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22 23 24 25

15.0 20.0 22.0 25.0

20.9 31.7

64.0 66.0 68.0 70.0

49.7 71.5

※(63.7) ※(89.1)

74.0 75.0 76.0 77.0

68.5 83.2

※(74.3) ※(86.5)

29.0 30.0 32.0 33.0

33.6 33.4

13 25 50 50

16 30

-  150,000 180,000 200,000

-  185,594

-  500 1,500 1,900

-  514

127 131 135 140

143 146

-  100 100 100

-  23

964 976 988 1,000

1,013 1,076

H23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

H25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

　　※(　)書きは｢わからない｣の回答を除いた場合

　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
H23目標値
に対する
達成率

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 ○ ○

○ ○

○ ○

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 ○ ○％ 61.3

％ 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

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

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 ○ －

⑦メールマガジン登録件数　1,900件を目指します。 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

業務取得

－

123 ○

○

0

○

○ －

－

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。

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

×
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

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

－　11　－
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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２３年度の目標値に対する達成率は、「目標を達成済み」が９項目、「目標を達成できない」
が１項目となっております。また、目標を達成済みの９項目のうち、６項目が平成２５年度の目標値を上回る状況となっております。

　平成２３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。これは、各種施策により、市民がまちづくりに参画するシステムが構築されてきた
ことによるものと考えます。「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。」についても、目標を達成していま
す。これは、「市長車座ミーティング、車座ランチ」などの広聴活動をホームページ等の広報媒体により周知に努めた結果、市民の関心が高まり満足
度が増加したものと考えられます。
　しかしながら、業務取得による「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。」については、目標が達成できませんでし
た。達成できなかった主な要因としては、当該事業が平成２３年度の新規事業ということで、周知期間が短く事業内容が十分理解されなかったこと、
また、公募による申請に慣れていなかったことが考えられます。今後は、新たにエリア担当制度を活用しながら制度の周知を図るとともに、制度の理
解を深めるための実践セミナーの開催や申請しやすい制度内容への見直しを検討するなど、市民がより活用しやすいシステムづくりを進めてまいりま
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」では組織の設置であり、目標・
活動量指標を設置していないことから「判断できない」とした１項目を除いて、５項目が「目標を達成済み」、１項目が「遅れている」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、市民参加型まちづくり１％システム支援事業数が目標を下回った
ものの、各施策等の取り組みに一定の成果が見られることから、めざす姿に向けてはおおむね順調に推移していると考えます。
今後も、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るよう、各施策に取り組んでまいります。
　

約束全体の評価

－　12　－
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事務事業数 進捗率 達成率

1 A A

1 A C

1 A A

1 A A

1 A A

1 A -

2 A A

【市民が主体となったまちづくりを実現します】

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）

○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

【市民との対話を促進します】

643 9,913

438 68,691 67,977 67,977

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

○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）

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

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

－　13　－
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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回

- 1回

事務事業名 0 0

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

- 23

事務事業名 0 8,346

今後の
方向性

1-2

　平成23年6月より本システムを導入し、市民自らが実践するまちづくり・地域づくり活動に対する支援を開
始したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は、「支援事業数100件／年」としているが、平成23年度の実績は23件の支援に留まっ
たことから、「遅れている」と評価した。

決算額

目標・活動量指標

　新たにエリア担当制度を活用しながら制度の周知を図るとともに、制度の理解を深めるための実践セミ
ナーの開催や申請しやすい制度内容への見直しを検討するなど、市民がより活用しやすいシステムづくり
を進めていく。

平成23年度実施内容

　平成23年度事業計画のとおり、市長給与の市民評価反映方法を決定した上で、市民評価アンケートの
実施により、市政に対する市民評価の回答を集計し、その結果を市長給与に反映させた（減額しなかった）
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１回/年」と「市民評価の給与への反映１回/年」としており、予定ど
おり進捗したことから、「目標を達成済み」と評価した。

平成23年度実施内容

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

1-1

決算額

市民参加型まちづくり１％システ
ム事業（※1）

　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。

支援事業数 100件/年

　市民評価アンケートの実施、市政に対する市民評価の取得、その結果を市長給与に反映するまでの一
連の工程を継続して実施していく。

特別職報酬等決定事務

市長の給与の決定について市
民の評価などを反映

- 14 -
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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

- 2,130

事務事業名 0 958

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

8回 12回

82人 115人

事務事業名 0 0

今後の
方向性

1-4

　市長車座ミーティング、車座ランチともに公募、開催したことから「工程表どおり実施済み」と評価した。
　また、市政懇談会についても、8地区で開催し、より多くの参加のもと意見交換が行われた。

　目標・活動量指標は、12回/年になっており、月1回のペースで、市長車座ミーティング11回、市長車座ラ
ンチ1回の計12回を開催したことから「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

【参考】参加者数　 96人(H24・25)

市長車座ミーティング、車座ラン
チ（市政懇談会の見直し）

市長車座ミーティング、車座ラン
チ事業

　回収率の向上（35.5％→40％）を目指すほか、調査結果から得られる特徴的な傾向等を可視化する工夫
を行い、公表する。

市民評価アンケート事業

平成23年度実施内容

目標・活動量指標
1-3

　市民との対話により情報を共
有し、共に考えて、施策へ反映
させていくために、少人数の市
民グループを対象として、市長と
直接話し合う機会を作る。（「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

開催回数　 12回/年(H23)

　市政に対する市民の評価を把
握し、施策の企画・改善等に活
用するために、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23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年度は、アンケートを実施（作成、郵送、集計及び公表）することとしていたが、16歳以上の市民
6,000人を無作為に抽出して、平成23年5月にアンケートを郵送し、集計の上、その結果を8月に公表したこ
とから、「工程表どおりに実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標を「アンケート回答者数」としているが、目標の回答者数2,000人に対し、2,130人から回
答を得たことから、「目標を達成済み」と評価した。

アンケート回答者数 2,000人/年（送付人数6,000人）

決算額

　市長車座ミーティング、車座ランチで行われた意見交換の結果を、市のホームページやラジオ広報等
で、市民へ周知するだけでなく、この対話がきっかけで施策に反映された事例も紹介することで、広聴と広
報の好循環を図っていく。
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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 0

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% 30%

30% 56%

事務事業名 0 0

今後の
方向性

1-5

　平成23年4月より、市民参加・協働に関する窓口として市民参画センター内に「市民との協働推進室」を
設置し、市民参加型まちづくり１％システムの実施や各種団体との情報共有、ボランティア活動などの支援
を行ったことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。
　平成24年4月からは市民との協働推進室の業務の効率化を図るため、一部機能を市民参画センターから
市役所本庁に移転し、課名を「市民との協働推進課」に改めた。

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

【参考】
公募可能な審議会等における公募実施割合　100%（H25）

決算額

目標・活動量指標

-

1-6

　平成22年度から引き続き、委員改選が行われる審議会等で、公募が可能なものについては、公募枠の新
設を行い、女性・若者の選出についても可能な限り考慮した。委員改選が行われた審議会等では、「工程
表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動指標は「公募枠のある審議会等の割合」で、平成23年度末では、47の審議会等のうち14で公
募を実施し、その割合は全体の30％となっていることから、「目標を達成済み」と評価した。

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。

　委員改選や新設される審議会等について、公募枠の設置が可能なものについては、設置を図っていくと
ともに、女性・若者の選任も可能な限り拡大するよう努める。

　組織の設置であり、目標・活動量指標を設置していない。

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。

市民参画担当チーム設置
　引き続き市民参加・協働の推進を目指した各種事業を実施していくほか、協働によるまちづくりを促進す
るための基本ルールや仕組みを定める「自治基本条例」の制定に着手する。

平成23年度実施内容

平成23年度実施内容

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）

各種審議会等関係事務

- 16 -



- 17 -

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

－ 185,594件

643 0

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

－ 514

－ 39回

0 609

今後の
方向性

平成23年度実施内容

　前年度末から運用を開始したことから「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は200,000件(H25)としているが、平成23年度の目標値は150,000件としており、これを
達成したことから「目標を達成済み」と評価した。

　目標・活動量指標は、1,900件(Ｈ25)としているが、平成23年度の目標値は500件としており、これを達成し
た。また、配信件数についても月1回の配信を予定したところ週1回配信できたことから「目標を達成済み」
と評価した。

　7月4日から毎週月曜日に発行したことから「工程表どおり実施済み」と評価した。

携帯サイトのアクセス数
　150,000件(H23)、180,000件(H24)、200,000件（H25）

目標・活動量指標

平成23年度実施内容

メールマガジン配信回数 1回/月（12回）

決算額

1-7

　携帯サイト、メールマガジンともに各年度における目標・活動量指標を達成していることから「目標を達成
済み」と評価した。

メールマガジン登録件数
　500件(H23)、1,500件(H24)、1,900件（H25）

　他の広報手段により携帯サイトのPRを行うほか、内容の充実などによりアクセス件数の増加を図っていく。

　携帯サイトは前年度末から、メールマガジンは7月から運用を開始したことから「工程表どおり実施済み」
と評価した。

決算額

平成23年度実施内容

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
るという点を充分に生かし、他の広報手段と連携しながら登録件数の増加を図る。

目標・活動量指標

- 17 -



- 18 -

取得方法 単位 基準値
H22
実績

H23
実績

H24
目標

H25
目標

(H21)
13.0 20.9 31.7 22.0 25.0

23 100 100

(H21)
61.3 63.7 89.1 68.0 70.0

(H22)
5,120 5,551 4,607 5,644 5,617

(H21)
73.0 74.3 86.5 76.0 77.0

(H22)
19.0 30.0 56.0 100.0 100.0

(H21)
28.1 33.6 33.4 32.0 33.0

⑥公募可能な審議会等における公募実施割合100％を目指します。 業務取得 ％

③「市長車座ミーティング」、「わたしのアイデアポスト」、「市政懇
談会」など市民から広く意見を聴く広聴活動に満足している市民を増や
します。

市民評価
アンケート

-

⑤「広報ひろさき」、「市ホームページ」など市民に広く市政情報を提
供する広報活動に満足している市民を増やします。

市民評価
アンケート ％

％

％

-  

【参考】アクションプラン２０１２掲載指標　～めざす姿の達成状況を示す指標（数値目標など）～

指標名

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 ％

②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

旧指標「⑥携帯サイトのアクセス数　200,000件を目指します。」を削除

旧指標「⑦メールマガジン登録件数　1,900件を目指します。」を削除

旧指標「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。」を④に統合

旧指標「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。」を④に修正

旧指標「⑤公募枠のある審議会等の割合　50％を目指します。」を⑩に修正

④広聴事業への参加者数を増やします。 業務取得 人

⑦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

約束１ 市民主権システムを実現します。
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