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○部長実行宣言達成状況報告について

１．部長実行宣言とは

　部長実行宣言は、弘前市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。

２．達成状況の報告

　平成２５年５月に公表した「部長実行宣言2013」について、この１年間に、各部局がどのように取り組み、
どの程度目標が達成できたかを自己評価し、その結果をお知らせするのが、この達成状況報告書です。
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○部長実行宣言2013の目標達成状況一覧

部局長 № 担当課（25年度）

1 △ 一部達成できない 行政経営課

2 ○ 達成 広聴広報課

3 △ 一部達成できない 防災安全課

4 △ 一部達成できない 人材育成課

5 ○ 達成 法務契約課

6 △ 一部達成できない 行政経営課

7 × 達成できない 人材育成課

8 △ 一部達成できない 行政経営課

9 × 達成できない 行政経営課

10 ○ 達成 行政経営課

11 ○ 達成 行政経営課

12 ○ 達成 人材育成課

13 △ 一部達成できない 広聴広報課

14 ○ 達成 行政経営課

15 △ 一部達成できない 法務契約課

1 △ 一部達成できない 財務政策課、収納課

2 ○ 達成 財産管理課

3 ○ 達成 財産管理課、情報システム課

4 ○ 達成 市民税課、資産税課、収納課

5 △ 一部達成できない 財産管理課

6 ○ 達成 情報システム課

財務部長

健全な財政運営の維持

ファシリティマネジメント（ＦＭ）の推進

(仮称)駅前分庁舎の開設と市役所本庁舎の改修

課税の適正化・効率化の推進及び収納率の向上

青葉団地市営住宅建替事業の推進

地域情報化の推進

項目 目標達成状況

経営戦略部長

市民総参加での新たな総合計画の策定

国内外への戦略的な弘前の情報発信の展開（弘前シティプロモーション
事業）

防災・減災力の強化推進

経営型組織・人事体制の構築による市役所仕事力の強化方針に基づく市
役所仕事力の強化

入札契約制度の見直し

弘前定住自立圏構想の推進と市町村合併効果の促進

窓口改革運動の実施

弘前大学等高等教育機関との連携事業の推進

文書管理の徹底

行政改革の推進

アクションプランの進行管理システムの着実な運用

事務処理ミスの再発防止

エリア担当制度の推進

広聴広報活動の推進

統計調査の実施と有効活用
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部局長 № 担当課（25年度）項目 目標達成状況

1 △ 一部達成できない 市民協働政策課、市民課、
文化スポーツ振興課

2 ○ 達成
文化スポーツ振興課、
市民協働政策課

3 △ 一部達成できない 文化スポーツ振興課

4 △ 一部達成できない 文化スポーツ振興課

5 × 達成できない 市民協働政策課

6 ○ 達成 市民協働政策課

7 △ 一部達成できない 文化スポーツ振興課

8 ○ 達成（見込） 文化スポーツ振興課

1 ○ 達成 子育て支援課

2 ○ 達成 子育て支援課

△ 一部達成できない 健康づくり推進課

各種がん検診の受診率向上 （×） 達成できない 健康づくり推進課

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 （○） 達成 健康づくり推進課

ひろさき健幸増進リーダーの活動支援 （○） 達成 健康づくり推進課

4 △ 一部達成できない 国保年金課

5 × 達成できない 介護福祉課

6 ○ 達成 健康づくり推進課

7 ○ 達成 健康づくり推進課

8 ○ 達成 生活福祉課

「健幸ひろさき」の創出

こども健やか支援事業

生活保護受給者の自立支援の強化

※括弧は個別の目標達成状況を示す。

国民健康保険財政の健全化

介護給付費の適正化対策の実施

こころの健康づくり対策

健康福祉部長
健康福祉部理事

「Smile弘前子育てマスタープラン」推進

駅前こどもの広場の整備・運営

3

市民文化
スポーツ部長

市民課駅前分室、市民文化交流館等の開設・運営

泉野多目的広場の利活用

指導者の指導力向上及びスポーツ活動をしている児童の増加

一流に触れる機会の創出

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

市民主権による市政運営（自治基本条例制定事業）の推進

友好都市交流の推進

市民会館大規模改修の実施
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部局長 № 担当課（25年度）項目 目標達成状況

1 × 達成できない りんご課

2 ○ 達成 りんご課

3 △ 一部達成できない 農業政策課

4 △ 一部達成できない 農業政策課

5 × 達成できない 農業政策課

6 △ 一部達成できない 農業政策課、りんご課

7 ○ 達成 農村整備課

1 ○ 達成
産業育成課、商工政策
課

2 △ 一部達成できない 商工政策課

3 ○ 達成
商工政策課、産業育成
課

4 ○ 達成 商工政策課

1 △ 一部達成できない 観光政策課

2 × 達成できない 国際広域観光課

3 △ 一部達成できない 国際広域観光課

1 ○ 達成 道路維持課

2 ○ 達成 建設政策課、道路維持課

3 ○ 達成 道路維持課、建設政策課

4 ○ 達成 建築指導課

5 ○ 達成 道路維持課

6 △ 一部達成できない 建設政策課

1 ○ 達成 スマートシティ推進室

2 ○ 達成 都市政策課交通政策推進室

3 ○ 達成 環境管理課

4 × 達成できない 環境管理課

5 △ 一部達成できない 都市政策課

6 ○ 達成 公園緑地課

7 × 達成できない 環境管理課

都市環境部長

弘前型スマートシティ雪対策の推進

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

ごみ減量化の推進とリサイクル率の向上

街なかカラス対策の強化

都市計画マスタープラン策定事務

弘前城本丸石垣整備事業の推進

環境教育の推進

観光振興部長

通年観光の強化

広域連携の推進

インバウンド施策の強化

建設部長

市民協働による総合的な雪対策の推進

通学路等における歩道整備の推進

道路側溝整備の推進

市道浸水対策の推進

土淵川環境整備連携事業の推進

空き家・危険家屋による危害の防止

商工観光部長

仕事おこし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

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

地元産品のＰＲ強化、販路開拓による物産振興並びに外部専門家の起
用によるものづくり産業の活性化

農林部長

雪害対策を含めたりんご生産量の維持・確保

弘前産りんごのブランド化・高付加価値化と販売促進

学校給食への地元産品の利用促進

集落営農や生産法人化のモデル化支援

農業後継者・担い手育成を全力で支援

雇用環境の改善

農作物への鳥獣被害防止対策の充実

森林資源活用方策の研究
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部局長 № 担当課（25年度）項目 目標達成状況

1 ○ 達成 総務課

2 ○ 達成 民生課、総務課

3 ○ 達成 総務課、民生課

4 ○ 達成 総務課

5 △ 一部達成できない 総務課、民生課

6 ○ 達成 総務課、民生課

1 ○ 達成 総務課

2 ○ 達成 総務課

3 △ 一部達成できない 総務課、民生課

4 ○ 達成 民生課

5 ○ 達成 総務課

6 ○ 達成 民生課

7 ○ 達成 総務課、民生課

1 △ 一部達成できない 総務課、医事課

2 ○ 達成 総務課

3 ○ 達成 総務課

4 ○ 達成 総務課

1 ○ 達成 会計課

2 ○ 達成 会計課

3 ○ 達成 会計課

4 － 会計課

1 ○ 達成 総務課

2 ○ 達成 工務課

3 ○ 達成 工務課

4 ○ 達成 上水道施設課

5 ○ 達成 工務課

上下水道部長

水道ビジョンのフォローアップ

災害に強い水道施設の構築に向けた耐震化の促進

岩木地区の下水道施設整備の促進

安心・安全な水道水の供給に向けた老朽施設更新の促進

水の安定供給の確保

受付・窓口業務の充実

市立病院
事務局長

患者サービス向上

健全経営の維持

耐震性の確保

省エネルギー対策の推進

会計管理者

窓口収納業務の適正化

会計出納事務の処理能力向上対策

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

公金の適切な管理運用

岩木総合支所長

窓口市民サービスの充実

岩木地区活性化の推進

岩木夏まつり事前美化運動

岩木庁舎の改修・リニューアル

相馬総合支所長

相馬庁舎周辺整備事業

過疎計画による相馬地区活性化事業の推進

市町村合併効果の促進

相馬地区における福祉バス運営事業

市町村合併効果の促進

相馬地区まるごと健康塾

相馬地区資源利活用検討事業

「世界一の桜並木」のブラッシュアップ
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部局長 № 担当課（25年度）項目 目標達成状況

△ 一部達成できない 学校教育改革室

小中連携教育関係事業 （○） 達成 学校指導課

ＩＣＴ活用による小中連携推進事業 （○） 達成 学務健康課

中学校を支援する人材バンク活用事業 （×） 達成できない 生涯学習課（中央公民館）

史跡等公開活用事業 （○） 達成 文化財課

わがまちの歴史と文化探訪・紹介マップ事業 （○） 達成 文化財課

「子どもの笑顔を広げる弘前市民条例」啓発事業 （○） 達成 学校指導課

△ 一部達成できない 学校教育改革室

チャレンジコース （△） 一部達成できない 学校教育改革室

ドリームコース （×） 達成できない 学校教育改革室

学校活性化推進事業費補助金 （○） 達成 学校教育改革室

専門家チーム学校巡回支援 （×） 達成できない 学校教育改革室

授業のユニバーサルデザイン （○） 達成 教育センター

ICT活用事業 （×） 達成できない 学務健康課・学校指導課

保護者対象キャリア講話、進路相談会 （△） 一部達成できない 学校教育改革室

学習状況調査分析検討会 （○） 達成 学校教育改革室

3 △ 一部達成できない 学務健康課

4 ○ 達成 学校指導課

5 ○ 達成 学務健康課

6 △ 一部達成できない 文化財課

7 ○ 達成 生涯学習課（中央公民館）

1 △ 一部達成できない 農業委員会事務局

2 ○ 達成 農業委員会事務局

3 × 達成できない 農業委員会事務局

4 ○ 達成 農業委員会事務局

5 × 達成できない 農業委員会事務局

※括弧は個別の目標達成状況を示す。

農業委員会
事務局長

耕作放棄地防止対策と再生利用

農地流動化の推進

農業後継者の配偶者探し支援

農業委員会活動の見える化の推進

家族経営協定の締結推進

教育部長

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」

健康教育と学校給食の充実

特色ある教育活動の推進

小学校少人数学級拡充事業

文化財の保存・整備・公開の充実

青少年団体等の育成と活動の支援

2

弘前教育活性化プロジェクト

6
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○達成状況報告書の見方

平成25年度経営戦略部長　山本　昇

№ 項目 実施内容 目標
アクション

プラン2013

　人口減少、少子高齢化の進展、そして社会情勢の変化など世の中の流れに、スピード感をもって対
応するため、現基本構想の終期を２年前倒しし、これまでの成果を評価した上で、新たな総合計画の策
定に着手します。
　策定にあたっては、市民意識調査、（仮称）弘前市総合計画策定市民会議など、時宜をとらえ市民の
声を聴きながら、市民と協働し策定を進めます。
　これにより、社会情勢の変化に早期に対応した、市民の計画として策定されます。
　平成24年度に実施した「『弘前のものづくりの未来を探る』調査事業」、「観光消費による経済波及効
果調査」及び今年度行う調査事業から総合的に分析、検討を行い、新たな総合計画に反映させます。

〈構成する主な事業〉
　・次期総合計画策定事業　　　　　11,500千円
　・地域経済構造分析等調査委託料　 8,786千円

・弘前市総合計画審議会に諮問し、答申を得
ます。

（策定は、平成26年度。）

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

【次期総合計画策定事業】
　市民が主体となり、さまざまな検討を行うことができるよう、以下の体制で取り組みました。
・新しい弘前市総合計画策定市民会議　6回開催（H25.7～H25.11）　市民委員　35名
・弘前市総合計画策定会議　5回開催（H25.5～H26.1）　市担当部長等　20名
・弘前市総合計画審議会　6回開催（H25.12～H26.3）　市民、学識経験者等　20名

　審議会からの答申については、審議会において活発な議論が展開されたことを考慮して開催回数を
当初予定していた４回から６回へ拡充したこともあり、平成25年度中には得られませんでしたが、審議
そのものは平成25年度内に終えました。
　なお、平成26年度には審議会からの答申を得た後に、パブリックコメントの実施、市議会での議決を
得て、平成26年5月に次期総合計画となる「弘前市経営計画」を策定いたしました。

【弘前市観光客動向調査】
　地域経済構造分析等調査については、観光分野に焦点を絞った調査を以下の内容で実施しました。
・調査概要　弘前市を訪れる観光客の旅行形態、消費動向、観光施設等におけるサービス満足度等
の実態調査
・調査期　春（4月～5月）・夏（8月）・秋（10月）・冬（2月）
・調査地点　弘前公園・ねぷた村・観光館・ＪＲ弘前駅・土手町
・サンプル数　有効回答4,478サンプル
　調査結果を分析し、滞在型観光を推進するための新規施策・事業を「弘前市経営計画」に盛り込みま
した。

△　一部達成できない

◯　弘前市総合計画審議会への諮問
　　　平成25年12月18日

×　弘前市総合計画審議会からの答申
　　　平成26年4月25日

（平成26年5月策定）

平成25年度重点事業　達成状況報告書

1

市民総参加での新たな総
合計画の策定

（行政経営課）

－

部長実行宣言2013で掲げた実施予定

内容や目標について記載しています。 
部長実行宣言2013で掲げた項目と平
成25年度の担当課名が記載されてい
ます。 
 
平成25年度から他の部局へ事務移管
されたものや、課名に変更があったも
のは、※印でその旨を記載しています。 

【取り組み結果】 
部長実行宣言2013で掲げた項目に
対する取り組みの内容や結果を記
載しています。 

【目標達成状況】 
部長実行宣言2013で掲げた目標の
達成状況を記載しています。 
 
個々の目標指標の達成状況の他に、
項目全体としての目標の達成状況
判断を記載しています。 

アクションプラン2013掲載事業
の場合は、施策番号を表記して
います。 
施策名称は、  ～  ページの施
策一覧で確認してください。 
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経営戦略部長 8

平成25年度経営戦略部長　山本　昇

№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　人口減少、少子高齢化の進展、そして社会情勢の変化など世の中の流れに、スピード感を
もって対応するため、現基本構想の終期を２年前倒しし、これまでの成果を評価した上で、新た
な総合計画の策定に着手します。
　策定にあたっては、市民意識調査、（仮称）弘前市総合計画策定市民会議など、時宜をとらえ
市民の声を聴きながら、市民と協働し策定を進めます。
　これにより、社会情勢の変化に早期に対応した、市民の計画として策定されます。
　平成24年度に実施した「『弘前のものづくりの未来を探る』調査事業」、「観光消費による経済
波及効果調査」及び今年度行う調査事業から総合的に分析、検討を行い、新たな総合計画に
反映させます。

〈構成する主な事業〉
　・次期総合計画策定事業　　　　　11,500千円
　・地域経済構造分析等調査委託料　 8,786千円

・弘前市総合計画審議会に諮問し、答申を
得ます。

（策定は、平成26年度。）

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

【次期総合計画策定事業】
　市民が主体となり、さまざまな検討を行うことができるよう、以下の体制で取り組みました。
・新しい弘前市総合計画策定市民会議　6回開催（H25.7～H25.11）　市民委員　35名
・弘前市総合計画策定会議　5回開催（H25.5～H26.1）　市担当部長等　20名
・弘前市総合計画審議会　6回開催（H25.12～H26.3）　市民、学識経験者等　20名

　審議会からの答申については、審議会において活発な議論が展開されたことを考慮して開催
回数を当初予定していた４回から６回へ拡充したこともあり、平成25年度中には得られませんで
したが、審議そのものは平成25年度内に終えました。
　なお、平成26年度には審議会からの答申を得た後に、パブリックコメントの実施、市議会での
議決を得て、平成26年5月に次期総合計画となる「弘前市経営計画」を策定いたしました。

【弘前市観光客動向調査】
　地域経済構造分析等調査については、観光分野に焦点を絞った調査を以下の内容で実施し
ました。
・調査概要　弘前市を訪れる観光客の旅行形態、消費動向、観光施設等におけるサービス満足
度等の実態調査
・調査期　春（4月～5月）・夏（8月）・秋（10月）・冬（2月）
・調査地点　弘前公園・ねぷた村・観光館・ＪＲ弘前駅・土手町
・サンプル数　有効回答4,478サンプル
　調査結果を分析し、滞在型観光を推進するための新規施策・事業を「弘前市経営計画」に盛り
込みました。

△　一部達成できない

◯　弘前市総合計画審議会への諮問
　　　平成25年12月18日

×　弘前市総合計画審議会からの答申
　　　平成26年4月25日

（平成26年5月策定）

平成25年度重点事業　達成状況報告書

市民総参加での新たな
総合計画の策定

（行政経営課）

1 －
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経営戦略部長 9

№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　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。
　平成25年度は、市民・民間企業・団体とも連携をとりながら、更なる魅力的かつ戦略的なシ
ティプロモーション事業の推進を図るために、新たに広告業界の専門家をアドバイザーとして招
聘するほか、短編映画「りんごのうかの少女」を活用した首都圏でのＰＲや、フェイスブックの効
果的な活用など様々な手段・方法を用いて積極的に取り組んでいきます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・シティプロモーションアドバイザー事業　　　　762千円
　　・短編映画「りんごのうかの少女」活用事業　　2,000千円
　　・フェイスブック「弘前ファン」獲得事業　　　　300千円
　　・「いいかも!!弘前」戦略的情報発信事業　　　7,910千円

・全国メディア等に弘前の情報が取上げら
れた件数【AP】
　目標値（H25）200件

・弘前市シティプロモーションのフェイスブッ
クの「いいね！」の合計数
　目標値（H25）5,000人

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

2

国内外への戦略的な弘
前の情報発信の展開
（弘前シティプロモー
ション事業）

（広聴広報課）

2-(2)-13

【シティプロモーションアドバイザー事業】
・大手広告代理店に勤務する者をアドバイザーとして委嘱し、年間を通じて情報発信に関するア
ドバイスを受けています。
・臨時アドバイザーとして、情報発信分野に専門的な知見がある大学教授等を招き、市職員を
対象とした勉強会の開催しました。
【短編映画「りんごのうかの少女」活用事業】
・弘前市職員が企画した映画｢りんごのうかの少女｣を東京都の映画館で上映し、映画を活用す
る新たなPRを実施しました。
・同映画を上映した東京都ほか全国各地の映画館では、監督及び出演者による舞台挨拶当日
に、弘前産りんごや弘前市のパンフレット等を配布するなどのＰＲも実施しました。
【フェイスブック「弘前ファン」獲得事業】
・シティプロモーションフェイスブックの「いいね!」の増加を目的とし、弘前公園をテーマとしたフォ
トコンテストを開催しました。
【「いいかも!!弘前」戦略的情報発信事業】
・弘前市の魅力となる様々な素材をテーマとした動画を制作し、ホームページや全国各地で開
催されるイベント等で放映しました。
・また、食やイベント、風景等のテーマを、季節ごとにＰＲするチラシを新たに制作し、市民等と協
働で配布するなどのＰＲを実施しました。

〔目標の達成に至った原因〕
「全国メディア等に弘前の情報が取上げられた件数」については、弘前産りんごPRキャラバンと
連携したメディア訪問やプレスリリース配信業者の活用、更には「さくら」や「りんご」、「弘前公
園」など全国的に知名度が高い資源を前面に出した情報発信に取り組んだことが要因と考えら
れます。
また、「弘前市シティプロモーションのフェイスブックの『いいね！』の合計数」については、フェイ
スブックで情報発信を毎日行ったことによる情報の拡散や、弘前さくらまつり会場での「いい
ね！」キャンペーン等に取り組んだことが要因と考えられます。

○　達成

○全国メディア等に弘前の情報が取上げら
れた件数【AP】
　H25実績　　311件

○弘前市シティプロモーションのフェイス
ブックの「いいね！」の合計数
　H25実績　　約7,000人

経営戦略部長 9



経営戦略部長 10

№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　東日本大震災をはじめとした過去の災害における教訓を踏まえつつ、防災アセスメントによる
被害想定などを基に、弘前市地域防災計画の全面的な見直しを行います。
　また、災害時に備えた備蓄体制の整備を強化するほか、「自助・共助力」を高めていくために、
自主防災組織の育成支援や防災マイスターの育成、あるいは防災教育の実施を継続して行い
ます。
　そのほか、重要な情報伝達手段として、デジタル防災行政無線の整備に着手します。
　これらの取り組みを行うことによって、市全体の防災・減災力の向上を図ってまいります。

＜構成する主な事業＞
　　防災・減災対策推進事業　　　　　10,000千円
　　備蓄体制整備事業　　　　　　　　　 3,000千円
　　災害協定締結推進事業　　　　　　　 160千円
　　自主防災組織育成支援事業　　　 3,000千円
　　防災まちづくり推進事業　　　　　　 1,071千円
　　防災行政無線施設整備事業　　381,000千円

・自主防災組織結成数【AP】
　　　20団体以上／年

・災害協定締結数【AP】
　　　目標値（Ｈ25）　20件
　　　※Ｈ24累計締結数　19件

・防災マイスター育成数【AP】
　　　30人／年

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

【防災・減災対策推進事業】
・防災アセスメントの調査結果を踏まえ、地域防災計画を修正
【備蓄体制整備事業】
・保存食等を備蓄、備蓄計画策定
【災害協定締結推進事業】
・燃料、飲料水についての協定締結
【自主防災組織育成支援事業】
・自主防災組織の結成支援、研修会等の開催
自主防災組織の結成については、資機材購入等の補助や研修会等の開催、出前講座等によ
るＰＲなどを行ってきましたが、低い市民の災害に対する危機感、高い消防団への依存度、長い
地域住民の理解と設立までに要する時間が達成までに至らない背景といえます。
今後は、消防団による自主防災組織未結成町会への結成促進を図ることや、これまでの結成
支援に新たな優遇措置を検討するなどを行い、結成数を増やしていくこととします。
【防災まちづくり推進事業】
・防災マイスター育成講座、モデル校での防災教育の実施
防災マイスター育成講座の受講者については、広報紙やコミュニティＦＭなどを通しＰＲに努め
募集しましたが、受講対象者の絞り込み不足などにより目標数に達しませんでした。今年度は
小・中学校長等会議や中央公民館事務長会議などや消防団へのＰＲを行ったところ、50人の定
員数に近い受講の応募を受けました。今後も市内企業や福祉施設等へのＰＲを行い、防災マイ
スターの育成に取り組みます。また、現在のマイスターをレベルアップした人材の育成講座の実
施に向けて検討を行います。
【防災行政無線施設整備事業】
・弘前地区の工事実施

△　一部達成できない

×　自主防災組織結成数【AP】
          8団体／年

○　災害協定締結数【AP】　 21件

×　防災マイスター育成数【AP】
           21人／年

防災・減災力の強化推
進

（防災安全課）

3 3-2
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　平成２５年３月に策定した「経営型組織・人事体制の構築による市役所仕事力の強化方針」の
実施計画を策定し、以下の掲載事業を着実に実施することで、市役所の仕事力を強化します。

○市職員の育成、評価、配置等に係る総合的な指針として、人財育成基本方針を改訂し、経営
型行政運営のための人材育成を推進します。
※現在の指針は、平成20年11月策定。

○職員の意欲を活かすための人事異動を行い、職員の意欲や努力が報われ、その成果が適
正に評価されるような環境を整備します。
　・ジョブローテーションの導入
　・庁内FA制度の導入　など

○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
価制度を導入し、能力・実績主義の人事管理を徹底します。

○人事評価制度の能力評価の結果による昇任基準を設定、公表します。

○「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」を制定し、外部の専門的な知
識を有する人材の活用を図ります。

○女性が働きやすい執務環境を整備し、女性職員の仕事力の最大化を図ります。

・実施計画の策定完了の時期
   平成26年3月

・人財育成基本方針策定完了の時期
 　　平成25年6月

・平成25年度は、部課長級を対象に新た
　な人事評価制度の試行を実施し、本格
　導入に向けて検証を行います。

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

○平成26年4月の人事異動において
　・積極的な若手職員を登用（昇任者数・役付け比率の増加）
　・ジョブローテーションにより、在課5年以上の職員を人事異動

○人事評価制度の試行については、新たに策定した経営計画の指標設定と目標管理制度の
整合性を図るため、試行を延期した。

○平成25年3月に「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」を制定し、平成
25年度において、特定任期付職員1名、一般任期付職員2名、計3名を採用

△一部達成できない

○　実施計画に代えて経営計画中に具体
的に盛り込み、進行管理することとした。

△　人財育成基本方針を研修方針に替え
て策定した(H26.2月)

×　部課長級を対象に新たな人事評価制
度の試行を実施

4

経営型組織・人事体制
の構築による市役所仕
事力の強化方針に基づ
く市役所仕事力の強化

（人材育成課）

7-2
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

   指名競争入札等参加資格審査申請制度について、業者が公共工事等の入札に参加する機
会を増やすため、定期受付のほか随時受付の制度を導入します。さらに、入札参加者の利便
性を図るため電子入札制度の検討を行います。平成２５年度より本格導入した総合評価落札方
式による入札等について検証を行います。また、建設関連業界との懇談会を設置し、業界との
意見交換を行います。

・入札の公平性・透明性・競争性を確保しつ
つ、公共工事の品質確保と地域企業の育
成に取り組んでいきます。

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・指名競争入札等参加資格審査申請制度では、建設工事、測量・建設コンサルタント等につい
て平成２５年６月から随時受付の制度を導入しました。
・電子入札制度については、導入の可能性について検討を行っています。
・総合評価落札方式による入札については、平成２５年度から本格導入し、４５件（法務契約課
発注分）の一般競争入札で実施しましたが、その結果等を踏まえ、配置予定技術者の重複申請
を認めるなど改善を図っています。
・建設関連業界との懇談会については、平成２５年４月２５日に弘前市建設産業懇談会を設置
し、５月７日及び７月１８日の２回にわたり懇談会を開催し、当市の建設産業のあり方について
意見交換・検討を行いました。

○　達成

○　総合評価落札方式による入札の本格
導入により公共工事の品質確保を図るとと
もに、指名競争入札等参加資格審査にお
いて随時受付の制度を導入することで業者
の入札参加の機会を拡大しました。今後
も、弘前市建設産業懇談会での検討内容
などをもとに、地域企業の育成に取り組み
ます。

5
入札契約制度の見直し

（法務契約課）
－
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【定住自立圏構想】
　定住自立圏共生ビジョンに基づく連携事業を着実に推進するとともに、更なる拡充・強化を図
ることにより、圏域が活性化し、住民が安心して暮らし続けることができる定住自立圏が形成さ
れます。

　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
　　（Ｈ２５年度事業費　1,010千円）

【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
クトを推進することにより、合併効果が高まります。
　（Ｈ２５年度事業費1,658,212千円）

・ビジョン掲載済連携事業着手率
　　　　100％

・新規連携施策数【AP】
　　　　2件（総数16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（H25）　10.0%

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

【定住自立圏構想】
　・圏域市町村による協議　　　　　　　　　平成24年4月～平成25年1月
　平成２５年度中には、新規連携施策を追加できませんでしたが、平成２６年度には５施策を追
加し、総数１９件とする予定です。また、強い行政組織の構築における「定住自立圏構想の推
進」として経営計画に位置付け継続実施します。

【市町村合併効果の促進】
　合併効果の課題である地域コミュニティの確保については、地域コミュニティ強化促進事業と
して経営計画に位置付けて継続的に実施することとしております。また合併戦略プロジェクト推
進事業は、津軽歴史文化資料展示施設整備事業など遅れが生じている事業もありますが、概
ね順調に実施されており、強い行政組織の構築における「合併戦略プロジェクトの推進」として
経営計画に位置付け継続実施する予定となっております。
今後も地域住民及び事業関係者との調整等と事業に対する理解を得ながら進め、合併に不満
である割合の減少に努めます。

△　一部達成できない

○　ビジョン掲載済連携事業着手率　100％

×　新規連携施策数【AP】　0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】
　　　H25　10.1%

弘前定住自立圏構想の
推進と市町村合併効果
の促進

（行政経営課）

6
6-1
6-3

経営戦略部長 13



経営戦略部長 14

№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　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　　 　  946千円

・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(H25)　10.0％

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

＜構成する主な事務事業＞
・窓口診断(H25.8～11月)及び接遇向上研修(H25.11月)を計画通り実施した。
・接遇向上につながる、クレーム対応研修などの関連各種研修に職員を派遣し、接遇向上に努
めた。
　(研修名「民間企業に学ぶクレーム対応セミナー」、「窓口対応スキルアップのポイントと実践」
等)

　数値としては達成とはならなかったが、H24年市民課総合窓口、H25年ヒロロ総合行政窓口を
開設し申請窓口のワンストップ化や土日祝日対応も行い、利用者ニーズに合わせたサービス拡
充をしてきたこともあり、着実に減少傾向にあり、改善に向かっている。また、利用者アンケート
では概ね好評を得ている。
　接客態度改善の取り組みを今後も継続的に行うことが、更なる不満解消へ必要である。

×　達成できない

　　目標値(H25)を下回ることができなかっ
た。
　　評価アンケート結果・・・H25 11.6％

窓口改革運動の実施

（人材育成課）
7 7-4
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　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て連携事業を推進することにより、地域社会に寄与します。
　また、これまでの取り組みの成果を検証するとともに公表し、事業効果が市民生活や市民活
動により波及できるよう検討を進めます。

＜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　 　　 1,500千円
　　・学都弘前学生地域活動支援補助金　　1,500千円

・大学及びコンソーシアムとの連携事業数
　　　　14件

・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(H25)　17.0%

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　弘前大学と弘前市の連携推進会議の開催、コンソーシアム企画運営委員会への市の参画な
どにより、大学との積極的な対話による連携が図られ、大学等が持つ高度な知識や学生力を地
域の課題解決・活性化に活かすための連携事業を展開することができました。しかし、大学等を
利活用する市民の割合が低い状況にあることから、今後も、あらゆる分野において大学との連
携を図るとともに、市民を巻き込んでの事業展開や連携事業のＰＲの強化に取り組みます。ま
た、地域社会の発展と人材育成に繋げるため、「大学・研究機関等との連携の推進」として、弘
前市経営計画に位置付け継続実施します。

弘前大学と弘前市の連携推進会議（1回）
弘前大学と弘前市との連携調査研究委託モデル事業(5件）
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（4件）
　※コンソーシアム主催「平成25年度共通授業」における市長・部長の講演（市主催・全10回）
「学都弘前」学生地域活動支援事業費補助金（7件）
　※「学都弘前」学生地域活動支援事業平成24年度成果発表会を開催
弘前市大規模学会支援事業費補助金（1件）
コンソーシアム企画運営委員会（月1回開催）への参加（平成25年度より）

△　一部達成できない

○大学及びコンソーシアムとの連携事業数
19件

×大学等を利活用する市民の割合を増や
します。
　Ｈ25　11.7％

弘前大学等高等教育機
関との連携事業の推進

（行政経営課）

8 4-(2)-1
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　第2次行政改革前期実施計画の適切な進行管理を行います。
　これにより、効率的な行政運営・財政の健全化および市民サービスの向上が図られます。

・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（H25）  68％

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　第2次行政改革前期実施計画の進ちょく状況について、平成２５年４月、７月、１０月に確認を
行い、取り組み事項の進ちょくを促すとともに、各関係会議に実績の報告を行いました。
　取組結果は、検討に時間を要したなどの理由で、一部進ちょくが遅れ、若干目標値に及ばな
かったものですが、効率的な行財政運営および市民サービスの向上を図るために必要な取り組
みについては、見直し等を行った上で弘前市経営計画に掲載しており、同計画の中で引き続き
行政改革を推進していきます。

〈行政改革関係会議の開催〉
・H25.8.8　  行政改革検討委員会
・H25.8.19　行政改革推進本部会議
・H25.8.27　行政改革推進懇談会

×　達成できない

×　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
　　実績値（H25）　66％

※未達成となった取組内容
　・公用車の集中管理の検討
　・補助金の見直し（通学費補助等）
　・施設配置の見直し及び統合・廃止

　平成25年3月に改訂した「弘前市アクションプラン2013」を着実に実行するとともに、弘前市市
民評価アンケートや弘前市市民評価会議による第三者評価を実施するなど市民の参画を得な
がら、人事・組織ともしっかり連動させＰＤＣＡサイクルによる進行管理システムを運用し、その
結果を公表することにより、市民と協働した市政が推進されます。

＜構成する主な事務事業＞
　・アクションプラン進行管理事業　2,294千円
　・アクションプラン普及推進事業　1,036千円

・「アクションプラン2013」に追加掲載した７
施策について、平成25年度末までの着手
率100％を目指します。

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

【アクションプラン進行管理事業】
・市民評価アンケート　5月に実施。調査対象者6,000人中、回答者は2,015人（回収率は33.6％）
8月に結果公表
・自己評価　平成25年8月に「自己評価報告書」を公表
・第三者評価　市民評価会議を計5回開催し、11月に「第三者評価報告書」を公表

【アクションプラン普及推進事業】
・平成26年1月11日「地域経営フォーラム in　弘前」を開催
　参加者　市民　165名

〇　達成

〇　7施策着手率　100％

行政改革の推進

（行政経営課）
9

アクションプランの進行
管理システムの着実な
運用

（行政経営課）
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－

－
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

事務処理ミス防止対応方針を策定すると共に、事務改善を推進する取組みや職員の意識改革
を図るための職員研修などを実施し、事務処理ミスの再発防止に努めます。

【取組事項】
１　事務処理ミス防止対応方針の策定
２　窓口・収納業務のアウトソーシング導入検討、業務支援システムの見直し
３　チェックリストの導入
４　仕事力向上・リノベーション（改新）チームによる事務の棚卸点検
５　職員研修の見直し

事務処理ミスの件数が前年度の半分以下
（２７件以下）となるよう発生防止に努めま
す。

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

平成２５年度の事務処理ミスの発生状況をみると、第一四半期が９件、第２四半期が６件、第３
四半期が２件、第４四半期が８件となっています。これは、６月からチェックリストを作成し、１０月
から庁内で情報共有をし始めたことの効果の現れと考えます。今後は、取組事項をフォローアッ
プしていくとともに、発生した事務処理ミスの内容を分析し、棚卸点検への活用を図り、再発防
止に努めていきます。

１　事務処理ミス防止対応方針の策定
　　 平成２６年１月に策定し、庁内に周知を図った
２　窓口・収納業務のアウトソーシング導入検討、業務支援システムの見直し
　　ワーキンググループを設置し、検討を行った
３　チェックリストの導入
　　各課等でチェックリストを作成し、庁内で情報共有した
４　仕事力向上・リノベーション（改新）チームによる事務の棚卸点検
　　平成２５年度の事務の棚卸・点検結果
　　　改善項目件数　５４件
　　　想定される事務の短縮効果　６，１４６時間
　　平成２４年度の点検結果のフォローアップ
　　　１４８件の改善　５，５７２時間の短縮効果
５　職員研修の見直し
　　課長補佐職員を対象に、事務処理ミスの傾向と対策に係る研修会を開催した

〇　達成

〇　事務処理ミスの件数　２５件

事務処理ミスの再発防
止

（行政経営課）

11 ―
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　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。

　これまでの人材育成から前進させ、地域活動活性化事業としての推進を検討します。

【平成２５年度強化事業】
１　「保健衛生委員会」の強化に係る担当課との連携事業
２　自主防災組織の結成推進に係る情報収集や発信、担当課とのパイプ役

＜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)　　970千円

・エリア活動実績や活動事例を公表し、更
なる地域の活性化を進めます。

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

【平成２５年度強化事業】
１.　弘前市町会連合会主催の「保健衛生座談会」へエリア担当が出席した。(H25.11～H26.1)
２.　自主防災組織の結成に向け、エリア担当職員が申請手続きの相談に応じるなど３３件対応
し、６町会結成につなげた。(通年)

　地域と行政のパイプ役として町会等と関わり、意見や要望等を確実に担当課もしくは関係機
関等へつなぎ、疑問が残らないよう解決等へ向け措置した。今後も自主防災組織結成や1%シス
テム支援事業等地域活動を後押しする事業を推進するなど、顔がみえる制度として引き続き活
用していく。

○　達成

〇　市webサイトに活動実績、事例を掲載
し、1%システム等地域の活性化を推進し
た。

エリア担当制度の推進

（人材育成課）
12 7-3
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　市民が主体のまちづくりを目指して実施している広聴広報活動について、まず、広聴活動の強
化に向けて、「市長車座ミーティング」など、市民と市長が直接対話する機会を増やします。その
ほか、「わたしのアイデアポスト」、「市政懇談会」、「出前講座」などにより、多くの市民から意
見・提案を聴取し、市政に反映させることにより、広聴活動に対する市民の満足度を高めます。

　また、広報活動の強化に向けて、テレビ放送「えがお弘前“ビタミンＨｉ”」の放送回数を３回増
やし９回にします。そのほか、「広報ひろさき」のＷｅｂ配信、「メールマガジン」などによる、有事
の際やイベント情報の提供など、ＩＴの活用を検討します。さらに、年間計画に基づいた広報事業
展開を行い、市民の市政情報の認知度を高めることにより、市政への市民参加を促進し、広報
活動に対する市民の満足度を高めます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・広聴広報活動事業　　　54,938千円

・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(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(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(H25)　77.0％

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・市長車座ミーティングを11回開催し、延べ113人の参加
・わたしのアイデアポストへ市民から209通の投書
・市政懇談会を9回開催し、延べ358人の参加
・出前講座を170回開催し、延べ4,730人の参加
・コミュニティFMラジオ番組「行政なんでも情報」に12回（毎月第１月曜日）出演し、広聴事業を紹
介
・ホームページライブカメラを3台設置（市役所本庁、りんご公園、文化センター）
・メールマガジン、ツイッター、フェイスブックにて各種行事のお知らせや、災害時には避難広報
を実施
・広報誌の発行及びWeb配信を実施

〔目標の一部が達成できなかった原因〕
・広聴事業への参加者数が目標に届かなかった主な原因は、広聴事業参加者のうち最大人数
を占める「出前講座」の参加者数が前年の5,118人から4,730人に減ったためです。
ただし、利用件数は157件から170件に増加しており、講座数の増加や内容の工夫・充実に努め
た効果があったものと考えております。

〔今後の取り組み〕
広聴事業では、「出前講座」、「市政懇談会」、「市長車座ミーティング・車座ランチ」への参加者
数を増やすため、平日日中の開催のほか、土日・祝日や夜間の開催も可能とし、広報紙、ホー
ムページなどを通じて広く市民へ周知していきます。
また、広報事業では、広報誌へのARの掲載や市ホームページのリニューアルに係るCMSの導
入、SNSによる迅速な情報発信など新たな取り組みを行い、より一層の充実を図ります。

△　一部達成できない

△広聴事業への参加者数を増やします。
　H25実績 5,410人

〇広聴活動に満足している市民を増やしま
す。
　H25実績　85.5％（26.7.4暫定版市民評価
アンケートから)

〇広報活動に満足している市民を増やしま
す。
　H25実績　86.9％（26.7.4暫定版市民評価
アンケートから)

広聴広報活動の推進

（広聴広報課）
13 1-4
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　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
強化することにより、施策の企画・改善が図られます。

＜構成する主な事務事業＞
　　・市民評価アンケート事業　　　2,633千円
　　・世論調査事業　　　　　　 　　　3,305千円

・市民評価アンケート及び世論調査の回収
件数2,000件を確保します。

・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から、
　　　　　　 施策の課題を把握し、アクショ
　　　　　　 ンプランなどに反映させるよう
　　　　　　 努めます。

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・市民評価アンケート
　平成25年5月16日～31日に郵送により実施しました。
　対象件数6,000件中、回収件数2,015件で、回収率33.6％。
・世論調査
　平成25年5月17日～6月2日に市統計調査員により実施しました。
　対象件数2,420件中、回収件数2,180件で、回収率90.1％。
・調査結果の分析の強化
　市民評価アンケート、世論調査の結果公表において、単純集計のほかクロス集計等を行い傾
向分析を実施し、経営計画策定にあたり特徴的な傾向や課題等を反映しました。
　今後についても各種統計調査の結果書公表の際、傾向分析等をさらに強化していきます。

○　達成

○　市民評価アンケート回収件数　2,015件

○　世論調査回収件数　2,180件

○　調査結果の分析の強化　各種結果書
　において特徴的な傾向等を掲載の上、
　公表しました。また、集計結果等を経営計
画
　の策定の際、傾向や課題等を反映しまし
た。

1-3
統計調査の実施と有効
活用

（行政経営課）

14

経営戦略部長 20



経営戦略部長 21

№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

①文書の保存方法を、現行の「簿冊管理方式」から「フォルダ管理方式」へ試行導入し、その効
用を検証します。

②会議録作成及び公開に関する要綱及び電磁的記録管理要綱を制定し、運用について周知を
図ります。

③改善した文書管理方法に関する職員アンケートを実施します。

・文書管理事務において、文書等の保存方
法のルール確立に取り組みます。

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

②については、平成２６年２月に弘前市会議録等作成及び公開に関する要領及び弘前市電磁
的記録管理要領を制定し、各課等職員に運用について周知しました。
今後は、それぞれの規程・要領等について見直しを行い、必要な改正を行っていきます。

①③については、現在行われている市庁舎改修により、本庁舎へ書庫が設置される予定である
ことを受け、書庫及び課室等での文書保管方法について、どのような方式が最も効果的・効率
的であるのかを総合的に検討する必要があるため、種々の情報収集を行ってきましたが、平成
２５年度は試行導入を行うには至りませんでした。
今後、さらに他自治体の文書管理の状況等について情報収集を行うとともに、現在の土手町・
樋の口分庁舎書庫の今後の利用可能年数も考慮しながら、新庁舎の書庫、各課室での効果
的・効率的な文書管理方法について検討を行い、導入の準備を進めていきます。

△　一部達成できない。

×　文書保管方法への「フォルダ管理方
　　　式」の試行導入・効用の検証

○　「会議録作成及び公開に関する要綱」
　　 及び「電磁的記録管理要綱」の制定・
　　 周知

×　改善した文書管理方法に関する職員
　　　アンケートの実施

文書管理の徹底

（法務契約課）
15 ―

経営戦略部長 21



財務部長 22

平成25年度財務部長　五十嵐　雅幸

№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　将来的にも厳しい財政状況が続くと予想される中において、弘前市が持続的発展を遂げるため
に、中・長期的な財政展望に立ち、先進事例の研究と新たな発想に基づき、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た取り組みを各部と連携しながら積極的に展
開します。
　また、課題となっている使用料手数料などの債権回収に向けた取り組みを強化します。
　財政調整基金については、近年の降雪状況を踏まえた豪雪や災害への備えのほか、普通交
付税の算定の特例(合併算定替)が平成３２年度で終了することを踏まえ、年度末３０億円の現在
高を目指すこととします。

＜主な取り組み＞
①中期財政計画の策定
②長期財政推計の策定
③新たな財源の確保策の研究と実施
④使用料手数料等の未収金対策の強化

<財政運営>
・財政調整基金25年度末現在高30億円
を目指します。
・25年度の実質公債費率12.4％を目指し
ます。

①中期財政計画の策定
②長期財政推計の策定
③新たな財源確保の取り組み件数　5件
④研修会開催と債権回収マニュアルの
作成

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

＜取り組み結果＞

①中期財政計画の策定
②長期財政推計の策定
・対象期間、指標、推計方法について検討
③新たな財源確保の取り組み
・インセンティブ予算制度の実施
④使用料手数料等の未収金対策の強化
・債権回収研修会の開催
・債権管理マニュアルの作成

△　一部達成できない

×財政調整基金（2,526,508千円）

○実質公債費率(10.1%)
○中期財政計画の策定
×長期財政推計の策定
○新たな財源確保の取り組み
　・インセンティブ予算制度の実施（５件）
○使用料手数料等の未収金対策の強化
　・債権回収研修会の開催（３回）
　・債権管理マニュアルの作成

平成25年度重点事業　達成状況報告書

1

健全な財政運営の維持

（財務政策課）
（収納課）

－
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№ 項目 実施内容 目標
アクション
プラン2013

　市が保有する施設の「配置最適化」、「長寿命化」、「維持管理費の削減」など、施設を最適な状
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。

・施設データの収集および調査
・（仮称）弘前市FM基本方針の策定
・維持管理に必要なデータの蓄積
・ファシリティマネジメントの啓発
・モデルケースとして泉野多目的広場における最適化施設分野の検討

＜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

・市有施設保全管理システムの導入

・（仮称）弘前市ファシリティマネジメント
基本方針の策定

・ファシリティマネジメント研修会実施
　H25　4回

・泉野多目的広場の利活用分野の提示

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

○市有施設保全管理システム導入
　　・施設データの収集および調査
　　・維持管理に必要なデータの蓄積
○弘前市ファシリティマネジメント基本方針の策定
○ファシリティマネジメント研修会を実施
○泉野多目的広場の整備方針の決定
　　・人口動向や近隣施設の配置状況等を分析するとともに、ワークショップにより地域住民の
　　　意見を取り入れ、「近隣住民の避難場所となる多目的なコミュニティの場所」をコンセプト
　　　として施設を整備することを決定した。

○達成

○市有施設保全管理システムの導入
○弘前市ファシリティマネジメント基本
　方針の策定
○ファシリティマネジメント研修会実施（４
回）
○泉野多目的広場の整備方針の決定

2

ファシリティマネジメント
（ＦＭ）の推進

（財産管理課）

3-（1）-17

ダッシュ3-2
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№ 項目 実施内容 目標
アクション
プラン2013

１　関係部と連携しながら　（仮称）駅前分庁舎を開設し、適正な維持管理のもと市民の利便性の
向上に努めます。
　＜構成する主な事務事業＞
　・平成24年度　　(仮称)駅前分庁舎整備工事(内装工事、電気設備、監理業務)

　（H25.3～H25.7）　122,770千円
　・3月補正追加　 41,000千円
平成25年度
　・（仮称）駅前分庁舎整備事業　5,540千円
　・（仮称）駅前分庁舎公衆無線ＬＡＮ環境整備事業  328千円
　・公共施設予約システム（仮称）駅前分庁舎整備事業  122千円
　・（仮称）駅前分庁舎運営事業   35,413千円
　・市民課駅前分室電算システム運用管理事業   4,725千円

２　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するとともに、駐車場の
整備などの計画策定を行い、市民生活の安全・安心の確保と住民サービスの一層の充実に努め
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。
・計画の策定に当たっては、広く市民の意見を聞きながら進めることとし、計画の検討状況を広
報誌等で随時周知するとともにパブリックコメントを実施します。
　＜構成する主な事務事業＞
　　・平成24年度　弘前市庁舎耐震補強及び改修工事実施設計業務
  　　（H24.11～H26.1）　　97,650千円
　　・平成24年度　弘前市庁舎増築棟新築工事実施設計業務
　　　（H24.11～H25.9）　　79,800千円
平成25年度
　　・市庁舎駐車場設計業務　14,400千円

・（仮称）駅前分庁舎の開設

・耐震補強及び改修等工事の実施計画
の策定

・市庁舎駐車場整備計画の策定

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

１　関係部署と連携しながら平成２５年７月にヒロロスクエアを開設
　・　適正な維持管理のもと市民の利便性向上に努めている。
　・（仮称）駅前分庁舎公衆無線LAN
　　ヒロロスクエアに公衆無線LAN環境の整備を行った。
　・公共施設予約システム
　　市民文化交流館ホール（4階）や多世代交流室（3階6室）、イベントスペース（3階）の貸出に対
応するため、ネットワークおよびシステムの整備を行った。
　・市民課駅前分室電算システム
　　土日開庁に対応するため業務システムの運用を行った。

２　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及び駐車場の整備等計
画策定
　・　平成２５年７月に市庁舎再編計画案に対するパブリックコメントを実施
　・　弘前市庁舎耐震補強及び改修工事実施設計業務　＝　実施設計策定済
  ・　弘前市庁舎増築棟新築工事実施設計業務　＝　実施計画策定済
　・　市庁舎駐車場設計業務　＝　設計業務実施済

○達成

○ヒロロスクエアを開設済

○耐震補強及び改修等工事の実施計画
策定済
○市庁舎駐車場整備計画策定済

3

(仮称)駅前分庁舎の開
設と市役所本庁舎の改
修

（財産管理課）
（情報システム課）

ダッシュ3-1

－
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№ 項目 実施内容 目標
アクション
プラン2013

１　個人住民税の申告環境の整備・拡充
　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、国税申告については、電子申告普及拡大に努めるなど申告しやすい環境を整え
ます。さらには収入が年金のみであるなど申告義務のない方への周知を徹底し、申告者への便
宜を図ります。

２　個人住民税の特別徴収切替推進
　税収確保や納税者の利便性向上の一環として、個人住民税の特別徴収（給与からの天引き）
への切替えを推進していきます。
　県税部と連携しながら、関係団体の広報誌等への記事掲載や関係団体会合での説明により特
別徴収制度の周知を図ります。

３　固定資産税賦課資料整備
　土地・家屋の評価について、航空写真に基づいた地番現況図や家屋現況図を作成し、課税客
体の適正把握と事務の効率化を図ります。
＜構成する主な事務事業＞
・固定資産管理システム構築事業　　17,892千円

４　財産調査対象の拡大
　収納率向上のため、財産調査対象者の拡大を図ります。
　金融機関等への預貯金調査の件数を拡大することにより、滞納処分の強化につなげます。
＜構成する主な事務事業＞
・財産調査強化対応経費　504千円

（市民税課）
・申告環境の整備・拡充による待ち時間
短縮

・特別徴収切替推進による税収確保・納
税者の利便性向上
　現状値（Ｈ24）　弘前市69.4％
　目標値（Ｈ25）　特別徴収率の全国平均
71％
　
（資産税課）
・適正課税の確保及び事務の効率化

（収納課）
・財産調査対象の拡大
　現状値（Ｈ24見込）　1,800人
　目標値（Ｈ25）　　　　4,800人
・市税収納率の向上
　現状値（Ｈ24見込）　87.76％
　目標値（Ｈ25）　　　　90％

―

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞ アクション
プラン2013

１．個人住民税の申告環境の整備・拡充
　申告期間の拡大、申告書の記載指導による自書申告の推進、パソコンを利用した電子申告普
及拡大により、申告環境の整備、拡充を図った。さらに収入が年金のみであるなど申告義務のな
い方への周知を徹底し、その結果、申告待ち時間の短縮に繋がった。

２．個人住民税の特別徴収切替推進
　県税部および近隣市町村と連携し、市内43事業所へ訪問、　869事業所へ文書送付を行い、特
別徴収への切替を依頼した。また弘前商工会議所ほか2団体を訪問、協力を依頼。その結果257
事業所が26年度から特別徴収に切り替え、全体で実施事業所が前年比668増となり、納税者の
利便性向上と税収確保が図られるものと考えている。

３．固定資産税賦課資料整備
　地番現況図及び家屋現況図の作成を中心とした固定資産管理システムの構築については、年
次計画通り完了した。（H２３～２５年度の継続事業）

４．財産調査対象の拡大
　金融機関への預貯金調査の拡大により、適正な滞納整理事務が図られ、市税収納率が向上し
た。

○　達成

１．個人住民税の申告環境の整備・拡充
　○申告期間　　　本来21日間⇒24日間
　○最大待ち時間　1時間40分⇒1時間
25分
２．個人住民税の特別徴収切替推進
　○特別徴収率　６９．４％⇒７１．２％
　　　　　　　　　　　　　　　　（目標値71.0%）
３．固定資産管理システム構築
４．財産調査対象の拡大・市税収納率の
向上
　○財産調査対象の拡大
　目標値（Ｈ25）4,800人⇒7,258人
　○市税収納率の向上
　目標値（Ｈ25）90％⇒90.3％

4

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）
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№ 項目 実施内容 目標
アクション
プラン2013

　 老朽化した青葉団地市営住宅の建替を行うため、実施事業者の決定及び建築、外構実施設
計を実施します。

 　募集内容等について検証し実施事業者を再募集します。

＜構成する主な事務事業＞
　　・建替・外構実施設計委託　　37,300千円
 　 ・青葉団地市営住宅建替事業　　114,0780千円(H25～H26　継続費)

・建替を行う実施事業者の決定

・建築、外構実施設計の実施

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　建築、外構実施設計について募集内容等を検証した結果、３工区に分け、１工区分について弘
前市青葉団地建替事業公募型プロポーザルを実施しました。（H25.11）

　プロポーザルにより決定した事業者の決定を公表しました。（H26.3）

△一部達成できない

〇建替を行う実施事業者の決定(H26.3）
×全体計画及びA棟実施設計は、26年4
月に事業着手
×外構実施設計は、未着手（２工区の着
手時に実施予定）

5

青葉団地市営住宅建替
事業の推進

（財産管理課）

―
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№ 項目 実施内容 目標
アクション
プラン2013

１　統合型ＧＩＳ（地理情報システム）の整備

　庁内で別々に保持している地図情報を電子データとして庁内ＬＡＮで情報共有化し、全庁的に
閲覧、地図加工ができる環境を整備することで、経費の削減、事務の効率化、迅速化を図るとと
もに、市民サービスの向上を図ります。
＜構成する主な事務事業＞
　　・統合型ＧＩＳ構築委託料　　19,163千円

２　公衆無線ＬＡＮの利用拡大

　「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「観光客の情報入手の利便性の向
上」を目的に平成23年度から整備に着手した公衆無線ＬＡＮ環境を、今年度は（仮称）駅前分庁
舎内に新たに整備すると共に、弘前公園内でも利用しやすくなるよう改善を図ります。また、併せ
て利用促進を図るため、周知・ＰＲ活動を積極的に行います。
＜構成する主な事務事業＞
　　・弘前公園等公衆無線ＬＡＮ環境整備事業　　　　　　　1,746千円
　　・（仮称）駅前分庁舎公衆無線ＬＡＮ環境整備事業　　　 328千円

・基本となるシステム構築

・アクセス件数
　　　　目標値（Ｈ25）
　　　　　　月平均　600件（4月～3月）

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

1　統合型GIS
　H25.4　評価委員会設置
　H25.5　プロポーザル公募
　H25.8　契約
　H26.2　操作説明会～仮稼働開始
　H26.3　システム完成
　H26.4　本稼働

2　公衆無線LAN
　弘前公園内アクセスポイント増設および移設
　弘前公園ほか利用可能施設等のPRステッカー・チラシ・ポスター・卓上POP・のぼり旗設置
　ヒロロスクエアにアクセスポイント4台設置
　ヒロロスクエア内にポスター掲示

○達成

○　基本となるシステム構築済

○　アクセス件数　月平均609件（4月～3
月）

6
地域情報化の推進

（情報システム課）
―
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　弘前駅前再開発ビル「HIRORO」に設置される（仮称）駅前分庁舎は、市民課駅前分室をはじめと
する行政機能のほか、市民活動の場としてのコミュニケーションゾーンや多世代交流室などの交
流機能を備えた施設として整備されます。

＜市民文化スポーツ部所管施設＞
　市民課駅前分室、市民生活センター、市民文化交流館（旧駅前市民ホール等）

　市民課駅前分室をはじめとする行政機能においては、窓口のワンストップサービスや土日祝日
開庁など、お客様目線でのサービス提供や利便性向上に努めます。
　また、イベントスペースにおいては、市民団体と市が連携・協力しながら、新たな手法で市民が広
く参加・交流することができる事業を展開するとともに、より効果的な活用方策の検討を進めます。

＜構成する主な事務事業＞
　・(仮称)駅前分庁舎コミュニケーションゾーン運営協議会負担金　5,000千円
　・市民生活センター整備事業(AP)　　1,771千円
　・市民課駅前分室整備事業(AP)　    7,428千円
　・市民課駅前分室運営事業　          8,494千円
　・市民文化交流館整備事業(AP)　　13,027千円
　・市民文化交流館運営事業　 　　　 15,164千円

・平成25年7月
　市民文化スポーツ部所管施設一斉開
設

・行政と市民団体が連携して取り組む市
民協働事業数　　5件/年

・職員の窓口応対に不満を持っている市
民の割合【AP】
　基準値（H21） 17.9％
　目標値（H25） 10.0％

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・弘前駅前再開発ビル「HIRORO」3階・4階にヒロロスクエアが設置され、平成25年7月27日、市民
文化スポーツ部所管の総合行政窓口、市民生活センター、市民文化交流館が一斉オープンした。

・総合行政窓口は、パスポートセンター、市民文化交流館貸館受付窓口を併設して開設。取扱業
務・開業時間を拡充し、利便性が向上したことにより、利用率が移転前と比較して3倍以上に向上
した。
また、平成26年3月から6月まで実施した利用者アンケートにおいても、窓口満足度が約9割と好評
である。

・市民団体と市で構成するヒロロスクエアコミュニケーションゾーン運営協議会を組織し、市民が広
く参加・交流することができる事業を行った。（開催事業数　98件/年、利用者数　3,065人/年）

△　一部達成できない

○　平成25年7月
　　　市民文化スポーツ部所管施設一斉
開設

○　行政と市民団体が連携して取り組む
市民協働事業数　8件/年
※平成25年10月から経営戦略部政策推
進課ヒロロスクエア活性化室へ事務移管
 
×　職員の窓口応対に不満を持っている
市民の割合【AP】　 17.2％

平成25年度重点事業　達成状況報告書

平成25年度市民文化スポーツ部長　蒔苗　貴嗣

1

市民課駅前分室、市民
文化交流館等の開設・
運営

（市民協働政策課）
（市民課）
（文化スポーツ振興課）

※一部、平成25年10月
から経営戦略部政策推
進課ヒロロスクエア活性
化室へ事務移管

ダッシュ3-1

7-4
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【アクションプラン：堀越地区全天候型スポレク施設建設の見直しをします】
　平成２４年６月に供用を開始した泉野多目的広場について、将来的な土地の活用方法について
は、ファシリティマネジメントの手法による利活用分野の検討を進め、今後の方向性を決定します。

＜構成する主な事務事業＞
　・泉野多目的広場管理費(AP)　　　　814千円

　・平成26年度予算編成時期までに方向
性を決定します。

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・財産管理課が中心となり、地元町会の意見把握を行うとともに、住民の意見を把握するための
ワークショップを開催した。（2回開催…平成25年6月30日、7月28日）

・ファシリティマネジメントの手法により、周辺地域等の分析と地域住民意見を基に、必要な機能の
検討を行い、施設整備の方向性を決定した。

【施設整備の方向性】
　「地域住民の避難場所となる多目的なコミュニティの場所」をコンセプトとし、「コミュニティ」、「防
災」、「子育て」の機能を持った多目的な施設として、現在も活用されている芝生広場や駐車場を一
体的に考えながら整備する。

○　達成

○　平成26年度に施設を整備することを
決定（財産管理課所管事業）

【アクションプラン：「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】
　当市におけるスポーツ少年団は、子ども達のスポーツ活動をする主たる場所であります。団の活
性化を図るために「指導者・保護者の意識改革」「保護者の経済的負担の軽減」を目的とした補助
事業を行います。

＜構成する主な事務事業＞
　・弘前市スポーツ少年団活性化事業（AP）　　1,969千円

スポーツ少年団指導者等育成とスポー
ツ少年団員加入促進のための補助事業
を実施します。
・スポーツ認定員講習会受講料補助
                                            　100名
・スポーツ少年団への登録料の補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,100名

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

【平成25年度弘前市スポーツ少年団活性化事業】
　・スポーツ認定員講習会受講料補助金　186,000円
　・スポーツ少年団への登録料補助金 　1,580,600円
　　　　　　　　　　　　　計　　　　　 　　　  　 1,766,600円

△　一部達成できない

×　スポーツ認定員講習会受講料補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62名
○　スポーツ少年団への登録料補助
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　2,258名

3

指導者の指導力向上及
びスポーツ活動をして
いる児童の増加

（文化スポーツ振興課）

4-(2)-12

2

泉野多目的広場の利活
用

（文化スポーツ振興課）
（市民協働政策課）

ダッシュ3-2
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【アクションプラン：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】
(1)文化分野
　文化芸術などの才能に秀でた人物に接する機会を増やすためのイベント等の招致や事業を実施
します。
＜構成する主な事務事業＞
　・音楽芸術後継者育成事業他(AP)　　　27,992千円

(2)スポーツ分野
　一流選手の技術を身近で学ぶ機会を作り、当市のスポーツ技術の向上に役立てるため、トップア
スリート等を当市に招く事業を展開します。
＜構成する主な事務事業＞
　・トップアスリート招致支援事業(AP)　　　 　　　　      7,500千円
　・スポーツ人材雇用奨励事業(AP)　　　　  　 　　　 　12,000千円
　・チャレンジプロフェッショナル就業支援事業(AP)　    　―
　・はるかソフトボール夢事業(AP)     　　                  1,187千円

(1)文化分野
・音楽芸術後継者育成事業他【AP】
　　事業開催数10件以上/年
　　参加者数　4,500人以上/年

(2)スポーツ分野
・トップアスリート招致支援事業【AP】
　　教室、講演会等　10回開催/年
・スポーツ人材雇用奨励事業【AP】
　　支援者数　5人/年
・チャレンジプロフェッショナル就業支援
事業【AP】
　　支援者数　5人/年
・はるかソフトボール夢事業【AP】
　　学校での体育指導　3回/週

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞
(1)文化分野
　①音楽後継者育成事業（3事業）
　　１）ドリームコンサート ドリームゼミナール（25年11月29日～12月1日　文化センター
　　　参加者数：477人）
　　２）弘前ユースストリングアンサンブル指導者招へい事業・・・文化センター等で計39回実施
　　３）弘前音楽祭事業（26年1月19日　市民会館 参加者数：605人）
　②伝統文化後継者育成事業(26年3月30日　文化センター　参加者数520人）
　③将棋名人戦弘前対局記念大会事業（25年9月14～15日　文化センター　参加者数115人）
　④俳句甲子園弘前大会（3事業）
　　１）俳句甲子園事前研修会（25年5月18日　市民会館　参加校4校 40人）
     ２）俳句甲子園地方大会弘前会場（25年6月22日　ヒロロ　参加30人　優勝：聖愛高校）
　　３）俳句入門教室（25年11月9日～10日　文化センター　参加者数32人）
　⑤才能育成提案事業（3事業）
　　１）手話音楽等育成事業（25年12月15日　市民文化交流館ホール　参加者数：262人）
　　２）能楽体験育成事業
　　　　　謡曲と仕舞の講座（計6回実施)、発表会　（文化センター　参加者数　延べ208人）
　　３）ダンス＆パフォーマンス招致事業
　　　　　レセプション&弘前ダンスフェスティバル（25年5月17日～18日　スペースデネガ
　　　　　参加者数620人）
　⑥能狂言弘前公演
　　１）弘前城御能（26年2月11日　市民会館大ホール　鑑賞者数：1,244人）
　　２）ワークショップ（全4回）他　参加者数：1,171人

△　一部達成できない

(1)文化分野
○　音楽芸術後継者育成事業他【AP】
　　事業開催数14件/年
　　参加者数　6,183人以上/年

(2)スポーツ分野
○　トップアスリート招致支援事業【AP】
　　教室、講演会等開催数　10回/年
×　スポーツ人材雇用奨励事業【AP】
　　支援者数　4人/年
×　チャレンジプロフェッショナル就業
　　支援事業【AP】
　　支援者数　3人/年
× はるかソフトボール夢事業【AP】
　　学校での体育指導　1.4回/週

4

一流に触れる機会の創
出

（文化スポーツ振興課）

4-(2)-12
4-(2)-13
4-(2)-14
4-(2)-15
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№ 項目 ＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞ アクション
プラン2013

　⑦第63期王将戦七番勝負第4局
　　１）弘前対局（26年2月18日～19日　市民会館和室　対局者：王将/渡辺明　挑戦者/羽生善治）
　　２）歓迎レセプション、前夜祭、大盤解説会、記念大会他　参加者数859人

(2)スポーツ分野
　【トップアスリート招致支援事業】
　・補助金額　6,421,015円　参加者数　2,438名
　【スポーツ人材雇用奨励事業】
　・補助金額　7,359,996円
　【チャレンジプロフェッショナル就業支援事業】
　・ブランデュー弘前2名　弘前アレッズ1名
　【はるかソフトボール夢事業】
　・講演　　　　32回　対象人数　7,122名
　・実技指導　29回　対象人数　1,653名
　　　　計　　　61回　　　　　　　  8,775名

4

一流に触れる機会の創
出

（文化スポーツ振興課）
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　市民主権による市政運営と市民参加の促進を図るため、市民活動団体などが企画・実践するま
ちづくり、地域づくり活動に対し、経費の一部を支援します。
　また、市民がより活用しやすいシステムづくりを進めるため、「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の検討など引き続き行っていきます。

＜構成する主な事務事業＞
　・市民参加型まちづくり１％システム事業(AP)　　31,613千円

・市民参加型まちづくり１％システム支援
事
業数【AP】

100事業

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・募集期間・応募状況
　１次募集（1月15日～2月12日）　　応募事業数　２８事業　　９，５５５千円
　２次募集（5月  8日～6月  7日）　  応募事業数　２０事業　　７，０８６千円
　３次募集（8月  8日～9月  6日）　　応募事業数　１１事業　　４，１６１千円
・実施結果
　応募事業数　　　　　５９事業　２０，８０２千円
　採択事業数　　　　　５０事業　１７，１１８千円
　交付決定事業数　　５０事業　１７，１１８千円　　（確定額１５，５７１千円）
・制度内容の見直し
　補助事業者が事業を実施する期間をより長く取れるよう、２次募集及び３次募集の募集時期をこ
れまでより１ヵ月早くし、募集することとした（平成26年度から）。
・「第1回協働のまちづくりフォーラム～住民提案型のまちづくり～」開催（平成26年2月22日）

×　達成できない

×　支援事業数50事業

5

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

（市民協働政策課）

1-2
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　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、そのルールや仕組みを
定める自治基本条例の制定に向けた取り組みを推進します。
　平成25年度は、知識経験者、公募委員等で組織する市民検討委員会が作成する中間報告書を
基に、市民、議会、庁内プロジェクトチームの意見を集約しながら、さらに市民検討委員会で審議
し、最終報告書を作成します。

＜構成する主な事務事業＞
　・弘前市自治基本条例制定事業（AP）　　2,705千円

・平成26年3月　最終報告書の作成【AP】

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・弘前市自治基本条例市民検討委員会では、平成24年度に引き続き、条例内容の検討を行い、平
成25年7月に中間報告書を作成した。
　　市民検討委員会会議開催回数13回（H25年度）

・庁内プロジェクトチームでは、市民検討委員会が作成した中間報告書の内容を検討し、執行機関
としての意見原案を作成するとともに、制定後の取組及び進行管理についての検討を行った。
　　会議開催回数6回（平成25年度）

・市民検討委員会では、中間報告書に対する学生、コミュニティ等各主体の意見聴取を行い、議会
及び執行機関から出された意見と併せて検討を行い、中間報告書の内容を一部見直し、最終報
告書を作成、平成26年3月24日に市長へ答申した。

○　達成

○　最終報告書作成

6

市民主権による市政運
営（自治基本条例制定
事業）の推進

（市民協働政策課）

1-8
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　斜里町との友好都市交流３０周年を記念し、弘前市民号を斜里町へ派遣するとともに、斜里町民
号の受け入れを行い、両市町の交流の絆をさらに深めます。

＜構成する主な事務事業＞
　・友好都市市民号派遣等事業負担金　　3,244千円

・市民号参加者数　80人

・町民号受入数　50人

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・弘前市民号の斜里町派遣
　日　　  程：平成25年7月24日～28日　4泊5日　（貸切バス2台、フェリー）
　応募者数：111組201名、　公開抽選会を平成25年6月16日に実施し、80名を選出
　参加人数：市民79名（キャンセル1組3名→キャンセル待ち当選1組2名）、随行職員5名、計84名
　
・斜里町民号受入
　日　　  程：平成25年8月1日～3日　2泊3日
　参加人数：町民44名

△　一部達成できない

○　市民号参加者数　84人

×　町民号受入数　44人

7
友好都市交流の推進

（文化スポーツ振興課）
－
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　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。
　また、リニューアルオープン後は、更なる利活用を積極的に推進します。

＜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　    20,790千円
  ・弘前市民会館緞帳復元新調委託料　 　　         21,950千円
  ・弘前市民会館大規模改修工事   　　 　　　     1,685,841千円
　・ピアノ等備品購入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,513千円

・平成25年12月　改修完了
・平成26年1月　リニューアルオープン

・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％

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・平成24年度から実施していた大規模改修工事が平成25年12月に完了し、平成26年1月5日に落
成記念式典、緞帳披露、杮落しを実施、リニューアルオープンした。
・大規模改修工事において、太陽光発電設備の設置(両面パネルの垂直設置)、コージェネレーショ
ンシステムの導入、LED照明の設置等省エネルギー対策を実施するとともに、利用者ニーズに応
えるため、客席の拡幅、託児室・親子室の新設、トイレの増設、エレベーターの新設、車椅子対応
客席・専用スペース・昇降機の設置等を行い、利用者の利便性の向上を図った。

・また、これまで以上に多くの方に利用していただけるよう、ホール棟1階ロビー及び2階ホワイエの
利用を可能とするとともに、リニューアル記念事業を実施した。
　　平成26年2月11日　　　　　 能狂言弘前公演
　　平成26年2月18日～19日　第63期王将戦　第4局

○　達成（見込み）

○　平成25年12月改修完了
○　平成26年1月リニューアルオープン

―　省エネルギー関連達成目標
　平成26年1月～3月は、オープン直後で
暖房設備など全出力で稼働した特殊な
期間であり、単純にCO2排出量の比較は
できず、現段階では判断できない。
　年間を通して運転した後、改めて平成
27年6月に取得予定である。

8

市民会館大規模改修の
実施

（文化スポーツ振興課）

3-(2)-5
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　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、「子育てに適した住環境への支援」、「仕事と子育ての両立支援の推進（ワーク・ライフ・バラ
ンスの実現）」、「学生・大学等の力を活用した支援体制の確立」を引き続き実施し、さらに今年度
は、経済的支援の拡充により、プランの推進を図ります。

　＜構成する主な事務事業＞

　・子どもの医療費給付事業（拡充分）　 　13,376千円
　満18歳の年度末までの子どもの入院に係る医療費を給付し、無料化します。

・児童の入院費に対する不安が緩和される
人の割合　60%　【AP】

　・ひろさき多子家族応援パスポート事業　　108千円
　満18歳未満の子どもが３人以上いる多子世帯に対し、登録証（パスポート）を交付し、それを提
示することにより公共施設の利用料を免除します。

・利用者数　300人/年　【AP】

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

①子ども医療費給付事業
　平成25年4月分から、満18歳の年度末までの子どもの入院に係る医療費を給付し、無料化しま
した。その結果として、子育て環境の充実を促進し、保護者の経済的負担を軽減し、医療費に対
する不安を緩和することとなりました。

②ひろさき多子家族応援パスポート事業　257千円
　4月からさくらまつり期間中の弘前城入場料無料券の実証実験を行い、7月より18歳未満の子
どもが3人以上いる世帯に施設の利用料が免除になるパスポートを交付開始しました。パスポー
トの発行世帯は237世帯、施設の利用人員は延べ1,695人となりました。また、さくらまつり期間中
の弘前城入場料無料券の実証実験の利用者数は2,064人となり、多子家族への経済的支援が
図られました。

〇　達成

○　児童の入院費に対する不安が緩和
     される人の割合　69.5%　【AP】

〇　利用者数　1,695人/年　【AP】
     (7月から事業開始）
     （さくらまつり実証実験利用者数：
                                      2,064人）

平成25年度重点事業　達成状況報告書

平成25年度健康福祉部長　　小田　実

平成25年度健康福祉部理事　花田　昇

1

「Smile弘前子育てマス
タープラン」推進

（子育て支援課）

4-(1)-3-2
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　７月に開業が予定されている駅前地区再開発ビル「HIRORO（ヒロロ）」内に、弘前市の子育て
支援の拠点として子育て支援センターと遊び場の機能を併せ持つ「駅前こどもの広場」を整備し、
子育て中の親子をはじめとする多様な人々が集い交流できる場と冬期間や雨天でも安心して利
用できる遊び場を提供します。
　ここでは、「食育」、「健康教育」、「木育」を推進し、子育ち・子育て支援に関わるNPOや市民団
体、学生などの参画のもとに、地域ぐるみで子どもと子育て家庭を支える取り組みを展開します。

　＜構成する主な事務事業＞

　・駅前子どもの広場整備事業　 　　　　16,200千円
　・駅前子どもの広場運営事業　 　　　　17,771千円
　・駅前子どもの広場での健康教育事業　　38千円

・駅前こどもの広場開設　１か所　【AP】

・駅前こどもの広場利用者数
　　　　　　   延べ43,000人

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

①駅前こどもの広場整備事業　　15,749千円
　木製玩具、遊具、各種備品等を整備し、平成25年7月27日駅前こどもの広場の供用を開始しま
した。

②駅前こどもの広場運営事業　　15,749千円
　ヒロロスクエアの中核施設として、親子の交流の場、子育てに関する相談援助の場、地域の子
育て情報の提供、講習を実施するほか乳幼児の一時預かり事業を実施し、延べ130,695人の方
に利用していただきました。

③駅前こどもの広場の健康教育事業　　8千円(再掲：上記②の事業費に含む）
　乳幼児期からの健康増進を目的に、保健師等による健康教育に関する講座を9月から実施し、
延べ153名の方に利用していただきました。

○　達成

○　駅前こどもの広場開設　１か所　【AP】
　　　（平成25年7月27日供用開始）

○　駅前こどもの広場利用者数
　　　　　　　　　　延べ130,695人

2

駅前こどもの広場の整
備・運営

（子育て支援課）

4-(1)-4
5 - 15
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【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、「ＨＩＲＯＲＩＯ（ヒロロ）」での複合健診や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するほか、初めて受診対象となる方
及び節目年齢となる方への積極的な受診勧奨を行います。
　さらに、受診率向上について弘前市医師会・弘前大学などの医療関係者と実務者ワーキング
グループを立ち上げるほか、弘前市町会連合会保健衛生委員会との連携によるモデル地区で
の勧奨事業など、医学官民の連携により多面的に取り組んでいきます。

＜構成する主な事務事業＞

　・がん検診受診事業　　　　　　　　　　　　　389千円
　・がん検診受診率向上強化対策事業　 　925千円

・各種がん検診受診率　【AP】
　　　基準値(H21)　19.1％
　　　目標値(H25)　24.1％

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

〈がん検診受診事業〉
 　・平成２４年度に引き続き、巡回がん検診案内はがきを広報ひろさきと同時毎戸配布しました。
〈がん検診受診率向上強化対策事業〉
 　・平成２４年度に引き続き、事業所等検診とがん検診の同時受診を継続実施しました。

×　達成できない

×　各種がん検診受診率【AP】
　　　実績値（H25)　　21.0％

3

「健幸ひろさき」の創出

（健康づくり推進課）
5-6
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【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、平成２４年度から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
る人材養成を継続するとともに、人材を活用するためのシステムづくりを推進します。
　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＞
　・ひろさき健幸増進リーダー人材育成事業　　　 　　17,000千円
　・岩木・相馬地区健康増進プロジェクト推進事業　 　2,888千円

・岩木プロジェクト健診の実施(継続）
　　（平成25年6月実施予定）

・相馬プロジェクト事業の実施(継続）
　　（平成25年4月～平成26年3月実施予定）

・弘前大学に講座開設（継続）
　　（平成25年4月～平成26年3月実施予定）

・食をテーマとした健康づくり啓発活動の実
施
　 （平成25年秋実施予定）

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・ひろさき健幸増進リーダー人材育成事業
　　弘前市健康増進学講座開設　平成25年4月1日～平成26年3月31日
　　ひろさき健幸増進リーダー養成講座終了者　受講者３９名　うち修了者31名
・岩木・相馬地区健康増進プロジェクト推進事業
　　岩木健康増進プロジェクト　プロジェクト健診6月1日～10日　1,007人、運動教室48回、
　　延べ1,846人、調査結果報告会3月1日
　　相馬健康増進プロジェクト　プロジェクト健診　6月1日～10日　47人、運動教室23回、
　　延べ664人、調査結果報告会3月1日
・食をテーマとした健康づくり啓発活動の実施
　　ひろさきりんご収穫祭で啓発活動を実施　9月28日・29日　試食250食提供等

○達成

○　弘前大学に講座開設（継続）
　　　（平成25年4月～平成26年3月実施）
○　岩木プロジェクト健診の実施(継続）
　　　（平成25年6月1日～10日実施）
○　相馬プロジェクト事業の実施(継続）
　　　（平成25年4月～平成26年3月実施）
○　食をテーマとした健康づくり啓発活動を
　　 実施　（「ひろさきりんご収穫祭」に参加・
　　 実施）

【ひろさき健幸増進リーダーの活動支援】

　市民が運動を主体とした健康づくりに取り組めるよう、ひろさき健幸増進リーダーに市や弘前大
学が実施する運動教室などへ参画してもらうほか、市民の健康づくり活動のリーダーとして活躍
してもらいます。
＜構成する主な事務事業＞
　・ひろさき健幸増進リーダー活用事業　　650千円

・年間活動支援回数　　150回　【AP】
・ＨＩＲＯＲＯにおいて市民の健康づくり運動
教室を開催
　　（平成25年7月～平成26年3月実施予定）

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・年間活動支援回数　　167回
　　・うち　ヒロロ運動教室　　8月4日～3月21日　14回開催、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　リーダー延べ42人指導等参加、一般参加者　延べ272人
　　・うち　おたっしゃ健幸塾（イン　ヒロロ）　8月26日～12月20日６回開催、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　リーダー延べ12人補助参加、一般参加者　延べ210人

○達成

○　年間活動支援回数　　167回　【AP】
○　ＨＩＲＯＲＯにおいて市民の健康づくり
　　 運動教室を開催（平成25年8月～
     平成26年3月実施）

3

「健幸ひろさき」の創出

（健康づくり推進課）

5-11

5-11
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【国民健康保険財政の健全化】

　保険料収入の増収対策や医療費の適正化への取り組みを行い、国民健康保険財政の健全化
に努めます。

＜構成する主な事務事業＞

　・国保料口座振替推進事業　　　 　　　770千円
　・国保特定健康診査推進事業　  　　1,977千円
　・ジェネリック医薬品利用推進事業　1,671千円
　・重複・頻回受診者対策事業　　　　 4,528千円

・国保料口座振替率　【AP】
　　　　現状値（H23)　23％
　　　　目標値（H25)　29％

・国保特定健康診査受診率　【AP】
　　　　現状値（H23)　22％
　　　　目標値（H25)　28％

・ジェネリック医薬品利用率　【AP】
　　　　現状値(H23)　27％
　　　　目標値(H25)　33％
　
・重複・頻回受診者数削減率　【AP】
　　　　目標値　H24年度比5％減

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

【国保料口座振替推進事業】
　介護保険料と合同で7月～9月、市税と合同で11月～12月、合計2回の口座振替キャンペーンを
実施した結果、前年度から10.7％の口座振替申し込み数の増加となったが、目標値の29％まで
は到達しませんでした。
【国保特定健康診査推進事業】
　40歳の対象者（623人）に割引クーポン付のセット受診券を4月19日に送付した結果、対象者
37,510人中、受診者が9,601人で、受診率は25.6％となり、目標値の28％には到達しませんでし
た。
【ジェネリック医薬品利用促進事業】
　ジェネリック医薬品利用差額通知を5回実施したほか、9月の保険証更新時にジェネリック利用
希望カードを同封しました。また、受付窓口にジェネリック利用希望カードを置き、普及に努めまし
た。この結果、利用率は33.4％となり、目標値の33％を上回りました。
【重複・頻回受診者対策事業】
　国保総合システムの電子レセプトや給付記録を利用して、訪問前後３か月の医療費の比較に
より削減効果を検証し、医療費適正化に努めました。その結果、削減率はH24年度の8％に対し
てH25年度は25.7％となり、目標値のH24年度比5％減を上回りました。

△　一部達成できない

×　国保料口座振替率【ＡＰ】
　　　H25　25％

×　国保特定健康診査受診率【ＡＰ】
　　　H25　25.6％

○　ジェネリック医薬品利用率【ＡＰ】
　　　H25　33.4％

○　重複・頻回受診者数削減率【ＡＰ】
　　　H25　321.25％

4

国民健康保険財政の健
全化

（国保年金課）
5-13
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【介護給付費の適正化及び保険料の維持】
　
　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最も高い結果となりましたが、平成２４年度に健康福祉改革プ
ロジェクトにおいて提案された施策を確実に実施しながら、要介護認定及び介護給付の適正化を
推進し、第6期に向けて、介護保険料の抑制に努めます。

　
＜構成する主な事務事業＞
  ・要介護認定結果の早期通知対策事業(拡充分）　　　       　6,829千円
  ・ケアプラン作成のための研修会の開催（新規） 　　　　　        132千円
  ・ケアプラン点検業務の拡大　　　　　　　　　    　　 　　　　     4,553千円
  　介護支援専門員による点検を全事業所へ拡大実施します。
  ・高齢者はり、きゅう、マッサージ施術料助成事業(拡充分）　　309千円
  　対象年齢を７０歳以上から６５歳以上に引き下げします。
  ・在宅患者訪問歯科診療事業(拡充分）　　　　　　　　　　　　　　300千円
  　利用患者数や往診回数の増加を図ります。

・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】
　　　　基準値(H21)　79.2％
　　　　目標値(H25)　79.4％

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞
平成24年度に立ち上げた健康福祉改革プロジェクトの2年目にあたり、事業の拡充が5、新規実
施が1となっており、事業の継続実施を図る内容で取り組んでおります。

・要介護認定結果の早期通知対策事業(拡充分）
　認定調査員3名増員し早期通知対策を実施。
　新規申請の30日以内認定結果通知の割合　32.3％(25年4月～12月の平均：24年度同期
6.3％）
・ケアプラン点検業務のための研修会の開催(新規分）　1回開催　70名参加
・ケアプラン点検業務の拡大　　　　　　　　　　年間点検実施事業所数85カ所　総点検件数　244件
・高齢者はり・きゅう・マッサージ施術助成事業(拡充分）
　5歳引き下げ6５歳以上に支給年齢を引き下げる。　発行枚数　1938枚  398人
・在宅訪問歯科診療事業（拡充分）
　　ねたきり高齢者、身体障害者の訪問歯科診療委託事業
　　患者数　782人　往診回数　2267回

　

×　達成できない

×　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】 実績値　（H25)　78.5％

5

介護給付費の適正化対
策の実施

（介護福祉課）
5-14
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　　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＞
　・自殺対策緊急強化事業 2,650千円
　・こころの健康づくり事業　　316千円

目標値(H25)
　　こころの健康づくり講演会　        2回
　　緊急強化事業人材養成研修会 　2回

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

〈自殺対策緊急強化事業〉
・普及啓発事業：自殺予防のラジオCM,広報ひろさき、回覧板などを通じ、自殺予防の普及啓発
を推進。
・人材養成事業：民生委員を対象に安心して暮らせる地域づくり講演会、市中堅職員研修会を実
施。
・強化モデル事業：安心して暮らせる地域づくり事業を実施。自殺予防のメッセージをいれた回覧
板を作　成し、町会連合会へ配布を協力依頼。
〈こころの健康づくり事業〉
・親子すこやかクッキング教室や婦人がん健診でのメンタルヘルス講話を実施。こころの健康相
談を年間31回実施。

○　達成

○　緊急強化事業人材養成研修会　2回
○　こころの健康づくり講演会　       1回
○　こころの健康づくり講話(出前）　　3回

【こどもの健やかな成長を支援】

　幼児期のインフルエンザ対策、健康診査の充実、健康教養の涵養を図り、こどもの健やかな成
長を支援します。
　流行期に多くの罹患者が懸念されるインフルエンザから幼児を守り、保護者の負担を軽減する
ため、２回接種のうち１回分の接種費用の一部を助成します。
　また幼児向けの健康絵本を作成し、子供の頃から体や健康について涵養を図り、幼少期から
の健康教養の習得を目指します。
　
＜構成する主な事務事業＞
　・こども健やか支援事業　19,010千円

・インフルエンザ予防接種費用の一部を助
成
・幼児向け健康絵本を作成

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

①乳幼児インフルエンザ予防接種費用助成事業の実施：7,939人　接種者数5,923人
②ひろさき健康かるた制作：市内保育園及び幼稚園等の関係施設配布用と貸出用として
                                   120部作成

○達成

○　インフルエンザ予防接種費用の一部を
　　　助成
○　幼児向け健康絵本に替えて、健康かる
　　　たを作成

6
こころの健康づくり対策

（健康づくり推進課）
5-5

7
こども健やか支援事業

（健康づくり推進課）
5-15
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　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、生活保護受給者等就労自立促進
事業及び弘前市就労支援プログラムを実施し、生活保護受給者に対する就労支援を推進しま
す。また、生活保護から自立できるようケースワーカーによる支援を強化します。

　①生活保護受給者等就労自立促進事業（旧：「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　3,565千円

・新たに就労を開始する人数
　　実績値(Ｈ24)　31人
　　目標値(H25)　年間35人以上
　※①と②の事業によるもの。

・就労により生活保護から自立する人数
　　実績値(H24)　32人
　　目標値(H25)　年間35人以上
　※①と②の事業を含め、ケースワーカー
　　の支援によるもの。

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

①生活保護受給者等就労自立促進事業
　　　早期自立が期待される34名についてハローワークに支援要請し、ハローワークが
　　直接、職業相談や面接、各種セミナー受講、履歴書等応募書類の書き方などの指導
　　を行った。その結果、12名が就労を開始し、そのうち1名が自立した。

②弘前市就労支援プログラム
　　　就労支援員2名が支援対象者154名に対して、年間延べ1,343回（約9回/1人）面接
　　を実施し、就労に関する相談（希望条件の聴取や阻害要因の確認）、就労意欲の喚
　　起、求人情報の提供などを行った。その結果、29人が就労を開始し、そのうち5名が
　　自立した。

○　達成

○　新たに就労を開始する人数
　　 実績値（H25) 41人
  　　・内訳
　　　　生活保護受給者等
          就労自立促進事業 　　　　　　 12人
　　　　弘前市就労支援プログラム 　　29人
　
○　就労により生活保護から自立する人数
　　 実績値(H25) 37人
　　 ・内訳
　　　生活保護受給者等就労自立促進事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1人
　　　弘前市就労支援プログラム　 　  5人
　　  その他　　　  　　　　　　　　　        31人

8

生活保護受給者の自立
支援の強化

（生活福祉課）

＿
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　今冬のりんご樹の雪害に対し、りんご園地融雪等事業や関係機関・団体と連携した生産指導
等を実施することで、　りんごの生産量の確保に努めます。
　また、果樹共済への加入を促進するため、果樹共済加入促進対策事業を実施するとともに、気
象災害に強い園地作りのため、りんご園防風網張替事業を実施し、生産体制の強化を図りま
す。
　作業の効率化と生産量維持を図るため、りんご園改植事業及びりんご防除機械等導入事業を
実施し、農業経営の安定化に努めます。
　

＜構成する主な事務事業＞
　　・雪害対策りんご園地融雪等事業　14,600千円
　　・りんご園防風網張替事業　10,000千円
　　・果樹共済加入促進対策事業　18,466千円
　　・りんご園改植事業　20,000千円
　　・りんご防除機械等導入事業　12,000千円

・弘前産りんごの生産量
　　　　基準値（過去5年平均）　179,426ｔ
　　　　目標値（H25）　　　　　　　180,000t

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

    ・雪害対策りんご園地融雪等事業　2,072件　14,073千円　執行率96.4%
　　・りんご園防風網張替事業                36件 　5,450千円　執行率54.5%
　　・果樹共済加入促進対策事業　　   2,597件　10,885千円　執行率59.0%
　　・りんご園改植事業　　　　　　　　　　　　24件  14,223千円　執行率71.1%
　　・りんご防除機械等導入事業　　　　　　11台　11,665千円　執行率97.2%

×　達成できない

×　弘前産りんごの生産量 173,967t

平成25年度重点事業　達成状況報告書

平成25年度農林部長　　佐藤　耕一

1

雪害対策を含めたりん
ご生産量の維持・確保

（りんご課）

2-(1)-7
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　弘前産りんごにおける生産・加工・流通・販売・消費の全てを総合的に捉え、関係団体と協力し
ながら、弘前産りんごのブランド化・高付加価値化と販売促進に努めます。
　弘前産りんごの消費拡大のため、販売活動や販路拡大を支援するとともに、販売PRキャン
ペーンを展開して、りんごとシードルを含めた加工品の消費拡大を図ります。
　また、海外におけるりんご消費拡大のため、県等関係機関と連携し、国外への販売促進を推し
進めます。
　さらに、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。

＜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　　　　　    　4,500千円
　　・弘前産りんご消費拡大戦略事業　 　30,000千円
　　・りんご公園まつり事業　　　　　　       14,000千円
　　・弘前シードル普及推進事業　　　　　　2,960千円

・弘前産りんごの販売額【AP】
　　　　基準値（H17～H21平均）
　　　　　　 　　　　　　　 33,000百万円
　　　　目標値（H25）　36,000百万円

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　・りんご農家直販活動支援事業　　 7件　　　884千円　　執行率　58.9%
　・りんご販路拡大支援事業　　　　　 7件　　2,935千円　　執行率　65.2%
　・弘前産りんご消費拡大戦略事業　1件　 30,000千円　　執行率 100.0%
　・りんご公園まつり事業　14,491千円　　執行率103.5%
　花まつり（H25.5.6～19の14日間、11,536千円）、収穫祭（H25.9.28～29の2日間、2,955千円）を
開催。
　・弘前シードル普及推進事業　1,637千円　　執行率　55.3%
　「シードルフェスタ」の初開催、シードル試作および指導業務委託、シードル作りに係る勉強会
（計12回）及び「あおもりリンゴ酒推進協議会」との合同研修会の開催。

○　達成

○　25年度弘前産りんごの販売額
　　　　　　　　　　　　　　　38,130百万円

2

弘前産りんごのブランド
化・高付加価値化と販
売促進

（りんご課）

2-(1)-7
2-(1)-15
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　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、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用の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。

　生産者等との契約栽培を行うことで地元産野菜を確保し、学校給食に活用します。

＜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の提供割
合　1回/月以上
・契約栽培の件数　1件/年
・野菜等の地元（県）産使用率（重量ベー
ス）【AP】
　基準値（H21）70％
　目標値（H25）90％

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・食材業者から情報を収集し、利用促進に向けた取り組みの参考とした。

・嶽きみコロッケ、りんごシューマイ、りんごカレー、アップルクーヘンなどの地元農産物を使用し
た加工品を月１回以上給食にとり入れ、年間93,918食を提供した。

・学校給食地元産品導入促進事業  900千円

△　一部達成できない
　
○地元農作物を使用した加工品の提供
割合　１回/月
○契約栽培の件数　１件/年
×野菜等の地元（県）産使用率（重量
ベース）　80％

3

学校給食への地元産品
の利用促進

（農業政策課）

2-(1)-12
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　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「集落営農法人化等支援事業」
等を実施し、集落営農組織や生産法人化の推進や経営の安定化及び6次産業化の促進に努め
ます。

＜構成する主な事務事業＞
　・集落営農法人化等支援事業　　　　　　　　　200千円
　・集落営農法人化等フォローアップ事業　　　500千円

・集落営農組織数（累計）【AP】
　　基準値(H21)  26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(H25)  36団体

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　ＪＡ及び関係者団体と連携しながら、集落営農組織等の法人化を支援する「集落営農法人化等
支援事業」及び法人化直後の経営の維持・発展に向けた活動を支援する「集落営農法人化等
フォローアップ事業」を実施した。
【集落営農法人化等支援事業】　15千円
　法人化を検討している集落営農組織１件が専門家を活用した法人設立についての研修会を開
催するために活用した。
【集落営農法人化等フォローアップ事業】　7千円
　平成25年5月に法人化した農業生産法人１件が経営改善のための講習会等に参加するために
活用した。

△　一部達成できない

×　集落営農組織数（累計）　33組織
○　農業生産法人数（累計）　43団体

　地域農業の維持及び発展を図るために、　「担い手育成総合行動計画」に即した多様な担い手
の支援事業を実施することで、農業後継者・担い手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　　　　　　　　　 680千円
　・青年就農給付金事業　　　　　　60,000千円

「担い手育成総合行動計画」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

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　地域農業の維持及び発展を図るため、多様な担い手を支援する「担い手等育成事業」及び新
規就農者を支援する「青年就農給付金事業」を実施した。
【担い手等育成事業】　575千円
　市内農業者5名以上で構成される農業者団体7件が市外の優良事例視察や直販活動等を実施
するために活用した。
【青年就農給付金事業】　55,500千円
　事業活用を希望する農業者に対し、個別に給付要件の達成に向けた支援を行った結果、新規
就農者54名が給付金の交付を受けた。

×　達成できない

×　担い手等育成事業実施者数　7件

5

農業後継者・担い手育
成を全力で支援

（農業政策課）

2-(1)-8

4

集落営農や生産法人化
のモデル化支援

（農業政策課）

2-(1)-9

農林部長 47



農林部長 48

№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　近年、深刻化しているサル・クマ・アライグマ・カラス等による農作物被害を防除するために、引
き続き有害鳥獣対策の充実に努めます。
　特に、サルに関しては、電気柵の整備を推進するとともに、サルの生息数や行動域が拡大して
いると推測されることから、西目屋村と広域連携のうえ、対策を講じます。
　また、アライグマに関しては、捕獲による駆除が有効であることから、箱わなの購入・貸し出し
やアライグマ防除対策講習会の開催を継続します。
　りんごへの鳥害については、音響音波等による防除装置の実証実験を行い、その結果を生産
者へ情報提供するなど、被害軽減に向けての対策を講じます。

＜構成する主な事務事業＞
　・鳥獣害防止対策事業費補助金　1,478千円
　・有害鳥獣駆除活動事業費補助金　1,600千円
　・農作物猿害防止対策事業（定住自立圏）　1,450千円

・電気柵の延伸　20％増
　　　　　　　　　　　（11,860m→14,230m）

・西目屋村との連携会議等回数　5回

・アライグマ捕獲従事者数の増　50人

・鳥害防除実証実験件数　　１件

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・鳥獣被害防止対策事業費補助金　  533千円
防護柵設置用として電気柵を3，075ｍを購入し、東目屋地区へ整備を進めた。
　
・有害鳥獣駆除活動事業補助金　  1,800千円
アライグマ防除講習会を開催し、捕獲従事者を増加。（Ｈ２４　183人→Ｈ２５　282人）

・農作物猿害防止対策事業（定住自立圏）  88千円
西目屋村と連携会議を開催し、猿にGPS携帯電話を取り付け、群れの行動を監視する対策事業
を実施することとした。
　
・りんご園鳥害対策実証実験
　　期　　　　 間　　平成25年8月22日（木）～平成25年11月19日（火）
　　設 置 機 器　　ガドリオン及びガドリオンＳＳ
    設 置 園 地　　弘前市大字松木平字松元
　　非設置園地　  弘前市大字大沢字大久保平
　　結　　　　 果　　平成25年度は市内全域で鳥害が少なかったものの、被害果量で2.5倍の差が
　　　　　　　　　　　 生じた。
　　※結果については、生産者はもとより、弘前圏域定住自立圏構成市町村及び青森県中南地
　　　 域県民局地域農林水産部へ情報提供しております。

△　一部達成できない
　
○　電気柵の延伸14，935ｍ
×　西目屋村との連携会議等回数 2回
○　アライグマ捕獲従事者数の増　99人
○鳥害防除実証実験件数　1件
　　「りんご園鳥害対策実証実験」

6

農作物への鳥獣被害防
止対策の充実

（農業政策課）
（りんご課）

―

農林部長 48



農林部長 49

№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【森林資源活用方策研究】
　森林資源を活用した事業化の方向性・可能性を研究し、その資料に基づきH26以降の具体的
な作業に繋げます。

・調査研究資料の作成　一式

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

【森林資源活用方策研究】
調査研究を行い、資料作成。

○達成

○調査研究資料の作成

7

森林資源活用方策の研
究

（農村整備課）

―

農林部長 49



商工振興部長 50

№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　新事業の展開や異業種連携による商品開発など、地元企業の新しい取り組みを支援するほ
か、新規創業を目指す起業家の育成を図り、地域の仕事おこしを推進します。
　また、就職に必要な知識・技能を習得するための人材育成事業を行うとともに、中心市街地で
の雇用を促進する新たな事業を実施し、多様な事業所を誘致することで雇用の拡大を図ります。

＜構成する主な事務事業＞
①仕事おこし雇用創出事業　　　　　　  18,500千円
②農商工連携等による食産業育成　　19,454千円
③創業・起業支援事業　　　　　　　　　　 7,710千円
④店舗シェアリング支援事業　　　　　　 5,800千円
⑤中心市街地雇用促進支援事業　　　49,181千円
⑥実践型ジョブトレーニング事業　　　147,000千円
　〔緊急雇用創出事業<市全体>　　　 180,364千円〕

・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(H25)  570人

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

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

①仕事おこし雇用創出事業
　・新規事業数　1件
　・継続事業数　1件
②農商工連携による食産業育成
　・専門家派遣　　　相談件数のべ147件
　・商品開発助成　　商品化件数15品目
　・展示商談会出展(8月、2月）　商談件数 135件
　・グルメイベント実施（11月）
③創業・起業支援事業
　・起業家支援育成補助金　2件
　・ひろさきビジネス支援センター設置（センター利用による創業件数 5件）
④店舗シェアリング支援事業
　・ルネスアベニューにシェアリングスペース「楽市楽座」を継続運営
　　（平成23年8月から実施。平成25年度末で延べ21店が出店）
⑤中心市街地雇用促進支援事業
　・中心市街地に新たに出店・進出した2事業所に対し、市内に住所を有する者延べ66人/月の
　　人件費の一部を補助
⑥実践型ジョブトレーニング事業
　・ 継続雇用数　59人
　　（緊急雇用創出事業による市全体の継続雇用数　62人）

○　達成

 ○施策の取り組みによる新規雇用
　　（商工業振興分累計）【ＡＰ】
　　　H25　879人
　
 ○誘致企業従業者数【ＡＰ】
　　　H25　5,978人

平成25年度重点事業　達成状況報告書

平成25年度商工振興部長　　川村　悦孝

1

仕事おこしによる産業
振興並びに企業誘致の
推進による雇用の拡大

（産業育成課・商工政策
課）

2-(3)-2
2-(3)-4
2-(3)-6
2-(3)-7
2-(3)-8
2-(3)-9
2-(3)-11
2-(3)-12

商工振興部長 50



商工振興部長 51

№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　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>
①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
②アートスペース創出事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000千円
③店舗シェアリング支援事業<再掲>  　　　　　　　　　　　　　5,800千円
④空き店舗活用支援事業　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 15,000千円
⑤「若者力」を活かした商店街パワーアップ支援事業　　　2,900千円

・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（H25）　25,000人

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

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

①ひろさき街なかにぎわいリバイバルプラン実施支援事業
　【駅前・大町地区】
　　イルミネーション事業やラジオ体操事業、えきどてプロムナード活性化事業を実施
　【土手町・鍛冶町地区】
　　鍛冶町飲食店でのスタンプラリー事業、イルミネーション事業等を実施
②アートスペース創出事業
　　百石町展示館の壁面へのプロジェクター投影による「表現の灯り」のほか、「ナイトアート
　　マルシェ」や移動式ギャラリー「gallery wagon」、写真撮影やハーモニカ演奏のワークショップ
　　を開催
③店舗シェアリング支援事業<再掲>
　　ルネスアベニューにシェアリングスペース「楽市楽座」を継続運営
　　　（平成23年8月から実施。平成25年度末で延べ21店が出店）
④空き店舗活用支援事業
　(1)空き店舗データバンク事業
　　　Ring-O webに掲載し情報発信中（随時更新）
　(2)空き店舗活用支援事業
　　　年間で10件補助採択し、空き店舗の解消を図った
⑤「若者力」を活かした商店街パワーアップ事業
　(1)商店街若者力活用イベント支援事業
　　　トランジットモール賑わい創出イベント、高校生書道パフォーマンスを実施
　(2)若者力活用商店街活性化事業支援事業
　　　学生を対象としたアンケート調査や意見交流会、商店街ＰＲ映像やガイドブック等を制作

△　一部達成できない

 ×中心市街地歩行者・自転車通行量
     【AP】
　　　H25　18,555人

 ○中心商店街空き店舗率【AP】
　　　H25　8.5％

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

（商工政策課）

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

商工振興部長 51



商工振興部長 52

№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　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、111人の新規雇用を
創出します。
　弘前就労支援センターを弘前駅前地区再開発ビルへ移転し、より求職者の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＞
①緊急雇用創出事業<市全体>（再掲）　 180,364千円）
  〔実践型ジョブトレーニング事業（再掲） 147,000千円〕
②弘前就労支援センター運営事業　　　　　5,355千円

・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(H25)　　20,100人

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

①緊急雇用創出事業による市全体の継続雇用数　62人（再掲）
　〔うち実践型ジョブトレーニング事業による継続雇用数（再掲）　59人〕
　
②弘前就労支援センター運営事業
　　平成25年8月5日にヒロロスクエアへ移転し、国、県、市が一体となった若年者の就労支援
　を強化
　　利用者数　16,943人

○　達成

 ○新規求人数
　　（弘前公共職業安定所管内）
　　　H25　20,494人

3

雇用環境の改善

(商工政策課・産業育成
課）

2-(3)

商工振興部長 52



商工振興部長 53

№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　首都圏を中心とした物産展、特産品見本市等における地元産品のＰＲ活動を強化するととも
に、地域の特色・技術を活かした魅力ある工芸品の首都圏での認知度を高め、販路開拓、拡大
へ繋げるための支援事業を展開します。また、外部専門家の起用により、技術開発や企業間連
携等に係るアドバイス、研究開発支援を行い、ものづくり産業の活性化を図ります。
　

＜構成する主な事務事業＞
①弘前の物産と観光展事業費補助金　　　　　4,000千円
②ひろさき工芸品販路開拓・拡大支援事業　 4,000千円
③ものづくりコーディネート事業　　　　 　　　  10,809千円

・物産展及び特産品見本市等
　出展回数
　　現状値(H24)   31回／年
　　目標値(H25)  35回／年

・技術開発等支援件数（累計）【AP】
　　目標値(H25)   20件

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

①弘前の物産と観光展事業費補助
　・物産展開催　百貨店催事（16回）、友好都市催事（3回）、その他県外催事（6回）
　・研修会開催　2件
②ひろさき工芸品販路開拓・拡大支援事業
　3名のクラフトコーディネーターを委嘱し、工芸品の販路開拓・拡大支援に向けた事業を実施
　・新商品開発事業　新商品の開発　1件
　・ブランドマッチング事業　　マッチングによる新商品開発　1件
　・産地魅力アップ事業　　　　セミナー開催　1回
③ものづくりコーディネート事業
　・ものづくりコーディネーターの派遣　　訪問件数　59件
　・商談会への出展　　商談件数　15件
　・研究開発支援事業費補助金　　5件採択
④工業振興対策事業
　・ひろさきブランド販路開拓支援補助金　6件

○　達成

 ○物産展及び特産品見本市等
　　 出展回数
　　　H25　36回

 ○技術開発等支援件数（累計）【AP】
　　　H25　22件

4

地元産品のＰＲ強化、
販路開拓による物産振
興並びに外部専門家の
起用によるものづくり産
業の活性化

（商工政策課）

2-(2)-5
2-(3)-12
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観光振興部長 54

№ 項目 実施内容 目標 アクションプ
ラン2013

○街歩き観光を推進します。
　「弘前感交劇場」をキーワードに、街なかに点在する魅力ある観光資源の掘り起こしと磨き上げ
を進め、街歩きを観光資源として活かして地域の魅力アップを図り、着地型観光を促進します。

＜構成する主な事業＞
　（１）魅力ある着地型観光促進事業　　5,000千円
　　・誘客促進事業
　　　①旅行商品造成販売促進活動事業補助
　　・受入体制整備促進事業
　　　①観光施設・交通機関等共通利用券導入補助
　（２）街歩き観光推進事業　　2,000千円
　　　①街歩きコース造成事業
　　　②街歩きプロモーション事業
　　　③街歩きガイド養成
　（３）サイクルネット活用促進事業　　1,220千円
　　　①サイクルネットHIROSAKIが行う観光用自転車貸出し事業補助

○秋・冬観光の充実を図ります。

＜構成する主な事業＞
　（１）弘前りんご博覧会　23,500千円（弘前城菊と紅葉まつり等を除く。）
　　　①弘前城菊と紅葉まつり
　　　②まちなかりんご装飾（フラッグ、バナー、りんご黒板、缶バッジ）
　　　③りんごカフェめぐり
　　　④ひろさきりんごハロウィン
　　　⑤りんご平和音楽祭
　　　⑥りんご収穫祭
　　　⑦りんごカクテルパーティー　　など各種事業の展開
　　　⑧各種イベント（津軽の食と産業まつり、はこだてスイーツフェスタなど）
         への出展
　（２）冬を彩る光のまちづくり事業　8,000千円（弘前城雪燈籠まつりを除く。）
　　　①弘前城雪燈籠まつり
　　　②ライティングベール（光の衣）
　　　③光の御柱（おんばしら）
　　　④光のオブジェ（イルミネーション）

平成25年度重点事業　達成状況報告書

平成25年度観光振興部長　　高木　伸剛

1
通年観光の強化

（観光政策課）

・観光入込客数【AP】
　　基準値（H22）　　455.1万人
　　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（H25）　　550万人

・宿泊客数【AP】
　　基準値（H22）　　51万人
　　目標値（H25）　　65万人
※より実質的な数値とするため、アクショ
ンプランの宿泊者数に係る基準値、目標
値等を変更（従前：県月例観光統計の数
値。変更後：独自調査による数値。）。

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
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№ 項目 ＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞ アクションプ
ラン2013

○秋冬観光の充実
　・まちなかりんごだらけ事業
　　　Cros.Sやりんごハロウィン、りんご映画祭、まちなかりんご装飾などの「りんご」にちなんだ事
　　業とともに、アップルマラソンや津軽の食と産業まつり、菊と紅葉まつり、りんご収穫祭など既
　　存の事業についても、「りんご」の要素を加えて実施するなど、秋の誘客を図りました。
　　　また、よりイメージが伝わりやすくするために、「りんご王国」の建国を宣言しました。
　・冬を彩る光のまちづくり事業
　　　特に集客力の弱い冬期間に、市役所前通りを中心としたイルミネーションの実施、観光館等
　　へライティング・ベール（光の衣）の投影、吉野町緑地へ光の御柱や光のオブジェの設置する
　　など、光を活用したにぎわいのある空間を創出し、誘客を図りました。

1
通年観光の強化

（観光政策課）

○街歩き観光の推進
　「弘前感交劇場」をキーワードに、街なかに点在する魅力ある観光資源の掘り起こしと磨き上げ
を進め、街歩きを観光資源として活かして地域の魅力アップを図り、着地型観光を促進しました。

＜構成する主な事業＞
　（１）魅力ある着地型観光促進事業
　　・着地型旅行商品
　　　座禅体験プログラムの充実
　　　　①体験しおり「禅林街座禅のススメ」作成　2万部
　　　　②貸出し用座不坐布の購入　40個（受入寺院増強）
　　　　③記念品「オリジナル手ぬぐい」作成　1,500枚
　　　市内観光バスツアーの実施
　　・着地型旅行商品のキャンペーン
　　　弘前、青森、八戸、函館４市観光協会による合同プロモーション
　　　（旅行会社商談会、ＪＲ仙台駅でのサンプリングプロモーション　11月25・26日）　ほか
　（２）街歩き観光推進事業
　　　観光素材の掘り起し・磨き上げによる新たなコースの造成を行い、パンフレットを作成したほ
　　 か、ガイド育成のための研修会や街歩き環境の整備を実施しました。
　　【ひろさき街歩き】
　　　①コース数　41コース
　　　②街歩き参加数（H25.4月～H26.3月）　1,417人
　（３）サイクルネット活用促進事業
　　　①弘前市内を観光するお客様に自転車を貸出しするサービスとして、観光用有料貸自転車
　　　　を展開しました。
　　　　サイクルネット利用人数　4,716人（H25.5.10～H25.11.17）

△　一部達成できない

×　観光入込客数【ＡＰ】
　　基準値（H22）　　455.1万人
　　目標値（H25）　　500万人
　　実績値（Ｈ25）　　457万人

○　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（H25）　　550万人
　　実績値（Ｈ25）　　551万人

×　宿泊客数【ＡＰ】
　　基準値（H22）　　51万人
　　目標値（H25）　　65万人
　　実績値（Ｈ25）　　57万人

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
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

2
広域連携の推進

（国際広域観光課）

○広域連携を強化し、魅力ある圏域づくりを進めます。

＜構成する主な事業＞
　（１）白神山地観光活用推進事業　　　　　17,151千円
　　　①環白神エコツーリズム推進協議会
　　　②白神山地世界自然遺産登録２０周年フォーラム（２０周年記念事業実行委員会主催）等の
　　　　 開催
　　　③２０周年記念首都圏キャンペーン
　（２）津軽地域広域連携事業　　　　　5,129千円
　　　①津軽広域観光圏協議会
　　　②弘前圏域定住自立圏観光推進協議会
　　　③津軽広域観光プロモーション協議会
　（３）青函・北東北三県等広域連携事業　　　　　8,517千円
　　・青函圏域との連携事業
　　　①函館と連携したキャンペーンの実施
　　　②青函圏観光都市会議によるプロモーション実施
　　・北東北三県等との連携
　　　①秋田内陸線・奥羽北線沿線連絡協議会
　　　②秋田県観光キャンペーン推進協議会
　　　③秋田ＤＣ首都圏キャンペーン

・白神山地関連入込客数【AP】
　　　　基準値(H22)   739,745人
　　　　目標値(H25)   810,000人

・津軽広域観光圏域観光入込客数【AP】
　　　　基準値(H22)   11,713千人
　　　　目標値(H25)   12,800千人

・観光入込客数基準値【AP】
　　　　基準値(H22)   4,551千人
　　　　目標値(H25)   5,000千人

2‐(2)‐3
2‐(2)‐5
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№ 項目 ＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞ アクション
プラン2013

2
広域連携の推進

（国際広域観光課）

（１）白神山地観光活用推進事業
　　・環白神エコツーリズム推進協議会において、HP運営、ガイドマップ制作等により情報発信し
　　 ました。
　　・県主催の白神山地世界遺産登録20周年記念事業実行委員会に参加しフォーラム等様々な
　　 イベントを開催しました。
　　・弘前・西目屋エリア白神山地世界遺産登録20周年記念事業実行委員会を設立し、首都圏
　　 キャンペーンの実施、リーフレット等の制作により情報発信しました。
（２）津軽地域広域連携事業
　　・津軽広域観光圏協議会において、広域観光情報発信ＨＰ「津軽なび」を運営し、観光圏域の
　　 積極的な情報発信をしました。
　　・弘前圏域定住自立圏観光推進協議会において、首都圏ＰＲ、モニターツアーを実施しまし
　　 た。
　　・津軽広域観光プロモーション協議会において、首都圏でのＰＲキャラバン、名古屋小牧空港
　　 にてキャンペーンを実施しました。
（３）青函・北東北三県等広域連携事業
　①青函圏域との連携事業
　　・H25.6　函館・東北チャリティプロモーションへ出展しました。
　　・H25.9　はこだてグルメサーカスへ出展しました。
　　・H25.11　函館・みなみ北海道グルメパークin仙台へ出展しました。
　　・H25.12　はこだてクリスマスファンタジー「ひろさきナイト」を開催しました。
　②北東北三県等との連携
　　・秋田内陸線・奥羽北線沿線連絡協議会において、沿線情報誌制作等により情報発信しま
　　 した。
　　・秋田県観光キャンペーン推進協議会において、秋田県、特に秋田県北圏域自治体・観光団
　　 体とともに、秋田ＤＣ首都圏キャンペーンを行い当市の魅力をＰＲしました。

×　達成できない

×　白神山地関連入込客数【AP】
　　　　基準値(H22)    739,745人
　　　　H25目標値     810,000人
　　　　H25実績　 　　643,952人

×　津軽広域観光圏域観光入込客数
【AP】
　　　　基準値(H22)    11,713千人
　　　　H25目標値     12,800千人
　　　　H25実績       10,787千人

×　観光入込客数基準値【AP】
　　　　基準値(H22)    4,551千人
　　　　H25目標値　   5,000千人
　　　　H25実績       4,570千人

2‐(2)‐3
2‐(2)‐5
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

○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。

＜構成する主な事業＞
　　（１）インバウンドプロモーション事業　　　　24,413千円
　　　 ①中国・韓国・台湾等へのプロモーション実施
　　　 ②観光物産コーディネーター委嘱（中国・台湾）
　　　 ③日本大観広告料
　　　 ④台湾人観光客宿泊促進事業
　　　 ⑤青森・ソウル線二次交通支援事業
　　　 ⑥韓国ドラマロケ地ツアー運営事業
　　（２）インバウンド受入対策事業　　　　　3,400千円
　　　 ①外国人観光客受入環境整備事業費補助金
　　　 ②観光パンフレット増刷など

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

・東アジア圏宿泊者数【AP】
　　　　基準値(H22)   1,473人
　　　　目標値(H25)   2,300人

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

（１）インバウンドプロモーション事業
　・H25.5　青森県主催「台湾における青森プロモーション」に参加しました。
　・H25.5　ビジットジャパン韓国商談会に参加しました。
　・H25.9　日韓交流おまつりにおいて弘前のプロモーションを実施しました。
　・H25.12　「大台南国際旅展」に観光PRブースを出展しました。
　・H26.2　韓国旅行エージェント商談会に参加しました。
　・中国及び台湾における観光物産に関する情報収集やプロモーション活動を行うために観光物
　 産コーディネーターを設置しました。
　・中国新華社が運営するサイト「日本大観」に当市の観光ＰＲ動画を掲載しました（年４回）。
　・台湾人観光客宿泊促進事業として観光客１人１泊あたり1,000円の宿泊助成金を交付しました
　 （実績132人）。
　・青森・ソウル線の二次交通支援事業に対し、宿泊客１単位につき、1,000円を奨励金として交
　 付しました（実績132人）。
　・韓国ドラマロケ地を活用した旅行商品の造成・販売を行いツアーを催行しました（実績催行回
　 数４回）。
（２）インバウンド受入対策事業
　・外国人観光客受入環境整備事業費補助金を交付しました（実績３件）。
　・観光パンフレットを増刷しました（英語、韓国語、中国語〔簡体字、繁体字〕を各10,000部）。

△　一部達成できない

×　外国人宿泊者数【AP】
　　　　基準値(H22)   3,620人
　　　　H25目標値　 　6,400人
　　　　H25実績　　　　5,324人
　
○　東アジア圏宿泊者数【AP】
　　　　基準値(H22)   1,473人
　　　　H25目標値　 　2,300人
　　　　H25実績　  　　2,897人

3

インバウンド施策の強
化

（国際広域観光課）

2‐(2)‐6
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン

　生活道路・通学路・小路等の除雪及び除雪困難者の間口処理など、住民参加型の取り組みや
大学生等の若者力によるボランティア除雪を支援します。
　除排雪作業の軽減を図るため、空き地の有効活用を検討します。
　消流雪溝整備については、継続して整備を推進します。

＜構成する主な事業＞
・間口除雪支援事業　  Ｃ＝1,500千円
・間口除雪対策研究会 Ｃ＝392千円
・消流雪溝整備事業    Ｃ＝82,000千円

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

・消流雪溝整備事業【AP】
　　　　Ｌ＝660m
 　Ⅲ期計画整備延長 （全体L＝3.5km）
    　 (H23～H25整備延長) L＝1.0km
　　　 (H23～H24実績)　　　 L＝446ｍ

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　個人所有の除雪機械により、生活道路の除雪及び除雪困難者の間口除雪などを行った町会に
対し、燃料費と保険料を助成しました。
　（実施町会数4町会　延べ除雪延長　86,377ｍ）
　除排雪作業の軽減を図るため、地域の雪置き場として空き地を有効活用しました。
　（実施箇所17箇所　面積5,938㎡）
　間口除雪作業の軽減を図るため、試験的に追従除雪除雪モデル事業を導入しました。
 　（実施延長述べ802km）
　間口除雪対策研究会を開催し、新たな間口除雪のあり方を研究しました。（延べ4回）
　消流雪溝の整備については、仲町伝統的建造物保存地区において他事業との調整によりＨ25
年度の目標は達成できませんでしたが、Ⅲ期計画整備延長の1.0㎞は達成しており、冬期間の道
路交通の確保が図られました。

○達成

○H25間口除雪実施町会【AP】
 　実施町会数 20町会

○消流雪溝整備事業【AP】
   H25整備延長　Ｌ＝641m
   (H23～H25整備延長) L＝1.09km

平成25年度重点事業　達成状況報告書

平成25年度建設部長　　山形　惠昭

1

市民協働による総合的
な雪対策の推進

（道路維持課）

3-(1)-3
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン

　誰もが円滑に移動でき、利用しやすいように歩道を改修して「安全・安心な日常」を実感できる
やさしい街づくりを進めます。
　また、平成24年度に実施した通学路の合同点検における要対策箇所について、整備を実施し
通学児童の安全確保を図ります。

＜構成する主な事業＞
１．通学路等における歩道改修事業
　・紺屋町線【継続】
　・小沢原ヶ平線【新規】
　・浜の町藤代線【新規】
    Ｃ＝26,000千円

２．通学路の安全対策事業【新規】
　・新境橋（人道橋）設計業務
　・福田境関線路側帯カラー舗装
　・独狐富栄線防護柵設置
  ・福田境関線外側線設置
　・富田樹木線外交差点改良
　　他各種対策事業(草刈、排雪等）
　　Ｃ＝78,500千円

１．通学路等における歩道改修事業の促
進
　・歩道改修延長【AP】　Ｌ＝400ｍ
　
　改修計画延長（H22～25）　Ｌ＝1,490ｍ
 （H22～H24実績）　　　　　　 Ｌ＝1,102ｍ

２．通学路の安全対策
　・新境橋（人道橋）設計業務
　・路側帯カラー舗装延長  Ｌ＝640ｍ
　・防護柵設置延長　　　    Ｌ＝200ｍ
　・外側線設置延長　        Ｌ＝12,360ｍ
　・カーブミラー設置　　　　 Ｎ＝1基
　・交差点改良　　　　　　 　Ｎ＝2ヶ所

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

１．通学路等における歩道改修事業
　・紺屋町線外2路線で改修を行いました。（改修延長L=494m）

２．通学路の安全対策事業
 交通規制管理者(警察署）との協議により、個別目標については達成できないものもありました
が、通学路の緊急合同点検において対策が必要となった箇所の危険が解消されたため、当初の
目的は達成されました。
　・H26年度発注予定である、新境橋（人道橋）の詳細設計を実施しました。
　・福田境関線の路側帯にカラー舗装を行い、通学路の安全性向上を図りました。
　・独狐富栄線に防護柵を設置し、路外への転落防止を図りました。
  ・福田境関線外に外側線を設置し、車道との明確化を図りました。
　・富田樹木線にカーブミラーを設置し、視認性の向上を図りました。
　・富田樹木線外の交差点を改良し、視認性の向上を図りました。
　　その他、草刈や排雪等の各種対策を実施し、安全性の向上を図りました。

○達成

○１．通学路等における歩道改修事業の
促進
　　歩道改修延長【AP】　Ｌ＝494ｍ
　  改修延長（H22～25）　Ｌ＝1,596ｍ
 ○２．通学路の安全対策
　　新境橋（人道橋）設計業務
　  路側帯カラー舗装延長  Ｌ＝544ｍ
　  防護柵設置延長　　　    Ｌ＝288ｍ
　  外側線設置延長　        Ｌ＝11,040ｍ
　  カーブミラー設置　　　　 Ｎ＝1基
　  交差点改良　　　　　　 　Ｎ＝2ヶ所

2

通学路等における歩道
整備の推進

（建設政策課）
（道路維持課）

3-(1)-3
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン

　地域に密着した生活道路の側溝及び舗装改修を進め、道路環境の改善を図ります。

＜構成する主な事業＞
１．道路維持、補修事業
　・城東線外　29路線　 Ｃ＝136,200千円
　
２．道路新設改良事業（側溝新設）
　・城東高田線外　6路線　 Ｃ＝27,900千円

側溝整備延長【AP】　　Ｌ＝3,097m
　
（内訳）①道路維持・補修事業
　　　　　　　  Ｌ＝2,517m
　　　　　②道路新設改良事業
　　 　　　　　側溝新設等　Ｌ＝580m
 
   改修計画延長
　　　(H22～H25）　　　  Ｌ＝16,176m
　　　（H22～H24実績）  Ｌ＝13,079m

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　１．道路維持、補修事業
　・城東線外29路線で舗装・側溝補修を実施し、安全・安心な道路環境を整備しました。
　　（補修延長L=2,495ｍ）
　
２．道路新設改良事業（側溝新設）
　・城東高田線外6路線で側溝を新設し、生活道路の道路環境を改善しました。
　　（新設延長L=659ｍ）

○達成

○側溝整備延長【AP】　　Ｌ＝3,154m
（内訳）①道路維持・補修事業による
  　　　　　整備延長Ｌ＝2,495m
 　　　　②道路新設改良事業による
  　　　　　改良延長Ｌ＝659m
改修延長
　　　(H22～H25実績）　  Ｌ＝16,233m

3

道路側溝整備の推進

（道路維持課）
（建設政策課）

3-(1)-3
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン

　空き家・危険家屋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、危険家屋対策検討懇談会の設置
・空き家等の適正な管理に関する条例素案の取りまとめ

・懇談会の開催　4回

・空き家等の適正な管理に関する条例素
案の取りまとめ
　（H26年度に条例制定予定）

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　弘前市空き家・危険家屋対策検討懇談会を設置し、懇談会を開催しました。
　（H25.10月，11月，H26.1月，2月　計4回開催）

　（仮称）空き家・危険家屋の活用・適正管理等に関する条例の骨子案を取りまとめました。
　（条例の骨子案のパブリックコメントH26.5月、H26年第3回定例会に条例案を提出予定）

○達成

○懇談会の開催回数　4回
○（仮称）空き家・危険家屋の活用・適正
管理等に関する条例の骨子案を取りまと
め
（条例の骨子案のパブリックコメントH26.5月、
　H26年第3回定例会に条例案提出予定）

　豪雨時の浸水被害を解消するため、発生原因の調査や側溝入替等の対策を実施します。

＜構成する主な事業＞
・神田八幡町線調査業務　 　 Ｃ＝3,000千円
・中野1丁目4号線側溝補修　 Ｃ＝5,000千円

・浸水箇所の解消
　H25整備箇所　 Ｎ＝1箇所

　全体計画箇所　Ｎ＝6箇所

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・神田八幡町線の浸水発生の原因等を調査するため、浸水対策調査業務を実施しました。

・中野1丁目4号線外4路線の側溝の補修し、浸水被害を解消しました。
　（補修箇所N= 5箇所）

○達成

○浸水箇所の解消
　H25整備箇所　 Ｎ＝5箇所

○全体計画箇所　Ｎ＝15箇所

5
市道浸水対策の推進

（道路維持課）
－

4

空き家・危険家屋による
危害の防止

（建築指導課）

－
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン

　土淵川左岸の蓬莱橋高架下付近の河川管理用通路の整備を行うほか、照明灯を設置し、夜間
の景観に配慮しつつ歩行者の安全確保を図ります。

＜構成する主な事業＞
　・道路照明灯設置
　・河川管理用通路整備
　・舗装オーバーレイ
　　Ｃ＝21,600千円

土淵川環境整備連携事業（H23～26）
・道路照明灯設置　　   Ｎ＝16基
　
　計画設置本数　　  Ｎ＝27基
　（H24実績）　　　　  Ｎ＝11基

・河川管理用通路整備延長　Ｌ＝120ｍ
・舗装オーバーレイ工事　Ｎ＝1式

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　河川管理用通路の整備については、県が実施している土淵川環境整備事業との調整によりＨ
25年度の目標は達成できませんでしたが、快適な歩行空間が創出されたため、当初の目的は達
成されました。
　
　道路照明灯の設置と舗装のオーバレイについては、県が実施している土淵川環境整備事業と
の調整により、実施できませんでした。
　

△一部達成できない

  道路照明灯設置   Ｎ＝0基
　
  河川管理用通路整備延長　Ｌ＝116.8ｍ

  舗装オーバーレイ工事　Ｎ＝０式

6

土淵川環境整備連携事
業の推進

（建設政策課）

－
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　スマートシティの取り組みを生かした雪対策総合プランを策定するとともに、重機を主体とした除
排雪に頼らない雪対策を推進するため、再生可能エネルギー等を利用した融雪の実証や民間の
宅地開発での道路融雪モデル整備に取り組みます。

＜構成する主な事務事業＞
　・雪対策総合プラン策定事業　　　　　 　　 5,525千円
　・雪対策実証研究委託料　　　　　　  　　　10,000千円
　・克雪モデルタウン整備事業費補助金　　25,000千円

・雪対策総合プランの策定　　1件
・雪対策の実証研究件数　　　2件
・克雪モデルタウン整備件数　1件

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

【雪対策総合プランの策定】
　「弘前市雪対策総合プラン策定委員会」を中心として庁内横断で検討作業を行うとともに、市民
や学識経験者で組織した「ひろさき雪対策市民会議」の意見等を反映させて、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。

【雪対策の実証研究】
　既存の道路の雪や雨水貯留施設などに運ばれた雪を融雪する検証を民間事業者と共同で実
施しました。
　実施箇所： 松原東4丁目、桜ヶ丘1丁目、小比内雨水貯留施設

【克雪モデルタウン整備】
　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。

○　達成

○　雪対策総合プランの策定　　1件

○　雪対策の実証研究件数　　3件

○　克雪モデルタウン整備件数　　1件

平成25年度重点事業　達成状況報告書

平成25年度都市環境部長　　澤頭　潤

1

弘前型スマートシティ
雪対策の推進

（スマートシティ推進
室）

3-(2)-10
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都市環境部長 65

№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　持続可能な公共交通体系を構築するための実証運行の実施や、自転車マップ作成のため、更
なるデータ収集を行うなど、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、まちなかお出かけパス事業などの公共交通の活性化推進事業や、利用促進事業を実施
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　　15,953千円
　・バス路線活性化事業（まちなかお出かけパス事業）　　10,100千円
　・自転車利用環境研究事業　　1,785千円

・実証運行実施地区【AP】　2地区

・活性化推進事業【AP】　3事業/年

・自転車利用環境関連事業【AP】　2事業/年

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　相馬地区及び宮園・青山地区における実証運行、自転車マップ作成のためのレンタサイクル動
線調査やスマートフォンを活用した自転車通行経路調査によるデータ収集、まちなかお出かけパ
スや弘南鉄道大鰐線利用者への弘前公園有料区域の無料化等の利用促進を実施した。

○　達成

○実証運行実施地区　2地区

○活性化推進事業　5事業/年

○自転車利用環境関連事業　2事業/年

　弘前市ごみ処理基本計画に基づき、循環型社会の形成に向けて、ごみの減量化の推進とリサ
イクル率の向上を図るため、、まずは、全町会を対象にアンケートを実施し、現状調査と課題等の
分析を行います。
　次に、(仮称)ごみ減量及びリサイクル推進検討懇談会を設立し、アンケート結果に基づき、ごみ
収集方法や収集場所、資源ごみ回収率向上などについて、市民を交えた検討に着手します。

・全町会を対象としたごみに関するアンケート実施
　（ごみ収集方法、ごみ置き場、資源ごみ収集等の実態調査）
・（仮称）ごみ減量及びリサイクル推進検討懇談会設立
　（アンケート調査結果報告、問題・課題の整理、今後の進め方等）

・全町会へのごみに関するアンケート実施
1回

・（仮称）ごみ減量及びリサイクル推進検討
懇談会設立

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・全町会を対象としたごみに関するアンケート実施
　実施期間　平成25年10月25日～11月29日
　アンケート配布数　982人（各町会3名程度）　回答数717人（回答率73%）
・ごみ減量及びリサイクル推進検討会実施
　実施日　平成26年3月19日
　会議出席者　市内各地区代表の廃棄物減量等推進員5名　事務局4名
　会議内容　座談会形式で自由意見を討論

○　達成

○全町会へのごみに関するアンケート実施
1回
○ごみ減量及びリサイクル推進検討会実施
1回

3

ごみ減量化の推進と
リサイクル率の向上

（環境管理課）
3-(2)-7

2

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

（都市政策課交通政
策推進室）

3-(1)-14
3-(1)-19
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　街なかでのカラスの捕獲駆除を継続実施し、カラスの個体数の減少を図りながら、併せて弘前
市カラス対策連絡協議会での検討を踏まえ、実効性のあるカラス対策に取組みます。

＜構成する主な事務事業＞
・街なかカラス対策事業　　　 　　　　   　 64千円
・黄色防鳥ネット設置事業                  600千円
・ごみ集積ボックス等設置補助金　    4,000千円(@100千円×40基）
・カラス駆除対策事業　　　　　　　　　  6,663千円

※この他、以下のカラス対策と連携して実施します。
　　・農業政策課　農村部での銃器によるカラスの捕獲駆除
　　・道路維持課　糞害による歩道清掃
　　・公園緑地課　ねぐらとなる弘前公園外堀へのテグス設置

・カラス対策に不満を持っている市民の割合
値【ＡＰ】

　基準値（H23）　39.9％
　目標値（H25）　35.0％

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

○街なかカラス対策事業　…　事業費　22千円
　・カラス対策連絡協議会を２回開催（5/22・11/21）
　・年３回のカラス個体数調査実施（10/26・1/25・2/22）

○黄色防鳥ネット設置事業　…　事業費　600千円
　・黄色防鳥ネットを購入し、新設するごみ集積所やごみが多い集積所に追加貸与。また、破損し
たネットの交換。
　購入費　＠4,914×122枚　＝　599,508円

○ごみ集積ボックス等設置補助金　…　事業費　3,426千円
　・町会がごみ集積ボックス等を新設・更新する場合の費用の補助を実施
　申請件数　38件　⇒　内補助件数　38件　補助金交付実績　3,425,677円　（総設置基数　60基）
○カラス駆除対策事業　…　事業費　6,145千円
　個体数の調整をするため、24年度既設の木製箱わな２基に加え、鉄製の箱わな１基を新設し、3
基体制でカラスの捕獲駆除を実施（Ｈ25年度実績440羽）

○関係課との連携
　・農村部での銃器によるカラス捕獲（農業政策課）　…　25年度実績　1,032羽
　・糞害を受けた歩道の清掃（道路維持課）　…　25年度実績　１回
　・冬期間のネグラとなる弘前公園外堀へのテグス設置　　（25年度設置期間　…　5月　～　3月）

×　達成できない

×　カラス対策に不満を持っている市民の割
合　値（どちらかと言えば不満＋不満）【ＡＰ】

　　H25　　36.3％

4
街なかカラス対策の
強化
（環境管理課）

3-(1)-11
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　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25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る
とともに、都市計画フォーラムや地域別懇談会を開催しながら、市民の意見を聴取し、地域別構
想についても検討します。

＜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　　　　 433千円
　・都市計画マスタープラン策定業務委託　　  12,000千円
　・都市計画フォーラム開催経費　　　　　　　　　　432千円

・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

・都市計画フォーラムの開催　　　　　　　1回

・地域別懇談会の開催　　　各地区　　　3回

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・都市計画マスタープラン検討会議及び策定委員会合同会議　　　　　　　　　　　　　平成25年12月
　都市計画マスタープランの構成及び地域別構想について検討
・都市計画マスタープラン策定委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年4月、9月
　都市計画マスタープランの構成、地域別構想等について検討
・都市計画フォーラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年3月開催
　約140人参加　地域別構想（2地区）の発表
・地域別懇談会開催　第一中学校区、相馬地区　各3回開催　地域別構想の作成

△　一部達成できない

×　関係機関との協議　　　　　　　　　　　1回

○　都市計画フォーラムの開催　　　　　 1回

○　地域別懇談会の開催　　　2地区　各3回

　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」に基づき整備します。特に本丸石垣整備事業については、本格着工に向けた発
掘調査や各種設計業務に着手します。

＜構成する主な事務事業＞
　・弘前城本丸石垣整備事業　　　　48,550千円

・本丸本発掘調査に着手
・石垣修理基本設計
・天守曳屋実施設計

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

【弘前城本丸石垣整備事業】
石垣整備事業は、本丸本発掘調査に着手し、期待された成果を得た。また、石垣修理基本設計
に着手し、石垣修理委員会の意見を得ながら進めているほか、天守曳屋の実施設計を完了し
た。

○達成

○本丸本発掘調査　着手
○石垣修理基本設計　着手
○天守曳屋実施設計　完了

5

都市計画マスタープ
ラン策定事務

（都市政策課）

－

6

弘前城本丸石垣整備
事業の推進

（公園緑地課）

3-(1)-2
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　白神山地が世界自然遺産に登録されて２０周年を迎えるにあたり、子供たちへの環境教育の一
環として、白神山地での遊歩道の散策や水生生物調査などの体験学習をひろさき環境パート
ナーシップ２１（ＨＥＰ２１)との協働により実施し、次代を担う人材の育成に努めます。

＜構成する主な事務事業＞
・「開校！白神塾」　　　 　　　　  354千円

・「開校！白神塾」への参加人数
　　　目標値（H25）　60人

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　　・「開校！白神塾」事業費　　…　157千円

　　・開 催 日　　平成２５年７月１８日（第１回目）
　　・開催場所　　暗門の滝自然観察教育林及び暗門川浅瀬
　　・参 加 者　　弘前市立桔梗野小学校５年生４６名

　　第２回は９月１日を予定していたが、荒天のため中止

×　達成できない

×　「開校！白神塾」への参加人数　46名

7
環境教育の推進

（環境管理課）
－
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　「岩木庁舎建築総合調査」に基づき、耐震補強等により庁舎の恒久的な利活用を図るととも
に、再生可能エネルギーとユニバーサルデザインを取り入れ、防災拠点としての機能を兼ね備え
た庁舎への改修・リニューアルに取り組みます。

　平成２７年度完了に向けて耐震補強工
事や大規模改修工事等を進めていきま
す。

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　平成２５年１１月１9日に「庁舎耐震補強工事」に着工し、平成２６年８月２９日に完成しました。
（「庁舎大規模改修工事」については平成２７年１０月３０日完成予定となっています。）

○達成

○「庁舎耐震補強工事」着工済
（平成２６年８月２９日完成）

○今後の庁舎改修・リニューアルを見据え、積極的な声掛け・懇切丁寧な対応・ワンストップサー
ビスなど、利便性と機能の向上を図ります。

○総合支所２課（総務課、民生課）の連携を強化し、地区住民のニーズに適切で迅速な対応をし
ます。

・窓口環境整備の実施

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　支所を訪れる市民の方々に親切丁寧な対応をし、親しみのある身近な総合支所として窓口環
境整備を行いました。

○達成

○本庁連絡用内線電話の設置（ワンス
トップサービス）

○心やすらぐ花いっぱい運動

○１階ロビー写真展示、「お山参詣」ロ
ビー展

2
窓口市民サービスの充実

（民生課・総務課）
7-4

平成25年度重点事業　達成状況報告書

平成25年度岩木総合支所長　　藤田　稔

1

岩木庁舎の改修・
リニューアル

（総務課）

3-(1)-12
3-(2)-5
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

○「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、地域の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。

○「岩木地区外出支援サービス事業」・「岩木ふれあいセンター高齢者利用支援事業」及び「岩木
地区活性化支援事業」を継続します。

　「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開
催し、「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（ｿﾌﾄ事業）着手率
　【AP】　　　　　　　　　　　　１００％

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　「岩木地区活性化推進計画」の平成２５年度進行状況を岩木地区意見交換会で報告するととも
に、地区市民からの要望等について本庁担当課との調整を行い、地域活性化事業の推進に努
めました。また、「岩木地区外出支援サービス事業」「岩木ふれあいセンター高齢者利用支援事
業」及び「岩木地区活性化支援事業」を継続して実施しました。

○達成

○岩木地区の各種団体との情報交換を
行い、本庁担当課との調整に努め、地域
活性化に向けた事業展開を図りました。
・岩木地区意見交換会（１月３０日開催）
・岩木地区活性化事業（ソフト事業）【AP】
着手率　　　　　　　　　　　　　　　１００％

　百沢～常盤野間の「世界一の桜並木」の現状調査を行い、観光振興部と協力・連携しながら、
観光資源としてのブラッシュアップを行い、岩木山桜林公園とともに弘前市のもうひとつの桜の名
所として情報発信・ＰＲし、岩木地区への観光客の誘客促進を図っていきます。

　「世界一の桜並木」オオヤマザクラの現
状調査を行い、その結果を観光振興部
へ情報提供し、桜並木の整備促進を図
り、桜の名所として県内外にもＰＲしてい
きます。

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　百沢～常盤野間の「世界一の桜並木」の現状調査を行い、弘前市のもうひとつの桜の名所とし
て情報発信・ＰＲしていくために、観光振興部に調査内容の情報を提供しました。

○達成

○「世界一の桜並木」現状調査等業務委
託
　　　　　　平成２５年１０月１８日～３１日

○観光振興部へ現状情報提供　　１２月

3
岩木地区活性化の推進

（総務課・民生課）
3-(1)-5

4

「世界一の桜並木」の
ブラッシュアップ

（総務課）

-
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

○行政経営課と連携し、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を推進することにより、合併効果を高めます。

○岩木地区内において開催される、本庁等主管課開催行事や催し物などの情報を幅広く収集
し、地区住民への情報提供や担当課との協力を行うとともに、積極的に参加・情報交換を行い地
域振興を図っていきます。

・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（H25）　10.0%

・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 　　１２回／年

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　合併効果を高めるために、「岩木活性化推進事業」を実施し、合併推進プロジェクトの推進に努
めるとともに、関係団体が主催する会議等に積極的に参加して、情報交換や意見交換を行い、
地域振興に取り組みました。

△一部達成できない

×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】　　　　　　　　　　　（H25）１０．１％

○関係団体等開催会議出席　　　２４回

　岩木地区の夏の最大イベント「岩木夏まつり」開催にあたり、町会・開催団体・市職員等が連携
しながら会場周辺の清掃を実施し、市民や観光客が快くまつりを体感できるようにします。 ・夏まつり会場周辺の清掃実施

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　岩木地区の夏の最大イベント「岩木夏まつり」開催にあたり、市民や観光客が快くまつりを体感
できるように、町会・開催団体・市職員等が連携して会場周辺の清掃を実施しました。

○達成

○岩木夏まつり事前美化運動
・平成２５年７月２４日実施
・参加者　　合計５３人

5
市町村合併効果の促進

（総務課、民生課）
-

6

岩木夏まつり事前美化
運動

（総務課・民生課）

-
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　旧相馬庁舎の解体及び解体後の外構整備や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進め、平成26年度までに整備完了を目指します。

＜構成する主な事務事業＞
　・旧相馬庁舎、旧中央公民館相馬館、旧第三分団屯所の解体
　・相馬庁舎外構整備工事
　・長慶閣増改築工事
　
　　　　予算額　210,112千円

・旧相馬庁舎、旧中央公民館相馬館、旧
　第三分団屯所の解体工事

・相馬庁舎外構整備工事２期

・長慶閣増改築工事(建築・機械設備・電
　気設備)

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞
　・旧相馬庁舎解体　　工期：Ｈ25.7.16～Ｈ25.10.14
　・旧中央公民館相馬館、旧第三分団屯所の解体　　工期：Ｈ25.7.31～Ｈ25.11.12
　・相馬庁舎外構整備工事２期　　工期：Ｈ25.11.16～Ｈ26.3.25
　・長慶閣の増改築　　工期：Ｈ25.10.30～Ｈ26.3.25

　　　　決算額　197,025千円
　
　旧相馬庁舎解体等、相馬庁舎周辺の整備は計画どおり進められた。最後の長慶閣の駐車場
整備については平成26年度に整備を進め事業の完了を目指します。

○　達成

○旧相馬庁舎、旧中央公民館相馬館、
　 旧第三分団屯所の解体工事完了
○相馬庁舎外構整備工事２期完了
○長慶閣増改築工事(建築・機械設備・
　 電気設備)完了

　弘前市旧相馬村区域過疎自立促進計画に基づき、関係部署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。

・ソフト事業着手率　100％/年【AP】
　※ソフト事業数　８事業

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　弘前市旧相馬村区域過疎自立促進計画のソフト事業について関係部署と連携を図り、平成25
年度実施予定８事業全て計画どおり実施された。

【対象事業】①認定農業者連絡協議会活動推進事業費補助金、②相馬昴農園運営事業、③岩
木山商工会補助金、④奇習・神秘ろうそく祭り支援伝承事業、⑤星まつりinそうま開催事業補助
金、⑥福祉バス運営事業、⑦相馬地区体育協会補助金、⑧相馬小学校スクールバス運営事業

○　達成

○ソフト事業着手率　100％

2

過疎計画による相馬地
区活性化事業の推進

（総務課）

3-（1）-5

平成25年度重点事業　達成状況報告書

平成25年度相馬総合支所長　　佐々木　衛

1
相馬庁舎周辺整備事業

（総務課）

6-3

合併戦略プ
ロジェクト

(2)-3
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　相馬地区管内において本庁主管課が実施する各種事業・行事等の情報を共有するとともに、
地区住民からの意見や要望の把握に努め、円滑な事業執行による一体感のあるまちづくりを推
進します。

・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
　割合【AP】
　　　基準値（H22）　　13.8％
　　　目標値（H25）　　10.0％

・意見要望等の受付窓口の開設

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　平成25年度から総合支所総務課に意見要望等の受付窓口を開設した。平成25年度で10件の
意見・苦情等を受付し、関係部署等へ連絡するなどの対応を行った。
　内訳：
　　・市道に関する要望・苦情・・・5件
　　・県道に関する要望・苦情・・・2件
　　・その他に関する要望・苦情・・・3件

△　一部達成できない

×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
　割合【AP】
　　　H25　　10.1％

○意見要望等の受付窓口を開設
　 受付件数（H25）　　10件

3
市町村合併効果の促進

（総務課、民生課）
6-3
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　高齢化が顕著で、過疎地域として指定されている相馬地区住民の健康と福祉の増進を図るた
め、各世代に合わせた３つの教室を開催します。

＜構成する主な事務事業＞
　相馬地区まるごと健康塾　389千円
　　①高齢者教室
　　　　保健師を講師とした、高齢者の生きがいと健康づくりのための教室を行います。
　
　　②りんごを食べて健康アップる！メタボ予防教室
　　　　男性・女性それぞれにあった、りんごや地元食材を使用した、メタボ予防のための料理
　　　教室を行います。
　
　　③いきいき健康実践塾
　　　　６月から１１月の毎月２回、運動指導士による有酸素運動に加え、簡易な健康チェック
　　　を行います。

開催回数
　①高齢者教室
　　　10回/年
　
　②りんごを食べて健康アップる！
　　メタボ予防教室
　　　 2回/年（男女各1回）

　③いきいき健康実践塾
　　　12回/年

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　事業実績
  　①高齢者教室
         レクリエーション（紅白旗揚げゲーム・折り紙・間違いさがしゲーム・風船バレー等)
         相馬地区在住の保健師による健康相談や血圧測定
　　　  登録者数43名・延べ参加者数210名・1回平均15名
 
    ②りんごを食べて健康アップる！  メタボ予防教室
　　    男性（親子）料理教室　　　参加者　　11組24名
　　　  女性料理教室　　　　　 　  参加者　　　　　16名
 
    ③いきいき健康実践塾
       登録者数39名・延べ参加者数196名・１回平均16.3名
       相馬健康増進プロジェクト（健康づくり推進課主催）と併せ運動教室を 通年実施して
       います。

○　達成
開催回数
  ○①高齢者教室
       14回/年(若返り教室併催４回）
  ○②りんごを食べて健康アップる！
　    メタボ予防教室
  　    2回/年（男女各1回）
  ○③いきいき健康実践塾

　    12回/年

4

相馬地区まるごと健康
塾

（民生課）

ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ3
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　平成２４年度に弘前大学と市が協同で連携調査研究委託モデル事業として相馬地区のさまざ
まな調査をしていることから、この調査結果を基に２５年度において資源利活用計画を策定し、２
６年度の事業実施を目指します。

・資源利活用計画の策定

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　弘前大学との協同で行った地域資源の探索・調査により絞り込んだ対象資源について利活用
計画を策定しました。今後、対象資源の販路拡大や後継者育成及び商品開発等について関係
者と協議しながら計画の実施に取り組んでいきます。
　対象資源
　・紙漉き・・・新規商品の開発及び市の新たな産業として育成方策等を研究
　・ミニ炭俵・・・新たな商品としての付加価値を付与する研究、販路拡大の研究、後継者の育成
　・福寿草・・・移植の可否について研究、観光資源として活用方法を検討

○　達成

○資源利活用計画の策定（平成２５年３
月）

　相馬地区の福祉関係団体における会議や研修等の活動を支援するとともに、地域活性化を推
進するため、平成２５年度においても継続して福祉バスを運行します。

＜構成する主な事務事業＞
　・福祉バス運営事業　　1,686千円

・運行回数　　60回/年

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

主な利用団体等及び利用回数
　　・相馬地区老人クラブ             10回
　　・相馬身体障害者福祉会      　 3回
　　・相馬地区社会福祉協議会  　16回
　  ・その他福祉団体等                36回
　　　　　　　合　　計　　　　　　　　 65回

○　達成

○運行回数　65回/年

5

相馬地区資源利活用検
討事業

（総務課）

―

6

相馬地区における福祉
バス運営事業

（民生課）

3-（1）-5
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　市民に身近な総合支所として、職員相互に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や研修の実施など、関係課との更なる情報共有
を図るとともに、複合施設に対応した窓口サービスの向上に努めます。

・窓口サービス向上研修の実施回数
　　2回/年

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

 職員としての心構えと接遇について研修し、利用者に好感を与える応対とミスのない職務遂行
により、市民に親しまれる職員を目指し研修を実施しています。
【研修内容】
・窓口対応の心構え
・受講者の体験談をもとにした話し合い
・弘前市における市民応対の現状～接遇向上研修から～

○　達成

○窓口サービス向上研修の実施
　 ２回（実施率100％）

・平成25年11月6日実施
　　　　　　　　（受講者数：24名）
・平成26年1月29日実施
　　　　　　　　（受講者数：21名）

7
受付・窓口業務の充実

（総務課・民生課）
7-4
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　患者への応対や待ち時間への苦情が見られるため、接遇改善プロジェクトチームの活動を継
続して実施するほか、外来にコンシェルジュを配置するなど接遇の改善に努めるとともに、院内
の連携強化により外来の受付から会計までの所要時間の短縮に努めます。

・接遇を改善し、苦情件数を30％程度減
少させます。
　基準値(H24年度)　52件
　目標値(H25年度)　35件

・外来の受付から会計までの平均所要時
間を15％程度短縮します。
　基準値(直近値H25年3月)　96.3分
　目標値(H25年度平均)　　　 80分

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　接遇改善プロジェクトチームを院内の常設委員会に発展させ改善に取り組んだ結果、苦情の件
数は35件となり目標を達成しました。
　また、外来受付から会計までの平均所要時間は83.2分と目標にわずかに届きませんでしたが、
平成26年4月から6月までの各月はそれぞれ80分未満となっており、目標とした状況を実現しまし
た。

△　一部達成できない

〇苦情件数　　３５件

×平均所要時間　８３．２分

平成25年度重点事業　達成状況報告書

平成25年度市立病院事務局長　　櫻田　靖

1
患者サービス向上

（総務課、医事課）
－
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　平成25年度で不良債務を解消しましたが、今後も様々な取り組みにより病床利用率を向上させ
るとともに、引き続き外部コンサルタントを活用しながら、職員が一丸となって収支改善に努め、
健全経営を維持します。
　また、平成26年度から地方公営企業法の全部適用への移行を目指し、体制の整備を進めま
す。

＜構成する主な事業＞
　・病院の経営健全化対策事業　　5,516千円
　（経営改善サポート業務委託　　5,516千円）

・平成25年度も引き続き不良債務を発生
させないよう努めます。

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　外部コンサルタントを活用した経費節減等の収支改善に取り組んだ結果、平成25年度も不良
債務が発生せず、健全経営を維持しました。
　また、平成26年4月から地方公営企業法の全部適用への移行を実現したので、経営状況の変
化に迅速に対応していきます。

【経営改善サポート業務委託】実績額　5,499千円
外部コンサルタントのノウハウを活用し、医薬品や医療機器等の購入価格を引き下げ、経費を節
減しました。

〇　達成

〇平成25年度決算でも不良債務は発生
していません。

　建築総合調査の結果、１、２階の吹き抜け等、壁が少なく柱で支えている構造により、建物全体
の耐震性が低くなっていることが判明したため、本館の柱と正面玄関側の一部の壁面を補強す
る工事を実施し、耐震性を向上させます。

＜構成する主な事業＞
　・耐震化整備事業　　29,600千円

・本館の柱等を補強する工事を実施し、
耐震性を高めます。

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　１、２階の吹き抜け部分を含む４階までの柱と調剤調合室、電話交換室の壁を補強し、耐震性
を向上させました。

【耐震化整備事業】実績額　21,872千円

〇　達成

〇効果が高いと考えられる部分につい
て緊急的に耐震補強工事を実施し、耐
震性を向上させました。

3
耐震性の確保

（総務課）
－

2
健全経営の維持

（総務課）
－
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市立病院事務局長 79

№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　照明器具等の修繕が必要な場合にＬＥＤに交換してきたが、平成２５年度からはＬＥＤ化する箇
所を整理のうえ、年次計画で改修していきます。

＜構成する主な事業＞
　・省エネルギー推進事業　　15,000千円
　（ＬＥＤ化改修工事　　15,000千円）

・照明器具等のＬＥＤ化を計画的に進め
ます。

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　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。
　平成26年度も引き続き院内照明器具等のＬＥＤ化を進めます。

【ＬＥＤ化改修工事】実績額　10,706千円

〇　達成

〇3ヶ年計画の初年度として、事務棟等
のＬＥＤ化を実施しました。

4

省エネルギー対策の推
進

（総務課）

3-(2)-5
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会計管理者 80

№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

○　出納員及び分任出納員に法令遵守の徹底を図り、公金取り扱いの意識を高めます。

○　窓口における公金収納の適正な取扱いを徹底させ、事故防止に努めます。

　・出納員に対する研修の実施
　・現金出納（つり銭）検査の実施
　・出納事務（帳簿）検査の実施

・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

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　・平成25年度に新たに出納員となった職員を対象に「出納員研修」を実施しました。
　　（H25.11.22 14名が出席）
　・「公金の取扱業務Q&A」を庁内LANに掲載し、周知を図りました。
　　(H26.3)
　・各課に出向き「現金出納（つり銭）検査」及び「出納事務（帳簿）検査」を
　　実施しました。(H25.11.13～12.10)

○　達成

○ 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、多い課に文書での通知をするほか、会計課職員が
　出向き、指導を行い返戻件数の削減につなげます。

　・書類不備による返戻件数集計表を4半期ごとに経営戦略会議で報告

・書類不備による各課への返戻件数を
　全体の0.5％/年以下とする。

＊平成24年度実績
　　支払証書審査件数　109,186件
　　内返却件数　　　　　　1,102件（1％）

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　・支出命令書等の作成について、各課に対する注意喚起を庁内LAN
　　に掲載しました。（H26.2.21）
　・書類不備による返戻件数集計表を4半期ごとに経営戦略会議で報告しました。
　・返戻件数の多い課について、文書により通知するとともに、会計課職員が出向き、
　　返戻理由を説明し、注意を喚起しました。

○　達成

○ 書類不備による各課への返戻件数は
　全体の0.3％/年
＊平成25年度実績
　　支払証書審査件数　104,719件
　　内返却件数　　　　　　309件（0.3％）

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）

―

平成25年度重点事業　達成状況報告書

平成25年度会計管理者　　平尾　洋

1
窓口収納業務の適正化

（会計課）
―
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

○　各課の事務担当職員及び分任出納員を対象とした会計出納事務の研修会を実施し、事務
　処理能力を高めます。

　・「会計事務研修会」の実施

・６月及び１１月に研修会を実施する。

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　・事務担当者及び分任出納員を対象とした「会計事務研修会」を２回
　　実施しました。
　　（H25.6.19及び12.18に実施し、それぞれ94名及び66名出席）

○　達成

○ 研修会実施回数　　2回／年

○　公金については、「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
  な方法による管理及び運用を行います。

　・毎月作成する資金計画表に基づき、大口定期預金及び国債等により運用

―

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　・「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した。
　・前年の預金実績等を参考に大口定期預金及び国債等により運用
　　しました。

―

3

会計出納事務の処理能
力向上対策

（会計課）

―

4
公金の適切な管理運用

（会計課）
―
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　水道事業を取り巻く環境の変化を踏まえ、平成２０年３月に策定した「弘前市水道事業基本計
画」のフォローアップを行い、水道事業を将来にわたって安定的に経営していくため、事業計画に
ついて見直しを図り、健全な事業経営を目指します。

＜構成する主な事務事業＞
　   水道ビジョンフォローアップ事業　　１０，０００千円

・平成２５年度版水道ビジョンの策定

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　水道ビジョンフォローアップ懇談会を設置し、６回の審議を経て平成２５年度版水道ビジョンを策
定しました。
　今後は、平成２５年度版弘前市水道事業基本計画（水道ビジョン）に基づき、官民連携や施設
の合理化など各種事業を計画的に実施していきます。

○　達成

○　平成２５年度版水道ビジョンの策定
完了

　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。
　さらに、弘前市水道事業基本計画フォローアップの結果も踏まえつつ、樋の口浄水場の整備に
ついて検討します。

＜構成する主な事務事業＞
　・老朽管更新事業            280,000千円(H24年度繰越含む）
　・主要管路耐震化事業 　   120,000千円(H24年度繰越含む）
　・配水池改築事業            435,500千円(H24年度繰越含む）

・老朽管更新事業
　　L=1,270ｍ

・主要管路耐震化事業
　　L=1,490ｍ

・配水池耐震化事業
　　配水池築造工

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

【老朽管更新事業】
　 ・吉野町ほか9地内において老朽管の更新を実施しました。当初計画より116ｍの増となりま
　　した。
【主要管路耐震化事業】
　 ・川合字浅田ほか5地内において主要管路の耐震化を実施しました。現場精査により49ｍ減と
　　なりましたが、各地区の管路の耐震化は完了しました。
【配水池改築事業】
　 ・平成26年度完成に向け、場内の造成をしたほか、基礎杭工及び場内配管工を実施しました。

○　達成
○　老朽管更新事業　　L＝1,386ｍ
○　主要管路耐震化事業　Ｌ＝1,441ｍ
○　配水池改築事業
　　配水池築造工
　  （造成工、基礎杭工、場内配管工）

2

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）

－

平成25年度重点事業　達成状況報告書

平成25年度上下水道部長　　工藤　富市

1

水道ビジョンのフォロー
アップ

（総務課）

3-(1)ｰ16
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　均衡ある地域整備のため、新たに百沢地区と龍ノ口地区の下水道整備を実施します。
 
＜構成する主な事務事業＞
　・百沢地区特定環境保全公共下水道建設事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000千円
　・龍ノ口地区公共下水道建設事業
　　　　　　　　　　　　      　      40,000千円

・百沢地区特定環境保全公共下水道建
設事業
　　事業認可申請書作成

・龍ノ口地区公共下水道建設事業
　　L=550ｍ

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

【百沢地区特定環境保全公共下水道建設事業】
 　・百沢地区の下水道整備を事業化するために、百沢地区特定環境保全公共下水道事業計画
    作成業務により、事業認可申請書の作成し、県へ申請しました。
【龍ノ口地区公共下水道建設事業】
　 ・下水道未整備である龍ノ口地区の整備を実施しました。
　　当初計画よりL=93ｍの減となりましたが、当初目標の面整備が図られました。

○　達成
　
○　百沢地区特定環境保全公共下水道
　　 建設事業認可申請
○　龍ノ口地区公共下水道建設事業
　　　　管渠　Ｌ＝457ｍ
　　　　マンホールポンプ　Ｎ＝1箇所

　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　　333,000千円(H25年度分）

・水道施設中央監視制御設備の構築

・岩木地区現場機器設置

・弘前地区現場機器設置

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・水道施設中央監視制御設備(管理センター)が全面稼働しました。
　　昨年度の相馬地区に引き続き、弘前、岩木地区の全箇所について現場機器を設置完了し、
　運転状況や浄水の水質の監視・制御を管理センターに統合しました。
・岩木地区12箇所のうち、昨年度に引き続き8箇所の現場機器を設置し、全箇所設置完了しまし
た。
・弘前地区28箇所の現場機器を設置し、全箇所設置完了しました。

○　達成
○　水道施設中央監視制御設備完成
○　岩木地区現場機器全設置完了
○　弘前地区現場機器全設置完了

3

岩木地区の下水道施設
整備の促進

（工務課）

合併戦略プ
ロジェクト

(2)-2

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）

－
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　漏水や破損事故が頻繁に発生している常盤野（湯段萢）地区の老朽化した配水管を耐久性、
耐震性のある配水管へ布設替する工事を実施します。
 
＜構成する主な事務事業＞
　・常盤野（湯段萢）地区配水管布設替事業          60,000千円

・常盤野（湯段萢）地区配水管布設替事
業
　　L=1,900ｍ

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

【常盤野（湯段萢）地区配水管布設替事業】
　 ・常盤野（湯段萢）地区において配水管の布設替えを実施しました。
　 ・既設管を利用できたことにより、当初計画より260ｍの減となりましたが、当初目標通り
　　湯段萢地区の安定供給が図られました。

○　達成

○　常盤野（湯段萢）地区配水管布設替
事業
　　  Ｌ＝1,640ｍ

5
水の安定供給の確保

（工務課）
－
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【アクションプラン：小中連携教育関係事業】（学校指導課）
・昨年度の小中連携教育の取組をもとに、育ちと学びの環境づくりの拡大または深化を図った
「小中連携教育プラン」を作成する。
・小中教職員、保護者、地域の参画意識を高め、組織的・計画的な取組の推進を図る。
・「教育フォーラム」、「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＞
　・小中連携教育推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　65千円
　・学校種間連携教育モデル地区事業費補助金　　　　400千円
　・小中連携教育推進事業費補助金 　　　　　　　　　　　700千円

・平成25年度内での中学校区毎の「小中連
携教育プラン」の作成【AP】：16校/16中学
校区

・「教育フォーラム」開催数【AP】：1回/年

・「小中連携教育推進研修会」開催数
　【AP】：1回/年

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　中学校区ごとに、学校、家庭、地域を含めた組織づくりと、具体的取組内容を示した「小中連携
教育プラン」が作成され、小・中学校教員の参画意識を高めることができた。
  「弘前教育フォーラム2013」、「小中連携教育推進研修会」における講演やオープンディスカッ
ション、学校種間連携の在り方についてモデル地区による事例報告発表等により、市内全ての中
学校区を単位に、学校、家庭、地域が一体となった交流・連携教育が推進された。

○　達成

○　平成25年度内での中学校区ごとの
　　「小中連携教育プラン」の作成
　　【AP】→100%　(16校/16中学校区)
○　「小中連携教育推進研修会」開催数
　　【AP】：１回(H26.1.7実施)

平成25年度重点事業　達成状況報告書

平成25年度教育部長　　野呂　雅仁
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【アクションプラン：ＩＣＴ活用による小中連携推進事業】（学務健康課）
　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、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＞
　・システム運用支援委託　　　 525千円

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

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・第三中学校と第四中学校におけるＩＣＴ活用教育研究会で活用
・第三中学校と大成小学校における進路相談で活用
・第四中学校地区におけるインクルーシブ教育で活用（3回）

○　達成

○　学校間におけるテレビ会議システム
　　活用回数
　　　延８回／年　（H25）

【アクションプラン：中学校を支援する人材バンク活用事業】（生涯学習課（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　　　224千円

・年間2回以上の事業を実施する学校数
【AP】：16校

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　市内全中学校16校中５校で実施（のべ87回）。
　優れた技術や技能を有する地域在住の市民から学ぶことによって、さまざまな芸術・技術・文化
に対する理解が深まり、地域住民との顔の見える関係性がより強くなった。
　地域によっては中学校区内の人材の掘り起こしが困難であったこと、また事業周知時期がタイ
ムリーでなかったため学校の年間計画に組み込むことができなかったことなどにより、事業の利
用が一部の学校に偏ったものとなった。

×　達成できない

×　年間2回以上の事業を実施する学校数
　　　　　　　　　　2校／16校
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【アクションプラン：史跡等公開活用事業】（文化財課）
　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
　・大森勝山遺跡公開活用事業　606千円

・現地公開・学習会の開催（史跡堀越城
　跡等）【AP】：参加者数400人/年

・出前授業用レプリカ作成

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　史跡等公開活用事業については、史跡津軽氏城跡の堀越城跡及び弘前城跡本丸石垣等を巡
る歴史体感ツアーの開催、堀越城跡歴史講座の開講、児童向けの石切り丁場の見学会等の出
前授業、弘前城本丸石垣修理事業を紹介する学習支援、国指定重要文化財イノシシ形土製品
の複製品作成業務委託などの事業を実施した。
　大森勝山遺跡公開活用事業については、小学生を対象としたちびっこ縄文講座の開催、一般
を対象とした世界遺産ストーンサークルツアーの開催、遺跡説明板の設置、ヒューマンサークル
イベントの開催等の事業を実施した。

○達成

○　現地公開・学習会の開催（15回、
   　参加者数971人/年）
○　出前授業用レプリカ作成

【アクションプラン：わがまちの歴史と文化探訪・紹介マップ事業】（文化財課）
　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　　　　　－

・マップ作成枚数【AP】：3枚/年

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　中学校区での当事業実施については、学習指導要領改訂等もあり、中学校現場のスケジュー
ルがタイトであったことから見送ることとし、小学校区での事業実施に切り替えた。福村小、朝陽
小の６年生、城西小の歴史クラブにおいて地区探訪を行いマップを作成した。

○達成

○　マップの作成枚数；3枚/年
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【アクションプラン：「子どもの笑顔を広げる弘前市民条例」啓発事業】（学校指導課）
１　市民を対象とした条例制定の周知活動を展開する。
　・リーフレット作成、毎戸配布
　・小・中学生へのカード作成、配布（子ども悩み相談電話事業との連携）
２　小中連携教育プラン共通活動として、あいさつ運動、声を掛け見守る運動を各中学校区で実
施する。
　・のぼり旗、腕章を作成・配布し、運動の充実を図り、条例の認識を深める。
３　標語やロゴマークを子どもたちから募集し、のぼり旗や腕章にデザインすることで、子どもたち
の思いを生かす。

「子どもの笑顔を広げる弘前市民条例」制
定を受け、市民を対象に条例周知を行うと
ともに、各中学校区におけるあいさつ運動
や声を掛け見守る運動を充実させ、学校、
家庭、地域が連携し社会全体でいじめをな
くし、子どもの笑顔を守る気運を高める。

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　リーフレットを作成、７月１日には全戸配布、市の機関にも備え付け、条例施行の啓発を行って
いる。
　「小中連携教育プラン」の共通活動として、「あいさつ運動、ことばをかけて見守る運動」を設定
し、８月と１月に全ての中学校区で強化週間、一斉取組日として実施した。１月には約１，０００名
の市民の参加を得たが、運動のさらなる盛り上げのために３月には「のぼり旗」を市立各小・中学
校に配布した。
　子どもたちから募集したいじめ防止にむけたロゴマークや標語を活用したポスターを作成、各学
校や市の機関に掲示し、いじめ防止にむけた子どもたちの思いを後押しできた。

○達成
○　リーフレット作成・全戸配布

○　「のぼり旗」の作成と配布
○　募集したいじめ防止標語、ロゴマーク
　　を活用したポスターの作成と配布
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【チャレンジコース】（学校教育改革室）
　子どもが自分の夢を持ち、その実現に向けて学力の向上を図ることを目的として、中学校や総
合学習センターにおいて、放課後や休日、長期休業中にボランティア等の協力を得て学習会を実
施するほか、中学生を台南市へ派遣し、台南市の中学生との交流会を実施します。

＜構成する主な事務事業＞
  ・学習会開催事業　　　　 1,206千円
  ・中学生台南市交流事業　980千円

・学習会の開催回数：86回
　（内訳）
　　　ベーシック：2回×7月×4会場＝56回
　　　チャレンジ：3コース×10回/年＝30回
・学習会の児童生徒の参加人数：1,440名
　（内訳）
　　　ベーシック：56回×15名＝840名
　　　チャレンジ：30回×20名＝600名
・台南市交流会開催数：1回

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・ベーシックコースでは、学びの共有空間として「Ｂｉ・Ｂｉっとスペース」を市内5会場に開設し、子ど
もたちの学習サポート及び遊びを通した大学生や地域住民との交流を図った。

・チャレンジコースでは、「外科手術体験セミナー」を平成25年6月29日を実施するとともに、「中学
生台湾交流事業」として、事前学習会、台湾への派遣、報告会を行った。

△　一部達成できない

×　学習会の開催回数　68回

×　学習会の児童生徒の参加人数　654名

○　台湾における交流会開催数　1回

【ドリームコース】（学校教育改革室）
　子どもたちに夢を与え、夢に向かって学び続ける大切さを育むために、弘前市や青森県にゆか
りのある著名人、又は各界の第一人者などを招き、子どもたちに対する講演会を開催します。

＜構成する主な事務事業＞
　・講演会開催事業　　　300千円

・夢応援講演会開催回数：2回

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　平成26年3月に「子どもの夢応援関係事業報告会・川口淳一郎教授講演会」として、川口淳一
郎教授を講師として招聘し、「夢の軌跡　～弘前から世界へ～」という演題で講演会を開催した。
　なお、開催回数が1回にとどまったのは講師の選定及び調整に時間を要したためであるが、より
子どもたちの夢応援に繋がることを期待し、中高生が参加した市教育委員会主催3事業の報告
会と合同で実施した。

×　達成できない

×　夢応援講演会の開催回数：1回
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【学校活性化推進事業費補助金】（学校教育改革室）
　子どもたちの可能性を応援する教員を支援するため、「国際交流」や「小中学校連携」など、今
日的なテーマで研究する学校内の教員グループに対して研究費用を支援します。

＜構成する主な事務事業＞
　・学校活性化推進事業補助金交付事業　　　　500千円

・学校活性化推進事業補助金交付件数：2
件

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　教員自ら教育課題について研究・検討することにより、教師力・授業力の向上を図った。
　交付先は「校務支援システム研究会（構成メンバー：第五中学校）」及び「つなぐ教育を考える会
（構成メンバー：石川小学校）」の２件であったが、「つなぐ教育を考える会（構成メンバー：石川小
学校）」では、結果的に事業費を伴わない活動となった。
　交付額：198千円

○　達成

○　学校活性化推進事業費補助金
　　　交付件数：２件

【専門家チーム学校巡回支援】（学校教育改革室）
　大学教員、中南教育事務所指導主事、市教育委員会指導主事がチームを編成し、小中学校教
員の授業改善や校内研究、学校経営について情報提供、助言等を行い、教員の資質向上を図り
ます。

＜構成する主な事務事業＞
　・専門家チーム学校巡回支援事業　　　800千円

・学校訪問数：53校
　（内訳）
　　　　小学校　37校
　　　　中学校　16校

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　弘前教育活性化プロジェクト初年度の事業を実施するにあたり学校教育改革室が進行管理を
担い、緊急度、優先度に応じて取組を進めてきた。当該事業に関しては、従来から実施されてい
る学校訪問との差別化を図り実施するため、実際に学校を巡回する学校指導課及び教育セン
ターとの各種事務調整を行ったが、併行して取り組んでいる「インクルーシブ教育システム構築モ
デル事業」において合理的配慮協力員という、特別支援教育の専門家を学校に派遣して、教員
の資質向上を図ることができたため、この事業の実施には至らなかった。
　合理的配慮協力員の学校訪問は、市内小中学校23校に対しのべ639回実施している。

×　達成できない

×　学校訪問数：0校
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【授業のユニバーサルデザイン】（教育センター）
　教員の授業力向上に向け、市内全教員を対象とした講義及び演習を行います。なお、本事業
は3年間での悉皆研修とします。

＜構成する主な事務事業＞
　・授業のユニバーサルデザイン研修事業　　　225千円

・研修の開催回数：2回

・研修会の参加人数：260名
　（内訳）
　　　　130名×2回＝260名

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・第1回
　実施日　平成25年7月29日（会場：第三中学校）
　参加者数　163名（小学校教員101名、中学校教員62名）
・第2回
　実施日　平成25年8月19日（会場：東中学校）
　参加者数　89名（小学校教員38名、中学校教員38名）　　　　　合計290名参加

○　達成

○　研修の開催回数：2回

○　研修会の参加人数：290名

【ICT活用事業】（学務健康課・学校指導課）
　より質の高い教育環境で子どもの興味・関心を高め、理解を促進するために、学校現場で要望
の高いデジタル教科書を導入する。本市の学力向上のために特に重要な中学校英語科におい
て、市内全中学校を対象に授業者用デジタル教科書を導入する。
　導入にあたっては、教員用のタブレットPCとプロジェクターをワイヤレスで接続し、配線接続等
の準備・手間を軽減するとともに、机間指導を行いながら操作することで生徒の状況を把握し効
率的に授業を行うことができるようにする。

＜構成する主な事務事業＞
　・デジタル教科書導入費　3,432千円（79,800×3学年×16校-5本分（既導入分）
　・プロジェクタ及びタブレットPC購入費　5,177千円（タブレットPC57,750＋プロジェクタ104,030）×
32台）

・７月末までに機器の購入及び各中学校に
配備を行い、夏季休業期間中に教員に対
する操作研修を行い、２学期からの使用と
する。

・デジタル教科書を使用した英語の授業を
受けたことのある生徒の割合　１００％

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　夏季休業期間中に各中学校へデジタル教科書の導入されたタブレットPCの配付及び操作研修
を行い、２学期から授業で使用。

×　達成できない

×　デジタル教科書を使用した英語の
　　授業を受けたことのある生徒の割合
　　　８７．５％
　　　（16校中14校において授業を実施）
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【保護者対象キャリア講話、進路相談会】（学校教育改革室）
　保護者が子どもの進路選択を応援できるよう、保護者を対象とした「キャリア講話」及び「進路相
談会」を実施します。

＜構成する主な事務事業＞
　・キャリア講話　　　　　―
　・進路相談会　　　　　 ―

・キャリア講話開催回数：1回
・進路相談会開催回数：2回

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

①保護者対象キャリア講話（平成25年8月8日）
　　参加人数　70名。　アンケート結果（回答率74.3％）　79％の人が
　　「とても参考になった」「参考になった」と回答。
②進学支援制度説明会（平成25年12月10日）
　　各市立中学校の進路担当教員　16名

△　一部達成できない

○　キャリア講話開催回数：1回

×　進路相談会開催回数：1回

【学習状況調査分析検討会】（学校教育改革室）
　総合的な学力の分析や子どもたちの可能性を応援する教員の資質向上のため、学校教育の
先進地である秋田県より講師を招き、県内他市町とともに学習状況調査の分析を実施します。

＜構成する主な事務事業＞
　・学習状況調査分析検討会開催事業　　　　265千円

・学習状況調査分析検討会開催回数：1回

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　「平成25年度４市町による教育活性化検討会議」として、７月と２月に会議を開催した。
　第1回会議には、十和田市、むつ市、三戸町、当市の４市町各教育委員会が出席した。また、第
２回会議には、秋田県大館市教育委員会が助言者として、また、青森県教育委員会や４市町以
外の県内８市町の教育委員会などがオブザーバーとして出席した。

○　達成

○　学習状況調査分析検討会
　　　開催回数：2回

2

弘前教育活性化プロ
ジェクト

（学校教育改革室）

エボリュー
ション３
１-②-１

エボリュー
ション３
１-②-１
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　講座やアンケートといった現場に直結したアクションをとおして健康教育や食育を行うと同時
に、その効果を検証し、長期的な計画へ結びつけていきます。
　また、学校給食の充実に向けて、野菜の摂取率向上と２５年４月からスタートしたアレルギー対
応食についてより確実で安全に実施していきます。

＜構成する主な事務事業＞
　・健康教育講座推進事業　　　　　　　　　　　　　684千円
　・食育サポート事業　　　　　　　　　　　　　　　　1,420千円
　・学校給食野菜摂取率アップ事業　　　　　　　　105千円
　・学校給食食物アレルギー対応食提供事業　1,950千円

〈健康教育講座推進事業〉
・中学校16校、小学校37校の全校で実施し
ます。
・医師、薬剤師を対象とした講師養成の研
修会を実施します。
〈食育サポート事業〉
・アンケート分析を基に各校が取り組んだ
結果をまとめ、次年度の計画に反映しま
す。
・５つの中学校区へ講演会講師を派遣しま
す。
〈学校給食野菜摂取率アップ事業〉
・学校給食における野菜の摂取率を全国
平均以上にします。
〈学校給食食物アレルギー対応食提供事
業〉
・５大アレルゲン以外への対応方法及び提
供できる最大食数について検討結果を公
表します。

5-5

エボリュー
ション３
１‐②‐３
２‐②‐３
２‐②‐７
２‐②‐８

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞ アクション
プラン2013

・健康教育講座推進事業
　全小・中学校において講演会を実施（平成25年6月～平成26年3月）
・食育サポート事業
　小学校5年生及び中学校2年生に対するアンケート実施（平成25年7月～8月）
　5中学校区（新和・北辰・第一・南・石川）において講演会を実施（平成25年12月）
・学校給食野菜摂取率アップ事業
　各学校において食に関する指導を実施（のべ177時間）
・学校給食食物アレルギー対応食提供事業
　事業開始（平成25年4月）
　対応アレルゲンの追加（開始当初5種類→15種類）

△　一部達成できない

（健康教育講座推進事業）
○　健康教育講座全校実施
○　講師養成研修会実施
（食育サポート事業）
○　アンケート結果集計、中学校区ごと
　　の集計を学校にフィードバック
○　5中学校区における講演会開催
（学校給食野菜摂取率アップ事業）
×　小学校80.4ｇ→81.2ｇ（基準値93ｇ）
×　中学校95.1ｇ→92.3ｇ（基準値117ｇ）
（学校給食食物アレルギー対応食提供
　事業）
○　対応アレルゲンの増加
　　（5大→15種類）
　　最大食数については、対応アレル
　　ゲン数や設備などにもよることから
　　引き続き検討する

5-5

エボリュー
ション３
１‐②‐３
２‐②‐３
２‐②‐７
２‐②‐８

3

健康教育と学校給食の
充実

（学務健康課）
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【アクションプラン：小学校実践英語教育モデル校の施行（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）を２名増員するとともに、小学校５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　12,381千円

・英語で簡単な挨拶やコミュニケーショ
　ンができると自己評価する児童の
　割合【AP】：８０％

・ＡＬＴと簡単な英語を使いながら授業
　実践できると自己評価する教員
　（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

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・修斉小学校、船沢小学校、豊田小学校、小沢小学校、岩木小学校の５校をモデル校とし、年間
３５時間の全外国語活動においてALTを派遣した。その結果、ネイティヴ、スピーカーと英語に慣
れ親しむ環境が構築され、学級担任も生徒の前で英語を使うことに抵抗感がなくなり、ALTとの
ティームティーチングが徐々に活発になっていった。目標指標は全て達成することができた。

○　達成

○　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】→90.1％

○　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

4

特色ある教育活動の推
進

（学校指導課）

4-(2)-7
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【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）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　　　　　32,120千円

・小学校５学年までは33人学級を実施
　し、６学年には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(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）

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　小学校１年生から３年生までは、県の３３人学級編制を導入し、小学校４・５年生では、該当する
小学校に臨時講師と学習支援員を配置し、３３人学級とＴ・Ｔを実施した。

○　達成

○　小学校５年生までの３３人学級、Ｔ・Ｔ
　　を実施済み
（平成26年度で小学校全学年での33人学
級、Ｔ・Ｔ等を実施済み）

○　小学校で33人学級を実施している学年
　　の割合【AP】
　　　　83.3％

5

小学校少人数
学級拡充事業

（学務健康課）

4-(2)-3
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【アクションプラン：津軽歴史文化保存整備事業】
　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　163,380千円
　・史跡津軽氏城跡堀越城跡整備事業　　　188,143千円
　・史跡津軽氏城跡土地買上事業　23,744千円
　・新寺構整備事業　46,728千円

・津軽歴史文化資料展示施設建設に係る
展示施設建設の実施

・史跡津軽氏城跡堀越城跡整備の実施

・新寺構整備の実施

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　展示施設建設事業については収蔵予定資料の取り扱いについて調整を必要としたため、建設
に向けての業務や工事を実施できなかった。堀越城跡整備事業については、発掘調査及び整備
工事等を予定通り実施した。堀越土地買上事業については、一部地権者同意が得られなかった
ものの、概ね予定通り事業を実施した。新寺構整備事業は法面保護及び散策路整備等の工事を
予定通り実施した。

△一部達成できない

×　津軽歴史文化資料展示施設建設

○  史跡津軽氏城跡堀越城跡整備の実施

○　新寺構整備の実施

【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、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＞
　　・子ども会活動支援事業　　　　　            300千円

・子ども会活動支援事業
　　子ども会活動推進のための
　　助成件数【AP】：６件/年

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

子ども会活動を活性化する事業計画を前後期に分けて募集し、審査会で採択決定した事業に補
助金を交付した。
前期　申請4件、採択4件、確定額合計156千円
後期　申請3件、採択3件、確定額合計113千円　　　合計申請・採択7件、補助確定額269千円
この結果、地域の自発的な事業企画を促すきっかけとなり、次年度以降に新たな事業を企画す
る機運を地域に醸成している。

○　達成

○　助成件数　7件／年

6

文化財の保存・整備・公
開の充実

（文化財課）

合併戦略プ
ロジェクト

(1)-3

7

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））

4-(1)-7
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

　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）　　744千円
・子ども会リーダー養成事業：２回
　（８月中旬）

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

　H25年度は「弘前市・太田市青少年交流事業」の実施年度であるため、同事業をベースにリー
ダー養成事業のためのプログラムを織り込んで実施した。事前準備（全5回）及び事後研修（アイ
スブレークのつどい）により、主体的に事業に参加し、参加者同士の一体感を深めるとともに、太
田市の児童・生徒との交流を円滑に進行できるなど達成感を得ることができた。

○　達成

○　養成事業2回（初級・上級各1）

　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）

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・第52回子どもの祭典を平成25年11月3日に実施し、小中学生約800名がイベントに参加した。
・中・高校生で構成される弘前市子どもの祭典実行委員会が、事業の企画立案、当日の運営及
びＰＲ活動の主体を担い、主催・共催団体と協力しながら趣向を凝らしたプログラムを実行し、来
場した子どもたちを楽しませることができた。

○　達成

○　子どもの祭典：１回（11月３日）

7

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））

－

－
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【耕作放棄地防止対策と再生利用】
〇耕作放棄地防止のための計画を策定します。

○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対応に努めます。

○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耕作放棄地の再生
　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

・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 20 ｈａ
　（管内耕作放棄地面積 427 ｈａ）

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・市、農業委員会、農業関係団体、学識経験者等からなる弘前市耕作放棄地防止対策検討委員
会を立ち上げ、耕作放棄地防止のための計画策定の検討を行いました。

・６月に利用状況調査を実施しました。

・新たに発見された耕作放棄地の解消に向けて、農業委員が、耕作の再開や、再生事業を活用
した第三者への権利移動等を指導しましたが、例年より再生事業を活用した農業生産法人等に
よる再生が少なかったため、解消目標面積に達しなかった。

△　一部達成できない

○　６月に実施済み

○　再生事業活用ＰＲによる
　　　耕作放棄地解消面積　８．９ha

×　耕作放棄地解消面積　１９．２ha
　　　　（上記の解消面積含む）

平成25年度重点事業　達成状況報告書

平成25年度農業委員会事務局長　　山田　寿嗣

1
耕作放棄地防止対策と
再生利用

2-(1)-9
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【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確保と保全に努めます。

○農業委員自らが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8,989ha
　（管内農地面積14,605ha）

・農地流動化の目標面積300ha
　（管内農地面積14,605ha）

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・市ホームページ等を通じて、農地情報を積極的に提供しました。

・農地所有者等から、あっせんの申し出を受け、農業委員による掘り起し活動を行いました。

・耕作放棄地解消モデル事業として、農業委員が農機具等を持ち寄り、自ら雑草の刈り払い、雑
木の抜根等の作業を行い、57アールの農地を再生し、流動化を進めております。

○　達成

○　農業ひろさき掲載回数　12回

○　市ホームページ掲載状況　通年

○　担い手への農地集積面積
                            ９，０７７ha

○　農地流動化の面積 ３３８ha

2 農地流動化の推進 2-(1)-9

農業委員会事務局長 99



農業委員会事務局長 100

№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【独身農業者縁結び事業】
〇会員同士のお見合いや婚活をサポートする婚活サポーター制度を創設し、独身農業者の
   結婚活動を支援します。

＜構成する主な事務事業＞
・独身農業者縁結び事業　　1,000 千円

【弘前市青年交流会実行委員会事業費補助】
〇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、より多くの独身農業者の出会
   いの機会を提供し、成婚へつなげます。

＜構成する主な事業＞
・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　　500　千円

・成婚数　２名／年以上を目指します。

・独身農業者縁結び事業においては、
　会員数６０名を目指します。【AP】

・弘前市青年交流会では、独身男女の
　出会いの場となる交流会を開催し、
　１回での参加者４０名を目指します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【AP】

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

○独身農業者縁結び事業
　・会　　員　　数　      42名
　・お見合い回数       　7回
　・婚活サポーター数　37名

○交流会開催結果
　・「夏の出会いはＢＢＱ！！」
    6月30日 男性20名  女性12名  計32名参加  カップル4組成立
  ・「Ｆａｒｍｅｒ♡’キッチン」
　　2月8日（第一弾）、2月23日（第二弾）　男性19名  女性18名  計37名参加  カップル5組成立
　

×　達成できない

× 成婚数
　　　　  0名
　
× 独身農業者縁結び事業【AP】
　　　 会員数　42名

× 交流会参加者【AP】
　　　 平均　　34.5名

3
農業後継者の配偶者
探し支援

2-(1)-8
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№ 項目 実施内容 目標 アクション
プラン2013

【地域農業者と農業委員との意見交換会開催】
〇農業委員と事務局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。

・意見交換会を４地区で各１回開催し
　ます。
　（平成２４年度：２回開催）

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

地域農業者と農業委員会との意見交換会開催結果
・千年地区（8月）　     20名参加（地域農業者 11名、農業委員 4名、事務局 5名）
・藤代地区（8月）     　21名参加（地域農業者 10名、農協職員 1名、農業委員 5名、事務局 5名）
・裾野地区（12月）　   30名参加（地域農業者 18名、農協職員 2名、農業委員 5名、事務局 5名）
・東目屋地区（12月）　25名参加（地域農業者 12名、農協職員 3名、農業委員 5名、事務局 5名）

＊農業委員会の活動について説明するとともに、意見交換会を実施しました。
　出された意見については、今後の農業委員会活動に役立てます。

○　達成

○　意見交換会を、4地区で各1回開催
　

【家族経営協定の締結推進】
〇農業後継者の自覚を促すとともに女性農業者の地位向上を図るため、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】

＜取組結果＞ ＜目標達成状況＞

・合同調印式を3回開催し21組の家族が家族経営協定を締結しました。
・25年度の締結数は、県内市町村の中では最多となりました。

×　達成できない

× 　家族経営協定締結数
　　　平成25年度　目標数　26組
　　　　　　　　　　　 締結数　21組
                          達成率　81％

5
家族経営協定の
締結推進

2-(1)-8

4
農業委員会活動の
見える化の推進

－
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弘前市アクションプラン2013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-(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-(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再生可能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 一般住宅への再生可能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） ★3-(2)-10 再生可能エネルギー利用等による雪対策の推進

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)-1 「子育てスマイル（住まいる）アップ補助金」の支給

3-(1)-8 空き店舗情報データバンク整備 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)-9 ライド・トゥー・パーク社会実験の実施 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)-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)-3-2 Ｓｍｉｌｅ弘前子育てマスタープラン推進

3-(1)-11 街なかカラス対策の強化 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)-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)-5 児童館の再編・改築

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

☆3-(1)-15 まちなかの新たな賑わいづくり 4-(2)-1 大学等研究機関との連携事業の展開

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

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

☆3-(2)-2 市民防災力の向上 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）

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
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・再生可能エネル
ギー】

約束4-(2)

子育てするなら弘前
で、を目指します
【人づくり】
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公約区分 施策番号 項目 公約区分 施策番号 項目

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 6-1 定住自立圏構想の推進（中心市の宣言）

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 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

4-(2)-10 大学や市立図書館の専門書の充実 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）

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 7-1 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）

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 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）

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） 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)-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 7-4 窓口改革運動の実施

☆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」 ☆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)-16 弘前市立小・中学校の学校事務の効率化、適正化 ★7-6 弘前市仕事力向上・リノベーション

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 ※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。

5-2 高齢者の健康診断受診率向上と介護予防事業への参加促進 ※施策番号に「★」がついているものは、アクションプラン2013への改訂に際し追加された施策を示す。

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）

★5-12 認知症対策事業の推進

★5-13 国民健康保険財政の健全化

★5-14 要介護認定結果の早期通知と給付費の適正化対策の実施

★5-15 こども健やか支援事業

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

約束6

津軽地域の中核都市
として、近隣市町村と
の連携強化を図りま
す
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