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１．弘前市アクションプランの概要 

平成 22 年 4 月の市長選挙において、葛西憲之市長が『子ども達の笑顔あふれる弘前づくり』に

向けて掲げたマニフェストを実行するため、平成 22 年 10 月に「弘前市アクションプラン 2010」

を策定し、市の計画として位置付けました。 

 社会環境の変化や多様な市民ニーズに的確に対応するために、戦略的かつ機動的に運用する実行

計画として、毎年度、進行状況の評価・点検を的確に実施し、その結果を踏まえ、平成 23 年 3 月、

平成 24 年 3 月に改訂を行い、内容を追加・修正するなど、いわば「進化・成長する」プランとし

て運営してきました。 

 計画期間４年間の取組結果を踏まえ、平成 26 年 5 月には『弘前市経営計画』を策定しています。 
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２．自己評価の目的 

プランを進化・成長させるマネジメントシステム（運用・管理手法）である、Ｐｌａｎ（計画）

＞ Ｄｏ（実行）＞ Ｃｈｅｃｋ（評価）＞ Ａｃｔ（改善）のＰＤＣＡサイクルにおける評価（Check）

作業の一つとして、アクションプランに掲げた取組の実施結果について、毎年度自己評価を行って

います。 

評価の結果は、アクションプランの各施策における指標に設定している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の結果と合わせ、各施策や計画の見直しなどに活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．自己評価の方法 

昨年度までの自己評価においては、計画期間の途中経過として評価を実施してきましたが、本評

価では、計画期間（平成 22年度～平成 25年度）を通した総括的評価として実施しました。 

各約束において、何に取り組み、どのような成果が得られたか、課題は何かなど、指標の動向等

による現状分析を含め、アクションプランによる４年間の取組結果を総括したうえで、今後の取組

の方向性をどのように定め、経営計画に反映しているのかなどについて、段階的に説明することに

重点を置いた評価内容としています。 

また、個別施策については、昨年度までと同じく「進捗率」、「達成率」に関する評価を行ったう

えで、４年間を通した「総括」と「経営計画への反映等」について記載しています。 

［評価構成図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［市民評価会議］ 

自己評価結果などを

踏まえた、「市民の視

点」、「専門家の視点」

からの評価 

＜アクションプラン評価体系＞ 

［市役所内部］ 

実施内容、市民評価

アンケートの結果な

どをもとに取組結果

を自己評価し、今後

の方向性を検討 

［市民 6,000 世帯］ 

市政全般の評価、アク

ションプラン各施策

などに関する項目を

設定して実施 

自己評価 市民評価 
アンケート 

第三者評価 

主な取組と成果 

課 題 

４ 年 間 の 総 括  

取組の方向性 

経営計画への反映等 

今 後 の 方 向 性  

各約束の総括  



４．各約束の総括と個別施策の評価

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

Ⅰ　４年間の総括

【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

資料：行政経営課

・都市の一体化と市民の交流を醸成するためにも、今後も合併戦略プロジェクトを着実に推進する必要があります。

めざす姿
弘前市が津軽地域の中核的な役割を担い、近隣市町村と医療、公共交通、観光などの分野で
お互いに連携・協力することにより、地域全体の活性化が図られます。

主な取組と成果

・国が創設した新たな自治体間連携の制度である「定住自立圏構想」に従い、平成２３年３月に中心市宣言を行い、平
成２３年１０月と１２月に周辺７市町村と定住自立圏形成協定を締結、平成２４年２月に定住自立圏共生ビジョンを策定
し、『弘前圏域定住自立圏構想』を構築しました。医療分野では圏域の救急医療体制を確保するため、休日・夜間救急
診療体制を維持、公共交通分野では、弘前圏域公共交通計画の策定や公共交通利用ＰＲパンフレットの配布、観光分
野では、広域観光商品についてニーズ調査・検証・首都圏等での観光ＰＲを行うなど、当市と周辺市町村が連携して取
り組む連携事業は、現在１４件となっており、当市の都市機能や行政サービス等を活用した圏域市町村住民のサービス
向上が図られています。

・弘前圏域定住自立圏構想の推進に伴い、災害発生時の取り組みなどにおいて「弘前圏域」の枠組みで活動するケー
スが多く見られるようになるなど、当市がこの地域における中核都市であることが明確となることで圏域としての活動が定
着し活発化しています。

・合併戦略プロジェクトを着実に実施することにより、市町村合併の効果の最大化と一体感の醸成を推進しています。

課　題

・社会課題に対して各自治体個別対応することは、更なる地域の疲弊を招く恐れがあるため、住民ニーズや利便性をふ
まえながら医療、観光分野等、各分野における更なる自治体間連携が必要となります。当市は、他圏域と比較して連携
施策数は少ないことかららも、圏域としての課題解決や活性化に有効な連携施策を追加する必要があります。

・連携施策に係る財政措置としての特別交付税は、今年度より増額予定となっておりますが、事業実施においては不十
分であり、平成33年には合併特例債の廃止予定であることから、新たな財源確保対策が必要です。

「めざす姿の達成状況を示す指標」の分析

①定住自立圏構想連携施策数１６件を目指します。

・平成24年度には年度目標を達成したことから、アクション
プラン2013で目標値を上方修正して取り組んだが、財政措
置としての特別交付税の枠が上限額を超えていることもあ
り、連携施策数を増やすことが出来ずH25年度目標値に対
して２件足りない結果となりました。
・見込まれていた追加施策を連携事業とするための調整に
時間を要してしまったことが影響したものですが、平成26年
度は5件追加し、合計で19件の連携施策とする予定です。

・国では急激な人口減少による地方の衰退への対応策とし
て自治体による広域連携の推進が重要と考えています。

・県内では八戸市が制度創設初期に圏域を形成し、全国
的先例として取り組んでいます。また、当市に次ぐ県内３番
目として三沢市と十和田市が平成２４年３月に共生ビジョン
を策定しています。

・同時期に共生ビジョンを策定した人口規模が類似する中
心市で形成する圏域の連携施策数の推移を見ると共生ビ
ジョン策定時の施策数からほとんど増えていない状況と
なっています。
※ 帯広市：人口17万人、圏域１９市町村、上田市：人口約
16万人、圏域７市町村

※平成26年度施策数（予定）　　

H23 H24 H25

目標値 14 14 16

実績値 10 14 14

帯広市 19 19 19

上田市 17 18 18

8

10

12

14

16

18

20

定住自立圏連携施策数 

（件） 

(※19) 

・計画期間４年間（平成22年度～平成25年度）での主な取組内容と
得られた成果を記載しています。 

・直接的な成果だけでなく、取組による良い影響など間接的な効果
など幅広い視点で記載しています。 

・４年間の取組を踏まえた主な課題を記載し

ています。 

・グラフにより目標値と実績値の動向を表

示しています。 

・他都市の実績など比較対象の動向があ

れば合わせて表示しています。 

【結果説明】４年間の目標に対する実績の動向と平成25年度の目標

の達成状況、実績の結果に至る要因を記載しています。 

【社会経済動向等】指標に関連する社会・経済の動きや制度改正な

どを記載しています。 

【県・他都市等の状況】指標に関連する、国や県、関係都市等の状況

を記載しています。 

約束の総括部分の見方 
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Ⅱ　今後の方向性

取組の方向性

・人口減少と少子高齢化に対する取り組みの強化策として、「広域行政の推進」施策の事業に「定住自立圏構想推進事
業」を位置づけ、連携施策を追加し取り組みを強化することとしています。

・市町村合併による地域の一体感の醸成や均衡ある発展を図るため、強い行政組織の構築における「合併戦略プロ
ジェクト」推進事業として位置付け継続実施することとしています。

・今後急速に進展することが見込まれる人口減少や少子高齢化への対応策として自治体間連携による施策の有効性・
効率性の向上が重要となることから、定住自立圏構想を中心とした広域連携を促進する必要があります。

・観光分野での圏域への誘客につながる、広域観光商品の充実や、医療分野での津軽地域の自治体病院機能の再編
を視野に入れた圏域の救急医療体制を確保するなど、圏域での更なる連携が重要となります。

・国や社会の動向を注視し、創意工夫による新たな財源確保をしながら、合併戦略プロジェクトの着実な推進、定住自
立圏における連携施策の追加や既存の連携施策の有効性を高める取り組みが必要です。

経営計画への反映等

・「主な取組と成果」や「課題」等をもとに、今後、市が取

り組むべき方向性を記載しています。 

・前述の「取組の方向性」に対応する『弘前市経営計

画』の施策・事業について、経営計画に掲載している

「政策の方向性」を含め具体的に記載しています。 
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No. 項目 自己評価

進捗率

A

事務事業名 達成率

A

H22 H23 H24

- 2,130 2,135 2,015

実施内容 0 958 2,183 1,988

総括

経営計画
への反映等

No. 自己評価

進捗率

C

達成率

B

H22 H23 H24 H25

0 0 0 0

事務事業名 自己評価

進捗率

C

実施内容 達成率

A

平成25年度実施内容

　16歳以上の市民6,000人を無作為に抽出し、5月にアンケートを郵送、集計の上、その結
果をまとめた集計結果報告書を8月に公表しました。集計結果報告書は、単純集計とクロ
ス・属性別集計、自由意見等をまとめたものの2種類を作成し公表しました。

　目標のアンケート回答者数2,000人に対し、市民6,000人にアンケートを郵送した結果、
2,015人から回答を得ました。

市民評価アンケート事業 目標

アンケート回答者数 2,000人/年（送付人数6,000人）

◇ 施策を構成する事務事業が１つの場合

◇ 施策を構成する事務事業が２つ以上の場合

項目 平成25年度実施内容

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）

　施策を構成する2事業について、1事業は「工程表どおり実施」、残る1事業については
「工程表どおり実施できなかった」と評価しました。

　構成する2事業について、「達成」が1事業、「概ね達成」が1事業となっています。

決算額

　市政に対する市民の評価
を把握し、施策の企画・改善
等に活用するために、毎年
度、同じ時期に郵送によりア
ンケートを実施する。

　毎年度、アクションプランの施策・事業に関連する項目についてアンケートを実施するこ
とによって、市政に対する市民レベルの評価を経年で捉えることが可能となりました。
　今後も市の取り組みを市民がどう評価しているか把握し、市政に反映させることが必要で
あります。
　また、アンケートを郵送回答方式で行う場合、年齢や地域に偏りが生じる可能性があるこ
とが課題と言えます。

　アンケートを調査員による調査に変更するとともに、地域課題の状況や取り組みによる変
化等を定性的に把握するモニター事業を新たに経営計画に位置付け、事業内容を変更し
て実施します。
　経営計画：「地域経営アンケート」、「政策効果モニター事業」
　※「市民評価アンケート」はアクションプランの評価のため平成26年度まで実施。

1-3
市民評価アンケートの定期
的な実施

決算額

平成25年度実施内容

市長車座ミーティング、車座
ランチ事業

　市長車座ミーティング、車座ランチともに、参加市民グループの公募と、庁内からの団体
推薦にて実施してきましたが、目標の22回開催に対して11回の開催に留まったことから
「工程表どおり実施できなかった」と評価しました。

　目標の参加者数110人（H25)、5件の施策への反映を達成しています。

 Ａ：工程表どおり実施 
 Ｃ：工程表どおり実施できなかった 
 Ｄ：未着手 

 Ａ：達成（達成割合が100%以上） 

（Ａ）：過年度達成（H24以前に事業を完了し目標達成済みのもの、 

     実施内容が課室等の設置で完了済みのもの） 

 Ｂ：概ね達成（達成割合が80%以上100%未満） 

 Ｃ：未達成（達成割合が80%未満） 

 －：判断できない（数値が取得できない等） 
 
 ※達成割合：基準値からH25目標値に至るまでの割合 

 計画期間（４年間）全体を通し

て事業実施で得られた成果や

課題等を記載しています。 

 個別施策・事業の経営計画への反映状況など今後の方向性を記載

 Ａ：工程表どおり実施（全事業がＡ評価） 

 Ｂ：概ね工程表どおり実施（Ａ評価の事業数の割合が80%以上） 

 Ｃ：工程表どおり実施できなかった（Ａ評価の事業数の割合が80%未満） 

 例） 構成事業数５項目の場合 

  Ａ工程表どおり実施済みが４項目（80%）⇒Ｂ  

 Ａ：達成（各事業の達成割合の平均が100%） 

 Ｂ：概ね達成（各事業の達成割合の平均が80%以上100%未満） 

 Ｃ：未達成（各事業の達成割合の平均が80%未満） 

個別施策評価の見方 
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