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部長実行宣言とは

　　　　平成２４年４月　

　弘前市では、市長マニフェストに掲げられた政策を迅速かつ着実に実行するために、従来の総合計画の
体系を見直し、より戦略的な実行計画として、市長の任期４年間の取組内容と具体的な数値目標を掲げた
弘前市アクションプランを策定しています。

　この部長実行宣言によって、各部長における自律的な施策展開と責任の明確化が図られ、各職員が共
通認識を持って業務を実践的に遂行することが期待されるとともに、市民の皆さんに、より市政への理解を
深めていただけるものと考えております。

　部長実行宣言は、このアクションプランの確実な実施とともに、アクションプランに掲載されていないもの
の各分野における重要性の高い施策を補うものであり、各部の施策展開を更に推し進めるために平成23
年度から実施しているものであります。

　各政策部門の運営責任者である部長が、部として力を入れる重点事業を優先度順に並べ、事業の内容
や目標を市長と約束し、その内容を市民の皆さんに分かり易く公表するものです。

　宣言した事業は、各部長の責任のもとで進行管理を行い、翌年度、その結果を市民の皆さんに公表しま
す。
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部長実行宣言の見方



【部長コメント】

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1

アクションプランの進行
管理システムの着実な
運用

（企画課）

　平成24年3月に改訂した「弘前市アクションプラン2012」を着実に実行するた
め、引き続きPDCAサイクルによる進行管理システムを運用するとともに、そ
の結果を公表します。

　また、アクションプランの市民理解を深めるため、「地域主権時代の自治体
経営フォーラム」を開催し、「市民のアクションプラン」とすることを目指します。

＜構成する主な事務事業＞
　　・アクションプラン進行管理事業　　2,323千円
　　・アクションプラン普及推進事業　　1,328千円

・「アクションプラン2010」に掲載している
　103施策について、5月末までの着手率
　100％を目指します。

・「アクションプラン2012」に追加掲載した
　17施策について、平成24年度末までの
　着手率100％を目指します。

・システムの着実な運用のため、今年度もア
クションプランの改訂を行います。
　
・「地域主権時代の自治体経営フォーラム」
の参加者数150名を目指します。

-

企画部長

山形
やまがた

　惠
よし

昭
あき 　2012年は、築城400年を経て、将来を見据えながら創意を新たな歴史に昇華させていく第一歩の年です。

　そこで、「弘前市アクションプラン2012」に掲げる「めざす姿」の実現に向け、当市の現状及び課題への理解のもと健全な財
政運営を拠り所として、計画、実行、評価、改善といったPDCAサイクル（※1）により、本プランの進行管理を着実に推し進めま
す。
　市民意識に関する調査をはじめとする各種統計調査の実施などにあたっては、分析内容の一層の深化・工夫に努めること
により関連施策の充実を図るほか、概ね10年後を見据えて市の財政及び政策のあり方について長期的な視点による研究に
着手します。

　また、社会環境の変化に柔軟に対応し、しっかりとした生活基盤を築くことができるように、市町村合併効果の発現促進のほ
か、近隣市町村との連携により津軽地域全体の活性化に向けた取り組みを進めます。
　更に、弘前市の魅力度、認知度などの都市ブランド力を高め、一層の活力を生み出すことを目的として、国内外に向けた機
動的・戦略的な情報発信に努めるほか、学園都市としての可能性が十二分に発揮されるよう高等教育機関との連携事業に
取り組みます。

　加えて、多様な価値観の広がりの中で一人ひとりの暮らしが豊かにつながり、更には協働によるまちづくりが広く展開される
ように、広聴活動、広報活動の充実強化に取り組むほか、情報化社会の中で市民や観光客が情報に触れやすい環境づくり
に向け、一部公共施設での公衆無線LANの整備及び関連システムの構築を行います。

【平成２４年度　重点事業】

タブレット型端末で弘前市公衆無
線LANを利用中
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4

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

2
健全な財政運営の維持

（総務財政課）

　子ども達の笑顔あふれる弘前づくりのために、中・長期的な財政展望のも
と、経営感覚をもって有利な財源の有効活用や新たな財源の確保に向けて
積極的に取り組みます。
　また、先進事例なども研究しながら、新たな発想も積極的に取り入れ、将来
に備えた健全で、安心感のある財政運営の継続に努めます。

・財政調整基金（※2）24年度末現在高
　20億円を維持します。

・24年度の実質公債費比率（※3）13.0％を
　目指します。

-

3

弘前圏域定住自立圏構
想の推進と市町村合併
効果の促進

（企画課）

【定住自立圏構想（※4）】

　平成23年度に策定した定住自立圏共生ビジョンに基づく関係市町村との連
携事業を着実に推進するとともに、必要に応じて見直しを行います。
　圏域での連携の更なる拡充・強化を図るため、新たな連携施策を加えるた
めの取り組みを行います。

　主な取り組み
　・圏域市町村による協議
　・形成協定変更に関する議案議決
　・共生ビジョン懇談会の開催
　　（事業費総額　1,434千円）

【市町村合併効果の促進】
　弘前市合併検証委員会がまとめた「報告書」をフォローアップするとともに、
合併戦略プロジェクトの推進を図ります。

・ビジョン掲載済連携事業着手率
　　　　100％

・新規連携施策数【AP】
　　　　4件（総数14件）

・3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 【AP】
　　　　基準値（H22）　13.8%
　　　　目標値（H24）　11.9%
　　　　目標値（H25）　10.0%

6-1

6-3

4

弘前大学等高等教育機
関との連携事業の推進

（企画課）

　連携協定を締結している弘前大学及び学園都市ひろさき高等教育機関コン
ソーシアム（※5）との積極的な対話による連携体制の強化を図り、各大学が
持つ研究成果などの知的資源及び学生を含む人的資源を活かした連携事業
に取り組みます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・大学連携調査研究モデル事業　　　　　3,000千円
　　・学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム活性化支援補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　3,000千円
　　・学都弘前学生地域活動支援補助金　　2,000千円

・大学等を利活用する市民の割合を増や
　します。
　　　　基準値(H21)　5.8%
　　　　目標値(H24)　14.0%

・大学及びコンソーシアムとの連携事業数
　　　　14件

4-(2)-1



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

5

弘前シティプロモーショ
ン事業（※6）の展開

（広聴広報課）

　弘前市の魅力度、認知度などの都市ブランド力を向上させ、交流人口の拡
大や地元産品の販路拡大などの産業振興を図るために、より明確な都市イ
メージの確立、国内外へ向けての機動的・戦略的な情報発信を推進するとと
もに、市民の皆さんが地域への愛着と誇りの持てるまちづくりを進めます。
　庁内の情報共有や横断的な取り組みとマネジメントの強化を図るため「（仮）
弘前魅力発信プロジェクトチーム」を設置し、さらには市民・民間企業・団体と
も連携をとりながら意識的なシティプロモーション事業を展開します。

＜構成する主な事務事業＞
　　・「弘前」情報発信コンテンツ制作・活用事業　　　　39,004千円
　　・「いいね！弘前」シティプロモーション推進事業　　 2,873千円

・シティプロモーション情報発信件数【AP】
　　　　目標値（H24）　180件/年
　

2-(2)-13

6
広聴広報活動の推進

（広聴広報課）

　市民が主体のまちづくりを目指し、「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」、「出前講座」などの広聴活動について、参加者
の増加を図るとともに、市民からの意見・提案を市政に反映させるための進
行管理を充実させます。
　また、広聴活動の状況や主要施策の取り組みなど、市民との市政情報の共
有を促進するため、「広報ひろさき」、「市ホームページ」などの内容を充実し、
分かりやすく、入手しやすい情報提供の推進に努めます。
　さらに、ラジオの広報番組や出前講座などを通じて、市職員が街に飛び出し
て積極的な情報提供を行うことで市政への関心を高め、効果的な広報活動を
展開していきます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・広聴広報活動事業　　　50,553千円

・広聴事業への参加者数を増やします。
　　【AP】
　　　　基準値(H22)　5,120人
　　　　目標値(H24)　5,644人
　　　　目標値(H25)　5,617人

・「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
　広く意見を聞く広聴活動に満足している
　市民を増やします。 【AP】
　　　　基準値(H21)　61.3％
　　　　目標値(H24)　68.0％
　　　　目標値(H25)　70.0％

・「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。 【AP】
　　　　基準値(H22)　73.0％
　　　　目標値(H24)　76.0％
　　　　目標値(H25)　77.0％

1-3
1-4
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

7

公衆無線ＬＡＮシステム
の整備

（情報政策課）

　民間が進める中心市街地エリアの無線ＬＡＮ整備と連携し「中心市街地のイ
ンターネット接続環境の高速化・容易化」と「当市を訪れる観光客の情報入手
の利便性向上」を目的に市の施設に無線ＬＡＮ環境を整備します。

　平成23年度に整備した弘前公園内及び観光館と文化センターなどに加え、
今年度は、利用できる施設を拡大し、ＪＲ弘前駅観光案内所、まちなか情報セ
ンター、百石町展示館、市役所本庁舎１階、藤田記念庭園、りんご公園の6カ
所に整備します。

　また、市内の街歩きや回遊のきっかけになるよう、観光客が公衆無線ＬＡＮ
に接続した際に、観光ポータルサイト（弘前感交劇場ポータルサイト）へ誘導
し観光物産情報等を配信する仕組みや、セキュリティ対策のための運用シス
テムを構築します。

＜構成する主な事務事業＞
　　・公衆無線ＬＡＮシステム整備委託料　　4,803千円
　　・公衆無線ＬＡＮシステム保守委託料　  　400千円
　　・公衆無線ＬＡＮ回線通信費　　　　　 　 850千円
　　・公衆無線ＬＡＮ設置等工事費　　　　  2,610千円

・アクセス件数
　　　　目標値(H24)
　　　　　夏季（4月～11月）　600件
  　　　　冬季（12月～3月）　300件
　　　　　　　　　　　　　　　　　（月平均）

-

8

統計調査の実施と有効
活用

（企画課）

　市政に対する市民評価アンケート、世論調査及び各種統計調査を実施し、
その結果の分析を強化し、施策の企画・改善等に活用します。

＜構成する主な事務事業＞
　　・市民評価アンケート事業　　　3,026千円
　　・世論調査事業　　　　　　 　　 　3,307千円

・調査票の回収率向上を目指します。
　　①市民評価アンケート事業（郵送回収）
　　　　基準値（H23）　35.5％
　　　　目標値（H24) 　40.0％

　　②世論調査事業（統計調査員回収）
　　　　基準値（H23)　89.0％
　　　　目標値（H24)　92.0％

・調査結果の分析の強化を目指します。
　　　目標　単純集計のほか、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
　　　　　　　します。
　　　　　　　（1調査につき、最低１つ以上）

1-3



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

9

長期的な財政と政策の
研究

（企画課）
（総務財政課）

　概ね10年後を見据え、市を取り巻く社会・経済情勢を踏まえた市財政と政策
のあり方について、部内連携し研究に着手します。 ・ 庁内検討組織の設置

-
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【部長コメント】

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1

経営型行政運営への転
換

（人事課）

　従来の管理型から経営型への行政運営の転換に向けて、目指すべき自治
体経営の在り方を具体化し実現するために、現行の行政運営の仕組みを検
証し見直します。

　平成24年度は目指すべき経営ビジョンを
設定し、職員の意識改革と浸透に取り組み
ます。
 
  経営ビジョンの設定：平成24年10月目標

―

総務部長

蒔
まか

苗
なえ

　貴
たか

嗣
つぐ

　総務部は、人事行政、工事物品等契約、財産管理、市税の課税収納、工事の完了検査を主な業務としています。
　
　平成24年度は、第一に管理型から経営型の行政運営への転換を進めるため、目指すべき経営ビジョンを設定します。

　第二に、エリア担当制度の推進や新たな研修の実施による人材育成の推進、さらには、能力評価及び業績評価を中心
とした新たな人事評価制度の導入を進めます。
　
　第三に、市施設の効率的な管理手法（ファシリティマネジメント(※7)）の導入、本庁舎の耐震補強などの庁舎改修や組織の
再配置による行政機能の効率化を進めます。
　
　第四に、より一層の課税の正確性や効率性を図るとともに、コンビニ収納の実施により納税者の利便性を高め、収納
率の向上を目指します。

【平成24年度　重点事業】



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

2

エリア担当制度(※8)の
推進

（人事課）

　エリア担当制度の推進により、地域住民のニーズの把握や情報提供を行
い、さらには、地域課題の解決に向けて関係課と調整や連携を図りながら、
地域と一緒になって課題の解決に努めます。
　このことにより、前向きに取り組んでいくことができる職員を育てます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・職員育成特別経費(エリア担当制度)　　1,330千円

・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【AP】
　　基準値　　　　　－
　　目標値(H24)　100％
　　目標値(H25)　100％

7-3

3

新たな人事評価制度の
導入

（人事課）

　能力・実績主義の人事管理を徹底するため、現行の人事評価制度を検証し
たうえで、能力評価及び業績評価を中心とした新たな人事評価制度の導入を
進めます。

　平成28年度からの導入を目指し、平成24
年度は、現行の人事評価制度の検証及び
新人事評価の制度設計に向けた部分的試
行等を行います。

7-2

4

人材育成の推進
（職員の政策実現能力・
地域経営能力の育成）

（人事課）

　全職員がそれぞれの職責に応じて、職務に全力で取り組んでいくために、こ
れまで以上に職員の意識改革を図り、視野の拡大及びスキルの向上が必要
です。特に、東日本大震災後における社会環境の変化に伴い、将来を見据え
た地域経営を柔軟な発想力と行動力で取り組むことができる職員の育成を進
めます。
　

＜構成する主な事務事業＞
　　・職員提案政策研究事業【スマイルメーカープロジェクト】　7,000千円
　　・職員スキル向上特別研修　2,000千円
　　・職員人材マネジメント能力向上特別研修　　1,572千円

・職員提案で自主財源の確保につながった
提案件数【AP】　累計3件（Ｈ25）

・職員スキル向上特別研修により、その成
果が施策に反映できた割合【AP】　50％
　
・職員人材マネジメント能力向上特別研修に
より、研修成果が実践できた件数【AP】
　累計2件（H25)

7-2
7-5

9
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

5
窓口改革運動の実施

（人事課）

　接遇の向上を図るため、接遇研修の実施や窓口診断を行うなど、職員の意
識改革に積極的に取り組みます。

　全庁的に窓口の改善につながる提案を募集し、実践することにより、「市民
に親切な窓口サービス」を推進します。

＜構成する主な事務事業＞
　　・窓口診断及び接遇向上研修　　　　　 537千円
　　・接遇向上を図る各種派遣研修　　 　  566千円

・職員の対応や態度に不満をもつ市民の割
合【AP】
　　基準値(H21)　17.9％
　　目標値(H24)　12.0％
　　目標値(H25)　10.0％

7-4

6
行政改革の推進

（人事課）

　第2次行政改革前期実施計画の適切な進行管理をします。

  アクションプランの理念・目標を実現し、行政需要に柔軟に対応できる組織
改革に取り組みます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・行政改革推進懇談会経費　　352千円

・第2次弘前市行政改革前期実施計画取組
事項の目標達成（検討終了）割合
　　基準値（H22）　  0％
　　目標値（H24） 60.2％

―

7

ファシリティマネジメント
（ＦＭ）の推進

（管財課）

　市が保有する施設（約900件）を最適な状態で管理・運営するための総合的
な手法であるファシリティマネジメント（ＦＭ）の導入を進めます。

・維持管理に必要なデータの蓄積
・各施設の改修時期の把握
・維持管理費や修繕経費の平準化
・各施設の統廃合による維持管理費の軽減化

＜構成する主な事務事業＞
　　・市有施設保全管理システム導入　　　　1,347千円

・管理システムの導入推進
・データベースの構築
・データベース運用マニュアルの作成

3-(1)-17



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

8

庁舎改修と組織の再配
置

（管財課）

　市庁舎など市有施設全体を活用した組織の再配置を検討し、効率的な施設
管理を目指します。
　
　本庁舎の耐震補強、改修、増築により防災拠点としての機能を増強し、市
民生活の安全と安心を図り、住民サービスの一層の充実に努めます。
　
　改修のための実施設計に取り組み、改修着工へ備えます。
　
　前川國男氏設計の庁舎を歴史的建築資源として位置づけ、保存活用を図り
ます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・庁舎改修事業(実施設計等の業務委託)　　200,000千円

耐震補強及び改修等工事の実施計画の策
定

―

9

総合評価落札方式(※9)

による入札の拡充

（管財課）

　一般競争入札において総合評価落札方式の試行を拡充することにより、本
格導入に向けた課題等への対応策を確立し、公共工事の質の維持と市民の
信頼を確保します。

  平成24年度総合評価落札方式の
  入札発注目標　　　　16件

  平成22年度入札件数　　1件
　平成23年度入札件数　　0件

―

11
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

10

課税の適正化・効率化
の推進及び収納率の向
上

（市民税課）
（資産税課）
（収納課）

　適正な課税客体の把握や公平・公正な課税を実施するとともに、納付者の
利便性を高め収納率の向上を目指します。

・個人住民税の申告環境の整備、拡充
　事前相談を行うなど申告書の記載指導や自書申告の推進を行うことによ
り、申告待ち時間の短縮や納税意識の向上を図るほか、電子申告コーナーを
拡充するなど申告しやすい環境を整えます。

・固定資産税賦課資料整備
　土地や家屋の評価について、航空写真をもとに、地番現況図や家屋現況図
を作成し、適正な課税を行います。

・コンビニ収納事務
　365日24時間営業のコンビニ収納を、5月からスタートさせることにより、納付
窓口を拡大し、納付環境を整えます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・固定資産管理システム構築事業　 　61,131千円
　　・コンビニ収納対応経費　　　　　　　　  　4,974千円

・適正な課税及び事務の効率化

・納付窓口の拡大
―



【部長コメント】

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1

市民主権による市政運
営（市民参加型まちづく
り１％システム事業）の
推進

（市民との協働推進課）

　市民参画・協働を推進する総合窓口の「市民との協働推進課」において、市
民主権による市政運営の徹底と市民参加の促進を図るために、市民活動団
体などのまちづくり、地域づくり活動を支援します。
　平成24年度は、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や「協働」をテーマにした
講演会の開催、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きます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・市民参加型まちづくり１％システム支援補助金　　60,000千円
　　・市民との協働推進実践セミナー・講演会　　　　　　　　170千円

・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。【AP】

1-2

市民環境部長

秋元
あきもと

　裕
ゆたか

　市民環境部は、市民生活に直結する業務を数多く所管しており、市民生活センター、市民参画センター、市民会館、岩木文
化センターを含む「市民との協働推進課」、「市民課」、清掃事業所と斎場を含む「環境政策課」、災害対策、交通安全・防犯を
担当する「防災安全課」、「被災地支援対策室」の4課1室で構成されております。

　　「市民との協働推進課」は、市民の市政への参加意識を高め、協働によるまちづくりを実感してもらうための「市民参加型
まちづくり１％システム(※10)」を推進するほか、新たに「弘前市自治基本条例制定事業(※11)」や省エネルギーに向けた「街灯Ｌ
ＥＤ化の推進」に取り組みます。また、市民会館の大規模改修を実施し、文化・交流施設の機能強化を図ります。
　　「市民課」は、窓口のワンストップサービスを目指した「総合窓口」を7月に開設し、市民サービスの充実を図ります。
　　「環境政策課」は、省エネ・新エネルギーの推進、街なかカラス対策の強化、ごみの減量化やリサイクル率の向上など、各
種環境問題に引き続き積極的に取り組みます。
　　「防災安全課」は、自主防災組織の結成支援など地域防災力の向上をはじめ、東日本大震災の教訓も踏まえた防災力強
化に努めるほか、交通安全意識や地域の自主防犯意識の高揚を図るなど安全安心なまちづくりの推進に取り組みます。
　　「被災地支援対策室」は、引き続き被災地の復旧・復興支援や被災者・避難者の支援に取り組みます。

　これらを踏まえ、当部では下記の11事業を今年度の重点目標として掲げ、目標達成に向けて各種事業に積極的に取り組ん
でまいります。

【平成24年度　重点事業】

13
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

2

一般住宅への補助制度
創設による新エネル
ギーの導入および省エ
ネルギーの推進

（環境政策課）

　一般住宅用太陽光発電設備並びに蓄電池設備の補助制度を創設します。

　東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故を契機としたエネル
ギー政策の大きな見直しの中で、地球環境に優しく安全な新エネルギーの利
活用と社会全体への普及は不可欠です。
　新エネルギーのなかでも太陽光発電は、市民も取り組みやすい新エネル
ギーでありますが、導入経費が多額になるなどの問題があるため、市独自の
補助制度を創設し、一般住宅への普及促進を図ります。
　また省エネルギーの推進についても、一般住宅の電源確保のため、蓄電池
設備の補助制度を創設し、ＣＯ2削減を図ります。

＜構成する主な事務事業＞
　　・住宅用太陽光発電設備等導入促進補助事業　　　 8,023千円

・補助制度による導入件数【AP】
　　　　目標値（H24）　100件 3-(2)-8

3
電気自動車普及の推進

（環境政策課）

　東日本大震災は、地震による直接的な被害ばかりでなく、燃料等の供給不
足など様々な問題を提起し、自立・分散型のエネルギー供給ラインの確保が
必要となっています。
　そのため、電気自動車を導入することで、化石燃料の使用量削減を推進す
るとともに、ＣＯ2排出量の更なる削減に努めます。
　また、民間への更なる普及を図るため、観光客や事業者などへの電気自動
車の貸し出し等を行い、電気自動車普及啓発事業に取り組みます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・電気自動車普及啓発事業　　　　2,587千円

・電気自動車導入台数
　　　　目標値（H24）　2台

―



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

4
街灯LED化の推進

（市民との協働推進課）

　東日本大震災を契機に節電などの省エネルギーの取組みが以前にも増し
て重要となってきていることから、弘前市の街灯について光源寿命が長く、消
費電力の低い10ワット未満のLED灯具への切替を進め、安全安心を確保した
うえで省エネの推進と街灯を管理する団体（町会等）の負担軽減を図ります。
　
 　今年度は、LED灯具と省エネルギーへの理解を得てもらうため、既存の街
灯に替えて、LED街灯（10W）を試験設置することにより、照度や節電効果を
実際に確認してもらう機会をつくります。
　
　また、街灯の設置状況を調査するほか、街灯を管理する町会等と協議を行
いながら、「街灯のLED化推進計画書」を作成します。
　

＜構成する主な事務事業＞
　　・街灯LED化推進試行事業　  2,200千円
　　・街灯設置状況調査事業（緊急地域雇用創出対策事業）　　5,091千円

・街灯のLED化推進計画書の作成
―

5

ごみ減量化の推進とリ
サイクル率の向上

（環境政策課）

　循環型社会の形成を図るうえで、燃やせるごみのリサイクルを推進すること
で、ごみの減量化とともにリサイクル率を高めていくための施策を展開してい
きます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・古紙類行政回収事業
　　（燃やせないごみの収集回数を月2回から1回にし、古紙類の収集を月1回
　　　実施する。）
　　・生ごみ循環支援モデル事業　　　　　　　 4,995千円
　　・ダンボールコンポストモニター事業　　　　 315千円

・古紙類行政回収量
　　　　目標値（H24）　1,300トン

・生ごみ循環支援モデル事業による生ごみ
減量実績【AP】
　　　　目標値（H24）　　 11トン

・ダンボールコンポストモニター事業による
生ごみ減量実績【AP】
　　　　目標値（H24）　    5トン

・平成25年度にリサイクル率14.9％を達成す
るために、平成24年度は家庭からの古紙類
のリサイクル及び生ごみのたい肥化等の推
進などにより、リサイクル率を13.4％にまで
引き上げます。【AP】
　　　　基準値(H20)　 8.7％
　　　　目標値(H24)　13.4％
　　　　目標値(H25)  14.9％

3-(2)-7
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

6

街なかカラス対策の強
化

（環境政策課）

　市民や企業などからの意見・要望を踏まえ、実効性のあるカラス対策に取り
組みます。
  市街地の高層建物の屋上等へのテグスの設置については、建物管理者の
負担の軽減を図り、件数を確保します。

　構成する主な事務事業
　　・街なかカラス対策事業　　 5,966千円
　　・黄色防鳥ネット設置事業   1,200千円
　　・カラス駆除対策事業　　　　6,614千円

※この他、以下の対策など、全庁的なカラス対策を実施している。
　　・農政課　農村部での銃器によるカラス捕獲
　　・道路維持課　糞害による歩道清掃
　　・公園緑地課　冬のねぐらとなる弘前公園外堀へのテグス設置

・市街地の高層建築物の屋上等へのテグス
設置件数
　　　　目標値（H24）　25棟

・カラス一斉追い払い参加者数
　　　　目標値（H24）　250人

3-(1)-11

7
「総合窓口」の開設

（市民課）

　窓口改革運動の実施について、昨年度は、4月から本庁舎玄関付近にお客
様案内係を配置し、総合的な案内を行っているほか、6月からは市民課の隣
に税証明発行窓口を新設して、税務関係証明書を発行しております。
　引き続き、今年度は7月に、市民課の窓口をワンストップサービスを目指し
た「総合窓口」として開設します。

　総合窓口では、新たに導入する総合窓口システムを利用して、来庁した方
から聞き取りにより申請書等を作成し、これまでの市民課業務に加え、税務
関係証明書の発行も行います。また、各種届出により関係課の手続きを自動
判断し、庁内電子申請機能により総合窓口で、税関係、福祉、年金、保険な
どの一部の手続きを行います。

　
＜構成する主な事務事業＞
　　・窓口改革事業　　　　20,565千円

・職員の窓口応対に不満を持っている市民
の割合値【AP】

　　　　基準値(H21)　17.9％
　　　　目標値(H24)　12.0％
　　　　目標値(H25)  10.0％

7-4



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

8

市民会館大規模改修の
実施

（市民との協働推進課）

　昭和39年に竣工し、市民に親しまれてきた市民会館は全体的な老朽化と、
市民ニーズに十分応えきれていない部分が多々あります。
　このことから、全体的な調査結果に基づき、劣化した箇所の改修と市民の
声を反映させた施設整備を進め、更に太陽光発電の導入や省エネルギー機
器の積極的導入を図りながら、平成25年12月の完成を目指します。

＜構成する主な事務事業＞
　　・弘前市民会館大規模改修工事監理委託料　    20,160千円
　　・弘前市民会館大規模改修工事   　　　         1,138,376千円

・省エネルギー関連達成目標
　　CO2排出量
　　　　基準(H22)　　100％
　　　　完成時目標　　75％

3-(2)-5

9

ＭＩＣＳ（汚水処理施設
共同整備）事業(※12)の
推進

（環境政策課）

　青森県の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ＭＩＣＳ（汚水処理施設共同整備）事
業について、弘前圏域定住自立圏の事業として当市が中心市として取り組
み、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して
整備を進めます。
　
＜構成する主な事務事業＞
　　・実施設計、地質調査等負担金　　　　　　11,500千円

・事業進捗割合（事業費ベース）
　　26年度完成予定
　　　　目標値（H24）　2.9％

3-(1)-4

10

市民主権による市政運
営（自治基本条例制定
事業）の推進

（市民との協働推進課）

　市民・議会・行政が情報を共有し、共にまちづくりに取り組んでいくための
ルールや仕組みを定めた自治基本条例を制定することにより、市民が主体の
協働によるまちづくりが更に推進されます。

　このことから、市民からの公募委員を含む検討委員会を設置し、条例の内
容について検討するとともに、市職員で組織する庁内プロジェクトチームを設
置し、平成25年度における提言書案（中間報告書）の検討に備え、独自に勉
強会や事例研究を行います。

　また、市民の皆様に条例への理解を深めてもらうための講演会や、市民の
皆様の意見や考えを十分反映させるためのアンケートを実施します。

　これらの取り組みを重ねながら、提言書案（中間報告書）の作成を目指し、
「活力のある、誇りの持てる弘前づくり」の体制を整備します。

＜構成する主な事務事業＞
　　・弘前市自治基本条例制定事業　　2,268千円

・提言書案（中間報告書）を作成します。
【AP】

1-8
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

11

東日本大震災からの復
旧・復興支援と被災者、
避難者支援及び災害対
策の強化拡充

（防災安全課）
（被災地支援対策室）

　被災地の復旧・復興、被災者や当市への避難者の新たなニーズを踏まえつ
つ、市民・NPO・民間事業所、周辺市町村などと連携・協働しながら、引き続き
支援に努めます。

　大規模災害などにおける避難体制の充実・強化に努めます。

　大震災の教訓や防災アセスメント(※13)により得られた被害想定などを基
に、弘前市地域防災計画の修正を行うとともに、災害時に迅速・円滑な食料
供給等を行うことができるよう、備蓄体制の構築に努めます。

　自主防災組織の結成・育成支援や地域リーダーの育成を行うことにより、
「自助力」、「共助力」を高めながら、地域防災力の向上に努めます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・被災地支援事業　　　　　　　　　 14,155千円
　　・地域防災力推進事業　　　 　　　　3,160千円
　　・防災まちづくり推進事業　 　 　　　1,337千円
　　・備蓄体制整備事業　　　　  　　　　5,300千円
　　・防災アセスメント調査事業　　 　15,000千円

・自主防災組織結成数【AP】
　　　　20団体以上／年

・災害協定締結事業所【AP】
　　　　基準値(H21) 　9事業所
　　　　目標値(H24)  16事業所
　　　　目標値(H25)  15事業所

・防災マイスター育成数【AP】
　　　　基準値（H23）  0人
　　　　目標値（H24） 20人

3-(2)-2
3-(2)-3
3-(2)-4

年度 締結数 総数
H21 - 9
H22 0 9
H23 5 14
H24 2 16

※アクションプラン2012における目標値(H25)は15

事業所ですが、H23年度末時点での実績が当初の

見込み数を超えたことから、部長実行宣言における

目標値(H24)を16事業所としたものです。

なお、目標値(H25)は、アクションプランの次回改

訂時に上方修正する予定です。



　健康福祉部長　葛西
かさい

　靖憲
やすのり

　健康福祉部理事　小田
おだ

　実
みのる

健康福祉部は、健康、介護、国保・年金に係る事務と、高齢者、障がい者、児童・母子、生活保護に係る福
祉事務所の事務を行っています。その中でも、平成24年度は、子育て支援・健康・生活保護施策を重点目標
として行ってまいります。

子育て支援については、平成25年度からの段階的導入が予定されている新たな子育て施策「子ども・子育
て新システム」において、すべての子ども・子育て家庭への支援を基本理念として掲げており、市町村は、新
システムの実施主体として、地域の実情に応じた給付・事業を実施することとされております。このような状況
を踏まえて、弘前市の特性を生かした子育て支援事業に取り組むため、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、子育てしやすい環境づくりを進めます。

次に健康に関しては、生活習慣病に起因した死亡者が依然として多く、平成22年都道府県別年齢調整死亡
率では青森県は、男女とも全国一高い値となっており、なかでも悪性新生物(がん)は男女とも全国1番目、心
疾患は男性が全国1番目、女性は8番目、脳血管疾患も男性が2番目、女性は3番目と、4年連続して総合ワー
スト1位の状況にあります。これらのことから、市ではがん検診を始めとする生活習慣病予防対策の充実に努
めるとともに、弘前大学と連携した市民の健康維持・増進対策、地域保健活動の整備等に積極的に取り組み、
「健幸ひろさき」の創出を目指します。

また、高齢化の進行に伴い、介護サービスを必要とする高齢者の増加が見込まれるため、介護予防事業の
強化により、健康寿命の延伸を図り、介護保険料の抑制に努めるほか、国民健康保険特別会計においても
保険料の抑制に努めながら安定した運営を目指します。

そのほか、当市の自殺による死亡は、平成17年度をピークに平成22年には全国水準を下回ることが出来ま
したが引き続き心の健康づくり対策を推進します。

後に、生活保護受給者の自立支援強化のため、受給者の就労を促進し、少しでも多くの方が生活保護か
ら自立できるよう支援してまいります。

【部長コメント】
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

　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、弘前
ならではの施策として、下記の事業に取り組み、子育てしやすい環境づくりを
進めます。

①子育てスマイル（住まいる）アップ補助事業
　子育てに適した住環境の創出と定住促進を図るため、子育て家庭が住宅を
新築・購入する場合や、リフォーム工事を行う場合に、かかる費用の一部を支
援します。

＜構成する主な事務事業＞
　　・子育てスマイル（住まいる）アップ補助金　　25,000千円

①補助件数【AP】　80件/年

②ワーク・ライフ・バランス啓発事業
　企業等に対し、育児休業や短時間勤務など、仕事と子育ての両立支援制度
の定着と、これらを利用しやすい職場環境の整備について働きかけ、仕事と
生活の調和、いわゆるワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。

＜構成する主な事務事業＞
　　・ワーク･ライフ･バランス啓発セミナー開催　　434千円

②ワーク・ライフ・バランス
　啓発セミナー開催【AP】　1回/年

③大学の力を活用した子育ち・子育て支援プログラム調査研究委託事業
　弘前大学をはじめとする高等教育機関との連携を深め、弘前ならではの子
育てしやすい環境づくりについて、調査研究を行い、子どもに関する施策のよ
り一層の充実を図ります。

＜構成する主な事務事業＞
　　・子育ち・子育て支援プログラム調査研究事業　　1,339千円

③調査研究【AP】 1件

【平成24年度　重点事業】

1

Smile弘前子育てマス
タープラン推進

（子育て支援課）

4-(1)-1
4-(1)-3-2



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

トワイライトステイ（夜間養護等）事業実施

　多くの保育所では概ね19時ころまでの延長保育を実施しています。それ以
降も仕事等で保育・養護を必要とする子どもを対象に、適切に養護できる施
設に事業を委託し、22時まで保育を行います。

＜構成する主な事務事業＞
　　・トワイライトステイ事業　　2,240千円

・実施施設数【AP】　1か所

・利用児童数【AP】　100人/年

モデル地区における放課後児童健全育成事業(※14)開設時間延長

・市内6地区を目処としてモデル地区を選定し、平日は放課後から18時まで、
土曜日と長期休業日は8時30分から18時までの開設時間の延長を実施しま
す。

・お盆期間（8月13日から8月15日まで）の保護者のニーズにこたえるため、市
内5か所程度で、なかよし会を開会します。

＜構成する主な事務事業＞
　　・放課後児童健全育成事業（時間延長分）　　2,931千円

・6地区で実施【AP】
　　　　目標値(H25) 　8地区

・5か所で開会【AP】

3

まちなか子育て支援セ
ンター(※15)の整備

（子育て支援課）

　子育て支援の拠点施設として、利便性が高く、誰もが集まりやすい「まちな
か」に、親子、親同士あるいは高齢者の方々が気軽に集って交流でき、さらに
子育てに関する不安や悩みの相談ができるような、多機能の「まちなか子育
て支援センター」を整備します。

子育て支援センターの設置場所と実施内容
について検討します。

4-(1)-4

4-(1)-22

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

（子育て支援課）
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

各種がん検診の受診率向上

　受診率の向上には、市民の方々の継続した受診が不可欠なことから、受付
方法を見直すほか、事業所健診等と市のがん検診の同時受診開始など、受
診しやすい環境整備に努めていきます。
　また、引き続き要精検受診勧奨の継続などの施策を展開し、より一層の受
診者増加に向け受診環境を整えるとともに、受診啓発の一環として、教育委
員会と連携し、児童生徒からの働きかけによる家族の受診啓発を行います。

＜構成する主な事務事業＞
　　・がん検診受診事業　508千円

・各種がん検診受診率【AP】
　　　　23.1％(前年比1.0ポイントアップ)
　　　　(アクションプランで掲げた目標どおり
　　　　達成を目指すもの)

　　　　目標値(H25) 　24.1％

5-6

弘前大学等との連携協力を得た地域の健康づくりの支援

　弘前大学の連携協力を得て、岩木地区・相馬地区健康増進プロジェクトを
継続して実施するとともに、全市的に推進するための核となる人材養成講座
を弘前大学に開設してもらい、地域の健康づくりについての研究と、合わせて
健康づくり教室等実践活動のリーダーとなる人材養成を推進するとともに、人
材を活用するためのシステムづくりを検討します。
　また、市民団体等の協力を得て、市内で開催されるイベントに参加し、食を
通じた健康づくりの啓発活動を行います。

＜構成する主な事務事業＞
　　・（仮称）健幸ひろさき人材育成講座開設事業　　17,000千円
　　・岩木・相馬地区健康増進プロジェクト推進事業　　2,761千円

・岩木プロジェクト健診の実施
　　（平成24年5～6月実施予定）

・相馬プロジェクト事業の実施
　　（平成24年4月～平成25年3月実施予定）

・弘前大学に講座開設
　　（平成24年4月）

・食をテーマとした健康づくり啓発活動の実
施
　　（平成24年秋実施予定）

5-11

介護保険料の抑制
　
　高齢化による介護サービスの利用者増に伴い、第5期介護保険料は全国的
に負担が増加しています。市の介護保険料は県内で も高い結果となりまし
たが、介護予防事業の強化により健康寿命の延伸を図るとともに、介護給付
適正化を推進し、第6期に向けて、介護保険料の抑制に努めます。

・自立して生活できる高齢者の割合（身の回
りのことができる高齢者の割合）【AP】
　　　　目標値(H24)  78.9％
　　　　目標値(H25)　79.4％

―

国民健康保険料の抑制

　国保特定健診及び特定保健指導等の保健事業を強化し健康増進を図ると
ともに、保険料の口座振替を推進する等収納率向上対策を実施し、国民健康
保険料の抑制に努めながら安定した国民健康保険財政を目指します。

・口座振替の推進
　①窓口来庁者への口座振替勧奨
　②国保新規加入者へ納付書を送る際に、
　　口座振替申込書を同封。
　③口座振替世帯数の割合
　　　　目標値(H24)　　26.0％

―

4

「健幸ひろさき」の創出

（健康推進課）
（介護保険課）
（福祉総務課）
（国保年金課）



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

5
こころの健康づくり対策

（健康推進課）

　自殺予防対策のポイントとなる「気づき・つなぎ・見守り」について、広く市民
に啓発するとともに、人材養成事業、強化モデル事業など、こころの健康づく
り対策を推進します。

＜構成する主な事務事業＞
　　・心の健康づくり事業　2,151千円

・平成23年度の調査結果を基に地域づくり
を推進する
　　　　目標値(H24)
　　　　　　講演会　　　　　　　2回
　　　　　　地区懇談会開催　2回
　　　　　　地区報告会開催　2回

5-5

6

生活保護受給者の自立
支援の強化

（生活福祉課）

　生活保護受給者の就労意欲を喚起し就労を支援するため、ケースワーカー
(※16)による支援に加え、「福祉から就労」支援事業及び「弘前市就労支援プ
ログラム」を実施し、生活保護受給者の自立支援を強化します。

　①「福祉から就労」支援事業
　　就労意欲がありながら就労できずにいる生活保護受給者が就労し生活保
護から自立できるよう、ケースワーカーと職業安定所の支援員が連携しなが
ら支援します。

　②「弘前市就労支援プログラム」
　　就労経験のない、又は少ない生活保護受給者について、ケースワーカー
と就労支援員が連携しながらアルバイトなどの就労体験を通して就労へ導
き、生活保護から自立できるよう支援します。

＜構成する主な事務事業＞
　　・就労支援事業　3,257千円

・生活保護から自立する人数
　　　　目標値(H24)　　年間30名以上

―
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【部長コメント】

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1

原子力発電所事故に対
応した農産物等の安
心・安全情報の発信

（農政課）

　農産物等に対する放射性物質のモニタリング調査を継続して実施し、弘前
産農産物及び加工品等の安心・安全性の証明及び情報を積極的に発信し、
風評被害防止に努めます。

弘前産のりんご、米、野菜等の農産物及び
加工品の風評被害防止を目指します。（農
産物等の消費、価格の維持）

―

農林部長

黒滝
くろたき

　　勇
いさむ

　農業の国際化、食生活の多様化、高齢化、核家族化や近年の景気低迷に加え、先に発生した東日本大震災とその後の社
会構造変化への対応など、農林業をとりまく内外の環境は、めまぐるしく変化しており、これらの環境変化に対応した、積極的
な情報の発信、人材の育成や生産基盤の充実、他産業との連携による新たな価値創造など、足腰の強い農業の確立が求め
られています。

　これらの課題への対応として平成24年度は、放射線モニタリング調査に基づく安全安心情報の発信、弘前産りんごのブラン
ド化・高付加価値化や地産地消、生産法人化等の推進、農業後継者・担い手の育成、りんごわい化栽培の促進、農業生産基
盤の整備などを着実に実行するとともに、農村地域での再生可能エネルギーの活用についても検討を進めてまいります。

【平成24年度　重点事業】



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

2

弘前産りんごのブランド
化・高付加価値化の確
立

（りんご課）

　弘前産りんごにおける、生産・加工・流通・販売・消費の全てを効果的に捉
え、関係団体と協力しながら弘前産りんごのブランド化及び高付加価値化の
確立を推進します。

　また、弘前産りんごのブランド化と観光資源とのマッチングにより「りんごの
まち弘前」のイメージアップを図ります。

　さらに、産地の顔を消費者に届ける効果的な体制づくりの推進とりんご生産
者の所得向上に努めます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・りんご農家直売活動支援事業　 　　　 1,500千円
　　・りんご販路拡大支援事業　　　　　    　6,500千円
　　・弘前産りんご消費拡大戦略事業　 　30,000千円
　　・りんご公園整備事業　　　　　　　       22,320千円
　　・りんご公園まつり事業　　　　　　       14,466千円

・弘前産りんごの販売額
　　　　基準値（過去5年平均）
　　　　　　 　　　　　　　 33,000百万円
　　　　目標値（H24）　34,400百万円

―

3

学校給食への地元産品
の利用促進

（農政課）

　地産地消の拡大のため、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、「学校給食
地元産品導入促進事業」を展開し、地元産品の学校給食への利用促進に努
めます。

　市内小中学校の学校給食へ食材を納入する業者に対し補助することで、月
1回以上、地元農作物を取り入れた加工品を給食に導入し、地元農作物の使
用頻度を増加させます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・学校給食地元産品導入促進事業　　1,800千円

地元農作物を使用した加工品を年間を通じ
て学校給食に導入し、安定した地産地消を
推進します。

2-(1)-12
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

4

集落営農や生産法人化
のモデル化支援

（農政課）

　ＪＡ及び関係者団体と連携しながら専門家の活用、支援による「集落営農支
援事業」を実施し、集落営農組織(※17)や生産法人化の推進と6次産業化の
促進に努めます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・集落営農等法人化支援事業　　　　400千円

・集落営農組織数（累計）【AP】
　　　　基準値(H21)　  26組織
　　　　目標値(H24)  　34組織
　　　　目標値(H25)  　35組織

・農業生産法人数（累計）【AP】
　　　　基準値(H21)  　27団体
　　　　目標値(H24)  　33団体
　　　　目標値(H25)  　36団体

2-(1)-9

5

りんごのわい化栽培の
促進

（りんご課）

　生産力の向上、及び生産の省力化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、「りんご園改植事
業」を実施し、わい化栽培の促進に努めます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・りんご園改植事業　　　　37,500千円

・わい化栽培率【AP】
　　　　基準値(H21)  16.4％
　　　　目標値(H24)  19.4％
　　　　目標値(H25)  20.0％

2-(1)-7

6

農業後継者・担い手育
成を全力で支援

（農政課）

　「担い手育成総合支援行動計画」に即した、農業後継者をはじめとする多様
な担い手の支援事業を実施し、後継者育成を全力で支援します。

＜構成する主な事務事業＞
　　・担い手等育成事業　　1,000千円

「担い手育成総合支援行動計画」に掲載し
た事業を着実に実行する。

・担い手等育成事業実施者数【AP】
　　　　10件／年

2-(1)-8

7

農業農村整備事業の充
実と再生可能エネル
ギーの活用

（農村整備課）

　農業振興を図るため、農地や農業用施設などの生産基盤の整備を充実さ
せるとともに、農業水利施設等既存施設の長寿命化などにより、施設の有効
活用を推進し、維持管理費の低減を図ってまいります。
　また、農村地域に豊富に賦存する小水力や太陽光などによる再生可能エネ
ルギーを利活用し、新たな価値の創出や地域の活性化に繋げてまいります。

＜構成する主な事務事業＞
　　・農地・水保全管理支払交付金　　　29,014千円

・農業生産の土台となる生産基盤の整備の
充実と農業用施設の維持管理費の低減

・再生可能エネルギー導入による新たな価
値の創出と地域の活性化

―



【部長コメント】

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1

仕事おこしなどによる産
業振興並びに企業誘致
の推進による雇用の拡
大

（商工労政課）

　仕事おこし、研究開発、起業化などの新たな取り組みに対する支援や、食
や伝統工芸を中心とする地場産業の振興に努め、企業の活性化と起業家の
育成を図ります。
　また、雇用効果の高い企業誘致については、ひろさき仕事おこし応援隊を
はじめ、さまざまな情報発信・収集等を強化し、集積の高い分野の企業等の
誘致に戦略的に取り組み、雇用の拡大に努めます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・仕事おこし・雇用創出事業　　　　　　　　　　　79,822千円
　　・ものづくり産業の振興　　　　　　　　　　　　　　  7,809千円
　　・研究開発・販路開拓支援　　　　　　　　         10,576千円
　　・創業・起業支援事業　　　　　　　　　　　          5,186千円
　　・農商工連携等による食産業育成　　　　     　19,694千円
　　・ひろさき仕事おこし応援隊情報交換会開催　 　832千円

・施策の取り組みによる新規雇用
         　  （商工業振興分累計）【AP】
　　　　基準値（H22）　　 57人
　　　　目標値（H24）　　226人
　　　　目標値(H25)   　 250人

・誘致企業従業者数【AP】
　　　　基準値(H22) 　 5,503人
　　　　目標値(H24)  　5,540人
　　　　目標値(H25)  　5,560人

2-(3)-2
2-(3)-3
2-(3)-7
2-(3)-8
2-(3)-9

商工観光部長

小田桐
おだぎり

　尚城
なおき

　商工観光部は、当地域における景気の回復や雇用環境が、依然として厳しい状況にあることから、地域経済の再生に向け
た商工業・サービス業の活性化を促すとともに雇用の拡大を図る施策を重点的に展開します。それには、豊富な地域資源を
活用した新商品開発や新たな販路拡大、農業分野との連携、起業化の試みに対して積極的に支援を施し、企業の活性化と
雇用の創出を図ってまいります。

　また、中心市街地の賑わいのある街づくりには、空き店舗対策や若者力を活かした事業の支援など活性化に向けた様々な
事業を官民一体で取組み、賑わいと魅力ある市街地の形成を図ってまいります。

【平成24年度　重点事業】
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

2

中心市街地の賑わいを
高める地域の魅力を活
かした街づくり推進

（商工労政課）

　商業環境の悪化や活力の低下が懸念される中心市街地に賑わいを取り戻
すため、中心市街地活性化基本計画(※18)を基に、関係団体と連携しながら
空き店舗対策や賑わいの創出に資する各種事業に取り組み、都市機能の充
実と当市の持つ地域特性や資源を活かした魅力あふれる街づくりを推進しま
す。

＜構成する主な事務事業＞
　　・ひろさき街中にぎわいリバイバルプラン実施支援事業　　3,000千円
　　・アートスペース創出事業　　　　　2,000千円
　　・店舗シェアリング支援事業 　　 13,200千円
　　・空き店舗活用支援事業　　　　  15,000千円
　　・「若者力」を活かした商店街パワーアップ支援事業　　　　3,100千円

・中心市街地歩行者・自転車通行量【AP】
　　　　基準値（H21）　　18,018人
　　　　目標値（H24）　　22,500人
　　　　目標値（H25）　　25,000人

・中心商店街空き店舗率【AP】
　　　　基準値（H21)  　12.8％
　　　　目標値（H24）  　 9.6％
　　　　目標値（H25）   　8.5％

3-(1)- 6
3-(1)- 7
3-(1)- 8
3-(1)-15
2-(3)- 9
2-(3)-10

3
雇用環境の改善

（商工労政課）

　雇用の拡大を図るため、県の基金を利用した緊急雇用創出事業を実施し、
236人の新規雇用を創出します。
　弘前就労支援センターを中心市街地に設置し、求職者に利便性を図るとと
もに、就職率の向上を図ります。
　

＜構成する主な事務事業＞
　　・実践型ジョブトレーニング事業　　　　147,000千円
　　　（市全体の緊急雇用創出事業）　　　　（319,566千円）
　　・弘前就労支援センター運営事業　　　　　　3,800千円

・新規求人数（弘前公共職業安定所管内）
　　　　基準値(H22)　　15,554人
　　　　目標値(H24)　　15,850人

2-(3)



【部長コメント】

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1

観光施策の充実

（観光物産課）
（国際広域観光課）

①街歩き観光の推進
　街歩きをキーワードに、人が歩く速さで街を見つめ直し、人と人とのふれあ
いを重視したにぎわいの創出や、おもてなしの心を持った受入体制の整備を
進めます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・第2回日本まちあるきフォーラム開催等街歩き観光推進事業　6,000千円
　　・ふるさとおもてなし案内人事業　　　　35,859千円

②秋・冬季観光の充実
　集客力の弱い秋・冬期間の魅力増進を図る事業を実施し、誘客促進に努め
ます。

＜構成する主な事務事業＞
　　　・（仮称）弘前りんごまつり事業　　　　30,000千円
　　　・冬を彩る光のまちづくり事業　　　　　10,000千円

・観光入込客数【AP】
　　　　基準値(H22)    455.1万人
　　　　目標値(H24)    450万人
　　　　目標値(H25)    500万人

・行祭事・イベント観光入込客数【AP】
　　　　基準値(H22)    485.3万人
　　　　目標値(H24)    490万人
　　　　目標値(H25)    550万人

・宿泊客数【AP】
　　　　基準値(H22)     33万人
　　　　目標値(H24)     36万人
　　　　目標値(H25)     42万人

2-(2)-1
2-(2)-2
2-(2)-3
2-(2)-4
2-(2)-5
2-(2)-7
2-(2)-8
2-(2)-10
2-(2)-11

観光局長

高木
たかぎ

伸
のぶ

剛
たけ

　観光局は、第2回日本まちあるきフォーラム開催などの事業を通じて街歩き観光を推進するとともに、集客力の弱い秋・冬期
間には（仮称）弘前りんごまつりや冬を彩る光のまちづくり事業等を実施して魅力増進と誘客に努めます。

　また、青森県内、環白神山地地域、北東北三県、函館を中心とした道南地域など広域での連携を推進して、魅力ある広域エ
リアの形成を目指します。

　インバウンド(※19)対策としては、中国、台湾、韓国など東アジア諸国の情報収集に努め、誘客促進を図るとともに、外国人観
光客の受入体制の整備を進めます。

　国指定史跡であり当市の貴重な観光資源である弘前公園については、「史跡津軽氏城跡弘前城跡整備計画」に基づき整備
するほか、通年観光を視野に入れ、さらなる利活用について、市民を交えて検討します。

【平成24年度　重点事業】
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1

観光施策の充実

（観光物産課）
（国際広域観光課）

③広域連携の推進
　広域連携を強化し、魅力ある圏域づくりを進めます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・津軽圏域観光推進事業　　　　8,447千円
      　 （津軽広域プロモーション事業等津軽圏域の連携）
　　・津軽海峡圏域観光推進事業　　　　2,687千円
　　　　（函館市、青森市等との連携）
　　・津軽・秋田県北圏域観光推進事業　　　　3,661千円
　　　　（白神山地観光活用推進事業、秋田内陸線・奥羽北線沿線連絡
　　　　　協議会等秋田県北との連携）

・観光消費による経済波及効果額【AP】
　　　　基準値(H20)   408億7百万円
　　　　目標値(H24)   480億円
　　　　目標値(H25)   530億円
  　※H24年度にH23年の経済波及効果額を
　　調査し基準値、目標値を修正後、
  　アクションプラン最終年のH25年で検証する。

2-(2)-1
2-(2)-2
2-(2)-3
2-(2)-4
2-(2)-5
2-(2)-7
2-(2)-8
2-(2)-10
2-(2)-11

2

インバウンド施策の強
化

（国際広域観光課）

　中国、台湾、韓国など東アジア諸国の情報収集に努め、誘客促進を図ると
ともに、外国人観光客の受入体制の整備を進めます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・インバウンドプロモーション事業　　　　23,530千円
　　　（各国展示会出席やエージェント訪問によるプロモーションの強化）
　　・インバウンド受入対策事業　　　　　　　6,748千円
　　　（外国語案内表記整備推進事業など、インバウンドのための受入環境
　　　の基盤整備）

・外国人宿泊者数【AP】
　　　　基準値(H22)   3,620人
　　　　目標値(H24)   4,800人
　　　　目標値(H25)   6,400人

2-(2)-6

3
弘前公園の整備

（公園緑地課）

　国指定史跡であるとともに、当市の貴重な観光施設でもある弘前公園を「史
跡津軽氏城跡弘前城跡整備計画」に基づき整備するほか、通年観光を視野
に入れ、さらなる利活用について、市民を交えて検討します。

＜構成する主な事務事業＞
　・弘前城本丸石垣整備事業事業　　　　6,100千円

・本丸石垣本体の発掘調査に着手

・弘前城公園活用推進検討会議
  開催回数【AP】　　　　3回

3-(1)-2



【部長コメント】

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1

通学路等における歩道
改修事業の推進

（土木課）

　歩道幅員が狭く、縁石及び電柱が通行や除雪の支障となっている通学路に
ついて、縁石の切り下げなども含めた段差の解消を図り、交通安全対策に努
めます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・歩道改修事業　     26,000千円

・歩道改修延長【AP】
　　　　 Ｌ＝400m(八幡宮線外2路線)

　　　　改修計画延長(H22～H25)
         　　　  Ｌ＝1,490m
　　　　 実績(H22～H23）
           　　　Ｌ＝  675m

3-(1)-3

建設部長

佐々木
ささき

　 衛
まもる

  誰もが安全・安心に利用できる歩道の改修を進めるほか、地域に密着した生活道路の側溝改修や舗装補修を行い、市民に
やさしい道路環境の改善に努めます。

　除排雪事業では、引き続き市民との協働による間口処理対策を進めるとともに、降雪期以外の維持補修業務を加えた地域
維持型契約方式(※20)を段階的に導入するほか、自然エネルギーを活用した生活道路等の融雪に関する社会実験を行いま
す。

　県と市が連携して土淵川の水辺とその周辺を一体的に整備することで、市民や観光客がまち歩きを楽しめる空間をつくり、
中心市街地の回遊性を向上させます。

　公営住宅の整備においては、青葉団地の老朽化が進んでいることから、建替のための地質調査や民間活力を導入した実
施事業者を決定します。

【平成24年度　重点事業】
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

2

市民協働による総合的
な雪対策の推進

（道路維持課）

　除排雪業務については、工区の広域化と集約化を定着させるとともに共同
企業体(※21)の安定的・効率的運用を図るため、降雪期以外の維持補修業務
を加えた地域維持型契約方式を段階的に導入していきます。
　併せて、将来においても雪を克服し快適な市民生活が送れるよう、自然エ
ネルギー（地中熱）を活用した生活道路等の融雪に関する社会実験を行いま
す。
　その他、間口除雪など市民と協働の雪処理、消流雪溝整備は、引き続き推
進し総合的な雪対策に取り組んでいきます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・間口除雪事業　       　 　1,500千円
　　・消流雪溝整備事業  　  53,100千円

・維持補修業務を加えた除排雪業務の実施

・生活道路等の融雪社会実験の実施

・間口除雪の実施町会【AP】
　　　　15町会
　　　　目標(H25)   20町会

・消流雪溝整備事業【AP】
　　　　Ｌ＝440m
   　　　　　Ⅲ期計画整備延長(H23～H25)
                               Ｌ＝  1.0km

3-(1)-3

3

道路側溝整備の推進

（土木課）
（道路維持課）

　側溝の計画的な整備により、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。

＜構成する主な事務事業＞
　　・道路維持・補修事業　　　　　　　　　　　　106,300千円
　　・道路新設改良事業（側溝新設等）　        22,800千円

・側溝整備延長　　Ｌ＝3,450m

　（内訳）
　　①道路維持・補修事業
　　　　　　　　　　　　　 Ｌ＝3,090m
　　②道路新設改良事業
　　　  　側溝新設等　Ｌ＝360m

3-(1)-3

4

土淵川環境整備連携事
業の推進

（土木課）

　市民や観光客が気軽に「まち歩き」できる水辺空間とまち空間の融合を目
指し、県と市が連携して、土淵川と土手町地区周辺の道路・緑地等の環境整
備を一体的に行い、地域の活性化と観光振興につなげます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・土淵川環境整備連携事業　　　　　33,000千円
　　・橋詰広場、道路照明灯の整備及び周辺道路の改良

・蓬莱橋橋詰広場の整備
　
・道路照明灯の整備
　
・周辺道路の改良
　　(中土手町と昇天教会を結ぶ道路）

-

5

青葉団地市営住宅建替
事業の推進

（建築住宅課）

  老朽化した青葉団地市営住宅の建替えを行うため、地質調査や民間活力
を導入した実施事業者の決定をします。

＜構成する主な事務事業＞
　　・地質調査　　　　　　　　　　 5,240千円
　　・事業者選定関連調査　　 3,060千円

・地質調査の実施

・実施事業者の決定
-



【部長コメント】

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1

景観計画に基づく施策
の展開

（都市計画課）
（区画整理課）

　平成24年6月に施行予定の景観計画に基づき、弘前ならではの景観を守
り、創り、育てるための施策を推進します。

　また、景観計画及び景観計画と同時に施行を予定する景観条例や屋外広
告物条例について、市民や事業者に対する啓発及び制度普及を図り、市民と
の協働による弘前ならではの景観形成を目指します。

＜構成する主な事務事業＞
　・景観重要建造物(※25)保存・改修費助成制度創設（予算枠3,000千円）

・景観に関する啓発
　　景観フォーラム【ＡＰ】
　　　参加者数　100名

3-(1)-1

都市整備部長

澤
さわ

頭
がしら

　潤
じゅん

　まちの魅力向上に向けた取り組みとして、今年６月に施行される景観計画(※22)に基づき、弘前ならではの景観を守り、創り、
育てるための施策を推進するとともに、中心市街地のにぎわい創出を図るための社会実験やまちなかの円滑な交通につな
がる道路整備、良好な市街地形成のための土地区画整理事業を行います。
 　また、安全・安心な暮らしに向けて、既存建築物に対する各種支援事業や老朽家屋等の危害防止対策、公共交通の利用
促進対策に取り組みます。
　さらに、持続可能な環境配慮型のまちづくりに向け、都市計画マスタープラン(※23)やスマートシティ構想(※24)の策定を進めま
す。
　これらの施策を着実に推進し、市民がいつまでも安全・安心に、そして快適に暮らせるような魅力あるまちを目指します。

【平成24年度　重点事業】
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

2

中心市街地活性化に向
けた社会実験の実施

（都市計画課）

　中心市街地のにぎわい創出を目的として、弘前公園来場者を中心市街地
に誘導する試みなど、以下の3つの社会実験を行います。

・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
・公園利用者に対する駅・土手町周辺駐車場駐車料金の割引
・中心市街地駐車スペース確保、巡回バス運行

＜構成する主な事務事業＞
　・ライド・トゥー・パーク(※26)社会実験事業　　　15,000千円

・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【ＡＰ】　　実験回数3回

・公園利用者に対する駅・土手町周辺駐車
場駐車料金の割引【ＡＰ】　　実験回数2回

・中心市街地駐車スペース確保、巡回バス
運行【ＡＰ】　　　実験回数1回

3-(1)-9

3

県と連携した道路整備
の推進

（都市計画課）

　まちなかの円滑な交通と歩行者の安全性を確保するため、県との連携によ
り、山道町交差点から県道石川土手町線を結ぶ道路整備を効率的に実施し
ます。

＜構成する主な事務事業＞
　・住吉山道町線道路整備事業　　　　127,000千円

・平成24年度末事業進捗率　　11．3％ －

4

弘前駅前北地区土地区
画整理事業の推進

（区画整理課）

　無秩序な市街地形態の改善と、まちなか居住の推進を図り、中心市街地に
ふさわしいまちづくりを進めます。

＜構成する主な事務事業＞
　・弘前駅前北地区土地区画整理事業　　　　1,999,320千円

・平成24年度末事業進捗率　　75％ －

5

建築指導業務を通じた
安全安心で快適なまち
づくりの推進

（建築指導課）

　建築確認業務の着実な推進

　既存の建築物への各種支援等を実施し、安全安心で快適なまちづくりを推
進します。

＜構成する主な事務事業＞
　・安全安心住宅ﾘﾌｫｰﾑ促進支援事業費補助金等　　　7,560千円

・完了検査実施率の向上　　　90％

・支援事業の利用棟数　　30棟以上
－



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

6

老朽家屋等による危害
の防止

（建築指導課）

　老朽家屋等による危害の発生を防止し、地域の安全安心の確保と生活環
境の保全に取り組みます。

・空き家、危険家屋等対策検討会を設置

・対応方針の策定
－

7

新たな交通手段を取り
入れた交通体系の構築
及び公共交通の利用促
進

（都市計画課）

　持続可能な公共交通体系を構築するための実証運行や、自転車の利用環
境向上に向けた取り組みを実施します。
　また、市内路線バス及び弘南鉄道大鰐線の利用促進事業を展開します。

＜構成する主な事務事業＞
　・地域公共交通再生モデル事業　　　19,362千円

・実証運行実施地区【ＡＰ】　2地区

・自転車利用環境研究会開催回数【ＡＰ】
年3回

3-(1)-14
3-(1)-19

8

都市計画マスタープラ
ン策定事務

（都市計画課）

　都市づくりの将来ビジョンを確立するとともに、その実現のため、土地利用
の規制・誘導、都市施設の整備など、市の都市計画に関する基本的な方針
の策定を進めます。
　平成24年度は、目指すべき都市の姿やその実現のための目標など、全体
構想の策定を進めます。

＜構成する主な事務事業＞
　・都市計画マスタープラン検討会議経費　　　　498千円

・マスタープラン策定に係る関係機関との協
議
（マスタープラン検討会議等）　　3回

－

9

弘前型スマートシティ構
想の構築

(まちづくり推進監）

　平成24年度内に、弘前型スマートシティ・マスタープランを策定します。
　同時に、弘前型スマートシティに賛同される企業の協議会を発足させ、具体
的な取り組みのアクション・プログラムの検討に着手します。

・弘前型スマートシティ・マスタープラン策定

・参画企業による協議会の設立
3-(2)-9
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　【部長コメント】

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1

窓口市民サービスの充
実

（民生課・総務課）

　市民の最も身近な総合窓口として、本庁所管部課及び関係団体等とも連携
をしながら、総合支所職員が一丸となり、懇切丁寧にスピード感をもって対応
します。

　総合支所２課（民生課・総務課）の連携を強化し、必要に応じて現場に出向
くなど市民との直接対話に努めます。

　関係団体等が主催する会議等の機会をと
らえ、積極的に参加して、情報交換を行いま
す。
　
・関係団体等会議参加　　13回／年

7-4

岩木総合支所長

藤田
ふじた

　　稔
みのる

　岩木総合支所は、「総務課」「民生課」の２課で構成され、総務、農林、市民、健康福祉の４部門の業務を柱とした受付、窓口
業務を担当しており、本庁所管部課と連携しながら住民サービスを行っております。

　支所を訪れる市民の方々には、全職員が懇切丁寧な対応を常に心がけ、スピード感をもって行政サービスの向上を図ると
共に、市民からの相談や要望等に対しては、直接対話を通して市民生活へ貢献できるよう努めてまいります。

　岩木地区の活性化を図るため、平成２３年２月に策定した「岩木地区活性化推進計画」に基づき、津軽のシンボル岩木山を
中心とした、多くの観光資源やお山参詣、岩木山神社をはじめ、地域が誇る伝統行事、文化遺産等これらの地域資産を活か
した活性化事業の支援を推進すると共に、高齢者等の福祉の増進事業を継続してまいります。

　岩木庁舎に市民が安心して足を運べるよう、庁舎の安全で適切な維持管理に努めながら、更なるＣＯ2と電力使用量の削減
を目指し、一層の省エネ対策に取り組みます。

　岩木庁舎の効率的な管理運用を図るため、耐震補強・改修工事の実施設計を行い、ユニバーサルデザイン(※27)等を取り入
れた庁舎のリニューアルに着手します。

【平成24年度　重点事業】



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

2
岩木地区活性化の推進

（総務課・民生課）

　平成23年2月に策定した「岩木地区活性化推進計画」の進行状況の評価・
点検を実施し、その結果を岩木地区意見交換会で報告するとともに、活性化
につながる意見や提言を受け、活性化事業の展開を進めます。

　「外出支援サービス事業」及び「岩木ふれあいセンター高齢者利用支援事
業」を継続します。

　地区住民との調整役として積極的に取り
組み「岩木地区活性化事業」の推進を図り
ます。

・岩木地区活性化事業着手率【AP】 　100％

・「岩木地区活性化推進計画」の進行管理と
ともに地区住民との意見交換会を年1回以
上開催します。【AP】

3-(1)-5

3

庁舎の維持管理・省エ
ネルギー対策の推進

（総務課）

　来庁する市民の安全を確保するため、庁舎の適切な維持管理に努めます。

　節電や適切な空調管理など、更なる省エネ対策の強化を図ります。

・電力使用量の削減
　　基準値（H22）　247,223KW
　　目標値（H24）　222,500KW
　　　　　　　（10％削減）

－

4

岩木庁舎の改修リ
ニューアル

（総務課）

　平成２３年度に実施した「岩木庁舎建築総合調査」の結果に基づき、耐震改
修等庁舎の恒久的な利活用を図るとともに、ユニバーサルデザインの推進及
び省エネルギーを取り入れた、岩木庁舎の改修リニューアルに取り組みま
す。

・改修計画全体の実施計画を策定します。
3-(1)-12
3-(2)-5
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　　　　【部長コメント】

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1

(仮称)相馬地区住民ふ
れあいセンター建設事
業

（総務課）

　（仮称）相馬地区住民ふれあいセンター整備事業は、行政サービス向上及
び地域住民交流の相乗的な活性化を図ることを目的に、今年度から本格的
に着工したことから、今後も計画的に整備を進め、平成25年度までに整備完
了を目指します。
  平成24年度は、相馬地区の新たな顔として活用される施設として運営計画
を作成し、開設に向けた体制づくりを進めます。

＜構成する主な事務事業＞
　・(仮称)相馬地区住民ふれあいセンター建設事業
　　　　　　　　　　　　　　予算額　552,405千円
　　　　　　　　　　　　　　繰越額　291,500千円
　　　　　　　　　　　　　　 合　計　843,905千円

・ふれあいセンター運営計画作成

・ふれあいセンター建設工事(建築工事)

・ふれあいセンター建設工事
　　　　　　　　　(機械設備工事)
　
・ふれあいセンター建設工事
　　　　　　　　　(電気設備工事)

・外構工事１期

・動力装置等設置工事

6-3

合併戦略プ
ロジェクト

(2)-3

相馬総合支所長

種
たね

澤
さわ

　信一
しんいち

【平成24年度　重点事業】

相馬総合支所は、総務、農林、市民、税務、健康福祉部門などの業務を所管しており、窓口のワンストップサービ
スの実施や、本庁所管部課並びに関係機関との連携を図り、スピード感を持って市民サービスに努めています。

相馬地区活性化事業の推進については、弘前市旧相馬村区域過疎地域自立促進計画に基づき、事業計画を着
実に推進してまいります。

また、「（仮称）相馬地区住民ふれあいセンター建設事業」は早期完成を目指し、複合施設として行政サービスの
向上及び地域住民の相乗的な活性化を図り、誰もが気軽に立ち寄れる交流の場としての利活用に努めます。

さらに、豊かな自然環境と地域特性を活かした体験型観光資源の調査研究を行い、地域の活性化に努めます。



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

2
受付・窓口業務の充実

（総務課・民生課）

　市民に身近な総合支所として、平成23年4月より二課を1階フロアへ集約し
たことから、職員間はもちろんのこと、二課がポジションを越えて協力し合い、
スピード感のある対応をします。また、職員個人の接遇意識の向上、エリア担
当制度を併用し、関係部課との更なる情報共有を図り、窓口サービスの向上
に努めます。

・接遇等窓口向上サービス研修の実施
　2回/年

7-4

3
過疎計画による相馬地
区活性化事業の推進
（総務課）

　弘前市旧相馬村区域過疎自立促進計画に基づき、関係部課との情報の共
有及び連携を図るなど総合調整を進め、施策事業の遂行に努め、地域の活
性化対策を促進します。

・意見交換会の開催【AP】　　1回/年 3-(1)-5

4

相馬地区における福祉
バス運営事業

（民生課）

　相馬地区では、公共交通に恵まれない過疎地に指定されていることからも、
福祉関係団体の活動を支援するため、福祉バスを継続して運行するととも
に、さらに地域の活性化を図るため、団体や目的の検討により利用対象者の
拡大に努めます。

＜構成する主な事務事業＞
　・福祉バス運営事業　　　　920千円

・運行回数　　40 回/年 3-(1)-5

5

相馬地区資源利活用検
討事業

（総務課）

　相馬地区の、豊かな自然環境と地域の特性を活かした体験型観光資源の
調査研究を行い、地域の活性化に努めます。

＜構成する主な事務事業＞
　・相馬地区資源利活用検討事業　　　　1,000千円

・新たな観光資源の調査研究 －
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　　　　【部長コメント】

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1
経営健全化の確立

（総務課）

　病院改革プランに基づき、引き続き病院職員一丸となって収支改善等に取
り組み、経営の健全化を図ります。また、外部コンサルタントを導入し、材料
費の削減に努めます。
　経営形態については、地方公営企業法の現行の一部適用から全部適用に
移行する準備を進めます。

＜構成する主な事務事業＞
　・病院の経営健全化対策事業　6,341千円
　　（経営改善サポート業務委託　6,341千円）

・病院改革プランに基づき、平成24年度末
の不良債務の解消に努めます。

－

市立病院事務局長

櫻田
さくらだ

　 靖
やすし

【平成24年度　重点事業】

市立病院は、弘前市民の健康を守る中核病院として、安心な市民生活に欠かせない救急医療や安全で質の高い
医療を提供する役割を担っています。

地域の中核病院としての役割・機能を維持し、責務を果たしていくため、平成２１年３月に策定した「弘前市立病院
改革プラン」を基に、外部コンサルタントを活用しながら、職員一丸となって経営改善に取り組み、早期の経営健全
化に努めていきます。

今後とも、医師や看護師等医療従事者の確保を図るとともに、省エネルギー対策にも配慮しながら、災害拠点病
院としての施設の機能充実・耐震化整備を計画的に進めていきます。

また、受診される方の利便性向上のため、診療費の支払方法について、これまでの現金払いに加えて、クレジット
カードでの支払いができるようにします。



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

2

災害拠点病院としての
機能充実・強化

（総務課）

１ 施設の機能充実
　県の補助事業を活用し、停電時においても安全に手術を行うことができるよ
う無停電電源装置を整備します。

＜構成する主な事務事業＞
　・災害拠点病院等施設・設備整備事業　34,000千円
　　（無停電電源装置整備　34,000千円）
　
２ 施設の耐震化整備
　施設の耐震強度を高めるため、耐震化整備を行います。

＜構成する主な事務事業＞
　・市立病院耐震化整備事業　40,000千円
　　（建築総合調査委託　40,000千円）

・無停電電源装置を整備します。

・建築総合調査を実施します。
－

3

医師事務作業補助業務
の拡大

（医事課）

　医師が現在行っている診断書等の文書作成や診療記録の入力業務などの
事務作業を補助するため、昨年度は補助者を4人配置しました。今年度は3人
増員して合計7人とし、更に医師の負担軽減を図ります。

＜構成する主な事務事業＞
　・医師事務作業補助事業　　5,015千円

・医師事務作業補助者を3人増員します。 －

4

クレジットカード払いの
導入

（医事課）

　診療費の支払方法について、これまでの現金支払いに加えて、クレジット
カードでの支払いができるようにします。

＜構成する主な事務事業＞
　・クレジットカード払い導入事業　　1,030千円

・クレジットカード払いを導入します。 －
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

5

医師、看護師等医療従事
者の充実

（総務課）

　医師については、二次救急医療(※28)輪番病院として患者受け入れ体制を
維持するため、医師の確保に努めます。

　看護師については、入院患者が増加しても7対1の手厚い看護体制を維持
できるように取り組みます。

・年間を通じて、7対1の看護体制を確保しま
す。

－

6
省エネルギー対策の推進

（総務課）
　エスコ事業(※29)の導入に向けて検討し、準備を進めます。

・平成24年度にエスコ事業導入の可能性を
検討します。

3-(2)-5



【部長コメント】

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1
窓口収納業務の適正化

（会計課）

　出納員、分任出納員の業務について徹底を図るため研修を実施し、公金取
り扱いの意識を高めます。

　窓口における現金収納の適正な取り扱いを周知し、事故防止に努めます。

・窓口収納における不明金（過大、過少収
納）の発生件数　　0件／年

・公金の事故　　0件/年

－

会計管理者

大谷
おおたに

　雅行
まさゆき

　会計管理者の職務は、会計事務の適切な処理と公金の確実な運用と保管に努めることであります。

　行政のしごとは複雑・多岐にわたりますが、収納に始まり支払で完結する側面があります。従って会計事務は市政運営の基
礎的な役割を担い、行政活動にとって必要不可欠な業務であります。

　会計事務の執行に当たっては、公金が市民の貴重な税などによることを深く認識し、出納員等に対し会計事務の重要性の
更なる認識を図り、事務処理の正確さを高めてまいります。

　また、保管管理する資金については、安全・確実を第一として資金管理を行ってまいります。

【平成24年度　重点事業】

金
庫
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

2

支出命令等の書類不備
の改善による支払業務
の適正化、効率化

（会計課）

　会計事務に係る「支出命令等作成の手引」に基づき、事務の更なる適正化
を図るとともに、　課ごとの書類不備による返戻については、当該課に直接働
きかけるなど指導を強めます。

　各課の担当事務職員を対象とした会計事務の研修会を実施し、事務処理
能力を高めます。

・書類不備による各課への返戻件数を全体
の1％/年以下とし、次年度は0件とする

＊平成23年度実績
　　支払証書審査件数　98,172件
　　内返却件数　　　　　　1,968件（2％）

－

3
公金の適切な管理運用

（会計課）

　公金の保管については、「弘前市資金管理及び資金運用基準」に基づき、
最も安全・確実かつ有利な方法による運用を行います。

－ －



　　　　【部長コメント】

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1

公共下水処理場と流域
下水処理場の統合の推
進

（工務課・下水道施設
課）

　 下水道事業の効率性向上や、改築更新費、維持管理費、人件費等の削減
及び、より耐震性の高い施設での安定した下水処理を図るため、隣接してい
る市下水処理場と県岩木川浄化センターの統合を目指します。

＜構成する主な事務事業＞
　・下水処理場統合計画策定業務委託　　10,000千円

・下水処理場統合計画策定 3-(1)-4

上下水道部長

工藤
くどう

　富市
とみいち

【平成24年度　重点事業】

上下水道部は、安心・安全な生活用水を市民に供給するとともに、快適な生活環境を保つための下水道整備を行
い、市民生活における重要なライフラインの構築を行っています。昨年の東日本大震災では、弘前市の上下水道施
設は大きな被害を受けませんでしたが、大震災を教訓として、より一層災害に強い施設の構築を進めていく必要が
あります。

水道施設では、老朽管を耐震管に取り替えていくほか、老朽化の著しい配水池の耐震化事業を進めていきます。
また、緊急時に備えるため、水道施設の監視機能強化を図っていきます。

下水道施設では、下水道事業の効率性向上や安定した下水処理のために、市の下水処理場と隣接している青森
県岩木川浄化センターの統合を目指して、県や国との協議を進めていきます。

45



46

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

2
民間委託化の推進

（総務課）

　限られた人員や予算の中での、水道事業の効率的な運営のため、民間委
託導入の可能性及び水道事業の今後のあるべき姿について検討を行いま
す。
 
＜構成する主な事務事業＞
　・（仮称）水道事業民営化可能性検討会議設置　234千円

・（仮称）水道事業民営化可能性検討会議
　　　　年2回開催

3-(1)-16

3

水の安定供給と施設管
理効率化の推進

（工務課）

　井戸水源の水質が悪化したため、維持管理費が増大している東目屋地区
の浄水施設を廃止し、百沢配水池から耐震管を布設し給水します。これによ
り、安定した水の供給と改築更新費、維持管理費等の低減、並びに耐震化を
図ります。

＜構成する主な事務事業＞
　・東目屋百沢地区送水管整備事業　　99,372千円(H24年度分）

・東目屋百沢地区送水管整備事業
　Ｌ＝1,150ｍ

－

4

安心・安全な水道水の
供給に向けた老朽施設
更新の促進

（上水道施設課）

　老朽化した樋の口浄水場の中央監視制御設備を更新し、市町村合併以
来、分散している、水道施設監視装置の統合及び機能強化を図ります。

＜構成する主な事務事業＞
　・水道施設中央監視制御設備更新事業　　261,914千円(H24年度分）

・水道施設中央監視制御設備の一部構築

・岩木地区現場機器一部設置

・相馬地区現場機器設置

－

5

災害に強い水道施設の構
築に向けた耐震化の促進

（工務課）

　老朽化した配水管や重要給水施設に水を供給する主要管路の耐震化を図
ります。
  また、 原ヶ平配水池の老朽化の著しい№1．2号配水池に替わり、新たに現
行の耐震基準に合致した配水池を築造します。

＜構成する主な事務事業＞
　・老朽管更新事業　　　　　140,000千円(H24年度分）
　・主要管路耐震化事業　　　60,000千円(H24年度分）
　・配水池改築事業　　　　　　39,650千円(H24年度分）

・老朽管更新事業
　　L=420ｍ

・主要管路耐震化事業
　　L=650ｍ

・配水池耐震化事業
　　実施設計
　　用地購入

－



【部長コメント】

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1

中学校区を基盤とした
学校力・学区力・地域力
の向上

「夢実現ひろさき教育創
生事業」

（学務課・指導課・文化
財保護課・保健体育課・
中央公民館）

【ＩＣＴ(※30)活用による小中連携推進事業】（学務課）
　学校間の連携の一助として、テレビ会議システムを活用し、市内の児童生
徒間及び他市町村の児童生徒とのコミュニケーションを深めるとともに、教職
員の交流にも活用する。
　また、中学校区内の小学校が連携することで、児童が同じ中学校に進学す
る他校の児童を、また、中学校との交流では、進学する中学校の状況を知る
ことができ、中学校進学時の不安を解消する。
　さらに、小中連携教育の効果として、学力の向上、問題行動の減少などが
報告されていることから、この事業を進めることでアクションプランの目指す姿
だけでなく、弘前市教育振興基本計画の取組に対する効果、さらに、テレビ会
議システムの活用による教職員のICT活用能力の向上を図る。

＜構成する主な事務事業＞
　・機器導入　　　　　　　　　　　　2,481千円
　・システム運用支援委託　　　 2,100千円

・学校間におけるテレビ会議システム活用
回数【AP】：
　　目標値(H24)　延３回／年
　　目標値(H25)　延８回／年

4-(2)-15

教育部長

野呂
のろ

　雅仁
まさひと

　当教育委員会では、平成２４年度からの新たな取組みとして、市内１６の中学校区を基盤とし、小・中学校、保護者、地域が
一体となって、「地域とともにある学校の実現」や「義務教育９年間を貫く“育ちと学び”の環境づくり」を目指す「夢実現ひろさき
教育創生事業」を実施します。
　このほか、平成２３年度において実施した各事業についても、的確なフォローアップを図りながら引き続き取り組み、『夢実現
弘前教育プラン（弘前市教育振興基本計画）』において弘前市が目指す教育として掲げる三つの“つ”、
　　○自分が新しい自分をつくる（創る）教育
　　○これまでと今、そしてこれからをつなぐ（繋ぐ）教育
　　○心と心をつむぐ（紡ぐ）教育
の実現に向けて、総合的、計画的に施策を推進してまいります。
　なお、本宣言は教育委員会が自ら定めた計画の達成に向け、主体的、具体的に取り組むという決意に基づいた「教育委員
会としての宣言」です。

【平成24年度　重点事業】

47



48

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

【小中連携教育推進事業】（指導課）
　「小中連携教育プラン」の作成により、小・中学校教員の参画意識を高め、
組織的・計画的な取組の推進を図るとともに、「小中連携教育推進研修会」の
開催により、小・中学校間の円滑な連携・接続のための取組の在り方につい
て研修を深める。

＜構成する主な事務事業＞
　・「小中連携教育プラン」事業　　　　　　　　　　　－
　・「小中連携教育推進研修会」事業　　　　131千円

・平成24年度内での中学校区毎の「小中
　連携教育プラン」の作成【AP】

・「小中連携教育推進研修会」開催数
　【AP】：１回

【学校種間連携教育モデル地区事業費補助金】（指導課）
　中学校区からモデル地区を指定し、学校種間の円滑な連携・接続の在り方
についての先導的・先進的な研究及び事業に対して補助金を交付する。

＜構成する主な事務事業＞
　・「学校種間連携教育モデル地区事業費補助金」事業　　400千円

・学校種間の円滑な連携・接続の在り方
　についての先導的・先進的な研究によ
　る事例報告【AP】：２～４モデル地区

【小中連携教育推進事業費補助金】（指導課）
　モデル地区以外の中学校区における小・中学校間の円滑な連携・接続のた
めの取組を推進することを目的として、予算の範囲内において補助金を交付
する。

＜構成する主な事務事業＞
　・「小中連携教育推進事業費補助金」事業　　　700千円

・小・中学校間の円滑な連携・接続に関
　する事例報告【AP】：モデル地区以外
　の全中学校区

【中学校を支援する人材バンク活用事業】（中央公民館）
　各中学校で、人材バンク登録者に技術や技能などを披露してもらうととも
に、生徒にも体験させる。事業の日程調整やバンク登録者との交渉は、中学
校と中央公民館・中央公民館岩木館・中央公民館相馬館が協力して行う。

＜構成する主な事務事業＞
　・中学校を支援する人材バンク活用事業　　　320千円

・活動回数【AP】：48回／年

・登録者【AP】：150人／全市

中学校区を基盤とした
学校力・学区力・地域力
の向上

「夢実現ひろさき教育創
生事業」

（学務課・指導課・文化
財保護課・保健体育課・
中央公民館）

1 4-(2)-15



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

【史跡等公開活用事業】（文化財保護課）
　文化財の広報資料としてパンフレットやポスターを作成するとともに、市民や
小・中学生を対象に、発掘の調査成果等の現地公開や学習会、講演会等を
開催する。また、学校への出前講座等により学習支援を行う。

＜構成する主な事務事業＞
　・史跡等公開活用事業　　　1,200千円

・広報資料の作成（史跡堀越城跡・大森
　勝山遺跡）【AP】：パンフレット1万
　枚、ポスター500枚

・現地公開・学習会の開催（史跡堀越城
　跡等）【AP】：年８回程度

・講演会の開催（史跡堀越城跡・大森勝
　山遺跡）【AP】：年２回程度

【わがまちの歴史と文化探訪・紹介マップ事業】（文化財保護課）
　各中学校区の小・中学校でそれぞれ分担を決めて、自校の学区内を探索
し、文化財等について調査して成果をまとめる。中学校区内の各小・中学校
の調査資料を合本し、中学校区ごとの報告会を行う。

＜構成する主な事務事業＞
　・わがまちの歴史と文化探訪・紹介マップ事業　　　　　－

・25年度からの本格実施に向けて、24年
　度は試行的に実施：小学校１校、中学
　校区１地区

【ソフトボール指導事業】（保健体育課）
　平成24年度から、中学校１・２年の学校体育にソフトボールが必修科目とし
て設定されることから、中学校生徒への指導を行う。また、小学校からソフト
ボールに親しめるよう体育の授業に取り入れてもらうこととし、その指導に積
極的に関わっていくことで、小・中一貫指導を目指す。

＜構成する主な事務事業＞
　・はるかソフトボール夢事業　　　　　　2,500千円

・小・中学校へのキャリア教育やソフト
　ボールの実技指導を行うこととし、実
　施希望のある学校へスポーツ推進担当
　主査を派遣する。【AP】：週3回程度
　実施予定

4-(2)-15

中学校区を基盤とした
学校力・学区力・地域力
の向上

「夢実現ひろさき教育創
生事業」

（学務課・指導課・文化
財保護課・保健体育課・
中央公民館）

1
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

2

学力の向上などに向け
た取組の推進

（学務課）

【アクションプラン：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、小学校３学年まで適用している県の
33人学級と並行して、４学年以降についても、毎年１学年ずつＴ・Ｔ（ティーム・
ティーチング）(※31)等とともに実施し、小学校全学年の少人数学級化を目指
します。

＜構成する主な事務事業＞
　・小学校少人数学級拡充事業　　　　　20,815千円

・小学校４学年までは33人学級を実施
　し、５学年以降にはＴ・Ｔ等を実施

・小学校で33人学級を実施している学年
　の割合【AP】
　　基準値(H22)　33.3％
　　目標値(H24)　66.6％
　　目標値(H25)　83.3％

　（小学校全学年の33人学級化の達成目
　　標は、H26年度末）

4-(2)-3

【アクションプラン：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
むよう、ＡＬＴ（外国語指導助手）(※32)を1名増員するとともに、小学校２校をモ
デル校に指定する。

＜構成する主な事務事業＞
　・小学校実践英語教育モデル校実践研究事業　　　　5,178千円

・英語で簡単な挨拶やコミュニケーショ
　ンができる児童の割合【AP】：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）の
　割合【AP】：100％

・外国語活動の授業にＡＬＴが派遣され
　る回数【AP】：35回/年

【アクションプラン：英語活動支援員JET(※33)+1派遣事業】
　モデル校の実践研究から得た成果を他の小学生にも還元するため、英検２
級程度以上の日本人英語活動支援員を新たに１名採用し、モデル校以外の
児童が受ける外国語活動授業の質の差を少なくする。

＜構成する主な事務事業＞
　・英語活動支援員ＪＥＴ＋１派遣事業　　　　　1,284千円

・各小学校でのALT・英語活動支援員を
　含めた１校あたりの訪問回数【AP】：
　20回/１校

3

特色ある教育活動の推
進

（指導課）

4-(2)-7



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

・対話集会開催数【AP】：11回

・子ども会活動支援事業
　　モデル事例紹介等の情報提供
　　指導員の派遣【AP】
　　子ども会活動推進のための助成【AP】

　夏休み中に子ども会のリーダー養成のための宿泊研修事業を初級と上級
に分けて実施する。

　・子ども会リーダー養成事業（初級・上級）　　　　1,093千円

・子ども会リーダー養成事業：２回
　（７月下旬）

－

　中学生と高校生で構成する実行委員会により開催される子どもの祭典を共
催し支援する。

　・弘前市子どもの祭典共催負担金　　　　1,000千円

・子どもの祭典：１回（11月３日） －

5

競技スポーツジュニア
部門育成の強化

（保健体育課）

【アクションプラン：一流に触れるためのスポーツイベントの積極的誘致】
　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、試合等の開
催を支援する。また、キャリア支援も行う。

＜構成する主な事務事業＞
　・スポーツ人材雇用奨励事業　　　　24,000千円
　・トップアスリート招致支援事業　　 10,000千円

・スポーツ人材雇用奨励人数【AP】：
　　10人/年

・トップアスリート招致件数【AP】：
　　10件/年

4-(2)-13
4-(2)-14

4

青少年団体等の育成と
活動の支援

（生涯学習課・中央公民
館）

【アクションプラン：子ども会活動の活性化（地域コミュニティの復活）】
　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、対話集会の開催等により家庭や町会、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。

＜構成する主な事務事業＞
　・青少年育成委員等地区・学区対話集会　60千円
　・子ども会活動支援事業　　　　　            300千円

4-(1)-7
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

6

文化財の保存と整備の
充実
文化財の公開の充実

（文化財保護課）

【アクションプラン：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。

＜構成する主な事務事業＞
　・津軽歴史文化資料展示施設建設事業　　118,000千円
　・史跡津軽氏城跡堀越城跡整備事業　　  　 51,010千円
　・史跡津軽氏城跡土地買上事業　　　　　     61,708千円
　・弘前城跡本丸石垣発掘調査事業　　　　　   6,633千円

・津軽歴史文化資料展示施設建設に係る
　実施設計と用地整備

・史跡津軽氏城跡堀越城跡保存修理事業
　の実施

・弘前城本丸石垣整備に係る試掘調査

合併戦略
プロジェク

ト
(1)-3



　【部長コメント】

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1 農地流動化の推進

　農地情報を積極的に提供し、 農地流動化の推進と優良農地の保全・確保
に努めます。

　農業委員自ら農機具等を持ち寄って耕作放棄地の解消作業を行い、農地
の流動化へつなげます。
　
＜構成する主な事務事業＞
　・耕作放棄地解消モデル事業　　　622 千円

・農業ひろさきに毎月（年12回）掲載します。
【AP】

・市ホームページに通年で掲載します。
【AP】

・担い手への農地集積目標面積8,943ha
　（管内農地面積14,605ha）

・農地流動化の目標面積320ha
　（管内農地面積14,605ha）

2-(1)-9

農業委員会事務局長

山田
やまだ

　寿嗣
ひさし

　 農業者の公的代表である農業委員で構成する農業委員会は、農地の売買・貸借の許可業務などのほか農業者の地位向
上のための活動を行っております。
   現在、農業を取り巻く状況は、農業従事者の高齢化や後継者不足などにより耕作放棄地が増加傾向にあり、優良農地の
確保と有効利用に努めながら担い手の育成に取り組むことが求められています。

   そのため、農業委員会が発行する広報紙「農業ひろさき」や市ホームページなどを活用して積極的に農地情報を提供し、担
い手への農地集積を促進するほか、今年度は農業委員自らが農機具を持ち寄り耕作放棄地の解消作業を行い、農地の流
動化を進め優良農地の確保と有効利用に努めます。

   また、農業後継者の配偶者対策として「弘前市青年交流会実行委員会」が行う交流会活動への支援やマナー研修会の開
催、農業後継者の自覚を促し女性農業者の地位向上につながる「家族経営協定」の締結を推進するなど担い手の育成に努
めます。

   さらに、農業委員会活動への理解を深めてもらうため、地域に出向いての相談活動や情報発信をより積極的に行い、農業
委員会活動の「見える化」に努めます。

【平成24年度　重点事業】
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№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

2
耕作放棄地の調査と
再生利用

　管内農地の利用状況調査を実施し、耕作放棄地の早期発見に努め、所有
者に耕作を呼びかけます。

　市担い手育成総合支援協議会と連携し、補助事業を活用しながら農地の再
生利用を推進します。

＜構成する主な事務事業＞
　・耕作放棄地再生利用緊急対策交付金　　5,000 千円（見込額）

・年１回利用状況調査を行います。

・耕作放棄地の所有者に、
  耕作放棄地再生利用対策交付金の
  活用をPRします。

・耕作放棄地の解消目標面積 15 ｈａ
（管内耕作放棄地面積 237 ｈａ）

2-(1)-9

3
弘前市青年交流会
実行委員会活動への
支援

　弘前市青年交流会実行委員会が行う交流会活動を通じて、より多くの独身
男女が出会う機会を提供します。

＜構成する主な事務事業＞
　・出会い支援事業
　　 （弘前市青年交流会実行委員会事業費補助金）　　　750　千円

・交流会を年3回開催し、
　より多くのカップル誕生を目指します。
【AP】

2-(1)-8

4
独身農業後継者の
配偶者対策の推進

　独身農業後継者のコミュニケーション能力等の向上を図る研修会を開催し
ます。

　他団体が実施する研修会等の情報を積極的に提供します。

　農業委員会担い手育成推進委員とともに、新たな支援策の構築を図りま
す。
　
＜構成する主な事務事業＞
　・独身農業後継者マナー研修会事業　　　230 千円

・研修会の年1回開催や情報提供を通じて、
　独身農業後継者の意識改革につなげま
す。【AP】 2-(1)-8



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

5
家族経営協定の
締結推進

　経営方針や役割分担等を文書化する「家族経営協定」の締結を推進し、後
継者の自覚を促すとともに女性農業者の地位向上を支援します。

＜構成する主な事務事業＞
　・家族経営協定締結支援事業　　　96 千円

・家族経営協定の締結家族26組を目指しま
す。【AP】

2-(1)-8

6
農業委員会活動の
見える化

　実務担当職員が地域に直接出向いて、農業委員会活動の周知や農業者の
相談などに応じながら「農業委員会活動の見える化」に努めます。

・岩木・相馬地区で各1回相談会を開催しま
す。

－
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【部長コメント】

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

1

消防庁舎整備事業
（東日本大震災を踏ま
えた庁舎機能の充実）

（消防本部総務課）

　東消防署を、弘前市東部地区の災害活動拠点としての機能と地域住民の
一次避難施設としても活用できるよう、庁舎の耐震強化と停電時対応の発電
設備を備えた安全で信頼性の高い施設として整備し、併せて、集中豪雨等に
対応した水防倉庫を併設して防災体制の強化を図ります。

　平成24年度においては、現庁舎の機能を継続しつつ、同一敷地を利用し経
済的な建て替え計画及び建設手法について検討しながら、基本設計と実施
設計を行います。

　平成26年度内の竣工を目指し、平成24年
度は基本設計と実施設計を実施します。

　・平成24年度　基本設計・実施設計
　・平成25年度  着工
　・平成26年度　竣工

－

消防理事
　（弘前地区消防事務組合消防長）

木村
きむら

　誠二
せいじ

　「部長実行宣言　２０１２」に掲げる４重点事業（消防庁舎整備、消防広域化推進、応急手当普及推進、住宅用火災警報器設
置普及）と、これらを支える「人づくり・組織づくり」を重点業務指針に加えた５項目を掲げて地域住民の安心安全の確保に努
めます。

　平成２５年１月の統合を目指して消防広域化を推進し、社会情勢の変化に即応できる消防防災体制の確立に努めます。

　平成２４年４月１日から弘前市西部地区の災害活動拠点である弘前消防署西分署新消防庁舎の全面供用を開始しました。
平成２４年度は、弘前市東部地区の災害活動拠点である東消防署新庁舎の設計を行います。地域住民の一次避難施設とし
ても活用し、なおかつ庁舎の耐震強化と停電時対応の発電設備を備えた庁舎の整備により、より地域に密着した消防行政の
推進に努めます。

【平成24年度　重点事業】



№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2012

2

消防広域化推進事業
（大規模災害への対応
力強化）

（消防本部総務課）

　青森県消防広域化推進計画に基づき、弘前地区、黒石地区、平川市、板柳
町の4消防本部を統合し、津軽圏域の消防力を総合的に高め、地震等の大
規模災害への対応能力を強化することで、より安全で安心な地域社会と効率
的な広域消防防災体制の構築に取り組みます。

・平成25年1月の統合を目指します。 －

3
応急手当普及推進事業

(消防本部警防課)

　平成24年中における心肺停止の傷病者に対し、バイスタンダー(そばに居合
わせた人)による人工呼吸、胸骨圧迫の実施率を高めるため、市民に対する
応急手当の重要性を普及啓発し、更に、１１９通報受信時における通信指令
課員による応急手当の口頭指導を積極的に実施します。

・心肺停止傷病者に対するバイスタンダー
(そばに居合わせた人)が実施する応急手当
の実施率60％を目標として取り組みます。

－

4

住宅用火災警報器設置
普及事業

（消防本部予防課）

　火災による死傷者を無くするための決め手として、住宅用火災警報器の設
置普及を促進するため、各種イベント等での普及活動や設置率の低い地域
での普及啓発の推進を行います。

・住宅用火災警報器の普及については、全
世帯を 終目標としておりますが、年度内
75％を目標とします。

－
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用語解説

※1 PDCAサイクル

　PDCAサイクルとは、Plan／Do／Check／Actの頭文字を揃えたもので、計画（Plan）→実行（Do）→評価（Check）→改善
（Act）の流れを次の計画に活かしていくプロセスのこと。
　この4段階を順次行って1周したら、最後のActを次のPDCAサイクルにつなげ、螺旋を描くように1周ごとにサイクルを向上
（スパイラルアップ、Spiral Up）させて、継続的に業務改善する。

※2 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。

※3 実質公債費比率 　借入金（地方債）の返済額等の大きさを指標化し、財政負担の大きさを示す比率のこと。

※4 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。

※5
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。

※6 シティプロモーション
　まちの魅力を磨き上げ、まちが持つ様々な地域資源を外に向けてアピールすることで、自らのまちの知名度や好感度を上
げ、地域そのものを全国的に売り込むこと。近年各都市で行われている「シティセールス」などと呼ばれている活動。

※7 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のこと。

※8 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。

※9 総合評価落札方式 　価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も優れた者を落札者とする入札方式のこと。

※10
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。



※11 自治基本条例
　自治の基本理念を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、議会及び市長の責務、行政運営の基本原則等を定めた
条例。

※12 MICS事業

　MICS：Ministries　Intelliｇence　Complete　System
　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。

※13 防災アセスメント
　災害誘因（地震、台風、豪雨など）、災害素因（急傾斜地など）、災害履歴、土地利用の変遷などを考慮して、総合的かつ科
学的に地域の災害危険性を把握すること。

※14
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。

※15 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。

※16 ケースワーカー
　福祉事務所で現業（相談援助）を行う職員の通称。一般的には生活保護を受給している方の家庭を訪問し、生活状況を確
認したり、生活上の困った問題等の相談を受け、助言や指導等を行う職員のことである。

※17 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。

※18
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。

※19 インバウンド 　旅行・ホテル業界において、外国人旅行者を自国へ誘致すること。

※20 地域維持型契約方式
　除雪業務や道路の除草、維持補修など地域の維持事業について、人員や機械等の効率的運用と安定的な施工体制を図
る観点から、これらを包括的に契約する方式。

※21 共同企業体 　土木建築工事等において、一つの工事を施工する際に複数の企業が共同で受注し施工するために結成する組織。

※22 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
市は、平成24年6月施行予定。
　「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。
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※23 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。

※24 スマートシティ構想
　電力・熱などの各種エネルギーや水、交通、行政サービスなどの生活インフラ全体を統合して、より効率的な都市を実現す
るための構想。

※25 景観重要建造物
　良好な景観の形成に重要な建造物について、その保全を図るため、景観計画の方針に即して景観行政団体の長が指定す
るもの。

※26 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。

※27 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。

※28 二次救急医療

　救急医療体制は、傷病者の状況（重症度・緊急度）に応じて適切に対応するため、初期・二次・三次と役割を分担している。
　初期救急医療の対象は、入院の必要がなく外来のみで帰宅可能な傷病者、二次救急医療の対象は入院治療を必要とす
る傷病者であり、三次救急医療の対象は、特に高度な処置を要する傷病者である。
　津軽地域の二次救急医療は、市立病院を含む７つの病院が輪番で対応している。

※29 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。

※30 ＩＣＴ
　ICT（Information and Communication Technology）とは情報通信技術のこと。これには、コンピュータ等の機械やネットワー
ク通信技術等が含まれる。

※31
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。

※32 ＡＬＴ
　外国語指導助手（ALT：Assistant Language Teacher）のこと。
　外国語を母国語とする外国人を教育委員会から学校に派遣し、学校教員が行う中学校の英語の授業や小学校外国語活
動等の授業を補助する。

※33 ＪＥＴ
　日本人英語教師(JET:Japanese English Teacher)のこと。ここでは、日本人の英語活動支援員のことを指す。
　教育委員会から小学校に派遣し、教員が行う小学校の外国語活動や国際理解教育等の授業を補助する。



弘前市アクションプラン2012施策一覧
公約区分 施策番号 項目 公約区分 施策番号 項目

1-1 市長の給与の決定について市民の評価などを反映 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

1-2 市民参加型まちづくり１％システムを導入 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

1-3 市民評価アンケートの定期的な実施 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

1-4 市長車座ミーティング、車座ランチ（市政懇談会の見直し） 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

1-5 市役所内への”市民参画担当チーム”の設置 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

1-6 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） 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

1-7 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 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

☆1-8 “自治基本条例”制定に向けた取り組み 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

2-(1)-1 りんご課の設置 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ニ地域居住を促進

2-(1)-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 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

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 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）

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

2-(2)-12 新幹線新青森駅からの誘客のための二次交通の充実

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 ☆2-(2)-13 弘前シティプロモーション推進事業（都市の魅力度向上活動）

2-(1)-6 りんご海外輸出の促進 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

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・土づくりの取組強化、火傷病侵入防止

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

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 2-(3)-3 ”ＢＵＹひろさき”運動（地元産品活用の公共調達を促進）

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

2-(3)-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

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 2-(3)-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）

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 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

2-(1)-12 学校給食への地元産品の利用促進 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

2-(1)-13 米粉製粉場整備の誘導による米の消費拡大促進 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やソーシャルビジネス
の育成

2-(1)-14 冬の農業の育成強化、農商工連携による農業経営支援 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

☆2-(1)-15 りんご販売促進活動 ☆2-(3)-10 空き店舗対策の推進

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1

市民主権システムを
実現します

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】
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公約区分 施策番号 項目 公約区分 施策番号 項目

☆2-(3)-11 農商工連携等による食産業の育成 ☆3-(2)-3 自治体としての防災力強化

☆2-(3)-12 ものづくり産業の振興 ☆3-(2)-4 地域をあげた防災力向上

3-(1)-1 弘前レトロモダン街づくりを目指した景観形成 3-(2)-5 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

3-(1)-2 弘前城公園活用推進検討会議の設置 3-(2)-6 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

3-(1)-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 3-(2)-7 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

3-(1)-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） ☆3-(2)-8 一般住宅への新エネルギー導入や省エネルギーの推進

3-(1)-5 岩木・相馬地区活性化事業の推進 ☆3-(2)-9 次世代のエネルギー利用の構築

3-(1)-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） 4-(1)-1 「子育てスマイル（住まいる）アップ補助金」の支給

3-(1)-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） 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

3-(1)-8 空き店舗情報データバンク整備（再掲） 4-(1)-3-1 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

3-(1)-9 ライド・トゥー・パーク社会実験の実施 ☆4-(1)-3-2 Ｓｍｉｌｅ弘前子育てマスタープラン推進

3-(1)-10 学園都市弘前、大学力と連携した街づくりプラン策定 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）

3-(1)-11 街なかカラス対策の強化 4-(1)-5 児童館の再編・改築

3-(1)-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、ｅｔｃ）の制定

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

3-(1)-13 子ども達による安心遊び場マップの策定 4-(1)-7 子供会活動の活性化（地域コミュニティの復活）

3-(1)-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 4-(2)-1 大学等研究機関との連携事業の展開

☆3-(1)-15 まちなかの新たな賑わいづくり 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）

3-(1)-16 水道事業民営化可能性検討会議の設置 4-(2)-3 小学校の３３人学級拡充の検討

3-(1)-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 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

3-(1)-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 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

3-(1)-19 自転車利用環境の研究 4-(2)-6 「弘前マイスター」による出前授業

3-(2)-1 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） 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）

☆3-(2)-2 市民防災力の向上 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

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・新エネルギー】

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】



公約区分 施策番号 項目 公約区分 施策番号 項目

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 7-3 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

4-(2)-10 大学や市立図書館の専門書の充実 7-4 窓口改革運動の実施

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 ☆7-5 地域マネジメント能力を育成するための職員研修プログラムの導入

4-(2)-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 ※施策番号に「☆」がついているものは、アクションプラン2012への改訂に際し追加された施策を示す。

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）

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

☆4-(2)-15 中学校区を基盤とした学校力・学区力・地域力の向上「夢実現ひろさき教育創生事業」

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

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

5-3 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

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

5-5 自殺予防など心の健康づくり・命の尊さ教育を実施

5-6 がん検診の受診率向上運動の実施

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

5-8 インフルエンザなど児童の集団予防接種制度の検討

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

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）

5-11 健康づくり事業（健幸ひろさき創生事業）

6-1 定住自立圏構想の推進（中心市の宣言）

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

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）

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）

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）

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

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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