
約束１

約束１

Ⅰ　４年間の総括

市民主権システムを実現します

めざす姿 市民と行政の情報共有・対話が促進され、市民が主体のまちづくりが進められています。

・公募可能な審議会等における公募実施割合１００％を目指して、公募実施の可能性の検討、公募枠拡大の推進等を
行ってきました。その結果、平成２５年度に１００％となり、引き続き平成２６年度も１００％となりました。広く市民の意見を取
り入れるという意識が浸透してきたと考えます。

・広聴については、市民の市政に対する理解度を高めるため、出前講座の内容を見直しするとともに、講座メニュー数を毎
年増やしました。また、市民グループと市長との対話の促進を図るため、市長車座ミーティングを月1回ペースで開催する
など、市民との情報共有と対話の促進を図った結果、市民満足度が高まりました。

主な取組と成果

・市民参加型まちづくり１％システム支援事業については、市民が自ら考え、実施する事業に対して助成することで、地域
の課題解決及び活性化が図られるとともに、市民からなるまちづくり１％システム審査委員会が当該事業の審査、評価、見
直しを行うことにより、効果的に市民力の向上が図られました。

・自治基本条例については、市民が主体の弘前市自治基本条例市民検討委員会を中心に、条例制定作業を進めるととも
に、その作業過程で各主体からの意見聴取を行うことにより、市民が主体の協働によるまちづくりが促進されました。

・広報については、メールマガジンやツイッター、フェイスブックなど時代のニーズに合わせたソーシャル・ネットワーキング・
サービスを活用した広報を充実させたほか、分かりやすく読みやすい、楽しい広報誌として、平成24年1月に広報ひろさき
をリニューアルしたことで、市民満足度が高まりました。

・広報については、ソーシャル・ネットワーキング・サービスやスマートフォンの急速な普及などの環境の激変に迅速に対応
し、多様なチャネルでの情報発信に継続的に取り組む必要があります。また、広報誌は、若年層に興味を持ってもらえるよ
うな工夫が必要です。

・広聴については、ＩＴの普及や就業・生活環境の多様化から、様々な価値観とニーズに対応できるように、市長車座ミー
ティングや市政懇談会などは、平日日中の開催のほかに土日や祝日、夜間の開催など柔軟に対応していく必要がありま
す。

・自治基本条例については今後も、各主体からの意見を参考にしながら、条例の制定作業を進める必要があります。

・町会においては、人口減少・超少子高齢化・核家族の進行や経済情勢の低迷により、地域コミュニティの維持が大きな
課題となっていることから、住民の地域活動やコミュニティ活動の支援を推進し、町会活動等の活性化を促す必要がありま
す。また、東日本大震災を契機として、公助だけではなく、共助・自助の必要性が認識されてきていることから、ボランティ
アニーズの把握とコーディネートを推進する必要があります。

課　題

・市民参加型まちづくり１％システム支援事業の事業数は、類似事業を実施している太田市の128件（H25年度）に比し、人
口規模以上の開きがあることから、より一層、事業内容の周知に努める必要があります。
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約束１

【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

資料：市民評価アンケート

【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

※ 人口　太田市：216千人、八戸市：239千人、十和田市：64千人

資料：市民協働政策課

【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

資料：市民評価アンケート

・国では、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的か
つ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判
断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるよう
にするため、地方分権改革を推進しています。

・少子高齢化が進んできている今、市民と行政とがパート
ナーとしてまちづくりに取り組んでいくことが重要となっていま
す。

・県内の多くの自治体でも、市民との懇談会の開催やパブ
リックコメントなど、当市と同様の取り組みが行われています。

・住民の価値観やニーズの多様化が進むとともに、行政と住
民が連携・協働が必要な課題も増加しています。また、ソー
シャル・ネットワーキング・サービスの普及など、行政と住民を
つなぐチャネルも多様化しています。

③ 「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。

① 市民と行政が同じ目的を持ちパートナーとしてまちづ
くりに取り組んでいると思う市民を増やします。

「めざす姿の達成状況を示す指標」の動向と分析

・平成23年度には、31.7%の市民が市民と行政がパートナーと
してまちづくりに取り組んでいると答えていましたが、その割
合が年々減少傾向にあり、辛うじて目標値を上回る結果であ
ります。

・平成23年度からいずれの年度も実績は85％以上となってお
り、目標設定年度の63.7％に比べて20ポイント以上向上して
います。
　市長車座ミーティングや市政懇談会など、市民との話し合
いの場を充実させたことが支持されていると思われます。
今後も、高い水準を維持するように様々な施策を展開してい
きます。

・多くの自治体においても少子高齢化の問題を抱えており、
市民との協働が不可欠であることから、当市と同様市民ととも
にまちづくりを進めていると思慮されます。

② 市民参加型まちづくり１％システム支援事業数１００
事業を目指します。

・県内では、八戸市、十和田市など、県外では、群馬県太田
市、千葉県君津市などにおいて、市民提案型補助金制度支
援事業を実施しており、全国各都市に広がっている傾向が見
受けられます。

・事業開始時期の平成23年度以降、支援事業数は年々増加
していますが、平成25年度の実績は、目標値の半数である
50件に留まりました。
・手続等を分かりやすくまとめた申請ガイドブックを作成する
など、周知にも工夫を凝らしましたが、事業内容がまだ十分
に理解されていないことが、その要因であると考えています。

H23 H24 H25

目標値 100 100 100

実績値 23 43 50

太田市 107 113 128

八戸市 2 5 13

十和田市 25 33

0
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市民提案型補助金制度支援事業数 

（件） 

H22 H23 H24 H25

目標値 15.0 20.0 22.0 25.0

実績値 20.9 31.7 28.7 27.5
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市民と行政が同じ目標を持ちパートナーとしてま

ちづくりに取り組んでいる割合 

（％） 
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目標値 64.0 66.0 68.0 70.0

実績値 63.7 89.1 88.5 85.5
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広聴活動に対する満足度 
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約束１

【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

資料：広聴広報課

【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

資料：市民評価アンケート

【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

④ 広聴事業への参加者数を増やします。

⑤ 「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。

・他市等における、同様の指標による広聴事業参加者数は
把握できませんが、県が実施する「出前トーク」の平成25年度
実施件数と参加者数は、89件、7,183名となっています。

・「出前講座」　「市政懇談会」、「アイデアポスト」、「市長車座
ミーティング、車座ランチ」への参加者数を指標としていま
す。平成２４年度は目標値を上回るなど、全体として平成２２
年度の基準値から増加傾向を維持しています。平成２５年度
に目標値を下回った主因は出前講座参加者数の減で、１講
座あたりの平均参加者数の減少が影響しています。ただし、
同講座の利用件数は年々増加の傾向にあります。

・広報の充実を図るため、広報ひろさきのリニューアル、メー
ルマガジンなどの新たな広報媒体の活用、モバイルサイトの
構築をはじめとするホームページのコンテンツの充実、時代
のニーズに合わせたFacebookやtwitterなどのソーシャル・
ネットワーキング・サービスの活用などの取り組みを行ってき
ました。その結果、広報活動に満足している市民の割合は、
基準値及び目標値を大きく上回りました。

・住民の価値観やニーズの多様化が進むとともに、行政と住
民が連携・協働が必要な課題も増加しています。また、ソー
シャル・ネットワーキング・サービスの普及など、行政と住民を
つなぐチャネルも多様化しています。

「めざす姿の達成状況を示す指標」の動向と分析

⑥ 公募可能な審議会等における公募実施割合100％を
目指します。・平成２２年度、２３年度と公募実施割合は向上していき、平

成２４年度に１００％となりました。平成２５年度についても、引
き続き１００％となり、現状は２年連続で公募実施割合１００％
となっております。

・市民参画意識の高まりから、広く市民の意見を取り入れるた
めの様々な施策が行われてる社会となっております。そのよう
な状況を踏まえ、当市でも市民の意見を持つ公募委員の参
画推進を行っております。

・多くの自治体において、公募可能な審議会等においては
公募を実施している状況であります。本市においても、公募
可能性の検討、公募枠拡大の推進を行い、公募可能な審議
会等は全て公募を実施しております。

・近年は、ソーシャル・ネットワーキング・サービスやスマート
フォンの普及など、ウェブ利用に関する革新が爆発的に進
み、それに伴い自治体における広報媒体も変化してきまし
た。

・全国的にはソーシャル・ネットワーキング・サービスの普及が
進んでいるものの、県内10市においてfacebookとtwitterの両
方を活用して情報を発信しているのは、弘前市、青森市、八
戸市のみとなっており、いずれも活用していない自治体は2
市（五所川原市、つがる市）あります。

H22 H23 H24 H25

目標値 5,644 5,617

実績値 5,551 4,607 5,655 5,410

4,000
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（人） 

広聴事業への参加者数 
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実績値 74.3 86.8 88.2 86.9
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広報活動に対する満足度 
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目標値 100 100
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約束１

【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

資料：市民評価アンケート

資料：選挙管理委員会 資料：選挙管理委員会

「めざす姿の達成状況を示す指標」の動向と分析

⑦ 町会や公民館、地区社協などの地域活動に参加して
いる市民を増やします。・平成25年度の実績は、目標値をやや下回ったものの、平成

22年度以降地域活動に参加している市民は、毎年33%前後
で推移していることから、概ね目標は達成しています。

・人口減少、超少子高齢化、核家族化の進行、地域コミュニ
ティの希薄化など様々な環境の変化により、地域コミュニティ
の維持が大きな課題となっています。

・県及び他都市においても同様の課題を抱えていることか
ら、地域コミュニティの活性化に向けた取り組みを行っていま
す。

関連指標

弘前市議会議員一般選挙投票率 弘前市長選挙投票率

H22 H23 H24 H25

目標値 29.0 30.0 32.0 33.0

実績値 33.6 33.4 33.8 32.4

25.0

30.0

35.0

40.0

あなたは町会や公民館などの地域の活動や行

事に参加している市民の割合 

（％） 

H15 H18 H22 H26

青森県知事 49.68 52.46 38.45 41.52

弘前市長 50.42 55.57 58.06 38.35

青森市長 56.63 48.38

八戸市長 59.37 54.17 51.20 28.48

25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00

県知事・３市長選挙投票率 

（％） H11 H15 H19 H23

青森県議 63.80 59.00 57.08 51.68

弘前市議 64.06 57.07 59.77 50.83

青森市議 55.61 47.55

八戸市議 59.28 52.97 55.59 45.39

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

県・３市の議会議員選挙投票率 

（％） 
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約束１

Ⅱ　今後の方向性

・学生との対話をこれまで以上に充実させ、斬新なアイデアや意見を市の施策へ反映させることを目的とした、学生と市長
の放課後ミーティングの実施に取り組みます。

・市ホームページの閲覧者が必要な情報を見つけやすく、また、高齢者や障がい者などにも利用しやすいサイトの構築を
目的とした、市ホームページのリニューアルを実施します。

・自治基本条例については、当市の特性を生かしたまちづくりの実現を図るため、まちづくりの理念や仕組みを定める条例
の制定が必要であることから、経営計画に位置付けて、平成２６年度中に策定します。

経営計画への反映等

・市民参加型まちづくり１％システム支援事業の実施などにより、様々な場面で、市民が自ら考え、実践していく場がいくつ
も出来上がってきているため、今後もその市民力の向上を支援するほか、コミュニティ、事業者、学生などの主体も含め
て、協働によるまちづくりを推進します。

・市民参加型まちづくり１％システム支援事業を活用する市民活動も含め、同事業を市民行動プログラムとして経営計画の
中に位置づけて、審査委員会での制度見直しの意見を反映させながらＰＤＣＡサイクルによる運用を継続して実施する
が、その実施に当たっては、制度の周知に努め、市民がより活用しやすいシステムづくりを進めていきます。

・市長車座ミーティングや市政懇談会などの各種広聴活動については、今後、土日や祝日、夜間の開催など柔軟な開催
を検討するとともに、学生なども含めた幅広い年齢層のニーズに対応していく必要があります。

・ＩＴの進展や社会経済状況の変化など、今後もウェブ利用に関する革新に迅速に対応した、様々なチャネルでの情報発
信に努めます。

・市民参加型まちづくり１％システム支援事業については、今後も、周知方法に工夫を凝らすとともに、より活用しやすくす
るため、当該審査委員会を中心に、事業内容の見直しを図りながら、継続的に実施し、これまで当該支援事業の利用実績
がない団体の取組にも配慮しながら、より一層市民が主体のまちづくりを推進します。

取組の方向性
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約束１

No. 項目 自己評価

進捗率

A

事務事業名 達成率

A

H22 H23 H24 H25

実施内容 - 1回 1回 1回

- 1回 1回 1回

0 0 0 285

総括

経営計画
への反映等

No. 項目 自己評価

進捗率

Ａ

事務事業名 達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

- 23 43 50

実施内容 0 8,346 15,664 17,106

総括

経営計画
への反映等

No. 項目 自己評価

進捗率

A

事務事業名 達成率

A

H22 H23 H24 H25

- 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

平成25年度実施内容

1-1
市長の給与の決定について
市民の評価などを反映

　平成25年度事業計画のとおり、市民評価アンケートの実施により、市政に対する市民評
価の回答を集計し、その結果を市長給与に反映させた（減額しなかった）ことから、「工程表
どおり実施済み」と評価しました。

　目標は「市民評価の把握１回/年」と「市民評価の給与への反映１回/年」としており、予定
どおり進捗したことから、「目標を達成済み」と評価しました。

特別職報酬等決定事務
目標

市民評価の把握 1回/年

　市民主権による市政運営を
徹底するために、毎年度、市
政に対する市民評価の取得
を行い、その結果を市長の給
与に反映させる。

1-2
市民参加型まちづくり１％シ
ステムを導入

　平成25年度より、申請額が20万円以下の事業に係る公開プレゼンテーションへの参加を
任意としたほか、様式を見直すなど、より活用しやすくするための改善を実施しました。

　支援事業数は年々増加しているが、平成25年度の実績は50件に留まりました。

市民参加型まちづくり１％シ
ステム事業 目標

支援事業数 100件/年

市民評価の給与への反映 1回/年

決算額

　市民評価アンケートの結果を市長給与に反映する制度を運用してきましたが、市政に市
民の評価を反映する役割を達成できたと思われます。また、平成25年度においては、特別
職報酬等審議会を開催し、特別職の給料を減額改定しましたが、公募委員を含めた市民
の意見も反映されたものと考えます。

　計画事業とはしませんが、関連事業として、経営計画の達成度を特別職の給与に反映さ
せる仕組みについて検討します。

平成25年度実施内容

1-3
市民評価アンケートの定期的
な実施

　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）

決算額

　 市民主権による市政運営
の徹底と市民参画の促進の
ために、環境美化活動、安
全・防犯活動など様々な分野
での自主的な活動に対して
支援します。

　市民が自ら考え、実施する事業に対して助成することで、地域の課題解決及び活性化が
図られるとともに、市民からなるまちづくり１％システム審査委員会が当該事業の審査、評
価、見直しを行うことにより、効果的に市民力の向上が図られました。
　しかし、支援事業数は、類似事業を実施している大田市の128件（H25年度）に比し、人口
規模以上の開きがあることから、より一層、事業内容の周知に努める必要があります。
　従って、今後も、周知方法に工夫を凝らすとともに、より活用しやすくするため、当該審査
委員会を中心に、事業内容の見直しを図りながら、継続的に実施し、より一層市民が主体
のまちづくりを推進します。

　市民参加型まちづくり１％システム支援事業を活用する市民活動も含め、同事業を市民
行動プログラムとして経営計画の中に位置づけて、審査委員会での制度見直しの意見を反
映させながらＰＤＣＡサイクルによる運用を継続して実施するが、その実施に当たっては、制
度の周知に努め、市民がより活用しやすいシステムづくりを進めていきます。
　経営計画：市民参加型まちづくり１％システム支援事業

平成25年度実施内容

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。
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約束１

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

H22 H23 H24 H25

82人 115人 95人 113人

0件 6件 ４件 5件

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

B

H22 H23 H24 H25

378人 312人 327人 358人

161件 130件 170件 171件

総括

経営計画
への反映等

No. 項目 自己評価

進捗率

Ａ

事務事業名 達成率

（A）

H22 H23 H24 H25

－ － － -

実施内容 0 0 0 -

総括

経営計画
への反映等

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

項目 平成25年度実施内容

1-5
市役所内への“市民参画担
当チーム”の設置

　平成23年４月より、市民参加・協働に関する窓口として、市民参画センター内に「市民との
協働推進室」を設置し、市民参画やボランティア活動などを支援しました。
　平成24年４月には、業務の効率化を図るため、一部機能を本庁舎に移転し、平成25年４
月には、課名を「市民協働政策課」に改め、継続して当該支援に努めるとともに、エリア担
当制度と連携しながら、町会への制度の周知に努めたことから、「工程表どおりに実施済
み」と評価しました。

　土日・祝日や、夜間の開催も可能とし、広報紙などを通じて市民へ周知していきます。ま
た、今後も市長車座ミーティング・車座ランチを継続して実施するとともに、新たに「学生と
市長の放課後ミーティング」を実施して、学生との対話の機会も充実させていきます。
　経営計画：市長車座ミーティング、車座ランチ事業

平成25年度実施内容

市政懇談会 　9地区において、予定通り事業を実施しました。

　9地区で開催の結果、目標参加者数は378人に対し358人で未達成となりましたが、1地区
あたり2～3人の減員に留まっています。また、提案件数は目標を達成しています。

　地域を主体に、市民との意
見交換を施策へ反映させて
いくために、市政懇談会の運
営について、市町会連合会と
協議し、意見交換の内容がよ
り充実するよう工夫する。

目標

参加者数　378人(H25)、405人（H24)

提案件数　170件/年

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。

　市民との対話により情報を
共有し、共に考えて、施策へ
反映させていくために、少人
数の市民グループを対象とし
て、市長と直接話し合う機会
を作る。

目標

参加者数　 110人(H25)

施策への反映件数　5件/年

　これまで実施してきた結果、延べ405人の参加、その中から15件の案件を施策へ反映さ
せることができました。新たな課題としては、開催申し込み団体が不足する時期があったこ
とから、開催時間と曜日を見直し、市民が参加申込みしやすいように工夫していきます。

【平成23年度取組済み】
　平成23年４月に「市民との協働推進室」（現「市民協働政策課」）を設置しました。

市民参画担当チーム（市民と
の協働推進室）設置 目標

-

決算額

　市民が主体の市政運営を
実現するために、市民参画
やボランティア活動などを支
援する専任チームを設置す
るとともに、エリア担当制度も
活用し、市民との協働事業の
推進を図る。

　市民参加・協働に関する窓口として市民との協働推進室を設置し、その後も、名称変更
や機能移転をするなどの見直しをしながら、市民参加型まちづくり１％システム支援事業の
実施やボランティア活動の支援、男女共同参画の推進を図ることにより、市民が主体の市
政運営を着実に進めてきました。
　また、当該１％システム支援事業など、広く各地区、各町会に周知したい事業について
は、エリア担当職員と連携しながら周知に努めることにより、市民との協働事業の推進を図り
ました。

　平成23年４月に市民参画担当チームに当たる組織を設け、その後も、名称変更や機能移
転をするなどの見直しをしながら、当該組織は継続して設けているため、当該チーム設置
の事業としては終了します。

　懇談会の実施の結果、施策への反映や理解を得られた案件も多数あることから、今後は
より多くの市民に参加いただけるように開催時期、曜日及び時間等について主催者と協議
を進めるとともに、有効な周知方法に努めます。

　地域（地区）ごとの問題点について、市民と直接意見交換をし、施策へ反映させることの
必要性から、経営計画に位置付けて継続して取り組みます。
　経営計画：市政懇談会

平成25年度実施内容
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約束１

No. 項目 自己評価

進捗率

Ａ

事務事業名 達成率

各種審議会等関係事務 Ａ

実施内容 H22 H23 H24 H25

30% 56% 100% 100%

0 0 0 0

総括

経営計画
への反映等

No. 自己評価

進捗率

A

達成率

A

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

- 185,594件 371,723件 460,152件

643 0 177 0

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

－ － － 2,398件

0 609 0 0

総括

経営計画
への反映等

　市政への市民参画を促進
し、協働による行政運営を推
進するために、公募枠の新設
が可能な審議会等を特定し、
個別の改選時期にあわせ
て、女性や若者の枠につい
ても配慮しながら、公募枠の
拡大を図ります。

公募可能な審議会等における公募実施割合　100%
（H25）

決算額

　年度を経るごとに公募実施割合が増加していき、平成24年度、平成25年度と目標を達成
することができました。

　目標達成状況を踏まえ、経営計画への反映は不要です。今後は、附属機関設置条例に
従い、継続して公募可能な附属機関は公募を行い、市政への市民参画を促進していきま
す。

項目 平成25年度実施内容

平成25年度実施内容

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）

　平成22年度から引き続き、新設又は委員改選が行われる審議会等で、公募が可能なもの
については、公募枠を設置し、女性・若者の選任についても可能な限り考慮しながら公募
を実施しました。
　公募が実施可能な審議会等については、全て公募が実施されたため、進捗率について
は「工程表どおり実施済み」と評価しました。

　目標は「公募可能な審議会等における公募実施割合」で、平成26年4月1日現在では、公
募可能な審議会等19団体全てが公募を実施していることから、「目標を達成済み」と評価し
ました。

目標

目標

携帯サイトのアクセス数 200,000件/年（H25）
150,000件（Ｈ23）、180,000件（H24）

決算額

　アクションプラン策定当時は携帯電話への情報発信が有効であったものの、近年におけ
るスマートフォンの普及など、電子媒体は常に変化を続けていることから、時代に合った情
報発信の手段を今後も検討していきます。

　スマートフォンに対応した市ウェブサイトを構築することにより、効果的な情報発信を図っ
ていきます。
　経営計画：ホームページ管理事業、弘前市ホームページコンテンツマネジメントシステム
導入事業

平成25年度実施内容

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

　施策を構成する事業すべてにおいて、工程表通りに実施することができました。

　施策を構成する事業すべてにおいて、「達成」と評価しました。

平成25年度実施内容

(1)携帯サイト構築事業 　構築済みのモバイルサイトの運用を行いました。

　アクセス数200,000件の目標に対し、460,152件のアクセス数を達成しました。

　市民との情報共有を促進す
るために、ホームページなど
インターネットを活用した次の
取り組みを行う。

(1)新たに携帯サイトを構築す
る。

(2)メールマガジン等配信事
業

　平成23年度から運用していたメールマガジンに加え、平成25年6月3日から、フェイスブッ
クの運用も開始し、開庁日の毎日1～2件の情報発信に加え、緊急時の情報発信も行って
います。

　メールマガジン登録件数と、フェイスブック「いいね！」取得件数1,900件の目標に対し、
2.398件を取得しました。

(2)市政情報のメールマガジ
ンを定期的に配信する。

目標

メールマガジン登録件数+フェイスブック「いいね！」取
得件数　1,900件（Ｈ25）

決算額

　メールマガジン及びフェイスブックといった、複数の広報媒体を利用することで、緊急時で
あっても確実に情報を届けることができるようになりました。

　複数の媒体から広報を行うことによって、様々な年齢層に情報を効果的に伝えることがで
きることから、今後もこれらの広報媒体を利用した情報発信を継続していきます。
　経営計画：メールマガジン、フェイスブック等配信事業
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約束１

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

1,012,809 1,167,443 1,668,247 1,713,190

0 0 334 1,554

総括

経営計画
への反映等

No. 項目 自己評価

進捗率

Ａ

事務事業名 達成率

弘前市自治基本条例制定事
業

Ａ

実施内容 H22 H23 H24 H25

－ - - -

0 0 2,071 2,430

総括

経営計画
への反映等

平成25年度実施内容

(3)ホームページ充実
　ホームページに掲載しているライブカメラをスマートフォンに対応した機種に更新し、コン
テンツの充実を図りました。

　ホームページのアクセス数年間140万件の目標に対し、170万件を超えるアクセスがありま
した。

(3)ホームページの充実を図
る。

目標

ホームページアクセス数　1,400,000件/年(H25)

決算額

　近年のインターネットの普及状況から、ウェブサイトを利用した広報は、今後もコンテンツ
の充実を目指す必要があります。一方で、情報量が増加することにより、ユーザーの利便性
が低下することも懸念されることから、ウェブサイト全体の再構築が必要です。

目標

　市民が主体の協働によるま
ちづくりを促進するため、市
民・議会・行政が情報を共有
し、共にまちづくりに取り組ん
でいくためのルールや仕組
みを定めた自治基本条例を
制定します。

最終報告書の作成（条例制定予定平成26年度末）

決算額

　市民が主体の弘前市自治基本条例市民検討委員会を中心に、条例制定作業を進めると
ともに、その作業過程で各主体からの意見聴取を行うことにより、市民が主体の協働による
まちづくりが促進されました。
　今後も、各主体からの意見を参考にしながら、条例の制定作業を進める必要があります。

　当市の特性を生かしたまちづくりの実現を図るため、まちづくりの理念や仕組みを定める
条例の制定が必要であることから、経営計画に位置付けて、継続して実施します。
　経営計画：弘前市自治基本条例制定事業

　ウェブサイトに掲載している情報を探しやすいようにサイト全体を再構築するとともに、迅
速な情報発信を図るため、各課からウェブサイトを更新することができるように、コンテンツマ
ネジメントシステムの導入を実施します。
経営計画：ホームページ管理事業、弘前市ホームページコンテンツマネジメントシステム導
入事業

平成25年度実施内容

☆
1-8

“自治基本条例”制定に向け
た取り組み

　弘前市自治基本条例市民検討委員会が平成25年７月に作成した中間報告書を基に、同
委員会では、市民の意見集約を行い、一方、執行機関では、議会に対する説明、意見聴
取及び庁内プロジェクトチームでの検討を行うという作業を経て、同委員会が最終報告書を
作成しました。

　平成26年３月に弘前市自治基本条例市民検討委員会が最終報告書を作成し、市長へ
提出しました。
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