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（１）一体感のあるまちづくりプロジェクト

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

平成23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年度に事業完了済み

決算額

平成23年度実施内容

(1)-1
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。

　平成22年度に事業完了済み

決算額

合併戦略プロジェクト
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

A

H22 H23 H24 H25

74,564 45,435

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

33,161 41,799

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 0

今後の
方向性

平成23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年度に事業完了済み

決算額

―

平成23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23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L＝0.56㎞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㎞のうち小栗山地区L＝1.96㎞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、歩道の補修を実施したことから、「工程
表どおり実施済み」と評価した。

決算額

　今後は、県営事業として採択されている兼平・三本柳間の路面改良等及び新規採択された小栗山地区の
線形・勾配修正等の事業費の一部を負担するとともに、旧建設省工区の路面及び橋梁補修を順次進める。

平成23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。

　津軽歴史文化資料展示施設に関しては、基礎調査をもとに基本設計を策定した。
　堀越城跡に関しては、発掘調査とともに基本設計及び本丸実施設計を実施したが、二之丸実施設計委託
と本丸工事には至らなかった。
　弘前城跡本丸石垣に関しては、試掘調査を石切丁場跡調査に変更し、地質調査及び石垣カルテ作成業
務を継続実施した。
　以上のことから、全体として「工程表どおり実施済み」と評価した。

決算額

　津軽歴史文化資料展示施設に関しては、建設予定地の測量及び用地取得を行い、盛土整備工事に着手
するとともに、基礎設計に基づき実施設計を行う。
　堀越城跡に関しては、発掘調査及び二之丸実施設計を行うとともに、本丸整備工事に着手する。
　弘前城跡本丸石垣に関しては、平成23年度に石垣修理委員会により修理の方針が決定したので、今後は
発掘調査に着手するとともに、修理範囲及び工法等の検討並びに全体計画の策定を進める。
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

A

H22 H23 H24 H25

－ 6,186

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

150,000 109,155

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 0

今後の
方向性

平成23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23年度から、人材育成面での効果を期待できる「市民参加型まちづくり１％システム事業」及び岩木・
相馬活性化支援補助事業を実施し、その財源として基金運用益を充当することとしたので「工程表どおり実
施済み」と評価した。
　なお、両事業とも一般財源で賄うことができたため、基金からの充当は必要なく決算額は0となった。

決算額

　これからも市民と行政との協働によるまちづくりを積極的に展開するため、将来を担う人材育成事業に取り
組む。

平成23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23年度は、独狐蒔苗線の遺跡調査を行っている地区を除いた区間の道路改良L＝350ｍと、後長根
川に架設される橋梁上部工を実施しており、「工程表どおり実施済み」と評価した。

決算額

　今後は、独狐蒔苗線の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ととも
に、当路線の延伸である蒔苗鳥井野線の測量・設計業務を進める。

平成23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。

　基本設計業務委託を実施したことから「工程表どおり実施済み」と評価した。
なお、平成23年度緊急防災・減災事業債を活用し実施設計委託費を補正し、平成24年度へ繰越した。

決算額

　実施設計を業務委託済（8月完了予定）。9月議会で工事費補正、12月議会で契約承認後、移動系無線か
ら順次施設整備工事を行う。平成25年度の工事完了を予定。
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（２）地域の均衡ある発展プロジェクト

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

H22 H23 H24 H25

643,089 824,425

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

2,027 1,586

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

80,651 70,021

今後の
方向性

平成23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。

　旧議事堂等の解体工事、センター建設地造成工事が終了し、センター建設工事に着手したことから、「工
程表どおり実施済み」と評価した。

決算額

 センター建設の工事は、計画どおり順調に進んでいることから、平成25年4月の供用開始に向けて、整備を
進めていきたい。

平成23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。

　下水道未整備地区の整備手法について検討した結果、百沢・常盤野地区については、特定環境保全公
共下水道事業での整備を実施し、弥生地区については、農業集落排水事業での整備を予定している。　ま
た、龍ノ口地区については、公共下水道事業での整備を予定していることから「工程表どおり実施済み」と
評価した。

決算額

　百沢、常盤野、弥生地区については、6月に事業説明会を開催し、龍ノ口地区については、国交省より河
川敷への下水道管埋設の内諾を得たことにより、河川占用を申請する。

平成23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

　第四中学校新校舎が竣工し、旧校舎の解体工事も予定どおり進捗した。また、中学校8校への屋体暖房整
備事業が予定どおり完了したことから「工程表どおり実施済み」とした。

決算額

　旧校舎跡地の屋外環境整備を平成24年度に完了させ、快適な教育環境の整備を実現させる。
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