を図る。

(2)子ども会活動支援事業

項目
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