
持続可能な地域経営に挑む 

弘前市長 葛西 憲之 

市民によるプラス循環を生み出し、 
持続的な成長する弘前を創る  



７つの約束とｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ３ 
７つの約束 

ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ３ 

•約束１       市民主権システムを実現します 
•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】 

•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】 

•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】 

•約束３-(１)     魅力あるまちづくりを進めます【生活環境】 

•約束３-(２)     魅力あるまちづくりを進めます【防災、環境・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ】 

•約束４-(１)     子育てするなら弘前で、を目指します【子育て】 

•約束４-(２)     子育てするなら弘前で、を目指します【人づくり】 

•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 

・子育て日本一を目指します 

・健康日本一を目指します 

・雪に強い街日本一を目指します 

７つの約束とエボリューション３ 



７つの約束とｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ３ 
 

 
達成率 着手率 

100％ 86％ 

アクションプラン自己評価 

アクションプラン2012に基づく３年目の自己評価より 



７つの約束とｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ３ 

子ども達の 

笑顔あふれる弘前づくり 



“ 再 生 ” 



■「子育て」、「健康」、「交流」 
  の“起点” 
 
 ◇こどもの広場 ◇こども図書館 
 ◇健康教室  
 ◇コミュニケーションゾーン 
  運営協議会 
 
   

500人以上 

新規雇用 

オープンから１ヶ月で60万人以上来場 
来場者数 

駅前地区再開発ビルの再生 

■ヒロロのオープン 

オープン以来14万5000人以上来場 
来場者数 

■ヒロロスクエア（ヒロロ３階・４階一部）のオープン 

Ｈ26.3新規高卒者の就
業希望者数（674人）
の8割の雇用を確保でき
る数である。 

ここに注目‼            



年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

空き店舗率 12.0 12.0 9.6 

 約束２．ひろさき農業・産業おこしに取り
組みます！ 

数字に表れた「まち」の活性化 

H24 H25H22 H23

0.59 0.61

0.85
0.90

■有効求人倍率 （ハローワーク弘前管内） 
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■空き店舗率   （単位：％） 

法人市民税

7,000 1,370

6,600

6,500

1,300

1,310

1,360

1,350

1,340

1,330

1,320

6,300

6,400

6,900

6,800

6,700

個人市民税

6,359

6,382

6,654

6,914

1,307

1,326

1,375

未取得

H22 H23 H24 H25 H22 H23 H24H25

過去５カ年で、
最高値 

ここに注目‼            

平成18年以降 
最小値 
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■給与所得   （単位：億円） 
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■主な市税   （単位：百万円） 

H25.11末 
見込み 



■５００人以上の働く場として再生 
■「子育て」、「健康」、「交流」 の“起点” 
  として月３万４千人、予想以上の来場   
  者数。 

“
じ
だ
い
” 



■「官民一体・市民参画」のもと、 
  ２００事業を実施 
 
■ 新聞掲載1,549件、 
  TV番組件数16件、 
    TVニュース報道166件。 
  高いＰＲ力を発揮     
   

661万人（四大祭り含む） 
集客数 

13億1,900万円相当 
広告費換算 

東北新幹線全線開業と弘前城築城400年祭 

■弘前城築城400年祭 

3億2,500万円 

グッズ売り上げ 

東京スカイツリー
の集客数と同等 



広域観光の推進 

弘前市 

・津軽と秋田県北 

・「環白神」連携 
（秋田県・青森県の自治体） 

・世界遺産「白神山地」  
 と「平泉」との連携 

・函館市、青森市、 
八戸市との連携 

青森市 

八戸市 

・みちのく３大桜名所 
  との連携 

角館 

函館市 

平泉 

北上 

広域観光の推進 



 約束２．ひろさき農業・産業おこしに取り組みます！ 
H22  455.1万人      H23  413.8万人      Ｈ24 450.8万人  
観光入込客数 

宿泊者数 

■東日本大震災からのＶ字回復 

観光振興 

H22   51.4万人      H23   50.6万人      Ｈ24   52.5万人  

H22  3,620人        H23     1,904人      Ｈ24 3,278人  

外国人宿泊者数 

     観光入込客数  450.1万人 

 

     宿泊者数    299.1万人 

 

     外国人宿泊者数    17.8万人  

函館市（Ｈ２４年度）            

 



Pink Poppy Photography (c) 2013 

“ りんご ” 



 約束２．ひろさき農業・産業おこしに取り組みます！ 積極的な売り込み 

■農業振興 
 

弘前アップルウィーク 

H22   0店舗              H24  603店舗  

H22  56組織・団体          H24    65組織・団体 

農業生産・営農法人数 

アップルウイーク等に
より、りんご販売額が
330億円（平成17～
21年平均額）から、 
約337億円（平成23 
年）に増えています。 

ｱｯﾌﾟﾙｳｨｰｸ店舗数 
ここに注目‼            

農業生産法人 かわにし 



数字に表れた「農業所得」の向上 

億円 億円 ＜  
2.5倍 

Ｈ25年産 209 円/㎏ 前年比 117 ％ 中庸3か年比※ 127 ％ 

■ 平成 22 年度 ■ 平成 25 年度 

◆ りんごの産地価格 
◆ りんごの消費地市場価格 

Ｈ25年産 288 円/㎏ 前年比 116 ％ 中庸3か年比 116 ％ 

※過去5か年のうち、上位と下位を除いた3か年の平均に対する比率 

H25年11月時点の、県外消費地市場（東京、大阪、名古屋、 
福岡、札幌）での県産りんごの平均価格による 

弘前市の基幹産業であるりんごの価格は、平成25年11月現在において高値で推移してお
り、平成２６年度農業所得の更なる向上も期待できる。 



“  情 報 発 信  ” 



 約束１．市民主権システム
を実現します 

■積極的な市政情報の発信 

青森県内 face book ランキング（Ｈ25.12.27付）  

H22              H26（1月7日現在）   5,769件 

     H24    171件     ／  H25（上半期）  109件 

ｆａｃｅ ｂｏｏｋいいね数 
弘 前 市 シ テ ィ プ ロ 
モーションｆａｃｅ 
ｂｏｏｋのいいね数
は 、 県 内 フ ェ イ ス
ブ ッ ク ラ ン キ ン グ 
1位となっています。 

メディア登場回数 

シティープロモーションの推進 

           Ｈ24   Ｈ25 
   

 テレビ、ラジオ 39件  33件 
 

 県外紙、ＷＥＢ 53件  50件 
 

 雑誌等     79件  26件  

メディア登場（当市調べ）            

ここに注目‼            

順
位 

いいね 名称 

① 5,769 弘前市シティプロモーション 

2 4,026 十和田市現代美術館 

3 4,002 健康食品通販ショップ 

4 3,835 青森県立美術館 

2009年 

2012年 

弘前市関連記事スクラップの推移 

① ② 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 



      県内  では  第 1 位 

県内順位 

東北順位 

■ 全国1,000市区町村ランキング 

魅力度 

順位 市区町村 

1 札幌市 

2 函館市 

3 京都市 
・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

18 仙台市 
・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

35 伊勢市 

36 弘前市 
・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

59 十和田市 
・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

地域ブランド調査（平成 23 年） 

    仙台市 に 次いで 第 2 位 

  
  
  
  
 
  
 
 
 
      

その他の順位 

   情報    全国順位    55 位   情報、話題を聞い 
     接触度   県内順位  2   位   たことがあるか 
 
     観光    全国順位  33   位   旅行に行ってみた 
     意欲度         県内順位  1  位  いか 
 
     産品購入  全国順位  32   位   買いたいものが 
   意欲度    県内順位    2 位  あるか 

その他の順位 

観光意欲度 
「今後、各市町村に観光や旅行 
   に行きたいと思いますか？」 

情報接触度 
「情報、話題を聞いたことが あるか」  

全国順位  55 位 

産品購入 
意欲度 「買いたいものが あるか」  

全国順位  32 位 

観光意欲度 
全国順位 33  位 

東北順位    1  位 

県内順位    1  位 



“ 子育て ” 
 Lost Control (c) 2011 



 約束４．子育てするなら弘前で、を目指します！ 
子育て日本一を目指します。 

■学校給食食物アレルギー対応食提供事業 ■子ども医療費給付 

■ 満18歳までの子どもの 
  入院にかかる医療費を無料化 

■食物アレルギーを持つ児童生徒にアレルギー対応食を提供  
  

 相馬 中学校の給食調理室を改修し、アレルギー対応食専用の調理室とし、
アレルギー疾患のある児童生徒や保護者の不安、負担を解消し、快適な学校生
活を送ってもらう。 

◎ひろさき子育て三原則 
ひろさき 
子育て 
３原則 

① 子育て家庭の負担を軽減 
② 働くお父さん・お母さんを応援 
③ 子ども達の可能性を応援 

■乳幼児インフルエンザ予防接種費の助成 

■ 満18歳までの子どもの入院にかかる医療費を無料化 

■ 生後6か月児から6歳までの未就学児を 
  対象にインフルエンザ予防接種費用を 
  1回分助成 



 約束４．子育てするなら弘前で、を目指します！ 

子育て日本一を目指します。 

■安心安全な学びの環境整備 

■タブレット端末や電子黒板を使用した 
■インクルーシブ教育 

H22H23   69.7％      Ｈ25   98.1％ 

学校耐震化 
計画的に整備し、 
２９年度には100％
を目指します。 

ここに注目‼            

     H24    77.8％          H24  88.5％ 

■実践英語教育の推進（モデル校での取り組み） 

英語でｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとれる児童 ALTと簡単な英語を使いな
がら授業実践できる教員も
100％を達成。 

ここに注目‼            

■多様な学びの場の提供 
 

 教育の様々な段階で、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し障がいのある
子どももない子どもも一緒に学習できるよう、タブレット端末や電子黒板を使
用するなどの教育環境を構築。 

 H22   0食       H25 1,435食 

県内市部初の取組み
対応食提供決定者 
小学校 54名 
中学校 13名 

ここに注目‼            

■学校給食食物アレルギー対応食提供事業 
アレルギー対応食提供数 

(H25.12.27現在) 



 Lost Control (c) 2011 

“ 

健 

康 

” 



 健康日本一を目指します。 

■健幸増進リーダーによる活動 

■ 27名の健幸増進リーダー 
  おたっしゃ健康塾 
  地域でのサークル活動 等 

Ｈ25   440回（延べ回数） 

リーダーの参画 

参加した市民数 

Ｈ25 2,235人（延べ参加者数） 

■ 弘前大学による寄附講座 

リーダーは公募により募集。 
リーダーになるために、
90分の講義が16回、実技
が8回、実践実習などから
なる養成講座を受講。 

ここに注目‼            ひろさき 
健やか 
３原則 

① 働きざかりの健康増進 
② 子どもから始める健康教育 
③ 運動の習慣化 

ヒロロスクエア運動教室 



“ 雪 対 策 ” 



 約束３．魅力あるまちづくりを進めます！  弘前発雪対策イノベーションの推進 

     H22    3町会         H25 19 町会 

実証実験回数 

コミュニティ除雪 

■克雪に向けた新たな取り組み ■弘前型スマートシティ構想 
○地下水の散水による融雪（樹木1丁目、松原東4丁目） 

 地下水散水による、宅地分譲地や除雪車が入りにくい道路の
融雪に関する実証実験を実施。 
 

○雨水貯留地での地下水散水による融雪（川先1丁目） 

 従来から雪捨て場であった雨水貯留地に散水施設を整備し、
散水融雪に関する実証実験を実施。 
 

○温泉排水を使った融雪（桜ヶ丘1丁目） 

 温泉施設からの排水が流れ込む融雪槽を整備し、地域住民の
雪捨て場として活用。 

◎雪対策三原則 

リーダーは公募により募集。 
リーダーになるために、
90分の講義が16回、実技
が8回、実践実習などから
なる養成講座を受講。 

リーダーは公募により募集。 
リーダーになるために、
90分の講義が16回、実技
が8回、実践実習などから
なる養成講座を受講。 

ひろさき 
克雪 

３原則 

① 再生可能エネルギーによる融雪の推進 
② 雪に強いコミュニティづくり 
③ 除排雪費の削減 

克雪モデルタウン（弘前市樹木1丁目） 



“ 仕事力 ” 



 Plan 
【計画】 

 Do 
【実行】 

 Check 
【評価】 

 Act 
【改善】 

アクションプランのサイクル 

【組織】 
・政策実現のための組織整備 
・プランと連動した組織目標 等 
  【人事】 
   ・組織目標と連動した 
    個人目標 
   ・研修の設定 等 
 

【組織】 
・業務の実施 
【人事】 
・業務の実施 
・研修の実施 

【組織】 
・組織目標の評価 
【人事】 
・個人目標の評価 
・研修結果の測定 

【組織】 
・個別施策の見直しに伴う 
 組織の見直し 
【人事】 
・評価のフィードバック】  
・不足してる能力の明示 

自治体経営を意識した組織・人事体制 

■行政計画と組織・人事の連動 



農林部理事 

商工振興部理事 

法務契約監 

市役所の仕事力を高める。 

■市役所窓口改革 

改革前    20分            改革後 10分 

証明書交付 

改革前    1時間以上        改革後 40分 

異動手続き 

■積極的な外部人材の登用 

○外部人材を積極的に登用する 
 ことで、ノウハウを職員に移転 

○大手商社での経験者２人、 
 弁護士資格を持つ者を１人登用 

総合窓口ｱﾝｹｰﾄ 

総合窓口  73.1％ が 満足 

職員対応   85.2％ が 満足  
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地方債現在高       
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1,600

1,620

1,640

H21末 H22末 H23末 H24末 

■基金現在高        

H21   1,617億円       H22～H24   1,469億円  （121億円減額） 

地方債残高 

H21     86億円       H22～H24    101億円  （115億円増額） 

基金残高 

■地方債残高        

財政の健全化 



 約束６．歳出削減への取り組み 

■ＭＩＣＳ事業（汚水等共同処理） 

■アップルロード整備事業 

■汚水処理費用の削減効果 
 岩木川浄化センターで、し尿・浄化槽汚泥等
の共同処理を行うことで、し尿処理施設の更新
に係る経費 29 億円を削減。処理経費について
も年間 2億円 削減。 

■県との協議により市の歳出削減 
 当初、全路線市の単独事業で整備予定であっ
たものを、県との協議により一部路線を国費を
活用しながら県営で整備。約22億円の経費削
減。 

■ファシリティマネジメント 
■市所有施設の最適化 
 市所有の施設を効率的に一元管理するための仕組み。市民の財産
である市有施設を適切な維持管理のもと、長期的な視点でより有効
的に活用し、市民サービスの維持・向上を図るとともに、施設維持
管理費の削減を果たす。 



  “ 賑わい ” 



■市民との対話（車座ミーティング等） 

市民が主体のまちづくり 

       H22～H24       221 回 

開催数 

青空座談会 

17,800 灯 

エスコ事業による街灯ＬＥＤ化 

街灯ＬＥＤ化 

市民との対話により生まれ
た取り組みの一つとして、
県内初のエスコ事業により
お金をかけずに、街灯の 
ＬＥＤ化を促進。 

ここに注目‼            



23  

43  

50  

平成23年度 平成24年度 平成25年度 

採択事業数推移 

■市民参加型まちづくり１％システム 

H23     23事業          H25    50事業 

採択事業件数 

H23 7,117千円         H25 17,118千円 

交付決定額 

採 択 事 業 件 数 は 、 
平 成 2 3 年 に 比 べ 
2.3倍に増。市民活動
の活発化がわかる。            

市民主権を徹底のため、市民自らが実践するまちづくり、地域づくり活動に 
係る経費の一部を支援する、公募型の補助金制度を実施しました。 

ここに注目‼            

市民が主体のまちづくり 

クラフトマンフェア 「津軽森」 



20年先を見据えて 



市 民 行 政 

まちづくり。これからの弘前。 
取り組むべき課題。 

マニフェスト型行経営により 
市民・行政が同じ方向を向き始めた 

新たな弘前市総合計画の策定 



新たな弘前市総合計画の策定 

新たな弘前市総合計画の策定 

市民会議「市長との全体会議」 市民会議「ワークショップの様子」 



新たな弘前市総合計画の策定 

新たな弘前市総合計画の策定 



～ 持続可能な地域経営に挑む ～  


