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上段：年度別目標値
下段：年度別現状値

72.9

54.0

H22目標値
に対する
達成率

○

×

-

88.0

　次代を担う子ども達の才能が育成され、地域の伝統や文化を誇りに思い、継承する人材が育っています。

-

-

-

-

-

　　※(　)書きは｢わからない｣の回答を除いた場合

-

-

-

-

青森県学習
状況調査 ％ 73.9 -

青森県学習
状況調査

青森県学習
状況調査

青森県学習
状況調査

-

業務取得 件

％

％ -

中学２年生 「勉強が好きだ」

 　　　　　「勉強は大切だ」

 　　　　　「授業がどの程度分かりますか」

青森県学習
状況調査

業務取得

％

％

33.3

52

5

57.0

青森県学習
状況調査

 　　　　　「授業がどの程度分かりますか」

②青森県学習状況調査における学習意欲の向上や学習内容の定着度を
示す割合の増加を目指します。　小学５年生 「勉強が好きだ」

 　　　　　「勉強は大切だ」

③小学校で３３人学級を実施している学年の割合　66.6%を目指しま
す。

％

青森県学習
状況調査 位

％

H25目標値
に対する
達成率

-

-

-

取得方法

70.6

基準値

　　中学２年生（国・社・数・理・英）

青森県学習
状況調査

件 ○

指標名

①青森県学習状況調査における通過率順位　3位以内を目指します。
　　小学５年生（国・社・算・理）

7位

○

単位

-×

業務取得

⑤文化活動に関する全国大会・東北大会参加件数　7件を目指します。

④スポーツ全国大会・東北大会参加件数　56件を目指します。

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４-(2) 子育てするなら弘前で、を目指します【人づくり】 
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22 23 24 25

85.0 87.0 89.0 90.0

80.7

※(87.5)

13.0 15.0 20.0 25.0

24.7

26.0 27.5 29.0 30.0

34.9

990,000 1,010,000 1,030,000 1,050,000

993,843

91,000 91,000 91,000 91,000

82,289

6.8 7.8 8.8 9.8

11.3

520 540 560 580

630

○

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

○

○

○974,833

業務取得

○

H22目標値
に対する
達成率

⑪大学等を利活用する市民の数を増やします。

⑫国外交流事業の参加者数　580人を目指します。

　　※(　)書きは｢わからない｣の回答を除いた場合

業務取得 人 505

×

市民評価
アンケート ％ 5.8

人

○ ○

○

90,406 -⑩レクリエーション施設の利用者数　91,000人を目指します。

○

12.1

-

⑧スポーツ、レクリエーションをしている市民（月1回以上）を増やし
ます。

⑨スポーツ施設の利用者数　1,050,000人を目指します。 業務取得 人

市民評価
アンケート

市民評価
アンケート

％

市民評価
アンケート ％

⑥市の文化の豊かさに満足している市民を増やします。

H25目標値
に対する
達成率

取得方法 基準値

⑦文化・芸術活動をしている市民を増やします。

指標名

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

％

単位

-

-

84.5

上段：年度別目標値
下段：年度別現状値

25.0

めざす姿の達成状況を示す指標（数値目標など） 
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　めざす姿の達成状況を示す指標18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8項目、「目標を達成できない」が3項
目、「判断できない」が7項目となっており、判断できない項目を除くと、達成率は概ね計画どおりの状況にあります。これは主に、既存の事業や活動
への継続的取組みによる効果が現れているものと思われます。
　一方、平成22年度においてはまだ準備段階である等の理由により「判断できない」項目も多く、総体的には、達成率は必ずしも高いとはいえない状況
といえます。

　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「⑥市の文化の豊かさに満足している市民を増やします。」及び「⑦文化・芸術活動
をしている市民を増やします。」については、いずれも目標を達成しております。これは、音楽芸術後継者育成事業などの既存事業を継続実施したほ
か、全国高校俳句選手権大会（俳句甲子園）の地方大会を、一流講師を招いての事前講習会や模擬試合などと併せ、初めて弘前市で開催したことによ
り、市民の文化に関する関心が高まったものと考えられます。
　また、「⑧スポーツ・レクリエーションをしている市民（月１回以上）を増やします。」についても目標を達成しております。これは、市民を対象と
したスポーツイベントや軽スポーツ・レクリエーション教室等の積極的開催により、市民のスポーツ・レクリエーション活動の促進が図られたものと考
えられます。

　次に個別施策の実施状況ですが、「進捗率」では14項目中11項目が「工程表どおり実施済み」、3項目が「概ね工程表どおり」となっており、「達成
率」は、全ての項目についてまだ判断できない状況となっています。

　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、達成状況については必ずしも判断できない面があるものの、子ども
達の才能や人材育成に繋がる文化・芸術活動やスポーツ・レクリエーション活動等を行う市民の増加傾向が見られることから、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。
　今後は、アクションプラン掲載の各個別施策が具体的に実施されることに伴い、次代を担う子ども達の才能や地域の伝統・文化を継承する人材の育成
に向けた基盤形成がさらに促進されるものと期待されます。

約束全体の評価 
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や

事務事業数 進捗率 達成率

2 Ａ -

1 Ａ -

3 Ｂ -

1 Ａ -

1 Ａ -

1 Ａ -

1 Ａ -

1 Ａ -

2 Ｂ -

1 Ａ -

1 Ａ -

1 Ａ -

4 Ｂ -

1 Ａ -

●５　次の弘前を担い、創る「弘前リードマン」認定制度の導入

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

○２　ドリームゲート事業（挑戦する若者の未来への投資）

○１　大学等研究機関との連携事業の展開

●３　小学校の３３人学級拡充の検討

●４　海外の自治体との人事交流やホームステイによる弘前の国際人育成事業

項目

【未来を描き・導く人づくりを進めます】

●６　「弘前マイスター」による出前授業

●７　小学校実践英語教育モデル校の試行（英語による授業の試行）

●８　弘前マイスター認定制度の導入とネットワーク化

【今を支えるプロフェッショナルを応援します】

●９　弘前地場産業インターンシップ（中学・高校・大学からの受け入れ）の試行

【挑戦する人を応援します】

●13　目指せプロフェッショナル・キャリア支援（指導者・選手の市役所への臨時雇用など）

●14　一流に触れるため文化・スポーツなどのイベントの積極的誘致

6,215

25年度23年度

31,344

24年度

198,976 138,031

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

7,998

●10　大学や市立図書館の専門書の充実

●11　企業技術者の地元大学等研究機関への研修派遣支援

●12　「目指せ日本一・世界一」弘前の才能育成アクションプログラム策定

【文化・スポーツの才能を伸ばします】

年度別概算所要額（千円）

22年度

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

－

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

項目 平成22年度実施内容

4-(2)-1 大学等研究機関との連携事業の展開

　施策を構成する2事業は「工程表どおり実施済み」であることから、施策全体としても「工程表どおり実施済
み」と評価した。

　施策を構成する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

平成22年度実施内容

(1)大学連携推進事業

　「弘前大学と弘前市の連携推進会議」を設置、開催し、連携状況について相互に報告し合い情報共有を
図った。また、「弘前市アクションプラン2010」掲載事業のうち、大学に関連する部分を資料として提供しなが
ら、大学との連携強化を目指す市の姿勢を示した。これらのことから、「工程表どおり実施済み」とした。

　目標・活動量指標は「大学連携事業数」としているが、協議にもとづく連携事業の展開は平成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

大学連携事業数 3件/年

　「弘前大学と弘前市の連携推進会議」の開催により、情報共有を図るとともに連携関係を強固なものとし、
積極的に連携事業を展開する。

次代を担う人材の育成や地域全
体の活性化のために、大学等研
究機関と市の連携を強化し、次
の取り組みを行う。

(1)「（仮称）弘前大学と弘前市の
連携推進会議」を設置し、連携
体制の強化とその協議に基づく
計画的な連携事業を展開する。
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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

-

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

ドリームゲート事業
今後の
方向性

ドリームゲート事業（挑戦する若
者の未来への投資）

　地域の将来を担う産業人材を
育成するため、将来の仕事（職
業）に対する夢の実現へ向けて
自ら考えて行動する高校生・大
学生などの若者に対して、体験・
視察などの研修支援を行う。

決算額

4-(2)-2

(2)コンソーシアム等連携事業

　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。）構成機関の長と市長との懇談会を2
回、コンソ学生委員会と市長との懇談会を1回開催した。また、コンソの活動展開の活性化を目指し、コンソ
事務局（弘前大学社会連携課）の考えを聴取しながら、市としての支援体制の構築に向けた検討を行った。
これらのことから、「工程表どおり実施済み」とした。

　平成22年度は、コンソ関係者との対話を図り、連携協力体制のあり方について検討した。目標・活動量指
標は「コンソーシアム等連携事業数」としているが、平成23年度からの取り組みによることから、達成率の判
断は次年度からとする。

目標・活動量指標

コンソーシアム等連携事業数 5件/年

　コンソの活発な事業展開を支援するため、引き続きコンソ事務局との情報共有を図りながら、連携体制の
強化を目指す。

平成22年度実施内容

目標・活動量指標

　支援制度の周知に努めるとともに、各校へ制度の活用を促しながら、将来を担う産業人材の育成を図って
いく。

活動支援件数 10人/年

(2)地域課題に対応するために
「学園都市ひろさき高等教育機
関コンソーシアム(※31)」及びそ
の構成校との連携事業を展開す
る。

平成22年度実施内容

　高校生を対象とした支援制度の内容を検討し、研修費用を助成するための事業経費を平成23年度予算
に計上しており、「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は「活動支援件数」としているが、事業が平成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。
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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

33.3%

事務事業名 0

小学校尐人数学級拡充事業
今後の
方向性

小学校の３３人学級拡充の検討

　弘前の未来をつくる人づくりの
ために、現在、小学校１・２年で
導入している３３人学級につい
て、国・県の動向を把握しつつ、
T・T（ティーム・ティーチング）(※
32)や尐人数指導等を試験的に
実施しながら、小学校全学年の
尐人数学級化を目指し、きめ細
かな指導による尐人数教育の充
実を図る。

4-(2)-3
小学校で33人学級を実施している学年の割合(H25) 66.6%

決算額

　構成内容の検討や準備を行い実施内容を決定し、平成23年度からは、33人学級拡充の前段階としてＴ・
Ｔ（複数教員による指導）等に従事する学習支援員の配置を予定しており、「工程表どおり実施済み」となっ
ている。

　目標・活動量指標は「小学校で33人学級を実施している学年の割合」としているが、33人学級拡充の前段
階として、平成23年度にＴ・Ｔ等を試験的に行い、33人学級の拡充実施は平成24年度から段階的に行うこと
としていることから、達成率の判断は平成24年度からとする。

　平成23年度は学級編制関連の法令が改正されることから、国や県の動向を注視しながら、学習支援員の
配置を確実に実施し、平成24年度からの33人学級拡充に向けて、尐人数教育の更なる充実を図りたい。

平成22年度実施内容

目標・活動量指標
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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

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

1

今後の
方向性

項目

海外の自治体との人事交流やホームステイによる弘前の国際人育
成事業

(1)市職員海外派遣事業

　市職員を平成23年度から海外研修へ2名派遣するために、平成22年度は、研修先や内容などの情報収
集を行い、平成23年度予算措置を行った。これらのことから「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「派遣人員」としているが、派遣が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

派遣人員(H23～) 2人/年

派遣人員(H22～H23) 1人/2年間

4-(2)-4

　施策を構成する3事業のうち、2事業を「工程表どおり実施済み」、1事業を「工程表より遅れている」と評価
している。「工程表より遅れている」とした事業は平成24年度の実施を目指し制度設計をしている段階のもの
である。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。

　構成する3事業について、「目標を達成済み」が1事業、その他の2事業の達成率の判断は23年度以降と
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

　決定した1名の派遣は、着実に実施するとともに、残り1名についても、他の自治体における職員の派遣実
態を調査するなど情報を収集し、派遣を進めていきたい。

決算額

　平成23年度は派遣を継続するとともに派遣効果を検証し、平成24年度以降の職員派遣を検討する。

平成22年度実施内容

(2)市職員国際化育成事業

　国際化に対応した人材の育成
を図るため、市役所職員及び市
民の国際化を目指して次の取組
みを実施する

(1)(財)自治体国際化協会の研
修プログラムを活用して職員を
海外へ派遣する。

(2)県の国際交流担当課へ職員
を出向・派遣する。

　平成22年度は、5月から県に派遣しており、「工程表どおり実施済み」となっている。

　平成22年度は、県の国際交流推進課（現国際経済課）へ約2年の期間で職員1名を派遣しており、「目標
を達成済み」となっている。青森県の幅広い国際交流の関係事務に携わる機会は、職員の資質の向上に寄
与するとともに、市職員の国際的感覚の養成につながっているものと考える。

目標・活動量指標
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進捗率

Ｃ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

-

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

弘前リードマン認定・派遣事業
今後の
方向性

目標・活動量指標

次の弘前を担い、創る「弘前リー
ドマン」認定制度の導入

弘前リードマン認定者数 3人/年 （初年度10人）

　次世代の弘前を担い、創る、優
れた人材の発掘と情報発信を推
進するために、各分野で活躍し
ている人物を「弘前リードマン」と
して認定し、学校、地域等での
活用を図る。

決算額

　平成22年度は、他の自治体の例を参考に実施事業の制度内容の検討を行うとともに、その事業費につい
ては、平成23年度予算において措置した。これらのことから「工程表どおり実施済み」との評価とした。

　目標・活動量指標は「弘前リードマン認定者数」及び「弘前リードマン派遣回数」としているが、平成23年度
中に事業を開始する予定としていることから、達成率の判断は次年度からとする。

目標・活動量指標

　平成22年度は、事業実施に向けて制度設計をすることとしていたが、当市にあった制度とするために必要
となる市内国際交流団体をはじめとした関係団体の実態調査を実施できなかった点で遅れが見られたこと
から、「工程表より遅れている」とした。

　目標・活動量指標は「交流支援者数」としているが、達成度の判断は、事業実施を予定する平成24年度か
らとする。

4-(2)-5

交流支援者数(H24～） 10人/年

弘前リードマン派遣回数 4回/年

平成22年度実施内容

　他の自治体で実施する類似事業を参考にしながら、平成23年度中の事業開始を目指し、地域で活用でき
るような、当市の特性に合った制度を構築したい。

(3)国際人育成支援事業(3)若者の国際人育成を目的に
民間団体の国際交流活動に対
して支援を行う。

　他の自治体の事例を参考にするとともに、市内の国際交流団体等の意見を拝聴しながら、平成24年度の
事業実施を目指し制度設計を進めたい。
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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 0

弘前マイスター出前授業
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 －

小学校実践英語教育モデル校
実践研究事業

今後の
方向性

平成22年度実施内容

4-(2)-7

4-(2)-6

平成22年度実施内容

小学校実践英語教育モデル校
の試行（英語による授業の試行）

　平成22年度は、実践研究を行うモデル校２校（弘前市立東小学校・第三大成小学校）を指定し、次年度か
ら取り組む実践研究に関する具体的な計画を策定し、平成23年度予算においてＡＬＴの増員及び視察経
費について予算措置を行った。このことから、「工程表どおり実施済み」とした。

　目標・活動量指標は「英語で簡単な挨拶やコミュニケーションができる児童（の割合）」、「ＡＬＴと簡単な英
語を使いながら授業実践できる教員（5・6学年担任）（の割合）」及び「外国語活動の授業にＡＬＴが派遣さ
れる回数」としているが、実践研究に関する具体的な取組みは平成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

英語で簡単な挨拶やコミュニケーションができる児童 80%

決算額

ALTと簡単な英語を使いながら授業実践できる教員
（5･6学年担任） 100%

外国語活動の授業にALTが派遣される回数 35回実施

「弘前マイスター」による出前授
業

　弘前の未来をつくる人づくりの
ために、弘前マイスターによる優
れた技能・技術の紹介や体験学
習などをとおして、後継者の育成
を図る。

　平成24年度からの事業実施に向けて、制度の検討を行っており、「工程表どおり実施済み」とした。

　目標・活動量指標は「弘前マイスター出前授業回数」としているが、出前授業開始が平成24年度からと
なっていることから、達成率の判断は平成24年度からとする。

目標・活動量指標

弘前マイスター出前授業回数 5回/年

決算額

　ＡＬＴとの指導法について先進校視察等を行うとともに、ＡＬＴを増員し、児童が英語に慣れ親しむような授
業実践を図り、次年度の公開発表へとつなげていく。

　小学校5・6年生が積極的に英
語を使った学習をしながら、英語
に慣れ親しむための取り組みを
行う。
・平成23年度からは外国語指導
助手（以下「ALT(※33)」という。）
を1名増員し小学校２校を、平成
25年度からはALTをさらに2名増
員し５校をモデル校に指定する。
・すべての外国語活動で外国人
のALTと一緒に活動する。

　優れた技能・技術を有する弘前マイスター認定制度とあわせて検討を進め、平成24年度からの事業実施
を目指す。
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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

弘前マイスター認定事業
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

弘前地場産業インターンシップ
事業

今後の
方向性

弘前地場産業インターンシップ
（中学・高校・大学からの受け入
れ）の試行

　就労意識の醸成や地場産業の
後継者育成のために、中学・高
校・大学生の地場産業へのイン
ターンシップを試行する。
　実施状況、問題点、意見等を
学校側と地場産業側の両サイド
から調査を行い、問題点を把握
する。
　雇用のミスマッチの解消と地場
産業の振興の観点から、より良
いインターンシップの姿を探り、
システムを構築する。

決算額

4-(2)-8

4-(2)-9

平成22年度実施内容

新規学卒者の県内就職率 (H25)
 95.0%　（県内就職者数÷県内就職希望者数）

平成22年度実施内容

弘前マイスター認定制度の導入
とネットワーク化

　地域産業の活性化を図るため
に、優れた技能・技術を有し、商
工業・農業など産業全般に携わ
る現役の技能・技術者を弘前マ
イスターに認定する。
　また、マイスターのネットワーク
化を図り、貴重な技術・技能の保
存・継承・振興を図る。

　平成24年度からの事業実施に向けて、制度の検討を行っており、「工程表どおり実施済み」とした。

　目標・活動量指標は「弘前マイスター認定者数」としているが、認定開始が平成24年度からとなっているこ
とから、達成率の判断は平成24年度からとする。

目標・活動量指標

弘前マイスター認定者数 5人/年

決算額

　他都市の先行事例などを参考にしながら、弘前マイスター認定制度、ネットワーク化の検討を進め、平成
24年度からの事業実施を目指す。

　地場産業の範囲は広義のものとし、業種を定めないこととした。また、市内の高等学校・大学のインターン
シップへの取組状況とそれに関する悩みや行政に対する要望等の調査を行った。先進事例について情報
収集を行い、次年度以降の事業所調査等に活用することとした。これらのことから、「工程表どおり実施済
み」とした。

　実質的な事業の開始が平成24年度からであるため、達成率の判断は平成24年度からとする。

目標・活動量指標

　平成23年度は、地元企業に対しインターンシップの受入の可否、受入条件等について、詳細な調査及び
協力依頼を行う。学校が、インターンシップを行う際に役立つ、「インターンシップ受入企業一覧」を作成し、
学校へ配付する。受入企業の開拓も行い、企業一覧は毎年更新していくことを予定。第1回目の配付は、平
成24年3月を予定。
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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

(1)市立図書館専門書購入事業

項目

大学や市立図書館の専門書の充実

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容

　学園都市にふさわしい図書利
用環境の充実を図るために、次
の取り組みを行う。

(1)市立図書館における、市民
ニーズを反映した専門書の充実

(2)大学との連携による、大学所
蔵専門図書情報の市民提供の
仕組みの構築

目標・活動量指標

　コンソーシアムの活用による各大学との情報交換は未だ実施しておらず、所蔵図書情報の相互検索や相
互貸借など実施可能な連携事業について図書館内では検討しているものの、大学との話し合いがなされず
具体案はまとまらなかったことから、「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「連携実施大学数」となっているが、大学所蔵の専門図書情報の提供事業の実施が
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。

目標・活動量指標

決算額

専門書購入数 120冊/年

4-(2)-10

連携実施大学数 2校/年

(2)大学図書館連携事業

　専門書購入の実施策の検討や情報収集については、図書館内で検討したほか市立図書館協議会委員
から意見を求めた。その中で利用者のニーズを把握する意味で「専門書のアンケート」の実施を決定したほ
か、専門書購入費を平成23年度予算に計上しており、「工程表どおり実施済み」との評価とした。

　市民リクエスト専門書の購入は平成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。

　市民ニーズを把握するためのアンケートを実施しており、今後集計のうえ参考にするとともに、「市民リクエ
スト」により専門書購入を目指したい。

　県立図書館の県内大学図書館横断検索システムと相互貸借サービスを参考にしながら、大学との連携事
業を推進したい。

　施策を構成する2事業について、「工程表どおり実施済み」と「工程表より遅れている」との評価になってい
ることから、施策全体としては「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。
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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

研究機関への研修派遣支援
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

アクションプログラム策定事業
今後の
方向性

　目標・活動量指標は「研究機関への派遣人員」としているが、派遣開始が平成24年度からとなっていること
から、達成率の判断は平成24年度からとする。

決算額

企業技術者の地元大学等研究
機関への研修派遣支援

　地場産業の継続的発展に向け
た人材育成と新商品開発の研究
支援のために、研究機関の持つ
シーズ(※34)、企業が求める
ニーズを発掘し、地元大学・研
究機関等への派遣や研修につ
いて支援する。

　支援内容等の具体的な検討を実施するなど「工程表どおり実施済み」とした。

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容

4-(2)-12
「目指せ日本一・世界一」弘前の
才能育成アクションプログラム策
定

　文化･スポーツの分野におい
て、弘前の未来をつくる人づくり
のため、市民の意見を反映させ
ながら、才能育成アクションプロ
グラムを策定する。
（1）文化編：文化･スポーツなど
の才能に秀でた人物に接する機
会を増やすためのイベント招致
や講演会を実施する。
（2）スポーツ編：トップアスリート
育成プログラムを策定するととも
に、ジュニア競技者等の育成を
支援する。

　アクションプログラムの策定に係るワークショップを開催するため、平成23年度予算計上するなど、策定に
向けた取り組み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「ワークショップの開催回数」となっていたが、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

ワークショップの開催回数 3回/年

決算額

　既存事業等との整合性の検討や先進地事例を参考に素案をとりまとめ、広く市民の意見を反映させるた
めのワークショップを開催し、事業推進を目指したい。

目標・活動量指標

研修機関への派遣人員 5人/年

4-(2)-11

　アンケートによる企業のニーズ調査などを実施し、平成24年度からの制度導入に向けて、支援内容、支援
方法の検討を進める。
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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 -

目指せプロフェッショナル・キャリ
ア支援事業

今後の
方向性

平成22年度実施内容

決算額

支援者数 10人/年

4-(2)-13
目指せプロフェッショナル・キャリ
ア支援（指導者・選手の市役所
への臨時雇用など）

　弘前の未来をつくる人づくりの
ために、企業等が当市出身等の
一流選手・指導者などを雇用し
た場合、雇用に係る経費の一部
を助成する。

　平成22年度においては、市体育協会やスポーツ団体からの情報収集などを実施したことから「工程表どお
り実施済み」との評価とした。

　目標・活動量指標は「雇用に係る経費の一部を助成する支援者数」としているが、実施は平成24年度から
となっていることから、達成率の判断は次年度からとする。

目標・活動量指標

　企業等に対し、当市出身の一流選手・指導者の雇用状況調査を実施するとともに、当市への一流選手の
雇用について検討する。
　なお、平成23年7月より元ソフトボール日本代表監督の齋藤春香氏を市職員として採用し、小・中学校のソ
フトボールの実技指導や、キャリア教育等を行っている。
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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

Ｂ

H22 H23 H24 H25

8

6,215

今後の
方向性

　施策を構成する4事業のうち１事業を「Ｂ」と判断しているが、3事業の目標・活動量指標の設定が平成24年
度からとなっていることから、達成率の判断は次年度からとする。

平成22年度実施内容

　音楽芸術後継者育成事業等既存事業と平成22年度新規事業として実施した俳句甲子園地方大会及び
事前講習会を継続して実施し、平成22年度未実施の津軽文化講演会を平成23年度弘前城築城400年祭
記念事業として通常より拡充して実施するとともに、平成24年度以降も継続して実施したい。

　施策を構成する4事業のうち、3事業が「工程表どおり実施済み」、1事業が「工程表より遅れている」となっ
ていることから、施策全体としては、総合的に勘案して「概ね工程表どおり実施済み」との評価とした。

決算額

　文化･スポーツの分野におけ
る、弘前の未来をつくる人づくり
のために、一流に触れるための
イベントを実施する。

(1)文化分野
①「津軽文化講演会」、「ドリーム
コンサート、ドリームゼミナー
ル」、「俳句甲子園弘前大会」の
実施、及び「将棋名人戦」を招致
し、才能豊かな人材との交流を
実現させる。

目標・活動量指標（1）文化分野
①音楽芸術後継者育成事業他

著名講師による講演会や一流に触れるための事業開催数
 10件/年

一流に触れるため文化・スポーツなどのイベントの積極的誘致4-(2)-14

　平成22年度はドリームコンサート・ドリームゼミナール、「狂言」弘前特別公演、ＮＨＫテレビ公開番組、俳
句甲子園地方大会弘前会場、俳句甲子園事前講習会、川口淳一郎教授講演会、弘前ユースストリングア
ンサンブル指導者招へい事業、弘前音楽祭などを実施しており「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「著名講師による講習会や一流に触れるための事業回数」としており、平成22年度目
標値である9件中、8件の事業が実施されたことから「順調に推移」と評価した。

項目 平成22年度実施内容
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進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－

0

今後の
方向性

進捗率

Ｃ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－

0

今後の
方向性

②「児童劇観劇教室」のために
招へいした劇団員等を演技指導
などのスタッフとして中学生を対
象にワークショップ形式で実施
する。
　また、ジュニア育成コースの設
置に向けた支援策として運営補
助システムを構築する。

③市内文化芸術団体の文化芸
術力を披露したり体験させたりす
ることで文化芸術への関心、興
味を持たせると共に子ども自身
の適性に対し発見や自覚を促
す。
　また、各団体によるジュニア育
成コースの設置に向けた支援策
として運営補助システムを構築
する。

（1）文化分野
③市内アーティスト体験ワーク
ショップ

　目標・活動量指標は「著名講師による講習会や一流に触れるための事業開催数」としているが、事業開始
は平成24年度からを予定しているため、達成率の判断は平成24年度からになる。

　ワークショップ実施にかかる素案等の内部資料は作成したが、関係機関・団体との検討協議までには至ら
なかったことから、「工程表より遅れている」とした。

　関係機関・団体からの情報を集め、目標・活動量指標が達成できるよう進めていきたい。

　平成22年度は、児童劇観劇教室で来園した劇団にワークショップの実施内容等について協議をし、平成
23年度から弘前地区中学校文化連盟と具体的な協議をするための情報収集を行ったことから、「工程表ど
おり実施済み」とした。

著名講師による講演会や一流に触れるための事業開催数
 10件/年

決算額

目標・活動量指標

　関係機関・団体からの情報を集め、目標・活動量指標が達成できるよう進めていきたい。

（1）文化分野
②プロによる演劇ワークショップ

　目標・活動量指標は「著名講師による講習会や一流に触れるための事業開催数」としているが、事業開始
は平成24年度からを予定しているため、達成率の判断は平成24年度からになる。

目標・活動量指標

著名講師による講演会や一流に触れるための事業開催数
 10件/年

決算額
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進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

-

-

今後の
方向性

決算額

（2）スポーツ分野
　一流選手（トップアスリート）等
を招いて実施する教室、講演
会、試合等を支援する。 トップアスリート招致件数 （H23～H25） 10件/年

　（初年度は3件/年）

　体育協会、スポーツ団体等に事業の内容を説明し、平成23年度実施の要望を取りまとめた。
　その結果、体育協会、スポーツ団体等からの要望があり、次年度に実施する大まかな計画ができたため、
「工程表どおり実施済み」とした。

（2）トップアスリート招致支援事
業

　平成23年度から事業を実施するため、達成率の判断は平成24年度からとなる。

目標・活動量指標

　毎年度予算範囲内での事業を実施していく。
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