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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。 

 

 

 

 

 

 

 

７つの約束を実現するための１００の施策
個別施策の具体的な実施内容、概算所要額等を掲載

スマイル３３プログラム（重点事業）

チャレンジ６７（計画期間中にチャレンジする事業）

一体感のあるまちづくりプロジェクト

合併戦略プロジェクト
新市建設計画から引き継いだ１１の合併戦略事業を掲載

地域の均衡ある発展プロジェクト

対応策

７つの約束
現状と課題、これを踏まえためざす姿とその達成状況を示す指標を掲載

約束１ 市民主権システムを実現します
約束２ ひろさき農業・産業おこしに取り組みます
約束３ 魅力あるまちづくりを進めます
約束４ 子育てするなら弘前で、を目指します
約束５ 命と暮らしを守ります
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
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

めざす姿、達成状況を示す指標現状と課題

７つの約束を実行
することで実現

ダッシュ３ ３つの緊急事業
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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、アクションプランの策定と連携して、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」を作成し、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。 

これらを踏まえ、平成２４年３月に改訂版「アク 
ションプラン２０１２」を策定し、公表しました。 

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 

「弘前市アクションプラン 2010（平成２２年１０月策定）」の平成２３年度の達成状況を評価し、この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の見直しにつなげるために実施します。 

 

 

３．自己評価の方法 

（１）平成２３年度に実施した事業内容を振り返って評価します。 
 
（２）業務上取得できる各種データ等に基づいて評価します。 
 
（３）市民評価アンケートの実施結果を活用して評価します。 

（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。） 

 
（４）自己評価の手順等 

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 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。 
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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 遅れている 

－ 未着手 

 

 

(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。評価方法は、①「１０３の施策」及び「ダッシュ３」と同様としました。 

   

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。 

 

④「アクションプラン２０１２」の各約束に掲載した指標を参考添付 

  平成２４年３月に改訂し公表した「アクションプラン２０１２」の約束部分の指標の動向を、各約束の最後に参考として添付しました。 
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 ４．達成状況の概要 

   （１）個別施策（１００＋３） 

① 進捗率は、「Ａ」＋「Ｂ」が９６％を占め、ほぼ工程どおり実行している。 

② 達成率は、「－」を除いた場合には、「Ａ」＋「Ｂ」が８５％を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２）合併戦略プロジェクト 

   平成22年度に事業完了しているものも含め、11の施策全てが進捗率「Ａ」で 

あり、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 

「－」を除いた場合には、「○」が５８％、「×」が４２％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 8 7.8%

Ｃ 4 3.9%

－ 0

計 103 100.0%

達成率 

数 
割合（％） 

「－」を除く 

Ａ 44 51.8% 

Ｂ 28 32.9% 

Ｃ 13 15.3% 

－ 18  

計 103 100.0% 

進捗率 割合（％） 

Ａ 11 100.0%

Ｂ 0 0.0%

Ｃ 0 0.0%

計 11 100.0%

項目 数 割合（％） 
割合（％）

「－」を除く

○：目標を達成済み 44 47.3% 57.9%

×：目標を達成できない 32 34.4% 42.1&

－：判断できない 17 18.3%

計 93 100.0% 100.0%
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５．評価の日程 

 

 
時　期 内　　　　容

Ｈ２４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

６月～７月 市長・副市長への部局評価説明

７月６日 第１回市民評価会議
評価方法に関する協議
約束部分、個別施策（約束毎に３つ程度選定）に関する協議

８月１０日 第２回市民評価会議 約束部分、個別施策（約束毎に３つ程度選定）に関する協議

８月２７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、今後の計画等）

８月３０日

８月３０日 第３回市民評価会議 約束部分、個別施策（約束毎に３つ程度選定）に関する協議

９月２７日
（予定）

第４回市民評価会議 約束部分、個別施策（約束毎に３つ程度選定）に関する協議

１０月
（予定）

第５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

H25年度予算編成方針と併せて公表

１１月～
（予定）

アクションプランの改訂作業　　　　　　　　　　　　

３月
（予定）

弘前市アクションプラン改訂版（２０１３）の策定、公表

項　　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　　（第三者評価）

自己評価（各部評価）市長説明

「自己評価報告書」の策定、公表

全

庁

評
価
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約束部分の評価の見方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 23 24 25

67.0 68.0 69.0 70.0

55.2 62.6

※(59.1) ※(66.9)

53.0 60.0 65.0 65.0

55.1 55.7

650 700 750 750

747 759

85.0 87.0 90.0 90.0

83.6 87.1

91.0 93.0 95.0 95.0

91.1 92.4

3 6 9 9

5 8

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

45,265 174,232

20 20 20 20

26 29

43.2 40.6 37.9 35.3

31.4 37.7

　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 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 H23目標値

に対する
達成率

H25目標値
に対する
達成率　　※(　)書きは｢わからない｣の回答を除いた場合

①職員の仕事ぶりの市民満足度を高めます。
市民評価
アンケート ％ 63.1 × －

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。

業務取得 ％ 48.0 × －

③各種研修受講者数　750人を目指します。 業務取得 人 630 ○ －

④窓口での応対に満足している市民を増やします。
市民評価
アンケート ％ 82.1 ○ －

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 ％ 88.4 × －

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 件 0 ○ －

⑦民間活用による削減効果額　181,190千円を目指します。 業務取得 千円 0 ○ －

⑧財政調整基金（※1）は、計画期間を通じて20億円を維持します 業務取得 億円 20 ○ －

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（※2）の割合を減ら
します。

業務取得 ％ 45.8 ○ －

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

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

【注目指標】 

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。 

【数値の取得方法】 

「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。 

【年度別の目標値・現状値】 

上段に年度別の「目標値」、下段に年度別

の「現状値」を記載しています。 

【H23 達成率】 

目標値の達成状況を、「○：達成済み」、「×：達成してい

ない」、「－：判断できない」で表記しています。 

【H25 達成率】 

目標値の達成状況を、「○：達成済み」、「－：

達成できない・判断できない」で表記して

います。 
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事務事業数 進捗率 達成率

1 A C

1 A B

1 A B

2 A B

　めざす姿の達成状況を示す指標９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６項目、「目標を達成できない」が３項
目となっており、達成率は十分に満足できる結果とは言い難いものの、３項目の「目標を達成できない」は、前年度比べて改善（増加）している状況にあり
ます。これは、これまでの研修等を検証し、平成２３年度に職員の意識改革や人材育成をより推進するための新たな事業を着実かつ迅速に取り組み、また、
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職員の仕事ぶりの市民満足度を高めます。」は、目標を達成できず、「④窓口での
応対に満足している市民を増やします。」は、微増ですが、目標を達成できました。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、さらにはそ
れらの意識付けや能力向上を図る取り組みが、まだ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】を制度化して１年が経過し、職員に制度が浸透しはじめたことや、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、３項目が「順
調に推移」し、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、エリア担当制度の事業化をはじめ、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２４年度は、エリア担当制度の更なる活用による職員の地域参画の促進と、職員に対して研修機会を増やすことにより、職員のスキルの向上を図ら
れ、管理型から経営型の行政運営を推進することができる、前向きに取り組む職員が着実に育成されていくものと期待されます。

項目

【”市職員のパワー”を引き出します】

○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

【市役所の窓口改革に取り組みます】

●４　窓口改革運動の実施

【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）】

○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）

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年度 23年度 24年度 25年度

5,553 81,990 16,549 13,549

2,732 51,409

個別施策の実施状況

約束全体の評価

「 【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 

・個別施策の達成状況 

・今後の方向性 など 

【年度別概算所要額】 

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。 

【個別施策の進捗率】 

各個別施策の H23 の「進捗率」を、「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」で評価しています。 

【個別施策の達成率】 

各個別施策の H23 の「達成率」を、「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」で評

価しています。 
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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 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【進捗率】事務事業が H23 の工程表どおり実施されたか評価し
てします。 

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 

項目 実施内容 自己評価

進捗率

A

達成率

C

H22 H23 H24 H25

- 1人

- 1人

事務事業名 0 0

今後の
方向性

平成23年度実施内容

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23年度は、対象職種として、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ほか、インバ
ウンド対策事業の中で実施することを想定した。結果、保健体育課主査（スポーツ推進担当）1人を採用したことから、
「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は、平成23年度の採用人数を2人としているが、1人の採用となったことから、「遅れている」と評価
した。

目標・活動量指標

採用人数 2人（H23）

【参考】採用人数 3人（累計）（H25）
（Ｈ23）1件　（Ｈ24）2件　（H25）3件

決算額

民間人採用事業
　幹部職員については、民間からの登用（採用や委嘱など）を柔軟に行うための制度の研究を行うとともに、各課の需要
を調査したうえで、特定の分野において管理監督的役割又は指導的役割を果たすことのできる人材の発掘を行う。
　中堅職員については、民間における勤務経験のある人材に対する受験機会の拡大を図る。

【達成率】「目標・活動量指標」と H23 の現状値を比較
し、達成状況を評価しています。 

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 

H23 の欄に「目標・活動量指
標」の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。 

アクションプランに掲載した H23
概算所要額に対応する決算額を記
載しています。 

【実施内容】 
［上段］はアクションプラン 2010 の工程表において、H23 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。 
［下段］は事務事業を実施したアウトプット（成果、結果）を主とし

た H23 の「目標・活動量指標」の達成状況を記載しています。 
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 ②施策を構成する事務事業が２つ以上の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【施策全体の評価】 
個別施策を構成する複数の事務事業の「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。 

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件 8件

5件 3件

- 1件

2,732 2,191

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回 20回

84人 125人

今後の
方向性

項目 平成23年度実施内容

7-2 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）

　施策を構成する2事業のうち、2事業とも「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」と評価した。

　構成する2事業について、「目標を達成済み」が1事業、「遅れている」が1事業となったが、政策テーマの件数が8件と
上回っていることや、職員の任意の参加による「市長と職員の意見交換会」の事業においても、開催回数や参加人数は
多くなっていることから、施策全体として総合的に勘案し、「概ね順調に推移」と評価した。

平成23年度実施内容

(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。

職員提案政策研究事業

　平成23年度は8件の提案があり、全ての政策研究テーマを決定したことから、「工程表どおり実施済み」と評価し
た。

　8件の政策研究テーマを調査研究することができ、また、職員提案が施策に反映された件数の目標（累計9件）に対し
て、平成22年度から累計して計8件の政策研究テーマを施策に反映することができた。このことから、「目標を達成済
み」と評価した。

目標・活動量指標

政策テーマ 5件程度/年

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

【参考】自主財源の確保につながった提案件数 累計3件（H25）
（Ｈ23）1件　（Ｈ24）2件　（H25）3件

決算額

　研究テーマの募集の際には、自主財源の確保に関するテーマのほか、管理型から経営型の行政運営を推進する
テーマも推奨していく。

平成23年度実施内容

(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。

市長と職員の意見交換会

　4月から毎月、職種別や政策グループ別など様々な職員が市長と意見交換をすることができたことから、「工程表どお
り実施済み」と評価した。

　計20回延べ125人の職員を意見交換することができたが、目標・活動量指標に満たなかったため、「遅れている」と
評価した。

目標・活動量指標

開催回数 24回程度/年

【参考】参加者数 60人/年

　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。このため、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。

【今後の方向性】 
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。 

改訂版となる『アクションプラン
2012』で指標を変更している場合、
参考指標として記載しています。 
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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　－



- 14 -

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
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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
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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

－ 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
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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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22 23 24 25

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

35,979 -

27 30 33 36

29 30

26 29 32 35

27 31

26 55 87 122

20 53

34.9 42.0 50.0 50.0

34.9 36.8

17.8 18.6 19.5 20.0

16.9 17.7

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

21,480 16,146

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

1,204,062 1,272,076

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

1,614,152 1,661,513

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

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。 業務取得 千円 1,578,940 ○ －

⑧主要農産物直売所の利用者数　1,325,000人を目指します。 業務取得 人 1,232,422 × －

⑦りんご海外輸出量　30,000トン（青森県産）を目指します。 業務取得 トン/年 20,028 × －

⑥わい化栽培率　20.0％を目指します。 業務取得 ％ 17.0 × －

⑤果樹共済加入率　50.0％を目指します。 業務取得 ％ 34.9 × －

④新規就農者数（累計）　122人を目指します。 業務取得 人 0 × －

③集落営農組織数（累計） 35組織を目指します。 業務取得 組織 26 ○ －

②農業生産法人数（累計） 36団体を目指します。 業務取得 団体 27 ○ －

①農業産出額　400億円を目指します。 業務取得 百万円 37,710 － －

　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。

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

H23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２３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、「目標を達成できない」が
５項目、「判断できない」が１項目となっており、達成率は高いとは言えない状況にあります。
　これは、平成２２年度から指標に掲げる事業の検討を開始しているものの、平成２３年度の段階では本格稼働してまだ間もないこともあり、各施策
の取り組みがまだ浸透しておらず、効果を確認できるまでに至っていないことによるものではないかと考えております。

　平成２３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。」については、東日本大震災及びそ
れに伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故後から今なお続く諸外国の輸入規制などの影響もあり、目標を達成することができませんでした。
　また、「①農業産出額　４００億円を目指します。」については、今漸く平成２２年度の数値が算出されたところでありますが、数値が２年遅れと
なり翌年度の評価ができないことから、アクションプラン２０１２では、めざす姿の達成状況を示す指標の関連指標として掲載することとしておりま
す。

　次に個別施策の実施状況ですが、進捗率では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」では
３項目が「目標を達成済み」、８項目が「順調に推移」、２項目が「遅れている」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、各個別施策が本格稼働に移行しているものの、実績が上がってい
ないものも多く、めざす姿に向けては遅れていると考えます。
　平成２３年度の結果を踏まえ、各個別施策が見直されたところであり、平成２４年度は更なる工夫を凝らし、実績の積み増しを図りたいと考えてお
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 Ｂ Ｂ

2 Ａ Ｃ

9 Ｂ Ｂ

4 Ｂ Ｂ

5 Ａ Ｂ

2 Ａ Ａ

1 Ａ Ａ

1 Ａ Ａ

1 Ａ Ｂ

1 Ａ Ｃ

2 Ａ Ｂ

1 Ａ Ｂ

2 Ａ Ｂ

77,402 132,845 147,172 82,328

34,964 86,952

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

●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

【農家の皆さんと対話を進め農業政策に反映させます】

○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

●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

【生産地が値段をつけられる農業にしていきます】

○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

●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

【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】

○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

【農業の担い手育成に取り組みます】

●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

項目

【りんご課を設置してりんご振興に全力で取り組みます】

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 0

今後の
方向性

No. 自己評価

進捗率

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

974 36,078

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 83

今後の
方向性

平成23年度実施内容

項目 平成23年度実施内容

2-(1)-1 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。

　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」と評価した。

　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

-

決算額

りんご課設置 －

2-(1)-2
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

　施策を構成する2事業について、どちらも「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」と評価した。

　施策を構成する2事業について、それぞれ「目標を達成済み」との評価になっていることから、施策全体とし
ても、「目標を達成済み」と評価した。

決算額

平成23年度実施内容

(1)産直マルシェ事業

　平成23年度は、駅前歩行者専用道路（えきどてプロムナード）における弘前マルシェ「FORET（フォーレ）」
をはじめ、平成22年度に市支援により実施に至った土手町、かだれ横丁での産直販売が継続的に実施さ
れ、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　弘前マルシェコンソーシアムによる弘前マルシェ「FORET」（市共催）をはじめ、市支援事業の継続開催に
より延べ83日間開催されたことから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

中心市街地での産直の延べ日数 75日/年

　平成23年度から実施した弘前マルシェ「FORET」については、出店数や売上等において必ずしも十分な
成果が得られなかったことから、平成24年度以降は飲食物や物産品等も含めた出店業種の拡大や、出店し
やすい環境づくり、周辺商店街や関連イベントとの連携強化を図り、より魅力ある内容とするとともに、他の市
支援事業と同様、民間による自立運営の確立を図るものとする。

(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。
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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回/年

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

2 2

事務事業名 94 16

今後の
方向性

ひろさき農政会議設置

　開催回数自体は2回にとどまるが、会議での要望から、弘前圏域定住自立圏の構成市町村に呼びかけて
農産物の風評被害対策を協議し、8市町村長連名による「2011年産弘前圏域農産物の安全性アピール」が
表明されるなど、会議効果の広がりは大きいと考え、こうした事情を含めて「概ね順調に推移」と評価した。

他都市との交流回数 1回/年

2-(1)-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

　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。

　8月と10月の2回開催し、生産、加工、流通、販売等について議論が交わされた。
　会議により、農業関係団体や消費者団体が情報を共有し、共通認識を得た上で、市としては震災後の風
評被害対策や、夏の渇水対策等を実施することができたので、「概ね工程表どおり実施済み」と評価した。

平成23年度実施内容

(2)産直交流事業

　平成23年度は、モデル事業としてサンフェスタいしかわ友の会を事業実施主体とし、千葉県南房総市の
「道の駅とみうら・枇杷倶楽部」で弘前産の農産物を販売し販路拡大を図った。また、サンフェスタいしかわ内
で千葉県南房総市産の農産物を販売し産直交流を行ったことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　サンフェスタいしかわ友の会が千葉県南房総市の産直施設と産直交流を行っており、「目標達成済み」と
評価した。

目標・活動量指標

決算額

　平成24年度以降は事業実施主体を公募で選定し、意欲ある産直活動団体に支援できるようにする。

平成23年度実施内容

　災害対策や風評被害等への対策として臨時開催が主であるが、会議での意見を施策として事業に反映さ
せていくことを主眼とし、予算編成前の意見集約、編成後の報告など、定期開催も行っていきたい。

目標・活動量指標

会議開催回数 3回/年

(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。
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No. 自己評価

進捗率

A

達成率

B

H22 H23 H24 H25

145 134

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

6回 3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

1 1

今後の
方向性

　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。
　今後も要望に沿った事業形態を確認し、実施事業の調整を図っていく。

平成23年度実施内容

項目 平成23年度実施内容

2-(1)-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

　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」と評価した。

　各事業とも年度の活動目標を概ね達成していることから、「概ね順調に推移」と評価した。

決算額

(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。

(1)青空座談会事業

　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、対応したほか、既存の農作業支援に関
する補助制度を要望に応えて、早期見直しにも繋げることができたので、「工程表どおり実施済み」と評価し
た。

　年度当初は震災対応のために開催準備が遅れたことから開催回数は３回に止まり、目標回数を下回って
いるが、現地督励等と同日開催したり、農業女性とは昼食懇談会形式とするなど、参集範囲や対話の広がり
が図られており、「概ね順調に推移」と評価した。

目標・活動量指標

座談会開催回数 6回/年

平成23年度実施内容

(2)農業女性懇談会事業

　平成23年度は、「これからのひろさき農業」をテーマに農業女性と市長との懇談会を実施したほか、「農業
女性の元気のみなもと」をテーマに、弘前大学教授の澁谷長生氏による講演会を開催したことから、「工程
表どおり実施済み」と評価した。

　　「これからのひろさき農業」をテーマに、農業女性と市長との懇談会を1回開催したほか、「農業女性の元
気のみなもと」をテーマに、弘前大学教授の澁谷長生氏による講演会を１回開催したことから、「目標達成済
み」と評価した。

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

　女性農業者がより率直に意見を述べやすい規模や環境での懇談会を実施する。
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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

Ｃ

H22 H23 H24 H25

１回 0回

0 0

今後の
方向性

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

- 1回

0 0

今後の
方向性

(2)青森県に対する重点要望

項目 平成23年度実施内容

2-(1)-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

　東北市長会と青森県に対し、輸入果汁原産地表示の制度創設について要望したが、果樹所得補償制度
創設の要望については採択されなかったたため、施策全体として、「概ね工程表どおり実施済みで、一部が
遅れている」と評価した。

　構成する4事業について、「遅れている」が1事業、「目標を達成済み」が2事業、「概ね順調に推移」が1事
業であることから総合的な判断は、「概ね順調に推移」と評価した。

決算額

平成23年度実施内容

　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。

(1)東北市長会・全国市長会を通
じた国に対する要望

　東北市長会への要望については、要望項目数に制限がある中で「輸入果汁原産地表示の義務化」に関
する要望を優先した。その他の国へ要望する機会においても、ＴＰＰ交渉に参加しないよう国に求める要望を
行い、平成23年度は「果樹の所得補償制度創設」に関する国への要望をしなかったことから、「工程表より
遅れている」と評価した。

　目標・活動量指標を「国への要望回数年１回」としているが、達成できなかったため、「遅れている」と評価
した。

目標・活動量指標

国への要望回数 1回/年

決算額

　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く。

平成23年度実施内容

　平成23年度は、福島第一原子力発電所の事故による風評被害対策などの要望を優先し、果樹の所得補
償制度創設について、青森県に対する重点要望としては提案していないが、青森県市町村長会議における
提言として要望したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標を「県への要望回数年１回」としており、青森県に対する重点要望としては提案しなかっ
たが、青森県市町村長会議における提言として要望したことから、「概ね順調に推移」と評価した。

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、果樹の所得補償制度創設の早期実現を目指す。
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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

H22 H23 H24 H25

- 1回

0 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

- 1回

0 0

今後の
方向性

(2)青森県に対する重点要望

　青森県に対し、輸入果汁原産地表示の制度創設について要望したことから、「工程表どおり実施済み」と
評価した。

　目標・活動量指標の「県への要望回数年１回」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

県への要望回数 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。ただし、要望が採択されなかった場合は、消費者庁及び国会議員に個別に要望活動をする。

　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。

(1)東北市長会・全国市長会を通
じた国に対する要望

　東北市長会に対し、輸入果汁原産地表示の制度創設について要望したことから、「工程表どおり実施済
み」と評価した。

　目標・活動量指標の「国への要望回数年１回」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

国への要望回数 1回/年

決算額

平成23年度実施内容

平成23年度実施内容

　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、制度化の早期実現を目指す。
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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

708 10,004

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

21,480
(H21年産）

16,146
(H22年産）

708 1,829

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

21,480
(H21年産）

16,146
(H22年産）

0 8,175

今後の
方向性

項目 平成23年度実施内容

2-(1)-6 りんご海外輸出の促進

　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、総合的に、「工
程表どおり実施済み」と評価した。

　りんごの販売価格を安定させるためには、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年では3万トンとする目標とし、平成22年産では目標指標を25,014トンとした。し
かし、円高やりんごの品不足かつ、海外の現地価格の値上がり等により、目標設定には届いていないことか
ら、「遅れている」と評価した。

決算額

平成23年度実施内容

　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。

(1)りんご輸出対策調査事業

　青森県産りんごの輸入状況や貿易環境の調査を、上海、台湾、ベトナム、広州、シンガポールで実施した
ことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　平成22年産における目標指標は25,014ｔであるが、実績は16,146ｔとなっていることから、「遅れている」と
評価した。

目標・活動量指標

りんごの輸出量（青森県産） 30,000t（H25）
　22,521t(H22)  25,014t(H23)  27,507t(H24)

決算額

　台湾・上海等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。

平成23年度実施内容

　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。

(2)りんご輸出促進事業

　上海やシンガポールでの展示会やイベントへの移出業者の参加促進を実施し、東アジア・東南アジアを
ターゲットとした事業を展開したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　平成22年産における目標指標は25,014ｔであるが、実績は16,146ｔとなっていることから、「遅れている」と
評価した。

目標・活動量指標

りんごの輸出量（青森県産） 30,000t（H25）
　22,521t(H22)　25,014t(H23)　27,507t(H24)

決算額

　平成23年度の実績を踏まえ、更に支援体制の強化を図りながら、輸出ルートの開拓を行う。

- 27 -



- 28 -

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

Ａ

達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

34.9% 36.8%

16,164 15,210

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

34.9% 36.8%

555 5,686

今後の
方向性

項目 平成23年度実施内容

2-(1)-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・土づくりの取り組み強化、火傷病侵入防
止

　施策を構成する9事業において、「工程表どおり実施済み」が8事業、「工程表より遅れている」が1事業との
評価になっていることから、総合的な評価は、「概ね工程表どおり実施済みで、一部が遅れている」と評価し
た。

　構成する9事業について、「目標を達成済み」が2事業、「概ね順調に推移」が1事業、「遅れている」が4事
業と評価しており、その他の2事業の達成率の判断は平成24年度からとなっているため、総合的な判断は、
「概ね順調に推移」と評価した。

平成23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。

(1)果樹共済加入促進対策事業

　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
施したほか、ひろさき広域農業共済組合職員とともに、りんご農家への加入推進活動を実施し、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」と評価した。

　平成24年度までの加入率を50％とし、平成23年度の目標値42.0％に対し、実績が36.8%であった。りんご
農家への加入促進活動により、着実に加入率が伸びているものの、目標を達成できなかったため、「遅れて
いる」と評価した。

目標・活動量指標

果樹共済加入率 50.0%（H24）
　34.9%(H22)　42.0%(H23)

決算額

　加入率が低い要因としては、農業者自らの自己防衛意識を高める必要があることも視野にいれつつ、当該
事業を継続する。

平成23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。

(2)果樹共済加入誘導事業

　果樹共済加入誘導事業については、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等導入事業を実施したほか、ひろさき広域農業共済組合
職員とともに、りんご農家への加入推進活動を実施し、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」と評価した。

　平成24年度までの加入率を50％とし、平成23年度の目標値42.0％に対し、実績が36.8%であった。りんご
農家への加入促進活動により、着実に加入率が伸びているものの、目標を達成できなかったため、「遅れて
いる」と評価した。

目標・活動量指標

果樹共済加入率 50.0%（H24）
　34.9%(H22)　42.0%(H23)

決算額

　市単独補助事業において、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経営安定対策を創設するよう要望していく。
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

17.30% 17.75%

0 4,705

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 5

1,212 3,603

今後の
方向性

平成23年度実施内容

　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。

りんご園改植事業

　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、平成23年度に繰越実施したことから、「工程表どおり実
施済み」と評価した。

　平成22年度から市単独事業として「りんご園改植事業」を実施し、わい化栽培の増加に努めてきたが、平
成23年度の目標値18.6%に対し、実績は17.75%であり、目標を達成できなかったため、「遅れている」と評価
した。

目標・活動量指標

りんご園わい化率 20%（H25）
　17.8%(H22)　18.6%(H23)　19.5%(H24)

決算額

　わい化栽培は、省力化や低コスト化に対応した栽培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
く。

平成23年度実施内容

　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。

りんご加工品開発支援事業

　りんこ゛加工品の商品開発について、商工労政課と連携した農商工連携事業を実施し、加工品開発を支
援する事業を実施したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　平成23年度農商工連携促進補助事業を実施した結果、目標・活動量指標の年5件に対し、新商品開発が
5件であったことから、「目標を達成事済み」と評価した。
（完熟りんごコンポート、りんご果汁等を練りこんだ土産用生麺、りんご酢を使用したトマトピクルス、アップル
ファイバー等を使用したペット用サプリメント、りんごコーヒー）

目標・活動量指標

新商品開発件数 5件/年

決算額

　りんごの価格安定と、農家所得の向上を図るため、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。
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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回

今後の
方向性

進捗率

Ａ

達成率

-

H22 H23 H24 H25

- －

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

H22 H23 H24 H25

決算額 0 0

平成23年度実施内容

　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。

(1)青森県・研究機関等への要望

　平成23年5月に青森県産業技術センターの研究課題として要望し、大学等との連携事業として要望したこ
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」の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年1回を達成したこと
から、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

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

(2)りんご新品種開発推進事業

　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23年度実施内容

　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24年3月に、りんご資源リサイクル検討会議を実施し、農業残さの再利用を検討したため、「工程表ど
おり実施済み」と評価した。

　平成24年度でモデル地区を検討し、平成25年度からモデル化による事業実施としていることから、達成率
の評価は次々回評価（平成26年度）から行う。

目標・活動量指標

モデル地区再利用率 90%（H25）

　りんご等資源リサイクル検討会議でりんご剪定枝を含む農業残さの堆肥化等の再利用について協議し、平
成25年度のモデル化事業を目指す。

(3)農業残さ堆肥化推進事業

　霜害や病害虫に強い新品種、消費者ニーズに対応した新品種を平成25年度までに選抜できるよう支援し
ていく。

　平成23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、民間の育苗者と協議を
実施したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　「目標・活動量指標」は、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、達成率の評
価は次回評価（平成25年度）から行う。

目標・活動量指標

新品種開発数 1件（H25）
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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

- 0回

今後の
方向性

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

- 1回

今後の
方向性

H22 H23 H24 H25

決算額 0 0

(2)青森県に対する重点要望

平成23年度実施内容

　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。

(1)東北市長会・全国市長会を通
じた国に対する要望

　東北市長会への要望については、要望項目数に制限がある中で「輸入果汁原産地表示の義務化」に関
する要望を優先した。その他の国へ要望する機会においても、ＴＰＰ交渉に参加しないよう国に求める要望を
行い、平成23年度は「火傷病侵入防止の検疫体制強化」に関する国への要望をしなかったことから、「工程
表より遅れている」と評価した。

　目標・活動量指標を「国への要望回数年１回」としているが、達成できなかったかったため、「遅れている」と
評価した。

目標・活動量指標

国への要望回数 1回/年

　平成23年度は、福島第一原子力発電所の事故による風評被害対策などの要望を優先し、火傷病侵入防
止の検疫体制強化について、青森県に対する重点要望としては提案していないが、青森県市町村長会議
における提言として要望したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標を「県への要望回数年１回」としており、青森県に対する重点要望としては提案しなかっ
たが、青森県市町村長会議における提言として要望したことから、「概ね順調に推移」と評価した。

目標・活動量指標

県への要望回数 1回/年

　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、東北市長会に継続して要望を行う。

　火傷病が国内に侵入した場合、当市やりんご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よう、国に働きかけることを継続して要望する。
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No. 自己評価

進捗率

B

達成率

B

H22 H23 H24 H25

578 1,076

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

- 2

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

1回、29名 1回、30名

今後の
方向性

項目 平成23年度実施内容

2-(1)-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

　施策を構成する4事業について、「工程表どおり実施済み」が3事業、「工程表より遅れている」が1事業と
なっており、施策全体として、「概ね工程表どおり実施済みで、一部が遅れている」と評価した。

　構成する4事業について、「目標を達成済み」が2事業、「概ね順調に推移」が1事業、「遅れている」が1事
業となっていることから、施策全体として、「概ね順調に推移」と評価した。

決算額

平成23年度実施内容

(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。

(1)（仮称）担い手育成総合行動
計画策定

　当初平成23年9月中に策定することとした担い手育成総合行動計画策定については、平成23年11月24日
に第１回懇談会を開催し、その内容を受け、さらには年度末に公表されたアクションプラン2012との整合を図
り、平成23年度末に策定する予定とした。その後、平成24年度から国が実施する「新規就農総合支援事業」
との関連を図ることとし、平成24年度に策定することとした。一方、担い手等育成支援事業については、2団
体の産直施設視察等、自主的な研修に対し支援を行った。以上のことから、「工程表より遅れている」と評
価した。

　目標・活動量指標を「担い手等育成支援事業実施者数 10件/年」としているが、平成23年度は2件の実績
にとどまったため、「遅れている」と評価した。

目標・活動量指標

事業実施者数 10件/年

　担い手育成総合行動計画を策定し、後継者や農業女性等担い手の経営改善計画の達成に向けた必要な
研修に対し積極的に支援していく。

平成23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。

(2)農業後継者りんご整枝せん定
講習会兼競技会

　講習会兼競技会は平成24年1月23日、市りんご公園を会場に22歳から38歳の農業後継者30人が参加した
ことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標を「年１回開催、参加者数30名」としており、1月に開催し30名が参加したことから、「目標
を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

年１回開催 参加者数 30名

　ここ数年、参加のなかった地域からの参加者が見られるなど、競技形式を通じて技術の向上を図る場とし
て地域農業者の認識も高まっており、今後も市りんご公園を会場に実施していく。
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

B

H22 H23 H24 H25

― 3回、29名/回

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

B

H22 H23 H24 H25

― 1回、15名/回

今後の
方向性

平成23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。

(3)弘前市青年交流会実行委員
会事業費補助金

　平成23年度から交流会の開催数をこれまでの年２回から年３回に増やし、初夏の交流会（第1回7月3日）に
始まり、秋（第2回10月1日）、冬（第3回24年2月4日）と実施したことから、「工程表どおり実施済み」と評価し
た。

　目標・活動量指標を「年3回開催　参加者数40名/回」としたが、参加者数が少ない交流会（第2回）が1回
あったものの年3回は開催し交流会数を増やしていることから、「概ね順調に推移」と評価した。

目標・活動量指標

年３回開催 参加者数 40名/回

　参加者の確保へ向けて募集案内に関する情報発信の強化に努めるほか、新たな会員を増やして組織の
活性化を図っていく。

平成23年度実施内容

(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。

(4)独身農業後継者婚活研修会

　研修会は平成23年6月19日、全国各地の自治体で講演を行う講師を招き、異性とのコミュニケーション術
や結婚に対する意識改革を図ることなどをアドバイスしてもらい、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標を「年１回開催、参加者数40名/回」としたが、参加者数が少なかったものの、年1回開催
し参加者が結婚活動について理解を深め、その重要性を再認識するなど、結婚に対する意識改革につな
がったことから、「概ね順調に推移している」と評価した。

目標・活動量指標

年１回開催 参加者数 40名/回

　研修会後のアンケートで「もっと行ってほしい」という声があったほか、異性との接し方や結婚への意識改革
につながる研修機会は必要なことから、内容の充実を図りながら引き続き実施していく。
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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

Ｂ

H22 H23 H24 H25

30 30

15 19

8 8

7,545 7,859

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

― 12回/年

― 通年

0 0

今後の
方向性

　市ホームページからの情報提供については、情報検索の改良や事務の見直しなどに努めながら、利用者
にとってより分かりやすい情報の提供を図っていく。

農地流動化情報の提供回数 農業ひろさき 12回/年

農地流動化情報の提供回数 市ホームページ 通年

決算額

項目 平成23年度実施内容

2-(1)-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

　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」と評価した。

　構成する３事業について、「目標を達成済み」が1事業、「概ね順調に推移」が2事業となっていることから、
施策全体として、「概ね順調に推移」と評価した。

(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。

(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

　りんご生産農家の後継者育成事業として、7月から「りんご産業基幹青年養成事業」、「りんご匠の技継承隊
養成事業」を、6月から「りんご病害虫マスター養成事業」を実施していることから、「工程表どおり実施済み」
と評価した。

　目標・活動量指標は、受講者数（応募者全てが受講）としており、りんご病害虫マスター養成事業について
は、応募者19人全員が受講することができたが、目標数の20人に達しなかった。
　りんご基幹青年養成事業と、りんご匠の技継承隊養成事業については、平成22年度からの2年間継続事
業となっており、平成22年度において、りんご基幹青年養成事業は応募者46人に対し30人、りんご匠の技継
承隊養成事業は応募者8名全員の受講が決定していた。
　以上により、目標・活動量指標及び応募者に対する受講者数を勘案し、「概ね順調に推移」と評価した。

目標・活動量指標

受講者数 基幹青年 46人/年

受講者数 病害虫 20人/年

受講者数 匠 8人/年

　平成23年度は、既に事業を開始し、応募者全員の受講には至らなかった事業もあった。今後は、応募者
全員が受講できるよう、事業体制の構築を図りたい。

決算額

平成23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。

(2)農地流動化情報提供事業

　農地の「売りたい・貸したい」「買いたい・借りたい」の情報について、年間を通して広報紙「農業ひろさき」及
び市ホームページに掲載しており、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標を流動化情報の提供回数「農業ひろさき12回/年」及び「市ホームページ通年」とし、い
ずれの目標も達成していることから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

平成23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

Ａ

H22 H23 H24 H25

- 7

- 70

今後の
方向性

決算額

　農業法人の設立は、安定的な農業経営により地域農業の維持振興と同時に、新たな雇用の受け皿として
重要な役割を担い農業後継者の確保が図られることから、補助事業者及び対象経費の範囲を拡大すること
で、農業経営体の法人化に向けた取り組みを促進する。

　補助事業の支援を受けた集落営農組織が、周辺の４集落営農組織と共同で農事組合法人を設立した。そ
れを含めて、法人化した集落営農組織数は7となり、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

集落営農組織等の法人化数合計 10経営体
　（H23:5経営体、H24：10経営体）

平成23年度実施内容

(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。

(3)集落営農法人化等支援事業

　法人化に向けて取り組む１個人、１集落営農組織の自主的な研修に対し支援を行い、「工程表どおり実施
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

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

- 1

事務事業名 0 300

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

事務事業名 0 796

今後の
方向性

（仮称）りんご新品種開発等支援
事業

（仮称）弘前ブランド推進事業

2-(1)-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

　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。

　地元農産物の価値や魅力を再評価し、認知度を向上させるための事業に対して、地域ブランド推進事業
費補助金を交付するとともに、地域ブランド化に取り組んでいる団体との情報交換を行うなどしたことから、
「工程表どおり実施済み」と評価した。

　自社で生産するトマトの加工品を消費者にアピールするためのラベルシール作成に対して補助金を支出
し、地域ブランド確立の促進が図られたことから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

ブランド化する農産品の数 1種類/年

決算額

　これまで既に地域ブランド化が進められている農産品のブランド確立を図るとともに、新たな農産品のブラ
ンド化を推進するために、弘前ブランド認証制度の導入を進めていく。

2-(1)-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

　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。

　平成23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、農協や民間の育苗者と
協議を実施したほか、りんこ゛加工品の商品開発については、商工労政課と連携した平成23年度農商工連
携促進補助事業を実施した。また、農産物・加工品販売パッケージ等製作支援補助事業を実施し、加工品
の販売促進を支援したことから、「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

　「目標・活動量指標」は、新品種開発が10年間に1種類で、継続して検討することにしている。平成23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、民間の育苗者と協議を実施した。ま
た、高付加価値化した加工品数が年1種類を達成したことから、「目標を達成済み」と評価した。
　（りんごコーヒー、プロテオグリカン・コラーゲン・ビタミンC配合りんごジュース、葉とらずりんご100％のりんご
ジュース）

　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検討していく。
　農産加工ビジネス育成支援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。

目標・活動量指標

新品種開発 1種類/10年間

高付加価値化した加工品数 1種類/年

平成23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

B

H22 H23 H24 H25

- 6.8

60.7% 67.20%

事務事業名 0 647

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

－ 0

事務事業名 2,973 609

今後の
方向性

米粉需要アップ促進事業
　学校給食への米粉利用をより増進させるとともに、県内外への米粉の販路拡大等に努めながら、更なる米
の消費拡大を図っていく。

2-(1)-13
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。

　弘前産米を原料とした米粉の需要を増加させるための事業に対して、米粉需要アップ促進事業費補助金
を交付するとともに、学校給食への米粉パン利用増進による米粉用米作付面積の増加策を検討したことか
ら、「工程表どおり実施済み」と評価した。

決算額

目標・活動量指標

目標・活動量指標

平成23年度実施内容

　生りんごを流通時期に生食の他、サラダなどの副菜として使用するなどして、更に使用回数を増やすほ
か、11月に地元産食材を 大限に活用した給食を実施する。

2-(1)-12
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。

　りんごについては、年間を通しりんご加工品を積極的に採用することで、月平均6.8回使用した。また、9月
から3月までの生りんご流通時期には生りんごを月平均1.7回使用した。
　その他の食材についても、食材納入業者からの情報を得ながら県産指定や、県産食材を使用した加工品
使用、開発の依頼をすることで、県産食材の使用率は67.2％となったことから、「工程表どおり実施済み」と
評価した。

　りんごについては、年間を通しりんご加工品を積極的に採用することで、月平均6.8回使用した。また、9月
から3月までの生りんご流通時期には生りんごを月平均1.7回使用した。
　その他の食材についても、食材納入業者からの情報を得ながら県産指定や、県産食材を使用した加工品
使用、開発の依頼をすることで、県産食材の使用率は67.2％となったことから、「概ね順調に推移」と評価し
た。

りんごの使用回数を月1回から2回程度まで増（H23～）

　学校給食への米粉促進利用事業及び米粉料理教室開催への補助金を交付し、米の消費拡大に寄与した
ものの、目標・活動量指標の「新規需要米（米粉用米）」作付面積の実績が無かったことから「遅れている」と
評価した。

学校給食賄材料地元産品利用
促進事業

平成23年度実施内容

「新規需要米（米粉用米）」作付面積（累計）
  H23 5ha
  H24 15ha
  H25 30ha

野菜等の地元産品の使用率 90％超(H25)

決算額
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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

Ｂ

H22 H23 H24 H25

3 1

4,016 160

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

― 通年

0 0

今後の
方向性

項目 平成23年度実施内容

2-(1)-14 冬の農業の育成強化、農商工連携(※5)による農業経営支援

　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」と評価とした。

　施策を構成する2事業について、それぞれ「概ね順調に推移」と「工程表どおり実施済み」となっており、総
合的に勘案して、「概ね順調に推移」と評価した。

(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。

(1)野菜・花き産地育成事業

　野菜・花きの生産、冬期における施設栽培等の一層の振興を図るため、施設整備に関して1団体への支援
を実施するとともに、各種セミナーへの参加、関係機関との情報交換を実施していることから、「工程表どお
り実施済み」と評価した。

　県の補助事業の縮小に伴い、補助率・補助金額が少なくなり、補助事業を辞退する団体が出てくるなどし
て、結果的に事業実施主体数が1団体となっているが、24年度事業要望調査に対して事業実施を希望して
いる団体が既に確認できていることから、「概ね順調に推移」と評価した。

目標・活動量指標

事業実施主体数  5団体/年

　これまで同様、生産設備と体制の確立を図るための支援を実施していくとともに、関係機関と連携しながら
冬期間の労働力の活用方法や所得の確保に向け、農産物加工品の製造・販売等も視野に入れて検討・支
援を行っていく。

(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。

(2)農業経営情報提供事業

　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の収集し、認定農業者等に直
接提供を行なうとともに、広報誌や年度当初に新設したホームページにより、補助金制度等についての周知
に努めたことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　8月にホームページを立上げ、農業経営発展に向けた補助金や融資制度等の情報を掲載し通年運営した
ことから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

市ホームページ 通年

決算額

決算額

平成23年度実施内容

　情報収集に努め、随時提供していくほか、このホームページそのものの存在についても、広報誌等を通じ
て周知を図っていく。

平成23年度実施内容

- 38 -



- 39 -

取得方法 単位 基準値
H22
実績

H23
実績

H24
目標

H25
目標

(過去5年平均)

330 338.14 - 344 360

(H21)
27 29 30 33 36

(H21)
26 27 31 32 35

(H21)
33.6 34.9 36.8 41.1 45.7

(H21)
16.4 16.9 17.7 19.4 20.0

(H21)
20,028 21,480 16,146 27,507 30,000

(H21)
15.7894 16.14152 16.61513 16.68 16.97

旧指標「①農業産出額　400億円を目指します。」を関連指標に変更

旧指標「④新規就農者数（累計）　122人を目指します。」を削除

旧指標「⑧主要農産物直売所の利用者数　1,325,000人を目指します。」を削除

⑦主要農産物直売所の販売金額　16.97億円を目指します。 業務取得 億円

⑤わい化栽培率　20.0％を目指します。 業務取得 ％

⑥りんご海外輸出量　30,000トン（青森県産）を目指します。 業務取得 トン/年

③集落営農組織数（累計） 35組織を目指します。 業務取得 組織

④果樹共済加入率　45.7％を目指します。 業務取得 ％

【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）～

①りんご販売額　360億円を目指します。 業務取得 億円

指標名

②農業生産法人数（累計） 36団体を目指します。 業務取得 団体

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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－　41　－

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

235 205

- -

- -

- -

- -

　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。

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

H23目標値
に対する
達成率

H25目標値
に対する
達成率

①観光客入込数　1,000万人を目指します。（39.6％増） 業務取得 千人 7,162 － －

②宿泊者数　70万人を目指します。（42％増） 業務取得 千人 493 － －

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） 業務取得 百万円 40,807 － －

④外国人宿泊者数　8千人を目指します。(85％増） 業務取得 人 4,334 － －

⑤県内外物産展売上額　3億円を目指します。(29.3％増） 業務取得 百万円 232 × －

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

業務取得 ％ - － －

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

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

業務取得 人 - － －

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-(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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  めざす姿の達成状況を示す指標7項目のうち、注目指標の観光客入込数をはじめとする、宿泊者数、外国人宿泊者数及び観光消費による経済波及効果
額の4項目については、現在の段階で実績値を取得できないため目標値に対する達成率を評価できませんが、県内外物産展売上額については目標を達成
できませんでした。

　次に個別施策の実施状況ですが、「進捗率」は12項目中11項目が「工程表どおり実施済み」、1項目が「工程表より遅れている」という評価であり、
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。また、「達成率」では、まだ判断できないものを除いて、7項目が「目標を達成済
み」又は「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等を総合的に勘案すると、平成23年3月の東日本大震災の影響により県内各地域における観光客の入込数が大きく減
少すると予測される中で、弘前城築城400年祭や青森デスティネーションキャンペーン等多方面にわたる積極的な事業展開とＰＲ活動を実施して、東北
新幹線全線開業による効果を可能な限り生かすよう努めた結果、観光客の落ち込みを大きく緩和できたものと考えています。

　今後については、東日本大震災の影響もまだ残っていますが、社会状況の変化に的確に対応しながら、観光振興アクションプログラムに基づき効果
的な施策の展開を図っていきたいと考えています。

約束全体の評価
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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 B

3 A A

1 A -

3 A -

2 A A

1 A B

1 C C

1 A A

項目

【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】

○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

●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】

○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

○３　世界自然遺産白神山地の玄関口としての発信強化

●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

●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

●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

【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】

●９　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）

●12　新幹線新青森駅からの誘客のための二次交通の充実

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

　※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。

75,260 169,541 99,491 103,942

69,681 150,894

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 0

今後の
方向性

実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

Ｂ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

2回/月程度 3回/月程度

24回/年 40回/年

473 0

今後の
方向性

　平成23年度関係機関との検討会議を40回開催したことから、「目標を達成済み」と評価した。

決算額

関係機関との検討会議開催 2回/月

－

平成23年度実施内容

　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。

観光振興アクションプログラム策
定事業

　「弘前市観光振興アクションプログラム」に基づいた55のプロジェクトのうち、取り組みを進めているものが
42、半分取り組んでいるものが 5、取り組みが進んでいないものが 8であったことから、全体として「概ね工程
表どおり」と評価した。

　各関係機関と連携しながら、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していく。

目標・活動量指標

【参考】関係機関との検討会議開催 24回/年

平成23年度実施内容

　　「観光局」を設置し、観光振興
の充実を図る。

観光局設置

　平成22年7月に「観光局」を設置済みであり、平成23年度においても引き続き観光振興の充実に取り組ん
でいることから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　組織の設置であり、目標・活動指標を設定していない。

目標・活動量指標

-

決算額

項目 平成23年度実施内容

2-(2)-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

　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「概ね工程表どおり」となっていることから、
施策全体として「工程表どおり実施済み」と評価した。

　施策を構成する2事業のうち、「目標達成済み」が1事業、「判断できない」が１事業あるが、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。
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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 5,815

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 40,140

- -

事務事業名 0 0

今後の
方向性

決算額

-

決算額

2-(2)-3
世界自然遺産白神山地の玄関
口としての発信強化

　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。

　環白神エコツーリズム推進協議会に準会員として入会し、各種会議や環白神フォーラムに出席したほか、
ひろさきガイドマップへの「世界自然遺産白神山地の玄関口」の表記を記載するなど、機運の醸成等に積極
的に取り組んだことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は、「白神山地ビジターセンター入館者数」としているが、平成23年度は40,140人であ
り、その目標を達成していないため、平成23年度は「遅れている」と評価した。

目標・活動量指標

白神山地ビジターセンター入館者数 70,000人（H25）
　60,000人(H22)、62,000人（H23）、65,000人(H24)

平成23年度実施内容

2-(2)-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

　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。

　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、平成23年度においても引き続き国内外へのＰＲの強化に取り組んでいることから、
「工程表どおり実施済み」と評価した。

　組織の設置であり、目標・活動指標を設定していない。

目標・活動量指標

在東京チーム設置   県と連携した観光ＰＲや雑誌社・旅行エージェントへの働きかけを行い、当市への誘客に繋げる。

　環白神エコツーリズム推進協議会に正会員として加入（平成24年7月11日付）したことから、関係機関と連
携しながら各種事業に参加し、世界自然遺産登録20周年に向けて、更なる情報発信や受け入れ態勢の整
備を進めていくこととする。

平成23年度実施内容

フォーラム開催回数（H25） 1回

白神山地観光活用推進事業
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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

18 2

- 110

事務事業名 412 486

今後の
方向性

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

2-(2)-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

　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。

　平成23年度は、キーパーソン・アドバイザー招へいを進めるとともに、メディア・旅行エージェント対象のモ
ニターツアーを実施していることから「工程表どおりに実施済み」と評価した。

決算額

　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」としているが、研修会等に延べ2名
（市支出は1名分）、「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」に対して県関係も合
わせ110名の招へいとなったことから、「概ね順調に推移」と評価した。

目標・活動量指標

キーパーソン、アドバイザーの招へい 10人/年

　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23年度実施内容

弘前感交劇場推進事業

- 46 -



- 47 -

No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

5,479 54,296

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

4 4

今後の
方向性

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

21 22

今後の
方向性

平成23年度実施内容

　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。

(1)津軽広域観光圏協議会事業
（津軽14市町村）

　ホームページによる観光情報 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
選定等を実施した。加えて、協議会として、初の首都圏キャンペーンを実施するなど、事業内容を一部見直
ししたため、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　平成23年度圏域観光ＰＲを4回実施したことから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

【参考】圏域観光PR　4回/年

平成23年度実施内容

2-(2)-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

　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」と評価した。

　施策を構成する3事業のうち、「目標達成済み」が2事業、「判断できない」が１事業あるが、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

　　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た広域観光ＰＲ、物産展の開催等連携の
強化につながる新施策を検討する。

  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。

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）

　平成23年度では、弘前市物産協会により物産展県外催事14回、県内催事4回、友好都市催事4回の計22
回開催されている。「物産協会組織強化」についても、緊急雇用創出事業を活用して事務局員を増員し強化
を図ったため工程表どおり実施済み」と評価した。

  例年開催している催事17ヶ所に加えて、新規催事5ヶ所が行なわれ合計で22ヶ所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

物産展開催回数 20か所/年
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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

－

H22 H23 H24 H25

21,674 －

1,603 －

事務事業名 1,810 9,071

今後の
方向性

東アジア圏(中・韓・台)観光客入込数 80,000人（H25）
　25,000人（H23）、50,000人(H24)

東アジア圏（中・韓・台）宿泊者数 5,000人（H25）
　2,000人（H23）、3,500人(H24)

平成23年度実施内容

2-(2)-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

　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。

　中国、韓国、台湾等への旅行会社訪問及び観光プロモーションの実施、中国での観光物産コーディネー
ターの委嘱（1人）、インバウンドセミナーの開催（4回）や外国語版のホームページの制作など各種インバウ
ンド対策事業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

　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、今後も県や関係者
と連携しながら、誘客活動を進めていく。

　目標・活動量指標とした「東アジア圏（中・韓・台）観光客入込数、宿泊者数」については、 平成23年の数
値がまだ公表されていないため評価できない。（11月頃公表予定）

目標・活動量指標

平成23年度実施内容

　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）

　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」と評価した。

　キャンペーンの実施については、平成24年度からの実施としていることから、達成率の評価は次回評価
（平成25年度）から行う。

目標・活動量指標

キャンペーン実施(H24～) 10か所/年

　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と連携できるよう
取り組みを行っていく。

インバウンド対策事業
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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

- 2

- 8

事務事業名 49 3,072

今後の
方向性

ドラマ、ＣＭ撮影数（H23～H25） 各5本/年

決算額

　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。

平成23年度実施内容

2-(2)-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

　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）

　新たな作品（弘前が舞台である小説等）の映画化については、候補作品の選考がなされていないが、平成
23年度より映像作品撮影事業費補助金を交付し、映画、ドラマや旅番組などロケが多数行われたことから、
「工程表どおり実施済み」と評価した。

　「映画誘致数」、「ドラマ、ＣＭ撮影数」ともに目標を達成したことから、「目標を達成済み」とした。

目標・活動量指標

映画誘致数（H25） 1本

弘前フィルムコミッション推進事
業
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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

7,566千人 -

4,551千人 -

4,853千人 4,736千人

47,781 46,967

事務事業名 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

－

今後の
方向性

　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。

(1)宣伝広告事業

　首都圏等へのＰＲ強化については、当初東日本大震災に配慮する部分はあったものの、被災地を応援し
ようという機運が徐々に高まってきたことから、青森ＤＣの開催や東北新幹線全線開業1周年等を契機とし
て、県や県観光連盟と連携した首都圏でのキャンペーンやキャラバン、旅行エージェント訪問などを積極的
に実施した。雑誌等への広告掲載についても、費用対効果を念頭に置きながら効果的に実施したことから
「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標としている「観光客入込数」については、平成22年から国の共通基準による積算方法に
変更されたため、当該数値を使用しないこととなった。新たに指標とした「観光入込客数」については、平成
23年度の数値が公表されていないため、現時点では評価できない。（11月頃公表予定）

(2)四大まつり事業

　さくらまつりでは弘前城築城400年祭記念として津軽手踊り発表会、津軽三味線全国大会、津軽五大民謡
全国大会、ねぷたまつりでは弘前城築城400年祭スペシャルとして、なぬか日スペシャル、同じく菊と紅葉ま
つりではデジタル掛け軸、宝探し、会期延長等を実施したことから「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標としている「観光客入込数」については、平成22年から国の共通基準による積算方法に
変更されたため、当該数値を使用しないこととなった。新たに指標とした「観光入込客数」については、平成
23年度の数値が公表されていないため、現時点では評価できない。（11月頃公表予定）

目標・活動量指標

【参考】行祭事・イベント観光入込客数（H25） 5,500千人
　4,900千人(H24)

決算額

【参考】観光入込客数（H25） 5,000千人
　4,500千人(H24)

平成23年度実施内容

項目 平成23年度実施内容

2-(2)-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

　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」とした。

観光客入込数（H25） 10,000千人

　首都圏等へのＰＲ強化を図っていくこととしているが、旅行商品造成のスケジュールや経済等情勢を鑑み
ながらより効果的に進めていきたい。

　各四大まつりについて、弘前城築城400年祭事業の中で継続可能な事業は継続実施していきたい。

　目標・活動量指標としている「観光客入込数」については、平成22年から国の共通基準による積算方法に
変更されたため、当該数値を使用しないこととなった。新たに指標とした「観光入込客数」については、平成
23年度の数値が公表されていないため、現時点では評価できない。（11月頃公表予定）
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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

－

今後の
方向性

　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。

(3)観光振興事業

　街歩きガイドツアー「弘前街歩き」は全43コースで実施、青森デスティネーションキャンペーンと連携しなが
ら弘前駅にぎわい創出事業を実施、ライトアップ推進事業については、昇天教会、弘前教会、カトリック教
会、宗徳寺、AtoZメモリアルドック、藤田紀念庭園洋館のライトアップを実施、緊急雇用創出事業を活用し観
光案内機能等の強化を図ったことから、「工程表どおりに実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標としている「観光客入込数」については、平成22年から国の共通基準による積算方法に
変更されたため、当該数値を使用しないこととなった。新たに指標とした「観光入込客数」については、平成
23年度の数値が公表されていないため、現時点では評価できない。（11月頃公表予定）

　街歩き観光のメニューを充実させ、推進を図っていきたい。

平成23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

0 3,619

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

－ 19名

今後の
方向性

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

－ 通年運用

今後の
方向性

目標・活動量指標

空き家等情報市ホームページ 通年運用

　平成23年度は、情報提供の段階的実施を開始することとしており、平成24年3月に情報提供体制が完成し
ているため、「工程表どおり実施済み」と評価した。

平成24年3月から通年運用を行っているため、「目標を達成済み」と評価した。

(2)空き家等情報提供事業

　希望者が利用しやすいような情報体制を心がけながら、情報提供に努めていく。

　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。

(1)弘前まるごと体感事業

　平成23年度は、モニターツアーを実施することとしたうえで、交流人口の拡大や移住・就農の意識の醸成
を図るため、平成23年10月に、「まるっとひろさき体験ツアー」を実施したことから、「工程表どおり実施済み」
と評価した。

ツアー参加者は19名であったが、これは体調不良によるキャンセルが１名発生したことによるもので、実質的
には20名の参加者数が得られた。参加者については、弘前に移住するまでには至っていないものの、首都
圏におけるグリーンツーリズム受入農家のイベント参加やＰＲ活動に積極的に協力するなど、農村地帯の魅
力を発信する上で一定の効果が図られており、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

体感事業参加者数 20名

平成23年度実施内容

2-(2)-9
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

　施策を構成する2事業について、どちらも「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」と評価した。

決算額

　施策を構成する2事業について、それぞれ「目標を達成済み」との評価になっていることから、施策全体とし
ても「目標を達成済み」と評価した。

　平成24年度以降も継続して体験ツアーを行う予定。

項目

平成23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

Ｂ

H22 H23 H24 H25

- 1

69 78

2 4

23 12

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

C

達成率

C

H22 H23 H24 H25

8,304 4,883

事務事業名 8,752 27,081

今後の
方向性

宣伝広告事業

決算額

　地域ポータルサイト「弘前感交劇場」のグローバルサイトは完成したが、トップ画面が完成しなかったため稼
働には至らなかったことから「工程表より遅れている」と評価した。

　目標・活動量指標であるアクセス数が目標を達成していないため、「遅れている」と評価した。

目標・活動量指標

目標アクセス数（訪問者数） 10,000/月

2-(2)-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）

目標・活動量指標

・広報紙への連載(H23～） 毎月

・ホスピタリティ運動開催回数 100回/年

　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。

・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

決算額

平成23年度実施内容

2-(2)-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

　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23年度は、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」と評価した。

　広報誌への掲載については、街歩きについて平成24年3月1日号から連載を始めている。ホスピタリティ運
動については、やわやかネットのほか、関係者による検討会議等が78回開催され、市民研修についても、津
軽ひろさき検定が4回、出前講座等を12回実施しており、「概ね順調に推移」と評価した。

　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、街歩きなど市民参加
による観光振興に努める。

平成23年度実施内容

弘前感交劇場推進事業

　多種多様な観光客のニーズに対応するため、サイトについて、随時見直しを行うとともに、情報の蓄積更新
に努める。
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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 H24 H25

38便/38便 38便/38便

6往復 6往復

5回 3回

事務事業名 405 487

今後の
方向性

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。

　全ての新幹線に対するアクセス列車の維持・確保のため、また、新青森駅-弘前駅間を30分以内で結ぶ特
急列車の運行増加の実現（平成25年度）に向けて、今後も要望活動を継続していきたい。

目標・活動量指標

平成23年度実施内容

2-(2)-12

決算額

全ての新幹線に対するアクセス列車の維持・確保

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

　平成23年度は、二次交通利用者アンケートの実施及びJR東日本等への要望活動の実施をすることとして
いたが、平成24年3月にアンケートを実施し、その結果を平成25年度県への重点要望に反映した。また、要
望活動については、7月及び11月（2回）の計3回行っていることから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

ＪＲ東日本等への要望活動回数 2回/年

　目標・活動量指標のうち、「全ての新幹線に対するアクセス列車の維持・確保」と「ＪＲ東日本等への要望活
動回数」については目標を達成しており、「新青森-弘前駅間を30分以内で結ぶ特急列車の運行」について
は平成25年度時点での評価となることから、「目標を達成済み」と評価した。

奥羽本線高速化・機能強化等要
望活動
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取得方法 単位 基準値
H22
実績

H23
実績

H24
目標

H25
目標

(H22)
455.1 455.1 - 450 500

(H22)
485.3 485.3 473.6 490 550

(H22)
33 33 - 36 42

(H20)
408.07 - - 480 530

(H22)
3,620 3,620 - 4,800 6,400

(H20)
2.32 2.35 2.05 2.8 3

①行祭事・イベント観光入込客数550万人を目指します。（約13％増）
青森県観
光入込客
統計

万人

【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観光入込客数500万人を目指します。（約10％増）
青森県観
光入込客
統計

万人

人

⑤県内外物産展売上額3億円を目指します。(29.3％増） 業務取得 億円

②宿泊者数42万人を目指します。（約27％増） 業務取得 万人

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） 業務取得 億円

旧指標「⑥ホテル旅館の地元食材調達率の向上を目指します。」を削除

旧指標「⑦観光振興による新規雇用を増やします。」を削除

④外国人宿泊者数6,400人を目指します。(約77％増） 業務取得

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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22 23 24 25

81 180 267 350

68 156

6 11 16 20

6 14

11 23 35 50

11 25

2 6 10 15

2 7

1 2 3 5

1 1

11.7 10.7 9.6 8.5

12.0 12.0

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

× －

⑥中心商店街空き店舗率　8.5％を目指します。 業務取得 ％ 12.8

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。 業務取得

× －

⑤誘致企業数（累計） 5社を目指します。 業務取得 社 0

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 0 〇 －

②農商工連携対策支援事業所数（累計） 20件を目指します。 業務取得 件 0 〇 －

上段：年度別目標値
下段：年度別現状値

H23目標値
に対する
達成率

H25目標値
に対する
達成率

件 0

× －

○ －

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）

業務取得 人 0

　
　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 取得方法 単位 基準値

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23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、「目標を達成できない」が3項
目となっており、達成率は、低い状況となっております。
　目標値を達成できなかった3項目は、各事業において積極的に事業を展開、取り組んでいるものの、東日本大震災の影響等もあり、厳しい社会経済状
況を反映し、なかなか企業の行動も慎重になった結果、目標値に至らなかったものと考えております。
　
　平成23年度における注目指標のうち、「②農商工連携対策支援事業所数(累計）20件を目指します。」については、目標を達成しておりますが、「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。」、「⑤誘致企業数(累計）5社を目指します。」については、達成することができませんで
した。
　「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。」につきましては、23年度は、商工業分野で70人、農林業分野で29人で合計99人の
新規雇用を目標としておりましたが、商工業分野で企業誘致による雇用が15人の予定が0人となったことが大きく、合計で５５人、農林業分野で33人と
なり、合計88人となったものであります。
　「⑤誘致企業数（累計）5社を目指します。」につきましては、東日本大震災の影響や円高を背景として、なかなか思うような企業誘致に結びつかな
く、結果として0社であったものであります。今後は更に一層誘致活動に努めてまいります。
　「②農商工連携対策支援事業所数（累計）20件を目指します。」については、新聞等にも取り上げられ、地元の素材を活かした新たな商品開発に取
り組む事業者が増えてきたことから達成できたものと認識しております。
　
　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「工程表どおり実施済み」となっており、「達成率」では9項目中6項目が「目標を達
成済み」あるいは「順調に推移」となり、１項目が「遅れている」、2項目が「判断できない」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、地域資源を活かした商品開発や創業などへの支援により、意欲的
な取り組みは着実に増えてきているものの、産業の空洞化や国内経済の縮小が進む中で、企業の国内投資意欲は低く、企業誘致による雇用の拡大がで
きなかったことにより、注目指標の新規雇用者数及び誘致企業数で目標を達成することができなかったため、めざす姿に向けては遅れていると考えま
す。

　今後とも、仕事おこし、研究開発、農商工連携、起業化などの新たな取り組みに対する支援や情報発信・収集等の強化による企業立地の推進に取り
組むなど、積極的に事業展開し、目指す姿の達成が図られるよう努力してまいります。

約束全体の評価
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事務事業数 進捗率 達成率

1 Ａ Ｂ

2 Ａ Ａ

1 Ａ Ｂ

1 Ａ -

1 Ａ Ｂ

1 Ａ Ｃ

1 Ａ -

1 Ａ Ａ

1 Ａ Ａ

28,569 131,100 85,900 18,900

25,705 99,094

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

【起業や産業を支える人づくりに取り組みます】

●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

【弘前の強みを活かした企業立地、誘致を図ります】

○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

●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

項目

【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】

○１　産学官金の連携による“ひろさき産業振興会議”の設置

○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

○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）

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

Ｂ

H22 H23 H24 H25

3回 3回

7件 3件

事務事業名 74 55

ひろさき産業振興会議開催事業
今後の
方向性

　6回の会議開催予定に対し、3回の実施にとどまり、目標値に達することはできなかったが、会議の中から
貴重な意見を取り入れ、施策等にも反映することができ「概ね順調に推移」と評価した。

目標・活動量指標

【参考】
会議の意見や提案が施策等に反映された件数　2件/年

会議開催回数 3回/年（H22）
6回/年（H23～）

　平成24年度も、喫緊あるいは将来的な産業振興に対する課題等について広い視野、見識を持った方々
や地元事業者を招へいし意見交換を行い、それらを施策に反映していくこととする。

2-(3)-1
産学官金の連携による”ひろさき
産業振興会議”の設置

　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。

決算額

平成23年度実施内容

　10月12日に弘前大学の経済経営研究者、10月18日に国や金融機関、経済調査機関の代表者、並びに
11月1日に最近起業した事業者に参加いただき、会議を開催し「工程表とおり実施済み」と評価した。
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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

22,879 90,382

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 46

今後の
方向性

　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

-

仕事おこし推進事業による雇用者数（H22～H25） 60人
　45人(H23)　60人(H24)

　「仕事おこし推進事業雇用創出プラン」に伴う雇用者数は、平成23年度に新規に5件の事業を採択したこ
とにより、新たに15人の雇用が生まれ、平成22年度採択分の雇用と合わせ、累計で46名となっており「目標
を達成済み」と評価した。

　平成23年度に引き続き、平成24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。

　「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。

(1)仕事おこし・雇用支援室設置

　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。

(2)仕事おこし推進事業

　民間事業者から「仕事おこし推進事業雇用創出プラン」の提案を募集し、新たに5件の事業を採択、業務
委託したほか、「研究開発」に対しては5件、「農商工連携促進」では8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ための事業を実施しており、「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」と評価した。

平成23年度実施内容

2-(3)-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

　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」と評価した。

項目

平成23年度実施内容

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

Ｂ

H22 H23 H24 H25

- -

- 8件

事務事業名 900 1,873

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

12 16

12 16

1 1

事務事業名 389 390

今後の
方向性

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

目標・活動量指標

2-(3)-4

　平成23年度はひろさき仕事おこし応援隊情報交換会の開催などにより、仕事おこし、産業の活性化へ繋
がる情報の収集を図ったことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

目標・活動量指標

会員数 20名

企業誘致応援隊結成

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、また、情報提供
数、情報交換会の開催についても、目標値に達することはできなかったが、仕事おこしや産業の活性化に
向けた情報を相当数収集できたことから、「概ね順調に推移」と評価した。

2-(3)-3
“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。

　地元生産品の愛用、消費促進を図るため、伝統的工芸品等活用促進事業費補助金を創設したほか、普
及啓発活動としてＢｕｙひろさきキャンペーン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

【参考】補助金交付事業所数　10件/年

平成23年度実施内容

平成23年度実施内容

応援隊からの情報提供件数 20件/年

　市内企業のビジネスチャンスに繋がる情報や企業の立地動向、地方進出に関する情報などを応援隊か
ら収集し、当市の仕事おこしに繋げていく。

ＢＵＹひろさき運動推進事業

　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。

　目標・活動量指標を「補助金交付事業所数」と設定し、目標の10件に対して8件に補助金を交付したこと
から「概ね順調に推移」と評価した。

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）　　※アクションプラン2012に指標を設定

決算額

情報交換会の開催回数 2回/年

　伝統的工芸品等活用促進事業費補助金を継続するとともに、（仮称）Ｂｕｙひろさき運動本部を母体に市
民等による地産地消、地元購買を促進するための普及啓発活動を展開していく。
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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

100,000枚 80,000枚

- 84,000枚

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

1 1

21 20

事務事業名 879 645

今後の
方向性

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）

　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。

　封筒の必要枚数は把握できるが、広告入り封筒の作成枚数は民間事業者の寄贈によるため、当初は目
標値を設定しなかった。なお、寄贈を受けた後は配布枚数を目標とすることにより、達成率の評価は次回
評価（平成25年度）から行う。

目標・活動量指標

封筒作成課の必要枚数

【参考】配付枚数　300,000枚(H25)
     100,000枚(H23)　200,000枚（H24）

決算額

封筒寄附募集事業

　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とともに、目標値を配布枚数300,000枚
(Ｈ25)に設定し、各課への取り組みを促していく。さらに、「弘前情報チラシ配布事業」を追加し、弘前シ
ティプロモーションを推進するために、弘前の情報を集約したチラシを作成し、民間企業・団体等と協働で
全国への配布を予定している。

目標・活動量指標

誘致件数（H22～H25） 5件
　累計　1件(H22) 　 2件(H23)　3件(H24)

　首都圏開催の産業立地フェアなどに参画し、当市の立地環境をＰＲするとともに、ひろさき仕事おこし応
援隊から企業誘致に関わる情報を収集するなど、企業の発掘をおこない誘致活動を展開したことから、
「工程表どおり実施済み」と評価した。
　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23年度は見送っている。

　誘致に向けて企業訪問や情報収集をおこない活動を展開したものの、23年度は誘致に結びつかず、０
件であったため、「遅れている」と評価した。

企業・団体立地推進事業

2-(3)-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

　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。

2-(3)-5

平成23年度実施内容

　平成23年度は、6月1日から広告入り封筒の使用を開始したため、「工程表どおり実施済み」とした。

訪問企業・団体数 20件/年

平成23年度実施内容

決算額

　首都圏企業等に関する情報収集、企業訪問をおこない、当市立地環境などをＰＲし、誘致活動をおこ
なっていく。また、近隣市町村との広域的な連携を協議しながら、取り組みの強化を図っていく。
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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 584 570

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 1

- -

- 1

事務事業名 0 1,500

今後の
方向性

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

平成23年度実施内容

セミナー、交流会の開催回数 2回/年

2-(3)-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(※1)やソーシャルビジネス
(※1)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）

　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2011」を開
催、また、ＣＢ・ＳＢに取り組みたい市民を対象に、実際に事業計画等を作成するなど実践的な取り組みを
行なってもらう起業実践塾「コミュニティサロン」を開催し、「工程表どおり実施済み」でと評価した。
　なお、23年度に実施予定のコミュニティビジネスの実態調査は、県において21年度に実施しており、比較
的新しいデータがあることから、市による実態調査は実施しないこととした。

実態調査事業(H23) 1回実施

　「ひろさきコミュニティビジネスフォーラム2011」の開催や「コミュニティビジネスサロン」の開催により、「目標
を達成済み」と評価した。

コミュニティビジネス・ソーシャル
ビジネス支援事業

　コミュニティビジネスの起業実践塾「コミュニティビジネスサロン」を実施などにより、起業を目指している市
民も出てきており、引き続きセミナー等の普及啓発事業の実施や県モデルCB支援事業なども活用しなが
ら、コミュニティビジネスの立ち上げを支援していく。

　目標・活動量指標の達成率の評価は、事業の開始を平成24年度としていることから、達成率の評価は次
回評価（平成25年度）から行う。

目標・活動量指標

道場の設置 2/年

【参考】
相談やセミナー等を受講した市民から、起業した人数 2人/年

決算額

2-(3)-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

　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

　24年度から設置予定の創業・起業のための相談窓口の設計等、準備を進めたほか、県と合同で起業家
向けの説明会・相談会を実施おり「工程表どおり実施済み」と評価した。
　なお、起業家に対する育成支援補助金については、平成23年度も継続して実施しており、3件の実績が
あった。

　県や関係機関で実施しているさまざまな支援事業との調整を図り、総合的に、適切かつ効果的な起業家
支援となるような体制の構築と事業の展開を行なっていく。

起業家支援事業

平成23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

Ａ

H22 H23 H24 H25

- 1

- 14

事務事業名 0 3,679

今後の
方向性

　１店舗の「シェアリング実施店」舗が設置され、「シェアリング出店数」が14店と目標を上回ったことから、
「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

シェアリング実施店舗数 2店
　1件（H23)　　  2件（H24)

シェアリング出店数 10店/年

平成23年度実施内容

2-(3)-9
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23年度は、シェアリング支援制度を制定し、実施事業者を募集。中土手町において起業家支援用
店舗を設置し、14店が出店している状況にあることから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

決算額

店舗シェアリング支援事業
　平成24年度においては、起業家支援用店舗での出店者募集を継続して行うほか、多様な業種業態に対
応したシェアリング店舗の事業化を目指し、募集していくこととしている。
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取得方法 単位 基準値
H22
実績

H23
実績

H24
目標

H25
目標

0 100 281 347 391

0 4 19 24 34

0 6 12 16 20

0 2 7 10 15

(H21)
12.8 12.0 12.0 9.6 8.5

5,503 5,503 5,750 5,540 5,560

【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）～

①施策の取り組みによる新規雇用（累計）391人を目指します。 業務取得 人

指標名

②農商工連携等振興施策の展開による商品化数（累計）34件を目指しま
す。

業務取得 件

人

⑤中心商店街空き店舗率8.5％を目指します。 業務取得 ％

③技術開発等支援件数（累計）20件を目指します。 業務取得 件

④起業化支援施策の展開による起業家創出数（累計）15人を目指しま
す。

業務取得 人

旧指標「⑤誘致企業数（累計） 5社を目指します。」を⑥に変更

⑥誘致企業における従業員数5,560人を目指します。 業務取得

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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22 23 24 25

52.5 55.0 57.5 60.0

66.7 70.0

- -

51.4 51.9

18,500 20,500 22,500 25,000

18,226 19,119

11.7 10.7 9.6 8.5
12.0 12.0

5.5 33.5 55.6 76.9

5.5 5.5

90 547 907 1,255
90 90

- -

23.1 24.6

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

5,053,989 4,886,397

8.9 9.1 13.4 14.9

8.8 　※9.7

0 2 3 3
0 2

6 6 6 6

6 6

0 0 1 1
0 0

　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

H23目標値
に対する
達成率

H25目標値
に対する
達成率

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 ％ 50 ○ ○

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 ％ - － －

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 人 18,018 × －

　中心商店街空き店舗率　8.5%を目指します。 業務取得 ％ 12.8 × －

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 × －

　　　　整備延長　 1,255ｍ 業務取得 ｍ 90 × －

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 ％ - － －

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 × －

⑦リサイクル率　14.9％を目指します。
※22年度現状値は環境省が公表する「一般廃棄物処理事業実態調査」公表値、
　　23年度現状値は当市による速報値(概算)

業務取得 ％ 8.7 ○ －

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 ○ －

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 － －

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

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23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5
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、目標値が高めの設定となっている指標や平成24年
度から評価する指標があることなどが影響しているものです。なお、「目標を達成できない」指標の一部について、アクションプラン２０１２で変更
しております。
　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、現状値が平成22年度に比べ増加していることから、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ものと考えられます。
　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24.6％で、
平成22年度に比べ増加していますが、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ることから、やさしい街「ひろさき」づくり計画な
ど安全・安心に関わる各個別施策の推進により、市民評価をさらに高めていく必要があります。
　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。「エスコ事業実施」につい
ては、平成23年度に実施した詳細設備診断や現在行っている耐震調査等を踏まえて、事業導入について検討を進めることとしているため、現段階では
判断できないとなっています。
　次に個別施策の実施状況ですが、「進捗率」では21項目中17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」で、1項目が「工程表
より遅れている」となっており、「達成率」では、まだ判断できないものを除き、10項目が「目標を達成済み」、7項目が「順調に推移」で、2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、弘前が住みよいと思う市民の割合などは目標を達成しています
が、一方では、中心市街地歩行者・自転車通行量など、目標を達成することができなかったものもあるため、めざす姿に向けては遅れていると考えま
す。
　このことから、今後は、平成23年度で達成できなかった指標の改善と進捗が遅れている個別施策について積極的な取り組みを行うとともに、その他
の関連施策についても、市民が望む魅力あるまちづくりに向け、着実な推進を図ることが必要であると考えます。

約束全体の評価
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事務事業数 進捗率 達成率

2 Ａ Ａ

1 Ａ Ａ

1 Ａ Ａ

1 Ａ Ａ

1 Ａ Ｃ

1 Ａ －

1 Ａ Ａ

3 Ａ Ｂ

5 Ｂ Ｂ

1 Ａ Ａ

1 Ａ Ａ

2 Ａ Ａ

3 Ａ Ｂ

2 Ｃ －

1 Ａ Ａ

1 Ａ Ａ

3 Ａ Ｂ

1 Ａ Ｂ

4 Ｂ Ｂ

2 Ｂ Ｂ

2 Ａ Ｃ

項目

【弘前の魅力を活かした街づくりを実現します】

○１　弘前レトロモダン街づくりを目指した景観形成

○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）

●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

●10　学園都市弘前、大学力と連携した街づくりプラン策定

●11　街なかカラス対策の強化

【市民にやさしい街づくりを進めます】

○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

●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）

【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】

○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

●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

【岩木山を中心とした豊かな自然を守り、活かします】

○５　岩木・相馬地区活性化事業の推進

●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

【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】

●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

●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

●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

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

492,049 666,574 1,000,111 968,185

654,662 737,402

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

H22 H23 H24 H25

333,420 213,170

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 296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 125件

今後の
方向性

平成23年度実施内容

(2)民間建造物保存・改修費助
成

　平成23年度は、民間建造物等に対する助成、支援策の検討を行うこととしていたが、平成24年3月30日に
弘前市景観重要建造物改修等事業費補助金交付要綱を策定（平成24年4月2日告示）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「歴史的建造物の維持119件」としているが、平成23年度は125件で「目標を達成済
み」と評価した。

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

　助成対象となる景観重要建造物の指定をはじめ、景観計画に基づく施策の着実な推進により、景観上重
要な建造物の保全を図っていく。

平成23年度実施内容

　現在策定中の景観計画(※2)
において、中心市街地活性化基
本計画(※3)、歴史的風致維持
向上計画（※4)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

　景観計画の策定時期を平成24年4月予定としていたが、平成24年3月22日に計画を告示（平成24年6月1
日施行）した。また、景観フォーラムについても平成23年11月4日に開催したことから、「工程表どおり実施
済み」と評価した。

　目標・活動量指標を「景観フォーラム参加者数80名／年」としているが、平成23年度の参加者数は296名
で「目標を達成済み」と評価した。

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

　平成24年6月1日施行の景観計画及び関連条例（弘前市景観条例・弘前市屋外広告物条例）を着実に
遂行するとともに、市民や事業者との協働により弘前ならではの景観形成を図っていく。

項目 平成23年度実施内容

3-1 弘前レトロモダン(※1)街づくりを目指した景観形成

　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」と評価したことから、施策全体として
も「工程表どおり実施済み」と評価した。

　構成する2事業について、それぞれ「目標を達成済み」との評価になっていることから、施策全体としても
「目標を達成済み」と評価した。

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 3

事務事業名 3 20

今後の
方向性

決算額

弘前城公園活用推進検討会議
設置

　史跡津軽氏城跡弘前城跡整備計画に基づく、二の丸利活用施設整備の考え方と併せて武徳殿の新た
な活用方法を検討しながら、委員提案への対応、共通券及び共通通年券の本運用などについて、検討会
議の中で意見を取りまとめる。

平成23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。

　弘前城公園活用推進検討会議を3回開催し、弘前公園の利活用に関する提案等を聞き取りし、その対応
方法について議論するなど、弘前公園のさらなる活用に向けた検討等を行ったことから、「工程表どおり実
施済み」と評価した。

　目標・活動量指数は「年間3回開催」としており、平成23年度は3回開催したことから、「目標を達成済み」
と評価した。

目標・活動量指標

開催回数 1回/年（H22） 3回/年（H23～24）
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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

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

273 403

14,640 25,447

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 54橋

- 2橋

9,030 42,155

今後の
方向性

　橋長が7ｍ～15ｍ未満の100橋についても、計画的に修繕計画を策定する。また、修繕計画による補修工
事も計画的に進めて事業を推進したい。

平成23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23年度は、橋梁長寿命化修繕計画点検業務（橋長15ｍ以上の橋梁）と、修繕計画による補修工事
を、計画どおり実施したことから、｢工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「長寿命化修繕計画策定218橋」としており、このうち平成23年度計画分の54橋を実
施した。また、「修繕計画による補修工事3橋」のうち、平成23年度計画分2橋についてこれを実施したことか
ら「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

長寿命化修繕計画策定 218橋
　64橋(H22)、54橋(H23)、100橋(H24)

【参考】修繕計画による補修工事 3橋
　2橋(H23)、1橋(H24)

決算額

目標・活動量指標

改修計画延長 L=1,490m
　L=290m(H22)、L=400m(H23)、L=400m(H24)

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。

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、「工程表どおり実施済み」が4事業、「工程表より遅れている」が1事業と
なっていることから、施策全体として総合的に勘案し、「概ね工程表どおり実施済みで一部が遅れている」
と評価した。

　構成する5事業について、「目標を達成済み」が3事業、「遅れている」が１事業、「判断できない」が１事業
となったが、各事業については、着実に行われていることから、施策全体として総合的に勘案し、「概ね順
調に推移」と評価した。

平成23年度実施内容

(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23年度は、3路線、延長L＝400ｍを計画し、八幡宮線L＝139ｍ、紺屋町線L＝137ｍ、笹森町神明
宮線L＝127の合計延長L＝403ｍの改修を計画どおり実施したことから、「工程表どおり実施済み」と評価
した。

　目標・活動量指標は「改修計画延長L＝1,490ｍ」としており、このうち平成23年度分の計画延長L＝400ｍ
に対する実績はL＝403ｍであったことから、平成23年度は「目標を達成済み」と評価した。

項目 平成23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 9,450

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

3 6

3 10

15 141

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

Ｃ

H22 H23 H24 H25

- 0

0 1,995

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23年度は、消流雪溝第二次面的整備Ⅲ期計画を策定し、伝建地区内の設計業務を実施したが、関
連事業との工程調整から整備に着手できず、結果的に「工程表より遅れている」と評価した。

　目標・活動量指標は「Ⅲ期計画整備延長（Ｈ23～Ｈ25）Ｌ＝1.2ｋｍ」としているが、Ⅲ期整備事業に着手
できていないことから、現状では「遅れている」と評価した。

目標・活動量指標

Ⅲ期計画整備延長（H23～H25） L=1.2km
　L=457m(H23)、L=360m(H24)

決算額

　平成23年度整備予定区間を含め、関連事業との工程を調整しながら事業進捗の遅れを取り戻したい。

実施地区数 4地区（H25）
　1地区(H22)、2地区(H23)、3地区(H24)

【参考】実施町会数 20町会（H25）
　5町会(H22)、10町会(H23)、15町会(H24)

決算額

　各地区の除雪説明会で周知を図りながら、除雪困難者に対する住民参加型の雪対策への取り組みを支
援していく。

平成23年度実施内容

決算額

　道路施設補修計画（Ⅰ期計画H24～H33）を基に、計画的に事業を推進したい。

平成23年度実施内容

(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23年度は、6地区（10町会）において実施したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「4地区（20町会）」としており、このうち平成23年度分の計画2地区（10町会）に対する
実績は6地区（10町会）であったことから、平成23年度は「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

平成23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し、道路施設補修
計画を策定したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「市街地補修達成率」としており、補修事業の開始が平成24年度からであることか
ら、達成率の評価は、次回評価（平成25年度）から行う。

目標・活動量指標

市街地補修達成率 59.5%（H25）
　53.4%（Ｈ22）　55.4%（Ｈ23）　57.5%（Ｈ24）
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No. 自己評価

進捗率

Ｃ

達成率

－

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 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 0

今後の
方向性

　平成27年度供用開始に向けて整備を進めていく。

平成23年度実施内容

「ＭＩＣＳ（汚水処理施設共同整
備）事業(※7)」

　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

　国・県と協議の結果、当該事業を国土交通省の社会資本整備総合交付金事業として実施するに当たり、
し尿等希釈投入施設の実施主体を弘前地区環境整備事務組合とすると共に、弘前圏域定住自立圏の事
業として、当市が中心市となり、構成市町村の合意の基、平成24年度の建設負担金を予算措置したことか
ら、「工程表どおり実施済み」と評価した。

 目標・活動量指標は「H27年度から供用開始」としており、現時点では判断できない。

目標・活動量指標

H27年度から供用開始

決算額

平成23年度実施内容

「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23年度は、議会及び地元住民説明ほか都市計画決定の変更としていたが、平成22年度に引き続
き、国、県との協議を行ったことから「工程表より遅れている」と評価した。

 目標・活動量指標は「H25年度に統合」としており、現時点では判断できない。

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26年度の統合に向けた取り組
みを進めていく。

項目 平成23年度実施内容

3-4
アセットマネジメント(※5)とファシリティマネジメント(※6)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、「工程表より遅れている」が１事業、「工程表どおり実施済み」が１事業と
なっているため、施策全体として「工程表より遅れている」と評価した。

　構成する2事業について、いずれも「判断できない」であることから、施策全体として「判断できない」と評
価した。
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No. 自己評価

進捗率

A

達成率

B

H22 H23 H24 H25

264,496 413,634

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

55,423 35,650

今後の
方向性

進捗率

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

4 2

今後の
方向性

(2)岩木・相馬地区活性化推進
事業

　岩木・相馬地区の市民との意見交換会を開催し、その中で活性化事業に対する意見や要望等を取り入
れながら、活性化推進計画の改定をした。また、新たな補助事業として岩木・相馬地区の活性化支援事業
を実施したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　岩木・相馬地区での意見交換会を両地区で1回開催し、また、岩木・相馬地区活性化支援事業費補助金
交付要綱を新たに制定し、事業を実施したことから「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

意見交換会の開催 1回/年

　岩木・相馬地区の市民との意見交換会を継続して実施し、地元との対話を通して活性化推進事業を進め
ていく。

平成23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

　平成23年度に実施を予定していた地域活性化ソフト事業30事業のうち、大会が中止となった1事業を除く
29事業について継続支援していることから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　平成22年度で事業費の大きい「農業協同組合貸付金」（27,000千円）が停止となったことから、目標値の
達成は困難な状況になったものの、平成23年度事業については全て実施していることから「目標を達成済
み」と評価した。
　なお、事業の予算規模によって目標値の達成率が大きく左右されるため、AP2012においては、目標を
「事業着手率」に変更した。

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）
58,000千円（Ｈ22）60,000千円（Ｈ23）60,000千円（Ｈ24）

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」と評価した。

　構成する3事業のうち、1事業が事業の中の一部に遅れがあったことから「概ね順調に推移」とし、2事業が
計画通りに推移し「目標を達成済み」としたことから、施策全体として総合的に勘案し、「概ね順調に推移」
と判断した。

決算額

　岩木・相馬地区の市民からの地域活性化に伴う要望を、機会あるごとに取り込みながら、更なる活性化に
繋がる事業に取り組む。

項目 平成23年度実施内容
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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% 14.00%

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

5 6

－ 6

事務事業名 0 1,500

今後の
方向性

　平成24年度においては、平成23年度で策定された「駅前大町地区」のプランの実行を引き続き支援する
ほか、「土手町地区」「かじまち地区」のプラン策定・実行に向けて、組織体制を構築していく予定である。

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23年6月に、プラン策定に向けて、地元商業者を中心とした策定実行委員会が組織され、現状やこ
れまでの取り組みを検証し、継続性、実効性のあるにぎわい回復・創出事業を提案し、その行動計画となる
「駅前・大町にぎわいリバイバルプラン」を同年11月に策定した。
　集客・販売促進活動特別支援事業費補助金（リバイバルプラン枠）を実行委員会に交付し、プランに掲載
された各事業が実施され、平成24年度の「土手町・かじまち地区」の予算措置もしたことから、「工程表どお
り実施済み」と評価した。

　「土手町地区」「かじまち地区」のプラン策定に向けた関係機関との具体的な協議はできなかったものの、
「駅前・大町地区」のプラン策定に伴う協議を計6回（策定検討会議、実行委員作業部会）行い、6件の事業
が実施されたことから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

関係機関との協議回数 5回/年

リバイバルプランによる実施事業数 5件/年

決算額

にぎわいリバイバルプラン策定
事業

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）
5.15%（Ｈ22）　32.82%（Ｈ23）　58.35%（Ｈ24）

　各関係課との連絡調整と進行管理により、事業の推進を行っていく。

平成23年度実施内容

(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。

平成23年度実施内容

(3)相馬地区過疎計画推進事業

　当該計画記載事業の実施により、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「計画に基づく事業進捗率（事業費ベース）68%(H25)」としているが、平成23年度の
進捗率は、計画では22.41％を見込んだが、実績は14.00％と下回った。これは、（仮称）相馬地区住民ふ
れあいセンター建設事業において、平成24年度への逓次繰越と、各事業の予算額に対する実績が下回っ
たのが主な理由であり、当事業の進捗には影響はなく、全体的に計画した事業は概ね実施していることか
ら、「概ね順調に推移」と評価した。
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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

- 21

事務事業名 0 700

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

- 5

- 1

事務事業名 0 0

今後の
方向性

決算額

　空き店舗の情報収集を強化するとともに、情報の更新を的確に行い、最新の情報を提供できるよう、さら
に商店街と連携していく。また、データバンクが空き店舗解消の補助的な役割であることから、目標値の再
設定も検討したい。

平成23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情報を収集した。
　一定の情報集約はでき、平成23年2月から情報発信を開始しており、「工程表どおり実施済み」となって
いる。

　当該データバンク掲載の空き店舗への「出店数」は1店あったが、「問い合わせ件数」及び「出店数」とも
に、目標値を下回っていることから、「遅れている」と評価した。

目標・活動量指標

問い合わせ件数 20件/年

出店数 2店/年

空き店舗データバンク整備事業

参加者（団体）数 10団体

【参考】作品出品者数 10者

決算額

アートスペース創出事業
　平成24年度においては、平成23年度に実施したプロジェクターを活用した作品展示を回数を増やして実
施するほか、マルシェと連携したナイトアートマルシェ、移動式屋台ワークショップ等も実施していく予定で
ある。

平成23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23年度は、実験的に事業を実施する計画で、アート関連の活動を行っているＮＰＯ団体が、平成24
年2月に、中心市街地内の4箇所で、プロジェクターを活用したアート作品展示「表現の灯り～points＆
lines」を実施したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

  「アートスペースの設置数」は、年3回としているが、平成23年度は実験的に実施することとしていたこと、
「参加者数数」については、目標を上回ったことから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

アートスペースの設置（開催）数 3回/年
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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

- 31

- -

事務事業名 0 529

今後の
方向性

　目標・活動量指標のうち、「まちづくりプラン策定参画学生数」については、目標12人に対し31人となって
いることから、「目標を達成済み」と評価した。また、「まちづくりプラン実施事業件数」については、策定した
プランの実行が平成24年度からの実施としていることから、達成率の評価は、次回評価（平成25年度）から
行う。

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23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。

　学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）の学生委員会「いしてま
い」が中心となってプランの策定作業を行った。
　市内探索や学生アンケート、先進地視察などで得た経験やデータを基に提案書をまとめ、3月22日の報
告会で研究成果を発表していることから「工程表どおり実施済み」と評価した。

「学園都市弘前街づくりプラン」
策定事業

　「コンソーシアム活性化支援補助金」などを活用しながら、プラン掲載事業を実施することでより魅力ある
街づくりを推進する。

ライド・トゥー・パーク社会実験実
施事業

　来街者アンケートなどの各種調査により実験効果を検証し、次年度以降の展開を検討する。

平成23年度実施内容

3-9
ライド・トゥー・パーク(※8)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23年度は、関係協議会等による実施フロー検討を行うこととしていたが、平成23年7月から、弘前警
察署等の関係機関と社会実験実施に向けた協議を行っていることから、「工程表どおり実施済み」と評価
した。

　社会実験の事業期間が平成24年度であることから、達成率の評価は、次回評価（平成25年度）から行う。

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

決算額
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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

2回 2回

108 4,365

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

100.0% 100.0%

17,030 1,160

今後の
方向性

　目標・活動量指標を「黄色防鳥ネット設置集積所数100.0％」としており、全て補充し100％を維持できたこ
とから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

黄色防鳥ネット設置集積所数 100.0%（H25）
100.0%（Ｈ22）　100.0%（Ｈ23）　100.0%（Ｈ24）

決算額

　引き続き市内全域のごみ集積所に黄色ネットを配置し、カラスがごみをあらしにくい環境づくりに努める。

決算額

　今後も協議会を開催し、行政・住民・企業が協働して、様々な対策を講じていく。

平成23年度実施内容

(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23年度は、黄色防鳥ネットを100枚購入し、新規集積所への配布及び破損したものの交換により補
充したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

平成23年度実施内容

　カラス被害の少ない住みやす
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23年度は、カラス対策連絡協議会を７月、11月に開催し、行政・住民・企業が協働して、集団一斉追
い払いを2回実施したほか、先進地視察として東京都、山形県鶴岡市などの視察を実施したことから、「工
程表どおり実施済み」と評価した。

　協議会を2回開催し、検討を踏まえた具体的なカラス対策（テグス配布・光と音による追い払い）を実施し
たことから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

協議会開催回数 2回/年

項目 平成23年度実施内容

3-11 街なかカラス対策の強化

　平成23年度は3事業とも予定どおり実施していることから、施策全体としても「工程表どおり実施済み」と
評価した。

　構成する3事業について、「目標を達成済み」が2事業、「概ね順調に推移」が1事業となったが、行政・住
民・企業が協働して、集団一斉追い払いなどを実施したことから、施策全体として総合的に勘案し、「概ね
順調に推移」と評価した。
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進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

28回 20回

1,241 1,932

今後の
方向性

(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23年度は、歩道清掃車を購入したほか、市民貸出し用のデッキブラシを500本購入し、市民に貸出
しを行ったことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指数は「清掃回数120回/年(H25)」としているが、平成23年度の清掃回数が年20回に止まっ
たものの、デッキブラシの提供により糞害の程度・場所・時間を把握するための情報を収集できたことから、
「概ね順調に推移」と評価した。

目標・活動量指標

清掃回数 120回/年（H25）
30回（Ｈ22）　40回（Ｈ23）　60回（Ｈ24）

決算額

　今後とも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はなく、行政・住民・
企業が協働して行う。
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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

事務事業名 0 4,719

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

事務事業名 0 337

今後の
方向性

決算額

安心遊び場マップ作成事業

　今年度は昨年度と同様、小・中学校区等を単位として1地区選定し、地域安全マップの考案者である立
正大学の小宮信夫教授を招き、地域の健全育成に係る任意団体と協働し、マップ作成予定。
　また、今年度は実施地区以外の小学校の教員、健全育成活動をしている団体やPTA等にも参加を呼び
かけるなど、来年度以降の実施地区数の拡大に向けた方策を検討する。

　平成24年度に計画を策定し、市民や事業者への周知を図るとともに、協働により、誰もが快適で安全、安
心に暮らせるやさしい街の実現を目指す。

平成23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。

　平成23年度はマップを1地区で作成することとしており、城西小学校区を選定し11月に作成済み。保護者
参観日で児童が発表したほか、学校内に掲示して危険な場所の見分け方について共有するとともに、児
童の危険回避能力を高めることに寄与したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「マップ作成モデル地区数」としており、各年度１地区としていることから、平成23年
度は１地区について作成済みであることから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

マップ作成モデル地区数 3地区（23年度～25年度各年1地区）

平成23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(※9)の推進、福祉除雪（※
10)、通学路スクラム除雪(※11)、
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（※12)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(※
13）」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23年度は、計画策定に向けて、庁内会議や関係機関との協議、市民意見の反映などの取り組みを
行うこととしていたが、庁内組織の計画策定委員会や学識経験者等による計画検討会議を開催し、また、
市民・事業者アンケートやワークショップ、グループヒアリングを実施したことから、「工程表どおり実施済
み」と判断した。

　目標・活動量指標は「関係機関との協議３回／年」としており、平成23年度は計画検討会議を3回開催し
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

関係機関との協議 3回/年

決算額

やさしい街「ひろさき」づくり計画
策定事業

- 81 -



- 82 -

No. 自己評価

進捗率

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

318 682

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

5 7

今後の
方向性

　イベントでのひろさき公共交通マップの配布や各種の集会を利用した利用啓発活動を実施しており、「工
程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「利用啓発活動実施回数　5回/年」としており、各種イベントでのひろさき公共交通
マップの配布（3回）や懇談会や意見交換会などをとおして利用啓発活動を実施していることから（4回）、
「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

利用啓発活動実施回数 5回/年

　広報ひろさきなどの各媒体や意見交換会などを利用しながら、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。

平成23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23年度は、弘前市地域公共交通計画を策定し、その中で地域公共交通再生モデル事業実施地区
の運行形態等の基本方針を決定したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「実証運行の実施地区　2地区」としているが、実証運行（相馬地区、宮園・青山地
区）の実施が平成24年度からとなっていることから、達成率の評価は、次回評価（平成25年度）から行う。

目標・活動量指標

実証運行実施地区 2地区

　相馬地区においては、沢田地区先行実証運行の利用状況から、運行の制度設計の見直しが必要であ
り、改めて地域住民との合意形成を図るとともに、宮園・青山地区も含め2地区の実証運行実施に向け、地
域住民や関係機関と協議を進めながら、持続可能な公共交通体系の構築を図る。

(2)公共交通利用促進事業

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」となっている。

　施策を構成する2事業について、それぞれ「判断できない」と「目標を達成済み」との評価になっており、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

項目 平成23年度実施内容
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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

－ －

－ －

－ －

－ 2

－ 10(※)

0 0

今後の
方向性

※注記

　弘前警察署をはじめ関係機関・団体との継続的な協議を行うことにより、目標・活動量指標達成を目指
す。また、青色回転灯防犯車による防犯パトロールは、実施回数を増やしていく。

　青色回転灯防犯車による防犯パトロールについては、平成24年1月18日から公用車に青色回転灯を装
着し、平成23年度内において合計10回（概ね週1回）のパトロールを実施したもの。

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
　小学校区1(H23)、小学校区1(H24)、中学校区1(H25)

【参考】青色回転灯防犯車による防犯パトロール　1回/週

決算額

平成23年度実施内容

　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

　合同キャンペーン、リーダー育成研修会及びその他研修会の開催は、平成23年度において関係機関・
団体等と平成24年度実施に向けての協議を行った。また、モデル地区選定・自主防犯活動支援策は、北
小学校区の北地区コミュニティ会議及び城西小学校区の城西学区子ども安全サポート推進事業部の2小
学校区を選定し、「市民参加型まちづくり１％システム」を活用し、防犯活動支援策を行ったことから「工程
表どおり実施済み」と評価した。

　モデル地区選定については、平成23年度の目標である小学校1校区に対し2校区を選定したことから「目
標を達成済み」と評価した。合同街頭キャンペーン、リーダー育成研修会、その他の研修会については、
事業の開始を平成24年度からとしていることから、達成率の評価は、次回評価（平成25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

項目 平成23年度実施内容

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）

　施策を構成する３事業については、それぞれ「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」とした。

　構成する３事業について「目標を達成済」が２事業、「概ね順調に推移」が１事業となったが、安全・安心
のまちづくりについて確実な進捗が見られたことから施策全体としては「概ね順調に推移」と判断した。
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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

- 4

- 19

- 5

0 1,100

今後の
方向性

進捗率

A

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

- 15

15 17

0 64

今後の
方向性

決算額

　引き続き、防災意識の普及啓発を図るとともに、自主防災組織の結成及び活動支援を行い、地域防災力
の向上に努める。

　引き続き、協定締結を推進し、災害時に必要となる食料や資機材等の確保が可能となるような体制強化
に努める。また、登録事業所についても登録を呼びかけ、地域の事業所の力を活用した災害対応力の強
化に努める。

平成23年度実施内容

　締結数、登録数が、設定した目標・活動指標に向け順調に推移しているものの、協定未締結分野の解消
が図られなかったことから「概ね順調に推移」と評価した。

目標・活動量指標

協定締結数 15事業所（H25）
10事業所（Ｈ22）　11事業所（Ｈ23）　13事業所（Ｈ24）

防災協力事業所登録事業所 20事業所（H25）
15事業所（Ｈ22）　16事業所（Ｈ23）　18事業所（Ｈ24）

広報紙等による情報発信 5回/年
(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

　平成23年度は、防災意識の普及啓発を強化し、自主防災組織の結成、活動支援を行うこととしていた
が、弘前市自主防災組織育成推進要綱、弘前市地域防災力推進事業費補助金交付要綱を策定し、結成
及び結成時の機材購入補助等を行うとともに、研修会や出前講座等により防災意識の普及啓発を図ること
ができたことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　新たに、自主防災組織が４団体結成され、防災意識の普及啓発のための研修会等についても目標・活動
指標を上回ったことから「目標を達成済み」と評価した。

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

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。

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

‐ 2

事務事業名 0 110

今後の
方向性

検討会議開催回数 2回/年

決算額

水道事業民営化可能性検討事
業

　平成23年度は委員に民営化をイメージしてもらうために、背景や法改正の概要を説明する会議になっ
た。平成24年度は弘前市水道事業について議論をしてもらい、民営化が可能な具体的業務の選定を目指
す。

平成23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23年度は水道事業民営化可能性検討会議を設置し、2回会議を開催することとしていたが、そのと
おり実施できたことから「工程表どおりに実施済み」と評価した。 なお、会議は弘前大学教授及び市民団
体の代表者など7名で構成した。

　目標・活動量指数は「検討会議開催回数2回/年」としており、会議を2回開催したことから、「目標を達成
済み」と評価した。

目標・活動量指標
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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

0 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

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

－ －

- 29

今後の
方向性

　ＦＭ事業を推進するために必須となるデータベースの構築を目指す。

（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

　　「施設の調査・データ収集・整理を実施し、施設状況に関するデータベースを構築」するための準備作
業を行った。
　「ＦＭの事例研究・実施方法及びデータベース運用マニュアルの検討」では、日本ファシリティマネジメン
ト協会の専門家と意見交換を行った。
　施設運営の外部委託では、平成23年度目標値を達成したことから、「工程表どおり実施済み」と評価し
た。

　ＦＭ対象施設件数900件については、データベースの構築を平成24年度としていることから、達成率の評
価は、次回評価（平成25年度）から行う。
　指定管理者制度を活用した施設運営の外部委託では、平成23年度目標値の25件に対し29件に導入し、
目標値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

ＦＭ（ファシリティマネジメント）対象施設件数 900件（H25）
900件（H24）

施設運営の外部委託件数 25件（H23） 2件（H24） 2件（H25）

平成23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（※6））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(※16)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

施設の新設事業への導入では、平成23年度に「有識者等との協議」として青森県建築住宅課と協議を
行ったことから「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「民間資本の導入による事業件数」としているが、事業の実施が平成24年度からとし
ていることから、達成率の評価は、次回評価（平成25年度）から行う。

目標・活動量指標

民間資本の導入による事業件数（H24～H25） 1件

　民間資本の導入方式が効果的と判断される１件について、効果的な導入方式の採用を目指す。

平成23年度実施内容

3-17
ＰＦＩ(※14)等民間ノウハウなどの導入によるインフラ(※15)サービ
スの展開

　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」と評価した。

　平成23年度の目標・活動量指標の対象となる１事業について、「目標を達成済み」となっていることから、
「目標を達成済み」と評価した。

決算額

項目 平成23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

B

H22 H23 H24 H25

- 872（※）

事務事業名 4,266 3,438

今後の
方向性

※注
（内訳）
エコファーマー認定面積　830ha
環境保全型農業直接支援対策事業に取組んだ事業者の合計面積　42ha

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

（仮称）エコファーマー(※17)推
進事業

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(H25)
1,160ha(H22)   1,200ha(H23)    1,400ha(H24)

決算額

　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り組んできた農業者や新規に取り
組もうとする農業者へ交付金を交付することで、環境への負担を軽減した農業を支援していく。

平成23年度実施内容

　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23年度は、無農薬・減農薬への積極的な取組に対して補助することで、地域循環型農業を促進する
こととしており、3事業者を対象に環境保全型農業直接支援対策事業を実施したことから、「工程表とおり
に実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標を平成23年度は「無農薬・減農薬取り組み農地面積1,200ha」としているが、平成23年
度は取り組み農地面積が872ｈaであり、目標の農地面積の72.6％にとどまったものの、平成23年度から環
境保全型農業直接支援対策事業が始まり、無農薬・減農薬の取組に対する機運が着実に高まっているこ
とから「概ね順調に推移」と評価した。
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No. 自己評価

進捗率

Ｂ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

15 10,186

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

0 2

今後の
方向性

進捗率

Ｃ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

- －

今後の
方向性

　平成23年度は、ボイラーと冷房用設備の性能や効率等を調べる詳細設備診断を夏期と冬期に実施した
が、冬期分を2月に実施したため、その診断結果を年度内に得ることができず、実施内容の決定には至ら
なかった。このことから、「工程表より遅れている」と評価した。

　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年度からとしていることから、達成
率の評価は、次回評価（平成25年度）から行う。

目標・活動量指標

導入公共施設数 1施設（H25）

　詳細設備診断の結果に応じて、エスコ事業導入の必要性について検討

　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(※18)
・インハウスエスコ事業(※19)
・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23年度は、第四中学校、消防西分署に太陽光発電設備を導入したことから、「工程表どおりに実施
済み」となっている。

　目標・活動量指数は「導入公共施設数3施設（H25）」としており、平成23年度は年度目標のとおり2施設に
新エネルギー設備を導入したことから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

導入施設数 3施設（H25）
2施設（Ｈ23）　3施設（Ｈ24）

　防災対策の一つとして公共施設の改築、新築の機会に新エネルギーの導入を推進する。

(2)省エネルギー事業

市立病院エスコ事業

項目 平成23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

　施策を構成する4事業について、「工程表どおりに実施済み」が3事業、「工程表より遅れている」が1事業
となっていることから、施策全体としては「概ね工程表どおり実施済みで、一部が遅れている」と評価した。

　構成する4事業について、「目標を達成済み」が2事業、「判断できない」が2事業となっていることから、施
策全体として総合的に勘案し、「概ね順調に推移」と判断した。

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 6

今後の
方向性

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－ －

今後の
方向性

　平成23年度は、ＦＭ事業推進のためのデータベース構築について検討を行ったことから、「工程表どおり
実施済み」と評価した。

　目標・活動量指数は「ファシリティマネジメント対象施設件数」としているが、ファシリティマネジメントの実施
が平成25年度からとしているため、現時点では判断できない。

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）
900件（H24）

　平成25年度からのFＭ事業の実施に向け準備を進める。

平成23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(※18)
・インハウスエスコ事業(※19)
・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23年度は、インハウスエスコ事業の検証結果の取りまとめのほか、電力需要抑制対策への対応、
（財）省エネルギーセンターによる省エネルギー診断（星と森のロマントピア・弥生学園）への同行等の取組
を行ったことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「導入公共施設数」としており、平成22年度に3施設で実施した結果、累計6施設と
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

導入公共施設数 6施設（H25）
6施設（Ｈ22）　6施設（Ｈ23）　6施設（Ｈ24）

　インハウスエスコ事業の実施報告書において、望ましい施設管理の在り方について提言する予定となっ
ている。

(2)省エネルギー事業

ファシリティマネジメント事業
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No. 自己評価

進捗率

B

達成率

B

H22 H23 H24 H25

0 0

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

今後の
方向性

進捗率

C

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－ －

98.0% －

今後の
方向性

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していく。

(2)りんご資源リサイクル対策事
業

　会議の実施が平成24年3月となったため、りんご資源リサイクル対策事業に関する意見の収集のみとなっ
ており、制度の仕組み作りまで整理できていないことから「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、「剪定枝リサイクル率」については、対象となる調査等が実施されておらず指標
の算出が困難であり、また、「搾りかすリサイクル率」については、平成18年産から、99.0%、98.6%、98.3%、
96.9%と比較的高水準で推移しており、平成22年産についても98.0%と概ね達成に近い数字となっている
が、平成23年産の数値が現時点で公表されていないことから、「判断できない」と評価した。　※AP2012で
指標改定済。

目標・活動量指標

剪定枝リサイクル率 100%（H25）

搾りかすリサイクル率 100%（H25）

平成23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24年3月に検討会議を開催し、剪定枝の堆肥化、資材、燃料としての利活用や、収集運搬における
問題点を整理したことから「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動指標は「検討会議開催回数」にしており、1回開催したことから、「目標を達成済み」と評価し
た。

目標・活動量指標

　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。

項目 平成23年度実施内容

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)については、「工程表どおり実施済み」であるが、(2)が達成できてい
ない状況にあることから、「概ね工程表どおり実施済みで、一部が遅れている」と評価した。

　平成23年度の目標・活動指標は、「検討会議開催数」及び「剪定枝リサイクル率」、「搾りかすリサイクル
率」としており、「検討会議開催数」は達成、「搾りかすリサイクル率」は概ね達成となっているが、検討会議
にて具体的な内容が整理されていないため、施策全体として総合的に勘案し、「概ね順調に推移してい
る」と評価した。

決算額
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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｃ

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

－ 200

－ 3.045

0 266

今後の
方向性

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－ －

0 302

今後の
方向性

　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。

　先進地視察を実施し、その結果を踏まえ、家庭用電動生ごみ処理機を利用した「生ごみ循環支援モデル
事業」の事業費を平成24年度予算措置したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　モデル事業の実施は平成24年度からとしていることから、達成率の評価は、次回評価（平成25年度）から
行う。

　モニターからののアンケート調査を基に、「失敗しないダンボールコンポストマニュアル」を作成し、初めて
の人でもこのマニュアルどおりに行えばにおい・虫対策は大丈夫ということを示していく。

(2)生ごみ循環支援モデル事業
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

　モデル事業において電動生ごみ処理機で処理した処理物について堆肥化し、堆肥としての成分分析及
び具体的な活用方法を検証していく。

(1)ダンボールコンポストモニター
事業

　平成23年度は、6月にモニターを公募し、200名の定員に対し、237名の申し込みあり、200名のモニター
が7月から9月の3か月間、ダンボールコンポストを実施し、うち172名からアンケートを回収し、その結果、
3,045ｋｇの生ごみを減量化したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標のうち、「モニター実施者数 200人/年」については達成したが、「モニター事業による
生ごみ減量実績 5t/年」は3.05ｔ/年に留まったため、「遅れている」と評価した。

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

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「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」と評価した。

　構成する2事業について、「遅れている」が1事業、「判断できない」が1事業であることから、施策全体とし
て総合的に勘案し、「遅れている」と判断した。

項目 平成23年度実施内容

平成23年度実施内容
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取得方法 単位 基準値
H22
実績

H23
実績

H24
目標

H25
目標

51.4 51.9 53.4 54.4

(H21)
18,018 18,226 19,119 22,500 25,000

(H21)
3,710 6,835 9,627 12,726 16,176

(H21)
100 100 330 870 1,210

23.1 24.5 25.0 28.0

【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弘前の景観に魅力を感じる市民を増やします。
市民評価

アンケート ％ -

②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 人

③計画的に側溝整備を進めて、道路利用者の安全確保と良好な道路環境
の維持を図ります。側溝整備延長（m）

業務取得 ｍ

④「伝統的建造物群保存地区」である仲町地区電線類の地中化を進め
て、安全かつ円滑な道路交通の確保と、歴史的街並みの保全や景観向上
を図ります。無電柱化整備延長(m)

業務取得 ｍ

⑤安全・安心な生活環境だと思う市民を増やします。
市民評価

アンケート ％ -

⑥持続可能な公共交通体系を構築するため、公共交通路線の見直しを実
施します。
　H23計画策定を踏まえ、H24において目標値を設定

業務取得 - - -

旧指標「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。」を⑥に変更

- - -

旧指標「①弘前が住みよいと思う市民を増やします。」を削除

旧指標「③　中心商店街空き店舗率　8.5%を目指します。」を削除

旧指標「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。」を③に変更

約束３-(1) 魅力あるまちづくりを進めます。【生活環境】
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取得方法 単位 基準値
H22
実績

H23
実績

H24
目標

H25
目標

7 7 9 12 20

23.1 25.0 28.0

(H21)
8.7 8.8 9.7 13.4 14.9

0 0 2 6 8

0 0 0 100 100

【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自主防災組織結成率（世帯比率）を２０％に高めます。 業務取得 ％

②災害に対応した備蓄体制の整備を進めます。
　防災アセスメントによりH24の基準値取得後に目標値を設定

業務取得 - - - - - -

③安全・安心な生活環境だと思う市民を増やします。
市民評価

アンケート ％ - -

④リサイクル率14.9％を目指します。 業務取得 ％

⑤新エネルギーを導入した公共施設数8施設を目指します。 業務取得 施設

⑥新エネルギー・省エネルギーの補助制度による一般住宅への導入を推
進します。目標年１００件。

業務取得 件

約束３-(2) 魅力あるまちづくりを進めます。【防災、環境・新エネルギー】
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22 23 24 25

－ － － 1.30

－ －

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

－ －

29.5 31.8

－ －

25.3 24.5

16.0 17.0 18.5 20.0

20.3 24.1

　
　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

H23目標値
に対する
達成率

H25目標値
に対する
達成率

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 ○ ○

③放課後待機児童数　0人を目指します。 業務取得 人 15 ○ ○

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 ％ － － －

⑥青少年の健全育成活動（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 ○ ○

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

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23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23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、出生数が少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23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19年が6.8、平成20年が7.4、平成21年が6.9、
平成22年が7.1（直近の公表値）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が、平成21年と平成22年との比較では増加に転じているものの一定の傾向を示しているとまではいえないと考えます。
　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によるものと考えられま
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を対象とした現状値として、それぞれ31.8％、24.5％という結果が出て
おり、昨年度とほぼ横ばいとなっています。
　「⑥青少年の健全育成活動（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、これまで以上に青少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７項目のうち、まだ判断
できない１項目を除く６項目すべてが「目標を達成済み」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、めざす姿に向けては
おおむね順調に推移していると考えます。

　今後とも、平成23年10月に策定した「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。

　平成24年度から新たに実施している事業のうち、子育てに適した住宅の新築・購入・リフォームに係る経費の一部を補助する「子育てスマイル（住
まいる）アップ補助金」は予算額の２倍を超える応募があり、公開抽選を実施しました。

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 A

2 A A

1 A A

3 A A

1 A A

2 A A

項目

【“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】

○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

●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

●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 23年度 24年度 25年度

129,385 93,936 118,352 118,747

117,361 92,122

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 0

今後の
方向性

　平成24年度の実施状況及び利用者からの意見等を踏まえ、次年度以降の実施方法等について検討して
いく。

平成23年度実施内容

4-(1)-1
「子育てスマイル（住まいる）アッ
プ補助金」の支給

　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23年度は、他市町村における住宅助成制度を参考としながら、平成23年10月に策定した「Smile弘前
子育てマスタープラン」に定める施策の方向性や、平成22年度弘前市世論調査の結果を踏まえ制度設計を
行い、平成24年度当初予算に2,500万円を計上した。また、平成24年4月からの円滑な事業実施に向け、補
助要綱策定・各種様式・事務手続き等の詳細について準備した。
　関係課（建築住宅課・建築指導課）との打合せも行い、連携・協力について共通認識を図った。
　工程表では、調査・制度設計することとしていたことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「補助件数」となっているが、補助事業については平成24年度からの実施としているこ
とから、達成率の評価は、次回評価（25年度）から行う。

目標・活動量指標

補助件数 50件/年

決算額

(仮称)子育てスマイル（住まいる）
アップ補助事業
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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

- 1

- 137

0 1,606

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

- 4

0 1,610

今後の
方向性

実施施設数 1か所

項目

決算額

平成23年度実施内容

　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。

　なかよし会の開設時間延長を実施する施設数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。

平成23年度実施内容

目標・活動量指標

【参考】利用児童数 100人/年

目標・活動量指標

実施施設数  H23　4か所、 H24　6か所、 H25　8か所

4-(1)-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

　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」と評価した。

　施策を構成する2事業について、共に「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」と評価した。

平成23年度実施内容

(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。

(1)トワイライトステイ（夜間養護
等）事業

　平成23年6月より業務を委託し、事業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「実施施設数1か所」としており、1施設に業務を委託し平成23年6月より事業を開始し
たことから、「目標を達成済み」と評価した。

(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。

(2)放課後児童健全育成事業

　平成23年度は、4か所において時間延長（閉会時間を30分遅くし、土曜日と長期休業期間には開会時間
を30分早めた。）を実施したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「実施施設数」としており、平成23年度は 4か所で時間延長を実施したことから、「目
標を達成済み」と評価した。

決算額
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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

- -

- -

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 2

0 1

489 934

今後の
方向性

　母子保健福祉の窓口サービスの充実や「Smile弘前子育てマスタープラン（平成23年10月策定）」に沿った
子育て支援施策の一層の充実・強化を図っていく。

　弘前市における子どもに関する施策の基本的な指針として策定したことから、次世代育成支援行動計画
にプランの内容を反映させ施策の推進を図っていく。子ども・子育て支援推進協議会でプランの進行管理を
していく。
　アクションプラン2012の項目4-(1)-3-2「Smile弘前子育てマスタープラン推進」において実施。

平成23年度実施内容

項目

4-(1)-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

　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」と評価とした。

　「子育て支援課の設置」については目標・活動量指標が未設定であり、また、「Smile弘前子育てマスター
プラン策定」については「目標を達成済み」である。よって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。

平成23年度実施内容

平成23年度実施内容

　「子育て支援課」を設置し、子
育て支援策の充実・強化を図
る。

子育て支援課設置

　平成22年7月に「子育て支援課」を設置済みであり、平成23年度においても引き続き子育て支援策の充
実・強化を図っていることから、「工程表どおり実施済み」とした。

　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

－

決算額

　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。

Ｓｍｉｌｅ弘前子育てマスタープラ
ン策定

　弘前市における子どもに関する施策の基本的な指針として、平成23年10月に「Ｓｍｉｌｅ弘前子育てマスター
プラン」を策定したことから「工程表どおり実施済み」と評価した。
　策定に当たっては、子育て中の親に対する「子育ての現状等調査」や「世論調査」の結果に基づき、当市
における課題、実情、ニーズ等の現状や傾向を把握した上で、子ども・子育て支援推進協議会、子ども・子
育て支援シンポジウム、パブリックコメントを通して専門家や市民の意見等を反映させた。

　目標・活動量指標については、「子ども・子育て支援推進協議会」を2回開催したことと、東日本大震災の
影響により平成22年度から23年度に延期となった「子ども・子育て支援シンポジウム」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

弘前市子ども・子育て支援推進協議会開催（H22～H23）
 2回/年

（仮称）子ども・子育て支援シンポジウム開催 1回（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 H24 H25

- -

- 1,255

事務事業名 0 1,191

今後の
方向性

　(1)新規子育て支援センターの設置は、駅前地区再開発ビルの公共的利活用計画を具体化していく中
で、細部について詰めていく。
　(2)既設支援センターの充実は、これまでの実施状況・参加者数を踏まえ、更なる充実を検討していく。

平成23年度実施内容

4-(1)-4

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

　「（1）新規子育て支援センターの設置」は、工程表では、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、23年度は関係機関や子育て中の保護者などで構成する懇談会を設置し、支援セン
ターに必要な機能などについての意見集約を行った。その後、民間による駅前地区再開発ビルの取得計
画が持ち上がり、庁内で当該ビルの公共的利活用を協議する中で、子育て支援センターの実施場所の候
補として検討された。
 
「（2）既設支援センターの充実」は、平成23年度は、工程表どおり土手町分庁舎内で出張センターを開設
し、三世代交流講座として、お誕生会や各種講座などを合わせて21日間開催した。

　以上のことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標活動量指標のうち「子育て支援センター設置１か所」については、工程表での設置時期が平成24～
25年度であることから、達成率の評価は次回評価（25年度）以降となる。

　「出張センター事業参加者数300人/年」については、三世代交流講座の参加者数が1,255人となり、目標
を大きく上回る実績があったことから「目標を達成済み」と評価した。（アクションプラン2012では目標・活動
量指標を1,000人に上方修正済み）

目標・活動量指標

子育て支援センター設置 1か所

出張センター事業参加者数 300人/年

決算額

子育て支援センター運営事業
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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

－ １か所 1か所 1か所

0 65,533

今後の
方向性

進捗率

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

92% 100%

6,138 6,586

今後の
方向性

　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。

　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2か所の工事が終了し、平成23年度
で事業終了。

決算額

項目 平成23年度実施内容

4-(1)-5 児童館の再編・改築

　施策を構成する3事業について、(1)①、(1)②及び(2)が「工程表どおり実施済み」との評価になっており、
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「工程表どおり実施済み」と評価した。

　施策を構成する3事業については、いずれも「目標を達成済み」となっていることから、施策全体として「目
標を達成済み」と評価した。

平成23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。

(1)既存施設整備事業
①児童館・児童センター(※30)
建設事業

　平成23年度は、船沢地区にある蒔苗、宮舘の両児童館の老朽化に伴い、再編・統合し船沢児童館を新設
し、建設工事が年度内に完了していることから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標では、23年度から1か所づつの建設としており、23年度では船沢児童館を建設したこと
から、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

老朽化施設の更新施設数（Ｈ23～Ｈ25） 1か所/年

(1)既存施設整備事業
②児童館トイレ水洗化事業

　平成23年度は、トイレ水洗化未実施の施設のうち、小友・大沢の2児童館の改修工事を予定し、いずれも
年度内に完了したので「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標では、児童館のトイレ水洗化率を平成23年度で100％にすることとしており、平成23年度
では2か所の児童館の水洗化を実施して水洗化率100%となったことから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

トイレ水洗化率　目標値(H23) 100%

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

1 - - -

- 41

110,664 14,483

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

- -

- 2

事務事業名 0 132

今後の
方向性

【参考】地域活動・交流の取り組み件数 40件/年

　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・交流のモデルとして今後も運営していく。

　当該冊子の情報編のページにある相談機関や子育て支援に関する情報を更新したものを、24年度末ま
でに2,000部印刷し、配布していく。また、市ホームページに掲載している情報を更新していく。

　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。

(2)弘前市北児童ｾﾝﾀｰ建設事業

　平成23年4月1日に供用を開始しており、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「新規施設設置」としており、平成22年度に児童館未設置地区へ新たに設置して目
標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

新規施設設置 1か所

決算額

4-(1)-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

　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。

　平成23年度は学識経験者、児童相談所や保育所などの関係者、子育て中の保護者らで構成する「親力
向上委員会」を設置し、文部科学省が作成した「家庭教育手帳」をベースに、子育て世帯の家庭教育を支
援するための冊子（名称：「子育て応援BOOKにこにこひろさき」）として策定した。
　子育てのヒントや相談機関、子育て支援情報などを記載したほか、子育てに関する市民のエピソードや子
育て支援センターに寄せられた相談内容を紹介するなど、弘前らしさを盛り込んだ内容となっており、「工程
表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標のうち「しつけマニュアル配布」については、平成24年度からの実施としていることから、
達成率の評価は次回評価（平成25年度）から行う。もう一つの「親力向上委員会開催」は目標どおり2回開催
していることから、平成23年度の達成率は「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

しつけマニュアル配布部数 4,000部

しつけマニュアル作成事業

平成23年度実施内容

親力向上委員会開催 2回

決算額

平成23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

70 47

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

－ 　　15地区

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

　市内26地区のうち残りの11地区について、対話集会を実施していく。

平成23年度実施内容

　平成24年度から、子ども会活動推進のための助成などを実施することによって、子ども会活動の活性化を
図っていく。

項目 平成23年度実施内容

　地域全体で青少年を育成する
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。

4-(1)-7 子供会活動の活性化（地域コミュニティの復活）

　施策を構成する2事業のうち、平成23年度から実施した事業が「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」と評価した。

　施策を構成する2事業のうち、平成23年度から実施した事業が「目標を達成済み」との評価になっているこ
とから、施策全体としても「目標を達成済み」と評価した。

決算額

(1)（仮称）青少年育成委員会地
区対話集会開催事業

　青少年育成委員会地区対話集会を、平成23年度開催予定の15地区で実施したことから「工程表どおり実
施済み」とした。

　青少年育成委員会地区対話集会を、市内26地区のうち平成23年度開催予定の15地区で実施したことか
ら、平成23年度は「目標を達成済み」と判断した。

目標・活動量指標

(2)子ども会活動支援事業

　平成23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。

　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、達成率の評価は、次回評価（平成25年度）から行う。

目標・活動量指標

活性化助成件数（H24～H25) 3件/年

対話集会開催数（H23～H24） 市内26地区
　　  15地区(H23)、 11地区（H24）

平成23年度実施内容
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取得方法 単位 基準値
H22
実績

H23
実績

H24
目標

H25
目標

(H15～H19)

1.19 1.30

(H22)
0 0 0 0 0

(H22)
15 0 0 0 0

(H22)
29.5 29.5 31.8 40.0 45.0

(H22)
25.3 25.3 24.5 35.0 40.0

(H21)
15.6 20.3 24.1 21.0 23.0

③放課後待機児童数　0人を目指します。

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。）

市民評価
アンケート

市民評価
アンケート ％

％

人口動態統
計市町村合
計特殊出生
率

業務取得

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。

-

人

人

％

-

⑥青少年の健全育成活動（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。

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。

業務取得

【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

市民評価
アンケート

- -①合計特殊出生率　1.30を目指します。

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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22 23 24 25

6 5 4 3

6 11

5 5 4 3

7 6

72.0 74.0 77.0 80.0

- 71.8

89.0 90.0 92.0 95.0

- 89.5

75.0 76.0 78.0 80.0

- 74.4

55.0 56.0 58.0 60.0

- 58.6

74.0 75.0 77.0 80.0

- 77.8

60.0 64.0 67.0 70.0

- 56.9

- - 50.0 66.6

33.3 50.0

53 54 55 56

60 68

5 5 6 7

4 3

× －

上段：年度別目標値
下段：年度別現状値 H23目標値

に対する
達成率

　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。

指標名 取得方法 単位 基準値
H25目標値
に対する
達成率　　※(　)書きは｢わからない｣の回答を除いた場合

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」

青森県学習
状況調査

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）

青森県学習
状況調査 位 7

％ 70.6

 　　　　　「授業がどの程度分かりますか」
青森県学習
状況調査

× －

　　中学２年生（国・社・数・理・英）
青森県学習
状況調査 位 5 × －

 　　　　　「勉強は大切だ」
青森県学習
状況調査 ％ 88.0 × －

％ 73.9 × －

 　　　　　「勉強は大切だ」
青森県学習
状況調査 ％ 72.9

中学２年生 「勉強が好きだ」
青森県学習
状況調査 ％ 54.0

 　　　　　「授業がどの程度分かりますか」
青森県学習
状況調査

○ －

－ －

○ －

× －

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。 業務取得 件 52

％ 57.0

％ 33.3
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。

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。

業務取得 件 5

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 81.1

※(87.5) ※(88.5)

13.0 15.0 20.0 25.0

24.7 22.4

26.0 27.5 29.0 30.0

34.9 35.6

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

993,843 998,168

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

82,289 85,583

6.8 7.8 8.8 9.8

11.3 12.2

520 540 560 580

630 653

○ －

指標名 取得方法

上段：年度別目標値
下段：年度別現状値 H23目標値

に対する
達成率

H25目標値
に対する
達成率　　※(　)書きは｢わからない｣の回答を除いた場合

⑥市の文化の豊かさに満足している市民を増やします。
市民評価
アンケート ％ 84.5

単位 基準値

○ ○

⑦文化・芸術活動をしている市民を増やします。
市民評価
アンケート ％ 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。

市民評価
アンケート

× －

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 974,833 × －

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。 業務取得

市民評価
アンケート ％ 5.8

％ 25.0

人 90,406

○ ○

⑫国外交流事業の参加者数　580人を目指します。 業務取得 人 505 ○ ○

⑪大学等を利活用する市民の数を増やします。

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

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23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９
項目、「判断できない」が１項目となっており、総体的に達成率はあまり高くない状況にあります。
　「目標を達成できない」９項目のうち、学力・学習意欲の向上に関する指標が６項目を占めており、これらについては青森県学習状況調査の結果に
基づき判断するものとなりますが、特に小学５年生を対象としている指標について目標値に及ばないものが多くなっております。ただし、基準値（平
成２０年度または平成２１年度の実績値）と比較すれば、改善されてきているものも多く見られるところでありますので、これまでの取組を継続しな
がらも、今後目標値へ到達するよう努めてまいりたいと考えております。

　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「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の継続実施のほ
か、第69期将棋名人戦弘前対局第４局やＮＨＫ交響楽団の公演実施など、弘前城築城400年祭記念事業に係る文化・芸術イベントを実施したことによ
り、市民の文化・芸術に対する関心が高まったことによるものと思われます。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。この指標についてはアクションプラン2012において目標値を上方修正しており、さらなる活性
化を図ってまいります。

　次に個別施策の実施状況ですが、「進捗率」では14項目中10項目が「工程表どおり実施済み」、2項目が「概ね工程表どおり」、２項目が「工程表よ
り遅れている」となっており、「達成率」では、まだ判断できない５項目を除く９項目のうち、６項目が「目標を達成済み」あるいは「順調に推移」
となり、３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、子ども達の才能を伸ばしたり、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ものの、一方では、最も基礎的な部分である小中学生の学力・学習意欲の向上
については伸び悩んでいるところであり、めざす姿に向けては全体的にやや遅れていると考えます。学力・学習意欲の向上については、短期間では成
果が現れにくいものではありますが、効果的な指導方法の研究などによる取り組みの推進が求められる状況となっていることから、今後は、めざす姿
の実現に向けて、アクションプラン掲載の各個別施策をはじめ弘前市教育振興基本計画の各施策の実効性をより一層高めていく必要があります。

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 Ａ

1 Ａ ―

3 Ａ Ａ

1 Ｃ Ｃ

1 Ａ ―

1 Ａ Ｂ

1 Ａ ―

1 Ａ Ａ

2 Ｂ Ｂ

1 Ａ ―

1 Ｃ Ｃ

1 Ａ ―

4 Ｂ Ａ

1 Ａ Ｃ

●３　小学校の３３人学級拡充の検討

●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）

項目

【未来を描き・導く人づくりを進めます】

○１　大学等研究機関との連携事業の展開

●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

●５　次の弘前を担い、創る「弘前リードマン」認定制度の導入

○２　ドリームゲート事業（挑戦する若者の未来への投資）

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

【今を支えるプロフェッショナルを応援します】

●８　弘前マイスター認定制度の導入とネットワーク化

●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

●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

【文化・スポーツの才能を伸ばします】

6,215 32,762

●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

●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

【挑戦する人を応援します】

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）

198,976 138,031

22年度 23年度 24年度 25年度

7,998 31,344

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

H22 H23 H24 H25

0 3,785

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

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

今後の
方向性

(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。

(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「コンソーシアム」という。）学生委員会と市長の意見
交換会を実施したほか、「コンソーシアム活性化支援補助金」を活用してチャリティ大学祭を開催するなど、
コンソーシアム等との連携事業を展開したことから、「工程表どおり実施済み」とした。

　目標・活動量指標は「コンソーシアム等連携事業数 5件/年」としているが、コンソーシアム等との連携事業
としてチャリティ大学祭他4件を実施したことから、「目標を達成済み」とした。

目標・活動量指標

コンソーシアム等連携事業数 5件/年

　コンソーシアムの活発な事業展開を支援するため、引き続きコンソーシアムとの情報共有を図りながら、連
携体制の強化を目指す。

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。

(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2回開催し情報共有を図るとともに、大学との協議に基づき「知の
拠点形成プロモーション事業」をはじめとする連携事業を実施したことから、「工程表どおり実施済み」とし
た。

　目標・活動量指標は「大学との連携事業数 3件/年」としているが、平成23年度の連携事業数は、知の拠点
形成プロモーション事業の他は、弘前市と弘前大学との連携調査研究委託モデル事業4件を実施するなど
計5件となり、「目標を達成済み」と判断した。

目標・活動量指標

大学連携事業数 3件/年

　連携推進会議を中心として、連携体制の一層の強化を図りながら、大学が有する知的資源や人的資源を
生かした連携事業を推進していく。

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」と評価した。

　施策を構成する2事業について、それぞれ「目標を達成済み」となっており、施策全体としても「目標を達成
済み」と評価した。

決算額

平成23年度実施内容

項目 平成23年度実施内容

平成23年度実施内容

- 111 -



- 112 -

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

- 1人

事務事業名 0 35

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

33.3% 50.0%

事務事業名 0 7,270

今後の
方向性

4-(2)-3

　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を小学校9校に1名
ずつ配置したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　平成23年度は前段階としてＴ・Ｔ等を実施したが、33人学級の拡充実施は平成24年度からとしているため、
達成率の評価は次回評価（平成25年度）から行う。
　ただし、県において、すでに1・2年生まで実施していた33人学級を平成23年度に県下一斉に3年生まで拡
充したことによって、当市における33人学級の実施実績が50％となった。

目標・活動量指標

小学校で33人学級を実施している学年の割合
　　50.0%(H24)　 66.6%(H25)

決算額

小学校少人数学級拡充事業
　市の当初の計画では、平成24年度に3年生、平成25年度に4年生の33人学級化を図る予定であったが、
県が平成23年度に３年生まで33人学級を拡充したことから、計画を前倒しして平成24年度に4年生の33人学
級化を図ることとし、今後、毎年1学年ずつ拡充していく。

4-(2)-2
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。

　平成23年度は、高校生が自ら計画した、職業観を養う研修や職場体験を行うために要する経費を補助す
る、ドリームゲート事業費補助金を創設し、支援策を講じたことから「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標･活動量指標はドリームゲート事業費補助金による活動支援件数であるが、補助開始日が遅れ、周知
期間が短かったことから、目標の１０人に対して補助金交付実績は１人となり、「遅れている」と評価した。

目標・活動量指標

活動支援件数 10人/年

決算額

ドリームゲート事業
　将来の職業（夢）に向けた体験･視察などの研修支援を行っているが、さらに夢の実現を資格取得面でサ
ポートするため、高等学校が実施する資格取得講座の開催についても支援する。

平成23年度実施内容

平成23年度実施内容

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)や少人数指導等を試験的に
実施しながら、小学校全学年の
少人数学級化を目指し、きめ細
かな指導による少人数教育の充
実を図る。
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No. 自己評価

進捗率

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

0 1,394

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

今後の
方向性

進捗率

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

1 1

今後の
方向性

(2)市職員国際化育成事業

  平成22年度に引き続き、同じ職員を県の国際経済課に派遣しており、「工程表どおり実施済み」と評価し
た。平成24年度以降については、派遣職員からの聞き取りなどを行い、派遣の必要性等について検討した。

　2年間の派遣期間の2年目として、引き続き県の国際経済課へ職員を派遣していることから、「目標を達成
済み」と評価した。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

派遣人員(H22～H23) 1人/2年間

　派遣効果を検証し、職員の派遣を検討していく。また、帰任後に派遣の成果を発揮できる部署への登用も
検討していく。

平成23年度実施内容

　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。

(1)市職員海外派遣事業

　当初計画のとおり、市職員2名を海外の先進的自治体へ研修のため派遣した。1名は、全国市町村国際文
化研修所主催による、ヨーロッパにおけるユニバーサルデザインに配慮したまちづくりに関する研修に派遣
した。1名は、（社）日本能率協会主催による異業種、異文化交流を通じながらリーダーシップの向上を図る
洋上研修に派遣した。これらのことから「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「派遣人員（H23～）2人/年」としているが、職員２名を海外研修へ派遣したことから、
「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

派遣人員(H23～) 2人/年

　自治体職員を対象とする研修カリキュラムは少ない状況にあるため、積極的に研修に関する情報を収集す
るとともに、研修効果を検証しながら、効果的な海外研修への職員派遣を進めていく。

項目 平成23年度実施内容

4-(2)-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

　施策を構成する３事業のうち、３事業とも「工程表どおり実施済み」と評価しており、施策全体としても「工程
表どおり実施済み」と評価した。

　「国際人育成支援事業」の目標・活動量指標は次年度以降としている。そこで、ここでは｢市職員海外派遣
事業」及び｢市職員国際化育成事業」においてそれぞれ職員派遣を行った実施内容により、「目標を達成済
み」と評価した。

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

-

H22 H23 H24 H25

- -

今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

C

達成率

C

H22 H23 H24 H25

- 0

- 0

事務事業名 0 9

今後の
方向性

弘前リードマン認定・派遣事業
　各分野において顕著な功績を挙げた方やリーダー的立場で活躍している方をリードマンと認定し、団体・
学校等に対し派遣募集を行い、リードマン全員が活動する仕組を構築して、平成24年度に派遣事業を開始
したい。

平成23年度実施内容

4-(2)-5
次の弘前を担い、創る「弘前リー
ドマン」認定制度の導入

　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。

　平成23年度は同種事業の調査や人材発掘・認定基準・活用方法の検討を行い、認定制度の全体的な仕
組みを構築・決定したが、具体的な要綱づくりや認定及び派遣の実施には至らなかったことから、「工程表よ
り遅れている」と評価した。

　目標・活動量は「弘前リードマン認定者数 3人/年 （初年度10人）」「弘前リードマン派遣回数 4回/年」とし
ているが、いずれも実績が0であったことから、「遅れている」と評価した。

目標・活動量指標

弘前リードマン認定者数 3人/年 （初年度10人）

弘前リードマン派遣回数 4回/年

決算額

(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。

(3)国際人育成支援事業

　平成23年度は、22年度に引き続き、事業実施に向けて制度設計をすることとしていたが、当市に見合った
制度とするため、市内国際交流団体をはじめとする関係団体の実態調査を実施し、その結果をもとに24年度
当初から市独自の事業実施が可能となったことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「交流支援者数」としているが、達成度の判断は、事業の実施予定が平成２４年度と
なっていることから、達成率の評価は次回評価（平成25年度）から行う。

目標・活動量指標

交流支援者数(H24～） 10人/年

　平成23年度までの制度設計に向けた調査結果をもとに、平成２４年度当初より事業実施中であり、実施状
況等を踏まえて、次年度の事業実施に向け必要に応じて改良を加えることとしたい。

平成23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 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

B

H22 H23 H24 H25

－ 77.80%

－ 100%

－ 35回

事務事業名 － 3,997

今後の
方向性

小学校実践英語教育モデル校
実践研究事業

　ALTの増員により、ネイティブスピーカーと接する機会を増やし、積極的に英語を使った学習を通して、児
童が英語に慣れ親しむ環境を充実させる。

4-(2)-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）

　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。

　ALTを1名増員したことにより、年間35回の小学校外国語活動全てにALTを派遣できた。また、東京都内の
小学校外国語活動先進校視察を実施するとともに、大学講師による示範授業と授業研究会を開催し、研究
を重ねたことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　平成23年12月実施の児童へのアンケートでは「英語で簡単な挨拶やコミュニケーションができる」と答えた
児童が平均で77.8%となり、目標を若干下まわった。一方、「ALTと簡単な英語を使いながら授業実践できる」
と答えた教員が初年度から100%に達し、小学校外国語活動が実質平成21年度から先行実施されていること
から、教員も抵抗なく授業ができていることがうかがわれる。年間全35回の派遣に関しても達成している。以
上の経過を総合的に勘案し、「概ね順調に推移」と評価した。

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%

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

決算額

弘前マイスター出前授業回数 5回/年

決算額

弘前マイスター出前授業
　小中高などへのゲストティーチャーや講演会・セミナー等の講師・パネリスト・実演など、マイスターの活用
を広く呼びかけ、技能・技術の継承・発展と人材育成を図る。

平成23年度実施内容

平成23年度実施内容

4-(2)-6
「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。

　現状把握・対象設定等、制度内容の検討作業を行ったことから「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「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年度からとし
ていることから、達成率の評価は次回評価（平成２5年度）から行う。

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

-

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

91.2 97.8

1,013 1,010

事務事業名 0 79

今後の
方向性

　平成24年度も継続して事業所調査を行い、企業一覧を更新し、教育機関へ配布する予定である。また、新
たに「インターンシップ受入ガイド」を作成し、企業へ配布するなど、より効果的にインターンシップが実施で
きるよう環境を整備していく。

4-(2)-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

　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。

　平成23年度は、地場産業サイドの調査を実施することとしていたが、平成23年6月から8月にかけて102社
を直接訪問し、また、10月には480社を対象として郵送により事業所調査を行い、平成24年2月に「インター
ンシップ受入事業所一覧」を作成し、各教育機関に配布したことから、「工程表どおり実施済み」となってい
る。

　目標活動指標を「新規学卒者の県内就職率」としているが、平成23年度は、97.8％と目標値を上回ったこ
とから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

新規学卒者の県内就職率（県内就職者数÷県内就職希望者数）
 88.8% (H22)　 90.9% (H23)　 93.0% (H24)　 95.0% (H25)

【参考】インターンシップを行った生徒数
 1,013人(H22)　 1,042人(H23)　 1,071人(H24)　 1,100人(H25)

決算額

弘前地場産業インターンシップ
事業

弘前マイスター認定者数 5人/年

決算額

弘前マイスター認定事業
　産業全般に携わる優れた技能・技術者を「弘前マイスター」として認定し、その社会的評価を高めるととも
に、マイスター自身の技術向上と後進への指導による人材育成を通して、地域産業の活性化を図る。

平成23年度実施内容

平成23年度実施内容

4-(2)-8
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。

　他都市の類似する事業の事例収集を行い、対象業種の絞り込みなど認定制度の内容、認定者のネット
ワーク化の検討作業を行ったことから「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は「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、達成率の評価は次回評価（平成25年度）から行う。

目標・活動量指標
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No. 自己評価

進捗率

Ｂ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

0 1,200

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

- 104

今後の
方向性

進捗率

Ｃ

達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

- 0

今後の
方向性

(2)大学図書館連携事業

　業務連携の検討資料とするため、コンソーシアムの6大学に対し連携事業に関するアンケートを実施した
が、対応については「今後の課題としたい」もしくは「難しい」とする回答が多く、大学所蔵専門図書情報の市
民提供の仕組みの構築までは至らなかったことから、「工程表より遅れている」とした。

　目標・活動量指標を「連携実施大学数」としているが、大学によっては図書館システムが導入されておら
ず、学外（一般）への貸し出しを行っていないことなどから、具体的な連携が実現していないため「遅れてい
る」と判断した。

目標・活動量指標

連携実施大学数 2校/年

　引き続き、大学所蔵専門図書情報の市民提供や利用できる環境づくりを目指す。

平成23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

(1)市立図書館専門書購入事業

　市民ニーズを反映するため、専門書についての要望アンケートを実施して購入の参考としたほか、㈱図書
館流通センター（TRC）「専門コレクション研究会」の推薦図書や職員による資料選択委員会の意見を参考
にしながら計画的に購入したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標を「専門書購入数120冊／年」としているが、1冊当たりが1万円を超えるものもあり、平均
単価が当初の見込みを上回ったことにより104冊の購入ではあったが、アンケートによる市民ニーズを反映し
た専門書の充実が図られたことから、「概ね順調に推移」と評価した。

目標・活動量指標

専門書購入数 120冊/年

 専門書について、広報紙やホームページ等でのＰＲ強化に努めるとともに、計画的な購入を継続する。

項目 平成23年度実施内容

4-(2)-10 大学や市立図書館の専門書の充実

　施策を構成する2事業について、「工程表どおり実施済み」が1事業、「工程表より遅れている」が1事業と
なったが、大学との連携に向けたアンケートによる検討も終え、取り組みに向かっていることから、施策全体と
して総合的に勘案し、「概ね工程表どおり実施済みで、一部が遅れている」と評価した。

　施策を構成する2事業について、「概ね順調に推移」が1事業、「遅れている」が1事業となったが、市立図書
館の専門書の購入が図られたことから、施策全体として総合的に勘案し、「概ね順調に推移」と評価した。

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 0

今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

C

達成率

C

H22 H23 H24 H25

- 1

事務事業名 0 24

今後の
方向性

　文化編については、ワークショップの開催に替えて、文化団体等に対し「弘前市の文化芸術に係るアン
ケート調査」を実施し、人材育成等に関する意見収集を行った。また、スポーツ編については、関係団体を
対象にワークショップ（１回）を開催し、意見収集を行ったが、文化、スポーツ編ともに意見の集約作業及び
検討作業に遅れを生じ、具体的なプログラムの策定に至っていないため、「工程表より遅れている」と評価し
た。

　目標・活動指数は「ワークショップの開催回数」となっており、平成23年度目標値である年3回の開催中、ア
ンケート調査の実施と1回のワークショップの開催にとどまっていることから「遅れている」と評価した。

決算額

アクションプログラム策定事業
　アンケート調査及びワークショップ開催により意見を集約し、アクションプログラムの素案をとりまとめ、事業
の推進を目指したい。

「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

　市内中小企業者が大学や公設試験研究機関等と共同研究を実施する際に要する経費の一部を補助する
ことにより、市内中小企業の技術者の人材育成及び競争力の向上を図る。

平成23年度実施内容

4-(2)-12

　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。

目標・活動量指標

ワークショップの開催回数 3回/年

平成23年度実施内容

4-(2)-11
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。

　現状の把握、ニーズの掘り起こしや支援内容の検討作業を行ったことから「工程表どおり実施済み」と評価
した。

　支援の開始が平成24年度からとしていることから、達成率の評価は次回評価（平成25年度）から行う。

目標・活動量指標

研修機関への派遣人員 5人/年

決算額

研究機関への研修派遣支援
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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 - -

今後の
方向性

No. 自己評価

進捗率

Ｂ

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

8 8

6,215 12,042

今後の
方向性

支援者数 10人/年

決算額

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　（※①～③計10件。①は8件/年）

決算額

平成23年度実施内容

　平成23年度は、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、弘前ユースストリングアンサンブ
ル指導者招へい事業、弘前音楽祭事業、第69期将棋名人戦弘前対局第4局（関連事業として、プロ棋士に
よる将棋入門教室、レベルアップ教室及び指導対局会を併せて実施した）、ＮＨＫ交響楽団公演、俳句甲子
園事前講習会・模擬試合の７事業を予定どおり実施した。なお、全国高校俳句選手権大会地方大会（弘前
大会）については、３．１１の東日本大震災により大会は開催できなかったものの、「工程表どおり実施済み」
と評価した。

　目標・活動量指標は「著名講師による講演会や一流に触れるための事業開催数」としており、平成23年度
目標値である8件の事業が実施されたことから「目標を達成済み」と評価した。

　音楽後継者育成事業などの既存事業と400年祭記念関連事業からの継続事業の実施に加え、新規事業
の検討等を行いながら、一流に触れるためのイベント実施に向けた取り組みをしていきたい。

4-(2)-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

　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」、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で、一部が遅れている」と評価
した。

　施策を構成する４事業のうち、２事業の目標・活動量指標の設定が平成２４年度からとなっており、残りの２
事業について「Ａ」と判断していることから、施策全体としては「目標を達成済み」と評価した。

　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。

（1）文化分野
①音楽芸術後継者育成事業他

項目

平成23年度実施内容

平成23年度実施内容

目指せプロフェッショナル・キャリ
ア支援事業

　奨励金の活用状況を見極めながら、より成果が上がるよう、制度の見直しも含め検討を続けていく。

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23年度は、前年度実施した要望調査を取りまとめ、スポーツ振興に資する人づくりを促進するために
必要な要件等について、支援額の積算を含めた制度設計の検討を行ったため「工程表どおり実施済み」と
評価した。

　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
としていることから、達成率の評価は次回評価（平成25年度）から行う。

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

－ －

0 0

今後の
方向性

進捗率

C

達成率

-

H22 H23 H24 H25

－ －

0 0

今後の
方向性

決算額

　平成24年7月に「こどもアート体験ひろば２０１２」を開催した後、その評価・改善点を検証し、文化芸術団体
との連携を深めながら、次年度以降更に充実させていく。

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　（※①～③計10件。②は1件/年）

決算額

　市内の芸術文化団体を対象として平成２３年１２月に説明会を、平成２４年３月に調整会議をそれぞれ実施
した。日時、会場及び行事の概要まで決定したが、参加団体、ワークショップ内容の決定に至らなかったた
め、「工程表より遅れている」と評価した。（平成２４年５月の運営会議により決定）

平成23年度実施内容

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。

　目標・活動量指数は「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」としているが、事業開催
は平成24年度を予定していることから、達成率の評価は次回評価（平成25年度）から行う。

（1）文化分野
②プロによる演劇ワークショップ

　平成23年度は、弘前地区中学校文化連盟演劇部会及び劇団と事業の実施内容などについて協議を実施
したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指数は「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」としているが、事業開催
は平成24年度を予定していることから、達成率の評価は次回評価（平成25年度）から行う。

（1）文化分野
③市内アーティスト体験ワーク
ショップ

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　（※①～③計10件。③は1件/年）

目標・活動量指標

　弘前地区中学校文化連盟演劇部会及び劇団と事業の具体的な進め方等について協議を進めて、平成24
年度中に実施し、実施後には反省点を踏まえて事業内容を充実させていく。
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

- 5

- 2,927

今後の
方向性

決算額

トップアスリート招致件数 （H23～H25） 10件/年
　（初年度は3件/年）

平成23年度実施内容

　目標件数10件を目指し、広く事業のＰＲおよび推進に努める。

（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。

（2）トップアスリート招致支援事
業

　平成23年度は、バレーボール、スキー、ソフトボール、サッカー、体操の５競技において実施。それぞれの
分野のトップアスリートを招致して教室を開催した。その結果、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標の招致支援件数3件を上回る5件の事業を実施し、ジュニア競技者の育成、競技団体の意識高揚に
資することができたことから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標
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取得方法 単位 基準値
H22
実績

H23
実績

H24
目標

H25
目標

(H21)
7 6 11 4 3

(H21)
5 7 6 4 3

(H20)
70.6 71.8 77.0 80.0

(H20)
54.0 58.6 58.0 60.0

(H22)
33.3 33.3 50.0 66.6 83.3

(H21)
52 60 68 55 56

(H21)
5 4 3 6 7

(H21)
84.5 87.5 88.6 89.0 90.0

(H21)
12.1 24.7 22.2 20.0 25.0

(H21)
25.0 34.9 35.4 37.0 40.0

②青森県学習状況調査における学習意欲の向上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」

青森県学習
状況調査

②青森県学習状況調査における学習意欲の向上を示す割合の増加を目指
します。　中学２年生 「勉強が好きだ」

位

％
青森県学習
状況調査

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。
    中学２年生（国・社・数・理・英）

③小学校で３３人学級を実施している学年の割合83.3%を目指します。 業務取得 ％

【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）～

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）

青森県学習
状況調査

指標名

-

-

青森県学習
状況調査

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。 業務取得 件

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。 業務取得 件

⑥市の文化の豊かさに満足している市民を増やします。
市民評価
アンケート ％

⑦文化・芸術活動をしている市民を増やします。
市民評価
アンケート ％

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。

市民評価
アンケート ％

旧指標「⑨スポーツ施設の利用者数　1,050,000人を目指します。」を削除
旧指標「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。」を削除
旧指標「⑪大学等を利活用する市民の数を増やします。」を削除
旧指標「⑫国外交流事業の参加者数　580人を目指します。」を削除

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

55 52 50 48

39 30(当市調べ)

1.5 3.0 4.0 5.0

1.9 2.2

79.2 79.2 79.2 79.2

78.9 78.8

1.74 1.77 1.80 1.83

1.96 1.90

7.5 7.0 6.5 6.0

6.9 6.4

81.0 82.0 83.0 85.0

76.3 77.8

62.9 63.1 63.3 63.5

68.7 68.7

- 25.3 - 28.4

- 29.3

- -

25.3 24.3

　
　“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 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

H23目標値
に対する
達成率

H25目標値
に対する
達成率

× －

①自殺者数　48人以下を目指します。 業務取得 人 58 ○ ○

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。

業務取得 ％ -

○ ○

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。

業務取得 ％ 79.2 × －

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。

業務取得 ％ 1.71

× －

⑤育児に自信がもてない人の割合　6.0％を目指します。 業務取得 ％ 8.0 ○ －

⑥健康だと思う市民を増やします。
市民評価
アンケート ％ 79.8

○ ○

⑦生きがいを持っている60歳以上の市民を増やします。
市民評価
アンケート ％ 62.7 ○ ○

⑧生活に満足している障がい者を増やします。
独自
アンケート ％ 23.7

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

市民評価
アンケート ％ - － －

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

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２３年度の目標値に対する達成率は、「目標を達成済み」が５項目、「目標を達成
できない」が３項目、「判断できない」が１項目となっており、達成率は低い状況にあります。

　目標を達成していないのは、「②各種がん検診受診率　５％アップを目指します」、「③自立して生活できる高齢者の割合」、「⑥健康
だと思う市民を増やします」の３つの項目で、②が達成できていない理由としては、健康に対する市民意識が依然として低い状態であるこ
と、③が達成できていない理由としては、介護を利用する者が増え続けていること、⑥が達成できていない理由としては、食生活などの生
活習慣の改善が進んでいないことによるものと考えられます。このことは、市民の健康に関する意識の低さに起因するものであり、市民に
対する周知不足などが原因として挙げられます。
　この３つの指標は、市民の健康寿命の延伸を図るうえで、基礎的かつ重要な項目でありますが、目標を達成出来ていないことから、目指
す姿の達成状況が低いと判断しました。なお、③及び⑥については、アクションプラン２０１２において、新たに注目指標として設定して
います。

　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、「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、健康保持増進、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、今後も目標を維持できるよう事業を実施します。
　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、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雇用
が継続されていることや、保健センターで実施しているベビー相談やキッズ相談に加え、本庁での母子保健窓口のワンストップ化による相
談機会が充実し、その相乗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項目全ての項目が「工程表どおり実施済み」となっており、「達成率」では、
「判断できない」とした２項目を除いて、５項目が「目標を達成済み」、２項目が「順調に推移」、１項目が「遅れている」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、自殺者数の減少や母子保健福祉への関心は高まる傾向
が見られますが、各種がん検診受診率及び健康だと思う市民の数値は伸びているものの目標を達成することができなかったため、めざす姿
に向けては遅れていると考えます。

　このような状況を踏まえ、地元大学との連携協力のもと市民の健康づくりを強力に進めていくため、平成２４年度から、弘前大学寄附講
座として「地域健康増進学講座」を開設していただいて、健康啓発活動と合わせ健康づくりのリーダー養成に取り組んでおります。市民の
健康に関する知識を高めていくとともに、健康づくりに実践的に取り組む市民を増やしていくことによって、健康を実感できる市民が増え
ると共に他の指標も改善されていくものと考えられることから、この取り組みを初めとして、命と暮らしの安心・安全づくりの充実が図ら
れるよう努めてまいります。

約束全体の評価
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事務事業数 進捗率 達成率

1 Ａ Ａ

2 Ａ Ａ

1 Ａ Ｂ

1 Ａ Ａ

1 Ａ －

8 Ａ Ｃ

1 Ａ －

1 Ａ Ａ

1 Ａ Ｂ

1 Ａ Ａ

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】

○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】

○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

●６　がん検診の受診率向上運動の実施

●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

●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

●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）

【障がい者福祉を充実します】

22年度 23年度 24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

88,584 65,178

89,238 95,072 115,347

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）

【高齢者福祉を充実します】

○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

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

Ａ

事務事業名 H22 H23 H24 H25

1回 2回

－ 1/1

0 22

今後の
方向性

No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

C

H22 H23 H24 H25

12.5% 14.0%

78.9% 78.8%

18人 50人

27回 33回

66,625 35,482

5-2 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

　施策を構成する8事業について、判断できない1事業を除き、いずれも「工程表どおり実施済み」と評価して
いることから、施策全体としても「工程表どおり実施済み」と評価した。

【参考】おたっしゃ健幸塾開催回数 33回（H25）

　施策を構成する8事業について、判断できないものを除く5事業のうち、3事業が目標を達成できなかったこ
とから、施策全体として総合的に勘案し、「遅れている」と判断した。

目標・活動量指標

後期高齢者健診受診率 29%（H25）
　23%(H22) 25%(H23) 27%(H24)

【参考】
介護予防事業参加者数（通所型＋訪問型） 200人（H25）

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%（H23）

　医都ひろさき円卓会議を定期的に継続して開催し、会議意見提案を施策に反映させるために、進行管理
を行っていく。

医都ひろさき円卓会議設置

項目 平成23年度実施内容

決算額

決算額

平成23年度実施内容

5-1
“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

　 「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。

　会議を平成23年7月5日と平成24年2月14日の2回開催したことから「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「会議開催回数 2回/年」としており、目標の年2回開催ができたこと、会議提案意見か
ら、在宅当番医制の充実が図られ、施策へ反映できたことから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

【参考】
会議提案意見の中で、市施策に反映できた事業数　1事業/年

会議開催回数 2回/年
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

－

達成率

－

今後の
方向性

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

　目標・活動量指標は「後期高齢者健診受診率29％（H25）」としており、平成23年度は25%を目標としていた
が、平成23年度後期高齢者健診受診率が14.0％となり、平成22年度の12.5％から微増となったものの目標
達成に至らなかったことから、「遅れている」と評価した。

　今後は、他都市の受診率の向上にむけた事例も研究・参考にしながら、受診率の更なる向上を目指す。

　平成20～22年度の3か年の間に1度も特定健康診査を受診していない対象者（14,917人）に対して、受診
勧奨ハガキを送付し、受診を促したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

特定健康診査事業

　平成20～23年度にかけての受診率は、向上しているがその延びは微増でしかない。今後は、他都市の受
診率の向上にむけた事例も研究・参考にしながら、受診率の更なる向上を目指す。

　目標・活動指標を設定していないため、判断できない。

　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。

結核検診

　町会を通じて、結核検診の案内を広報ひろさき4月1日号と同時に毎戸配布（健康と福祉ごよみ）した。

　目標・活動指標を設定していないため、判断できない。

後期高齢者健診受託事業

平成23年度実施内容

　結核健診は、高齢者の検診受診率の向上には直接かかわらないことからアクションプランから削除し、通常
業務として実施する。

　平成23年度は、健診受診対象者24,403件に個別通知（受診券を送付）した。また、町会を通じて、広報ひ
ろさき4月1日号と同時に毎戸配布（健康と福祉ごよみ）したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。
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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

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

(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）

二次予防事業の対象者把握事
業

通所型介護予防事業

平成23年度実施内容

　希望者には随時基本チェックが実施できることを広報への掲載やＰＲ用のチラシを作成することにより周知
する。

　二次予防事業の対象者把握のため、65歳以上の要支援・要介護認定の無い者へ、25項目にわたる生活
機能の状態を確認するための「基本チェックリスト」を郵送し、高齢者自身がチェックして市に返送する方法で
実施した。この事業は3カ年に分けて実施するもので、平成23年度は1～4月生まれの者13,692人へ誕生月
ごとに順次郵送したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　基本チェックリストの回収率は45％を見込んでいたが、68.7％の9,407人からの返信があった。
  また、対象者の把握方法を変更したことにより、生活機能評価の実施時に比べ二次予防事業の対象者が
増加するとともに、対象者の決定を早く行うことができたことから、「目標を達成済み」と評価した。

平成23年度実施内容

　二次予防事業の対象者把握事業により介護予防事業への参加が望ましいとされた対象者のうち希望者
に、筋力向上トレーニング・口腔機能向上・栄養改善事業を通所介護予防事業所等に委託して実施したこと
から、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　対象者把握事業により把握された対象者に実施した。参加者は目標76人に対し48人の実施であったが、
平成22年度の17人より増加した。
　二次予防事業の対象者は増加したが、依然として介護予防に対する意識が低く、事業の参加者は計画よ
り少なく当初目標の63パーセントであったことから「遅れている」と評価した。

　　・対象者　H20　400人、H21　303人、H22　503人、H23　2,721人
　　・参加者　H20　　17人、H21　 16人、H22　　17人、H23 　 　48人

　広報への掲載やＰＲ用のチラシ作成・配布により、事業の参加者の増加を図る。
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

C

今後の
方向性

進捗率

A

達成率

A

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

－

今後の
方向性

　健康管理は、高齢者だけでなく、市民共通の課題であることから、アクションプラン2012において事業の位
置づけをし直し、市民全体に効果が及ぶよう、ポイント付与の対象及び特典の充実を図っていく。

介護予防健康教育

(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。

(仮称)健幸ポイント制度推進事
業

　制度の基本骨格として「市のがん検診受診」を対象とし、平成24年度当初予算に所要経費を計上したこと
から「工程表どおり実施済み」と評価した。

(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。

訪問型介護予防事業

　二次予防事業の対象者把握事業により介護予防事業への参加が望ましいとされた対象者のうち、閉じこも
り、認知症、うつ等のおそれのある者を対象に、看護師が居宅等を訪問し、生活機能に関する問題を総合的
に把握・評価し、必要な相談・指導を実施したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

平成23年度実施内容

　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けるよう支援
していく。

　おたっしゃ健幸塾を開催し、運動の必要性について普及啓発を行ったことから「工程表どおり実施済み」と
評価した。

　市内25会場で実施し、そのうち8会場で追加開催し、計画どおりの開催回数となったことから、「目標を達成
済み」と評価した。

　広報への掲載やＰＲ用のチラシ作成・配布により、事業の参加者の増加を図る。

　対象者把握事業により把握された対象者に実施したが、目標19人に対し2人の実施であった。
　二次予防事業の対象者は増加したが、依然として介護予防に対する意識が低く、事業の参加者は計画よ
り少なく、当初目標の11パーセントであったことから「遅れている」と評価した。

　　・対象者　H20　400人、H21　303人、H22　503人、H23　2,704人
　　・参加者　H20　　 3人、H21　   2人、H22　　 1人、H23 　  　 2人

平成23年度実施内容

　　(仮称)健幸ポイント制度については、平成24年度からの実施としていることから、達成率の評価は、次回
評価（平成25年度）から行う。
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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

4か所 4か所

事務事業名 20,400 20,475

今後の
方向性

No. 項目 項目 自己評価

進捗率

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

- 100%

- 653

- 83

- 134

事務事業名 0 5,548

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

障がい者福祉相談支援事業

5-4
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

　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

　目標・活動量指標は「母子保健窓口のワンストップ化率100%(H23.4)」としており、事務の移管等について計
画どおり実施したことによってワンストップ化率100%となったことから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

　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。

　障がい者の相談支援体制の充実を図るため、新たに相談支援事業所2カ所の選定を行い、計画どおり平
成24年度実施に向けて進捗したことから「工程表どおり実施済み」と評価した。

　障がい者の相談支援体制の充実を図るため、平成24年度実施に向けて相談支援事業所2カ所の選定を
行ったことから「おおむね順調に推移」と評価した。

目標・活動量指標
5-3

　障がい者のニーズや課題にきめ細かに対応し、適切な障がい福祉サービス等に結びつけるため、障がい
者への総合支援機能（ワンストップサービス）を提供する。

　平成23年4月に乳幼児医療費給付事務を国保年金課から移管したほか、健康推進課（保健センター）で
行っている乳児一般委託健康診査受診票と予防接種予診票綴について、子育て支援課でも発行できるよう
にしたことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

【参考】赤ちゃん電話相談件数 700件/年

平成23年度実施内容

母子保健窓口業務のワンストップ化率 100%（H23.4）

平成23年度実施内容

相談支援事業所数 6か所（H24）

決算額

子育て支援課母子保健福祉窓
口業務体制強化

【参考】母子健康手帳交付件数 80件/年

決算額

　平成23年10月に策定したSmile弘前子育てマスタープランに基づき、妊娠・出産・子育てに関する不安や
悩みを軽減できるよう、母子保健福祉の相談体制の充実を図る。

【参考】妊婦窓口相談件数 120件/年
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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

1,379 3,454

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

39 30（当課調べ）

今後の
方向性

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

51人 80人

80人 120人

58.8%

今後の
方向性

項目

目標・活動量指標

自殺者数 48人以下（H25）
　55人(H22)、52人(H23)、50人(H24)

　各講座、カード・リーフレット、配布物等についてはさらに工夫し充実を図っていく。

　市外、県外から講師を各講座に招聘し、内容を改善して参加人数の増員を図ったほか、各種配布物及び
リーフレット等についても内容改善に努めたことから「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標活動量指標のうち各講座の参加者数については、講座内容の改善を図ったことから、学級経営講座
が80人、性教育研修講座が120人となり、いずれも平成23年度の目標を上回った。また、電話「子ども悩み相
談」事業周知率についても、平成23年度の目標40%に対し58.8%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

学級経営講座参加者数 60人（H25）
　45人(H22)、60人(H23)、70人(H24)

　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
①自殺対策緊急強化事業
・普及啓発事業(ﾎﾟｽﾀｰ､啓発ｸﾞｯ
ｽﾞ､懸垂幕､ﾗｼﾞｵCM）
・人材養成事業
・強化モデル事業
②心の健康づくり事業
・こころの健康相談
・こころの健康づくり講演会

(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23年度に実施した事業を継続していき、自殺対策緊急強化事業については基金の動向に合わせた
事業展開を行いながら内容の充実を図り、目標・活動指標の達成を目指していく。

　目標活動量指標は「自殺者数 48人以下(H25)」としており、平成23年度は30人（健康推進課調べ）と、平成
25年度の目標値を達成していることから、「目標を達成済み」と評価した。

5-5 自殺予防など心の健康づくり・命の尊さ教育を実施

　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」と評価していることから、施策全体とし
ても「工程表どおり実施済み」と評価した。

　新規事業である人材養成事業（市職員対象）、強化モデル事業を含め、予定していた事業を全て行ったこ
とから「工程表どおり実施済み」と評価した。

平成23年度実施内容

平成23年度実施内容

　施策を構成する2事業について、いずれも目標達成済みであることから、施策全体としても「目標を達成済
み」と評価した。

決算額

(2)命の尊さ教育

性教育研修講座参加者数 75人（H25）
　60人(H22)、90人(H23)、105人(H24)

電話「子ども悩み相談」事業周知率 50%（H25）
　40%(H23)、45%(H24)
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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

 10万枚/年  10万枚/年

+1.9ﾎﾟｲﾝﾄ +2.2ﾎﾟｲﾝﾄ

事務事業名 180 197

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

97.0% 99.4%

事務事業名 0 0

今後の
方向性

5-7
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

　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。

　市の施設を対象とした禁煙・分煙対策の状況調査を行い、調査結果を公表したほか、県と連携して民間事
業所訪問を行った。また、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り、計画していた事
業については全て実施したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は「公共施設における禁煙、効果の高い分煙の施設の割合 100%（Ｈ25）」としており、平
成23年度は、年度目標の98%に対し99.4%となったことから、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

禁煙・分煙推進事業 　今後は、対策をしていない施設の減少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。

公共施設における禁煙、効果の高い分煙の施設の割合
 100%（H25）
    97%(H22)、98%（Ｈ23）、99%(H24)

平成23年度実施内容

決算額

5-6
がん検診の受診率向上運動の
実施

  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

　平成23年度は、巡回がん検診案内ハガキの配付や広報での啓発など、予定した事業を全て実施したこと
から「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標のうち、「巡回がん検診案内ハガキ送付数」は目標値を達成したが、「がん検診受診率」
は＋3.0ポイントの目標に対し＋2.2ポイントとなったことから、総合的に勘案し「概ね順調に推移」と評価し
た。

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

決算額

平成23年度実施内容

　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。がん検診受診推進事業

がん検診受診率対H21実績比+5ﾎﾟｲﾝﾄ
+1.5ポイント(H22) +3.0ポイント(H23) +4.0ポイント(H24) +5.0ポイ
ント(H25)
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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

-

H22 H23 H24 H25

－ －

事務事業名 0 0

今後の
方向性

平成23年度実施内容

集団予防接種事業

平成23年度実施内容

5-8

介護相談員相談件数 120件/年

決算額

　平成24年5月に事業実施要綱を制定し事業に着手した。選考者に研修を受講させるとともに、事業者に相
談員の受け入れを要請し平成24年10月から派遣事業を実施。

5-9
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

　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。

　平成23年度は県内の先進地を視察し、課題、問題点を確認・整理し制度設計を行ったことから「工程表ど
おりに実施済み」と評価した。

　介護相談員派遣等事業については、平成24年度からの実施としていることから、達成率の評価は次回評
価（平成25年度）から行う。

目標・活動量指標

介護相談員派遣等事業

インフルエンザなど児童の集団
予防接種制度の検討

　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

　平成23年度は、アンケート調査の実施及び結果を分析したほか、実施方法について有識者から意見を聴
取し、集団予防接種を行う際に必要となる経費を平成24年度予算に計上したことから、「工程表どおり実施
済み」と評価した。

　アンケート調査の結果、約89%が個別接種を望んでいることから、集団接種の対象を今後必要と考えられる
新型インフルエンザの臨時接種に絞り込み、有事の際速やかに接種できるよう体制の整備を図っていく。

　集団予防接種については、平成24年度からの実施としていることから、達成率の評価は次回評価（平成25
年度）から行う。

目標・活動量指標

実施回数 のべ56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

- -

- 1,255

事務事業名 0 (再 1,191)

今後の
方向性

出張センター事業参加者数 300人/年

決算額

平成23年度実施内容

5-10

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）

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

　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

　「（1）新規子育て支援センターの設置」は、工程表では、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、23年度は関係機関や子育て中の保護者などで構成する懇談会を設置し、支援セン
ターに必要な機能などについての意見集約を行った。その後、民間による駅前地区再開発ビルの取得計画
が持ち上がり、庁内で当該ビルの公共的利活用を協議する中で、子育て支援センターの実施場所の候補と
して検討された。
 
「（2）既設支援センターの充実」は、平成23年度は、工程表どおり土手町分庁舎内で出張センターを開設
し、三世代交流講座として、お誕生会や各種講座などを合わせて21日間開催した。

　以上のことから、「工程表どおりに実施済み」と評価した。

　目標活動量指標のうち「子育て支援センター設置１か所」については、工程表での設置時期が平成24～25
年度であることから、達成率の評価は次回評価（25年度）以降となる。

　「出張センター事業参加者数300人/年」については、三世代交流講座の参加者数が1,255人となり、目標
を大きく上回る実績があったことから「目標を達成済み」と評価した。（アクションプラン2012では目標・活動量
指標を1,000人に上方修正済み）

　(1)新規子育て支援センターの設置は、駅前地区再開発ビルの公共的利活用計画を具体化していく中で、
細部について詰めていく。
　(2)既設支援センターの充実は、これまでの実施状況・参加者数を踏まえ、更なる充実を検討していく。

子育て支援センター運営事業

目標・活動量指標

子育て支援センター設置 1か所
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取得方法 単位 基準値
H22
実績

H23
実績

H24
目標

H25
目標

(H21)
79.8 76.3 77.8 83.0 85.0

(H21)
19.1 21.0 21.3 23.1 24.1

(H21)
8.0 6.9 6.4 6.5 6.0

(H21) (当市調べ) (当市調べ)

58 39 30 50 48

(H21)
79.2 78.9 78.8 78.9 79.4

(H21)

62.7 68.7 68.7 63.3 63.5

(H21)
1.71 1.96 1.90 1.80 1.83

【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）～

④自殺者数ゼロを目指します。ただし、計画期間では48人以下としま
す。
（内閣府 自殺総合対策大綱目標値に準じて設定）

業務取得

指標名

①健康だと思う市民を増やします。
市民評価
アンケート ％

②各種がん検診受診率 平成21年度の基準値19.1%から5ポイントアップ
を目指します。

業務取得

③育児に自信がもてない人ゼロを目指します。ただし、計画期間では平
成21年度の基準値8.0％から2ポイント減の6.0％とします。

業務取得 ％

％

％

％

⑦一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。 業務取得 ％

人

⑤自立して生活できる高齢者の割合（身の回りのことが自分でできる高
齢者の割合）79.4％を目指します。

業務取得

旧指標「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。」を削除

旧指標「⑧生活に満足している障がい者を増やします。」を関連指標に変更

⑥生きがいを持っている60歳以上の市民を増やします。
市民評価
アンケート

約束５ 命と暮らしを守ります。
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22 23 24 25

H23.3予定

H23.3宣言済

- H23.10予定

- H23.10締結済

- H24.2予定

- H24.2策定済

- 14 14 14

- 10

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

3,038 2,919

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

- -

- -

56.0 60.3

　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

H23目標値
に対する
達成状況

H25目標値
に対する
達成状況

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 ％ - － －

H23目標値に対する達成状況　○: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状況　○: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 C

1 A B

　めざす姿の達成状況を示す指標7項目について、平成23年度までに「目標を達成済み」が3項目、「目標を達成できない」が2項目、「判断できない」

が2項目で、目標達成に向けた取り組みは順調に進んでいるものの、目標値の確保という点では十分ではありません。

　注目指標のうち、「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。」は、平成24年2月にビジョンを策定し、目標を達成して

います。また、「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3,130千人を維持します。」については、目標値を下回ってお

りますが、これは、広域バス路線及び弘南鉄道大鰐線の利用者が漸減していることに加え、定住自立圏の連携施策として、平成24年度から、弘前圏域

公共交通計画の策定や利用促進のＰＲ活動を行うこととしているため、その効果がまだあらわれいないことが影響しているものと考えます。

　次に個別施策の実施状況ですが、「進捗率」では、3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、3項目中1項目が「目標を

達成済み」、1項目が「概ね順調に推移」、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、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

力する体制づくりが整備されるなど、目標達成に向けて取り組んでいるが、十分な成果が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月に策定した定住自立圏共生ビジョンに基づき、平成24年度から医療、公共交通、観光などの各分野における

連携事業に取り組み始めていることから、平成24年度以降から事業の実施による効果の発現に努める必要があると考えております。

　また、市町村合併の効果は、合併戦略プロジェクトが平成24年度以降も工程表に沿って事業が実施されることから、市町村合併により地域の一体感

の醸成や均衡ある発展が一層図られるものと期待できます。

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）

22 703

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

22 703

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

－ 実施

－ 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

平成23年度実施内容

項目 平成23年度実施内容

決算額

平成23年度実施内容

　新たな連携施策の追加に伴い平成23年度に締結した定住自立圏形成協定の変更を行うとともに、変更協
定に基づく定住自立圏共生ビジョンの修正を行う。

6-1

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

　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」と評価した。

　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」と評価した。

　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策定事
業

　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4回それぞれ開催し協議を行っている。また、定住自立圏形成協定を平成23年10月12日付けで
周辺市町村と締結（ただし、藤崎町とは町長選挙の影響により、平成23年12月13日付けで締結）し、定住自
立圏共生ビジョンを平成24年2月29日に策定したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　周辺市町村との定住自立圏形成協定を平成23年10月12日に締結（ただし、藤崎町とは町長選挙の影響
により、平成23年12月13日に締結）し、定住自立圏共生ビジョンを平成24年2月29日に策定したことから、
「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

中心市宣言（H23.3月まで）

定住自立圏形成協定の締結（H23.10まで）

「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）

定住自立圏共生ビジョン推進事
業

　政策分野ごとの連携施策検討会議、共生ビジョン懇談会を設置し、協議を進めたことから、　「工程表どお
り実施済み」とした。

　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年度から開始することとしていることから、
目標値の連携事業実施率（着手率）については、平成25年度に評価することとなる。

目標・活動量指標

連携事業実施率 75%(H25)

　新たな連携施策の追加提案を促すとともに、定住自立圏共生ビジョンに基づく連携施策の進行管理をしっ
かりと行っていく。

- 139 -



- 140 -

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

1 0

21 20

事務事業名 879 645

今後の
方向性

No. 項目 項目 自己評価

進捗率

A

達成率

B

H22 H23 H24 H25

46.3% 57.1%

事務事業名 1,741,628 1,098,607

今後の
方向性

決算額

平成23年度実施内容

平成23年度実施内容

決算額

　首都圏企業等に関する情報収集、企業訪問をおこない、当市立地環境などをＰＲし、誘致活動をおこなっ
ていく。また、近隣市町村との広域的な連携を協議しながら、取り組みの強化を図っていく。

6-2
（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

　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。

　首都圏開催の産業立地フェアなどに参画し、当市の立地環境をＰＲするとともに、ひろさき仕事おこし応援
隊から企業誘致に関わる情報を収集するなど、企業の発掘をおこない誘致活動を展開したことから、「工程
表どおり実施済み」と評価した。
　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23年度は見送っている。

　誘致に向けて企業訪問や情報収集をおこない活動を展開したものの、23年度は誘致に結びつかず、0件
であったため、「遅れている」と評価した。

目標・活動量指標

誘致件数（H22～H25） 5件
累計　1件（H22）　2件（H23）　3件（H24）

訪問企業・団体数 20件/年

企業・団体立地推進事業

6-3
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）

　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。

　「小中学校施設整備推進事業」の中学校屋体暖房整備事業を完了したことから、11項目18事業の内、これ
までに3項目6事業が完了した。また、「下水道施設整備推進事業」及び「広域環状道路整備事業」の次年度
以降の計画を具体的に示した。他の事業も、ほぼ予定どおり実施したことから、「工程表どおり実施済み」と
した。

　目標・活動量指標（事業費ベース）の平成23年度末の目標値は62.9％と設定しているが、実績は57.1％と
目標値に対し5.8％（608,835 千円）及ばなかった。しかしながら、事業は予定どおり進捗していることから、
「概ね順調に推移」とした。

目標・活動量指標

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%

合併戦略プロジェクト推進事業

　去る平成24年1月に弘前市合併検証委員会が市に提出した「弘前市合併検証報告書」で、下水道施設整
備推進事業の計画推進に努力すること、及び防災行政無線統合整備事業では防災対策の整備を早急に
実施すべきとの意見が述べられたことから、両事業の推進を図るとともに、他の事業も目標・活動量指標を達
成するために計画に則り進めて行く。
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取得方法 単位 基準値
H22
実績

H23
実績

H24
目標

H25
目標

0 10 14 14

(H22)
735.4 735.4 - 730 810

(H22)
287.5 287.5 302.9 287.5 287.5

(H22)
13.8 13.8 10.9 11.9 10.0

旧指標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」を指標②の内容に変更。（地域全体の活性化のためにも、持
続可能な公共交通体系の構築が必要であることから、現状の見直しを実施することを指標とすることが適当であるため）

旧指標⑥「定住自立圏圏域の観光客入込数」の基準値及び目標値について、平成22年からの県統計の調査方法の変更に併せ、指標③のとおり再設定。

旧指標⑦「(H22～)3市町村の合併をしてよかったと思う市民の割合」について、「良かったと思う割合」より「不満である割合」が、合併効果を推し量る
数字として適当なので、指標⑤のとおり変更。

指標④を追加。（圏域として取り組む主要分野である「医療」に関する指標が設定されていなかったため）

旧指標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。」を削除。（当該指標は協定締結をもって達成したため）

旧指標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。」を削除。（当該指標はビジョン策定をもって達成したため）

旧指標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。」を削除。（当該指標は中心市宣言をもって達成したため）

-

万人

⑤３市町村の合併をして不満である（どちらかと言えば不満＋不満）市
民の割合を、10％に減らします。(3.8％減)

市民評価
アンケート

-
②定住自立圏圏域市町村をつなぐ公共交通について、持続可能な公共交
通体系を構築するため、公共交通路線の見直しを実施します。
H24計画策定後に目標を設定

件 -

％

③定住自立圏圏域の観光入込客数８１０万人を目指します。（約10.0％
増）

業務取得

-業務取得

【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）～

-

人
④定住自立圏圏域の人口１０万人当たりの医師数２８７．５人の維持を
目指します。

業務取得

指標名

- -

①定住自立圏構想連携施策数14件を目指します。 業務取得

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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22 23 24 25

67.0 68.0 69.0 70.0

55.2 62.6

※(59.1) ※(66.9)

53.0 60.0 65.0 65.0

55.1 55.7

650 700 750 750

747 759

85.0 87.0 90.0 90.0

83.6 87.1

91.0 93.0 95.0 95.0

91.1 92.4

3 6 9 9

5 8

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

45,265 174,232

20 20 20 20

26 29

43.2 40.6 37.9 35.3

31.4 37.7

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

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（※2）の割
合を減らします。

業務取得 ％ 45.8 ○ －

⑧財政調整基金（※1）は、計画期間を通じて20億円を維持します 業務取得 億円 20 ○ －

⑦民間活用による削減効果額　181,190千円を目指します。 業務取得 千円 0 ○ －

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 件 0 ○ －

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 ％ 88.4 × －

④窓口での応対に満足している市民を増やします。
市民評価
アンケート ％ 82.1 ○ －

③各種研修受講者数　750人を目指します。 業務取得 人 630 ○ －

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。

業務取得 ％ 48.0 × －

①職員の仕事ぶりの市民満足度を高めます。
市民評価
アンケート ％ 63.1 × －

　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 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 H23目標値

に対する
達成率

H25目標値
に対する
達成率　　※(　)書きは｢わからない｣の回答を除いた場合

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 C

1 A B

1 A B

2 A B

5,553 81,990 16,549 13,549

2,732 51,409

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年度 23年度 24年度 25年度

○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

【市役所の窓口改革に取り組みます】

●４　窓口改革運動の実施

【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）】

○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）

　めざす姿の達成状況を示す指標９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６項目、「目標を達成できない」
が３項目となっており、達成率は十分に満足できる結果とは言い難いものの、３項目の「目標を達成できない」は、前年度比べて改善（増加）してい
る状況にあります。これは、これまでの研修等を検証し、平成２３年度に職員の意識改革や人材育成をより推進するための新たな事業を着実かつ迅速
に取り組み、また、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職員の仕事ぶりの市民満足度を高めます。」は、目標を達成できず、「④窓
口での応対に満足している市民を増やします。」は、微増ですが、目標を達成できました。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、さらにはそれらの意識付けや能力向上を図る取り組みが、まだ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】を制度化して１年が経過し、職員に制度が浸透しはじめたことや、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、３項目
が「順調に推移」し、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、エリア担当制度の事業化をはじめ、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２４年度は、エリア担当制度の更なる活用による職員の地域参画の促進と、職員に対して研修機会を増やすことにより、職員のスキルの向上を
図られ、管理型から経営型の行政運営を推進することができる、前向きに取り組む職員が着実に育成されていくものと期待されます。

項目

【”市職員のパワー”を引き出します】

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

C

H22 H23 H24 H25

- 1人

- 1人

事務事業名 0 0

今後の
方向性

目標・活動量指標

採用人数 2人（H23）

【参考】採用人数 3人（累計）（H25）
（Ｈ23）1件　（Ｈ24）2件　（H25）3件

決算額

民間人採用事業

　幹部職員については、民間からの登用（採用や委嘱など）を柔軟に行うための制度の研究を行うとともに、
各課の需要を調査したうえで、特定の分野において管理監督的役割又は指導的役割を果たすことのできる
人材の発掘を行う。
　中堅職員については、民間における勤務経験のある人材に対する受験機会の拡大を図る。

平成23年度実施内容

7-1
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）

　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23年度は、対象職種として、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ほ
か、インバウンド対策事業の中で実施することを想定した。結果、保健体育課主査（スポーツ推進担当）1人
を採用したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　目標・活動量指標は、平成23年度の採用人数を2人としているが、1人の採用となったことから、「遅れてい
る」と評価した。
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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件 8件

5件 3件

- 1件

2,732 2,191

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回 20回

84人 125人

今後の
方向性

開催回数 24回程度/年

【参考】参加者数 60人/年

　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。このため、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。

決算額

　研究テーマの募集の際には、自主財源の確保に関するテーマのほか、管理型から経営型の行政運営を
推進するテーマも推奨していく。

平成23年度実施内容

(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。

市長と職員の意見交換会

　4月から毎月、職種別や政策グループ別など様々な職員が市長と意見交換をすることができたことから、
「工程表どおり実施済み」と評価した。

　計20回延べ125人の職員を意見交換することができたが、目標・活動量指標に満たなかったため、「遅れて
いる」と評価した。

目標・活動量指標

平成23年度実施内容

(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。

職員提案政策研究事業

　平成23年度は8件の提案があり、全ての政策研究テーマを決定したことから、「工程表どおり実施済み」と
評価した。

　8件の政策研究テーマを調査研究することができ、また、職員提案が施策に反映された件数の目標（累計9
件）に対して、平成22年度から累計して計8件の政策研究テーマを施策に反映することができた。このことか
ら、「目標を達成済み」と評価した。

目標・活動量指標

政策テーマ 5件程度/年

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

【参考】自主財源の確保につながった提案件数 累計3件（H25）
（Ｈ23）1件　（Ｈ24）2件　（H25）3件

項目 平成23年度実施内容

7-2
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）

　施策を構成する2事業のうち、2事業とも「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」と評価した。

　構成する2事業について、「目標を達成済み」が1事業、「遅れている」が1事業となったが、政策テーマの件
数が8件と上回っていることや、職員の任意の参加による「市長と職員の意見交換会」の事業においても、開
催回数や参加人数は多くなっていることから、施策全体として総合的に勘案し、「概ね順調に推移」と評価し
た。
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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% 55.7%

- 92名

- ※

- -

事務事業名 0 605

今後の
方向性

※注記

目標・活動量指標

エリア担当制度活動回数
 24回/年（月2回程度）

【参考】エリア担当制度による、町会等からの意見や要望等を措
置した割合 100％/年

決算額

　エリア担当制度は、各地区に1人を配置し、1人あたり年24回の活動を当初計画としていたが、各地区にお
ける要望や支援要請等を広く吸い上げ、地域のパイプ役として効果的に機能させるために、職員を2人から6
人によるグループで配置した。このため、目標・活動量指標を評価することはできないが、各担当地区の活
動は月2回となっている。

職員地域活動参加促進事業 　町会に対してエリア担当制度に関するアンケートを実施し、有効かつ効率的な制度運営を進めていく。

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%

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

平成23年度実施内容

7-3
エリア担当制度(※3)の検討など
職員の地域活動への参加促進

　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）

　平成23年度は、職員に対する地域活動に係る参加の実態調査及びエリア担当制度をスタートさせることと
していたが、5月に実態調査を実施し、7月にはエリア担当制度をスタートさせたことから、「工程表どおりに
実施済み」と評価した。

　エリア担当制度は、当初計画を変更して職員を配置したため、目標値と比べることはできないが、制度化し
て全地区に職員を配置し、活動回数は月2回程度で実施した。
　また、地域活動に参加している職員の割合については、目標を達成できなかったが、昨年度より0.6%の増
となっている。これらのことから、全体的として、「概ね順調に推移」と評価した。

活動回数月2回

全地区に2名～6名配置
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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 87.1

91.1 92.4

16.4 12.8

事務事業名 0 48,613

今後の
方向性

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%

【参考】
職員の対応や態度に不満をもつ市民の割合 10.0%（H25）
（Ｈ22）なし　（Ｈ23）14.0%　（Ｈ24）12.0%　（H25） 10.0%

決算額

平成23年度実施内容

7-4 窓口改革運動の実施

　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）

　窓口改革運動については、計画どおりに進めることができた。
　ソフト面では、窓口改革（接客態度の改善）のための新たな取り組みの提案や創意工夫の取り組みなど各
課から提出してもらい、参考となる提案は全庁的に紹介した。また、外部委託による窓口診断や接遇やク
レーム対応に関して階層別や派遣研修により実施した。
　ハード面では、平成22年度に引き続き「窓口改革検討チーム」において具体的な窓口改革案を検討した。
平成23年度には税証明の交付サービスを開始し、平成24年7月の総合窓口の開設に向けた取り組みを進め
た。このことから、「工程表どおりに実施済み」と評価した。

　平成23年度の目標値と比べ、「窓口での応対に満足している市民の割合」は、0.1ポイント上回り、「窓口で
の手続き時間に満足している割合」は、0.6ポイント下回った。二つの目標・活動量指標ともに対前年値より上
回っており、【参考】においては、職員の対応や態度に不満をもつ市民の割合が減っていることから、「概ね
順調に推移」と評価した。

目標・活動量指標

窓口改革事業
　市民評価アンケートや窓口診断の結果を踏まえて、効果的な研修の実施等を行うとともに、総合窓口開設
後の効果等の検証を行い、窓口サービスの充実を図る。

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%
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取得方法 単位 基準値
H22
実績

H23
実績

H24
目標

H25
目標

－ － － 100 100

(H22)
48.0 55.1 55.7 65.0 70.0

(H22)
69.0 69.0 76.4 73.0 75.0

(H21)
63.1 59.1 66.9 69.0 70.0

(H21)
17.9 16.4 12.9 12.0 10.0

20 26 29 20 20

(H22)
13.1 13.1 12.3 13.0 12.4

③市の施策や事業、各種市民サービスの市民満足度を高めます。
市民評価
アンケート ％

②ボランティア・地域活動に参加している職員の割合70％を目指しま
す。

業務取得 ％

【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エリア担当制度による、町会等からの意見や要望等を措置した割合１
００％を目指します。

業務取得 ％

⑤職員の窓口対応に対する市民の不満を解消していきます。
市民評価
アンケート ％

④職員の仕事ぶりの市民満足度を高めます。
市民評価
アンケート ％

⑦地方債の繰上償還及び計画的な借入により、実質公債費比率12.4％を
目指します。

業務取得 ％

⑥財政調整基金は、計画期間を通じて20億円を維持します 業務取得 億円

旧指標「③各種研修受講者数　750人を目指します。　」を削除

旧指標「④窓口での応対に満足している市民を増やします。」を⑤に変更

旧指標「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。」を削除

旧指標「⑥職員提案が施策に反映された件数　9件を目指します。」を削除

旧指標「⑦民間活用による削減効果額　181,190千円を目指します。」を削除

旧指標「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の割合を減らします。」を削除

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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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 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

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 20,299

スポレク施設建設見直し事務
今後の
方向性

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23年度工程表では、「方針を踏まえた取り組み」としており、平成22年度に決定した見直し方針に基づ
き、泉野多目的広場整備工事を実施し、完了済みであることから、「工程表どおり実施済み」と評価した。

　建設計画を一から見直しするという目標は達成していることから、「目標を達成済み」と評価した。

決算額

　現在は芝生広場として整備しており、今後の土地利用計画が定まった段階で新事業へ移行する。

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）

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）

平成23年度実施内容

平成23年度実施内容

1
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。

　民間事業者が、国の補助制度を活用し、再生事業に取り組むこととなった。
これを受け、市としての利活用検討会議を設置し、利活用の在り方を検討していることから、「工程表どおり
に実施済み」と評価した。

　民間事業者による再生事業が着実に進んでおり、市としても利活用検討会議において、具体的な検討をし
ていることから、「目標を達成済み」と評価した。

決算額

　民間事業者による再生事業が着実に進むよう協力するととに、市としても利活用検討会議において、具体
的な活用計画を決定し、来年度のオープンに向け取り組んでいくこととしている。

ダッシュ３
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23

目標値 7,500 9,000

実績値 7,566 -

目標値 - 4,000

実績値 4,551 -

目標値 - 4,400

実績値 4,853 4,736

事務事業名

観光振興事業ほか
今後の
方向性

平成23年度実施内容

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

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

　下記事業等を実施したことから、「工程表どおり実施済み」と評価した。
 ・観光振興アクションプログラム55のプロジェクトに基づいて事業を進めた。
 ・在東京チームにおいては、県と連携して観光ＰＲや旅行エージェント等への働きかけを行い、当市への
　誘客に繋げた。
 ・東北新幹線全線開業に係る青森デスティネーションキャンペーンに取り組んだ。
 ・新幹線効果活用事業、弘前駅自由通路等にぎわい創出事業、おもてなし観光推進事業を実施した。
 ・インバウンド事業を強化した。
 ・弘前感交劇場ポータルサイトのグローバルサイトは完成したが、トップ画面の完成が遅れた。
 ・街歩き観光の推進を図り、受入態勢の整備に努めた。
 ・キャンペーン等の強化、「ことりっぷ弘前編」等情報発信の強化を図った。
 ・弘前城築城４００年祭関連事業を実施した。

　目標・活動量指標としている「観光客入込数」については、平成22年から国の共通基準による積算方法に
変更されたため、当該数値を使用しないこととなった。新たに指標とした「観光入込客数」については、平成
23年度の数値が公表されていないため、現時点では評価できない。（11月頃公表予定）
　平成23年3月の東日本大震災の影響が多大であったにもかかわらず、観光客の落ち込みを緩和できたこと
は、東北新幹線全線開業及び青森デスティネーションキャンペーン、弘前城築城400年祭関連等多方面に
わたり積極的な事業展開やＰＲ活動を実施したことによる大きな効果であると考えている。

　東日本大震災の影響もまだ残っているものの、社会状況の変化に的確に対応しながら、観光振興アクショ
ンプログラムに基づき効果的な施策の展開を図っていきたい。

【参考】観光入込客数（H25） 5,000千人
　4,500千人(H24)

【参考】行祭事・イベント観光入込客数（H25） 5,500千人
　4,900千人(H24)

　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。
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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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№ 用語 解説

※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 二地域居住 　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。弘前市の景観計画は、平成24年6
月に施行している。
　「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。

※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。

用語解説
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№ 用語 解説

※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　Ｊａｐａｎｅｓｅ」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。

※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。
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№ 用語 解説

※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。

※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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