
（１）一体感のあるまちづくりプロジェクト

No. 項目 自己評価

進捗率

（A）

実施内容 H22 H23 H24 H25

9,667

今後の予定

No. 項目 自己評価

進捗率

（A）

実施内容 H22 H23 H24 H25

778,608

今後の予定

No. 項目 自己評価

進捗率

実施内容

H22 H23 H24 H25

74,564 45,435 70,386 189,998

今後の予定

No. 項目 自己評価

進捗率

A

実施内容 H22 H23 H24 H25

33,161 41,799 104,763 447,325

今後の予定

No. 項目 自己評価

進捗率

（A）

実施内容 H22 H23 H24 H25

5,250 0 0 0

今後の予定

平成25年度実施内容

(1)-1

平成22年度に事業完了済み。

決算額

ー

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25年度実施内容

(1)-2

平成２２年度に事業完了済み

決算額

－

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25年度実施内容

(1)-3

展示施設に関しては、収蔵資料の帰属について調整していたため、建設に向けての作業を進め
ることができませんでした。
堀越城跡に関しては、発掘調査、本丸地区及び二之丸地区整備工事、三之丸西地区整備工事
実施設計、整備用地の用地取得等を行いました。
弘前城跡本丸石垣に関しては、石垣修理に係る天守曳屋の実施設計を行うと共に、本丸平場
の発掘調査及び石材供給地の調査を行いました。
３事業のうち、展示施設以外がＡ評価であることから、Ａ評価の割合が６６％で、自己評価をＣとし
ました。

決算額

展示施設に関しては、施設建設に向けて平成２６年度は用地取得、用地造成、建築・展示実施
設計を行い、平成２７年度より着工する予定となっております。
堀越城跡に関しては、平成３１年度の完成に向けて、各地区毎に順次設計及び整備工事を実
施します。また、史跡東側に市指定文化財旧石戸谷家住宅を復元し、ガイダンス施設として活用
します。
弘前城跡本丸石垣に関しては、平成２６年度は天守曳屋の基礎工事及び石垣修理の基本設計
を行うと共に、平成２５年度に引き続き本丸平場の発掘調査を行います。

Ｃ

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。

平成25年度実施内容

(1)-4

　平成25年度は、上岩木橋の橋梁補修と県からの用地受託事務及び小栗山地区の県営事業負
担金の予定に対し、上岩木橋の橋梁補修工事と県からの用地受託事務を実施したほか、県営
事業負担金を支払いました。

決算額

　県営通作条件整備事業（小栗山地区、平成26年度新規の下湯口～原ヶ平地区）に対する負
担金を支払います。
　県から委託された用地買収・移転補償を実施します。

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25年度実施内容

(1)-5

平成２２年度に事業完了済み。

決算額

－

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。

 合併戦略プロジェクト 
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No. 項目 自己評価

進捗率

A

実施内容 H22 H23 H24 H25

- 6,186 14,175 321,414

今後の予定

No. 項目 自己評価

進捗率

C

実施内容 H22 H23 H24 H25

150,000 109,155 175,852 69,656

今後の予定

No. 項目 自己評価

進捗率

A

実施内容 H22 H23 H24 H25

0 0 0 11,122

今後の予定

（２）地域の均衡ある発展プロジェクト

No. 項目 自己評価

進捗率

A

実施内容 H22 H23 H24 H25

643,089 824,425 59,638 61,150

今後の予定

No. 項目 自己評価

進捗率

Ａ

実施内容 H22 H23 H24 H25

2,027 1,586 1,575 40,689

今後の予定

No. 項目 自己評価

進捗率

A

実施内容 H22 H23 H24 H25

80,651 70,021 837,869 197025

今後の予定

平成25年度実施内容

(1)-6

平成２５年度に公示・監理を実施しており。「工程表どおり実施」と評価しました。

決算額

実施設計を基に、工程表どおり整備を進めていきます。

防災行政無線統合整備事業

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

平成25年度実施内容

(1)-7

　独狐蒔苗線は、計画改良延長L=270mに対し、L=384.1mを実施しております。
　蒔苗鳥井野線は、測量・調査設計業務の発注と用地・補償事務の予定に対し、予定どおり実
施されませんでした。

決算額

　独狐蒔苗線については、遺跡発掘調査終了（平成27年度）を待って、平成28年度での完成を
目指します。
　蒔苗鳥井野線については、地元との合意形成を図りながら平成30年度での完成を目指しま
す。

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25年度実施内容

(1)-8

　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」としました。

決算額

　今後も、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
業に取り組みます。

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25年度実施内容

(2)-1

　・第四中学校校舎改築事業（屋外環境整備）

決算額

平成25年度の第四中学校校舎改築事業をもって小中学校施設整備推進事業を終了しました。

小中学校施設整備推進事業

　遅れている弘前地域の小中学校
の施設整備を推進する。
・堀越小学校校舎改築事業
・西小学校屋外運動場整備事業
・第四中学校校舎改築事業
・中学校屋体暖房整備事業

平成25年度実施内容

(2)-2

平成25年度は、公共下水道事業区域の龍ノ口地区整備事業に着手し、下水道施設整備を進め
ているほか、百沢地区特定環境保全公共下水道事業の平成２６年度事業化に向けた事業計画
作成業務を委託し、協議・申し出の手続きに係る申請をしたことから「工程表どおり実施」と評価
しました。

決算額

今後は、龍ノ口地区整備事業を継続するほか、百沢地区特定環境保全公共下水道事業、弥生
地区農業集落排水事業、常盤野地区特定環境保全公共下水道事業の事業化及び施設整備を
推進し、岩木地域の下水道施設整備を促進します。

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。

平成25年度実施内容

(2)-3

旧相馬庁舎の解体及び解体後の外構整備及び旧中央公民館相馬館・旧第三分団屯所の解
体、長慶閣の増改築など、相馬庁舎周辺の整備を行いました。

決算額

平成26年度に長慶閣の駐車場整備を行い事業を終了します。

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。
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