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１．弘前市アクションプラン２０１０の概要 

 （１）弘前市アクションプラン２０１０の策定 

  平成２２年４月の市長選挙において、葛西憲之市長が『子ども達の笑顔あふれる弘前づくり』に向けて、「７つの約束」と「１０３の施策」

をマニフェストに掲げ、その実行を市民の皆さまにお約束しました。 

この市長マニフェスト（以下「マニフェスト」という。）に掲げられた政策を、迅速かつ着実に実行するために、市の計画として位置づける

こととし、平成２２年１０月に『弘前市アクションプラン２０１０（以下「アクションプラン」という。）』を策定しました。 

 

 （２）アクションプランの構成 

アクションプランでは、マニ 

フェストの内容を踏まえて、次 

の構成により、目標や具体的な

取組内容を示しています。また、

基本構想に掲載されている合併

戦略プロジェクトに係る工程表

を併せて掲載することによって、

その実効性を高めることとして

います。 
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（３）アクションプランの進行管理 

   このアクションプランを着実に推進するために、ＰＤＣＡ 

サイクルによるマネジメントシステムを確立し、市民と協働 

で、着実な進行管理を行うこととしています。 

 

計画（Ｐｌａｎ） 

 アクションプランの策定は、庁内組織である「市政戦略 

会議」が中心となり、全庁的に検討を進めました。 

また、庁内各部の自立的な施策の立案・実行を図るため、 

各部長が、毎年度の重点項目やその取組内容を明らかにし、 

市長と約束する「弘前市部長実行宣言２０１１」を平成２２年 

４月に作成し、その内容を市民に公表しています。 

 

実行（Ｄｏ） 

 アクションプランの実行にあたっては、市民と情報を 

共有し、協働しながら各種の取り組みを実施しています。 

 

評価（Ｃｈｅｃｋ） 

施策の取組結果について、市民評価アンケート 

等を基に点検・評価します。 

評価の方法は、自己評価に加えて市民による 

第三者評価を実施し、結果を公表するなど透明 

性の確保に努めます。 

 

改善（Ａｃｔ） 

 評価の結果、市民からの意見・提案、社会環境の 

変化等を踏まえて、新たな施策の補充・見直しを行 

います。また、計画期間途中で目標を達成した場合 

には、より高い数値目標の再設定を検討します。 

このように、『進化・成長するマニフェスト・ 

アクションプラン』とすることを目指しています。 

 

 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ図 

参 公 

画 表 

 

進化・成長するマニフェスト・アクションプラン 

市長マニフェスト 

↓ 

計 画 
・職員の意識共有 

・市政戦略会議 

・アクションプラン策定（次年度からフォローアップ） 

・「部長実行宣言」実施 

・予算化、事業化 

 

Ｐlan 

実 行 
 

・政策の実施 

 

改 善 
 

・新たな施策の補充、修正等 

・次年度計画への反映 

Ａct Ｄｏ 

評 価 
・市民評価アンケート 

・自己評価 

 ・第三者評価 

 ・提案 

Check 

 市 民  意見提案 

反  映 

 

 

公

表 

 対 話 

協 働 
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２．自己評価の目的 

（１）ＰＤＣＡサイクルの構築 

「弘前市アクションプラン 2010（平成２２年１０月策定）」の平成２２年度の達成状況を評価して、当該評価結果や社会環境の変化等を踏まえて、

アクションプラン改訂や施策見直しにつなげます。計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Act）の着実な実施によりＰＤＣＡサイクルを

構築して、いわば「進化・成長するアクションプラン」を目指すものです。 

 

（２）評価日程 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時　期 内　　　　容

Ｈ２３年４月２５日 第１回市政戦略会議 進行管理日程、部長実行宣言に関する協議

５月～ 自己評価（各部評価） 各部における自己評価の実施

７月８日 第１回市民評価会議 評価方法に関する協議

市長・副市長への部局評価説明

８月５日 第２回市民評価会議 「７つの約束」前半部分に関する評価

８月１０日 第２回市政戦略会議
自己評価等に関する協議
（全庁評価の協議、今後の計画等）

８月２９日 第３回市民評価会議 「７つの約束」後半部分に関する評価

９月３０日
自己評価等に関する協議
（全庁評価、今後の計画など）

１０月５日

１０月６日
（予定）

第４回市民評価会議 評価結果とりまとめ

１０月下旬
（予定）

「市民評価会議評価結果報告
書」公表

H24年度予算編成方針と併せて公表

　～ アクションプランの改訂作業　　　　　　　　　　　　

２～３月 弘前市アクションプラン改訂版（２０１２）の策定、公表

項　　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　　（第三者評価）

自己評価（部局評価）市長説明

第３回市政戦略会議

「自己評価報告書」の策定、公表

全

庁
評

価
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３．自己評価の方法 

（１）市民評価アンケートの実施 

市民６，０００世帯を対象として、市政に対する市民の意見を把握するアンケート調査を郵送形式で実施して、アクションプラン評価や今後の施

策展開等に活用します。 

 

（２）自己評価の手順 

アクションプランの達成状況について、市役所内において、次のとおり自己評価を実施しました。 

    

  ①「１０３の施策」及び「ダッシュ３」の評価方法 

    「１０３の施策」及び「ダッシュ３」については、【進捗率】及び【達成率】で評価しました。 

 

(A)【進捗率】は、事務事業が工程表どおりに実施されたかどうかにより、３段階による評価をしました。 

 ただし、着手時期にないものについては「－」として区分しました。 

   

・施策を構成する事務事業が１つの場合 

     下表の評価区分により段階的に評価しました。 

区分 進捗率（施策を構成する事務事業が１つの場合） 

Ａ 工程表どおり実施済み 

Ｂ － 

Ｃ 工程表より遅れている 

－ 未着手 

 

・施策を構成する事務事業が２つ以上の場合 

まず、個別の事務事業が工程表どおりに実施されたかどうかを、上表の区分により段階的に評価しました。 

次に、施策を構成する全ての事務事業の進捗率を踏まえて、施策として工程表どおりに実施されたかどうかを下表の区分により段階的

に評価しました。 

区分 進捗率（施策を構成する事務事業が２つ以上の場合） 

Ａ 工程表どおり実施済み 

Ｂ 概ね工程表どおり実施済み 

Ｃ 工程表より遅れている 

－ 未着手 
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(B)【達成率】は、アウトプットを主とした「目標・活動量指標」が達成されたかどうかにより、３段階による評価をしました。 

  ただし、組織の設置など、「目標・活動量指標」が設定されていない事業については、「－」としました。 

 

まず、施策を構成する個別の事務事業について、下表の評価区分により段階的に評価しました。 

次に、施策を構成する事務事業が複数ある場合は、全ての事務事業の達成率を踏まえて、施策として「目標・活動量指標」が達成され

たかどうかにより、段階的に評価しました。 

区分 達成率 

Ａ 目標を達成済み 

Ｂ 概ね順調に推移 

Ｃ 遅れている 

－ 判断できない 

 

②「合併戦略プロジェクト」評価方法 

  「合併戦略プロジェクト」については、アクションプランに「工程」のみを掲げており、「目標・活動量指標」を設定していないこと

から、【進捗率】のみで評価しました。 

  【進捗率】は、①「１０３の施策」及び「ダッシュ３」と同様の評価方法としました。 

   

③「約束」部分の評価方法 

  「約束」全体の評価は次の項目を踏まえて定性的な評価をしました。 

・「めざす姿の達成状況を示す指標（数値目標など）」の達成度。 

・「注目指標」の達成度。 

「注目指標」とは「めざす姿の達成状況を示す指標（数値目標など）」の中で重要だと思われるものを３つ以内で設定したもの 

・個別施策の達成状況。 
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 ４．平成２２年度の達成状況の概要 

   （１）個別施策（１００＋３） 

① 進捗率は、「Ａ」＋「Ｂ」が９７％を占め、ほぼ工程どおり実行している。 

② 一方、達成率は、「目標・活動量指標」が平成２３年度以降に設定され 

「－（判断できない）」）が６割を占める。 

この「－」を除いた場合には、「Ａ」＋「Ｂ」が８８％を占める。 

 

 

 

 

 

  （２）合併戦略プロジェクト 

   進捗率「Ａ」が９１％を占め、ほぼ工程どおり実行している。 

（「目標・活動量指標」がないことから達成率は判断できない。） 

 

  

              

              

 

 

  （３）７つの約束 

① 目標数値が平成２２年度には設定されていない、データ未取得などの 

「－（判断できない）」が３割に上る。 

② この「－」を除いた場合には、「○」が約７割である。なお、約束毎 

にその達成状況は異なる。 

 

 

 

以上のとおり、全体をみると、市役所の取り組み（個別施策、合併戦略プロジェクト）は概ね計画どおり進められているが、政策分野毎（７つの約

束）の「めざす姿」については、計画期間中（４年間）の達成に向けて更なる取り組みが必要な状況である。 

 

進捗率 

数 
割合（％） 

「－」を除く 

Ａ 91 88.3% 

Ｂ 9 8.7% 

Ｃ 3 2.9% 

－ 0  

計 103  

達成率 

数 
割合（％） 

「－」を除く 

Ａ 21 50.0% 

Ｂ 16 38.1% 

Ｃ 5 11.9% 

－ 61  

計 103  

進捗率 割合（％） 

Ａ 10 90.9% 

Ｂ 0 0.0% 

Ｃ 1 9.1% 

計 11  

項目 数 割合（％） 
割合（％） 

「－」を除く 

○：目標を達成済み 43 46.2% 68.3% 

×：目標を達成できない 20 21.5% 31.7& 

－：判断できない 30 32.3%  

計 93 100.0% 100.0% 

小数点第 2位を四捨五入 
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約束部分の評価の見方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 23 24 25

H23.3予定

H23.3実施

- H23.10予定

-

- H24.2予定

-

- 14 14 14

-

3,130 3,130 3,130 3,130

3,038

11,800 14,000 14,000 15,717

-

-

56.0

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

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 ％ - － －

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 － －

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 × －

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 － －

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 - - － －

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 - - － －

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 - - ○ －

　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

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

「７つの約束」の名称です。 

この約束がめざす将来の弘前市の姿です。 

指標の中でも重要だと思われる「注目指標」を

３つ以内で設定し、塗りつぶしています。 

「基準値」や「目標値」は「業務データ」や

「市民評価アンケート」等から取得します。 

「H22 現状値」と「H22 目標値」を比較して、

達成している場合は「○」、達成していない場合は

「×」、判断できない場合は「－」としています。 
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事務事業数 進捗率 達成率

2 Ａ Ａ

1 Ａ Ａ

1 Ｂ Ａ

22

22年度 23年度 24年度 25年度

50 300 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）

　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】

個別施策の実施状況

約束全体の評価

上段がプランに掲載した概算所要額、下段が決算

額を千円単位で記載しています。 

「約束全体の評価は次の項目を踏まえて定性的な評価を記載しています。 

・「めざす姿の達成状況を示す指標（数値目標など）」の達成度 

・ ・「注目指標」の達成度 

・「注目指標」とは「めざす姿の達成状況を示す指標（数値目標など）」の中で重要だと

思われるものを３つ以内で設定したもの 

・個別施策の達成状況 

・今後の方向性 など 
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個別施策の評価の見方 
 

 ①施策を構成する事務事業が１つの場合 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

市民評価アンケート事業
今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

8回

事務事業名 0

市長車座ミーティング、車座ランチ
事業

今後の
方向性

平成22年度実施内容

市民評価アンケートの定期的な実
施

　平成23年度からアンケートを実施するが、迅速、かつ、わかりやすい公表を行うとともにより市民の意向を把握できるよう
な設問の設定や回答者数の増加を目指したＰＲ方法などを検討したい。

1-4

　車座ミーティング・車座ランチともに7月から公募・開催しており、「工程表どおり実施済み」となっている。
　また、市政懇談会についても、市町会連合会と協議を行い、意見交換がより活発になるよう運営方法の見直しをした。

　目標・活動量指標は、12回/年となっており、月1回のペースで開催することになっているが、今年度は、東日本大震
災の影響で、3月の車座ランチが中止となり、その結果、車座ミーティング7回、車座ランチ1回、計8回の実施となり、
「順調に推移」したといえる。

　車座ミーティング・車座ランチとも継続して実施し、その結果を迅速に公表するとともに、提言・要望を施策に反映させ
るために、進行管理を行っていく。

目標・活動量指標

開催回数　 12回/年

市長車座ミーティング、車座ランチ
（市政懇談会の見直し）

1-3

　平成22年度は、アンケートの設問項目と結果の活用について検討し、全庁的な確認作業を経て、アクションプラン掲
載の数値目標以外の分野も含めた、ほぼ全分野にわたって市民の意向を調査することとした。
　平成23年5月のアンケート実施に向けて、「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は「アンケート回答者数」となっているが、アンケートの実施が平成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。

アンケート回答者数 2,000人/年（送付人数6,000人）

決算額

　市政に対する市民の評価を把握
するために、毎年度、同じ時期に郵
送によりアンケートを実施する。

目標・活動量指標

平成22年度実施内容

決算額

　市民との対話を促進するために、
テーマ毎に少人数のグループを対
象として、市長との対話の機会を作
る。（「市政懇談会」の運営につい
て、市町会連合会と協議し、意見交
換の内容がより充実するよう工夫す
る。）

上記「進捗率」「達成率」及び施策を取り巻

く環境の変化を踏まえて、今後の施策の方向
性について記載しています。 

アクションプランに掲載した概算所
要額に対応する決算額を記載します。 

「H22」の欄に実績を記載してい
ます。 
検討段階等指標が取得できない場

合は「-」としています。 

Ａ:工程表どおり実施済み 

Ｂ:（なし） 

Ｃ:工程表より遅れている 
－:未着手 

Ａ:目標を達成済み 

Ｂ:概ね順調に推移 

Ｃ:遅れている 

-:判断できない 

アクションプランに設定した「目標・活動量
指標」と H２２の現状値を比較し、達成状況
とその理由を記載しています。 



－ 10 － 

 

－ 10 － 
 

 

 ②施策を構成する事務事業が２つ以上の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

　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。

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。

4-(2)-10

決算額

専門書購入数 120冊/年
　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

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

(1)市立図書館専門書購入事業

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 

(1)と(2)の事務事業の「進捗率」と「達成率」を参考にしながら、施策の総合的な評

価を記載しています。 

ここでは(1)が「A」、(2)が「C」と評価したのを参考に、施策全体として「概ね工程
表どおり」とした例示です。 

工程表においてH22で予定していた事業内容と実際に実施した事業内容を記載

しています。 

事業の進捗率についても記載しており、ここでは、「工程表どおり実施済み」の

例示です。 
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22 23 24 25

15.0 20.0 22.0 25.0

20.9

64.0 66.0 68.0 70.0

49.7

※(63.7)

74.0 75.0 76.0 77.0

68.5

※(74.3)

29.0 30.0 32.0 33.0

31.1

13 25 50 50

16

-  150,000 180,000 200,000

-  

-  500 1,500 1,900

-  

127 131 135 140

143

-  100 100 100

-  

964 976 988 1,000

1,013

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

H22目標値
に対する
達成率

○ －

H25目標値
に対する
達成率

　市民と行政の情報共有・対話が促進され、市民が主体のまちづくりが進められています。

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

①市民と行政が同じ目的を持ちパートナーとしてまちづくりに取り組
んでいると思う市民を増やします。

市民評価
アンケート ％ 13.0

％ 61.3

○ －

○ －

②市政に意見が言える機会・場所・方法について満足している市民を
増やします。

市民評価
アンケート × －

③市政情報の提供量や内容に満足している市民を増やします。
市民評価
アンケート ％ 73.0

④町会や公民館、地区社協などの地域活動に参加している市民を増や
します。

市民評価
アンケート ％ 28.1

⑤公募枠のある審議会等の割合　50％を目指します。 業務取得 ％ 11

－ －

○ －

－

業務取得 件 0

⑥携帯サイトのアクセス数　200,000件を目指します。 業務取得 件 0

－

123 ○

－

⑨市民参加型まちづくり１％システム支援事業数　100事業を目指しま
す。

業務取得 件 0

○

⑦メールマガジン登録件数　1,900件を目指します。

業務取得

⑧「わたしのアイデアポスト事業」の投書件数　140件を目指します。 業務取得 件

－

人 952 ○ ○
⑩市政懇談会の参加者数（主催者：弘前市町会連合会）　1,000人を目
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１ 市民主権システムを実現します 
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　めざす姿の達成状況を示す指標10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6項目、「目標を達成できない」が1
項目、「判断できない」が3項目となっており、達成率は概ね計画どおりの状況にあります。
　これは、平成22年度途中からの事業であったことや、平成23年度から本格稼動する事業が多いことが影響していると考えられます。

　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「①市民と行政が同じ目的を持ちパートナーとしてまちづくりに取り組んでいると
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が、「②市政に意見が言える機会・場所・方法について満足している市民を増やしま
す。」については基準値を下回る結果となっております。
　これは「市長車座ミーティング、車座ランチ」などの事業を実施したことにより、一定の市民の市政への関心がある程度高まったものの、実施して
まだ間がないことが目標を達成できなかった主な原因と思われ、今後、各種施策の周知徹底を図り、広聴活動のより積極的な展開を図ることにより、
市民参加が促進されるものと考えられます。
　また、業務取得による「⑤公募枠のある審議会等の割合50％を目指します。」については、目標を達成しておりますが、これは、アクションプラン
に掲載している「各種審議会の公募枠を大幅増（女性や若者など多様な意見を市政に反映）」の施策の効果が現れているものと思われます。
　今後、益々公募枠を設定した審議会等の数が増え、更に女性や若者の比率を上昇させることにより、幅広い意見を反映させることができると考えら
れます。

　次に個別施策の実施状況ですが、「進捗率」では7項目全てが「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、市民のまちづくりへの関心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、東日本大震災を契機に市民のボランティア活動や地域活動に対する関心も高くなっています。平成23年度からは一体的に市民参画・協働を推
進する総合窓口として設置した「市民との協働推進室」において、「市民参加型まちづくり1%システム」が、また、携帯サイト及びメールマガジンな
ども本格的に運用されることから、今後ますます市民が主体となったまちづくりが推進される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 －

1 Ａ －

1 Ａ Ａ

1 Ａ －

1 Ａ Ｂ

1 Ａ －

2 Ａ －

【市民が主体となったまちづくりを実現します】

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

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 23年度 24年度 25年度

438 68,691 67,977 67,977

643

○５　市役所内への“市民参画担当チーム”の設置

●７　ホームページへの携帯サイト構築、メールマガジン定期配信

項目

○１　市長の給与の決定について市民の評価などを反映

○２　市民参加型まちづくり１％システムを導入

●６　各種審議会の公募枠を大幅増　（女性や若者など多様な意見を市政に反映）

○３　市民評価アンケートの定期的な実施

○４　市長車座ミーティング、車座ランチ（市政懇談会の見直し）

【市民との対話を促進します】

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

市長給与評価事務
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

市民参加型まちづくり１％システ
ム事業（※1）

今後の
方向性

市長の給与の決定について市
民の評価などを反映

　市民主権による市政運営を徹
底するために、毎年度、市政に
対する市民評価の取得を行い、
その結果を市長の給与に反映さ
せる。

市民参加型まちづくり１％システ
ムを導入

　 市民主権による市政運営の徹
底と市民参画の促進のために、
環境美化活動、安全・防犯活動
など様々な分野での自主的な活
動に対して支援する。

目標・活動量指標

市民評価の把握 1回/年

市民評価の給与への反映 1回/年

決算額

目標・活動量指標

支援事業数 100件/年

1-1

平成22年度実施内容

　県内9市や類似都市に対して調査を実施した。他市の事例を調査取りまとめ、市民評価の給与への反映
方法・対象となる給与の範囲等についての検討材料とした。このことから「工程表どおり実施済み」と評価し
た。

　目標・活動量指標は「市民評価の把握」「市民評価の給与への反映」となっているが、アンケートの実施が
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。

平成22年度実施内容

　平成23年度のアンケート実施結果により、特別職報酬等審議会を開催し、給与決定について手続きを進
めていく。

　平成23年度においては、作成した制度概要案について、パブリックコメントや、各種市民団体などを対象と
したアンケートを実施し、市民の意見や提案などを反映させ制度内容を決定し、提案事業を募集してシステ
ムを本格的に実施したい。また、このシステムを運用しながら、制度内容を改善し、より市民に使いやすい仕
組みを構築していきたい。

1-2

　平成22年度は、10月に設置した市民参画担当準備チームにおいて、既存補助事業との調整や、システム
の制度設計、補助対象事業の選考方法や効果検証の仕組みづくりなどを検討し、このシステムの制度概要
案を作成した。平成23年度からの事業実施に向け、「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は「支援事業数」となっているが、平成22年度は制度設計段階であり、実際の事業募集
は平成23年度からであるため、達成率の判断は次年度からとなる。

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

－

H22 H23 H24 H25

-

事務事業名 0

市民評価アンケート事業
今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

8回

事務事業名 0

市長車座ミーティング、車座ラン
チ事業

今後の
方向性

　市民との対話を促進するため
に、テーマ毎に少人数のグルー
プを対象として、市長との対話の
機会を作る。（「市政懇談会」の
運営について、市町会連合会と
協議し、意見交換の内容がより
充実するよう工夫する。）

決算額

目標・活動量指標

平成22年度実施内容

1-3

　平成22年度は、アンケートの設問項目と結果の活用について検討し、全庁的な確認作業を経て、アクショ
ンプラン掲載の数値目標以外の分野も含めた、ほぼ全分野にわたって市民の意向を調査することとした。
　平成23年5月のアンケート実施に向けて、「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は「アンケート回答者数」となっているが、アンケートの実施が平成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。

アンケート回答者数 2,000人/年（送付人数6,000人）

決算額

　市政に対する市民の評価を把
握するために、毎年度、同じ時
期に郵送によりアンケートを実施
する。

平成22年度実施内容

市民評価アンケートの定期的な
実施

　平成23年度からアンケートを実施するが、迅速、かつ、わかりやすい公表を行うとともにより市民の意向を
把握できるような設問の設定や回答者数の増加を目指したＰＲ方法などを検討したい。

1-4

　車座ミーティング・車座ランチともに7月から公募・開催しており、「工程表どおり実施済み」となっている。
　また、市政懇談会についても、市町会連合会と協議を行い、意見交換がより活発になるよう運営方法の見
直しをした。

　目標・活動量指標は、12回/年となっており、月1回のペースで開催することになっているが、今年度は、東
日本大震災の影響で、3月の車座ランチが中止となり、その結果、車座ミーティング7回、車座ランチ1回、計
8回の実施となり、「順調に推移」したといえる。

　車座ミーティング・車座ランチとも継続して実施し、その結果を迅速に公表するとともに、提言・要望を施策
に反映させるために、進行管理を行っていく。

目標・活動量指標

開催回数　 12回/年

市長車座ミーティング、車座ラン
チ（市政懇談会の見直し）
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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

市民参画担当チーム設置
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

16

事務事業名 0

各種審議会等関係事務
今後の
方向性

公募枠のある審議会等の割合　現状値11%
 13%(H22)　　25%(H23)　　50%（H24・25）

決算額

各種審議会の公募枠を大幅増
（女性や若者など多様な意見を
市政に反映）

目標・活動量指標

-

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容

1-5

　平成22年度は、10月に市民参画担当準備チームを設置し、既存補助事業との調整や所管部課室の調整
を行い、市民参画・協働の総合窓口新設に向けての準備を行ったことから、「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。

　市民参画・協働の総合窓口として「市民との協働推進室」を設置し、市民参加型まちづくり１％システムを
実施し、各種団体と庁内関係課とをコーディネートし情報を共有しながら、市民参画やボランティア活動など
を支援していきたい。

決算額

市役所内への“市民参画担当
チーム（※2）”の設置

　市民が主体の市政運営を実現
するために、市民参画やボラン
ティア活動などを支援する専任
チームを設置する。

1-6

  それぞれの審議会等において公募枠の新設が可能かどうか検討し、公募のできるものは公募枠の拡大の
ほか女性や若者枠の拡大に配慮して改選時期にあわせて関係各課で公募することとした。可能なものにつ
いては、「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動指標は「公募枠のある審議会等の割合」で、平成22年度末では7件の審議会等で公募枠を設
定しており、その割合は全体の16%となり、平成22年度の「目標を達成済み」である。

今後とも、改選及び新設の審議会等については、公募枠の新設が可能かどうか検討し拡大を図る。

目標・活動量指標

　公募枠の新設が可能な審議会
等を特定し、個別の改選時期に
あわせて、女性や若者の枠につ
いても配慮しながら、公募枠の拡
大を図る。

－　16　－



－　17　－

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

－

643

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

今後の
方向性

項目

ホームページへの携帯サイト構築、メールマガジン定期配信

　市民との情報共有を促進する
ために、次の取り組みを行う。

(1)市役所ホームページに新たに
携帯サイトを構築する。

(2)市民との情報共有を促進する
ために、市政情報のメールマガ
ジンを配信する。

(1)携帯サイト構築事業

(2)メールマガジン配信事業

　メールマガジンのメリットである①登録者へ確実に情報が伝わる、②ホームページ等への誘導に優れてい
るという点を十分に生かし、他の広報手段と連携しながら登録件数の増加を図る。

平成22年度実施内容

メールマガジン登録件数 1,900件（H25）

決算額

目標・活動量指標

平成22年度実施内容

1-7

　携帯サイトの運用実績は殆どなく、メールマガジンは平成23年度から運用を開始することから、達成率の
判断は次年度からとする。

　それぞれ他自治体の事例を参考にしながら、構成内容を検討した。携帯サイトは、内容を決定し、年度末
に運用を開始した。メールマガジンは、平成23年6月から運用開始を予定しており、平成22年度において
は、全体としては「工程表どおり実施済み」となっている。

　他自治体の事例を参考とし、ホームページ更新業務を受託している業者と協議しながら、構成内容を決定
した。平成23年3月31日から運用を開始しており、「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は200,000件(H25)となっているが、携帯サイトの運用が平成22年度末からとなっている
ことから、達成率の判断は次年度からとする。

　平成23年6月から運用を開始することから、達成率の判断は次年度からとする。

　メールマガジンを実施している自治体の運用状況を調査し、構成内容を検討した。平成23年6月から運用
を予定しており「工程表どおり実施済み」となっている。

携帯サイトのアクセス数 200,000件（H25）

目標・活動量指標

　他の広報手段により携帯サイトのPRを行い、アクセス件数の増加を図って行く。

決算額

平成22年度実施内容
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22 23 24 25

38,084 38,459 38,850 40,000

-

27 30 33 36

29

26 29 32 35

27

26 55 87 122

20

36.0 42.0 50.0 50.0

36.8

17.8 18.6 19.5 20.0

17.3

22,521 25,014 27,507 30,000

17,764

1,255,000 1,278,000 1,301,000 1,325,000

1,204,062

1,608,000 1,638,000 1,668,000 1,697,000

1,614,152

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

×

×⑧主要農産物直売所の利用者数　1,325,000人を目指します。

⑨主要農産物直売所の販売金額　1,697,000千円を目指します。

20,028

業務取得 千円 -

業務取得

○

1,232,422

1,578,940

人 -

-

-

業務取得 トン/年 -

業務取得 ％ 17.0

○

×

-

H22目標値
に対する
達成率

-

○

人 -

26

0

○

×

指標名

①農業産出額　400億円を目指します。

取得方法
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

-

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

百万円 37,710

業務取得 ％

27

34.9

②農業生産法人数（累計） 36団体を目指します。

-

業務取得

　安全・安心な農産物の生産が拡大し、農業所得が向上します。

④新規就農者数（累計）　122人を目指します。

③集落営農組織数（累計） 35組織を目指します。

団体

組織

業務取得

業務取得

単位 基準値

業務取得

⑤果樹共済加入率　50.0％を目指します。

⑥わい化栽培率　20.0％を目指します。

⑦りんご海外輸出量　30,000トン（青森県産）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２-(1) ひろさき農業・産業おこしに取り組みます【農業振興】 
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　めざす姿の達成状況を示す指標9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4項
目、「判断できない」が１項目となっております。
　これは、農業の国際化による輸入の増加や食生活の多様化、核家族化に加え近年の景気低迷による販売価格の低迷など、農林水産業をとりまく内外
の環境が、めまぐるしく変化していることが考えられます。

　平成22年度における注目指標のうち、「⑦りんご海外輸出量　30,000トン（青森県産）を目指します。」は、目標を下回っています。
　この理由は、りんごの海外輸出の90.7％(平成21年産、県HP)を占める台湾では、平成22年産の販売状況においてチリなどの安いりんごと競合したこ
とにより、販売数量が伸びず目標が達成できなかったものと考えられます。

　次に個別施策の実施状況ですが、平成22年度の計画が『検討、準備』で、平成23年度から取り組みが本格化するものが多いものの、「進捗率」では
14項目中13項目が「工程表どおり実施済み」と「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」と「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、個別の施策については工程表どおりの進捗に向け取り組みを強化
しているものの、めざす姿に向けては十分な成果が得られていないと考えます。これは主体となる農業者等の農業経営に関する意向や、海外での他国
の安売り攻勢にさらされたこと、また消費意欲の低下などの要因が考えられます。今後も、着実に施策の強化を進めるとともに、震災及び原発事故に
伴う風評被害への対応にも努めてまいります。
　このためには、市としても安全・安心な農産物の生産が拡大し、農業所得が向上するよう、積極的かつ着実に施策を展開するとともに、国、県、Ｊ
Ａをはじめとした関係機関との連携･協力にも努めてまいります。

約束全体の評価 
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、

事務事業数 進捗率 達成率

1 Ａ －

4 Ａ －

2 Ｂ Ｃ

9 Ａ －

4 Ａ －

5 Ａ －

2 Ａ Ａ

1 Ａ －

1 Ａ －

1 Ｃ Ｃ

1 Ａ －

2 Ｂ Ｂ

1 Ａ Ｂ

2 Ａ Ａ

【りんご課を設置してりんご振興に全力で取り組みます】

【農業の担い手育成に取り組みます】

【生産地が値段をつけられる農業にしていきます】

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

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

25年度

82,328

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）

77,402

34,964

132,845 147,172

●９　技術習得・就農斡旋・農地情報提供等の支援と遊休農地の解消など農用地利用計画の検討と集落営農や生産法人化のモデル化支援

22年度 24年度23年度

項目

○１　りんご課の設置

●５　果樹の所得補償制度、輸入果汁原産地表示の国への働きかけ

●６　りんご海外輸出の促進

●７　果樹共済加入促進、わい化栽培促進、りんご加工品開発の支援と病害虫に強い品種づくり・土づくりの取組強化、火傷病侵入防止

●８　後継者育成を全力で支援、農業後継者配偶者探しの支援

○３　生産・加工・流通・販売関係者による「ひろさき農政会議」で施策検討・展開

○４　農家の皆さんと膝を交えて対話する「青空座談会」の定期実施と農業女性の意見反映と地位向上の支援

○２　市内への直販店（産直マルシェ）の誘導、他県他都市との産直販売の交流実施

【農家の皆さんと対話を進め農業政策に反映させます】

●10　農産品の地域ブランド化の推進、弘前ブランド認証制度の導入

●11　新品種開発とマーケティングの連動・強化、二次加工品の高付加価値化の支援

●12　学校給食への地元産品の利用促進

●13　米粉製粉場整備の誘導による米の消費拡大促進

●14　冬の農業の育成強化、農商工連携による農業経営支援

【地産地消の拡大をはじめ地域力総結集で農業振興を図ります】

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

りんご課設置
今後の
方向性

りんご課の設置

　弘前の主産業であるりんご産
業を振興するために、「りんご
課」を設置して、生産・加工流
通・販売までの支援事業を実施
する。

平成22年度実施内容

　りんご産業を振興するため、生産・加工・流通・販売までの総合的な事業展開をするための「りんご課」を
平成22年7月に設置したので、「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。

目標・活動量指標

-

2-(1)-1

決算額

－
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No. 自己評価

進捗率

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

974

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

85

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

-

今後の
方向性

項目

市内への直販店（産直マルシェ（※3））の誘導、他県他都市との産
直販売の交流実施

　平成22年度は、中心市街地での農家の直接販売活動支援することを目的とした「産直マルシェ事業」とし
て、市主催による5事業及び市支援による2事業の計7事業を展開したことから、「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

　施策を構成する2事業については、いずれも「工程表どおり実施済み」との評価になっており、そのとおり
の評価とした。

　構成する2事業について、「目標を達成済み」が1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」となっている。

平成22年度実施内容

2-(1)-2

目標・活動量指標

決算額

目標・活動量指標

(1)産直マルシェ事業

(2)産直交流事業

(1)中心市街地の活性化と農家
の所得向上のために農家の
方々が、自ら生産した旬の農産
物及び加工品を中心市街地で
軽トラック等の荷台を店舗として
販売し、地産地消を推進する。

(2)他県他都市の農産物等の販
売による相乗効果で地産地消を
図るとともに、交流を促進し、販
路拡大の機会を増加させる。

　「産直マルシェ事業」による中心市街地での産直開催は、市主催事業36回、市支援事業49回の計85回実
施するなど「目標を達成済み」となっており、農家の直接販売の支援につながっていると考える。

中心市街地での産直の延べ日数 75日/年

　3年後には民間が自立して運営できる「弘前マルシェ」の仕組みを確立するよう取り組みを支援していきた
い。

　既存農産物直売所をモデルとして支援し、平成23年度の産直交流を促進したい。

平成22年度実施内容

他都市との交流回数 1回/年

　平成22年度は、産直交流事業の事業内容について検討し、平成23年度当初予算に補助金として700,000
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。

　目標・活動量指標の設定が平成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

Ｂ

H22 H23 H24 H25

2

事務事業名 94

ひろさき農政会議設置
今後の
方向性

生産・加工・流通・販売関係者に
よる「ひろさき農政会議」で施策
検討・展開

　農林業の振興と農家の経営安
定を目的に、生産、加工、流通、
販売等の各分野の関係者で組
織する「ひろさき農政会議」を設
置し、農林業行政に関する意
見・検討・展開を図る。

平成22年度実施内容

決算額

2-(1)-3

　会議での意見を施策として事業に反映させていくために、予算編成前の意見集約、編成後の報告等を考
慮し、開催時期を検討していきたい。

目標・活動量指標

会議開催回数 3回/年

　市長を含め20名の委員により「ひろさき農政会議」を設置し、8月と10月の2回会議を開催し、生産、加工、
流通、販売等について議論が交わされた。
　「工程表どおり実施済み」となっている。

　会議開催回数は2回にとどまり、目標・活動量指標「 3回/年」に届かなかったが、販売促進にあたっては、
品種、サイズの偏りをなくすこと、カット販売が有効であることなど、協議された内容が翌年事業に反映され
ている。協議内容は会議開催を意図した方向に向かっていると判断し「順調に推移」とした。
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No. 自己評価

進捗率

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

145

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回

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

1

1

今後の
方向性

項目

　平成24年度まで継続して実施することとし、農業女性懇談会参加者へのアンケート結果も参考に、継続の
可否も含め実施内容等を検討したい。

目標・活動量指標

懇談会開催回数 1回/年

講演会開催回数 1回/年

　各事業とも工程表どおり進行していることから、「工程表どおり実施済み」との評価となっている。

　各事業とも年度の活動目標を達成していることから、「目標を達成済み」との評価となっている。

目標・活動量指標

　新規事業を起こすだけでなく、既存事業の効率化を図る効果も出ている。
　要望に沿った事業形態を考えるためにも、今後も継続実施していきたい。

(2)農業女性懇談会事業

座談会開催回数 6回/年

(1)農業者の声を農業政策に反
映させるために、市長と膝を交え
て対話する「青空座談会」を開催
する。
　
(2)農業女性の意見反映と地位
向上の支援のために、女性農業
者の意見を聞く場の設定や普及
啓発活動を実施する。

平成22年度実施内容

　平成22年度は、市民参画センターと連携し、「第2回ひとにやさしい社会推進セミナー」として、講演や農業
女性と市長との意見交換会を開催したことから、「工程表どおり実施済み」との評価とした。

　「第2回ひとにやさしい社会推進セミナー」として、農業女性懇談会を開催し、女性農業者の意見を聞く場
としての役割を果たしていると考える。セミナー開催時の意見により、自立への支援として平成23年度に担
い手等育成事業費補助金を予算化したことから、「目標を達成済み」とした。

2-(1)-4

　現地督励や、農業女性との昼食懇談会とも同日開催するなど、参集範囲や対話の広がりを図っており「工
程表どおり実施済み」となっている。

(1)青空座談会事業

決算額

　青空座談会6回実施するなど「目標を達成済み」となっている。
　りんご園の防風網への助成などについては２３年度から予算化し、対応しているほか、今年度実施の際に
も、既存の農作業支援に関する補助制度を要望に応えて改正し、早速見直しにも繋がっている。

農家の皆さんと膝を交えて対話する「青空座談会」の定期実施と
農業女性の意見反映と地位向上の支援

平成22年度実施内容

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

Ａ

H22 H23 H24 H25

１回

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

今後の
方向性

項目

目標・活動量指標

県への要望回数 1回/年

　果樹の所得補償制度創設の要望について、平成23年度は見送りとなったが、青森県を通して国に働きか
けるよう検討し準備を進めたことから、「工程表どおり実施済み」となっている。

　青森県に対する重点要望として要望し、平成25年度までには果樹の所得補償制度創設を実現する。ただ
し、重点要望事項として採択されなかった場合は、農林水産省及び国会議員に個別に要望活動をする。

(1)東北市長会・全国市長会を通
じた国に対する要望

(2)青森県に対する重点要望

果樹の所得補償制度、輸入果汁原産地表示の国への働きかけ

　果樹の所得補償制度創設のた
めに、様々な機会を通じて、東
北市長会・全国市長会を活用し
ながら国・県に対して要望する。

　現行の果樹共済制度が、収量に応じた補填で最高が8割までと補償水準が低いことに加え、市場価格が
下落した場合の収入減尐に対する補償がないなど、りんご農家にとって総合的な補償制度となっていない
ことから、「自然災害」と「価格下落」の双方のリスクに対するセーフティーネットとして、現在の果樹共済制度
と価格安定対策を組み合わせた新たな「果樹の所得補償制度」創設について、東北市長会に継続して要
望していき、平成25年度までに果樹の所得補償制度創設を実現する。ただし、要望が採択されなかった場
合は、農林水産省及び国会議員に個別に要望活動をする。

目標・活動量指標

　果樹所得補償制度創設の要望を東北市長会に提案済みであり、また輸入果汁原産地表示の制度創設要
望のための検討について平成23年度に向け準備をしたことから、「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。

　平成22年度は、果樹の所得補償制度創設のために平成22年10月14日に開催された第157回東北市長会
総会に要望したことから「工程表どおり実施済み」となっている。

決算額

2-(1)-5

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容

　果樹の所得補償制度の創設には至っていないが、第157回東北市長会に要望したため「目標を達成済
み」となっている。

平成22年度実施内容

決算額

国への要望回数 1回/年

　果樹の所得補償制度創設については、第157回東北市長会に要望したが、その他3事業については平成
23年度から要望するとしているため、達成率の判断は、平成23年度からとする。

　「目標・活動量指標」は、平成23年度から要望するとしていることから、達成率の判断は平成23年度からと
する。
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事務事業名 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

今後の
方向性

(1)東北市長会・全国市長会を通
じた国に対する要望

　輸入果汁原産地表示の制度
創設のために、様々な機会を通
じて、東北市長会・全国市長会
を活用しながら国・県に対して要
望する。

　輸入果汁原産地表示の制度創設について、平成23年5月20日に開催された第158回東北市長会及び今
後開催予定の第159回東北市長会を通して国に働きかけるよう、東北市長会に要望する検討準備を進めた
ことから「工程表どおり実施済み」となっている。

(2)青森県に対する重点要望

　国内に流通する果汁の約9割が輸入果汁であり、その内、中国産果汁が約7割を占めており、輸入果汁製
品が市場に溢れているが、消費者は果汁の原産地を確認できない状況となっているため、消費者の商品選
択肢の拡大と県産りんごジュースの消費拡大を図るため、「輸入果汁原産地表示」の義務化について、東北
市長会に継続して要望していき、平成25年度までの輸入果汁原産地表示の制度化を目指す。

目標・活動量指標

目標・活動量指標

国への要望回数 1回/年

決算額

　青森県に対する重点要望として継続して要望し、平成25年度までには果樹の所得補償制度創設を実現
する。

　輸入果汁原産地表示の制度創設について、平成24年度青森県に対する重点要望として要望する検討準
備を進めたことから「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は平成23年度から要望するとしていることから、達成率の判断は平成23年度からとす
る。

県への要望回数 1回/年

決算額

　目標・活動量指標は「青森県への要望回数」となっているが、要望は平成23年度からとなっていることか
ら、達成率の判断は平成23年度からとする。

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容
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No. 自己評価

進捗率

Ｂ

達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

708

実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

Ｃ

達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

21,480

708

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

21,480

0

今後の
方向性

決算額

(1)りんご輸出対策調査事業

りんご海外輸出の促進

　りんごの販路拡大と価格安定
のために、県や県りんご対策協
議会等と連携を図りながら、台湾
や中国などの取引相手開拓や
貿易実務の支援など輸出拡大
に向けた取り組みを展開する。

りんごの輸出量（青森県産） 30,000t（H25）

目標・活動量指標

(2)りんご輸出促進事業

決算額

　市場調査支援等、事業実施は平成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。

　りんごの販売価格を安定させるためには、りんごの販売数量約373,000トン(H21)の内、一定の量(具体的
な数量の規定はない)を隔離することが必要なことから、その数量を平成25年産は3万トンとする目標とし、平
成22年産では目標指標を22,521トンとした。しかし、円高や原発事故による風評被害により、目標設定には
届いていないことから「遅れている」となっている。

平成22年度実施内容

目標・活動量指標

平成22年度実施内容

2-(1)-6

項目

平成22年度実施内容

　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「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」となっている。

決算額

　青森県産りんごの輸入状況や貿易環境を調査するため検討準備を進め、上海や台湾の調査事業につい
て予算計上したが、上海のみの調査となったため「遅れている」となっている。

　平成22年産における目標指標は22,521ｔであるが、実績は17,764ｔとなっていることから「遅れている」と
なっている。

　台湾・上海の調査を引き続き継続し、ヨーロッパについても調査を進める。

　積極的に展示会・商談会へ業者と同行し、輸出ルートを開発する。

　りんごの販路拡大と価格安定
のために、県や県りんご対策協
議会等と連携を図りながら、台湾
や中国などの取引相手開拓や
貿易実務の支援など輸出拡大
に向けた取り組みを展開する。

　移出業者の市場展示会への参加促進のため、東アジア・東南アジアをターゲットとした事業展開をするた
めの検討をし、輸出促進に向けた取組みを予算化したため「工程表どおり実施済み」となっている。

りんごの輸出量（青森県産） 30,000t（H25）
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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

Ａ

H22 H23 H24 H25

36.8%

16,164

今後の
方向性

果樹共済加入促進、わい化栽培促進、りんご加工品開発の支援と
病害虫に強い品種づくり・土づくりの取り組み強化、火傷病侵入防
止

(1)果樹共済加入促進対策事業

　農家の果樹共済掛金の15％を負担する制度であり、平成20年8月に策定した果樹共済加入促進計画で
は加入率50％を目標としていることから、平成24年度までの各年度の目標を平成22年度36.0％、平成23年
度42.0％、24年度50％と設定したところ、平成22年度実績が目標値を0.8％上回る36.8％となったため「目
標を達成済み」となっている。

決算額

2-(1)-7

　施策を構成する全ての事業において、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、
「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。

　構成する9事業について、達成済みが2事業、遅れているが1事業と評価しており、その他の6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、総合的な判断は平成23年度以降とする。

果樹共済加入率 50%（H24）

　果樹共済加入促進について、農家の果樹共済掛金の15％を負担する果樹共済加入促進対策事業を実
施し、加入率アップを図っていることから「工程表どおり実施済み」となっている。

項目 平成22年度実施内容

　農業経営の安定化を図るため
に、「ひろさき広域農業共済組
合」と連携し、共済制度の仕組み
を理解してもらうための周知を図
る。
　また、農家のニーズを把握し
て、加入しやすい制度への改正
に向けた働きかけを実施する。さ
らに、制度加入を条件とする事
業を実施する。 　加入率が低い原因としては、平成20年、平成21年の2年続きでりんごの価格が低迷し、農家経営が厳しい

状況が続いたこと、平成22年産では価格が平年並みとなったものの、消費者の買い控えや東日本大震災
の影響など、りんご産業が好転しない状況であることから、当該事業を継続するとともに、「自然災害」と「価
格下落」の双方のリスクに対するセーフティーネットとして、現在の果樹共済制度と価格安定対策を組み合
わせた新たな「果樹所得補償制度」を創設することも検討しながら、引き続き果樹共済加入促進対策事業を
促進する。

平成22年度実施内容

目標・活動量指標
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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

36.8%

555

今後の
方向性

果樹共済加入率 50%（H24）

決算額

(2)果樹共済加入誘導事業

　補助事業において、果樹共済加入者と未加入者の差別化を継続し、加入率の向上を目指す。

　「目標・活動量指標」は、平成23年度に制度創設に向けた準備を進めていることから、達成率の判断は平
成23年度からとする。

目標・活動量指標

　果樹共済加入誘導事業については、目標値（50％）に近づけるために、りんご農家の意識改革や経営感
覚を持たせるため、果樹共済加入者を対象とした防風網張替事業や果樹共済加入者と未加入者で補助率
を差別化するりんご防除機械施設等導入事業を実施する準備を進めたことから「工程表どおり実施済み」と
なっている。

平成22年度実施内容

　農業経営の安定化を図るため
に、「ひろさき広域農業共済組
合」と連携し、共済制度の仕組み
を理解してもらうための周知を図
る。
　また、農家のニーズを把握し
て、加入しやすい制度への改正
に向けた働きかけを実施する。さ
らに、制度加入を条件とする事
業を実施する。
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

17.30%

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

Ａ

H22 H23 H24 H25

5

1,212

今後の
方向性

りんご加工品開発支援事業

新商品開発件数 5件/年

　りんご加工品開発事業及び農商工連携促進事業を実施した結果、5件のりんご加工品の新商品が開発さ
れ、目標値5件を達成したことから「目標を達成済み」となっている。
（まっかなほんとのアップルペクチン、紅玉りんごジャム、りんご酢濃縮物カプセル（仮称）、赤い色のりんご
ジュース（仮称）、りんご生サブレ）

　りんこ゛加工品の商品開発については、新たにりんご加工品開発支援事業を平成22年6月補正で予算計
上し実施したほか、商工労政課と連携した農商工連携事業を実施し、加工品開発を誘導する事業を実施し
たことから「工程表どおり実施済み」となっている。

決算額

　生産性の向上と低コスト化に繋がるわい化栽培の促進を図るために、新たな補助事業として、市単独のり
んご園改植事業を平成22年6月補正で予算計上し実施したことから、「工程表どおり実施済み」となってい
る。

　価格安定を図るために、市内
の法人や農家等がりんご加工品
の新商品開発及び販路拡大に
要する経費に対して、1補助事業
につき50万円を限度として補助
し、戦略的に加工品開発と販路
拡大を支援する。

目標・活動量指標

　生産力の向上と低コスト化のた
めに、農協や県りんご協会と連
携し特定品種に偏った品種構成
を見直すとともに、りんご農家が
自力で改植を行う場合、苗木代
や支柱代、労務費等の経費に対
し10ａ当り１５万円を限度として補
助する。

　平成17年度から平成21年度までの弘前市のりんご栽培面積の減尐とわい化栽培面積の増加の平均割合
を算出し、その増減割合を平成22年度から25年度まで反映させるとともに、平成22年度から市単独事業とし
て実施した「りんご園改植事業」により、わい化栽培面積を年間15ｈａ増加させるものとし、平成22年度の目
標値を17.8％、平成23年度18.6％、平成24年度19.5％としたが、平成22年度の実績は17.30％で、目標値
である17.8％を達成していないことから「遅れている」となっている。

りんご園改植事業
目標・活動量指標

平成22年度実施内容

りんご園わい化率 20%（H25）

決算額

平成22年度実施内容

　りんごの価格を安定させるためには、市場での取り扱い数量を安定させる必要があることから、その年の生
産量が多い場合には、りんごを輸出や加工に振り向けるなど、市場から隔離する必要がある。このことから、
加工品の開発は必要不可欠であるため、継続して当該事業を進めていきたい。但し、平成23年度からは商
工労政課と連携した「農商工連携促進事業」の中でりんご加工品開発の支援を行うこととしている。

　わい化栽培は、農家の高齢化による労働力不足や生産性の低下に対応した栽培方法として定着化してき
ているが、わい化への改植により、生産できるまでの数年間の収入が見込めないことから改植が進まなかっ
た。国では平成23年度からその未収益期間の栽培管理費を補助する制度を創設したことから、市も国に倣
い、平成23年度からは改植に要する費用の補助に加え、未収益期間の栽培管理に要する費用を補助する
ことでわい化率の向上を図っていきたい。
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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

－

H22 H23 H24 H25

-

今後の
方向性

目標・活動量指標

青森県産業技術センターりんご研究所及び弘前大学への要望
1回/年

　「目標・活動量指標」は、平成24年度から民間の研究、取り組みに支援するとしていることから、達成率の
判断は平成23年からとする。

目標・活動量指標
(2)りんご新品種開発推進事業

　「目標・活動量指標」は、平成23年度から研究機関へ要望するとしていることから、達成率の判断は平成23
年度からとする。

　病害虫に強い品種づくり・土づ
くりのために、弘前大学などの研
究機関に対し霜害や病害虫に
強い新品種開発のための取り組
みの促進を働きかける。
また、稲わらや剪定枝、食品残さ
などを堆肥化して再利用するた
めの仕組みづくりに取り組む。

　平成22年度は、りんご新品種開発に向けた仕組みと体制づくり等について検討し、平成23年度では民間
の育苗者と協議を進めることから「工程表どおり実施済み」となっている。

(1)青森県・研究機関等への要
望

新品種開発数 1件（H25）

　霜害や病害虫に強い新品種を平成25年度までに選抜できるよう支援していく。

　県の研究機関や弘前大学に対し、要望や課題提起を引き続き継続する。

平成22年度実施内容

　平成22年度は、「病害虫や霜害に強い品種づくり」の内容について検討し、平成23年5月に青森県産業技
術センターに研究課題として要望したことから「工程表どおり実施済み」となっている。
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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

H22 H23 H24 H25

0

平成22年度実施内容

　中南管内におけるりんご剪定枝の発生量は年間約8万4千トンと推計され、このうち約2万8千トンが焼却さ
れていることから、残り5万6千トン（66％）が再利用されている。また、弘前市の稲わらは年間2万460トン発生
し、飼料用として410トンが利用されているほか、すき込み、畑地利用、堆肥化などに利用されている。
　再利用の現状把握を終え、平成23年度で事務費等を予算計上し、検討会議を設置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。

モデル地区再利用率 90%（H25）

(3)農業残さ堆肥化推進事業

　病害虫に強い品種づくり・土づ
くりのために、弘前大学などの研
究機関に対し霜害や病害虫に
強い新品種開発のための取り組
みの促進を働きかける。
また、稲わらや剪定枝、食品残さ
などを堆肥化して再利用するた
めの仕組みづくりに取り組む。

　りんご等資源リサイクル検討会議で農業残さの堆肥化等の再利用について協議し、平成25年度にモデル
化事業を実施する。

決算額

　目標・活動量指標は「モデル地区再利用率90％」で、平成25年度からモデル化による事業実施となってい
ることから、達成率の判断は平成23年度以降とする。

目標・活動量指標
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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

－

H22 H23 H24 H25

-

今後の
方向性

H22 H23 H24 H25

0

　平成22年度は、「火傷病侵入防止と研究」について要望内容を検討し、平成23年度は見送りとなったが重
点要望として提案したので「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は、平成23年度から要望するとしていることから、達成率の判断は平成23年度からとす
る。

(1)東北市長会・全国市長会を通
じた国に対する要望

　火傷病侵入防止のために、輸
入りんごの検疫体制の強化につ
いて、様々な機会を通じて東北
市長会・全国市長会を活用しな
がら国・県に対して要望する。

(2)青森県に対する重点要望

決算額

平成22年度実施内容

　平成22年度において、火傷病侵入防止と研究について、平成23年5月20日に開催された第158回東北市
長会において国に働きかけるよう、東北市長会に要望する検討準備を進めたことから「工程表どおり実施済
み」となっている。

国への要望回数 1回/年

目標・活動量指標

県への要望回数 1回/年

　青森県に対する重点要望として継続して要望を行い、平成25度までに火傷病侵入防止の制度創設を実
現する。ただし、重点要望事項として採用されなかった場合は、農林水産省及び国会議員に個別に要望活
動をする。

　目標・活動量指標は、平成23年度から要望するとしていることから、達成率の判断は平成23年度からとす
る。

目標・活動量指標

　火傷病が国内に侵入した場合、当市やりんご産業のみならず、国内の果樹産業に甚大な被害を及ぼすこ
とから、主要な港湾や空港での水際対策と海外旅行者の検疫体制を強化するとともに、火傷病の研究を強
化するよう「火傷病侵入防止」について、東北市長会に継続して要望を行い、平成25年度までに火傷病侵
入防止の制度創設を実現する。
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No. 自己評価

進捗率

A

達成率

－

H22 H23 H24 H25

578

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

(1)担い手育成に関する総合プラ
ンを策定し、そのプランに即した
事業を実施し担い手育成を図
る。

　平成22年度は、行動計画の概要、構成や実施事業の内容を検討し、素案を作成した。行動計画の構成
の内容整理に遅れが見られたが、「工程表どおり実施済み」との評価とした。また、担い手等育成支援事業
は、平成23年度当初予算に補助金として1,000,000円を計上し担い手農業者の自主的な研修や産直活動
に支援することとした。

　目標・活動量指標は「事業実施者数」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。

平成22年度実施内容

決算額

平成22年度実施内容

目標・活動量指標

事業実施者数 10件/年

(1)担い手育成総合行動計画策
定
　
　担い手等育成支援事業

　後継者や農業女性などの担い手が、経営改善や新たな取組みのために必要な研修や地産地消活動を
支援するとともに情報収集に努め、平成23年度以降展開していきたい。

2-(1)-8

　施策を構成するすべての事業が、「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「工程
表どおり実施済み」との評価とした。

　4事業のうち3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。

後継者育成を全力で支援、農業後継者配偶者探しの支援

項目
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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

1回、29名

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

平成22年度実施内容

(2)りんご農家の後継者を対象に
整枝せん定の講習会を開催し、
実技と筆記による試験、技術の
向上を図る。

　講習会兼競技会は1月18日、市りんご公園を会場に22歳から37歳までの29名が参加して開催しており、
「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は「開催数」と「参加者数」としており、「順調に推移」となっている。
　模範剪定による講習会と剪定の実技と知識を問う競技会を通じて、良質なりんごを生産する技術の向上が
図られている。

目標・活動量指標

年１回開催 参加者数 30名

(2)農業後継者りんご整枝せん定
講習会兼競技会

　競技形式を用いて生産技術と知識を習得する場として、地域から参加を希望する声が高まっている。一方
で、競技に使用できるりんご樹に限りがあり、参加受け入れを制限せざるを得ず、今後は可能な限り参加で
きるような実施方法を検討したい。

平成22年度実施内容

(3)独身農業後継者と独身女性と
の出会いの場となる交流会を開
催している弘前市青年交流会実
行委員会活動を支援する。

　平成23年度の交流会回数の増加に向けて、実行委員とともに開催時期や内容の検討を行った結果、出
会いの機会を増やすため、新たに初秋に農産物の収穫体験を交えた交流会を計画するとしており、「工程
表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標については平成23年度の実施結果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

年３回開催 参加者数 40名/回

(3)弘前市青年交流会実行委員
会事業費補助金

　出会いの場を提供する交流会をこれまでの2回から3回に増やすとともに、交際につながる効果的な演出
や仕掛けなど魅力ある交流会とするため、実行委員と検討を重ねながら内容の充実を図っていきたい。
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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

(4)独身農業後継者に女性に接
する際のマナーや自らの意識を
改革してもらうための研修会を開
催する。

平成22年度実施内容

　他自治体で実施した研修の内容や講師の選定、開催時期などの検討を行った結果、研修成果を効果的
に発揮してもらうため、交流会直前に実施するよう企画するなど、「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標については平成23年度の実施結果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

年１回開催 参加者数 40名/回

(4)独身農業後継者婚活研修会

　平成23年度に実施する研修会の状況や参加者の反応を踏まえ、農業後継者の意識改革を図ることがで
きるよう内容の充実や研修会参加者の増加につながる方法を検討したい。
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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

B

H22 H23 H24 H25

30

15

8

7,545

今後の
方向性

(1)後継者育成事業
・りんご基幹青年養成事業
・りんご病害虫マスター養成事業
・りんご匠の技継承隊養成事業

(1)りんご生産農家の後継者を対
象として、生産技術及び経営、
経済、農政などの基礎教育を行
い、地域のリーダーを育成すると
ともに、りんご生産技術継承を図
る。
   また、農業を新たに始めようと
する新規就農者に研修の場を提
供する。

　りんご生産農家の後継者育成事業として、「りんご産業基幹青年養成事業」を7月、「りんご病害虫マスター
養成事業」を6月、「りんご匠の技継承隊養成事業」を7月から実施しており、「工程表どおり実施済み」となっ
ている。

2-(1)-9

平成22年度実施内容

　3事業のうち2事業の目標・活動量指標の設定が平成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。

項目

技術習得・就農斡旋・農地情報提供等の支援と遊休農地の解消
など農用地利用計画の検討と集落営農や生産法人化のモデル化
支援

　施策を構成する3事業について、いずれも「工程表どおり実施済み」との評価であり、「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

決算額

　目標・活動量指標は、受講者数（応募者全てが受講）となっているが、アクションプラン策定時には既に平
成22年度予算において事業を開始しており、基幹青年養成事業の応募者46人に対し30人、病害虫マス
ター養成事業の応募者20人に対し15人の受講者が決定していた。しかし、「りんご匠の技継承隊養成事業」
は指標を達成したため「概ね順調に推移」となっている。

目標・活動量指標

受講者数 匠 8人/年

受講者数 病害虫 20人/年

受講者数 基幹青年 46人/年

　平成22年度は事業を既に開始していたため、応募者全員の受講には至らなかった。
　また、基幹青年養成事業及びりんご匠の技継承隊は研修期間が平成22年度、23年度の2年間であること
から次年度も同じ受講生となる。今後は目標・活動量指標が達成できるよう事業の推進を図る。
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

－

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

-

-

今後の
方向性

　目標・活動量指標は「集落営農組織の法人化数」としているが、事業開始が平成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

集落営農組織の法人化数合計 10経営体

　平成23年度からの事業を活用し、法人化数の目標を達成できるよう推進したい。

(3)農協及び関係団体と連携しな
がら専門家の活用等への支援に
より、集落営農組織(※4)の法人
化推進を図る。

　平成22年度は、法人化事業の構成・実施内容を検討、素案を作成、平成23年度当初予算に補助金として
400,000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

(2)農地の受け手、出し手情報を
積極的に公表して、農地の集積
を促進する。

　平成23年度からの実施にあたり、農地の受け手・出し手の申し出から流動化情報掲載に至る事務の流れ
を見直したほか、情報提供の場を増やすため、ホームページの開設準備を進めており、「工程表どおり実施
済み」となっている。

　目標・活動量指標については平成23年度の実施結果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

農地流動化情報の提供回数 農業ひろさき 12回/年

決算額

農地流動化情報の提供回数 市ホームページ 通年

(2)農地流動化情報提供事業

　広報紙「農業ひろさき」への掲載に加え、平成23年度から農業委員会専用のホームページを立ち上げ、
市内外に流動化情報を提供する環境を整備する。今後は、耕作放棄前での申し出を農地の出し手に呼び
かけるなど、優良農地の情報を掲載しながら効率的に農地集積の促進につなげていきたい。

(3)集落営農法人化等支援事業

決算額

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

（仮称）弘前ブランド推進事業
今後の
方向性

農産品の地域ブランド化の推
進、弘前ブランド認証制度の導
入

目標・活動量指標

平成22年度実施内容

　ブランド化を目指す農産品・戦略を検討し、平成23年度において事業者が実施する販売促進活動や研修
会等に要する経費に対する助成費用として300千円を予算化しており、「工程表どおり実施済み」と評価し
た。

2-(1)-10

　地元農産品をブランド化するこ
とにより全国的に認知度を高め
る。
　また、弘前商工会議所では津
軽塗りや津軽打刃物、津軽こぎ
ん刺しなどの商品をブランド化し
ていることから、農産品について
もブランド化するよう連携して取
り組む。

ブランド化する農産品の数 1種類/年

決算額

　平成23年度は、商工労政課など関係課と連携をしながらブランド化に向けた段階的な取組みを実施し、
事業の進捗の回復を目指したい。

　ブランド化に向けた段階的な取組みは平成23年度から実施することとなっているため、目標指標であるブ
ランド化する農産品の数を1年に1種類と設定し、達成率の判断は23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

（仮称）りんご新品種開発等支援
事業

今後の
方向性

2-(1)-11

　平成22年度では、マーケティングと連動したりんご新品種開発や付加価値を持たせた加工品開発につい
て、どのような方法をもって開発を進めていくか検討したことから「工程表どおり実施済み」との評価をした。

　りんご新品種開発及び高付加価値化のための企業紹介等の支援については平成23年度から段階的実
施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

新品種開発 1種類/10年間

新品種開発とマーケティングの
連動・強化、二次加工品の高付
加価値化の支援

　農業者の所得向上のために、
弘前大学・県のりんご研究所・り
んご協会等と連携して、マーケ
ティングと連動した新品種開発
に取り組む。
　また、二次加工品高付加価値
化のために、アドバイスできる企
業の紹介などの支援を行う。

決算額

高付加価値化した加工品数 1種類/年

　マーケティングと連動したりんご新品種開発の仕組み作りを引き続き実施していく。
　りんご加工品商品化促進事業を引き続き実施し、市場の求める高付加価値商品を開発していく。

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

C

達成率

C

H22 H23 H24 H25

-

60.1%

事務事業名 0

学校給食賄材料地元産品利用
促進事業

今後の
方向性

2-(1)-12

　平成22年度から平成25年度まで、市長部局との連携強化、地場産品の供給可能時期や数量等の把握、
地元産食材の購入促進を図ることとした。平成22年度は食材購入の際にできるかぎり地元産品を条件とし
たものの、具体的な取組として、11月に農政課とりんご課との検討会議を開き、学校給食の食材調達におけ
る課題を共有したことにとどまり、「工程表より遅れている」と評価した。

　目標・活動量指標のうち、りんごの使用回数の増及び、達成率の判断は平成23年度からとする。
　野菜等の地元産品の使用率は、高温の影響で地元産食材を安定的に確保できず、平成20年度の70％か
ら平成22年度に60.1％へ低下しており、「遅れていている」と評価した。

目標・活動量指標

りんごの使用回数を月1回から2回程度まで増（H23～）

決算額

野菜等の地元産品の使用率 90％超(H25)

学校給食への地元産品の利用
促進

　地産地消の拡大のために、教
育委員会と市長部局が連携し
て、農業生産団体及び販売業
者等からの地場産品の供給可
能時期や数量等について必要
な情報の提供を得ながら、食材
の購入条件として、地元産（弘前
産）の条件を仕様書に明記する
などにより、地元産品の学校給
食への利用を促進する。

平成22年度実施内容

　学校給食センターで地元産食材を通年使用するためには、旬の地元産食材のカット加工などによる供給
安定化と調理作業の軽減が欠かせない。地元産の農畜産物の使用率をさらに引き上げるために、端境期・
冬期間に安定した供給量を確保できるような食材加工施設の整備、地元産の尐ない農産物の作付拡大な
ど、農林部と連携して関係機関へ働きかける取組を強化したい。
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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 2,973

米粉需要アップ促進事業
今後の
方向性

2-(1)-13

　米粉製粉機導入については農協等に２台の実績があり、岩木小学校学校給食においては、11月から3月
まで、月1回米粉パンを提供した。また、市民を対象とした米粉料理教室を３回開催したほか、米粉と小麦粉
の購入差額の補助制度を創設し、実施体制を整えたことにより、「工程表どおり実施済み」となっている。

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

目標・活動量指標

戸別所得補償制度「新規需要米」作付面積（累計）
  H23 5ha
  H24 15ha
  H25 30ha

決算額

米粉製粉場整備の誘導による米
の消費拡大促進

　米の消費拡大のために、米粉
製粉機の導入費用を支援し、米
粉の生産体制を整備する。
　また、学校給食への米粉パン
の導入を促進するほか、市内パ
ン・菓子製造業者が米粉パン等
を製造する場合の米粉と小麦粉
の購入差額に対する一部補助
を行う。

　米粉の生産体制の整備、学校給食での米粉パン導入の促進、米粉を利用した料理教室を継続することと
し、さらに米粉の使用拡大を推進するため、市内食品製造業者が参加できる事業の実施を検討する。

平成22年度実施内容
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No. 自己評価

進捗率

B

達成率

B

実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

C

達成率

B

H22 H23 H24 H25

3

4,016

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

2-(1)-14

　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「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」との評価とした。

　農業経営情報提供事業のみ目標・活動量指標の設定が平成23年度からとなっているため、「順調に推
移」と評価した。

項目

冬の農業の育成強化、農商工連携(※5)による農業経営支援

決算額

　平成22年度は、3団体が事業を実施したため、「順調に推移」と評価した。

目標・活動量指標

事業実施主体数  5団体/年

(1)野菜・花き産地育成事業

　平成23年度においても、生産設備と体制の確立を図り、次の段階である関係機関との販路調査や検討の
作業へと移行していきたい。

(2)農商工連携による農業経営
支援のために、弘前市農商工連
携対策支援補助金等の活用で
きる事業の掘り起こしに努め、広
報・ホームページ等で周知を図
る。

　平成22年度は、情報収集及び提供内容を検討し、国や県で実施している農業経営発展に向けた補助金
や融資制度等の情報を収集し、認定農業者等に直接提供を行なったことにより「工程表どおり実施済み」と
の評価とした。また、補助金制度については、随時、広報紙で周知している。

　目標・活動量指標は「ホームページ通年」としているが、情報提供が平成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

市ホームページ 通年

決算額

(2)農業経営情報提供事業

　今後も継続して、国や県で実施している農業経営発展に向けた補助金や融資制度等の情報収集に努
め、その内容を検討し、平成23年度中にホームページによる情報提供に向けて取り組みたい。

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容

(1)野菜・花きの栽培施設及び集
出荷施設の整備等に対する支
援を継続するとともに、安定して
供給できるよう販路開拓の支援
を行う。

　平成22年度は、施設整備支援、関係機関との販路調査及び検討を実施することとしていたが、生産設備
や体制の確立を図ることを重要課題としたために、販路調査及び検討の段階まで進むことができなかった。
このことから、「工程表より遅れている」との評価をした。

平成22年度実施内容
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22 23 24 25

7,500 9,000 9,000 10,000

7,566（注）

550 600 600 700

574

- 48,000 - 53,000

-

4,500 5,000 6,000 8,000

3,941

240 260 280 300

235

-

-

-

-

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

-

-

-

-

％ -

⑤県内外物産展売上額　3億円を目指します。(29.3％増） 232

-

業務取得

4,334業務取得

千人②宿泊者数　70万人を目指します。（42％増）

③観光消費による経済波及効果額　530億円を目指します。(30％増）

④外国人宿泊者数　8千人を目指します。(85％増）

-

-

指標名

①観光客入込数　1,000万人を目指します。（39.6％増）

取得方法
上段：年度別目標値
下段：年度別現状値

×

業務取得

人

業務取得

H25目標値
に対する
達成率

千人 7,162

H22目標値
に対する
達成率

○

単位 基準値

-

業務取得

業務取得 人

-

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 百万円

　東北新幹線新青森駅開業や弘前城築城４００年祭などを契機に、交流人口が増加することによって、観光関連産業が活性化し、雇用拡大
が図られます。

　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2項目、「目標を達成できない」が2
項目、「判断できない」が3項目であり、約束全体の傾向については、達成率は高いとは言えない状況にあります。

　平成22年の注目指標である「観光客入込数　１，０００万人を目指します。」については、ここ数年、入込数は730万人台を保っていたところで
す。平成20年に710万人台まで落ち込んだ観光客を756万人（注）に増やすことができたのは、滞在型の通年観光を造成し、それに関わる市民が増え
たこと、弘前感交劇場の取り組みを継続してきたことで理念が浸透し効果が現れてきたことなどによるものと思われます。

×

⑥ホテル旅館の地元食材調達率の向上を目指します。　新規
　　　　H23の基準値取得後に目標値を設定

⑦観光振興による新規雇用を増やします。　新規
　　　　H23に設定手法を研究したうえで目標値を設定

-○493

40,807百万円

-

めざす姿 

めざす姿の達成状況を示す指標（数値目標など） 

約束全体の評価 

約束２-(2) ひろさき農業・産業おこしに取り組みます【観光振興】 
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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 Ｃ

1 Ａ Ａ

3 Ａ －

1 Ａ Ｃ

3 Ａ Ａ

2 Ｂ －

1 Ａ Ｂ

1 Ａ －

1 Ａ Ｂ

  次に個別施策の実施状況ですが、12項目中11項目が「工程表どおり実施済み」、1項目が「概ね工程表どおり」という評価となっており、施策全体
としてはほぼ「工程表どおり実施済み」となっています。

　施策の実施状況や指標の傾向と注目指標の達成状況等をみると、情報発信や国内外のマスコミ、旅行エージェントなどと誘客活動を展開すること
で、効果的な誘客につなげられる傾向が見られるものの、十分な成果は得られていないものと考えております。
　今後については、東日本大震災や福島原発の事故が大きく影響し、観光に関する状況は極めて厳しい局面となっておりますが、アクションプラン
掲載の個別施策をさらに積極的に実施し、観光関連産業の活性化と雇用拡大につなげていきます。

　※H22年度事業費についてH23年度へ事故繰越分　6,599千円（施策8　ライトアップ推進事業）
　(注）Ｈ22年数値（7,566）は弘前市の積算値。ただし、この積算値は基準値（Ｈ21年までは県公表値）と同じ方法で積算したものです。

75,260

69,681

●12　新幹線新青森駅からの誘客のための二次交通の充実

23年度

169,541

24年度

99,491

25年度

103,942

●８　ねぷた祭りなどの更なる誘客や街全体への波及を促進

●９　農村“楽園づくり”による大都市圏在住者の移住支援やニ地域居住を促進

●10　観光ホスピタリティ運動（交通事業者、市民など一体化）と観光資源市民研修の強化

●11　弘前観光情報の一元化（ポータルサイトの構築、中国語などの拡充）

【受入態勢を整備して、“また来たい、住みたい弘前”をつくります】

●６　マーケットが急拡大している中国など東アジアからの誘客活動を本格展開

●７　映画、ドラマ、テレビＣＭの撮影誘致（フィルムコミッション）のトップセールス

【「３つの世界一（りんご、さくら、白神山地）」と「四大まつり」などの魅力を国内外に発信して、世界中の人が訪れる“国際都市ＨＩＲＯＳＡＫＩ”をつくります】

○３　世界自然遺産白神山地の玄関口としての発信強化

○１　観光振興推進部局の設置、観光振興アクションプログラム策定と観光関連予算の増額

○２　首都圏で各種メディアに弘前を売り込む専任チーム（在東京）の設置

●４　国内外のマスコミや旅行エージェントのキーパーソンを招へいし効果的な誘客活動を展開

●５　近隣市町村との連携による首都圏での物産販売・観光ＰＲ機能の強化

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

項目

22年度

【観光を起爆剤に“ひろさき産業（しごと）おこし”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）

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

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

A

H22 H23 H24 H25

2回/月程度

473

今後の
方向性

観光局設置

観光振興アクションプログラム策
定事業

　様々な観光振興策を戦略的に
実行するために、アクションプロ
グラムを策定する。
　アクションプログラムに基づい
た取り組みを着実に実施する。

目標・活動量指標

-

決算額

2-(2)-1

　施策を構成する2事業について、ともに「工程表どおり実施済み」と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」となっている。

　施策を構成する2事業について、ともに「目標を達成済み」となっていることから、施策全体としても「目標を
達成済み」とした。

平成22年度実施内容

　「弘前市アクションプラン2010」に基づき、平成23年3月に「弘前市観光振興アクションプログラム」を策定し
たことから、「工程表どおり実施済み」となっている。

　ＪＴＢや弘前感交劇場推進委員会からの意見等をもとに、月3回の検討会議及び課内での検討を重ね、年
度内にプログラムを策定することができたことから、「目標を達成済み」とした。

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容

項目

観光振興推進部局の設置、観光振興アクションプログラム策定と
観光関連予算の増額

-

　　「観光局」を設置し、観光振
興の充実を図る。

　観光局設置については、平成22年7月1日付けで、商工観光部に観光物産課、公園緑地課、弘前城築城
400年祭推進室で構成する観光局を設置し、観光局長及び観光物産課に職員2名を増員したことから「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。

目標・活動量指標

関係機関との検討会議開催 2回/月

決算額

　平成23年度についても大幅に予算を増額しているが、東日本大震災に伴い、内容や時期等の見直しが
必要か確認しながら、プログラムを着実に実施していきたい。
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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 4,520

在東京チーム設置
今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

C

H22 H23 H24 H25

56,767

-

事務事業名 0

白神山地観光活用推進事業
今後の
方向性

首都圏で各種メディアに弘前を
売り込む専任チーム（在東京）の
設置

　首都圏で各種メディアに弘前
を売り込む専任チーム（在東京）
を設置し、国内外へのＰＲを強化
する。2-(2)-2

世界自然遺産白神山地の玄関
口としての発信強化

2-(2)-3

　世界自然遺産白神山地を観光
資源として活用するために、情
報発信、受け入れ態勢の整備、
環境観光の推進、交通対策、機
運の醸成等の事業を実施する。
　なお、事業実施にあたっては、
県、関係市町村及び弘前大学
等と連携して行う。

　在東京チームの在り方や事業実施方法等を検討して行くこととする。

　環白神エコツーリズム推進連絡会議設立準備会並びに環白神エコツーリズム推進協議会第１回総会（設
立総会）及び設立記念講演にオブザーバーとして出席したほか、ひろさきガイドマップへの「玄関口」の表
記を掲載するなど、機運の醸成等に積極的に取り組んできたことから、「工程表どおり実施済み」とした。

　白神山地ビジターセンター入館者数について、平成22年度で60,000人、平成23年度で62,000人、平成24
年度で65,000人、平成25年度で70,000人を目標として考えているが、平成22年度ではその目標を達成して
いないため、「遅れている」とした。

-

平成22年度実施内容

決算額

フォーラム開催回数（H25） 1回

　環白神エコツーリズム推進協議会の準会員としての入会手続きをして、会員と連携しながら各種事業に参
画するとともに、更なる情報発信や受入態勢の整備を進めて行くこととする。

目標・活動量指標

決算額

平成22年度実施内容

白神山地ビジターセンター入館者数 70,000人（H25）

　平成22年10月1日付けで、観光物産課及び商工労政課に各1名を増員し、青森県東京事務所内に在東
京チームを派遣・設置したことから、「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。

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

18

-

事務事業名 412

弘前感交劇場推進事業
今後の
方向性

　在東京チームと連携しながら、
キーパーソン・アドバイザーの招
へいに加え、メディアや旅行
エージェントを対象にしたモニ
ターツアーを実施し、当市の観
光旅行商品の造成や露出度向
上を図る。

国内外のマスコミや旅行エー
ジェントのキーパーソンを招へい
し効果的な誘客活動を展開

2-(2)-4

メディア、旅行エージェント対象のモニター
ツアー実施 20人/年

キーパーソン、アドバイザーの招へい 10人/年

目標・活動量指標

平成22年度実施内容

決算額

　平成23年度からは、継続してキーパーソン・アドバイザーの招へいに努めながら、メディアや旅行エージェ
ントを対象にしたモニターツアーを実施し、更なる観光旅行商品の造成や露出度向上を図っていく。

　平成22年度の目標・活動量指標は「キーパーソン、アドバイザーの招へい10人/年」となっているが、研修
会等に延べ18名（市支出は7名分）を招へいし、旅行商品の造成や受入体制の整備を進めてたことから「目
標を達成済み」とした。

　平成22年度は、キーパーソン・アドバイザー招へいを進めることとしており、弘前感交劇場推進委員会実
務者会議（やわらかネット）やまちなか散策推進事業、地域雇用創造推進事業を活用し、キーパーソン・アド
バイザーを招へいしており、「工程表どおり実施済み」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

5,479

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

26

今後の
方向性

近隣市町村との連携による首都圏での物産販売・観光ＰＲ機能の
強化

項目

(2)物産と観光展事業(弘前・八
戸物産協会共催、弘前市単独）

(1)津軽広域観光圏協議会事業
（津軽14市町村）

2-(2)-5

　近隣市町村との連携による広
域での観光・物産の振興のため
に、物産展、特産品見本市、観
光キャンペーンを拡充実施する
とともに、新規市場開拓を積極
的に進める。

　平成22年度では、弘前市物産協会により物産展県外催事13回、県内催事4回、友好都市催事4回、常設
催事等5回の計26回開催されており、「工程表どおり実施済み」となっている。

目標・活動量指標

　平成22年度では、津軽広域観光圏協議会のホームページにより構成市町村の観光情報等の提供、鉄道
の沿線市町村によるパンフレット作成や観光コースプランの選定等が行われており、「工程表どおり実施済
み」となっている。

  例年開催している催事10ヶ所に加えて、新規催事4ヶ所、常設催事などを含め合計で26ヶ所となっており、
「目標を達成済み」とした。

-

　観光情報の提供や旅行プランの作成以外にも、協議会が連携して首都圏での物産展出店等を実施でき
る体制づくりを目指していく。

  催事は会場の都合により開催の可否が左右されるため、今後さらに新規催事を開拓し、毎年20ヶ所以上
の催事開催を目指していく。

物産展開催回数 20か所/年

　施策を構成する3事業全てで「工程表どおり実施済み」の評価となり、施策全体としても「工程表どおり実
施済み」と評価とした。

目標・活動量指標

平成22年度実施内容

　施策の中に、平成24年度から実施予定とされているものがあるため、施策全体の達成率の判断はそれ以
降とする。

平成22年度実施内容

決算額

　個別の事務事業として評価指標を設定していないので評価できない。
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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 項目 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

C

H22 H23 H24 H25

21,674

1,603

事務事業名 1,810

インバウンド対策事業
今後の
方向性

マーケットが急拡大している中国
など東アジアからの誘客活動を
本格展開

　外国人旅行者の誘客大幅拡
大のために、県や関係事業者等
と連携して、中国、韓国をはじめ
とする東アジアでのトップセール
ス等によるプロモーションや旅行
代理店招へい事業、モニターツ
アーなど、誘客活動を実施す
る。
　また、市内の施設の外国語表
記を進めるなど、受入態勢の整
備を推進する。

決算額

東アジア圏(中・韓・台)観光客入込数 80,000人（H25）

東アジア圏（中・韓・台）宿泊者数 5,000人（H25）

　近隣市町村との連携による広
域での観光・物産の振興のため
に、物産展、特産品見本市、観
光キャンペーンを拡充実施する
とともに、新規市場開拓を積極
的に進める。

(3)広域連携観光キャンペーン事
業（津軽南、秋田県北連携）

2-(2)-6

　ひろさきガイドマップの英語版を30,000部増刷し、市街地の観光案内誘導標識更新も英・韓・中（繁・簡）
の４ヶ国語表記で行い、さらに台湾・香港・上海へのトップセールスも実施したことから、「工程表どおり実施
済み」となっている。

 観光客入込数、宿泊者数とも前年より減尐していることから「遅れている」とした。

　観光振興の面では観光協会等の連携が進められており、物産振興の面でも物産協会等で連携できるよう
取り組みを行なっていく。

　東日本大震災に伴い、インバウンド事業の実施には非常に厳しい局面となっているが、今後も県や関係団
体と連携しながら、誘客活動を継続していく。

平成22年度実施内容

目標・活動量指標

　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24年度以降とする。

平成22年度実施内容

目標・活動量指標

キャンペーン実施(H24～) 10か所/年

  工程表では平成23年度までに組織づくり、事業内容の検討を行なうこととしており、弘前観光コンベンショ
ン協会が中心となって、南津軽及び秋田県大館市、小坂町を含めた連携会議が組織されたことから「工程
表どおり実施済み」と判断する。
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No. 項目 項目 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

4

2

事務事業名 49

弘前フィルムコミッション推進事
業

今後の
方向性

映画、ドラマ、テレビＣＭの撮影
誘致（フィルムコミッション）のトッ
プセールス

平成22年度実施内容

ドラマ、ＣＭ撮影数（H23～H25） 各5本/年

決算額

2-(2)-7

　映画「津軽百年食堂」や他の映画、ドラマや旅番組など、ロケが多数行われたことと、撮影補助制度は平
成22年度に要綱を検討し、平成23年度に予算化したことから「工程表どおり実施済み」とした。

　目標・活動量指標は「映画誘致数」、「ドラマ、ＣＭ撮影数」としており、評価は「映画誘致数」は4本、「ドラ
マ、ＣＭ撮影数」2本であり「目標を達成済み」とした。

目標・活動量指標

映画誘致数（H25度） 1本

　映画等の撮影を誘致し、各種メ
ディアへの露出度向上による、
誘客拡大のために、次の取り組
みを行う。
・弘前が舞台である小説等の作
品を選考のうえ映画化
・撮影補助制度の導入（TVドラ
マ、CM等の撮影経費を補助）

　工程表どおりに取り組めるよう、弘前を舞台にした映画撮影の誘致を目指すほか、撮影補助制度を導入
し、ドラマ・ＣＭ撮影の誘致活動を積極的に行い、マスメディアを用いた弘前のＰＲ活動を推進したい。
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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

7,566千人

47,781

事務事業名 事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

A

今後の
方向性

進捗率

A

達成率

A

今後の
方向性

　目標・活動量指標を「観光客入込数」としており、目標7,500千人に対し7,566千人となったため、「目標を
達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

(1)宣伝広告事業

(2)四大まつり事業

2-(2)-8

　首都圏等へのＰＲ強化については、東北新幹線全線開業効果もあり首都圏等での露出が高く、さらに「津
軽百年食堂」をキーとした広告やポスター・パンフレット関係等宣伝広告については「工程表どおり実施済
み」となっている。

　四大まつりについては、平成22年度に弘前城雪燈籠まつり築城400年祭スペシャルとして「津軽錦絵大回
廊」やさくらまつりにおいては桜の特別照明を行い「工程表どおり実施済み」となっている。また、東日本大
震災後のまつり自粛ムードの中、全国に先駆け平成23年度のさくらまつり開催を全国に情報発信した

　目標・活動量指標を「観光客入込数」としており、目標7,500千人に対し7,566千人となったため、「目標を
達成済み」と評価した。

　施策を構成する3事業について、それぞれ「工程表どおり実施済み」となっていることから、総合的に「工程
表どおり実施済み」との評価とした。

　目標・活動量指標を「観光客入込数」としており、目標7,500千人に対し7,566千人となったため、「目標を
達成済み」と評価した。

　首都圏等へのＰＲ強化を図っていくこととしているが、経済等情勢を鑑みながらより効果的に進めていきた
い。

　四大まつりについて、弘前城築城400年祭スペシャル事業を実施していきたい。

観光客入込数（H25） 10,000千人

項目

ねぷた祭りなどの更なる誘客や街全体への波及を促進

平成22年度実施内容

決算額

　旅行エージェントへの商品造
成に向けたキャラバンや首都圏
を始めとしたキャンペーン等によ
る全国へのＰＲ活動を強化し、誘
客に努める。
　また、弘前城築城400年を機
に、改めて地域のまつりとしての
四大まつりに市民参加を呼びか
けるほか、通年観光に向けた取
り組みとして400年祭事業の一部
継続を検討するほか、街歩き観
光を推進する。

平成22年度実施内容
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事務事業名 事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

A

今後の
方向性

平成22年度実施内容

(3)観光振興事業

　街歩き観光の推進は新コースを9本造成し商品化したほか、夜の魅力向上のための観光資源ライトアップ
推進事業も実施した。観光コンベンション協会の組織体制強化については、国の制度を利用して12人雇用
した。弘前駅にぎわい創出事業については、東北新幹線全線開業6ヶ月前からイベントを実施した。おもて
なし観光推進事業については、魅力ある地域づくりに取り組む6団体に補助した。以上ことから「工程表どお
り実施済み」となっている。

　目標・活動量指標を「観光客入込数」としており、目標7,500千人に対し7,566千人となったため、「目標を
達成済み」と評価した。

　旅行エージェントへの商品造
成に向けたキャラバンや首都圏
を始めとしたキャンペーン等によ
る全国へのＰＲ活動を強化し、誘
客に努める。
　また、弘前城築城400年を機
に、改めて地域のまつりとしての
四大まつりに市民参加を呼びか
けるほか、通年観光に向けた取
り組みとして400年祭事業の一部
継続を検討するほか、街歩き観
光を推進する。

　街歩き観光のメニューを充実させるなど、各事業の推進を図っていきたい。
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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

2-(2)-9

　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「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。

決算額

農村“楽園づくり”による大都市圏在住者の移住支援や二地域居
住(※6)を促進

　平成22年度は、構想を策定し平成23年度予算について委託料3,450千円を措置し、業務委託により実施
することとしているため、「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「体感事業（ツアー）参加者数」となっているが、アンケートの実施が平成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。

　交流人口の拡大を図るため
に、団塊の世代の定年退職者等
をターゲットに、農村地帯の良さ
を体感するモニターツアー等を
実施する。
　また、移住や居住に向けた就
労や住居などの情報提供や相
談対応を強化する。

　平成22年度は、空家情報収集や登録申込等について関係団体と協議を行っているが、制度について調
整が整わない。平成23年度も引き続き協議を行っているため「工程表より遅れている」と評価とした。なお、
この事業は市のホームページでの運用のため予算措置は行っていない。

　目標・活動量指標は「ホームページの通年運用」としているが、サイトの運用が平成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

体感事業参加者数 20名

(1)農村交流拡大事業

空き家等情報市ホームページ 通年運用

(2)空き家情報提供事業

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容項目

目標・活動量指標

　平成23年度において、業務委託先を選定し、事業を完了する。
　次年度以降は事業の実施状況を確認し、別な方法も含め検討していきたい。

　調整は困難ではあるが、更に関係団体と協議を続け、平成23年度中の情報提供が出来るように取り組
む。
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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

-

69

2

23

事務事業名 0

弘前感交劇場推進事業
今後の
方向性

2-(2)-10 目標・活動量指標
観光ホスピタリティ運動（交通事
業者、市民など一体化）と観光
資源市民研修の強化

　市民全体で観光振興を図るた
めに、次の取り組みを行う。
(1)ホスピタリティ運動
・広報等による市民意識の醸成
（まち歩きコースの連載）
・関係者による情報共有、意見
交換の定期的な開催（やわらか
ネット他）
(2)市民研修
・津軽ひろさき検定
・出前講座等の実施

平成22年度実施内容

　平成22年度は、ホスピタリティ運動及び市民研修を進めることとしており、弘前感交劇場推進委員会実務
者会議（やわらかネット）の定期的開催や津軽ひろさき検定、出前講座等を実施しており、「工程表どおり実
施済み」となっている。

・ホスピタリティ運動開催回数 100回/年

・津軽ひろさき検定実施回数 3回/年

　平成23年度からは、広報活動を充実させながら、継続してホスピタリティ運動及び市民研修の実施により、
市民参加による観光振興に努める。

　平成22年度の目標・活動量指標は「ホスピタリティ運動開催回数100回/年」、「津軽ひろさき検定実施回
数3回/年」、「出前講座等開催回数12回/年」となっており、ホスピタリティ運動については、やわらかネットの
ほか関係者による検討会等69回開催され、市民研修についても、東日本大震災の影響で、津軽ひろさき上
級検定が延期されたため検定実施回数は2回であったものの、出前講座は23回実施しており、全体的には
「概ね順調に推移」とした。

・広報紙への連載(H23～） 毎月

・出前講座等開催回数 12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

-

H22 H23 H24 H25

-

事務事業名 8,752

宣伝広告事業
今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

38便/38便

6往復

5回

事務事業名 405

奥羽本線高速化・機能強化等要
望活動

今後の
方向性

決算額

2-(2)-11

　平成22年度予定の窓口部分の制作は完了し、弘前総合情報サイト維持管理等委託料について、各部署
において支出済みであることから、「工程表どおりに実施済み」となっている。

　情報を一元化したサイトの構築は、平成23年度実施内容となっており判断できない。

目標・活動量指標

目標アクセス数（訪問者数） 10,000/月

決算額

弘前観光情報の一元化（ポータ
ルサイトの構築、中国語などの拡
充）

　観光物産情報の一元化を図る
ために、関係団体と連携し、「弘
前感交劇場」をキーワードにした
弘前の窓口的観光物産情報サ
イトを構築し、利用者が望む情
報にたどりつきやすいようにす
る。また、外国人対応として、多
言語化も図る。

新青森-弘前駅間を30分以内で結ぶ特急列車の運行（H25） 増加

新幹線新青森駅からの誘客のた
めの二次交通の充実

　二次交通の充実のために、奥
羽本線の高速化等による利便性
向上や、新幹線とのスムーズな
接続について、ＪＲ東日本等へ要
望活動等を実施する。

ＪＲ東日本等への要望活動回数 2回/年

　利用者ニーズ等を踏まえながら、ＪＲ東日本及び関係機関への要望活動を行い、奥羽本線の高速化や機
能向上の実現に努める。

2-(2)-12

　平成22年度は、東北新幹線の全線開業に際して、新幹線各便と奥羽本線との接続を確保するため、ＪＲ東
日本等への要望活動を5回実施しており、「工程表どおり実施済み」となっている。

　新青森-弘前駅間を30分以内で結ぶ特急列車の運行増加は目標未達成であるが、新幹線全便に対する
奥羽本線による接続が確保されており、ＪＲ東日本等への要望活動が実施されていることから、「概ね順調に
推移」していると判断する。

目標・活動量指標

全ての新幹線に対するアクセス列車の維持・確保

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容

　情報を一元化したサイトの構築をすすめ、利用者が望む情報にたどりつきやすいようにする。また、入り口
部分についても不足しているコンテンツも強化していく。同時に多言語化もすすめ、国外への情報発信力も
高める。
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22 23 24 25

81 180 267 350

68

6 11 16 20

6

11 23 35 50

11

2 6 10 15

2

1 2 3 5

1

11.7 10.7 9.6 8.5

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 

－　60　－



－　61　－

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

－　63　－



－　64　－

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
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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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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 

－　72　－



－　73　－

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 

－　73　－



－　74　－

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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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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22 23 24 25

6 5 4 3

6

5 5 4 3

7

72.0 74.0 77.0 80.0

-

89.0 90.0 92.0 95.0

-

75.0 76.0 78.0 80.0

-

55.0 56.0 58.0 60.0

-

74.0 75.0 77.0 80.0

-

60.0 64.0 67.0 70.0

-

- - 50.0 66.6

-

53 54 55 56

60

5 5 6 7

4

5

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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22 23 24 25

55 52 50 48

-

1.5 3.0 4.0 5.0

1.9

79.2 79.2 79.2 79.2

78.9

1.74 1.77 1.80 1.83

1.96

7.5 7.0 6.5 6.0

7.1

81.0 82.0 83.0 85.0

76.3

62.9 63.1 63.3 63.5

68.7

- 25.3 - 28.4

-

-

25.3

58

基準値
上段：年度別目標値
下段：年度別現状値

⑤育児に自信がもてない人の割合　6.0％を目指します。

⑥健康だと思う市民を増やします。

⑦生きがいを持っている60歳以上の市民を増やします。

③自立して生活できる高齢者の割合（要介護認定を受けていない高齢
者の割合）79.2％を維持します。

取得方法

業務取得 ％

％

％

　
　“赤ちゃんから高齢者まで”の命と暮らしの安心・安全づくりが充実し、市民が健康的な生活を送っています。

指標名

①自殺者数　48人以下を目指します。

②各種がん検診受診率　 5％アップ（H25、対H21実績比）を目指しま
す。

人

業務取得

業務取得

単位

業務取得

―

H22目標値
に対する
達成率

―

○

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

H25目標値
に対する
達成率

―

―

―

％

―

市民評価
アンケート

④一般の民間企業における雇用障がい者数の割合　1.83％を目指しま
す。

-

79.2

1.71

8.0

％ 79.8

市民評価
アンケート

％ -
⑨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

％ 62.7

独自
アンケート

％ 23.7⑧生活に満足している障がい者を増やします。

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

×

―

―

○

○

×

○

市民評価
アンケート

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５ 命と暮らしを守ります 
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　目指す姿の達成状況を示す指標９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２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。
　これは、自立して生活できる高齢者の割合の項目と健康だと思う市民を増やす項目が目標を達成していないことから、自身の健康に気を配る市民が
多くないと考えられ、このことは、他の項目の数値向上にも少なからず影響しているものと思われます。

　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、「⑦生きがいを持っている６０歳以上の市民を増やします。」については目標
を達成しております。
　これは、これまで続けて行っている「ふれあい高齢者スポーツ」開催による、健康保持、生きがいづくりが促進・定着されたことによるものと考え
られます。
　また、業務取得による、「④一般の民間企業による雇用障がい者数の割合　1.83％を目指します。」と「⑤育児に自信が持てない人の割合　6.0％を
目指します。」についても目標を達成しておりますが、これは、低迷する経済状況が続く中、市内の企業において障がい者雇用についての理解が進
み、新たな雇用が生まれたことや、保健センターで実施している１歳６か月児や３歳児健診充実の効果が表れたものと思われます。

　次に個別施策の実施状況ですが、「進捗率」では、１０項目全てが「工程表どおり実施済み」と「概ね工程表どおり」となっており、「達成率」で
は、「判断できない」とした３項目を除いて、６項目が「目標を達成済み」と「順調に推移」となっております。

　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、市民の健康づくりと地域医療、障がい者福祉、母子保健福祉への
関心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、今年度から、介護予防事業（二次予防事業）の対象者把握を、６５歳以上で要介護認定のない高齢者全員に基本チェックリストを送付し、健
康に対してこれまで以上に自分自身が把握できる仕組みとしたことから、今後は、健康づくりへの関心が高まり健康だと思う市民が増えることにより
命と暮らしの安心・安全づくりが充実する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 Ｂ

2 Ａ Ｂ

1 Ａ Ａ

1 Ａ Ｂ

1 Ａ －

8 Ｂ Ｃ

1 Ａ －

1 Ａ －

1 Ａ Ｂ

1 Ａ Ｂ

年度別概算所要額（千円）

22年度 25年度

○４　母子保健福祉の総合支援機能（ワンストップサービス）の提供

23年度 24年度

【障がい者福祉を充実します】

●９　介護オンブズパーソンの認定による介護サービス相談体制の強化

【高齢者福祉を充実します】

●10　地域における高齢者と子どもの交流活動の促進（子育て支援センターで実施）

○３　障がい者への総合支援機能（ワンストップサービス）の提供

【母子保健福祉を充実します】

●６　がん検診の受診率向上運動の実施

項目

【健康づくりを推進するとともに、地域医療の充実を図ります】

●７　受動喫煙による健康被害を防ぐため、公共的施設での分煙と喫煙規制を強化

●８　インフルエンザなど児童の集団予防接種制度の検討

○２　高齢者の健康診断受診率向上と介護予防事業への参加促進

89,238

74,684

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

95,072 115,347

○１　“医都ひろさき円卓会議”を設置し、医療機関のネットワークや救急医療体制を構築

●５　自殺予防など心の健康づくり・命の尊さ教育を実施

個別施策の実施状況 
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No. 項目 項目 自己評価

進捗率

A

達成率

B

事務事業名 H22 H23 H24 H25

1回

0

今後の
方向性

No. 自己評価

進捗率

B

達成率

C

H22 H23 H24 H25

12.5%

78.9%

52,726

項目

高齢者の健康診断受診率向上と介護予防事業への参加促進

　 「医都ひろさき円卓会議」を設
置し、医療機関ネットワーク化・
救急医療体制の構築など、地域
医療の充実策を検討する。

医都ひろさき円卓会議設置

“医都ひろさき円卓会議”を設置
し、医療機関のネットワークや救
急医療体制を構築

自立して生活できる高齢者の割合（要介護認定を受けていない
高齢者の割合）（H23） 79.2%

後期高齢者健診受診率（H25） 29%

　第2回の日程調整が不調に終わり、目標・活動量指標である年2回の開催は達成できなかった。
　なお、第１回会議の成果である「在宅当番医の強化」について参集者の調整の結果、会議を「医師会から
の報告会」に代えて実施しており、「順調に推移」とした。

目標・活動量指標

会議開催回数 2回/年

5-2
目標・活動量指標

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容

　施策を構成する各事業については、「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」との評価とした。

決算額

5-1

　医都ひろさき円卓会議は、平成22年8月に設置し、第1回目の会議を開催し、救急医療をはじめとする地域
医療についての検討を開始したことから「工程表どおり実施済み」とした。

　2つの目標・活動量指標ともに目標値に届いていないことから、「遅れている」との評価とした。

決算額

　平成22年度に新規設置された会議であることから、当面は定期的な開催を目指すこととし、定例化が図ら
れた際には、具体的な目標・活動指標の設定を行うこととする。
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

－

今後の
方向性

進捗率

A

達成率

B

今後の
方向性

進捗率

A

達成率

－

今後の
方向性

　高齢者の健康づくりを推進する
ために、次の取り組みを行う。

(1)市が実施する健診の高齢対
象者に、個別通知及び町会を通
じて毎戸配布する。

(2)特定健診未受診の原因調査
を行い、受診率向上のための具
体的改善策に反映させる。

　平成20・21年度の2ヵ年とも健診を受診していなかった40代・50代の対象者を1,000人抽出し、「健診を受診
しない理由」や「どうすれば受診するか」などについてアンケート調査を行っており、「工程表どおり実施済
み」である。

特定健康診査事業

後期高齢者健診受託事業

結核検診

  本事業は、65歳以上の市民を対象に定期的に検診を受診することで結核の早期発見・早期治療により悪
化を防止することを目的に、無料で実施する事業である。受診者数は、年々増加傾向にある。

　目標・活動量指標の設定無し。

平成22年度実施内容

　目標・活動量指標にはほど遠いが、平成２１年度の現状値（1.29％）と比べ飛躍的にアップしているため、
「概ね順調に推移」と評価した。

　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、結核検診事業を継続実施するとと
もに、受診者数の増加を促し、地域の結核の蔓延防止を図っていく。

　今後、エリア担当制度を活用するなど、受診率向上を目指したPR方法を検討したい。

　定期的な健診は病気やその兆候の早期発見に有効であり、長期的には市民の医療費負担引き下げに効
果があると考えられる。調査結果・分析を踏まえた見直しを一部実施したが、今後も健診を受診しやすい環
境作りを通し受診率の向上に努めていく。

　介護保険施設入所者などを除いた、約22,700人の後期高齢者医療被保険者に健康診査受診券を送付す
るほか、老人福祉センターなどにPRチラシを配布しており、「工程表どおり実施済み」である。

　目標・活動量指標の設定無し。
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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

今後の
方向性

事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

C

今後の
方向性

平成22年度実施内容

　二次予防事業の対象者に行う通所型及び訪問型介護予防事業の参加者を国では両事業合わせて40%を
目標とし、市は25年度までに段階的に達成することとしている。22年度は両事業合わせて15%の71人とし、通
所型介護予防事業参加者はその85%の60人としたが、参加者は24%の17人のみであった。把握対象者は、
要支援・要介護になる恐れが高いとされた高齢者であるが、介護予防に対する意識が低いと思われ、事業
への参加が尐なかった。

　二次予防事業の対象者に、筋力向上トレーニング事業等を通所介護事業所等に委託して実施した。
　二次予防事業の参加者を増やすための病院等へのポスター掲示は、準備中に、国の要綱改正があり、そ
れに伴う実施方法の見直しが予定されていたことから中止した。

　二次予防事業の対象者把握において、生活機能の状態を確認する基本チェックリストを市が郵送し、高齢
者自身がチェックして市に返送する方法に変更したことによって、高齢者が自分の状態に関心を持つこと及
び介護予防事業を知る機会となることから、委託事業者と連携を取りながら、対象者となった方の事業参加
増を図る。

二次予防事業の対象者把握事
業

   二次予防事業の対象者把握のため、65歳以上で要支援・要介護認定の無い者を対象に生活機能評価
（健診）を実施した。

　地域支援事業実施要綱の改正に伴い生活機能評価の実施が任意となったため、生活機能評価を実施せ
ず65歳以上の要支援・要介護認定の無い者へ生活機能の状態を確認するための基本チェックリストを郵送
することに変更し、二次予防事業の対象者把握増を図る。(3)二次予防事業の参加者を増

やすため、ポスターを作成し病
院等へ掲示してもらう。
（地域支援事業実施要綱の改正
に伴い、「介護予防特定高齢者
施策」が「二次予防事業」に改
正）

平成22年度実施内容

　生活機能評価の受診者は、平成20年度実績が高齢者数の9.3％であったことから、22年度は高齢者数の
10％の4,648人を目標としていたところ、11.8％の5,485人が受診した。なお、このうち二次予防事業の対象
者は、20年度実績をもとに受診者の10.2%の474人を目標としていたところ、9.2%の503人であった。生活機能
評価は後期高齢者健診と同時実施しており、平成22年度から同健診の対象範囲が広がったことから受診者
数が増加し、それに伴い生活機能評価の受診者数が増加した。

通所型介護予防事業
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

C

今後の
方向性

進捗率

A

達成率

－

今後の
方向性

　二次予防事業の対象者のうち通所型介護予防事業に参加できない者を対象として、看護師が実施した。
　二次予防事業の参加者を増やすための病院等へのポスター掲示は、準備中に、国の要綱改正に伴う実施
方法の見直しが予定されていたことから中止した。

　二次予防事業の対象者に行う通所型及び訪問型介護予防事業の参加者を国では両事業合わせて40%を
目標とし、市は25年度までに段階的に達成することとしている。22年度は両事業合わせて15%の71人とし、訪
問型介護予防事業参加者はその15%の11人としたが、参加者は1%の1人のみであった。把握対象者は、要
支援・要介護になる恐れが高いとされた高齢者であるが、介護予防に対する意識が低いと思われ、事業への
参加は尐なかった。

平成22年度実施内容

訪問型介護予防事業

介護予防健康教育

　二次予防事業の対象者把握において、生活機能の状態を確認する基本チェックリストを市が郵送し、高齢
者自身がチェックして市に返送する方法に変更したことによって、高齢者が自分の状態に関心を持つこと及
び介護予防事業を知る機会となることから、委託事業者と連携を取りながら、対象者となった方の事業参加
増を図る。

　普及啓発事業の実施は、平成23年度からであることから、達成度の判断は次年度以降とする。

(3)二次予防事業の参加者を増
やすため、ポスターを作成し病
院等へ掲示してもらう。
（地域支援事業実施要綱の改正
に伴い、「介護予防特定高齢者
施策」が「二次予防事業」に改
正）

(4)（仮称）おたっしゃ健幸体操の
普及啓発をめざし、希望する町
会に講師を派遣する。 　平成22年度は、おたっしゃ健幸塾による(仮称)おたっしゃ体操を平成23年度に実施すべく、アンケート調

査、健康運動指導士の手配など準備事務を行い、「工程表どおり実施済み」となっている。

　高齢者が介護を必要とする状態にならないように運動を通じて、元気に生き生きと生活していくよう支援し
ていく。
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

－

今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

4か所

事務事業名 20,400

障がい者福祉相談支援事業
今後の
方向性

障がい者への総合支援機能（ワ
ンストップサービス）の提供

　障がい者の相談支援体制の充
実を図るために、相談支援事業
所の２ヵ所増を図る。

　平成24年度には、きめ細やかな相談支援体制の充実を図るため、市内の相談支援事業所を2か所増の6
か所とすることから、平成22年度では、支援体制の整備に向け、協議を進めている。

目標・活動量指標

　平成22年度は、障がい者のため、市内4か所に設置している相談支援事業所において様々な相談に応
じ、必要な情報提供や助言を行っており、「工程表どおり実施済み」となっている。

平成22年度実施内容

相談支援事業所数（H24） 6か所

　ポイント制度の導入は、平成24年度からであることから、達成度の判断は次年度以降とする。

平成22年度実施内容

(仮称)健幸ポイント制度推進事
業

　本事業により、高齢者が、自らの健康管理に意欲を持って取り組めるような制度設計の構築を目指す。

5-3

　平成22年度は、事業実施の効果、問題点の洗い出し等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。(5)高齢者が自らの健康管理に

意欲を持って取り組めるよう、健
診の受診回数や弘前大学医学
部等の関連事業への参加状況
に応じてポイント積算できる（仮
称）健幸ポイント制度を創設す
る。

　障害者自立支援法の一部改正により、地域における相談支援体制の強化を図るための総合的な相談支
援センターの設置が義務付けられたことから、設置に向けての検討を進める。

決算額
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No. 項目 項目 自己評価

進捗率

A

達成率

B

H22 H23 H24 H25

-

事務事業名 0

子育て支援課母子保健福祉窓
口業務体制強化

今後の
方向性

No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

B

H22 H23 H24 H25

1,378

　目標・活動量指標は「母子保健窓口業務のワンストップ化率（H23.4）100%」となっており、平成23年4月から
乳幼児医療費給付事務を国保年金課から移管し、乳児一般委託健康診査受診票及び予防接種予診票綴
を子育て支援課でも発行するため、平成22年度末に国保年金課と健康推進課からの引継ぎを完了し、ワン
ストップ化率100％達成のための準備を整えたことから、達成率は「概ね順調に推移」との評価とした。

目標・活動量指標

決算額

平成22年度実施内容

母子保健福祉の総合支援機能
（ワンストップサービス）の提供

　母子保健福祉の窓口サービス
の相談体制の充実を図るため
に、子育て支援課で次の業務を
行う。
・赤ちゃん相談電話を健康推進
課から移管
・母子健康手帳交付・妊婦窓口
相談など母子保健の一部業務を
子育て支援課でも実施
・乳幼児医療費給付事務を国保
年金課から移管
・乳児一般委託健康診査受診票
及び予防接種予診票綴を子育
て支援課でも発行
※母子保健の窓口業務を保健
センター及び子育て支援課が並
行して実施

　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。

母子保健窓口業務のワンストップ化率（H23.4）
 100%

決算額

項目

自殺予防など心の健康づくり・命の尊さ教育を実施

5-4

　平成22年度は、赤ちゃん相談電話業務を健康推進課から移管したほか、母子健康手帳交付や妊産婦窓
口相談など母子保健の一部業務を健康推進課（保健センター）だけではなく、子育て支援課（本庁）でも実
施し利便性の向上を図ることとした。
　平成22年7月1日付けの「子育て支援課」が設置された時点で、予定どおり実施したことから、「工程表どお
り実施済み」となっている。

5-5

　施策を構成する2事業は、いずれも「工程表どおり実施済み」となっている。

平成22年度実施内容

　施策を構成する2事業のうち、1事業は「順調に推移」としたが、1事業の達成率の判断は次年度からとなっ
ており、総合的な判断は「順調に推移」となっている。
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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

進捗率

A

達成率

B

H22 H23 H24 H25

51人

80人

今後の
方向性

　平成22年度に実施した事業を継続、拡充し、目標・活動指標の達成を目指していく。

　講座については東京都から講師を招へいし内容の見直しを図り参加人数の増加を、配布物についてはデ
ザイン・構成等の工夫に重点をおいて事業の推進に努める。

　平成22年度は、ポスター、ラジオコマーシャル等、予定していた事業をすべて行っており、「工程表どおり
実施済み」となっている。

　市民の心の健康づくりと命の尊
さ教育を推進するために、次の
取り組みを実施する。

(1)心の健康づくり
・ポスターの作成・掲示
・パネルの作成・掲示
・ラジオコマーシャルの放送
・バス車内広告の掲示
・啓発グッズの配布
・平成23年度以降「普及啓発事
業」の新規事業採択を図る。

(2)命の尊さ教育
・学級経営等の充実
・性教育の充実（H22まで隔年で
発行していた教師用「性教育の
手引」をH23から毎年発行に変
更）
・電話「子ども悩み相談」事業の
充実（電話相談カードとリーフ
レットの様式を改良し、市立小・
中学校児童生徒、保護者に配
布）

(1)心の健康づくり事業

　平成22年度の各講座及び配布物等については、内容及び講師等を見直し実施内容を決定し、「工程表ど
おり実施済み」となっている。

　学級経営講座の平成22年度目標・活動量指標は30人で、性教育研修講座の平成22年度目標・活動量指
標は45人でどちらも達成済みとした。平成25年度目標・活動量指標達成に努める。また、子ども悩み相談の
配布物については、改良した配布物が平成23年度に作成され、平成24年度に配布となることから、事業周
知率は平成24年度からの記載とする。全体としては「順調に推移」と判断した。

学級経営講座参加者数（H25） 60人

電話「子ども悩み相談」事業周知率（H25） 50%

(2)命の尊さ教育

平成22年度実施内容

性教育研修講座参加者数（H25） 75人

目標・活動量指標

自殺者数（H25） 48人以下

　自殺者数の数値が把握できないことから、達成率の判断は次年度以降とする。

目標・活動量指標
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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

 10万枚/年

1.9%

事務事業名 180

がん検診受診推進事業
今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

92.8%

事務事業名 0

禁煙・分煙推進事業
今後の
方向性

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容

　受動喫煙による健康被害を防
止するために、次の取り組みを
行う。
・市の施設における禁煙・分煙対
策の強化及び実施状況の公表
を行う。（分煙施設における効果
的分煙または禁煙の推進）
・民間が所有する公共的施設に
対する受動喫煙防止対策(事業
所訪問)を県と連携して行う。
・空気クリーン施設情報につい
て、県ホームページへリンクを張
る。

　今後は、対策をしていない施設の減尐と各施設の受動喫煙防止対策の強化対策に向け働きかけていく。

がん検診の受診率向上運動の
実施

5-7

　市の施設を対象とした禁煙・分煙対策の状況調査を実施したほか、県と連携した民間事業所訪問の検討
を行っていることから「工程表どおり実施済み」となっている。

　微増ではあるが、禁煙・分煙が進んでいることから、「順調に推移」していると考えられる。

目標・活動量指標

公共施設における禁煙、効果の高い分煙の施設の割合（H25）
 100%

決算額

受動喫煙による健康被害を防ぐ
ため、公共的施設での分煙と喫
煙規制を強化

5-6

　平成22年度は、講演会及び巡回がん検診案内ハガキの配付など、予定した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。

　巡回がん検診案内ハガキ送付数は10万枚、がん検診受診率は対平成21年度対比　1.5%アップの目標に
対して1.9%であり、「目標を達成済み」となっている。

目標・活動量指標

巡回がん検診案内ハガキ送付数
 10万枚/年

  がん検診の受診率向上により、
病気の早期発見早期治療につ
なげていくために、次の取り組み
による受診率向上運動を実施す
る。
・体験者を講師に講演会を実施
し、地域に広める。
・巡回がん検診案内ハガキでの
ＰＲ
・広報ひろさきでのＰＲ（早期発
見の必要性や検診料自己負担
額が低額であること等）
・事業所検診の実態調査及びが
ん検診の同時受診の調整検討

がん検診受診率
対21実績比+5%

　がん検診受診率向上により、病気の早期発見・早期治療に結びつけていく。

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

－

H22 H23 H24 H25

－

事務事業名 0

集団予防接種事業
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

介護相談員派遣等事業
今後の
方向性

平成22年度実施内容

　介護サービス相談体制の強化
を目指し、介護オンブズパーソン
と同様の効果が期待できる介護
相談員派遣等事業(※35)を実施
し、苦情に至る事態を未然に防
止する。

　市民の意向調査結果を取りまとめたのちに、その結果に基づき具体的な検討を加えることとしたい。

平成22年度実施内容

インフルエンザなど児童の集団
予防接種制度の検討

　先進事例を参考に、平成24年度の事業実施に向けて工程表どおりに進めていきたい。

5-9

　平成22年度は事業内容を検討することとしていたが、平成23年度の制度設計に向けて県内の先進地を視
察し、課題、問題点、予算などを確認し、参考とする内容が決定したため、「工程表どおり実施済み」との評
価とした。

　事業の目標・活動量指標の設定を平成24年度から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。

目標・活動量指標

介護相談員相談件数 120件/年

決算額

介護オンブズパーソンの認定に
よる介護サービス相談体制の強
化

5-8

　平成22年度は、児童の集団予防接種制度全般について検討を行った。また、市民の意向に関する現状把
握(アンケート調査)は平成23年2月から実施していることから「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は集団予防接種の実施回数としているが、実施が24年度であ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

実施回数 のべ56回/年

決算額

　インフルエンザなど児童の集団
予防接種制度について、次のと
おり導入に向けた検討を進め
る。
・市民の意向の現状把握
・保護者、学校、医療機関との協
議
・集団接種を実施する種類の特
定
・実施手続き
①協力医師の選定
②集団接種の会場の選定
③ワクチンの手配
④機械器具・救急薬品の準備
⑤市民への周知
⑥職員の派遣　など
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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

　(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
センターを新設
・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の開
設
・事業内容
高齢者とのふれあい、食育事業
など

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、「工程表どおりに実施済み」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からとする。

目標・活動量指標

子育て支援センター設置 1か所

地域における高齢者と子どもの
交流活動の促進（子育て支援セ
ンターで実施）

No.4-(1)-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）」の実施
内容を再掲

出張センター事業参加者数 300人/年

5-10
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22 23 24 25

H23.3予定

H23.3実施

- H23.10予定

-

- H24.2予定

-

- 14 14 14

-

3,130 3,130 3,130 3,130

3,038

11,800 14,000 14,000 15,717

-

-

56.0

　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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22 23 24 25

67.0 68.0 69.0 70.0

55.2

※(59.1)

53.0 60.0 65.0 65.0

55.1

650 700 750 750

747

85.0 87.0 90.0 90.0

83.6

91.0 93.0 95.0 95.0

91.1

3 6 9 9

5

45,010 113,100 181,190 181,190

45,010

20 20 20 20

26

43.2 40.6 37.9 35.3

31.4

－

⑦民間活用による削減効果額　181,190千円を目指します。

－

－

20

　前向きに取り組む職員の育成により、市民ニーズの的確な把握やサービスの向上が図られ効率的・効果的な行政運営が実現しています。

指標名

①職員の仕事ぶりの市民満足度を高めます。

②ボランティア・地域活動に参加している職員の割合　65.0％を目指
します。

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

○

H22目標値
に対する
達成率

× －

基準値

⑧財政調整基金（※42）は、計画期間を通じて20億円を維持します

⑨単年度の市債発行額のうち地方交付税措置のないもの（※43）の割
合を減らします。

⑥職員提案が施策に反映された件数　9件を目指します。

業務取得 －

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

業務取得 件

単位

％

63.1

④窓口での応対に満足している市民を増やします。

⑤窓口での手続き時間に満足している市民を増やします。
市民評価
アンケート

48.0

％

取得方法

業務取得 ％ 45.8

業務取得

○

市民評価
アンケート

88.4

業務取得

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

％ －

　　※(　)書きは｢わからない｣の回答を除いた場合

－

630③各種研修受講者数　750人を目指します。 人

億円

○ －

千円

市民評価
アンケート

－

○

0

○

×

○

○

82.1

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７ 市職員のパワーを引き出し、市役所の仕事力を高めます 
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事務事業数 進捗率 達成率

1 Ａ -

1 Ａ Ｂ

1 Ａ Ｂ

2 Ａ Ｂ

○１　民間からの中堅・幹部職員の採用（任期付きなど多様な形態で）

●３　エリア担当制度の検討など職員の地域活動への参加促進

項目

25年度

2,732

【”市職員のパワー”を引き出します】

13,549

24年度

16,549

23年度

　めざす姿の達成状況を示す指標9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7項目、「目標を達成できない」が2項
目となっており、達成率は高い状況にあります。
　これは、人材育成に関する事業を迅速に取り組み、また、新たに制度化したものや適正な行財政の管理、執行に努め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、市民評価アンケートによる「①職員の仕事ぶりの市民満足度を高めます。」と「④窓口での応対に満足してい
る市民を増やします。」の2項目については、目標を達成できませんでした。これは、仕事に対する職員の意識不足や市職員の接遇能力が十分でないこ
となどが原因と考えられます。
　業務取得による「⑥職員提案が施策に反映された件数9件を目指します。」については、目標を達成しております。これは、職員提案政策研究事業
【通称　スマイルメーカープロジェクト】を制度化し、職員自らが提案したテーマを事業化に向けて、意欲的に取り組んだことによるものと考えられ
ます。また、政策研究メンバーも市職員のみならず、市民をも巻き込んで市民感覚の提案が行われたことも要因と考えられます。

　次に、個別施策の実施状況ですが、「進捗率」では、4項目中4項目が「工程表どおり実施済み」となっています。また、「達成率」では、まだ判断
できないものを除いて、3項目が「順調に推移」しています。

　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、職員の育成に対して新規事業や積極的な研修への派遣など、目標
達成に向けて取り組んでいるが、十分な成果は得られていないと考えます。
　平成23年度からは、エリア担当制度が導入され、今後、職員の地域参画の促進と市民ニーズの把握による的確な行政運営が推進されていくものと期
待されます。

81,990

22年度

5,553

○２　職員提案による自主財源の確保（人事評価と連動した成果主義の徹底）

【予算の無駄を削減します（満足感とまでいかずとも納得感を）】

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

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

年度別概算所要額（千円）

●４　窓口改革運動の実施

【市役所の窓口改革に取り組みます】

個別施策の実施状況 

約束全体の評価 
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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

民間人採用事業
今後の
方向性

民間からの中堅・幹部職員の採
用（任期付きなど多様な形態で）

　特別な技能、経験、知識を有
する者など、市役所内部からの
登用が難しいポストに充てるた
め、民間から中堅・幹部職員を
採用する。

平成22年度実施内容

7-1

　県内9市や類似都市に対して調査を実施した。他市の事例を調査取りまとめ、採用事例、対象職種等につ
いての検討材料とした。また、任期付採用条例の制定を検討するなど、「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「採用人数2人」となっている。採用予定が平成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

採用人数 2人

決算額

　任期付採用条例による採用は、正職員としての採用であるため、定年があり、対象者が限定されてくるた
め、非常勤職員として委嘱する方法も検討する。対象職種として、インバウンド対策事業の中で実施すること
を想定するほか、文化・スポーツの才能を伸ばすため、一流の指導者の雇用を検討する。
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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

Ａ

H22 H23 H24 H25

9

5

2,732

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

Ｃ

H22 H23 H24 H25

16

今後の
方向性

項目

平成22年度実施内容

　開催日の調整を図りながら、より多くの職員が市長と意見交換できるよう配慮しながら継続していく。

開催回数 24回程度/年

　平成23年度に事業化した政策テーマは、着実に事業を進める。また、平成23年度の政策テーマの選考基
準に「自主財源の確保に関するもの」を要項に加え、成果主義として人事評価への反映は今後、検討をして
いく。

市長と職員の意見交換会

目標・活動量指標

(2)職員の職務意欲の向上と職
員の提案を引き出す機会とし
て、希望する職員たちが、昼の
休憩時間を利用し、市長と意見
交換する。

　5月からスタートし、年代別や政策グループ別など様々な職員が市長と意見交換することができたため、
「工程表どおり実施済み」との評価をした。

目標・活動量指標

(1)職員が自主的に提案した政
策テーマについて、グループで
研究活動を行い、その成果を施
策へ反映させていく。
　平成23年度以降は、政策テー
マの選定基準の中に「自主財源
の確保に関するもの」を加える。
　成果主義の徹底については、
将来的に人事評価制度の中で
考慮していく。 決算額

　計16回延べ84名の職員と意見交換を行ったが、目標・活動量指標に満たなかったため、「遅れている」と
した。しかし、市長が職員の想いを直接聞く機会は、新たな施策への取り組みと職員のやる気を引き出すこ
とにつながっているものと考える。

　平成22年度は、9件の政策テーマを調査研究することができ、また、累計9件の目標に対して5件の政策
テーマを施策に反映することができた。このことから、目標・活動量の指標は、「目標を達成済み」と考える。

平成22年度実施内容

職員提案が施策に反映された件数（H25） 9件（累計）
（Ｈ22）3件　（Ｈ23）6件　（Ｈ24）9件　（H25）9件

職員提案政策研究事業

平成22年度実施内容

政策テーマ 5件程度/年

7-2

　施策を構成する2事業のうち、2事業を「工程表どおり実施済み」と評価したため、施策全体としては、総合
的に「工程表どおり実施済み」との評価とした。

　「職員提案政策研究事業」の目標・活動量指標のうち、政策テーマは9件と目標を大きく上回った。しかし、
｢市長と職員の意見交換会」においては、開催回数が下回ったことから、全体的には、「概ね順調に推移」と
している。

　平成22年度は職員提案政策研究事業の要項を作成し、制度化することができた。政策テーマの募集の結
果、20件の応募があり、そのうち9件を決定することができため、「工程表どおり実施済み」との評価をした。

職員提案による自主財源の確保（人事評価と連動した成果主義の
徹底）
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No. 項目 項目 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

55.1

-

-

事務事業名 0

職員地域活動参加促進事業
今後の
方向性

決算額

エリア担当制度(※44)の検討な
ど職員の地域活動への参加促
進

エリア担当制度の実施による担当職員数（地区ごとに1名、出張
所及び岩木・相馬地区を除く。） 18名

7-3

平成22年度実施内容

　平成22年8月に職員に対して地域活動への参加の実態調査を行い、地域活動への参加目標値の設定と
現状を把握することができた。また、平成22年度の地域活動に参加している職員の割合は、目標53％に対
して55.1％であった。平成23年度のエリア担当制度導入に向けて、他市の状況や要項等の検討を進めるこ
とができたため、「工程表どおり実施済み」との評価をした。

目標・活動量指標

　職員に対して、適宜、地域活動への参加を呼びかけるとともに、平成23年度の早い時期にエリア担当制度
を開始するよう進める。

エリア担当制度活動回数
 24回/年（月2回程度）

　「エリア担当職員数」及び「エリア担当制度活動回数」の目標・活動量指標の達成率の判断は次年度から
となっているが、地域活動に参加している職員の割合は、平成22年度の目標（53.0％）より2.1％上回ってい
ることから、「概ね順調に推移」しているものと考える。

　地域活動の活性化と職員力の
さらなる活用のために、次の取り
組みを行う。
（１）地域活動への参加促進策の
強化
　職員への啓蒙策として、町会
活動等地域活動への参加目標
設定、目標達成状況の確認によ
り、参加意欲を促す。
（２）エリア担当制度の導入
　「市職員の支援を求めている町
会」を把握し、「町会活動を支援
したい職員」を募集、希望する町
会へ職員を派遣する。
・エリア担当職員の活動内容
①町会の会議等への参加
②町会への情報提供
③町会からの意見・要望等の受
付及び市民生活課への取次ぎ
（意見・要望等の担当課への振り
分けは主に市民生活課が対応）

地域活動に参加している職員の割合
（Ｈ22）53.0%　（Ｈ23）60.0%　（Ｈ24）65.0%　（H25） 65.0%
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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

83.6

91.1

事務事業名 0

窓口改革事業
今後の
方向性

　お客様の満足度を高めるための総合窓口開設（平成24年7月予定）に向けて、従来の市民課窓口業務に
加え、転出入、出生、死亡等の届け出に伴い必要となる各種手続き及び税関係証明書の発行を一つの窓
口で取り扱うための検討を行う。

決算額

　ソフト面では、窓口改革（接客態度改善）のための新たな取り組みの提案や実行している創意工夫や取り
組みの紹介を各課から提出してもらい、参考となる提案は全庁的に紹介することができた。また、ハード面で
の窓口改革に関して、平成22年9月に関係10課の課長補佐をメンバーとして、具体的な改革案を検討する
「窓口改革検討チーム」を立ち上げて実施内容やスケジュールについて検討を重ね、「工程表どおり実施
済み」である。

　平成22年度の目標・活動量指標より、「窓口での応対に満足している市民の割合」は、1.4％下回り、「窓口
での手続き時間に満足している市民の割合」は、0.1%上回った。二つの指標・活動量指標ともに基準値から
は上昇しており、総合的に判断して達成率は「概ね順調」とした。

窓口での応対に満足している市民の割合値
（Ｈ22）85.0%　（Ｈ23）87.0%　（Ｈ24）90.0%　（H25） 90.0%

窓口改革運動の実施7-4

窓口での手続き時間に満足している市民の割合
（Ｈ22）91.0%　（Ｈ23）93.0%　（Ｈ24）95.0%　（H25） 95.0%

目標・活動量指標

平成22年度実施内容

　窓口サービスの充実を図るた
めに、次の取り組みを行う。
（１）接客態度改善の取り組み促
進（基本的接客態度の徹底。接
客態度改善のための取り組みの
提案）
（２）ハード面での窓口改革
①経費が少なく、比較的早期に
実施可能な設備の導入
②関係する課等の配置換えやシ
ステム改修等、大規模な設備の
導入（届出手続きのシステム化、
総合窓口化）
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

A

達成率

－

H22 H23

- -

- -

事務事業名 4,200

弘前駅前地区再開発ビル再生
検討事業

今後の
方向性

1

　平成22年6月議会において再生検討事業を予算化し、8月から11月までの期間で事業を実施した。この中
で復旧費用の検証や商業環境の調査等を行い、その結果を問い合わせのあった事業者に提供しており、
「工程表どおり実施済み」となっている。
　また、平成21年8月に競売の開始決定がなされ、平成22年6月から7月に第1回、10月から11月に第2回が
実施されたが落札者はなかった。
　市としては民間事業者主体の取り組みを支援するため、参考となる様々な情報を積極的に提供してきた。

　平成22年12月に調査結果を取りまとめ、その後民間事業者に情報提供すると同時に問い合わせや相談
に対応しているが、再生に向けた見通しが立っていない状況にあることから、達成率の判断は23年度とす
る。

平成22年度実施内容

　中心市街地活性化の観点から再生に取り組む民間事業者に対して必要な協力を行っていく。

中心市街地活性化のために
ジョッパル再生に協力します

　中心市街地活性化のために、
競売の動向を見守るとともに、県
などと連携して、専門家のアドバ
イスを受けながら、様々な角度か
ら再生の可能性を検討していく。

目標・活動量指標

商業環境や復旧経費を把握（H22）

民間事業者へ的確な情報提供を実施（H22）

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

- -

- -

事務事業名 460

スポレク施設建設見直し事務
今後の
方向性

目標・活動量指標

見直し方針を決定（H22）

Ｈ23年度予算へ反映（H22）

決算額

　当該土地については、当面駐車場を備え、三面をフェンスで囲んだ芝生広場として整備し、誰でも利用で
きる多目的広場として有効に活用することとしており、平成24年4月からの利用開始を予定している。

平成22年度実施内容

2
堀越地区全天候型スポレク施設
建設の見直しをします

　地域住民や関係団体から反対
意見のある全天候型スポレク施
設について、市民や関係団体の
意見を聞きながら建設計画を一
から見直しする。

  平成22年5月、庁内検討会議を設置し、見直しの手順や方法を検討。
　平成22年6月議会において、見直し内容を検討する市民懇談会の開催経費を予算化。
　平成22年6月から7月にかけて、市のホームページや広報で市民の意見を募集するとともに、地元町会な
ど関係14団体から意見を聞き取り。
　平成22年9月、公募を含む市民各層各界16名の委員で組織する市民懇談会を設置。建設予定地の見学
を行うとともに、12月までに4回の会議を開催し、最終日に提言書としてまとめ市に提出。
　平成22年12月、市民懇談会の提言書などを参考に、スポレク施設建設中止と土地を「多目的広場」として
整備する見直し方針を決定し、議会に報告するなど「工程表どおり実施済み」となっている。

　平成22年12月、見直し方針を決定し、公表。
　平成23年3月議会において平成23年度当初予算に多目的広場整備費26,000千円を計上しており、「目標
を達成済み」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

Ａ

H22 H23

目標値 7,500 9,000

実績値 7,566

事務事業名

観光振興事業ほか
今後の
方向性

目標・活動量指標

観光客入込数 基準値（H20） 7,162千人

決算額 個別施策工程表に記載

　通年観光商品の充実化を図りながら、受入態勢の整備や情報発信を強化し誘客活動を進める。

平成22年度実施内容

3

東北新幹線新青森駅開業（全線
開通）・弘前城築城400年を絶好
の機会ととらえ、早急に実効性の
ある観光施策を行います

　観光情報発信の強化、観光資
源の磨上げ、受入態勢の整備な
どによって、誘客拡大と交流人
口増加に努める。

　観光局の設置や各事業も実施しており｢工程表どおりに実施済み」となっている。
　観光局を設置し、観光物産課に2名増員(7月）。東京チーム2名配置（10月）。
　観光振興アクションプログラム策定（3月)
　新幹線開業に向けた各種イベント開催
　観光資源掘り起こしのモニターツアー他
　ＪＲ弘前駅～土手町～弘前公園まで観光案内誘導標識設置（英語、韓国語、中国語（繁、簡体字）
　台湾、香港へのトップセールス（12月)
　400年祭記念事業【全国城下町シンポジウム津軽弘前大会（6月）、津軽に眠る名宝展（11月～1月）、狂言
弘前特別公演（12月）など】

　観光客入込数は4大まつりをはじめ、滞在型の通年観光を造成し、それに関わる市民が増え、弘前感交劇
場の理念が浸透し始め効果が徐々に現れてきているものと思われ、観光客入込数が7,566千人となり「目標
を達成済み」と評価した。
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

H22 H23 H24 H25

9,667

今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

A

H22 H23 H24 H25

778,608 - - -

今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

A

H22 H23 H24 H25

74,564

今後の
方向性

平成22年度実施内容

(1)-3 津軽歴史文化財保存整備事業
　津軽氏城跡の保存整備と歴
史・文化資料の展示施設を整備
する。

　展示施設に関しては、基礎調査業務を実施したが、震災の影響で平成23年5月に完了予定である。
　石垣に関しては、地質調査等を実施したが、測量業務と石垣カルテ作成業務は震災の影響で平成23年度
にずれ込んでいる。
　堀越城跡に関しては、発掘調査や土地買上等を実施したが、基本設計業務は、震災の影響で平成23年
10月に完了予定である。
　事業全体について「工程表どおり実施済み」となっている。

決算額

　展示施設に関しては、基本設計業務を実施するとともに、用地の交渉を進めていく。石垣に関しては、工
程表通りに調査や基本計画策定を継続する。堀越城跡に関しては、基本設計完了後、本丸から順次実施
設計を行い、便益施設を含めて整備工事を行うとともに、史跡指定地等の買上を進めていく。

平成22年度実施内容

(1)-2 学校給食センター整備事業

　老朽化している西部学校給食
センターを合併後早期に改築す
る。
　また、新市の全中学校に学校
給食を拡大する。

　平成22年度は、4月に完成して8月から本稼働することとしていたが、「工程表どおり実施済み」となってお
り、これにより新市の全中学校に学校給食を拡大した。

決算額

　－

平成22年度実施内容

(1)-1

　平成22年度中に新公共施設予約システムの構築を完了し、平成23年4月1日から稼働した。「工程表どお
り実施済み」である。

決算額

　平成22年度末までに公共施設間のネットワーク網の基盤整備を完了した。

小中学校・地域イントラネット整
備事業

　小中学校、社会教育施設、体
育施設の公共ネットワーク網の
基盤整備を行う。
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

A

H22 H23 H24 H25

33,161

今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

H22 H23 H24 H25

5,250

今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

A

H22 H23 H24 H25

-

今後の
方向性

平成22年度実施内容

(1)-6 防災行政無線統合整備事業

　旧弘前市、旧岩木町、旧相馬
村において整備された防災行政
無線の周波数統合とデジタル化
を行い、災害時等における市民
への情報伝達体制の強化を図
る。

　平成22年度は、旧市町村において整備された無線の課題等を検討し、周波数統合及びフルデジタル化を
今後進めていくための整備方針を策定したことから「工程表どおり実施済み」とした。

決算額

　平成23年度に基本設計、平成24年度に実施設計を行う。平成25年度以降に、移動系・同報系無線のフル
デジタル化等の施設整備を行い、防災体制の強化を図る。

平成22年度実施内容

(1)-5 サインナビゲーション整備事業

　弘前市及び周辺市町村におけ
る主要な公共施設及び観光施
設への案内誘導を行うため、国
道・県道、市幹線道路等に適切
な施設誘導サインを整備し、来
訪者の利便向上を図る。

　平成22年度は、岩木地区（高岡・百沢）にオーバーハング式サインを２基新設しており、「工程表どおり実
施済み」となっている。

決算額

　平成22年度に設置した２基をもって、サインナビゲーション整備事業は事業完了となった。

平成22年度実施内容

(1)-4 アップルロード整備事業

　補修や更新とともに、部分的な
勾配・カーブ改良及び橋りょう補
修など、より安全な道路構造へ
の整備を行う。

　平成22年度は、県営事業として採択された兼平・三本柳間L=5.6㎞のうち、延長L=4.15㎞の路面改良等の
事業費の一部を負担した。また、上岩木橋・小栗山間L=9.6㎞の県営事業としての採択に向け、調査計画を
実施しており、「工程表どおり実施済み」となっている。

決算額

　今後は、県営事業として採択された兼平・三本柳間の路面改良等の事業費の一部を負担する。また、上岩
木橋・小栗山間L=9.6㎞の県営事業としての採択に向け、資料作成を実施するとともに、旧建設省工区の路
面、歩道および橋梁補修を順次進める。
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

A

H22 H23 H24 H25

150,000

今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

H22 H23 H24 H25

0

今後の
方向性

平成22年度実施内容

(1)-8 新しいまちづくり人材育成事業

　合併特例債を活用して積み立
てたまちづくり振興基金（30億
5000万円）の運用益を活用し、
様々なまちづくり人材育成事業
を行う。

　平成22年度は、基金の充当はなかったが5件の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。
 決算額は基金の充当がなかったので0としている。

決算額

　平成23年度以降は、まちづくり振興基金の運用益を「市民参加型まちづくり１％システム事業」へ充当し、
同事業において様々なまちづくり人材育成事業を行っていく。

平成22年度実施内容

(1)-7 広域環状道路整備事業

　弘前市及び周辺市町村をネッ
トワークする広域環状道路として
独狐地内から高屋地内を経由し
アップルロードに接続する。

　平成22年度は、2件の用地買収を実施し、用地買収はすべて完了した。また、遺跡調査を行っている地区
を除いた区間の道路改良L=419mと、後長根川に架設される橋梁下部工を実施し、「工程表どおり実施済
み」となっている。

決算額

　今後は、後長根川に架設される橋梁上部工と、遺跡調査の進捗状況を考慮しながら道路改良及び舗装工
事を順次進める。
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

A

H22 H23 H24 H25

643,089

今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

C

H22 H23 H24 H25

2,027

今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

H22 H23 H24 H25

45,262

今後の
方向性

平成22年度実施内容

(2)-3 住民ふれあいセンター整備事業

　相馬総合支所や周辺にある老
人福祉センター、御所温泉、中
央公民館相馬館などを再編し、
庁舎機能と交流機能を有した複
合施設、（仮称）相馬地区住民
ふれあいセンター建設を実施す
る。

　平成22年度は、地質調査、温泉掘削工事、基本・実施設計、造成工事測量設計、利雪創造センター改修
工事を実施し、「工程表どおり実施済み」となっている。

決算額

　平成23年度は、解体工事及び造成工事に着手、平成24年1月には本体の整備に着手し、平成25年中に
は開設を目指して整備を進めていく。

平成22年度実施内容

(2)-2 下水道施設整備推進事業
　岩木地域の下水道施設整備を
促進する。

　旧岩木町の上弥生地区、杉山地区に対して、旧弘前市の弥生地区と合同で下水道事業の説明会を開催
した。その後で整備についてのアンケート調査を実施しているが、年度内に結果がまとまらなかったことか
ら、「工程表より遅れている」と評価した。

決算額

　今までに実施したアンケート調査結果による地元の意向を基に、岩木地域の百沢地区、常盤野地区、龍ノ
口地区も含めたこれらの地域における下水道の整備方法について検討、決定する。

平成22年度実施内容

(2)-1 小中学校施設整備推進事業

　遅れている弘前地域の小中学
校の施設整備を推進する。

・堀越小学校校舎改築事業
・西小学校屋外運動場整備事業
・第四中学校校舎改築事業
・中学校屋体暖房整備事業

　平成22年度は、第四中学校校舎改築工事（Ⅱ期工事）を予定していたが、「工程表どおり実施済み」となっ
ている。

決算額

　平成23年度には、中学校屋体暖房の整備を予定しており、冬期間前に設置を完了したい。
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※1
市民参加型まちづくり１％シ
ステム事業

　市民税の１％相当額を、各種団体などに対する助成費として支援し、市民参加型まちづくりを実現することを目的とするもの。

※2 市民参画担当チーム
　市民との情報共有を促進し、市民参画・市民との協働のための土台づくり、市民の声に応える開かれた市役所作りを進めることを目的と
した担当組織。

※3 マルシェ 　フランス語で「市場」のこと。

※4 集落営農組織 　集落単位で農家が各自の農地を持ち寄り、共同で農機具を所有したり、農作業を行ったりする組織。

※5 農商工連携 　農林水産業者と商工業者がそれぞれの有する経営資源を互いに持ち寄り、新商品・新サービスの開発等に取り組むこと。

※6 ニ地域居住 　都会に暮らす人が、週末や一年のうちの一定期間を農山漁村で暮らすこと。

※7
コミュニティビジネス・ソー
シャルビジネス

　地域住民が、地域資源を活用して、地域におけるさまざまな課題・問題を解決するために、事業（ビジネス）手法を用いて活動するもの。

※8 レトロモダン 　「新しさの中にどこか懐かしさを感じさせる」又は「古いものが逆に新しさを感じさせる」さま。

※9 景観計画
　景観法に基づき、景観行政団体が策定する計画で、良好な景観の形成に関する方針や行為の制限等を定めるもの。弘前市は、平成２
４年４月をめどに策定を進めている。
　「景観行政団体」とは、景観法に規定する良好な景観形成を推進するための具体的な施策を実施できる地方公共団体のこと。

※10 中心市街地活性化基本計画
　中心市街地の活性化に関する法律に基づき、中心市街地の活性化に関する施策を総合的・一体的に推進するための基本的な計画。
弘前市の計画は、平成20年7月に内閣総理大臣の認定を受けている。

※11 歴史的風致維持向上計画

　地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づき、歴史的風致の維持及び向上に関する施策を推進するための計画。
弘前市の計画は、平成22年2月に国（文部科学・農林水産・国土交通各大臣）の認定を受けている。
　「歴史的風致」とは、地域における固有の歴史や伝統を反映した人々の活動と、活動が行われる歴史上価値の高い建造物及び周辺の
市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境のこと。

用 語 解 説 
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※12 アセットマネジメント
　橋りょう・トンネル・舗装・上下水道施設・河川構造物・電力設備等の公共施設を資産ととらえ、その損傷・劣化等を将来にわたり把握す
ることにより、最も費用対効果の高い維持管理を行う概念。

※13 ファシリティマネジメント
　企業・団体等が組織活動のためファシリティ（経営資源）を総合的な判断のもと、最も有効に企画・運営・活用し組織の目的を達成する
経営活動。

※14 MICS事業

　MICS：Ministries　Intelliｇence　Complete　Systemの略。
　汚水処理施設共同整備事業。
　　生活排水処理に関する事業は、公共下水道、農業集落排水事業、合併浄化槽事業などにより実施されており、し尿汚泥や浄化槽汚
泥も下水処理場で一括して共同処理する事業。

※15 ライド・トゥー・パーク
　マイカーや電車、観光バス等で弘前公園を訪れようとする市民や観光客が、駅や土手町周辺の駐車スペースから、中心市街地を通っ
て移動することの意味の造語。
　これにより、中心市街地のにぎわいを図ろうとするもの。

※16 ユニバーサルデザイン 　文化・言語・国籍・老若男女といった違いを問わずに利用することができる施設・製品等のデザインのこと。

※17 福祉除雪 　高齢者や障害者など、自ら除雪を行うことが困難な世帯のために、地域住民の助けあいによるボランティア除雪などを行うもの。

※18 通学路スクラム除雪 　除雪機械の貸し出しにより、町会やＰＴＡなどが通学路（歩道）の除雪を行い、児童の交通安全を図るもの。

※19 都市計画マスタープラン
　都市計画法に基づき、市の都市計画に関する基本的な方針を定めるもので、土地利用の規制・誘導、都市施設の整備など都市づくり
の指針となるもの。

※20 やさしい日本語
　災害が起きたときに、外国人が情報弱者にならないようにするために考え出された、簡単でわかりやすい日本語のこと。「Ｅａｓｙ　Ｊａｐａｎｅ
ｓｅ」ともいう。友人との待ち合わせ（時間や場所を決める）ができたり、自分の欲しいものを説明して買い物ができたりする程度の日本語能
力があれば理解できる日本語のことで、おおむね、外国人のための日本語能力試験３級程度の２０００語で作られている。

※21 ＰＦＩ
　Private－Ｆｉｎａｎｃｅ－Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ（プライベート・ファイナンス・イニシアチブ）の略。
　公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術力を活用し、効率的かつ効果的に質の高いサービスの提供
を行う手法。

※22 インフラ
　インフラストラクチャー（Infraｓｔｒucture）の略。
　産業や生活の基盤として整備される施設（社会資本）のこと。

※23 指定管理者制度
　多様化する住民ニーズに、より効率的・効果的に対応するため、体育施設や交流センターなど公の施設の管理に民間の能力を活用し
つつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするもの。
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※24 エコファーマー
　「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、土づくり技術、化学肥料使用低減技術、化学合成農薬使用低減
技術を一体的に導入する計画を立て、県の認定を受けた農業者の愛称のこと。

※25 エスコ事業
　エスコとは、エネルギーサービスカンパニー（Energy Service Company)の略であり、施設内における省エネルギーに関する技術提案、
改修指導、効果の検証、保守管理等のサービスを包括的に提供し、それまでの環境を損なうことなく省エネルギーを実現する事業。

※26 インハウスエスコ事業 　インハウス（組織内）において、エスコの仕組みを用いて事業を展開する事業。

※27
放課後児童健全育成事業
（なかよし会）

　放課後や土曜日、長期の学校休業日に共働きなどで家庭において適切な保護を受けられない小学校1年生から3年生の児童を、保護
者に代わって児童館・児童センターのない小学校区ごとに児童を保護育成する事業。

※28 子育て支援センター
　地域の子育てを応援するための事業を行う場所。専任の職員が常駐し、家庭で保育している保護者と子どもが自由に遊んだり交流する
ことのできる場所の開放、子育てに関する相談や、情報の発信、講座などを行う。

※29
ひろば型子育て支援セン
ター

　常設のつどいのひろばを設け、地域の子育て支援機能の充実を図る取り組みを実施するもの。公共施設の空きスペース、商店街空き
店舗、民家、アパート等において、子育てに関して意欲があり、子育てに関する知識・経験を有する者（保育士資格は必要ない）を2名以
上配置し、週3日以上、1日5時間以上開設。

※30 児童館・児童センター 　18歳未満の児童が遊びやスポーツを通じて友達の輪を広げ、明るく健やかな児童の育成と体力の増進を図ることを目的とした施設。

※31
学園都市ひろさき高等教育
機関コンソーシアム

　高等教育機関のさらなる魅力と質の向上を高めるとともに、教育・文化・観光産業・医療の振興などの分野を通じて、地域の自立と発展
に向け一層の貢献を図っていくことを目指し、市内の6高等教育機関の連携により平成19年10月22日に設立された組織。

※32
Ｔ・Ｔ（ティーム・ティーチン
グ）

　複数の教員が役割を分担し、協力しながら授業を行う指導方法のことで、これまでの１学級（教科）担任制では充分とは言えなかった、
児童生徒一人ひとりの実態に応じた指導が行われる。

※33 ALT

　外国語指導助手（ALT：Assistant Language Teacher）のこと。
　学校や教育委員会で日本人外国語担当教員の助手として職務に従事したり、教育教材準備や英語研究会等の課外活動に従事するも
の。
　地域の国際化を目的とする「語学指導等を行う外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）」において、総務省、外務省、文部科学省及び財団
法人自治体国際化協会の協力の下に、地方公共団体に派遣されるもの。

※34 シーズ 　商品等を開発するための技術、ノウハウ、アイデア、人材、設備などのこと。
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※35 介護相談員派遣等事業
　市から派遣された介護相談員が特別養護老人ホームなどを訪問し、利用者やその家族から介護サービスに関する疑問や不満を聴き、
サービス提供事業者との橋渡しをしながら、問題の改善や介護サービスの質の向上を図ることを目的とするもの。
　介護相談員は、市が公募し、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する市民の中から市長が委嘱する。

※36 定住自立圏構想
　地方圏において安心して暮らせる地域を形成するため、中心市と周辺市町村が相互に連携・協力しながら、生活に必要な生活機能を
確保して魅力あふれる地域の形成を進めて人口の定住を促進するもの。

※37 中心市宣言 　中心市が、連携する意思を有する周辺市町村の意向に配慮しつつ、地域全体の中心的な役割を担う意思等を公表すること。

※38 定住自立圏形成協定 　中心市と周辺市町村が、１対１で連携する取り組みについて、それぞれの議会の議決を経て定める協定。

※39 周辺市町村
　中心市（人口が５万人程度以上で、昼間人口を夜間人口で除した数値が１以上の都市）と近接し、経済、社会、文化又は住民生活にお
いて密接な関係を有する市町村。

※40 定住自立圏共生ビジョン 　定住自立圏形成協定の締結により形成された圏域全体における、将来像や連携して推進する具体的取組を記載したもの。

※41 合併戦略プロジェクト
　市町村合併にあたり策定した新市建設計画において、新市の一体性の確保と地域の均衡ある発展という観点から、特に重要なものとし
て掲げた事業のこと。

※42 財政調整基金 　経済事情の著しい変動や災害等の緊急事態による財源不足に備えて積み立てをしている貯金のこと。

※43
市債発行額のうち地方交付
税措置のないもの

　市債には様々な種類があり、その中に毎年の返済分を国から地方交付税として交付されるものがある。
　本指標は、この国からの援助がない、市が独自に返済していかなければならない市債発行額の割合を示しており、市が事業を行うに際
し、地方交付税措置のある市債を活用し、極力一般財源を節約していることを示すもの。

※44 エリア担当制度
　市職員が通常の業務とは別に「地域の担当者」として、行政の立場から地域とのパイプ役となり、地域づくりについての助言や協力、広
聴活動等により地域活動（町会活動）を支援する仕組みのこと。
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