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　弘前市が津軽地域の中核的な役割を担い、近隣市町村と医療、公共交通、観光などの分野でお互いに連携・協力することにより、地域全
体の活性化が図られます。

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

①平成23年3月までに、中心市宣言することを目指します。 業務取得 - - ○ －

②平成23年10月までに、定住自立圏形成協定の締結を目指します。 業務取得 - - － －

③平成24年2月までに、定住自立圏共生ビジョンの策定を目指しま
す。

業務取得 - - － －

④定住自立圏構想連携施策数　14件を目指します。 業務取得 件 0 － －

⑤定住自立圏圏域市町村をつなぐ広域バス路線及び弘南鉄道の利用者
数　3,130千人

業務取得 千人 3,130 × －

⑥定住自立圏圏域の観光客入込数　15,717千人を目指します。
（39.6％増）

業務取得 千人 11,259 － －

⑦（H22～）３市町村の合併をしてよかったと思う市民の割合　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

％ - － －

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６ 津軽地域の中核都市として、近隣市町村との連携強化を図ります 
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事務事業数 進捗率 達成率

2 Ａ Ａ

1 Ａ Ａ

1 Ｂ Ａ

　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1項目、「目標を達成できない」が1項
目でありますが、「判断できない」が5項目で、大きな割合を占めていることから、全体の傾向は判断できない状況であります。
　これは、平成23年度が実施年度となっている項目が多いことなどによるものです。
　
　平成22年度における注目指標のうち、「①平成23年3月までに、中心市宣言することを目指します。」については、平成23年3月に中心市宣言を行
い、目標を達成しています。
　また、「⑥定住自立圏市町村をつなぐ広域バス路線及び弘南鉄道の利用者数3,130千人を維持します。」については、弘南鉄道の利用者数がこれまで
の減少傾向から微増に転じたものの、広域バスが路線の一部廃止や全体的な利用の落ち込みによって全体的に利用者数が減少したことにより、目標値
を下回ったものであります。

　次に個別施策の実施状況ですが、「進捗率」では、3項目中「工程表どおり実施済み」が2項目、「概ね工程表どおり」が1項目となっており、「達成
率」では、3項目全てが「目標を達成済み」となっています。

　注目指標の達成状況及び個別施策の実施状況を総合的に勘案すると、弘前市が津軽地域の中核的な役割を担い、近隣市町村と連携・協力する体制づ
くりに向けた取り組みが着実に進められているものの、十分な成果は得られていないと考えます。

　定住自立圏構想については、平成24年2月に策定予定の定住自立圏共生ビジョンに基づき、医療、公共交通、観光などの各分野において連携事業が実
施されることから、平成24年度以降から事業の実施による効果が表れることが期待されます。
　また、市町村合併の効果は、合併戦略プロジェクトが平成23年度以降も工程表に沿って事業が実施されることで市町村合併の一体感の醸成が図られ
ることが期待されます。

項目

【弘前市が中心となって近隣市町村と連携・協力して、行政サービス水準の維持や地域全体の活性化を図ります】

0 0

○１　定住自立圏構想の推進（中心市の宣言）
　　・地域全体の「医療サービス」の維持、向上
　　・地域全体の「公共交通」の維持、向上
　　・地域全体の「観光振興」を積極的に展開

●２　（再）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

●３　市町村合併の効果の最大化と一体感の醸成を推進（合併効果促進事業）

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

年度別概算所要額（千円）

22

22年度 23年度 24年度 25年度

50 300

個別施策の実施状況 

約束全体の評価 
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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

22

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

実施

－

－

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

－

今後の
方向性

　2事業のうち一つは目標・活動量指標の設定が平成25年度となっていることから、もう一つの事業達成率
から判断し「目標を達成済み」との評価とした。

　津軽地域の中核都市として、
近隣市町村と連携して地域の全
体活性化を図るために、弘前市
を中心市とする８市町村が連携
して、次のとおり「定住自立圏構
想」を推進する。

・「中心市宣言(※37)」（弘前市）

・「定住自立圏形成協定(※38)」
の締結（弘前市と周辺市町村(※
39)が１対１で結ぶ）

・「定住自立圏共生ビジョン(※
40)」の策定（近隣市町村と協議
を経て弘前市が策定）

・定住自立圏共生ビジョンに基
づく連携事業の実施（医療サー
ビス、公共交通、観光振興、人
材育成等）

平成22年度実施内容

　定住自立圏共生ビジョンに基づく連携事業は事業期間が平成24年度から開始予定となっていることから、
目標値の連携事業実施率については平成25年度からの評価となる。

目標・活動量指標

連携事業実施率(H25) 75%

　連携事業に係る予算執行等が確実に行われるように圏域市町村内の意思統一を図っていきたい。

　政策分野ごとに連携施策検討会議を設置のうえ協議を行っており、　「工程表どおり実施済み」となってい
る。

6-1

定住自立圏形成協定の締結（H23.10まで）

中心市宣言（H23.3月まで）

決算額

　定住自立圏形成協定の締結、定住自立圏共生ビジョンの策定に向けた協議を予定どおり着実に進めて
いきたい。

「定住自立圏共生ビジョン」の策定(H24.2まで)

定住自立圏共生ビジョン策定事
業

平成22年度実施内容

定住自立圏共生ビジョン推進事
業

項目

定住自立圏構想(※36)の推進（中心市の宣言）
・地域全体の「医療サービス」の維持、向上
・地域全体の「公共交通」の維持、向上
・地域全体の「観光振興」を積極的に展開

平成22年度実施内容

　施策を構成する2事業について、いずれも「工程表どおりに実施済み」との評価となっており、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。

　推進協議会（構成：市町村長）等による協議として、市町村長会議を2回、市町村の構想を担当する主管
部課長会議を3回それぞれ開催し協議を行っている。また中心市宣言を3月23日に実施しており、「工程表
どおり実施済み」となっている。

　中心市宣言を3月23日に実施しており、「目標を達成済み」となっている。

目標・活動量指標
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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

21

事務事業名 789

企業・団体立地推進事業
今後の
方向性

No. 項目 項目 自己評価

進捗率

B

達成率

A

H22 H23 H24 H25

46.3%
H18から

事務事業名 1,741,628

合併戦略プロジェクト推進事業
今後の
方向性

平成22年度実施内容

　弘前市合併検証委員会による検証結果が1月に報告される予定であり、これを踏まえて事業の推進を図り
たい。

6-2

訪問企業・団体数 20件/年

（再）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

平成22年度実施内容

　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。

市町村合併の効果の最大化と
一体感の醸成を推進（合併効果
促進事業）

　市町村合併の効果の最大化と
一体感の醸成を図るため、合併
戦略プロジェクト(※41)等の事業
を積極的に推進する。 目標・活動量指標

　11項目18事業のうち予定通り3項目3事業が完了し、残り8項目15事業はほぼ計画どおり進捗が図られて
いることから「概ね工程表どおり」とした。

　目標値に2.3%（2億4千99万5千円）が及ばないが、各事業とも計画どおり進捗が図られていることから「目
標を達成済み」とした。

　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。

誘致件数（H22～H25） 5件

決算額

合併戦略プロジェクト事業進捗率（事業費ベース）(H25) 86.9%

H22：48.6%　　H23:62.9%　　H24:71.7%　（追加）

決算額

目標・活動量指標

　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。

6-3

　企業誘致件数は、近年の実績から各年度1～2件として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。
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