
約束３-(2)

約束３-(2)

Ⅰ　４年間の総括

魅力あるまちづくりを進めます。【防災、環境・再生可能エネルギー】

めざす姿 災害に強く、市民が暮らしやすい魅力ある低炭素・循環型のまちになっています。

主な取組と成果

　東日本大震災や過去の災害の経験を踏まえ、市役所における危機管理体制等の強化と、次世代のエネルギー利用の在
り方等を再検討するため、防災安全課とスマートシティ推進室を新たに組織し、様々な取り組みを進めてきました。

【防災】

・自主防災組織を結成した団体に対する防災資機材の購入経費補助や出前講座等による啓発等により、自主防災組織の
結成推進に努めました。これらの取り組みによって、平成22年度には5団体であった組織数が平成25年度末には35団体ま
で増加しました。

・防災関係機関・団体や市民が参加・連携して総合防災訓練を行い、防災体制の強化と防災意識の高揚を図っています。
また、地域防災力向上の取り組みとして、地域防災リーダーの育成を目的とした「弘前市防災マイスター育成講座」を開催
し、これまで60名を防災マイスターとして認定しています。

・より実効性のある防災・減災対策を進めるために防災アセスメント調査を実施し、この結果を受けて小学校区ごとに「地区
別防災カルテ」を作成し、全戸に配布して市民の防災意識の向上を図りました。

・自主防犯モデル地区を選定して地域の防犯力の向上に努めたほか、「見せる防犯」活動として公用車に青色回転灯を装
着して市内を巡回したことにより、児童・生徒への声掛け事案に対する抑止効果を高めてきました。

【環境・再生可能エネルギー】

・燃やせるごみとして排出されることが多かった古紙類の行政回収を平成24年度から開始し、リサイクル率にして1.2%程度
の向上に寄与しました。また、事業系紙ごみの収集体系である「オフィス町内会」の加入促進に取り組んだ結果、平成22年
度の4トンから平成25年度には52トンへと回収量が増加しました。

・ダンボールコンポストや生ごみ処理機、生ごみ水切り器などの市民モニター事業を平成24年度から実施し、市民へのごみ
排出に対する啓発を行ってきました。

・地域新エネルギービジョンを見直すとともに、「災害に強く、市民が暮らしやすい魅力ある低炭素・循環型のまち」を目指し
て、平成25年3月に「弘前型スマートシティ構想」を策定しました。

・スマートシティ構想に基づいて、再生可能エネルギーを16の公共施設へ計画的に導入したほか、住宅用太陽光発電設
備及び蓄電池設備等の補助制度により127件の一般住宅への導入を支援し、災害時の電源確保やCO2の削減を推進す
ることができました。

・弘前型スマートシティ構想のベース電源となり得る地熱発電のための調査事業に取り組みました。掘削調査では、すぐに
発電事業に取り掛かれるような結果は得られませんでしたが、地熱発電の可能性が見込まれる地質構造であることが判明
しました。また、市主催の説明会やシンポジウム、先進地視察を通して地域住民等に対する理解促進に努め、住民や温泉
事業者等との連携を図りました。

・インハウスエスコの導入により市有施設の省エネなど適正管理への提案を実施し、維持管理費の圧縮や温室効果ガスの
排出抑制につながりました。また、市有施設保全管理システム（BIMMS）を導入したほか、ファシリティマネジメントを進めて
いくための基本方針として平成26年3月に「弘前市ファシリティマネジメント基本方針」を策定しました。

・市立病院において、照明器具の計画的なLED化に着手した結果、年間で17.8t分の二酸化炭素排出量を削減でき、ワッ
ト数換算では合計で48.6％の削減の効果が得られています。

・市内全域にある17,830基の街灯のLED化に当たり青森県で初めてエスコ事業を導入した結果、平成25年9～12月までの
短期間でLED化が実現できたほか、既設街灯に比べて7割の電力量の削減が行われ、現在の試算では年間で約1,263ｔの
二酸化炭素排出量の削減と、約900万円の電気代等の削減が見込まれています。また、維持管理に係る町会等の負担軽
減や地元経済への貢献も図られました。
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・東日本大震災や大雨による水害などを経験し、市民の防災へ対する関心が高まっていることから、自主防災組織結成支
援や地域防災リーダー育成など、地域防災力向上の取り組みを浸透させることが必要です。

課　題

・雪対策の徹底した見直しと新たな手法による対策を再構築し、短期・中期・長期にわたり実効性のある新しい計画として、
平成26年3月に「弘前市雪対策総合プラン」を策定しました。

・地下水や温泉排水を活用した融雪実証を行う「雪対策実証研究事業」を通じて新たな雪対策の開発に取り組んだほか、
民間宅地開発における道路融雪のモデル事業として、平成25年度に「弘前市克雪モデルタウン整備事業」を民間企業と
連携して実施しました。

・刑法犯認知件数や交通事故発生件数は年々減少傾向にありますが、当市では、女性を狙った犯罪が青森市、八戸市に
比べて多く発生しているとの情報が平成25年度に県警察本部から寄せられ、防犯カメラ等の設置など犯罪抑止のための
施策となっています。

・「ごみ排出量」「リサイクル率」ともに全国・県内でも下位に低迷している状況ですが、限られた財源の中で抜本的な解決
策を見出すのは困難な状況となっています。

・中間処理施設である弘前地区環境整備センターの焼却灰溶融資源化施設が平成25年度途中に廃止となり、焼却灰の資
源化量が減少した結果、ごみ排出量と最終処分量が増加しているため、弘前市ごみ処理基本計画の重要な数値目標であ
る「最終処分量」の抑制について、次期計画での見直しが必要となっています。

・気象条件の変化や社会・経済情勢の変化に伴う少子高齢化、人口の伸び悩み等に伴う税収の減少などにより、従来の重
機による除排雪を中心とした雪対策では限界があることから、各地域に適した効果的な融雪対策の推進や市民との協働に
よる除排雪、雪の利活用など、雪との共生を目指したまちづくりを進めていく必要があります。

・スマートシティに関する技術開発や社会情勢は、刻々と進展していくことから、その変化を察知し、事業性の評価と継続的
な検証のもとで、弘前型スマートシティ構想の推進に取り組む必要があります。また、構想の推進にあたっては、民間の活
力を活かすとともに、当市の特徴にあった実証研究を行いながら、各プロジェクトを展開していく必要があります。

・東日本大震災で露呈したエネルギー供給体制の脆弱性や、化石燃料の使用による地球温暖化防止のための低炭素社
会実現を踏まえ、再生可能エネルギー等を活用した自律・分散型エネルギーシステムの導入等による「災害に強く環境負
荷の小さい地域づくり」を推進する必要があります。

・農村地域の世帯数が少ない町会で自主防災組織が多く結成されましたが、市街地にある世帯数が多い町会での結成が
進んでいないことから、市街地での結成を促進していく必要があります。また、消防団への依存度が高い地域などでは、自
主防災組織と消防団の役割の違いについて認識してもらう必要があります。

・迅速かつ的確な災害対応を可能とし、少しでも被災者の負担を軽減するため、災害時において緊急に必要となる食料備
蓄を整える必要があります。

・弘前市運動公園を広域防災拠点として位置付け、県主導で検討を進めている原子力災害時の広域避難受入れ、大規模
災害時における周辺市町村住民やオフィス・アルカディア従業員、帰宅困難者の避難受入れを可能とするほか、市や関係
機関の現地本部及び待機所などの機能を備えた施設として整備する必要があります。

・施設の省エネルギー化については、改修費用や導入費用が高価で実施できないケースもあることから、新たな導入手法
の採用も検討しながら、費用対効果を踏まえた効果的な導入を進めていく必要があります。
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【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

資料：青森県防災消防課

【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

「めざす姿の達成状況を示す指標」の動向と分析

①自主防災組織結成率（世帯比率）を２０％に高めま
す。・資機材購入の補助金や普及啓発などの取り組みにより、平

成22年度には5団体であった自主防災組織数が、平成25年
度末には35団体まで増加したものの、世帯数が多い地域での
結成が伸び悩んだことから、組織結成率（世帯比率）は10.9%
に留まりました。

・平成7年に発生した阪神淡路大震災以降、全国的に自主防
災組織の結成が進んでいます。.また、近年の異常気象による
気象災害などの増加により、地域での災害対応が今まで以上
に重要となってきていることから、地域防災の中核を担う自主
防災組織の必要性が増しています。

・本県全体の結成率は42.9%%となっており、全国平均77.9%と
比較して低い状況ではありますが、着実に増加しています。
・県内10市のうち、津軽地域においては、平川市86.1%、つが
る市19.2%、五所川原市17.9%、黒石市7.8%となっています。

②地震や台風などに対する総合的な防災体制について
満足している市民の割合を増やします。・平成25年度の目標値15%を上回る16.2%となりました。

・自主防災組織の増加や地区別防災カルテの全戸配布など
による市民の防災意識の向上、また、防災訓練や研修会・講
習会などの実施により、行政、市民、防災機関・団体相互の
防災・減災対策の強化が図られたことが要因として考えられま
す。

・平成23年の東日本大震災や、近年の異常気象による大雨
や台風などによる災害の増加から、自助・共助・公助が連携し
た総合的な防災体制の充実・強化が求められています。

資料：市民評価アンケート

他団体の市民アンケート評価
・青森市（Ｈ25.9）：防災力・消防力の総合的な強化
　[満足・やや満足]　13.9%
・八戸市（Ｈ25.7）：災害に対応できる体制整備
　[十分に達成]　18%
・五所川原市（Ｈ23.9）：災害に対応できる体制整備
　[満足・どちらかというと満足]　5.7%

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

目標値 12.0 20.0

実績値 7.9 8.9 9.5 10.9

青森県 30.7 33.4 39.8 42.9

青森市 24.6 25.6 37.5 39.7
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【結果説明】

【社会経済動向等】

資料：市民評価アンケート

【県・他都市等の状況】

【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

資料：環境管理課

※H25実績値は見込値

・刑法犯認知件数は、青森県全体としても減少しており、青森
市、八戸市とも同じ傾向です。しかし、平成25年度中の性的
犯罪等女性を狙った犯罪被害人数は、女性人口1万人当たり
青森市が4.5人、八戸市が2.6人、弘前市が6.3人と当市は他
都市に比べて多く、このことから、弘前経営計画には「安全・
安心な生活環境の確保」に犯罪抑止の方策として防犯カメラ
等設置事業を掲げ、平成26年度で着手しています。

④リサイクル率14.9％を目指します。
・弘前市ごみ処理基本計画で掲げるリサイクル率の数値をア
クションプランの目標値とし、再資源化の推進を図り各種施策
を実施してきましたが、リサイクル率への影響が大きい焼却灰
の資源化施策の中止などもあり、目標値には達しない結果と
なりました。

・今後の急激な人口減少に対して、廃棄物処理についても更
なる効率化が重要であると考えます。その中で、市民に対して
もコストを示したうえでの費用の応分負担を求める有料化が全
国的に行われています。

・県が現在実施している市町村のごみ処理最適化検討事業
においては、今後「総排出量の抑制」を最重点目標とするとの
ことで、当市の次期ごみ処理基本計画についても、県の方針
も踏まえて策定することとし、その際には目標とする指標も再
検討します。

③安全・安心な生活環境だと思う市民を増やします。
・平成22年度から平成24年度まで「安全・安心な生活環境だ
と思う」市民は増えてきましたが、平成25年度においては目標
に達せず、前年度数値をも下回る結果となりました。
・弘前警察署管内の刑法犯認知件数及び交通事故発生件数
は年々減少していることから、数値が下がった原因を特定す
ることは困難ですが、消費生活相談及び生活相談件数が平
成24年度から平成25年度にかけて増加しており、架空請求な
どの消費に絡む事案や高齢化による将来不安など、様々な
要因が影響した可能性があります。

・総務省の犯罪白書によると、刑法犯の認知件数は平成15年
より減少に転じ、中でも窃盗の認知件数の減少が大きな要因
となっています。これは、警察行政が検挙率を上げる政策か
ら、防犯カメラ設置等による犯罪の抑止政策に大きくかじ取り
をしたことによるもので、弘前市の犯罪認知件数も同じような
傾向を示しています。

「めざす姿の達成状況を示す指標」の動向と分析

H22 H23 H24 H25

目標値 8.9 9.1 13.4 14.9

実績値 8.8 10.0 11.8 10.9

県平均 12.9 13.6 14.2

国平均 20.8 20.4 20.4
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【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

資料：スマートシティ推進室

【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

資料：スマートシティ推進室

資料：弘前警察署提供

・太陽光発電の普及に伴って設備性能が向上しながらも設置
価格は低減しており、助成制度がなくても経済的メリットが出
てきたことから、国においては平成25年度をもって補助制度を
廃止しました。

・県の独自補助はなく、県内市町村では、青森市、平川市を
はじめ11市町村が独自補助を行っています。（平成26年8月
26日時点）

関連指標

弘前市内における犯罪の件数

・青森県は、風力発電の設備容量が国内第１位のため、再生
可能エネルギーの導入率は全国でも上位になっています。
他市でも青森県再生可能エネルギー等導入推進事業費補助
金を活用し、導入が推進されています。

⑥再生可能エネルギー・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５５件。・住宅用太陽光発電設備等の導入に対する補助制度を実施

し、平成24年度は新たに72件の住宅に導入されました。平成
25年度には補助の対象設備等を見直して、太陽光発電量や
電力使用量の見える化・スマート化の促進を図り、新たに55件
の住宅に導入されました。

「めざす姿の達成状況を示す指標」の動向と分析

⑤再生可能エネルギーを導入した公共施設数１６施設を
目指します。・青森県公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費補

助金等を活用することにより、防災拠点と避難施設に、低炭
素・自律・分散型エネルギーシステムの導入の推進が図られ
ています。

・固定価格買取制度の創設や、国の補助金により全国的に再
生可能エネルギーの導入が促進されています。

H22 H23 H24 H25

目標値 0 2 6 16

実績値 0 3 6 16
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Ⅱ　今後の方向性

取組の方向性

・弘前市運動公園を当市における広域防災拠点として整備するため、必要となる防災機能などを関係部署や関係機関と協
議し、所要の施設改修を進めていきます。

・LED防犯灯を増設して生活道路及び通学路を明るくし、小中学生や女子学生等に対する犯罪抑止を目的に、市立小中
学校全校及び弘前大学を中心とした地域などに防犯カメラを設置して「見せる防犯」を実施するとともに、弘前警察署をは
じめ関係機関・団体との連携を強化し、刑法犯認知件数・子供への声掛け事案並びに性的犯罪等発生の減少に向けた取
り組みを実施していきます。

・今後は、モニター事業の結果も踏まえ生ごみの水切りによる減量化や再生資源回収運動の促進による資源化を市民全
体で強力に進めていくとともに、受益者負担の適正化のためのごみ処理の有料化や処分手数料の料金改定などの研究を
行っていきます。

・現在のごみ処理基本計画策定後に国・県から示された指針を踏まえ、人口減少にも対応するため、ごみ処理の広域化に
よる効率化、処理体制やコストなどを検討し、平成28年度からの次期ごみ処理基本計画の策定を進めていきます。

・学識経験者等からスマートシティに関する助言を受けながら各プロジェクトの進行管理を行うとともに、弘前型スマートシ
ティ推進協議会の会員である民間事業者等と定期的に勉強会や情報交換を行い、その技術やノウハウを活用しながら必
要な共同研究を実施し、弘前型スマートシティ構想を着実に推進します。

・公共施設等への再生可能エネルギーを活用した自律・分散型エネルギーシステムの導入や省エネルギー化に取り組む
ことにより、エネルギーの自給率向上と効率的利用、二酸化炭素排出量削減を図るとともに、災害に強いまちづくりを推進
します。

・施設の省エネルギー化に必要な改修費用の調達を民間事業者が行うＥＳＣＯ事業の実現に取り組むとともに、維持管理
費の圧縮などについて継続した取り組みを進めます。

・再生可能エネルギーや未利用エネルギーを活用した地域特性にあった融雪システムの導入のほか、追従除雪モデル事
業やサイドシャッター付き除雪機の検討など、従来の除雪方法を改善するとともに、地域の共助による除雪活動の推進や
民間空き地利用による雪置き場の確保等も行うなど、総合的な雪対策による快適な雪国モデルの構築を目指します。

・自主防災組織組織率向上のため、資機材経費支援を継続するとともに、組織結成が進まない旧市街地を中心とした町会
等に対して重点的に、組織の結成促進を呼びかける説明会などを実施していきます。また、地域防災リーダーの育成を引
き続き実施するとともに、小・中学校での防災教育の実施を教育委員会と協力しながら支援するなど、地域防災力向上の
ための取り組みを進めていきます。

・市民による日頃からの家庭内備蓄、及び自主防災組織をはじめとした地域での備蓄を出前講座等により推進していくとと
もに、市でも、より多くの避難者が想定される水害における避難者数に対応できる食料や資機材の備蓄を、備蓄計画に基
づき進めていきます。
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・自助・共助の強化による地域防災力の向上に向けた取り組みとして、「地域防災力の強化」施策の事業に「防災まちづくり
推進事業」、「消防団・町会共同防災訓練」、「自主防災組織育成支援事業」、「自主防災組織等防災力向上事業」を位置
づけ、地域防災リーダーの育成や自主防災組織の結成推進に継続して取り組むこととしています。

・市有施設の省エネルギー化への取り組みとして、「省エネルギーの推進」施策の事業に「市有施設LED化等推進事業」を
位置づけ、維持管理費用の圧縮及び温室効果ガスの排出抑制等に取り組むこととしています。

経営計画への反映等

・雪対策イノベーションを推進するため、「新たな雪対策」施策の事業に「道路等融雪対策推進事業」、「道路散水等融雪設
備導入事業」、「宅地等融雪対策共同研究事業」等を位置づけ、地域資源を最大限に活用した効果的かつ効率的な雪対
策システムの整備に向けて、事業内容を拡充しながら重点的に取り組むこととしています。

・ごみ処理体制の最適化と循環型社会の形成を目指して、「ごみの減量・資源化」施策の事業に「再生資源回収運動事
業」、「使用済小型家電リサイクル事業」、「生ごみ減量化モニター事業」を位置づけ、更なるごみの減量・資源化に取り組
むこととしています。

・政策の方向性としてエネルギー政策の推進を明確に打ち出し、「弘前型スマートシティ構想の推進によるエネルギーの自
給率向上と効率的利用の推進」施策の事業に「スマートシティ構想推進事業」、「スマートシティ共同研究事業」、「再生可
能エネルギー導入促進事業」を位置づけ、災害に強く市民が暮らしやすい魅力ある低炭素・循環型のまちの実現に向けて
継続して取り組むこととしています。

・安全・安心な生活環境を確保していくため、「安全・安心な地域づくりの推進」施策の事業に「LED防犯灯設置事業」、「防
犯カメラ等設置事業」、「LED防犯灯維持管理事業」、「青色回転灯防犯車両パトロール事業」を位置づけ、警察署等関係
機関・団体との体制をさらに強化しながら取り組むこととしています。

・危機管理体制の強化を図る取り組みとして、「地域防災力の強化」施策の事業に「備蓄体制整備事業」、「総合防災訓練」
を位置づけ、迅速かつ的確な災害対応ができる体制を確保しつつ、市全体の危機管理体制の強化につなげていくこととし
ています。
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No. 項目 自己評価

進捗率

A

事務事業名 達成率

安全・安心地域づくり推進事
業

B

実施内容 H22 H23 H24 H25

23.1 24.8 26.5 24.9

－ － 400 480

－ 2 1 3

－ 10 49 60

0 0 213 65

総括

経営計画
への反映等

No. 自己評価

進捗率

A

達成率

Ｂ

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

- 4 18 8

- 2 2 2

- 5 5 5

- 1,098 6,298 4,969

総括

経営計画
への反映等

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）

　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
③青色回転灯防犯車による「見
せる防犯」を実施する。
・公用車に青色回転灯を装着し
児童・生徒の下校時に防犯パト
ロールを実施

3-(2)-1

市民防災力の向上

(1)地域防災の中心となる自
主防災組織の結成支援、活
動支援を行うとともに、市民、
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
啓発のための研修会等を開
催する。

(1)自主防災組織育成支援事
業

地域防災啓発研修会開催回数 2回/年

広報紙による情報発信 5回/年

決算額

　自主防災組織に対する資機材購入支援などにより着実に組織数は増加していますが、消
防団への依存度の高さなどが要因となって、結成を鈍らせる結果となりました。当市の結成
率は、県内の他市町村と比較して、依然として低い数値であるため、更なる防災意識向上
に資する取組みにより自主防災組織の結成促進を図る必要があります。

　自主防災組織の資機材購入支援などの取り組みにより、自主防災組織数増加に一定の
効果があったことから、経営計画に位置付けて継続して取り組むとともに、自主防災組織結
成促進と地域防災力向上につながる取り組みとして、消防団と町会の共同による防災訓練
を経営計画に位置付けし、事業内容を拡充して実施します。
　経営計画：「自主防災組織育成支援事業」、「消防団・町会共同防災訓練」

　施策を構成する２事業について、それぞれ「概ね達成」となりました。

平成25年度実施内容

　自主防災組織の資機材購入等に対する支援制度を実施したほか、啓発研修会の開催及
び広報紙による情報発信に努めました。

　自主防災組織の結成数については目標の年20団体に対して8団体でしたが、地域防災
啓発研修会及び広報紙による情報発信については目標を達成したことから、概ね達成とし
ました。

目標

自主防災組織結成数 H25新規40団体　（H24～H28で
100団体）

項目 平成25年度実施内容

☆
3-(2)-2

　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」となりました。

モデル地区選定 小学校区 3  中学校区 1
小学校区1（Ｈ23）、小学校区1（Ｈ24）、中学校区1（Ｈ
25）

青色回転灯防犯車による防犯パトロール　52回/年

決算額

平成25年度実施内容

　防犯キャンペーンと暴力団追放に係る研修会を関係機関・団体と連携してそれぞれ1回
実施したほか、三省小学校、致遠小学校、清野袋町会の3地区をモデル地区として平成25
年度安全安心協働活動実践事業を行いました。また、青色回転灯防犯車による「見せる防
犯」パトロールを実施しました。

　安全安心だと思う市民の割合とキャンペーン研修会等参加者数は目標に達しませんでし
たが、モデル地区選定については、平成25年度の目標としていた中学校1校ではなかった
ものの、小学校2校、町会組織1町会の3地区を選定して事業を実施したほか、青色回転灯
防犯車による「見せる防犯」パトロールを毎週実施できたことから、概ね達成となりました。

目標

安全安心だと思う市民の割合　Ｈ25　28.0％

キャンペーン、研修会等参加者数　Ｈ25　550名

　平成22年度から平成24年度まで「安全・安心な生活環境だと思う」市民は増えてきました
が、平成25年度においては目標に達せず、前年度数値をも下回る結果となりました。
　弘前警察署管内の刑法犯認知件数及び交通事故発生件数は年々減少していることか
ら、数値が下がった原因を特定することは困難ですが、消費生活相談及び生活相談件数
が平成24年度から平成25年度にかけて増加しており、架空請求などの消費に絡む事案や
高齢化による将来不安などの要因も影響した可能性があります。

　平成25年度において県警察本部より、弘前大学周辺地域での女性を狙った犯罪等の情
報が新たに寄せられ、　「安全・安心な生活環境を確保」していくため、LED防犯灯を設置し
生活道路を明るくし、防犯カメラを設置して見せる防犯を実施するとともに、警察署等関係
機関・団体との体制をさらに強化しながら弘前市における刑法犯認知件数減少を目指すこ
ととしております。
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事務事業名 進捗率

(2)防災まちづくり推進事業 A

実施内容 達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

- - 39 21

- - 8 8

- 532 616 500

総括

経営計画
への反映等

No. 自己評価

進捗率

A

達成率

B

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

B

H22 H23 H24 H25

- - - △

- - 13,860 8,654

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

- - - 策定

- - 5,356 542

総括

経営計画
への反映等

(2)市民防災力向上を推進す
る「地域リーダー」を育成する
ための講座を弘前大学等と
連携して開設するとともに、未
来の防災を担う人材を育成
するための「防災教育」を展
開する。

自治体としての防災力強化

(1)防災・減災対策推進事業

(1)防災アセスメントより得られ
た市の災害危険個所、地震、
風水害、土砂災害などの災
害による被害想定を把握し、
地域実情に沿った実効性の
高い防災・減災対策を講じて
行くために、地域防災計画等
の修正などを行う。

(2)備蓄体制整備事業

(2)災害時において、避難者
等に円滑に食料等の供給な
どを実施することができるよう
な備蓄体制を整備する。
また、広域的な備蓄体制につ
いても整備を進めて行く。

項目

　防災アセスメントの調査結果に基づき備蓄計画を策定しました。今後は、備蓄計画によ
り、計画的かつ効率的な食料備蓄を整備していく必要があります。

　備蓄計画に基づき保存食、粉ミルク、飲料水などの食料備蓄を整備するため経営計画に
位置付け、継続して実施します。
  経営計画：備蓄体制整備事業

平成25年度実施内容

　弘前市地域防災計画の修正を行い、それを踏まえたマニュアル修正に着手しました。ま
た、防災アセスメントの結果を受けて作成した地区別カルテを毎戸等に配布し、避難所等
のあり方について検討を実施しました。

　弘前市地域防災計画の修正については、弘前市防災会議での承認を得られましたが、
それを踏まえたマニュアルは修正中であるため、概ね達成としました。

目標

弘前市地域防災計画等の修正(H25)

　備蓄計画を策定し、目標を達成しました。

目標

備蓄計画策定(H25)

決算額

決算額

　防災アセスメントによって得られた結果に基づいて作成した地区別カルテを毎戸等に配
布しました。　また、弘前市地域防災計画の修正は終えたものの、修正作業に時間を要した
ため、計画を踏まえたマニュアル修正の完了には至りませんでした。今後は、必要に応じて
地域防災計画の見直しに取り組んでいきます。

　災害対策基本法等の改正を踏まえ、適宜、地域防災計画を見直す事業を関連事業とし
て継続します。

平成25年度実施内容

　平成24年度に実施した防災アセスメント（被害想定調査）の結果を基にして備蓄計画を策
定しました。

平成25年度実施内容

☆
3-(2)-3

　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」しました。

　構成する３事業について、「達成」が１事業、「概ね達成」が２事業となりました。

　防災マイスター育成については目標の認定者数30人に対して21人となりましたが、防災
教育実施校についてはモデル校8校で実施したため、概ね達成となりました。

目標

防災マイスター育成　30人/年

防災教育実施校　H23 3～6校（モデル校選定）　H24
～25 8校

決算額

　防災マイスター育成講座を開催するとともに、モデル校において防災教育を実施しまし
た。

　防災マイスター育成は、平成25年度に目標を上方修正して取り組みましたが、周知不足
などが要因となり目標人数に達しませんでした。しかし、2年間で60人の防災マイスターを育
成できたことで、地域防災力向上につながったものと考えています。今後は、防災マイス
ターの育成を継続するとともに、地域での活用について検討していく必要があります。防災
教育については、未来の防災を担う小・中学生に対して、防災について知ってもらう、また、
考えてもらうきっかけを作れたものと考えております。今後は防災教育の継続を教育委員会
と協力しながら支援していきます。

　地域防災力向上のために防災マイスターの育成と防災教育の充実が必要であることか
ら、経営計画に位置付けて継続して取り組んでいきます。
　経営計画：「防災まちづくり推進事業」
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事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

B

H22 H23 H24 H25

10 13 19 20

15 17 21 23

0 64 10 11

総括

経営計画
への反映等

No. 自己評価

進捗率

A

達成率

A

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

- 34 87 38

- 121 467 145

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

- 15 43 63

- 0 0 0

総括

経営計画
への反映等

　災害に備えて、市、関係機
関、自主防災組織、市民等
が連携した実戦的な訓練を
実施する。訓練は、広域的な
対応も想定し、定住自立圏域
市町村とも連携する。また、
職員対して災害対応力向上
のための研修等を実施する。

(1)総合防災訓練

(2)防災研修

項目

決算額

　職員に対する研修を毎年度実施したことで、災害対応能力の向上が図られました。今後
はより実践的な研修を実施する機会を増やし、一層の災害対応力強化を図っていく必要が
あります。

　職員の災害対応力の強化・向上を図るため、地震又は水害の災害想定により図上訓練を
行う職員災害対応力向上事業を関連事業として継続します。

　災害に備えて、市、関係機
関、自主防災組織、市民等
が連携した実戦的な訓練を
実施する。訓練は、広域的な
対応も想定し、定住自立圏域
市町村とも連携する。また、
職員対して災害対応力向上
のための研修等を実施する。

決算額

　毎年度、住民や防災関係機関などが参加して総合防災訓練を実施し、災害対応能力の
継続的な向上が図られているとともに、定住自立圏域市町村の職員も参加し、広域的な対
応についても連携が図られました。今後も、これまでの訓練の成果や課題を踏まえ、より実
践的な訓練を継続していく必要があります。

　災害対応能力の継続的な向上を図るため、また、住民や防災関係機関、定住自立圏市
町村などとの連携の確認のため、総合防災訓練の実施を経営計画に位置付けし、事業を
継続していきます。
　経営計画：「総合防災訓練」

平成25年度実施内容

　職員を対象として原子力災害に関する講演・セミナーを実施しました。

　目標の受講者数40人以上に対して63人が受講し、目標を達成しました。

目標

受講者数　40人以上/年

平成25年度実施内容

　平成25年8月21日に弘前市運動公園において、弘前市総合防災訓練を実施しました。

　目標の参加機関35団体以上に対し、38機関・団体（うち広域7団体）が参加しました。

目標

参加機関　35団体以上

　燃料や食糧などの新しい分野の協定を締結することができましたが、協力事業所の登録
数が目標を達成できなかったことから、今後は、今まで以上の周知活動、個別の働きかけを
していく必要があります。また、災害協定は新たな分野や既結分野の重層化を進めていく
必要があります。

　未締結分野を中心に災害協定の締結を推進していくとともに、既結分野についても更な
る重層化を図っていく必要があることから、関連事業と位置づけ継続して実施していきま
す。

平成25年度実施内容

☆
3-(2)-4

　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」しました。

平成25年度実施内容

　災害協定締結及び防災協力事業所登録を推進するため、市ホームページなどによる事
業所等への全般的な周知のほか、個別の働きかけなどを行って事業に取り組みました。

　災害協定締結数は目標の20事業所に達しましたが、防災協力事業所登録数が目標の25
事業所に対して23事業所であったため、概ね達成としました。

目標

協定締結数 20事業所（H25）

防災協力事業所登録事業所 25事業所（H25）

決算額

　施策を構成する２事業について、それぞれ達成しました。

(3)災害協定締結推進事業

(3)災害時において、応急対
策等に必要となる資機材の
確保、被災者への物資や食
料等の供給のために、市が
行う現物備蓄のほかに、民間
企業等との災害時における
物資や資機材確保・供給な
どについての協定締結を進
める。

地域をあげた防災力向上
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約束３-(2)

No. 自己評価

進捗率

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

15 5,186 34,645 302,763

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

0 3 6 16

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価
進捗率

Ａ

実施内容 達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

- - - 1

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

-

実施内容 達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

6 6 9 9

総括

経営計画
への反映等

(1)再生可能エネルギー設備
導入事業

　公共施設への再生可能エ
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)再生可能エネルギー設備
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
市立病院省エネルギー事業

(2)省エネルギー事業の実施
・市立病院省エネルギー事
業
・インハウスエスコ事業
・ファシリティマネジメント事業
・街灯・道路照明灯LED化事
業

(2)省エネルギー事業
インハウスエスコ事業

(2)省エネルギー事業の実施
・市立病院省エネルギー事
業
・インハウスエスコ事業
・ファシリティマネジメント事業
・街灯・道路照明灯LED化事
業 　問題となっている改修費用の調達を民間事業者が行うＥＳＣＯ事業の実現へ事業内容を

変更して実施するとともに、維持管理費の縮減などについてファシリティマネジメント推進事
業の中で継続していきます。
　経営計画：「市有施設ＬＥＤ化等推進事業」

平成25年度実施内容

　平成24年度をもってインハウスエスコ事業が完了しているため、今回は「評価対象外」とな
ります。
　なお、平成25年度は、ファシリティマネジメント事業として、電気使用量及び料金縮減のた
めに、節電対策や手法の提案、新電力へ切り替えの検討などを実施しました。

　導入公共施設数が累計で９施設となったことから目標は達成しました。
　（平成24年度時点で目標達成済み）

目標

導入公共施設数 9施設（H25）
6施設（Ｈ22）、6施設（Ｈ23）、6施設（Ｈ24）

　インハウスエスコの導入により市有施設の省エネなど適正管理への提案を実施し維持管
理費の圧縮や温室効果ガスの排出抑制につながったものもありますが、改修費用を調達で
きずに省エネ提案を実施できない施設がありました。

　目標が「省エネルギーに取り組む施設数」であることから、目標を達成しました。

目標

導入公共施設数 1施設（H25）

　二酸化炭素の排出量は、年間で17.8t分を削減でき、また、ワット数換算の削減率では、
トータルで48.6％となったことから一定の効果が得られました。

　当該事業は平成25年度から継続して取り組むこととしておりましたが、現在、津軽地域保
健医療圏自治体病院機能再編成推進協議会で新たな中核病院の設立を含め検討が具体
的に始まり、当院の使用方法も含め議論が始まったところから、当該事業は終了します。

導入施設数 16施設（H25）

　再生可能エネルギーを活用し、低炭素・自律・分散型エネルギーシステムの導入を推進
できました。

　太陽光パネル及び蓄電池の防災拠点・避難施設への導入は、経営計画に従い、継続し
て実施します。
　経営計画：「再生可能エネルギー導入促進事業」

平成25年度実施内容

　市立病院事務棟、本館の一部及び北口外灯の照明器具のLED化を行い、省電力化を図
りました。

　施策を構成する5事業について、すべて「達成」となりました。

決算額

平成25年度実施内容

　堀越小学校、大成小学校、城東小学校、東目屋ふれあいセンター、高杉小学校、文京小
学校、市民会館、博物館および相馬揚水機場の9施設への導入工事を完了するとともに、
一本木沢地区小水力発電施設の設計を行いました。

　平成25年度に実施した10施設を合わせて、これまで16施設への導入を実施しており、目
標値の導入施設数16施設を達成しました。

目標

項目 平成25年度実施内容

3-(2)-5

　施策を構成する5事業について、「評価対象外」の1事業を除き、すべて「工程表どおり実
施」しました。

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
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約束３-(2)

事務事業名 自己評価
進捗率

Ａ

実施内容 達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

- - - 策定

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

実施内容 達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

- - - 1

総括

経営計画
への反映等

No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

0 0 0 2,500

事務事業名 自己評価

進捗率

-

実施内容 達成率

-

H22 H23 H24 H25

－ 1 1 -

総括

経営計画
への反映等

　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・搾
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。

(2)省エネルギー事業
ファシリティマネジメント事業

(2)省エネルギー事業の実施
・市立病院省エネルギー事
業
・インハウスエスコ事業
・ファシリティマネジメント事業
・街灯・道路照明灯LED化事
業

(2)省エネルギー事業
街灯・道路照明灯LED化事
業

(2)省エネルギー事業の実施
・市立病院省エネルギー事
業
・インハウスエスコ事業
・ファシリティマネジメント事業
・街灯・道路照明灯LED化事
業

りんご資源リサイクル検討会
議（剪定枝・バイオ燃料・搾り
かす利用）の設置

(1)りんご資源リサイクル検討
会議設置

平成25年度実施内容

目標

検討会議開催数 1回/年

　「りんご剪定枝有効活用事業」について「有限会社ゆめりんご」を事業実施者に選出しまし
た。

　平成24年度で会議での検討を終了しています。

項目 平成25年度実施内容

3-(2)-6

　施策を構成する2事業について、「評価対象外」を除き、「工程表どおり実施」しました。

　施策を構成する2事業について、「評価対象外」を除き、「達成」となりました。

決算額

平成25年度実施内容

　街灯・道路照明灯LED化検討委員会を開催し、課題の整理や実施手法の検討を実施す
るとともに、委員会における検討結果を踏まえて、街灯のLED化をエスコ事業にて実施しま
した。

　街灯のＬＥＤ化をエスコ事業により実施したことから、目標のエスコ事業によりLED化する
実施件数1件を達成しました。

目標

街灯・道路照明灯をエスコ事業によりLED化する実施件
数　1件

　エスコ事業により市内17,830基の街灯のLED化が短期間で実現でき、これにより既設街
灯に比べ7割の電力量の削減が行われました。

　道路照明灯のLED化について、既設照明灯の調査を行ったうえでエスコ事業の導入を検
討していきます。

平成25年度実施内容

　市有施設保全管理システム（BIMMS）を導入し、保全情報を一元管理するとともに職員の
意識啓発のための研修会を4回実施しました。また、今後ファシリティマネジメントを進めて
いくための基本的な考え方として、平成26年3月に「弘前市ファシリティマネジメント基本方
針」を策定しました。

　　「弘前市ファシリティマネジメント基本方針」を策定したことから目標を達成しました。

目標

（仮称）弘前市ＦＭ（ファシリティマネジメント）基本方針策定

　市有施設保全管理システム（BIMMS）を導入し、保全情報を一元管理するとともに職員の
意識啓発のための研修会を実施しました。また、今後ＦＭを進めていくための基本的な考
え方として、「弘前市ＦＭ基本方針」を策定するとともに維持管理費の縮減の取り組みとして
省エネによる経費縮減やCO2抑制を進めました。
　今後は、セミナーなどにより市民に市の取り組みやFMについての理解を求めながら、計
画的に取り組みを進める必要があります。

　健全な財政運営を推進するため、公共施設の適正管理として建物だけではなく、インフラ
系施設も含めた市有施設全体の適正管理を推進し、財政負担を軽減・平準化を目指すた
め、事業内容を拡充して実施します。
　経営計画：「公共施設等総合管理計画及び進行管理業務（アセットマネジメント推進事
業、ファシリティマネジメント推進事業）」

平成24年度で事業が完了（検討会議を開催）しているため、評価対象外となります。 

（平成25年度からは(2)りんご資源リサイクル対策事業において事業を実施しています。） 
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約束３-(2)

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

実施内容 達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

－ - 0 1

総括

経営計画
への反映等

No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

実施内容 達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

－ 200 200 200

－ 3.045 2.98 3.09

0 266 251 253

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

実施内容 達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

－ - 5.2 9.69

0 302 3,681 44

総括

経営計画
への反映等

(2)生ごみ循環支援モデル事
業

(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。

(2)りんご資源リサイクル対策
事業

　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・搾
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。

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

(1)ダンボールコンポストモニ
ター事業

　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。

3-(2)-7

　生活環境の維持の施策「ごみの減量・資源化」のうち「生ごみ減量化モニター事業」として
H26年度は生ごみ水切りモニター事業を実施するため、生ごみ循環支援モデル事業を終
了します。なお、事業結果は経営計画を踏まえて策定する次期ごみ処理基本計画の資料
として活用します。

　生活環境の維持の施策「ごみの減量・資源化」のうち「生ごみ減量化モニター事業」として
H26年度は生ごみ水切りモニター事業を実施するため、ダンボールコンポスト事業を終了し
ます。なお、事業結果は経営計画を踏まえて策定する次期ごみ処理基本計画の資料として
活用します。

平成25年度実施内容

　モデル事業実施希望団体(6団体77世帯)全てに生ごみ処理機を貸出し、出来た堆肥を
ポット栽培などに有効利用していただきました。また、モデル事業の成果を踏まえて堆肥化
マニュアルを作成するとともに、モデル事業の検証を実施し、市ホームページにおいて公表
しました。

　実施世帯により生ごみの排出量に差があり、目標値である11t/年(77台×1台あたりの通
年処理能力)には達せず、目標値の88％の達成割合となりました。

目標

モデル事業による生ごみ減量実績 11t/年

決算額

　生ごみ減量の啓発や減量実績について一定の成果が見られたため、生ごみ循環支援に
ついてはモデル事業を終了し、平成26年度は生ごみの水切りモニター事業を行います。

平成25年度実施内容

　モニター応募者200人に基材一式を配布して、ダンボールコンポストモニター事業を実施
しました。

　モニター実施者数は目標の200人を達成しました。また、生ごみ減量実績については目
標値に達していないものの、アンケート結果から回答者1人あたりの減量実績を算出する
と、H23 17.7kg H24 17.4kg H25 18.6kgと概ね増加傾向となっており一定の成果が得られ
たと考えられることから、概ね達成となりました。

目標

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

　生ごみ減量の啓発や減量実績について一定の成果が見られたため、ダンボールコンポス
トについてはモニター事業を終了し、平成26年度は生ごみの水切りモニター事業を行いま
す。

項目 平成25年度実施内容

　施策を構成する2事業について、それぞれ「工程表どおり実施」しました。

　構成する2事業について、「概ね達成」が2事業となりました。

平成25年度実施内容

　市内農業生産法人（有限会社ゆめりんご）が事業主体として「弘前市りんご剪定枝有効活
用事業費補助金」を活用し、研究機関や鉱業社と連携してりんご剪定枝の加工・新商品開
発に取り組んでいます。

　目標のモデル事業実施団体数1団体に対して、1団体（有限会社ゆめりんご）が事業を実
施しています。

目標

モデル事業実施団体数　1団体（H25）

　有限会社ゆめりんごが実施するりんご剪定枝を活用した加工品の製造における必要経費
に対し、補助を実施しました。りんご剪定枝の白炭化に向け、土佐備長炭研究所におい
て、３度、試みましたが製品化には至らず、成功させるためには更に試作する必要がありま
す。白炭に活用できない部分はチップ化し、溶解炉用バイオコークス代替品として利用でき
ることが確認されました。

　平成25年度で事業を終了しています。
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約束３-(2)

No. 項目 自己評価

進捗率

A

事務事業名 達成率

A

H22 H23 H24 H25

実施内容 － － 72 55

0 0 5,102 4927

総括

経営計画
への反映等

No. 自己評価

進捗率

A

達成率

A

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

-

H22 H23 H24 H25

－ - 1 -

0 0 4,694 0

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

－ - 1 -

－ - 4 7

0 0 5,436 4,570

総括

経営計画
への反映等

(1)地域新エネルギービジョン
見直し事業

　東日本大震災を踏まえ、次
世代のエネルギー利用のあり
方を再検討し、現状にそぐわ
なくなってきている「弘前市地
域新エネルギービジョン」を
見直し、新たな構想を策定す
ることで再生可能エネルギー
の導入や省エネルギーを推
進する。

(2)スマートシティ構想推進事
業

　東日本大震災を踏まえ、次
世代のエネルギー利用のあり
方を再検討し、現状にそぐわ
なくなってきている「弘前市地
域新エネルギービジョン」を
見直し、新たな構想を策定す
ることで再生可能エネルギー
の導入や省エネルギーを推
進する。

☆
3-(2)-8

　東日本大震災を踏まえ、一
般住宅の電源確保のため、
再生可能エネルギーの導入
及び省エネルギーを推進し、
ＣＯ２削減を図るために、太
陽光発電設備並びに蓄電池
設備の補助制度を導入する。

住宅用太陽光発電設備等導
入支援事業

一般住宅への再生可能エネ
ルギー導入や省エネルギー
の推進

　引き続き弘前型スマートシティ構想に基づいて、適切に進行管理しながら、各プロジェクト
を着実に推進していきます。
　経営計画：「スマートシティ構想推進事業」

平成25年度実施内容

　弘前型スマートシティの実現に向けて各事業の取り組みを推進したほか、スマートシティ
懇談会等を開催しスマートシティ構想の進行管理を行いました。

　目標のスマートシティ構想プロジェクト着手件数2件に対して、平成25年度は新たに3件の
プロジェクトに着手し、着手済み件数は7件となりました。

目標

スマートシティ構想の策定（H24）

スマートシティ構想プロジェクトの着手件数　2件

決算額

　平成25年3月に弘前型スマートシティ構想を策定し、弘前型スマートシティの実現に向け
た各プロジェクトに着手し、取り組みを推進することができました。

平成25年度実施内容

　弘前型スマートシティ構想に基づいて、再生可能エネルギーの導入や省エネルギーの推
進に係る事業を実施しました。（個別施策3-(2)-5、3-(2)-8において事業を実施していま
す。）

　平成24年度に地域新エネルギービジョンの見直しを実施し達成済みのため、今回は「評
価対象外」となります。

目標

新エネルギービジョンの見直し（H24）

決算額

　地域新エネルギービジョンを見直し、平成25年3月に弘前型スマートシティ構想における
再生可能エネルギー導入編として「弘前市地域エネルギービジョン」を策定しました。今後
はスマートシティ構想推進事業において各取り組みを推進していきます。

　平成24年度に地域新エネルギービジョンの見直しを実施済みであり、事業は完了してい
ます。

項目 平成25年度実施内容

☆
3-(2)-9

　施策を構成する2事業について、それぞれ「工程表どおり実施」しました。

　施策を構成する2事業のうち、「達成」が1事業、評価対象外が1事業となりました。

次世代のエネルギー利用の
構築

　目標の新規導入件数55件/年に対し、平成25年度の導入件数は55件となりました。

目標

新規導入件数　55件/年

決算額

　補助制度の導入により、127軒の一般住宅に新たに太陽光発電設備が設置され、災害時
の電源確保やＣＯ２の削減を促進することができました。

　太陽光発電の普及に伴って設備性能が向上しつつも設置価格は低減しており、助成制
度がなくても経済的メリットが出てきているため国の補助制度も廃止されたことや、市として
宅地内の融雪対策と組み合わせた新たな融雪システムの研究及び支援制度の構築を重
点的に進めていくこととしたため、本補助事業は終了します。

平成25年度実施内容

　住宅用太陽光発電設備の導入に対する補助制度を実施しました。また、太陽光発電の導
入に合わせてホームエネルギーマネジメントシステム（HEMS）や蓄電池の補助も実施し、住
宅の見える化、スマート化の促進を図りました。
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約束３-(2)

No. 自己評価

進捗率

A

達成率

A

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

－ - - 3

－ - - 1

0 0 0 57,928

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

－ - - 1

0 0 0 3,113

総括

経営計画
への反映等

　平成２５年３月に策定したス
マートシティ構想に基づき、
積雪寒冷地におけるスマート
シティとして、再生可能エネ
ルギー等を利用した融雪等
により、重機主体の除排雪に
頼らない雪対策を推進する。

(2)弘前駅前北地区スマート
パーク整備事業

　平成２５年３月に策定したス
マートシティ構想に基づき、
積雪寒冷地におけるスマート
シティとして、再生可能エネ
ルギー等を利用した融雪等
により、重機主体の除排雪に
頼らない雪対策を推進する。

再生可能エネルギー利用等
による雪対策の推進

(1)スマートシティ雪対策事業

　公園整備にあたり、再生可能エネルギー等の活用による融雪システムについて検討し、
基本計画に盛り込みました。

目標

　施策を構成する2事業について、すべて「達成」となりました。

平成25年度実施内容

　平成26年3月に弘前市雪対策総合プランを策定したほか、雪対策実証研究事業及び克
雪モデルタウン整備事業を行いました。

　目標の融雪実証事業により融雪効果を検証する件数2件に対して、松原東4丁目、桜ヶ丘
1丁目、小比内雨水貯留施設の3箇所において融雪実証事業を実施しました。
　また、樹木１丁目の民間宅地開発において、克雪モデルタウン整備事業費補助金により
道路融雪のモデル事業を実施しました。

目標

融雪実証事業により融雪効果を検証する件数　2件

民間の宅地開発で道路融雪モデルを実施する件数　1
件

項目 平成25年度実施内容

★
3-(2)-10

　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」しました。

駅前北地区における融雪の検討　1件

決算額

　基本設計が作成されたことから、詳細設計、工事の実施へと事業を進めることとなります
が、今後は、弘前駅前北地区土地区画整理事業の一環として事業スケジュールを調整し
整備を進めます。

決算額

　融雪に係る実証等を通じて、新たな雪対策の開発に取り組みました。今後も引き続き、再
生可能エネルギー等を利用した融雪等により、重機主体の除排雪に頼らない雪対策の推
進に取り組んでいくことが必要です。

　道路融雪の推進のほか、宅地等の融雪に関する共同研究などを新たに経営計画に位置
付け、事業内容を拡充して実施します。
　経営計画：「道路等融雪対策推進事業」、「道路散水等融雪設備導入事業」、「宅地等融
雪対策共同研究事業」

平成25年度実施内容

　駅前北公園の基本設計について、関係課や地区内住民等で構成される「まちづくり協議
会」との協議のほか、北海道工業大学との打合せを行い、成果品をとりまとめました。

 経営計画：「弘前駅前北地区土地区画整理事業（弘前駅前北地区スマートパーク整備事
業）」
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