
平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

市政全般
「弘前」をアピールする手段等、いまいち目立たない。
他の都道府県のよいところを取り入れ、効果的にまち
の情報を発信できれば、もっと効果が上がるのではと
考えます。

　市では平成24年度から本格的にシティプロモーショ
ンに取り組んでおり、豊富な観光資源や工芸品、農産
物、食等の「弘前の魅力」を国内外へ発信していま
す。
　具体的な例としては、フェイスブック等による情報発
信のほか、主に県外在住者に対して弘前の魅力を紹
介する総合パンフレットを今年度新たに作成し、県外
のイベントなどで市民や市内の企業・団体と協力しな
がら積極的に情報発信しています。
　今後も、多くの市外・県外の方々に弘前市の魅力を
知ってもらい、興味をもってもらうとともに、観光客誘
致や移住促進などへつながるような情報発信を進め
ていくこととしています。

経営戦略部 広聴広報課

市政全般
て集中的に実施するなどしたほうが、結果が見えてく
るのではないか。何が重要なのか、いま一度考えて
ほしい。

　市では新たな最上位計画として平成26年5月に『弘
前市経営計画』を策定しました。
　本計画では、将来都市像の実現に向けて様々な分
野の取り組みを網羅的・総合的に計画しております
が、数ある課題の中でも人口の大幅な減尐を最重要
課題に位置づけ、重点プロジェクトとして取り組みこと
としております。

経営戦略部 行政経営課

市政全般
大学を初め、学校がたくさんある割には学生街のよう
な活気ある街がない。

　学生力による魅力あるまちづくりを進めるため、中
心市街地等での学生の地域づくり活動に対して支援
を行う「高等教育機関コンソーシアム・学都弘前支援
事業」を経営計画に位置付けて取り組むこととしてお
ります。

経営戦略部 行政経営課

市政全般
が、私達年寄りはついて行けないありさまです。

　市では、各種媒体を活用した広報活動を行ってお
り、そのひとつとしてホームページがあります。ホーム
ページはインターネットにより市政等各種情報を閲覧
できる仕組みのものです。パソコンなどをお持ちでな
い場合は閲覧することができませんが、市では、広報
ひろさき（月２回）、陸奥新報「市政だより」（週１回）、
テレビ広報「えがお弘前ビタミンHi」、FMアップルウ
エーブ「行政なんでも情報」など別媒体による広報活
動も行っておりますのでこちらをご活用くださいますよ
うお願いします。なお、基本的にホームページに掲載
している情報は、市役所に電話していただければ各
課等で対応できる情報ですので、見れない情報を知り
たい場合などは気軽に市役所にお電話くださるようお
願いします。

経営戦略部 広聴広報課

市政全般

・市長がかわって、産業、広報、まちづくり等の魅力発
信力、行動力に市民派市長の出現と期待を持ってい
る市民です。しかし、国保料の大幅アップと旧ジョッパ
ルフロア購入、市民ゴルフ場への税金投入とのバラン
ス感覚が理解できません。市民目線ではないというこ
とでしょうか。説明が足りないと思います。

　国保財政は平成２1年度に赤字となり、平成２２年度
に料率の改正をさせていただき、国保料をアップして
おりますが、現在も赤字状態が続いております。平成
２２年度の料率改正後は料率改正を行わず、国保料
収納率の向上・医療費の抑制に努めて、赤字解消を
目指しております。

健康福祉部 国保年金課

市政全般
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

市民・協働
・町内会費について疑問を持っている。基本的に町内
会とは何か。昔ほど近隣の接触がない時代です。

　町内会とは、住みよいまちづくりのために、住民同
士がお互いに助け合い、地域におこるさまざまな問題
をみんなで考え、みんなで活動する団体で、市民の住
みよい地域づくりを支えています。
　例えば、広報ひろさきの配布、市からのお知らせの
回覧、ゴミ集積所の設置及び維持管理、環境美化活
動、青尐年健全育成（子ども会活動など）、交通安全
及び防犯活動の推進、地域の交流事業などを行って
います。また、災害発生時など万が一の際には、町内
会の人との繋がり、共助が大きな力となります。
　なお、町内会費につきましては各町内会が金額を決
定しており、実施する事業もそれぞれの町内会で異な
ることから金額にも違いがあります。

市民文化
スポーツ部

市民協働
政策課

市民・協働
・協働という名目で多くのことが町会等へ降りかかっ
ている。外注など、負担軽減等は考えられないか。

　広報ひろさきとの同時配布物を尐なくするなど、町
会等の負担軽減を図ってまいります。

市民文化
スポーツ部

市民協働
政策課

市民・協働

・旧市内（中心部）における高齢化世帯や独居世帯が
増加しており、都市部の限界町会がふえている。その
ような町会の統廃合に関してサポートを考えてほし
い。

　地域コミュニティの維持等が難しい町会等に対して
現状の維持も含め、弘前市町会連合会とも連携しな
がら、町会合併等のサポートなど適切な対応をしてま
いります。

市民文化
スポーツ部

市民協働
政策課

市民・協働
算化されているが、事業内容は大して重要とは思わ
れない。これだけお金をかけるならもっと子供達のた
めに使用方法を考えたらどうか！

　市民参加型まちづくり１％システムは、個人市民税
の１％相当額を財源に、市民自らが実践するまちづく
り、地域づくりに係る経費の一部を支援する公募型の
補助金制度であります。
　町会やNPOなどの市民活動団体が、それぞれが抱
える地域課題の解決や、地域の活性化のために事業
を提案し、学識経験者、公募市民等で構成される「ま
ちづくり１％システム審査委員会」での審査を経て、採
択された事業を実施しております。
　これまで実施された事業は多岐にわたり、各団体が
それぞれの視点から捉えた課題の解決や、地域活性
化のために重要であると考え、取り組まれておりま
す。

市民文化ス
ポーツ部

市民協働政
策課

市民・協働

案しているようですが、一部の方だけ。組織がきちん
としている団体は結構だが、きちんとしている団体は
それなりにお金があるのではないでしょうか。例えば、
広報等で「市民参加型まちづくり１％システム」の団体
を見て、もらわなくても、やっていける組織が多いよう
に思われるし、内容も単なるばらまきではないのだろ
うかと疑問を持ちます。

　市民参加型まちづくり１％システムは、個人市民税
の１％相当額を財源に、市民自らが実践するまちづく
り、地域づくりに係る経費の一部を支援する公募型の
補助金制度であります。
　町会やNPOなどの市民活動団体が、それぞれが抱
える地域課題の解決や、地域の活性化のために事業
を提案し、学識経験者、公募市民等で構成される「ま
ちづくり１％システム審査委員会」での審査を経て、採
択された事業を実施しております。
　審査委員会では、事業の内容のほか、補助金額の
精査も行っております。その審査結果をもとに、市が
補助金額の交付を決定し、適正に処理しております。

市民文化ス
ポーツ部

市民協働政
策課

約束１
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

広聴

直接関われるものとか、要望、意見、アイデアを募っ
たＢＯＸを置いてみてはどうか。弘前大学では「学長
への直訴箱」というものを置き、学生や市民からの声
を大切にしているそうです。市でもやってほしいと思い
ます。

　当市では、市民が市政に関するアイデアやご意見を
気軽に提案できるように、アイデアポストを昭和59年
から設置し、現在は市内11カ所（市民課総合案内、岩
木総合支所総務課、相馬総合支所民生課、ヒロロス
クエア内総合行政窓口、市民課城東分室、6出張所）
に設置してございます。
　また、これらのほかに、市ホームページには「ＷＥＢ
版・アイデアポスト」も開設しておりますので、お気軽
にご利用いただきたいと思います。

経営戦略部 広聴広報課

広聴 長に指示するも、後日の話し合いでは、担当課からは
問題解決の姿勢が全然見られなく残念である。

　市政懇談会は市民の皆さんとの直接対話の中から
さまざまな提案等を出してもらう場であり、懇談会後に
は、可能な限り施策に反映させるよう取り組んでいる
ところです。しかしながら、課題の解決までには予算
措置や工事が伴うものなど、時間を要する場合が多
いことから、解決するまでの提案者へのフォローを徹
底するよう、全庁的に意識共有を図っています。ま
た、懇談会当日に回答保留となった案件が未処理の
ままとならないよう、関係課への内容伝達と、関係課
が案件処理後に報告書を提出する体制について整備
しています。

経営戦略部 広聴広報課

広聴
していく上で重要な市民税など、市で市民からもらっ
た税金で何をして、どのように活用しているのか、子
供のうちから教えるための出前講座を各学校でやれ
ばいいと思う。

　弘前市出前講座は、市内にお住まい、また通勤・通
学されている5人以上のグループが対象です。企業の
職場研修や学校の授業でも利用いただけます。平成
26年度のメニュー８２講座のうち、小・中・高の生徒も
利用いただける講座は３９講座あります。「弘前市の
財政」や「市民税・県民税について」などもそのうちの
ひとつです。市内の各学校に活用いただけるよう、年
度初めに講座メニューを送付し周知しています。

経営戦略部 広聴広報課

広聴 く、やはり、１～３くらいの要望は聞いてほしい。その
際、随行する市職員が多過ぎる。

　市長車座ミーティングは、市長と市民団体が直接意
見交換を行うことによって市民との情報共有を図り、
市民の声に応える開かれた市役所づくりの推進を目
的に実施しております。
　ご要望につきましては内容にもよりますが、これまで
も実際にお受けしてございます。例えば、平成25年度
におきましては5件のご要望をいただいており、市の
関係部署において検討を重ねた結果、実際に反映さ
れてございます。
　また、随行する職員数につきましては、必要最小限
に留めるよう注意しておりますが、ミーティングのテー
マが多岐にわたった場合は、職員も多くならざるを得
ないこともありますので、ご理解くださるようお願いし
ます。

経営戦略部 広聴広報課

広聴
市政モニター制度の導入を希望するものである。（公
募制）県政モニターを経験した者として市政に対する
意見が届けやすいと考えるからです。

　経営計画に政策効果モニター事業を位置づけて取
り組むこととしています。

経営戦略部 行政経営課

広報
護者は町会未加入が多い。アパート居住ということで
町内会へ加入できないため広報等での市政情報の
提供を受けられない。

　広報ひろさきの配布は、基本的に町会へ配布を依
頼しております。アパート等で大家さんなど代表の人
が配布できる場合は、連絡いただければ代表者へ郵
送し配布してもらっていますので、大家さんなどとご相
談してみてはいかがでしょうか。なお、市役所など市
の施設や、郵便局・銀行などにも配置しておりますの
でそちらからの入手も可能です。

経営戦略部 広聴広報課
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

広報 しい。今よくチラシがいろいろポストに入っていること
がありますので間違いやすいです。

　広報ひろさきは、平成24年1月1日号から「楽しく、わ
かりやすく、読みやすい広報」をコンセプトにリニュー
アルしており、現在の表紙になっております。行政広
報誌の堅さを抑え、若い世代にも受け入れてもらいた
いということから現在の「hirosaki」のデザインになって
おり、また、地元の良さを感じてもらいたいことなどか
らその時期の市内の写真などを使用していますので
ご理解くださいますようお願いします。

経営戦略部 広聴広報課

広報
白黒のときはすぐ捨ててしまう。

　広報ひろさきは、平成24年1月1日号から「楽しく、わ
かりやすく、読みやすい広報」をコンセプトにリニュー
アルしており、その際に1日号は内容を充実させカ
ラー版とし、15日号は経費削減の面から白黒版のお
知らせ号としておりますのでご理解くださいますようお
願いします。

経営戦略部 広聴広報課

広報

ほうがローマ字よりずっと親しみやすい。高齢者の大
多数の意見です。確かに内容は密になっているが、
「ｈｉｒｏｓａｋｉ」はどうもいただけない。たとえ外国人の学
生が多くなったとて、弘前市民にもっと重きをおくべき
だと思います。ぜひ再考を。

　広報ひろさきは、平成24年1月1日号から「楽しく、わ
かりやすく、読みやすい広報」をコンセプトにリニュー
アルしており、その際に表紙を行政広報誌の堅さを抑
え、若い世代にも受け入れてもらいたいということから
現在のデザインになっておりますのでご理解ください
ますようお願いします。

経営戦略部 広聴広報課

広報
ずっと思っていました。関心のあるテーマは人それぞ
れ異なるとは思いますが、果たしてどれだけの市民が
広報ｈｉｒｏｓａｋｉを必要としているのか、一度アンケート
でも実施し、把握してみてはどうかと思うのですが。

　広報ひろさきは、平成24年1月1日号から「楽しく、わ
かりやすく、読みやすい広報」をコンセプトにリニュー
アルしており、その際に1日号は内容を充実させカ
ラー版とし、15日号は経費削減の面から白黒版のお
知らせ号としており、市の情報やイベントなどを広く周
知することなどを目的に発行しております。また、月１
回の発行ではお知らせなどができないものや、遅く
なってしまうものなどがあり月２回の発行としておりま
す。なお、本アンケートでも、広報事業については「満
足である」の回答が半数以上であったことなどから、
今後も月2回の発行とし、さらに充実した広報活動に
努めます。

経営戦略部 広聴広報課

広報
してもいいのでは。

　広報ひろさきは、平成24年1月1日号から「楽しく、わ
かりやすく、読みやすい広報」をコンセプトにリニュー
アルしており、その際に1日号は内容を充実させカ
ラー版とし、15日号は経費削減の面から白黒版のお
知らせ号としておりますのでご理解くださいますようお
願いします。

経営戦略部 広聴広報課

広報

　広報ひろさきは、平成24年1月1日号から「楽しく、わ
かりやすく、読みやすい広報」をコンセプトにリニュー
アルしており、その際に1日号は内容を充実させカ
ラー版とし、15日号は経費削減の面から白黒版のお
知らせ号としており、市の情報やイベントなどを広く周
知することなどを目的に発行しております。また、月１
回の発行ではお知らせなどができないものや、遅く
なってしまうものなどがあり月２回の発行としておりま
す。なお、本アンケートでも、広報事業については「満
足である」の回答が半数以上であったことなどから、
今後も月2回の発行とし、さらに充実した広報活動に
努めます。

経営戦略部 広聴広報課
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

広報

母子家庭で仕事をしながら情報収集するには大変
なところがあります。以前、何も知らず、損と言っては
変かもしれませんが、大変損をしました。広報ｈｉｒｏｓａ
ｋｉはそんな私にとって情報収集の一つです。弘前市
の色々な情報をこれからもよろしくお願いします。

　日頃、広報hirosakiをご愛読いただき誠にありがとう
ございます。これからも市民に皆様に分かりやすい紙
面づくりを心掛け、様々な情報をお届けいたしますの
でよろしくお願いいたします。
　また、市役所ホームページからは広報ひろさきの
バックナンバーや「弘前市市民便利帳くらし弘前」もご
覧いただけます。ぜひご活用ください。
　なお、平成26年4月から、子育てに関する行政サー
ビス情報などを分かりやすくお知らせするWebサイト
「ぎゅっと！」を開設しました。「弘前　ぎゅっと」で検索
していただくか、市役所ホームページ下部にあるバ
ナーをクリックしていただき、ぜひご活用ください。

健康福祉部
子育て支援
課

広報
ますが、今回アンケートを受けて知ったものが数多く
あります。もう尐し市民一人一人に知れわたるように
広報にも力を入れてほしいと思う。

　広報活動は、広報ひろさき（月２回）、ホームページ
への記事の掲載、陸奥新報「市政だより」（週１回）、
テレビ広報「えがお弘前ビタミンHi」、FMアップルウ
エーブ「行政なんでも情報」、ホームページ、メールマ
ガジン、フェイスブック、ツイッターなど様々な媒体で
広く周知が図れるよう努めております。平成26年度か
らは、広報ひろさきへAR（掲載写真などにスマートフォ
ンをかざすと動画が再生される機能）の導入や、ホー
ムページのリニューアルなど新しい機能などを取り入
れ、今後もより一層の広報活動の充実に努めてまい
ります。

経営戦略部 広聴広報課

広報
んあるので、もっと市外、県外に発信してください。

　市では平成24年度から本格的にシティプロモーショ
ンに取り組んでおり、豊富な観光資源や工芸品、農産
物、食等の「弘前の魅力」を国内外へ発信していま
す。
　具体的な例としては、フェイスブック等による情報発
信のほか、主に県外在住者に対して弘前の魅力を紹
介する総合パンフレットを今年度新たに作成し、県外
のイベントなどで市民や市内の企業・団体と協力しな
がら積極的に情報発信しています。
　今後も、多くの市外・県外の方々に弘前市の魅力を
知ってもらい、興味をもってもらうとともに、観光客誘
致や移住促進などへつながるような情報発信を進め
ていくこととしています。

経営戦略部 広聴広報課

広報
報の周知徹底を。

　広報活動は、広報ひろさき（月２回）、ホームページ
への記事の掲載、陸奥新報「市政だより」（週１回）、
テレビ広報「えがお弘前ビタミンHi」、FMアップルウ
エーブ「行政なんでも情報」、ホームページ、メールマ
ガジン、フェイスブック、ツイッターなど様々な媒体で
広く周知が図れるよう努めております。平成26年度か
らは、広報ひろさきへAR（掲載写真などにスマートフォ
ンをかざすと動画が再生される機能）の導入や、ホー
ムページのリニューアルなど新しい機能などを取り入
れ、今後もより一層の広報活動の充実に努めてまい
ります。

経営戦略部 広聴広報課

アンケート

・このアンケートの内容を判断して記入するのが大変
難しい。高齢の方や弘前市に他県（他市）から来てい
る人にとっては記入できないものが多い。市民目線と
いうよりも行政目線からの内容が強いので一考を要
する。次回にはもっと記入しやすく、誰もがわかりやす
く納得できるアンケートにしてほしい。提出しない人が
多ければアンケートをした意味がないし、公的お金の
無駄遣いになると思われる。

　今後は市民評価アンケートに代わり地域経営アン
ケートを実施することとなりますが、設問項目を策定
する際に留意していきます。

経営戦略部 行政経営課
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

農林業 ・農業後継者対策を積極的に進めていただきたい。

　市では、平成２４年度から、農林水産省の新規就農
者向け支援事業である「青年就農給付金事業」の活
用促進に向けた取組を行っております。
　また、認定就農者及び認定新規就農者が、農地を
借りる際の賃借料の一部を補助する「新規就農者営
農開始支援事業費補助金」や、市内の農業者で構成
された団体に対して、研修や直売に係る経費を補助
する「担い手育成支援事業費補助金」により、農業後
継者への支援を行っております。

　農業委員会事務局では、農業後継者の配偶者探し
対策として、独身農業者縁結び事業や弘前市青年交
流会実行委員会が行う交流会活動への支援を行って
おります。また、せん定技術や生産意欲を図るため、
農業後継者りんご整枝せん定講習会兼競技会も実施
しており、農業後継者対策を積極的に進めてまいりま
す。

農林部

農業委員会
事務局

農業政策課

農林業

・弘前は農業従事者が多いように思いますが、スー
パーで買ってくる野菜の７割は県外か海外のもので
す。もっと地元の野菜が手に入ればいいのだが。例え
ば、この地区はトマト、この地区はシイタケ、この地区
はイチゴとか、市の支援を受けながらできないもので
しょうか。

　地元野菜は、生産者や農協等が経営している「農産
物直売所」等において、販売されております。また、市
内のスーパーにも地元野菜のコーナーが設けられて
います。
　しかしながら、弘前市はりんご園が圧倒的に多いこ
とから地元野菜の生産量は、あまり多くはありませ
ん。また、地域の実情や生産者の農業経営が異なっ
ており、地区を限定する野菜生産は、難しい状況にあ
ります。

農林部 農業政策課

農林業
・豪雪によるりんご農家への支援が遅過ぎるのでは。
りんご農家の補助事業に変化が見られないのでは。
ネズミ、小鳥のりんご被害をもう尐し考えてほしい。

・豪雪による支援について
　被害調査による実態把握に努めながら、尐しでも早
く支援策を講じ、予算化することとしております。
・補助事業について
　各関係機関より要望・意見を受けながら、補助事業
を構築しております。また、事業内容については、農
業ひろさき等によりお知らせしております。
・鳥害等被害について
　平成２５年度から新たな対応策として超音波野鳥追
払器による効果の実証実験を行っております。園地
への対策は、農業者自身が行うものですが、市は被
害額を補てんする果樹共済加入への掛金に対しての
支援を行っておりますので、ご活用ください。

農林部 りんご課

農林業 ・りんご以外の特産物の開発。

　当市には、りんご以外の農産物も多数ありますが、
りんごのように大産地として認められているものは、
尐ない状況にあります。
　そのために、「弘前地域ブランド推進事業」や「６次
産業化支援事業」により、販路の開拓や加工品開発
へ取り組むことで、新たな特産品開発を支援しており
ます。

農林部 農業政策課

農林業
・家庭菜園等を広げ、自然と触れ合いの場をもっと
もっと多くする。

　家庭菜園などを通して、農業への理解や、食の安
全・安心への意識を醸成させることは、足腰の強い農
業を育てる上でも必要なことであると認識しておりま
す。
　市では、都市部住民の農業に対する理解を深め、
農業に親しむ場として、市民農園を設置しております
ので、ご利用ください。

農林部 農業政策課

約束２－（１）

6



平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

農林業
農業用地利用について 休耕田について、利用者を募
り、貸し出し農地とする。

　所有者が貸付けを希望する休耕田も含めた農地に
ついては、農地中間管理機構を経由して、担い手農
家に対して農地の貸し付けを行う「農地中間管理事
業」を、当該機構に指定された公益社団法人あおもり
農林業支援センターが平成２６年度から実施しており
ます。
　市においても、受付業務などを受託することにより、
農地の有効活用と休耕地の発生防止に取り組んでお
ります。

　農地の貸し借りには所有者の承諾が必要です。ま
た、借り手となるのにも一定の条件があります。農業
委員会では現在、所有者から申し出があれば、ホー
ムページ等に掲載するなど、借り手の掘り起こしに努
めております。この他、適切に管理されていない農地
についても、意向調査を行い、自ら耕作できない場合
は、貸し借りにより農地の有効活用を図ることとしてお
ります。

農林部

農業委員会
事務局

農業政策課

農林業

・毎月広報ｈｉｒｏｓａｋｉ及び農業ニュースを届けていただ
きまして本当にありがとうございます。農業ニュースの
ことなのですが、毎月保管しておくのに穴が空いてな
いので、広報ｈｉｒｏｓａｋｉのように綴り穴を開けてくれた
らいいなと思っています。

　農業ひろさきの綴り穴につきましては、経費面の事
情がありますので、現状でご理解をお願いします。ご
意見は今後の参考とさせていただきます。

農業委員会
事務局
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

観光
・桜は全国放送でもたびたび日本一の評価が放映さ
れていますが、梅、コブシ、モクレン等もまとまって鑑
賞できる場が欲しいです。公園の一角でも。

　弘前公園三の丸に昭和63年に開園した「弘前城植
物園」があります。園内には、梅やモクレンの仲間の
ほか、約1500種、12万4000本の樹木・草木が用途別
に植えており、四季折々の花々が咲き誇っています。

都市環境部 公園緑地課

観光
・市役所の屋上は１ヶ月に１回程度開放して、景観を
楽しませてほしい。

　現在、市役所の屋上は、特別安全対策をしたうえ
で、さくらまつりに併せて開放しており、月１回の開放
は予定しておりませんが、庁舎改修後には、ご要望の
内容も含めて、屋上開放のあり方について改めて検
討して参りたいと思います。

財務部 財産管理課

観光

・ねぷたまつりで夜の１１時近くまで太鼓を鳴らすの
で、正直うるさいので、１０時３０分とか時間を越えた
ら音を出さないようルールを作ってほしい。

　参加団体を集めたねぷたまつり全体会議において、
・運行終了後の囃子の演奏については、夜間である
ことを十分考慮した対応をすること。
・運行が終了し、ねぷた小屋へ格納した後は、囃子の
演奏を止めること。
として説明をしております。
　今後も周辺住民の方に配慮した対応を取っていた
だくよう引き続き協力をお願いしてまいります。

観光振興部 観光政策課

観光

・毎年当市において大きなお祭りが開催されておりま
すが、毎年決って繰返すのが市内交通渋滞と観光客
の宿泊なしでの素通り観光です。原因は市役所と観
光館と工業高校が観光一等地に居座っていることだ
と思います。この場所に安い料金での宿泊所と駐車
場に利用できたら、もっともっと発展し、滞在時間も長
くなると思います。

　さくらまつり期間中の中心市街地の渋滞緩和のた
め、郊外に臨時無料駐車場を設け、中心部までの無
料シャトルバスを運行しました。
　その他、鉄道利用者を対象として、弘南鉄道大鰐線
中央弘前駅で降車された方が弘前城本丸・北の郭、
弘前城植物園及び藤田記念庭園の3施設を無料で利
用できるようにし、公共交通機関の利用促進を図りま
した。
　滞在型観光の強化につきましては、観光コンテンツ
の掘り起しと磨き上げを進めてまいります。

観光振興部 観光政策課

観光

・毎年さくらまつりが終わると北海道を中心に修学旅
行の生徒達が弘前のまちを散策しています。でもその
生徒たちはどこに宿泊するのでしょうか。恐らく弘前を
あとにして他市町村の施設に宿泊するのでしょう。観
光都市としても、もっと宿泊施設を充実する方法を考
えて、もっと弘前にいろいろな人達が来て、また来た
いと思うようなまちづくりをしてほしいと思います。

　修学旅行の学校等からは、特に宿泊施設が取りにく
いという声は聞こえておらず、市内の宿泊施設の閑散
期における稼働率を考慮すると、増設するまでの必
要性はないものと考えております。
　今後も、当市にまた来たいと思ってもらえるように、
既存の観光資源を最大限に有効活用しながら、観光
客誘致及び観光ホスピタリティの向上を図っていきた
いと考えております。

観光振興部 観光政策課

観光

・弘前の観光名所を余り知らないためうまくＰＲできま
せん。施設もねぷた村以外勧めるような場所を知ら
ず、特に若い人に勧められるものが尐ないように感じ
ます。

　当市は弘前感交劇場のコンセプトである「地域にあ
るものを活かした感動・交流」に基づき、観光振興施
策を展開してきました。
洋館やアップルパイを組み合わせた街歩きなど、若い
世代にも楽しんでもらえるプログラムもありますので、
今後もより一層観光客のほか、市民に対してもＰＲを
強化していきたいと考えております。

観光振興部 観光政策課

観光
・白神山地の有効な活用。白神山地へより速く、安全
に運ぶ方法を考えること。

　経営計画に白神山地観光活用推進事業を位置づけ
て白神山地の有効な活用に取り組むこととしていま
す。

観光振興部
国際広域観
光課

約束２－（２）
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

観光
・税金が色々とかかるので、市としての収入をふやす
事業を進めてほしい。もっと映画の撮影時としての誘
致など。

　映画の誘致については、弘前観光コンベンション協
会と連携して、弘前フィルムコミッション実行委員会を
組織し誘致を行っております。
これまで、平成23年度に「明日に架ける橋」、「ペタル
ダンス」、平成24年度に「奇跡のリンゴ」、「りんごのう
かの尐女」を誘致しております。
　今後も実行委員会において、1つでも多くの映画を
誘致するため、積極的に映画会社等にＰＲするなど働
きかけていきたいと考えております。

観光振興部 観光政策課

観光
・北海道まで新幹線が行くことで青森や弘前に来る観
光客は減ることが懸念される。そのことにもっと力を入
れる必要があると思う。

　市では、北海道新幹線新函館北斗駅開業と、平成
28年7月～9月のＪＲ東日本による青函ディスティネー
ションキャンペーンを見据え、観光コンテンツの掘り起
しと磨き上げを進めるなど、通年型観光や、個人客を
対象とする滞在型観光を強化するための取組みを進
めてまいります。

観光振興部 観光政策課
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平成25年度市民評価アンケート自由意見へに対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

商工業

・駅前のイトーヨーカドーとか城東方面は車を持って
いる人達は便利でしょうが、７０代の人達はやはりバ
スで降りられて土手町で買い物できるのが夢です。昔
の名残りがあるからでしょうか。

　土手町をはじめとする中心市街地への移動が快適
に行われるよう、バス等の公共交通機関の再編・見
直しにより、公共交通の利用環境の向上を図ることと
しています。

商工振興部 商工政策課

商工業

・土手町復活のためのアイデア等、広く市民にアン
ケートなどを行い、意見を聞くなどしてほしい。特に若
い人たちが何をまちに望んでいるか知る必要があると
思う。

市民の皆様を対象に日常の買物や商店街に対する
ニーズ等についてアンケート調査を行い、広く意見を
伺っております。

商工振興部 商工政策課

商工業
・商業地区の振興は、お金をかけるだけでなく、若者
のパワーを生かすべき。

　経営計画において、「弘前市商店街魅力アップ支援
事業」、「アートスペース創出事業」などの事業に取り
組むこととしています。

商工振興部 商工政策課

商工業

・シャッター通りも興冷め。古い商店主に任せていた
ら、さらにすさんでくる。これも若者に貸したらどうだろ
うか。利益の何パーセントかを家賃として支払うように
できたら、新しい起業家たちが育つだろうに。

経営計画において、「空き店舗活用支援事業」を位置
づけて取り組むこととしています。

商工振興部 商工政策課

商工業
・土手町は子供が集まる場所でないから集客がない
と思う。集客を願うのであれば家族連れで行けるよう
な場所、店が必要。

　経営計画において、「空き店舗活用支援事業」、「中
心市街地雇用促進支援事業」を位置づけて取り組む
こととしています。

商工振興部 商工政策課

商工業
・現在の市中心部は人が集まりにくい。ソバ屋でラー
メンでもと思っても適当なソバ屋も見当たらない。

　経営計画において、「空き店舗活用支援事業」、「中
心市街地雇用促進支援事業」を位置づけて取り組む
こととしています。

商工振興部 商工政策課

商工業

・まだまだ土手町は車では行きにくいです。駐車場が
ない店や指定されていたり、買い物をしなければ有料
になったり、買い物の金額もさまざまで面倒くさいで
す。郊外は無料駐車場は当たり前なので、やはり行き
やすい郊外へ行きたくなります。

　下土手町で実施した有料駐車場の一部無料化な
ど、これまでの取組みによる実施効果を踏まえ、駅前
周辺等も含めた中心市街地全体の来街促進を図るた
め、利用しやすい駐車場環境の構築に努めてまいり
ます。

商工振興部 商工政策課

商工業

・街の中にお花がある風景は美しいです。盛岡市は
ハンギングをまちじゅうにしていて素敵で、おもてなし
の心を感じます。弘前市も駅から土手町の商店にハ
ンギングをして人々を楽しませることをしてほしいで
す。お花を見ながら散歩をして買い物をしたりお茶し
たりと、まちに出かけたくなるようになるといいです
ね。

　平成２６年度に「まちなか花いっぱい事業」を計画し
ており、準備ができ次第実施する予定です。

健康福祉部 介護福祉課

商工業 ・企業誘致を頑張ってほしい。
　経営計画において、「企業立地推進事業」、「企業誘
致圏域連携事業」を位置づけて取り組むこととしてい
ます。

商工振興部 産業育成課

商工業
・祭りや観光も大切ですが、もっと雇用場所がないと
色々な行事に参加したいと思っても、余裕がない状態
である。

　経営計画において、政策の方向性【雇用・就労者へ
の支援の充実】を位置づけ、雇用の確保と就労支援
のための各種事業に取り組むこととしています。

商工振興部 商工政策課

約束２－（３）
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平成25年度市民評価アンケート自由意見へに対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

商工業
・もっと企業誘致を進め、雇用を推進し、若い人の流
出を防いでほしい。

　経営計画において、「企業立地推進事業」、「企業誘
致圏域連携事業」、「雇用開拓事業所訪問」、「新規高
等学校卒業者雇用奨励金」、「若年者と女性のための
資格取得支援事業」、「建設業若年者入職促進・人材
育成事業」に取り組むこととしています。

商工振興部
産業育成課
商工政策課

商工業 ・学園都市でありながら若い人の働き口がない。

　経営計画において、「新規高等学校卒業者雇用奨
励金」、「若年者と女性のための資格取得支援事業」
「建設業若年者入職促進・人材育成事業」を位置づけ
て取り組むこととしています。

商工振興部 商工政策課

商工業 ・高校生の地元就職の拡大。
　経営計画において、「雇用開拓事業所訪問」を位置
づけて取り組むこととしています。

商工振興部 商工政策課

商工業

・年金の受給が引き上げられて５０代、６０代の人が
支給までの間、働こうとしても受け皿となる企業がな
く、なかなか雇用してもらえない状態です。退職後の
再就の雇用にもっと力を入れて取り組んでほしいで
す。

　経営計画において、「認定職業訓練事業費補助金」
を位置づけて取り組むこととしています。
また、「中高年齢労働者等技能資格取得支援事業」を
位置づけて取り組むこととしています。

商工振興部 商工政策課

商工業 ・高齢者がもう尐し働ける場が欲しい。

　経営計画において、「認定職業訓練事業費補助金」
を位置づけて取り組むこととしています。
また、「中高年齢労働者等技能資格取得支援事業」を
位置づけて取り組むこととしています。

商工振興部 商工政策課

商工業
・パートでなく、正社員としての雇用を充実させてほし
い。雇用の充実を何よりも望みます。

　経営計画において、「正規雇用等転換奨励金」を位
置づけて取り組むこととしています。

商工振興部 商工政策課
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平成２５年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

安全・安心 ・住宅地の街灯をふやしてほしい。

　防犯対策のため、平成25年度において170灯のLED
防犯灯を新設したほか、平成26年度においては、小・
中学校の通学路をはじめ、高校・大学周辺の道路並
びに町会等からの要望により、市内全域に470灯の
LED防犯灯を設置いたします。

市民文化
スポーツ部

市民協働
政策課

安全・安心 ・小、中、高校の通学路に街灯が尐なく、変質者や交
通の不便を感じ、怖い感じがする。

　防犯対策のため、平成25年度において170灯のLED
防犯灯を新設したほか、平成26年度においては、小・
中学校の通学路をはじめ、高校・大学周辺の道路並
びに町会等からの要望により、市内全域に470灯の
LED防犯灯を設置いたします。

市民文化
スポーツ部

市民協働
政策課

安全・安心 ・学校周辺の街灯をもっと多くしてはどうでしょうか。防
犯のためにも。

　防犯対策のため、平成25年度において170灯のLED
防犯灯を新設したほか、平成26年度においては、小・
中学校の通学路をはじめ、高校・大学周辺の道路並
びに町会等からの要望により、市内全域に470灯の
LED防犯灯を設置いたします。

市民文化
スポーツ部

市民協働
政策課

安全・安心

にも「歩行者が立っている横断歩道では自転車が一
時停止する」という交通ルールを厳守してほしい。バ
ス、タクシー等にもこのルールを守っていない現状に
不満です。市所有の車も停止しません。交通ルール
を守ってください。

　以前より市民総決起大会や交通安全運動街頭啓
発、交通安全教育等を実施し、関係機関とともにマ
ナー向上に取り組んでいます。

都市環境部
都市政策課
交通政策推
進室

安全・安心
二、三人の並走、メールしながらの運転など、目に余
るひどさで困っています。お互いの安全のためにも対
策をお願いします。

　経営計画に自転車事故防止啓発事業を位置づけ
て、自転車事故防止とマナー向上に取り組むこととし
ています。

都市環境部
都市政策課
交通政策推
進室

安全・安心
安全に対する認識が元々ないのではないかと思うほ
どに日常的に経験している。現に４年間弘前にいる
が、２回車と接触し、２回とも無言で立ち去られてい
る。

　以前より市民総決起大会や交通安全運動街頭啓
発、交通安全教育等を実施し、関係機関とともにマ
ナー向上に取り組んでいます。

都市環境部
都市政策課
交通政策推
進室

安全・安心
転だけでなく、温泉施設その他、色々な場面でマナー
の悪さが目について、今も慣れず不快になることが多
いです。道徳教育の質の向上が必要かと思います。
市民全体の道徳心が低いように思います。

　以前より市民総決起大会や交通安全運動街頭啓
発、交通安全教育等を実施し、関係機関とともにマ
ナー向上に取り組んでいます。

都市環境部
都市政策課
交通政策推
進室

安全・安心

・私の住んでいる学区の通学路は歩道のない箇所や
危険な個所が多く、住民は学校の行き帰りをいつも心
配しています。以前、通学路の改善について要望しま
したが、管轄外を理由に改善の方向が見えません。
たとえ管轄外であっても関係部署に対し積極的かつ
熱心に働きかける努力をしていただきたいと思いま
す。

・通学路の安全対策については、道路管理者、警察
署、教育委員会、学校、PTAによる「通学路における
緊急合同点検」を各小学校単位で実施し、その中で
対策が必要な箇所については、計画的に危険箇所の
解消に取り組んでおります。
　なお、「通学路における緊急合同点検」の結果につ
いては、市のＨＰに掲載しております。

建設部
　
教育委員会

建設政策課

学務健康課

約束３
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平成２５年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

防災
・防災体制について現在どのようになっているのか不
明。町会等を通じて告知を徹底してほしい。

　災害が発生した場合や発生する恐れがある場合に
は、市から避難に関する情報を発令する場合があり
ます。避難に関する情報については、防災行政無線
や広報車など、様々な手段により情報伝達できる体
制となっており、避難情報に該当する地域の町会長
には、電話等により直接、情報伝達するようにしてお
ります。

経営戦略部 防災安全課

防災
・防災対策が市としてどのように行っているのか分か
らない。不安である。

　市では、出前講座などによる防災意識の啓発や総
合防災訓練等の実施、自主防災組織の育成支援、備
蓄整備などに取り組んでおります。また、平成２６年３
月には、市民の皆様へ災害に対する備えとして、市内
小中学校区ごとに地震・水害・土砂災害による被害想
定や危険箇所、避難所の場所などをまとめた、「地区
別防災カルテ」を市内全戸へ配布しております。
その他、消防団への加入促進や消防車両等の整備
などの地域消防力強化にも取り組んでおり、自助・共
助・公助の各面から市全体の防災力・消防力の向上
が図られる防災・減災対策を行っています。

経営戦略部 防災安全課

雪国生活

か。同じ税金を払っているのだから平等であるべき。
また、地域によっては高齢化、１人暮しの家も多く、そ
れらに対する対策をしっかりやっていただきたい。私
の地域では２月末から除雪も入らず、帰宅すら困難で
した。

雪国生活
の前、玄関前等の除雪を検討してほしい。ヘルパーさ
んやデイサービスではやれないことになっているらし
く、多くの高齢者が困っている。

雪国生活

・地域によって高齢化、一人暮らしの家も多く、それら
に対する対策をしっかりやっていただきたい。
・弘前の雪対策として一人暮らしや老夫婦世帯の家
の前、玄関前等の除雪を検討してほしい。
・玄関前の除雪

・雪対策総合プランにおいて、間口除雪方法の研究
に取り組むこととしております。
・経営計画において、間口除雪軽減事業(ｻｲﾄﾞｼｬｯﾀｰ
装置購入補助)に取り組むこととしております。
・追従除雪により間口除雪の軽減にも取り組むことと
しております。

建設部 道路維持課

雪国生活
・除雪がなかなか入れない地域の方々のことを思うと
き、火災発生した場合にはどうするのかと不安になり
ました。

・除排雪作業指針に基づき､適時適切な拡幅・排雪作
業を実施するよう努めております。
・堆雪帯の確保が見込める生活道路において、追従
除雪を実施しております。

建設部 道路維持課

　ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯に対する除雪支
援は、弘前市社会福祉協議会で実施している除雪支
援事業と道路維持課で実施している間口除雪支援事
業があります。
　弘前市社会福祉協議会においては、市内２６地区
社会福祉協議会が対象者名簿の作成およびボランテ
イアの募集を行い、冬期間の降雪や車道除雪等によ
り堆積した雪の除雪を支援しております。
　ただし、その対象者は、①戸建住宅に居住する世
帯。②自力で除雪作業が困難な世帯。③資力的に業
者等に依頼することが困難な世帯。④近隣に親戚等
がなく援助が望めない世帯。のすべての条件を満た
すものとしており費用は無料となっております。
　また、道路維持課では社会福祉協議会の除雪支援
事業で対応されない世帯を対象として、町会等に間
口除雪を委託して実施しており、費用は無料としてお
ります。
　なお、豪雪時には高齢者世帯や障がい者世帯で、
上記の対象者に該当せず、緊急性がある場合におい
ては、現場確認を行ったうえで住宅の間口を確保する
ための除雪支援を随時、行っております。

健康福祉部 福祉政策課
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平成２５年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

雪国生活

・除雪が増えているはずなのに排雪に来た回数が
減っています。
・冬の除雪作業も回数は以前より減っている。
・除雪時間が早すぎる。

・除排雪作業指針に基づき、作業を行っております。 建設部 道路維持課

雪国生活
・子供達の通学路もままならない状態で、電話しても、
予算がない等の理由で、やってもらえない。
・冬期の通学路が危ないです。

・通学路については追従除雪を実施するなど、道路幅
の確保に努めております。
・ＰＴＡにおいて、通学路排雪事業（市民参加型まちづ
くり１％システム）を行っております。

建設部 道路維持課

雪国生活

・どうせお金をかけるなら除雪車の絶対数を増やすと
か、1台当たりの除雪範囲を狭めるとか、大通り用の
大きい除雪車と家の前や小路用の小さい除雪車とペ
アで作業するとか、堀越、岩木以外に排雪場所をもっ
とふやしたほうがいい。

・除雪作業方法については、道路幅員に応じて除雪
機械を選定し、委託業者の前年度までの作業データ
（１時間あたりの作業距離など）より､除雪機械の必要
台数を定めております。また、雪置き場については、
堀越、悪戸､樋の口のほか、雤水貯留施設､公園及び
市有地を有効活用しております。

建設部 道路維持課

雪国生活

・除排雪がダメなら雪を溶かす方法、もしくは雪をお金
（資源）に変える方法を考える（夏の冷房に利用する
等）。とにかく雪は毎年降るので、雪対策にはお金が
かかってでも冬も春夏秋も一年中過ごしやすい弘前
にしてほしい。

・冬期、雪対策にアイデア、提言を申し上げます。歴
史に残る大事業。現在、町区によって融雪溝が利用
されていますが、市内全体に設置するという計画はあ
るのでしょうか。県政にも雪国の生活改善一大事とし
て提言を願っています。下水道が何年もかけて全家
庭に配置でき、水回りの快適な生活が送られているよ
うに、雪に対しても何十年かかってでも融雪溝を地下
に作って、未来、次世代に建設してあげてはいかがで
しょうか。永遠の課題に解決策はないでしょうか。

・市では、「豊かな資源を活用した世界一快適な雪国
弘前」を基本方針とする弘前型スマートシティ構想を
平成２５年３月に策定し、その実現に向けて様々な取
り組みを進めています。
　特に雪対策については、弘前市経営計画に「雪対
策イノベーションの推進」を掲げ、市民が積雪の影響
を受けず、快適に生活できる住環境の実現を目指し
て、再生可能エネルギー等を活用した融雪システム
の実証事業を行うとともに、新たな雪処理システムの
構築に向けた融雪対策推進基本計画の策定などに
取り組んでいます。

都市環境部
スマートシティ
推進室

道路整備

・弘前に来て思ったのは歩行者専用道路がデコボコ
な事、段差があり過ぎます。自転車の道も側溝があり
走りづらいです。市役所中心にまちの中だけはきれい
です。せめて通学路だけはきれいに整備された道路
であってほしいです。

・歩道の段差等の改修と安全な通学路の整備につい
ては、経営計画に当面の目標を定め、取り組んでおり
ます。

建設部 建設政策課

道路整備 ・歩道のデコボコや段差などを直してほしい。
・経営計画に当面の目標を定め、取り組んでおりま
す。

建設部 建設政策課

道路整備

・先日、道路の穴埋めの始末がありましたが、いいか
げんなこと。その後、老人が足を入れ、つまづき転ん
で、怪我は大したことはなかったけど、もう尐しちゃん
として。

・ご指摘の作業については、本復旧までの応急的な
作業と考えられます。今後は、本復旧までの期間短
縮とパトロールの徹底を図っていきたいと考えており
ます。

建設部 道路維持課

・自転車レーン等の整備について、自転車利用環境
研究会において協議していくこととしています。

都市環境部
都市政策課
交通政策推
進室

・街路整備の際、歩行者・自転車と自動車の分離につ
いて検討します。

都市環境部 都市政策課

すね。自転車が通るところがなく、学生、お年寄りが
道路以外のところを通る。自動車もそのため困ってい
るので。

道路整備

14



平成２５年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

道路整備

・小、中学校までの距離が３キロメートル近くもあるの
に通学路の整備が半分しかされていなく、車の往来も
あり常に危ないと感じていますが、整備される気配も
ない。新しい道路を造る前に今ある生活道路をきちん
として欲しい。舗装もつぎはぎだらけで振動がすごい。
市内中心地と比べるとかなり開きがある。

・経営計画において、通学路の安全対策と生活道路
の舗装補修等に取り組むこととしております。

建設部
建設政策課
道路維持課

道路整備

・他県に行くと、水田の道路までが舗装になっている
のに、弘前市はほとんどがデコボコ道であり、道路を
整備していただきたい。西には岩木山、東は八甲田、
本当に自然に恵まれている弘前市でありますから、道
路をもっと整備していただきたい。

・経営計画において、広域環状道路整備等の道路網
の整備に加え、生活道路の改良・補修に取り組むこと
としております。

建設部 建設政策課

公共交通 コースを弘南バスと協力してもう尐しふやしてほしいで
す。

　経営計画に地域公共交通再生モデル事業を位置づ
けて、地域公共交通の再編に取り組むこととしていま
す。

都市環境部
都市政策課
交通政策推
進室

公共交通
本数、例えば１時間に１回しかバスが来ないなどでは
なく、高齢者となり運転免許を返還した方々も、自動
車がない若者も活動的に過ごせるよう、バスが来てく
れる回数がふえることを望みます。

　経営計画に地域公共交通再生モデル事業を位置づ
けて、地域公共交通の再編に取り組むこととしていま
す。

都市環境部
都市政策課
交通政策推
進室

公共交通 電車が尐なく、待ち時間が長くて冬は特に大変です。
バスを利用するシステムはできないでしょうか。

　経営計画に奥羽本線高速化・機能強化等要望活動
事業を位置付けて、新幹線と奥羽本線のスムーズな
接続に取り組むこととしています。

都市環境部
都市政策課
交通政策推
進室

公共交通 のため、新青森駅～弘前駅間の完全複線化に向け、
県及びＪＲに対し要望すべきだと思います。

　経営計画に奥羽本線高速化・機能強化等要望活動
事業を位置付けて、完全複線化に向けた要望活動に
取り組むこととしています。

都市環境部
都市政策課
交通政策推
進室

公共交通 る、弘前公園へ行けるこのメリットを生かす取り組み
が求められる。

　以前より、弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会におい
て大鰐線の存続のため、利活用策等の検討を行って
います。

都市環境部
都市政策課
交通政策推
進室

公共交通
うにしてほしい。例えば、各駅の駐車スペースをふや
すとか、土日の鉄道の利用には割引券などを出すと
か。

　以前より、弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会におい
て大鰐線の存続のため、利活用策等の検討を行って
います。

都市環境部
都市政策課
交通政策推
進室

公共交通
用者が尐なく、事業者は赤字で大変な経営状態だと
思います。合理化等も限界まで努力してきていると思
うので、各沿線自治体も妙案を出し、対策等を講じて
いただきたい。

　以前より、弘前圏域定住自立圏の連携事業として、
公共交通の利用促進等に取り組んでいます。

都市環境部
都市政策課
交通政策推
進室
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平成２５年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

生活環境 ・不燃ごみが月１度になったことが不満。

生活環境

「その他の紙」「新聞」「雑誌」「雑がみ」「燃やせるご
み」と種類が多く、極めて分かりにくいです。特に、「新
聞」「雑誌・雑がみ」は束ねるのが面倒くさい上、月１
回しか回収しないので、出せないと１カ月も家で保管
しなければならないことになってしまいます。このこと
から、以前のように「新聞」「雑誌・雑がみ」は「燃やせ
るごみ」に統合してほしいと思います。こうすれば、通
常のごみ袋に入れて出すことができ、週２回回収され
るので、一度出せなくてもすぐに別の日に出すことが
できます。また、「燃やせないごみ」を月２回に戻すこ
ともできます。ぜひとも対応をお願いします。

生活環境
・犬の糞尿について、飼い主のモラルが悪く、不快で
ある。観光都市の市として啓蒙、指導の徹底等対策
を考えてほしい。

都市環境部 環境管理課

生活環境
・野良猫が畑に糞を置いていくので困っています。近
所の人がエサをやっているので迷惑しています。

都市環境部 環境管理課

生活環境
・地域の公園の管理について、除草、木の剪定、害虫
の駆除のための薬剤散布などを地域の人の要望に
応じて速やかにやってほしい。

　地域の公園の管理は、地元町会の管理協力のも
と、除草は公園の種別により、地元町会または指定
管理者が実施し、剪定及び害虫駆除は指定管理者が
実施しています。今後も、地域の要望内容を確認のう
え、速やかな対応に取り組んでいきます。

都市環境部 公園緑地課

生活環境
・側溝の泥上げをしているのですが回収に来てほし
い。

・事前に連絡をいただければ、回収に伺います。 建設部 道路維持課

生活環境
・側溝にフタをしてください。側溝にごみが詰まってい
て流れない。

・要望箇所を調査し、対応について早期に回答しま
す。
・また、側溝の清掃については、閉塞状況を確認して
実施します。

建設部 道路維持課

エネルギー

限されることを余儀なくされる地域で暮らしている住民
の一人として、冬でも雪で制限を受けない地域と同等
の環境を作れないものかと思っております。具体的に
は除排雪の各種の機材の整備や拡充及び取扱技能
者の育成、確保を図る。その際、再生可能エネルギー
を最大限活用していくことに留意することが重要と思
います。冬場が快適であれば企業も人も集まり、有意
の若い人材も流出していくことはないものと考えてお
ります。冬場の快適な暮らしを切に望んでおります。

・市では、「豊かな資源を活用した世界一快適な雪国
弘前」を基本方針とする弘前型スマートシティ構想を
平成２５年４月に策定し、その実現に向けて様々な取
り組みを進めています。
　特に雪対策については、弘前市経営計画に「雪対
策イノベーションの推進」を掲げ、市民が積雪の影響
を受けず、快適に生活できる住環境の実現を目指し
て、再生可能エネルギー等を活用した融雪システム
の実証事業を行うとともに、新たな雪処理システムの
構築に向けた融雪対策推進基本計画の策定などに
取り組んでいます。

都市環境部
スマートシティ
推進室

　弘前市では国や県の方針にならい、ペットの適正飼
養を呼びかけています。
　他人の庭や建物を汚させないことや、フンの持ち帰
りについて、広報誌への掲載や、より地域住民と身近
な組織である町会と連携した、チラシの作成・配布に
より周知をはかっています。
　また、不適正な飼養が確認された場合は、県と連携
し、飼い主に対する指導を行っていくこととしていま
す。

　弘前市では一般廃棄物の処理に関する計画として
「弘前市ごみ処理基本計画」を定めています。
　その中で、家庭系燃やせるごみの１割から３割程度
といわれる、古紙などの紙ごみを資源として再利用す
ることは、森林資源の保護やＣＯ２排出削減のために
とても有効な手段であり、「新聞、雑誌・雑がみ類の行
政回収への協力」「再生資源回収運動への参加」「新
聞・雑がみ類回収ステーション等の活用」などの市民
の皆様の協力により、ごみの減量化・資源化の推進
を図ることとしています。
　また、行政回収を行っているごみについては、ごみ
処理施設へ自己搬入することもできますので、一時に
大量に処分したい時や、行政回収日に出せない場合
は、そちらを利用するようお願いしています。
　

都市環境部 環境管理課
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平成２５年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

景観

残念である。町並みに統一感を出したり、お店も工夫
できるのに、土手町ももったいなく感じる。他県から
引っ越してきたので特に比較してしまう。

かかりました。「完売」と書いてあり驚きました。どうし
てこんな高い建物を許可するのでしょうか。古い町並
みを残す城下町である弘前には、ふさわしくありませ
ん。ぜひ、６階以上はダメ等、文化と歴史を誇るまち
にふさわしい景観を守るべきだと思います。

並みを整えたほうがいいと思います。

　当市では平成２４年６月１日から「弘前市景観計画」
を施行し、市全域を景観計画区域と定め緩やかな規
制・誘導により全体として調和のとれた景観づくりを進
めております。
　また、市民アンケート等の結果、特に大切にしたいと
された弘前公園周辺を「景観形成重点地区」に指定
し、きめ細かな規制により誘導を行っているほか、同
様に「弘前城本丸・城西大橋からの岩木山」と「蓬莱
橋からの五重塔」を眺望景観保全地区に指定し、高さ
の規制範囲を広めるなど、市民の意見などに基づき
エリアの特性に応じて景観形成を図っているところで
す。
　なお、景観計画において土手町などの商業地は、賑
わいと活力のある都市景観を創出することを方針とし
ており、市全体として歴史的な街並みを保全しつつ、
街の活性化のためエリアによっては景観に一定の配
慮をした大規模な建築行為等も認めております。
　今後も、弘前市ならではの歴史、自然の景観を保全
しつつ、未来に向けて活力とにぎわいのある景観づく
りを市民、事業者、行政とともに進めて参りたいと思
います。

都市環境部 都市政策課

公園

・さくらまつりのときの公園のごみ箱について、景観が
悪く、せっかくの桜を台無しにしている。つい立てを立
て、その裏にごみ箱を設置し、歩いている人から見え
ないようにしてほしい。露店がそれぞれのごみを回収
すれば、大型のごみ箱も小さくできるのでは。

　さくらまつりのゴミ置き場への衝立は、深夜から早朝
の決められた時間に実施するゴミの収集・搬出作業
に支障があることから、設置していないものでありま
す。また露店は、園内の安全な通路確保のため、ぎり
ぎりの広さで営業しており、各々置き場を確保出来な
い状況にあります。ただ、ご指摘のように景観的問題
もありますので、置き場の場所替えや目かくし等の設
置について、検討していきます。

都市環境部 公園緑地課

公園

・さくらまつりのとき、弘前公園内のトイレを利用しまし
たが、手をあらうところの黒いボタンを押さないと水が
出ないことの注意書きがなく、観光客が使い方がわか
らず毎回声を掛けなくてはいけなかったので、注意書
きをつけてほしいです。トイレの天井の大きなクモの
巣も気になりました。それなりの人数の掃除の人を
雇っているのだから、きちんと指示してほしいと思いま
した。

　すべての公園内トイレの手洗い場所には、新設時
から「ボタンを押すと水が出ます」と、注意書きを表示
してますが、プレートが外れた箇所の事と思われま
す。毎日巡回を重ねていますが、トイレ内の清掃とも
ども、来園者の方に不快感を与えないよう、速やかな
対応に努めます。

都市環境部 公園緑地課

公園

・弘前公園、植物園、藤田庭園等、手入れがなされ、
恵まれた環境、自然に心を癒される人も多いのでは
ないでしょうか。観光客はもとより、市民の憩いの場と
なるよう季節ごとの開放日や企画があると楽しいと思
います。

　年１回ですが、弘前城有料区域・植物園は5月最終
日曜、藤田記念庭園は6月最終日曜に無料開放して
います。また、藤田記念庭園では、ひろさき園遊会、
庭園文化祭、秋の名月会等、植物園では、樹木医や
緑の相談員による観察会、寄せ植え体験など、季節
に応じ毎月各種イベントを開催しています。

都市環境部 公園緑地課

公園

・ りんご公園の整備の要望。雑草伸び放題（りんご花
まつりのとき見て）。公園なので芝状態にして子供達
が遊べるようにしてもらいたい。また、弘前市民が育
成されたりんごを目立つように紹介してもよいと思う。

　りんご公園は、りんご生産を行うりんご園を活用した
生産体験やふれあい広場などの緑地・公園機能、更
に、「りんご花まつり」や「りんご収穫祭」などの催しな
どにより、多くの市民及び観光客など年間14万人を超
える来園者がある施設であります。
　また、現在、平成26年度から平成30年度までの5箇
年において、公園の再整備により機能強化を図るた
め、りんご公園整備事業を展開しており、公園管理・
運営に関しましても、今後更なる充実を図り、これまで
以上に多くの方々にお気軽に足を運んでいただき、満
足していただける施設となるよう運営していきたいと
考えております。

農林部 りんご課
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平成２５年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

上水道・下水
道 い。

　異臭味が発生した地域は、津軽広域水道企業団が
浅瀬石川を水源とした浅瀬石川ダムから水道水を給
水している地域で、市内全域の給水量の約3割にあた
ります。津軽広域水道企業団は、今回の異臭味問題
を受けて、異臭味除去用の活性炭注入設備を拡充
し、更に、国土交通省が、浅瀬石川ダム湖の藻類発
生を抑制するための湖水循環装置を設置しました。
　一方で市は、市内の約６割の市民に、岩木川を水源
とした水道水を供給していることから、異臭味物質が
発生した場合に備えて、活性炭注入設備を導入しまし
た。

上下水道部
上水道施設
課

上水道・下水
道

原因で、これを利用している家庭は約１ヶ月間、マー
ケット、コンビニ等から飲み水を買って生活した。この
旨、水道局は、弘前市は当家庭等に対する処置は
「考えていない」とのことで、１ヶ月間の水道代の免除
等の処置が必要ではないか。市の態度を疑問視する
一人である。

　市は、当時、異臭味水道水が給水されてた富士見
台配水池に、岩木川から取水している水道水5,000㎥
を配水し希釈させ、異臭味の濃度を薄めた水道水を
各家庭に給水し、水道使用量が多いトイレなど、市民
生活への悪影響を最小限に抑えるための対応策を
取ったものであります。
　また、異臭味水道水が給水された地域には、臨時
給水所を9か所設置し、市民への飲料水の供給の確
保を図るなど、考えられるあらゆる対策を講じ、当該
地域への給水を維持し続けてまいりましたので、減免
等の対応はしなかったものであります。

上下水道部 営業課

単位でやってくれませんか。一人暮らしの人は誰でも
思っていることです。

ル、６～１０平方メートルにしてください。

上水道・下水
道

いですね。昨年値上がりしショックです。弘前は冬季
にメータを雪で見ることができず、何か月も計測がで
きませんが、それができるのであれば、隔月の計測に
できるのではないですか。隔月の計測の自治体もあり
ます。人件費が一番高いのですから、ぜひ検討をお
願いします

　日本水道協会の平成２４年度水道統計によります
と、各上水道事業体の検針期間は、隔月検針が５５．
２%、毎月検針が４３．６%、その他が１．２%となっており
ます。
　毎月の検針のメリットとしましては、漏水・無断使用
の早期発見ができることでありますが、今後は、経済
面や費用対効果等を検証しながら、隔月計測の導入
について検討してまいります。

上下水道部 営業課

上水道・下水
道 しい。特に一人暮らしだと、そんなに使用しない。

　水道料金については、頻繁に改定することができま
せんが、適切な料金の在り方について、今後、引き続
き研究してまいります。

上下水道部 総務課

上水道・下水
道 してください。

　市は、水洗化率向上のために専任の督励活動員を
配置し、低利または無利子による金融機関への融資
あっせん制度や、報奨金制度について、未接続家屋
への戸別訪問を実施し、早期利用をお願いしておりま
す。
　平成２５年度末の下水道の普及率は９５．６％、水
洗化率は８８．３％となっておりますが、接続工事には
費用負担が伴うことから、今後も、市民の皆様のご理
解をいただきながら、水洗化率向上に向けた取組み
を継続してまいります。
　また、下水道使用料については、頻繁に改定するこ
とができませんが、適切な使用料の在り方について、
今後、引き続き研究してまいります。

上下水道部
営業課

総務課

　水道料金については、頻繁に改定することができま
せんが、適切な料金の在り方について、今後、引き続
き研究してまいります。

上水道・下水
道

上下水道部 総務課
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平成２５年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

ほしい。

上水道・下水
道 く、世帯人数に合わせて徴収はできないものですか。

　下水道使用料は、処理量に応じて、平等に負担して
いただくために、現在の料金体系としています。
　下水道使用料については、頻繁に改定することがで
きませんが、適切な使用料の在り方について、今後、
引き続き研究してまいります。

上下水道部 総務課

カラス対策
ですが、単なる拡散化では？

　高層建物屋上へのテグス設置、ＬＥＤライトによる追
い払い等によりカラスを寄せ付けない対策や、市内
６ヶ所に設置している箱わなによる捕獲を実施してい
ます。
　しかしながら、ご意見のとおり、未だにカラスの大集
団が飛び立つ様子等が確認され、カラスの居場所が
市内の未対策地域に移っているだけだということも考
えられます。
　対策の効果を検証するための個体数把握は、毎年
冬季に調査を実施していますが、数は5,000羽前後で
推移しており、大きな増減は確認されていない状態で
す。
　効果検証には数年を要すると思われるため、今後も
各種対策を継続し、個体数の推移や被害状況の変化
について注視していきたいと考えます。

都市環境部 環境管理課

カラス対策
カラス対策について。農村地区、特に「りんご地帯」は
秋には大被害です。その地区に対策を広げてほしい
と思います。

　農村地区においては、狩猟免許所持者により、銃に
よる捕獲駆除を実施しております。
　ただし、りんご園地や民家に隣接した場所では、散
弾がりんごや人に当たり事故となるおそれがあるた
め、そのような地域での実施は困難です。
　なお、市では、中弘猟友会に対し補助金を支出し、
狩猟者などへの活動を支援しております。

農林部 農業政策課

上水道・下水
道

　市は、平成26年度に策定した弘前市経営計画に、
公共下水道建設事業、農業集落排水事業を位置づ
け、下水道整備に取り組むことにしております。

上下水道部 工務課
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

子育て環境 料化を実施】の情報は初耳。該当世帯に発信し
てほしい。

　弘前市の広報・ホームページにより発信してお
ります。

健康福祉部
子育て支援
課

子育て環境

子供の医療費助成の期間を延ばしてほしい。３
才まで無料は短い。中学生まで無料のところもあ
るので検討してほしい。入院費無料はうれしい
が、必ず通院も必要になるのでぜひお願いしま
す。

　子ども医療費給付制度は、平成26年8月から、
4歳以上就学前の子どもの通院医療費に課され
ていた1か月当たり1,500円の自己負担を廃止し
て無料化するとともに、医療機関の窓口におい
て支払いがなくなる現物給付の対象となるように
拡充しました。
　これにより、所得制限はありますが、就学前児
童の医療費について無料となりました。

健康福祉部
子育て支援
課

子育て環境

・子供の預け先が足りない。日曜・祝日も６時ま
でやっている施設等ないことで仕事が制限され
る。保育料も高過ぎるから、働かない方がマシか
とも考えたりする。小学校低学年の預け先がなさ
過ぎる。時間も限られてばかりで、そんな時間枞
で働く人でなければ意味をなさない。

　日曜、祝日の保育は約半数の保育所で実施し
ており、そのうち午後6時まで開所している施設
は12施設あります。長時間の開所は保育士配置
等の面で対応困難な施設もありますが、休日保
育の需要も多く、実施する保育所は増加傾向に
あります。
　なお、保育料については、市独自の軽減策とし
て、国が定める基準額よりも大幅に引き下げて
おり、軽減額は平均で１人当たり月額約1万円と
なっています。
　小学校低学年の預け先（居場所）としては、児
童館・児童センターが26箇所、主に児童館等が
無い学区には学童保育である「なかよし会」を14
箇所開設しています。いずれも日曜・祝日は休
みとなっておりますが、土曜・長期学校休業日に
ついては利用できます。今後は更なる時間延長
も実施していきます。

健康福祉部
子育て支援
課

子育て環境

者、移住者が多くなってきました。共働きである
など、子育てのサポート体制の拡大が急がれま
す。放課後保育の時間延長や病児保育の施設
を行政が行なわなければ、若い夫婦や、母親１
人など不安を抱えながらの子育ては、子供にも
決してよい影響を与えないと思います。私も市外
から移住してきた者です。子供が小さいころは親
も頼れず大変でした。弘前に住んでよかったと思
えますように。

　放課後保育については、平成26年10月14日か
ら、学童保育「なかよし会」の開設時間を、平日
は放課後から19時まで、土曜・長期休業日等は7
時30分から19時までに延長します。
　また、児童館・児童センター内に学童保育「児
童クラブ」を設置し、前記「なかよし会」と同様の
時間、開設する準備を進めています。
　病児病後児保育は、現在市内の2か所の小児
科医に委託し、「病児対応型」で実施しています
が、感染症の流行時期等には利用が集中し、待
機児童が生じることもありますので、今後は特に
「病後児保育」の受け入れ拡大について検討し
たいと思います。

健康福祉部
子育て支援
課

子育て環境 いいなと思います。アスレチック的な遊具があ
り、入場料が掛からなければなおよし。

　弘前市内では、街区公園や近隣公園、児童遊
園があります。また、りんご公園、相馬ロマントピ
アなどにはアスレチック的な遊具があって、大変
人気がありますので、ぜひご利用ください。

健康福祉部
子育て支援
課

約束４－（１）
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

子育て環境 設等はもう尐しあってもいいかと。公園等の他に
室内の施設が余りない気がする。

　平成25年7月、駅前町ヒロロ内に駅前こどもの
広場がオープンし、木製の遊具やおもちゃで天
候に関係なく遊んでいただける場として大変好評
です。また、就学前のお子さんは、子育て支援セ
ンターや地区の児童館・児童センターをご利用い
ただけます。
　河西体育センターや、B&G海洋センターでス
ポーツをしたり、石川の温水プールも人気のある
施設です。地区の交流センターの体育室の利用
や、平成26年4月からリニューアルオープンした
博物館で歴史学習や美術鑑賞したり、文化セン
ターのプラネタリウムなどもあります。環境整備
センタープラザ棟もリサイクルを気軽に学べる場
所としてご活用ください。
　ただし、施設によっては予約が入っている場合
もございますので、事前にご確認くださるようお
願いいたします。

健康福祉部
子育て支援
課

子育て環境

病児保育のできる病院が尐ないと思います。例
えば、市立病院の小児科などは、できないもので
しょうか。共働きの親が、子供が病気になったと
き、保育園へ預けられないとき、親も仕事を休め
ないときは、どちらかの祖父母を頼るしかありま
せん。

　病児病後児保育は、現在市内の2か所の小児
科医に委託し、「病児対応型」で実施しています
が、感染症の流行時期等には利用が集中し、待
機児童が生じることもありますので、今後は特に
「病後児保育」の受け入れ拡大について検討し
たいと思います。

健康福祉部
子育て支援
課

子育て環境

とっている部分が多く、システムを整えていった
ほうがよいと思います。各種イベントは人数制限
がネックになりますし、医療制度やブックスタート
など子育てする保護者への支援が整っていない
と思います。
「子育てするなら弘前で」というスローガンを掲げ
なければ、なくてもよいサービスですが、掲げる
以上、多角的な戦略が必要だと思います。

　平成２５年７月に開館したこども絵本の森で
は、子育て関係や乳幼児向けの図書を用意し子
育ての支援を行っております。
　また、平成２６年８月からブックスタートを開始
し、平成２６年４月以降に生まれた0歳児とその
保護者を対象に、こども絵本の森ほか各図書館
でブックスタートパックを手渡し、幼尐時からの読
書活動の推進に努めています。

教育委員会 弘前図書館

子どもたちを取りまく「いじめ」「不登校」「障が
い」等の問題にかかわる相談に対応をするた
め、教育センターに相談支援チームを設置し、相
談窓口（２６－４８０２）として、電話や来所による
相談に対応しています。また、こども悩み相談電
話（２６－２１１０）も開設し、電話相談も行ってお
ります。

「いじめ」については、各学校で「いじめ防止基
本方針」を定めていじめの未然防止、早期発見、
解決に向けた組織的な取組を進めております。
また、市教育委員会においても毎月の各学校の
いじめの状況について報告を受けるととともに、
助言を行ったり、場合によっては相談支援につな
げるなど、解決につながるよう努めております。

「不登校」については保護者や学校と相談をし
ながら、教育センター内にありますフレンドシップ
ルーム（適応指導教室）への通室を通して再登
校へつなげるなど、一人一人の様子に応じたき
め細かな対応に努めております。

「障がい」のあるあるいは疑われるお子さんに
つきまして相談を受けた場合には、就学支援室
における専門的なアドバイスにより、専門機関と
つないだり、保護者と学校をつないだりしなが
ら、その子にとって必要な支援を受けることがで
きるようつなげております。

スクールカウンセラーの活用につきましては、
平成２６年度県からのカウンセラー１名増員によ
り、カウンセラーの配置校・派遣校を増やし、細
かな対応ができるように進めております。場合に
よっては緊急派遣等により、必要な学校や児童
生徒に対応しております。

教育委員会
学校指導課
教育センター

・１０年以上前から弘前市で子育てをし、弘前の
地理的な部分など弘前のよさを感じ、東奥日報
の明鏡欄に「子育てをするなら弘前で!!」というく
らい子育てに力を入れて人を呼び込んだ方がい
いと提案したことがあります。また。自分の夢とし
て「一人でも多くの子どもに笑顔を!!」と思い、子
育てをしながら多方面において活動してきまし
た。その思いをそのまま形にしている葛西市長
にとても重なる部分を感じています。ただ、自分
の周りには「いじめ」や「不登校」「障害」に苦しむ
子供がたくさんいて、必要な支援に結びついてい
ない親子がたくさんいます。市内でスクールカウ
ンセラーをしている友人も「弘前はスクールカウ
ンセラーの使い方が悪く機能していない」という
話も聞きました。苦しんでいる親子が１人で苦し
まなくてもいいシステム作りをもっと組み立てて
ほしいです。

子育て環境
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

放課後対策

地方版「子ども・子育て会議」の設置は今後の子
育ての質と充実を保障する上で大変重要です。
「子育てするなら弘前で！」を提唱する弘前市が
最も早急に設置し、関係機関と市民の声をしっ
かりと受けとめ、連携して子供、子育てに関する
総合的な調査、審議を要望します。また、児童
館、児童センターとの機能や役割の違いと思わ
れますが、「なかよし会」については放課後の子
供の居場所として最善最良ではないと思いま
す。１８時までになったとはいえ、子供にとって
「つまらない」「仕方なくいる」場所になっているた
め、行きたがらない子供が多くなっている。一部
の子供だけではなく、複数、遊びの幅や子供との
関りの質、担当者の研修体制やポテンシャルに
問題があると思う。

・平成25年9月議会で条例を制定し、「弘前市子
ども・子育て会議」を設置しました。新制度施行
に向けて市が新たに制定する条例や規則・各種
基準等のほか、26年度中に策定する「弘前市子
ども・子育て支援事業計画」の内容等について、
会議の場で子育て支援関係者等の意見を反映
させていくこととしています。

健康福祉部
子育て支援
課

放課後対策

・内閣府が行った「子ども・子育て会議」に準じて
地方版「子ども・子育て会議」の設置は今後の子
育ての質と充実を保障する上で大変重要です。
「子育てするなら弘前で！」を提唱する弘前市が
最も早急に設置し、関係機関と市民の声をしっ
かりと受けとめ、連携して子供、子育てに関する
総合的な調査、審議を要望します。また、児童
館、児童センターとの機能や役割の違いと思わ
れますが、「なかよし会」については放課後の子
供の居場所として最善最良ではないと思いま
す。１８時までになったとはいえ、子供にとって
「つまらない」「仕方なくいる」場所になっているた
め、行きたがらない子供が多くなっている。一部
の子供だけでなく、複数、遊びの幅や子供との関
わりの質、担当者の研修体制やポテンシャルに
問題があると思う。

　弘前市では、全ての就学児童が放課後を安
心・安全に過ごし、多様な体験・活動を行うことが
できるよう、総合的な放課後対策について検討を
始めたところです。
　総合的な放課後対策の検討を行うための運営
委員会の設置や調整を担う者等の配置をし、関
係機関との連携・情報共有を図ってまいります。
　県では、子どもとの接し方、学習・体験活動等
の企画・実施方策、安全管理方策等の資質向上
を図るための講義や、他の事業関係者等との情
報交換・情報共有を図る研修を実施していること
から、関係者への周知と参加を促しています。

教育委員会 生涯学習課

放課後対策

いと思う。特に放課後に預けられるところが限ら
れている。６時以降、７時ころまででも延長しても
らえるところがあればよいと思う。また、民間機関
でも子供を預けられるところがふえればと思うの
で、行政の支援があればよいと思う。駅前に子
供と親の待ち合わせ場所となるスペースがあれ
ばよいと思う。ただし、トラブルを避けるため遊び
の広場ではなく、図書館などの静かで規律ある
環境がよいと思う。

・平成26年10月14日から、学童保育「なかよし
会」の開設時間を、平日は放課後から19時まで、
土曜・長期休業日等は7時30分から19時までに
延長します。
　また、児童館・児童センター内に学童保育「児
童クラブ」を設置し、前記「なかよし会」と同様の
時間に開設する準備を進めています。

健康福祉部
子育て支援
課

放課後対策
ときの児童館の開始時間が遅く、小学校低学年
の子供を１人置いていくのが不安です。７時ころ
から開始していただけたら助かります。あと延長
時間もあれば大変助かります。

・児童館・児童センター内に学童保育「児童クラ
ブ」を設置し、平日は放課後から19時まで、土
曜・長期休業日等は7時30分から19時までの時
間で開設する準備を進めておりますので、ご了
承ください。

健康福祉部
子育て支援
課

放課後対策
い。

・学童保育「なかよし会」の運営経費は無料で
す。各なかよし会の保護者費は、主におやつ代
となっていますので、ご理解ください。

健康福祉部
子育て支援
課
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

教育・学力

・教育にもっとお金を注いでほしい。先生方は疲れて
います。ほんとにゆとりのない学校生活です。尐人数
学級をぜひ実施して（全学年）、心のゆとりを与えてほ
しい。

　教職員の勤務実態については、毎年度、定期的に
市立小・中学校を訪問し、教育活動全般について実
態把握に努めており、学校現場での多忙さは認識し
ております。
　弘前市教育委員会では、小学校１学年から３学年ま
でと中学校１学年で導入している県の尐人数学級編
成推進事業を、平成24年度から市独自の取組により
段階的に拡充し、現在は、市立の小学校全学年と中
学校１学年において、尐人数学級編成（３３人学級）を
実施しております。また、教員からの相談を受けたり
アドバイスをしたりするなど、メンタルヘルスの面での
支援も行っております。

教育委員会 学務健康課

教育・学力

憂う。普通学級に在籍している軽度発達障害児【自閉
症・アスペルガー症候群・ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障
害）・ＬＤ（学習障害）など】は、学級崩壊の原因になり
やすいにもかかわらず、現場の先生方には専門知識
がほとんどない。もっと研修の充実と対策の強化が必
要と思う。子には３才児健診や就学前健診の段階か
ら専門家に紹介し、きめ細かい療育が必要と思う。ま
た、保育園や幼稚園にも特別支援コーディネーターの
存在が必要と思う。理解ある大人に出合えれば、障
害のある子供達も健やかに育つことができるのだか
ら。幼尐期からの本人と家族への支援が大切。

　インクルーシブ教育システムの構築がこれからの教
育現場に求められており、発達障がい等に対する正
しい理解を含め、教員の専門性及び資質の向上は喫
緊の課題であります。
　教育委員会では、一昨年度、特別支援教育に関す
る研修体系を見直し、特別支援教育に関する基礎的
基本的な内容について１６の講座で構成する、特別
支援教育の総合研修会を開催し、多くの教員に受講
いただいております。また、昨年度から文部科学省指
定の「インクルーシブ教育システム構築モデル事業」
に取り組み、合理的配慮協力員を派遣して、各校の
特別支援体制に関する指導助言を行っております。さ
らに今年度から、「インクルーシブ教育長期講座」を開
催し、年間を通した専門研修により、今後のインク
ルーシブ教育の中核的な役割を果たす教員の育成も
行っております。
　障がいのあるお子さんの早期からの支援について
は、今年１月から市で５歳児健康診査を開始し、就学
前の段階から教育相談の場を設け、保護者が安心し
て入学段階を迎えられるよう、支援の充実を図ってい
るところです。
　特別支援教育コーディネーターについては、現在、
市立小・中学校では全ての学校にその役割を担う教
員がおりますが、今後は保育園や幼稚園についても
検討いたします。

教育委員会 教育センター

教育・学力

・ 特別支援教育の小学校・中学校での対応の遅れを
憂う。普通学級に在籍している軽度発達障害児【自閉
症・アスペルガー症候群・ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障
害）・ＬＤ（学習障害）など】は、学級崩壊の原因になり
やすいにもかかわらず、現場の先生方には専門知識
がほとんどない。もっと研修の充実と対策の強化が必
要と思う。子には３才児健診や就学前健診の段階か
ら専門家に紹介し、きめ細かい療育が必要と思う。ま
た、保育園や幼稚園にも特別支援コーディネーターの
存在が必要と思う。理解ある大人に出合えれば、障
害のある子供達も健やかに育つことができるのだか
ら。幼尐期からの本人と家族への支援が大切。

市では、３歳児健診に加え、平成２５年度から５歳児
発達健診を開始し、弘前大学や教育委員会、療育機
関と連携し、健診の結果に基づき適切な療育、就学
に結び付ける取り組みを行っています。

健康福祉部
健康づくり推
進課

教育・学力
ますが、給料が安く生活が不安です。上の学校にも行
かせてあげたいので、奨学金等の資金面の協力体制
を充実させてほしいです。

・市では、経済的理由等によって修学が困難な家庭
の進学者に対して奨学金を無利子で貸与する、奨学
金制度を設けております。奨学金の額（月額）は、高
校が13,000円、大学・専門学校等が25,000円です。市
の他にも修学を支援する団体の多様な制度がありま
すので、ご家庭の状況に合わせてご活用ください。

教育委員会 教育政策課

約束４－（２）
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

教育・学力
ごみに捨てている人もいた。

　平成24・25年度の成人式の記念品は陸奥新報縮刷
版（20年間のできごと）であり、それ以前にはキーホル
ダーやピンバッチであったこともありました。
　縮刷版をごみ箱に捨てている人がいたとのことでし
たが、一方で新成人の両親がそれを楽しんで読み、
親子間のコミュニケーションに役立ったという話も聞い
ております。
　好みや価値観の違いがあり、すべての新成人の期
待に応えることは困難ではありますが、今後も記念品
の選定作業に力を注いでまいります。

教育委員会 生涯学習課

・　まちづくりや地域活性化に関する研究を大学に事
業委託する「弘前大学への地域課題研究委託事業」
を経営計画に位置付けて取り組むこととしておりま
す。（平成２６年度５事業実施）

経営戦略部 行政経営課

・ひろさき産学官連携フォーラムにおいて産学官の連
携に取り組んでいるほか、大学等との共同研究を行う
企業への支援についても取り組むこととしています。

商工振興部 産業育成課

生涯学習
・ 習い事をしてみたい。さまざまな種類、時間帯で提
案してほしい。

　市街地地域では、弘前文化センターで定期的に自
主的活動をしている22団体の文化グループがありま
す。新規会員の募集は、各グループ毎に広報などに
掲載しています。
　また、毎年11月に弘前文化センターフェスティバル
が３日間開催され、全グループが企画・運営・発表を
しています。
　地区公民館地域では、12の公民館で様々な活動を
しています。毎戸配布や回覧版で読んでいただく各
「公民館だより」で、活動の様子や募集の内容を知る
ことができます。
　また、地区公民館では文化祭による展示や発表も
行っています。
　中央公民館相馬館では、相馬地区の住民を対象に
料理教室・盆栽教室等を行う「相馬塾」を夜間（19：00
～21：00）に開催しています。今後は相馬地区以外の
市民の参加も検討していきます。

教育委員会

生涯学習課
（中央公民
館・中央公民
館相馬館）

生涯学習 ・ 小さなサークルが発表できる格安の場所がほしい。

　ご希望の発表形態（例えばコーラス、劇、演奏など）
を教えていただければ用途に合った会場をご案内で
きる場合があります。
　市の施設関連では「中央公民館３館」「地区公民館
12館」「総合学習センター」「交流センター１１カ所」な
どがあります。
　貸館については、各施設にお問い合わせください。
　また、ダンス、コーラス、演奏等発表できる機会（各
団体5分程度）として、岩木地区文化祭が毎年11月下
旪に行われます。市民のどなたでも参加できますので
中央公民館岩木館へお尋ねください。

教育委員会
生涯学習課・
中央公民館
岩木館

・市内に立地する大学との協同事業、研究等をもっと
もっと大学の知見を市政発展のために活用すべきで
ある。

大学
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

　中央公民館３館では高齢者教室事業を実施してお
ります。対象年齢、実施回数、内容等は各々条件が
異なりますので詳細については各中央公民館へお尋
ねください。
　地区公民館地域でも、高齢者教室事業を実施して
おります。毎戸配布や回覧版で読んでいただく各「公
民館だより」で、活動の様子や募集の内容を知ること
ができます。

教育委員会 生涯学習課

　弘前市では老人クラブ活動を行っている町会があり
ます。活動状況や内容については最寄りの老人クラ
ブか弘前市老人クラブ連合会事務局へお問合せくだ
さい。
　また、老人福祉センターや生きがいセンターでは生
きがい教室やレクリエーションを行っている施設があ
りますので各施設へお問合せください。

健康福祉部 介護福祉課

生涯学習

・健康老人（資格はないが経験豊富）が家事などでヘ
ルパーを必要としている人の助けになればと思う。ボ
ランティアだと長続きしないし、張り合いがないと思う
ので、ポイント式にしてはどうでしょうか。そして将来、
貯まったポイント分を無料で利用できるというのはい
かがでしょうか。

　高齢者の地域の社会的な活動への参加は、高齢者
自身の生きがいや介護予防等になると考えられま
す。
　また、これからの介護事業は高齢者を含めたボラン
ティア団体やＮＰＯ、民間企業など地域団体の活用が
考えられますので、ご意見については今後の計画の
参考にさせていただきます。

健康福祉部 介護福祉課

文化振興
ろなコンサートが青森などに行ってしまいます。それ
は市民会館が人数が入らないからだと思います。そ
の辺をもう尐し考えてほしいです。

　市では、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
施しており、今後も様々な分野での事業の実施につ
いて検討していきたいと考えております。

市民文化ス
ポーツ部

文化スポーツ
振興課

スポーツ・
レクリエーショ

ン

・高齢者が集ってレクリエーションをしたり、スポーツら
しきことができる場所がほしいと思っています

　弘前市では老人クラブ活動を行っている町会があり
ます。活動状況や内容については最寄りの老人クラ
ブへお問合せください。
　また、老人福祉センターや生きがいセンターではレ
クリエーションなどを行える施設がありますので各施
設へお問合せください。

健康福祉部 介護福祉課

スポーツ・レク
リエーション

・岩木川のゴルフ場について詳しくは知りませんが、
一市民として、なぜ市税が一部のスポーツ、ゴルフ利
用者のために使用されるのか理解できない。

　運動公園内の施設や市民体育館などの社会体育
施設と同様に、岩木川市民ゴルフ場は、市の社会体
育施設として、今後も市民の皆さんが安心して長く利
用できる環境を整え、継続していかなければならない
と考えております。

市民文化ス
ポーツ部

文化スポーツ
振興課

スポーツ・レク
リエーション

・市民ゴルフ場は、平成21年に弘前市第三セクター点
検評価委員会報告書で「事業の継続は困難と指摘さ
れている」にもかかわらず、なぜ年間500万円もの指
定管理料を支出し続けているのか。高い国保料を市
民に課しながら全く公平性に欠ける。

　市では、市民ゴルフ場は、市が所有する社会体育
施設であり、指定管理者である弘前ウォータフロント
開発㈱の経営とゴルフ場の維持管理については分け
て考えるべきであると判断しております。
　また、弘前市社会体育施設等のあり方検討市民懇
談会から、市民ゴルフ場は社会体育施設として必要
な施設であることなどの提言を受け、市民ゴルフ場の
施設設置者として、良好な状態で利用できるよう維持
管理経費の一部として指定管理料を支出したもので
す。
　なお、現在は、市民ゴルフ場の管理棟や駐車場など
を賃借し、新たな指定管理者に運営管理を委ねてお
ります。

市民文化ス
ポーツ部

文化スポーツ
振興課

か。月単位の老人のサークルとかどこに何があるか、
どこで参加申込すればよいかわからないと相談され
たときもある。

生涯学習
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

　国際交流等に意欲のある若者がより多く参加できる
よう、海外研修の経費の一部について「国際人育成
支援事業費補助金」で支援しております。

市民文化ス
ポーツ部

文化スポーツ
振興課

　中学生国際交流学習事業では、全ての経費のうち５
万円を自己負担としています。（パスポートや海外旅
行保険加入に関しても自己負担となります。）他市町
村でも同様の中学生を海外に派遣する事業を行って
いますが、比較すると自己負担５万円は最も負担が
軽くなっています。

教育委員会 学校指導課

公共施設

イスを置いたほうがよいと思います。市職員側はイス
に座っており、青森市立図書館などは使用者側にも
座れるイスがあり、参考にしてください。市立図書館を
利用する際、駐車場から図書館に行くときに直接雤が
身体に当たるのは即改善していただきたいと長年不
満に思っております。

　弘前図書館１階閲覧室カウンターは、子どもから大
人まで利用することから、安全性を考慮したカウン
ターとなっています。また、バーコードによる図書館シ
ステムを採用していることで、貸出返却業務でお客様
を待たせることは尐ないものと思われます。　時間の
掛かる資料検索等は、２階調査室で対応しています。
　地下駐車場は、観光館施設であり、当館専用駐車
場でないため、立体トラス屋根（観光館と弘前図書館
の間の大屋根）の拡張などについては、今後の施設
改修などの中で関係課に要望してまいります。

教育委員会 弘前図書館

公共施設 すが、本が落ち、本当にショックを受け、本を借りるの
をためらっています。本が痛む。

　市内（弘前図書館他７ヵ所）に設置している返却ポス
トは、本が痛まないような構造になっています。（すべ
り台方式や重さにより沈んでいく方式など）
　返却の際は、最寄りの図書館へお願いします。

教育委員会 弘前図書館

公共施設 になったら車を寺町の通りに停車させないようにして
ほしい。

　さくらまつり期間など、混雑が予想される場合は係
員を配置し、近隣駐車場を紹介するなど、対応に努め
ております。

市民文化ス
ポーツ部

文化スポーツ
振興課

公共施設
・市営住宅に住んでいるが、今冬も天井から雤漏り、
クロスの痛みがひどい。築何十年になるのでしょう
か。その間、何の修理、修繕もありません。

　市営住宅の修理、修繕については、定期的な点検
を行い、適切な時期に予防保守的な修繕を行うこと
で、居住性・安全性の維持向上を図り、長期的に活用
することとしています。なお、緊急的な修繕等は随時
行っておりますので、ご相談ください。

財務部 財産管理課

部の人に限られている。
国内外交流
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

社会福祉
いる人もいるそうだ。税金がもったいない。生活保護
の人のほうが介護や医療を多く使っていて理不尽だと
思う。

・生活保護の開始にあたっては、収入資産調査のほ
か、扶養義務者へ扶養照会を行い、扶養の可能性を
確認したうえで決定しています。また、開始後におい
ても、生活保護受給世帯を定期的に訪問し、生活上
の義務や収入などの届出義務について指導を行うと
ともに、扶養義務者に対する一斉調査を行っていま
す。

・不正受給対策として、課税調査を実施し、未申告収
入の有無を確認しています。

・介護サービスの適正利用のため、介護支援専門員
を配置し、ケアプランの点検や生活保護受給者に対
する助言・指導を行っています。

・医療の適正受診のため、レセプト内容の点検強化、
レセプト管理システムの活用による頻回受診・重複受
診の防止、ジェネリック医薬品の使用促進や調剤薬
局との連携による適切な使用指導を行っています。

健康福祉部 生活福祉課

社会福祉 す。子供達と縁を切って生保で悠々と暮しています。

・生活保護の開始にあたっては、収入資産調査のほ
か、扶養義務者へ扶養照会を行い、扶養の可能性を
確認したうえで決定しています。また、開始後におい
ても、生活保護受給世帯を定期的に訪問し、生活上
の義務や収入などの届出義務について指導を行うと
ともに、扶養義務者に対する一斉調査を行っていま
す。

・不正受給対策として、課税調査を実施し、未申告収
入の有無を確認しています。

健康福祉部 生活福祉課

社会福祉
が必要だと思った。最低賃金の人よりお金を多くも
らっている。携帯代は必要ないのでは。最低限でよい
のでは。子供に小遣いをあげている人もいます。おか
しいです。みんな税金を頑張って払っているのに。

・生活保護の基準は、生活保護法により、国民の消費
動向や社会経済情勢を勘案して国（厚生労働大臣）
で定めています。

・平成26年10月改定の青森県最低賃金は生活保護
基準を上回っています。

健康福祉部 生活福祉課

社会福祉

で年齢だけでほとんど断られてしまう状況です。なの
で今は妻と二人で生活保護で生活していますが、弘
前の生活保護費は余りにも低過ぎると思います。それ
と私の住んでいる所はバスの本数も尐なく、どこへ行
くにしても非常に不便なので、生活保護の規定を緩和
できないものでしょうか。せめて軽自動車または原付
バイク限定とかしていただくことはできないでしょうか。

・生活保護の基準は、生活保護法により、国民の消費
動向や社会経済情勢を勘案して国（厚生労働大臣）
で定めています。

・生活用品としての自動車及び原付バイクの保有は
原則認められておりません。

健康福祉部 生活福祉課

社会福祉
・子供に対する行政支援ばかりが目立っているが、高
齢者支援も今後必要になってくるのではないか。

　弘前市では、低所得者対策として介護保険の軽減
や、介護保険以外のサービスとして寝たきり高齢者紙
おむつ支給事業、寝たきり高齢者寝具丸洗いサービ
ス事業、生活支援事業（ホームヘルパーの派遣）など
を行っております。今後も高齢者への支援策について
研究してまいります。

健康福祉部 介護福祉課

約束５
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

社会福祉

・子供手当や母子年金など色々な支援があります
が、国民年金だけでは生活ができずに８０歳を過ぎて
も働かなければ生活していけない人達もおります。大
正生まれの人は年金が義務づけられていなかったの
で金額が尐ないのです。８０歳以上の人達にも何とか
手当が欲しいです。

　弘前市では、低所得者対策として介護保険の軽減
や、寝たきり高齢者紙おむつ支給事業なとを行ってい
ますが、高齢者の生活支援のための手当の制度はご
ざいません。
　今後、生活困窮の不安が生じたときは、市の担当課
へご相談ください。

健康福祉部 介護福祉課

社会福祉

・有料老人マンションがふえておりますが月９万円くら
いの年金ではとても利用できません。私は家族なし、
年金収入のみの生活をしております。介護が必要に
なっても安心して暮せるような施設をふやしてほしい
です。

　市では介護が必要になっても、高齢者が住み慣れ
た地域で安心して生活が続けられるよう、様々なサー
ビスが切れ目なく提供されるような体制づくりを進める
ための具体的な対策を盛り込んだ介護保険に係る事
業計画を現在策定しており、安心して暮らせるまちの
実現を目指してまいりたいと考えております。

健康福祉部 介護福祉課

社会福祉

・私は数年前まで知的障害者施設で支援の仕事をし
ていましたが、一般の人々の障害者に対する理解は
まだまだ不十分です。障害者福祉の充実と市民との
交流の場を施策に考えていただきたいと切に思いま
す。

　市では、広報やホームページで障がい福祉サービ
ス及び障がい者に関する様々な催しものを掲載して
おります。交流の場の一つとして、障がい児者と家族
及び市民とボランティアがレクリエーションを通して楽
しく交流を深める弘前市社会福祉協議会主催の「愛
の広場」に共催し、市職員の開催協力や市民の方に
参加いただいております。
　また、市では、この「愛の広場」をはじめ、各種障が
い者団体への助成を行っております。
　今後も障がい者に対する理解を深めるため、市民
への啓発活動や障がい者の社会参加を促進させるた
めの活動の支援を行ってまいります。

健康福祉部 福祉政策課

社会福祉
・市民の生活に直接影響する国保等の料金値上げ等
は、決定する前に市民にも情報を提供するべきであ
る。

　国保料の料率改正は、国保運営協議会及び市議会
での審議後、条例改正を行い料率改正となります。市
議会による条例改正案の議決前に料率改正を周知
することはできませんが、正式に料率改正後は速や
かに広報ひろさき、ホームページなどによって情報の
提供を行っております。

健康福祉部 国保年金課

社会福祉
　子供ができにくい家庭、不妊治療を受けている家庭
にもやさしいまちづくりにしてほしい（金銭的にも）。

　平成２６年度より、「特定不妊治療助成事業」　を実
施予定です。特定不妊治療を行っている夫婦の経済
的な負担を軽減するために、市が青森県特定不妊治
療費助成事業の対象者に上乗せ助成するものです。

健康福祉部
健康づくり推
進課

社会福祉 ・退職者はまだ元気。大いに利用すべし。

　高齢者の地域の社会的な活動への参加は、高齢者
自身の生きがいや介護予防等になると考えられます
ので、今後の取り組みへの参考とさせていただきま
す。

健康福祉部 介護福祉課

社会福祉

・一人暮しのお年寄りがふえているため、その支援が
安心し楽しい老後を送れるような社会を作っていただ
きたいと思う。例えば、一人で食事をする「孤食」をさ
せないような取り組みとして、小学校や保育園などで
食事をしていただけるような環境づくりなどもいいので
はないかと思います。毎日は無理なので週１回とか月
１回でもいいのではないでしょうか。

　弘前市では、「ほのぼのコミュニティ２１推進事業」に
より、住民ボランティアによる一人暮らし高齢者等の
家を訪問し交流する事業を行い、孤独感を解消する
ための交流を図っています。
　また、地域によっては地区社会福祉協議会で、地域
の小学生と食事会を開催している地区もありますの
で、地区社会福祉協議会へお問い合わせください。

健康福祉部 介護福祉課
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

社会福祉

・障害者福祉関係では、対応が縦割りで、障害者側が
幾つもの場所を訪れ、書類等の作成を申請する必要
があり、健常者でもいやになるような状況なのに障害
者にとっては極めて苦痛である。どこかの部署で作成
した資料等をシェアするなど、利用者側の立場での対
応をお願いしたい。

　福祉の窓口で行う手続きには、福祉関係の複数の
窓口のほか、医療機関での診断や、金融機関の口座
手続きなどを行っていただく場合があります。特に移
動が困難な方にとっては、諸手続きに大変ご不便を
おかけいたします。今後とも、手続きの方法が、利用
される方にわかりやすく示され、納得されるものにな
るように努めてまいります。

健康福祉部 福祉政策課

保健医療

しています（ぜんそく予防）。小さいころは医療費が１，
５００円を超えた分はかえってきましたが、今は全額
負担なので、せめて低学年位まで医療費がかえってく
ると助かります。また幼児の時にかえってきた医療費
ですが、申請しなくてはいけないけれど、それもどうに
かしてほしいと、よく思っていました。１，５００円を超え
た証明ができたら窓口の支払がないようだと助かりま
す。

・子ども医療費給付制度は、平成26年8月から、4歳以
上就学前の子どもの通院医療費に課されていた1か
月当たり1,500円の自己負担を廃止して無料化すると
ともに、医療機関の窓口において支払いがなくなる現
物給付の対象となるように拡充しました。
　これにより、所得制限はありますが、就学前児童の
医療費について無料となりました。

健康福祉部
子育て支援
課

保健医療

・医療費の増加について。高齢者の増加に伴い医療
費が年々ふえている現状は頭が痛いことである。発
想を変えて老人の健康増進に力を入れて治療費減を
と思っている。例えば、高齢者の健常者に税金を減免
をするというのはどういうものか。健康な老人はお金
や努力によって健康を保っているのであるから、その
ほうびとして。

　高齢の方々にとりましては特に健康であることが幸
せの源であり、そのためにお金や普段の注意や努力
で健康を維持されていることは介護保険制度の維
持、運営の観点から大いに感謝と敬意を申し上げま
す。
　ただし、制度上減免については難しい点もあり、貴
重なご意見は今後の制度を運営していく中で生かせ
るよう努めてまいりたいと考えております。

健康福祉部 介護福祉課

保健医療

つりの入場料が無料など、何でも３人目からですよ
ね。生活に余裕があるから３人目があると思うのです
が。私は双子の子供がいます。双子の場合は何もな
いんですよね。双子の場合も何かあったら大変うれし
いと思います。それと小学生、中学生の子供が一番
お金がかかると思います。インフルエンザの予防接種
などの費用、どうにかなりませんか。入院費の無料化
はうれしいですが、日々の病院代の方が大事だと思
います。３才までの医療費が無料じゃなく小学生、中
学生も無料か半額などの考えが必要だと思います。

平成25年度から、小学校未就学児を対象に、インフ
ルエンザワクチン予防接種に係る費用について、1回
分を助成しています。

健康福祉部
健康づくり推
進課

保健医療

・昨今、風疹の流行が続いており、赤ちゃんへの影響
が心配されております。他の自治体では風疹の予防
接種に一部あるいは全額助成しております。弘前市
においても子供に限らず、成人に対しても予防接種の
助成を進めていだだきたいと思います。

平成25年度から妊娠を予定又は希望する者、妊婦の
同居家族などを対象に、抗体値検査及び抗体値の低
い者に対するワクチン接種を無料で実施しています。
平成26年度は、妊娠を予定又は希望する者の同居家
族等まで対象者を拡大して実施しています。

健康福祉部
健康づくり推
進課
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

保健医療

・自分自身が高齢者になりつつある中で健康に関心
を持つようになってきています。長野県のある公民館
の取り組みだったと思いますが、塩分測定器が準備さ
れており、住民が鍋に尐量のみそ汁を持参し塩分量
を調べていました。塩分を控えめにと漠然と指導する
より数字ではっきり分かると食生活の改善をしやすい
と思いました。病に倒れてからでは、本人ももちろん
家族も大変です。予防に重点を置いた活動をふやし
ていただければと思います。

　65歳以上の要介護認定のない高齢者全員に、3年
間にわたって基本チェックリストを郵送・回収すること
により、介護二次予防事業の対象者把握をし、通所
型等の介護予防事業の参加を促します。
※介護二次予防事業は、要介護状態になるおそれの
高い65歳以上の高齢者が要介護状態にならないよう
予防し、生きがいや自己実現につながるように支援す
る事業で、筋力向上トレーニング、口腔機能の向上、
栄養改善、閉じこもり・認知症・うつ予防支援がありま
す。
　今後も健康で生き生きと老後を過ごせる事業を進め
てまいります。

健康福祉部 介護福祉課

保健医療

　自分自身が高齢者になりつつある中で健康に関心
を持つようになってきています。長野県のある公民館
の取り組みだったと思いますが、塩分測定器が準備さ
れており、住民が鍋に尐量のみそ汁を持参し塩分量
を調べていました。塩分を控えめにと漠然と指導する
より数字ではっきり分かると食生活の改善をしやすい
と思いました。病に倒れてからでは、本人ももちろん
家族も大変です。予防に重点を置いた活動をふやし
ていただければと思います。

　毎日、食事に登場する味噌汁の塩分を自分自身が
測定し、その数値をはっきりと確認できることは食生
活の改善につながる良い方法です。市と連携している
食生活改善推進員会では、長野県を参考に家庭訪問
による味噌汁の塩分測定を今後実施する旨情報を得
ており、市でも協力し活動を支援しながら健康寿命
アップへ努めていきたいと思います。

健康福祉部
健康づくり推
進課

保健医療
ても長く待たされるのでさらに悪化する。

・市立病院の二次救急輪番での夜間、休日の診療に
おいては、当直・宿直の医師のみであるため混み合う
場合はお待ちいただくことがあり、また、傷病の程度
により診療の順序を変更することもありますので、ご
理解をお願いします。
・なお、重症患者が多い場合は、当直・宿直以外の医
師も、呼び出しにより診療を行っています。

市立病院事務局 総務課

保健医療

ように思います。また、医師の担当科以外の簡易な診
療だと、困っている患者に対応しきれているか不安で
す。以前、弟が腹痛で苦しんだとき連れて行ったら触
診のみで便秘だと医師に言われたが、翌朝病院に
行ったら腸壁に穴が空いていて緊急手術したことがあ
ります。

・総合病院に勤務する医師については、個々の医師
が担当する診療科目が限定されており、複数の診療
科目に対応するためには複数の医師の配置が必要
ですが、現在の医師数で複数配置を行えば医師の労
働環境が極端に悪化するため、複数配置は困難で
す。
・このため、二次救急輪番は、内科・外科・小児科とそ
れぞれ担当する病院を定めて実施しています。
・また、市立病院では、総合的な医療を提供するプラ
イマリ・ケアにも取り組んでおり、日常的に起こる健康
問題の解決に努めています。

市立病院事務局 総務課

保健医療 喫煙率高過ぎ（未成年も含めて）

平成22年国民健康栄養調査では喫煙率は19.5％でし
た。青森県は男が最下位で36.1％、女が北海道につ
いで7.9％でした。弘前市は国より低く推移しており
16.5％でした。男性は年々減っていますが女性は横
ばいです。　毎年禁煙週間にたばこの健康影響や禁
煙支援について普及啓発活動をしています。また妊
婦窓口相談時に家族に禁煙・分煙指導を実施してい
ます。その他保健センターでは禁煙相談を実施してお
ります。

健康福祉部
健康づくり推
進課
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

保健医療
・保険証の有効期限等に関して、無駄なお金を（送料)
使っているように思われる。

　保険証の有効期限及び保険証の色については、青
森県内４０市町村が統一することで実施しています。
保険証の有効期限は毎年１０月から翌年の９月まで
の１年間となっております。

健康福祉部 国保年金課

保健医療

・去年のガン検診のハガキが夏以降に届いた。２年前
のときは春に届いていたので、期間が長くてよかった
が、夏以降で３月末までだと期間が短いので春に届
いてほしい。冬の間は出かけるのは大変なので。

子宮・乳がん検診のお知らせかと思いますが、巡回
の日程に合わせて地区（学区）ごとに通知を郵送して
おります。毎年春に作成している「健康と福祉ごよみ」
に年間の日程が載っておりますので、通知が届く前で
も対象の方であれば検診を受けることは可能ですの
で健康づくり推進課へお問い合わせください。

健康福祉部
健康づくり推
進課

保健医療

　地域の健康診断もわざわざ保険センターまで行くこ
とになり、そこまで車の手配もできない年配の方々は
どうしますか。タクシーで来れば済むとでも言うのか。
不便な事ばかりで役所の職員は人数多く、そんな税
金の使われ方をされていることが許せない。

毎年、総合検診車による胃がん・肺がん・大腸がんの
検診を市内巡回し行っています。町会を通じてお知ら
せし保健センター(37-3750)で申し込みを受け付けて
います。また、子宮・乳がん検診も検診車が巡回して
おり、日程については「健康と福祉ごよみ」に年間ス
ケジュールを記載しておりますので参考にしていただ
ければと思います。

健康福祉部
健康づくり推
進課
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

行政運営

（事務処理ミスに関する意見集約）
・ミスが多発しており、市職員の意識改革が必要であ
る。
・外部委託が検討されているが解決策として適切なの
か。
・ミスの公表は職員の意識改革に役立っていると思う
ので、大いに評価する。
・小さいミスまですべて公表して職員の士気を削ぐこと
にならないようにしてほしい。

　事務処理ミスについては、全庁的に再発防止や未
然防止のため、研修の実施や職場内での点検、
チェック体制の充実などを図ってまいりました。
　また、仕事力向上・リノベーション事業（運動）を実施
し、事務の改善点を見出し、業務時間の短縮を図ると
ともに、外部委託によりスリム化を図り、限られた人的
資源で効率的に業務を進められるよう検討を進めて
まいります。
　今後とも市民へ影響のあった事務処理ミスはしっか
りと公表することで、行政の透明性を確保し、職員が
適度な緊張感をもって勤務に当たるよう努めてまいり
ます。
　一方、庁内フリーエージェント制度の導入など職員
の意欲を引き出す取り組みを進めるとともに、成果を
上げた職員に人事・給与面での処遇へ反映させる新
たな人事評価制度について、今年度から一部試行
し、本格導入に向けた準備を進めてまいります。

経営戦略部
行政経営課
人材育成課

行政運営

(接遇に関する意見集約)
●市職員の態度について
・高圧的で、冷たい、態度が悪い、愛想が悪い、電話
も対応が悪い。
・親切で気持ちよい、以前に比べて随分よくなった、本
庁舎1階の対応はすごくよくなった。

　職員の接遇研修については階層別研修を始めとし
て機会ある毎に行っているほか、言葉使いや服装な
ども含んだ内容のマナーブックを作成し接遇改善に取
り組んでおります。結果改善されてきたとのご意見も
いただいておりますが、満足いただけないご意見も多
数よせられ、目標とする満足度には達成していない状
況となっております。
　経営計画においても事業として位置付け、今後も継
続してまいります。

経営戦略部 人材育成課

金等は考えていただきたい。

私たちから見れば楽に仕事しているとしか思えませ
ん。もっと住民の方に生活が楽になるよう考えてもら
いたいものです。

減をすべきでは。暇そうにしている職員もいる。中年
層は負担が多く生活が大変です。役所だけでなく議員
数も削減してほしい。弘前は税金が高過ぎるので、住
民票だけを他の市に移す人もいるとか。時間はかか
ると思うが考慮すべき。

事をしていない人が多い気がする。一般の会社員に
比べて甘さがある（市職員）。

約束７

　地方公務員の給与は、
①その職務と責任に応ずるものでなければならない。
（職務給の原則）
②生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並
びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮
して定められなければならない。（均衡の原則）
とされています。
その決定にあたっては議会の議決を得ています。

　当市は、これまで給与の適正化に努めてきた結果、
国の給与水準を100とするラスパイレス指数は県内10
市中7番目と低い水準になっています。

　今後は人事評価制度の導入により、能力・実績に基
づく人事管理を推進するなど、給与制度の適正な運
用に努めます。

　総務省が毎年度実施している定員管理調査におい
て、当市は類似５３団体の中でも人口当たりの職員数
が平均よりも尐ないという結果が示されており、他団
体との比較において職員数は適正な水準にあると考
えております。

　今後も、事務事業のスクラップ、業務委託や指定管
理者制度などのアウトソーシングの積極的な活用に
より、定員の適正化に努めます。

行政運営 経営戦略部 人材育成課

行政運営 経営戦略部 人材育成課
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

行政運営 ・（抜粋）役所だけでなく議員数も削減してほしい。

　議員定数については、次の一般選挙から６人減らし
て、２８人とする「弘前市議会議員定数条例」を施行し
ています。

議会事務局 議会事務局

い人材を採用してほしい。

んだ考えを持っていることが重要。しかし、そのための
教育に時間もお金もかける必要はない。採用をしっか
りと行い、職場で才能を潰さない工夫が大事だと思
う。

る。その都度、誰かに聞かなければならず、わずらわ
しい。

て、訳がわからない課とか、何をしている部署なのか
わかりません。例えば、人事課なら人事課、企画なら
企画課といった前のとおりの名前でよかったのではな
いでしょうか。一般市民の私達は何のために変える必
要性があったのかわからないところがあります。市役
所に用事があって行っても、逆にわけがわからない名
前の課にとまどいもあります。もう尐し一般市民が理
解できるわかりやすい名前にしていただきたいと思い
ます。

・独身で仕事が午後５時で終わりのため、市役所が利
用できないため、会社を休んで行かないといけないの
で不便だ。

・市役所業務の時間を長くする日とか、土日開く日を
作ってほしい。日曜日２階の一部、時間の長い日もあ
るのは知っているが、あとの用事は全然できない。仕
事を持っている人のことも考えて、市民税金だけ高く
しないで。

行政運営
・夏、市庁舎に入ると熱くて大変。待っている間、具合
悪くなりそうです。職員のミスが多いのも暑さが原因
の一つかも。

　空調につきましては、市役所庁舎改修事業が終わり
次第、全館冷暖房完備となりますので、改修が終わる
までもうしばらくお待ちください。

財務部 財産管理課

行政運営

・役所の中がクールビズ・ウォームビズだか知らない
が環境が悪過ぎ。職員、特に女性の職員の服装が派
手過ぎる。制服があった方がいい。ジーンズ、それっ
ぽい物を平気で着衣している。臨時職員の茶碗洗
い、地下の洗い場で長々とふざけながら洗っている。
毎日見受けられる。わざわざ地下の洗い場で茶碗を
洗わなくてもいいのではないか。コピー、茶碗洗い用
の職員は要らない。生活保護の不正受給者が近所に
いる。しっかり調べてやっているのか。私達の税金で
すよ。

　生活保護の開始にあたっては、収入資産調査のほ
か、扶養義務者へ扶養照会を行い、扶養の可能性を
確認したうえで決定しています。また、開始後におい
ても、生活保護受給世帯を定期的に訪問し、生活上
の義務や収入などの届出義務について指導を行うと
ともに、扶養義務者に対する一斉調査を行っていま
す。

　不正受給対策として、課税調査を実施し、未申告収
入の有無を確認しています。

健康福祉部 生活福祉課

市民文化ス
ポーツ部

市民課

　多様化・複雑化・高度化する市民ニーズにスピード
感をもって対応するために、特別な技能、経験、知識
を有する者など、民間からの採用を推進しています。

　特に幹部職員の登用については、市内部からの登
用が難しく、新規採用や内部育成だけでは得られな
い、特定の分野における専門的な知識や技能等を有
したスペシャリストであること、また更に管理監督的役
割又は指導的役割を果たすことのできる人材である
ことが求められており、こうした人材を任期付採用して
います。

　また、採用試験では民間企業等の経験者を対象と
した社会人枞を設定し、年齢の上限も引き上げるな
ど、優秀な人材を幅広く求める取り組みを実施してい
ます。

　平成25年４月には、行政ニーズの変化や緊急の課
題に、迅速かつ的確に対応するため、柔軟で機動的
な組織運営を行うことを目的とした組織の見直しを実
施しました。

　今後も必要に応じて、見直しを実施することになりま
すが、広報やホームページなど様々な媒体を活用し、
また周知期間を十分設けるなど、市民の皆様にわか
りやすいものとなるよう努めます。

行政運営

　ヒロロ3階の総合行政窓口では、住民票・戸籍証明
書・印鑑登録証明書・所得課税証明書などの証明書
発行サービスにつきましては、平日は午後7時まで、
土・日・祝日は午前8時30分から午後5時まで、ご利用
できます。
　また、年度末、年度始めの転入・転出等異動の集中
する時期には、市民課ほか関係複数課による土・日
開庁及び平日午後７時までの窓口対応を実施してい
ます。

経営戦略部 人材育成課行政運営

行政運営 経営戦略部 人材育成課
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

税金等の負
担

・観光事業等に特に力を入れているように見受けら
れ、テレビでのパフォーマンスが目立ちますが、国民
保険料等も考えてほしい。
・弘前市の国保料は県内で最も高額です。一般会計
から国保会計へ繰り上げるなどして、国保料の引き下
げを強く望みます。年金だけで生活する者にとって超
高額の国保料の負担は極めて大きく、生活苦を強い
られています。ぜひ国保料引き下げを実現してくださ
い。

　国保料は、所得に応じた負担をしていただくことと
なっており、年金額に応じた負担となっているものと考
えます。平成２１年度に国保会計が赤字となり、現在
も赤字の状態が続いていることから、国保料の引き下
げは困難な状況にあります。
　なお、平成25年度の一人当たり国保料の額は、当
市は県内40市町村中16番目となっております。

健康福祉部 国保年金課

税金等の負
担

・介護保険料について、年金額が年額１８万円未満の
人からも保険料を徴収するのは反対です。月額１万５
千円から取るのはどうか。年間率は２０％、それに比
べ４００万以上の人の率は３％です。余りにも差があ
ります。私は今の８段階だけでなく、もう２段階設け
て、例えば６００万、８００万を作り、年金額の尐ない人
は無料としてもらいたい。生活保護者よりも尐ない年
金で生活されている人をどう思われますか？青森県
内で一番高い弘前市の介護保険料に市長の考えを
求めたい。

　介護保険制度の改正により、第６期介護保険料で
は低所得者の保険料の軽減を行う仕組みを設けるよ
う取り組んでいます。また、以前より、生活困窮者に
ついては、減免の制度を設けています。ただし、介護
保険は社会保険制度の一つであり、被保険者が同じ
リスクを持っていることから、低所得者であっても負担
をする仕組みとなっています。

健康福祉部 介護福祉課

税金等の負
担

・介護保険料が高く、申請や更新にも日数がかかり過
ぎだと思います。

　市の経営計画において、「要介護認定結果の早期
通知の実施」として取り組んでおり、事務処理の見直
しと、平成２５年４月に認定調査員を３名増員し、申請
から調査実施までの期間を短縮しております。要介護
認定結果の早期通知は介護サービス利用の利便性
向上につながるため、今後も取り組みを継続してまい
ります。

健康福祉部 介護福祉課

税金等の負
担

分が税金です。弘前市は税金が高過ぎると思いま
す。観光まちづくり、弘大との施策が多くあり、お金を
使用し過ぎ、生活保護者の再調査をしてほしい。国保
も高い。一般会計から補助できないものでしょうか。市
も赤字で大変でしょうが、お願いしたいと思います。

・生活保護の開始にあたっては、収入資産調査のほ
か、扶養義務者へ扶養照会を行い、扶養の可能性を
確認したうえで決定しています。また、開始後におい
ても、生活保護受給世帯を定期的に訪問し、生活上
の義務や収入などの届出義務について指導を行うと
ともに、扶養義務者に対する一斉調査を行っていま
す。

・不正受給対策として、課税調査を実施し、未申告収
入の有無を確認しています。

健康福祉部 生活福祉課

税金等の負
担

分が税金です。弘前市は税金が高過ぎると思いま
す。観光まちづくり、弘大との施策が多くあり、お金を
使用し過ぎ、生活保護者の再調査をしてほしい。国保
も高い。一般会計から補助できないものでしょうか。市
も赤字で大変でしょうが、お願いしたいと思います。

　国保は制度上、加入している被保険者からの保険
料と国や県からの補助金で賄われるべきものとなりま
す。国保に加入していない市民にとっては、社会保険
等の保険料が徴収され、更に税金で徴収されたもの
が国保の保険料補てんに充てられるということは理解
を得られないものと考えております。

健康福祉部 国保年金課

税金等の負
担

固定資産税の家屋、敶地両方に都市計画税が付くの
は不当ではないか。

固定資産税は土地、家屋などの資産を所有してい
る人が、それぞれの評価に対して納める普通税です。

一方、都市計画税は、道路などの交通施設、公園・
緑地などの公共空地、上下水道・ごみ焼却場などの
供給及び処理施設を整備し、地域住民の利便性向上
を図るための目的税であり、固定資産税とはその課
税の主旨が異なります。

当市においても、区画整理事業、街路や道路整備、
下水道整備などを行うために必要な税であり、貴重な
財源となっております。

財務部 資産税課

その他
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平成25年度市民評価アンケート自由意見に対する回答

区分 自由意見 回答 担当部 担当課

税金等の負
担

滞納者に対して督促状、次に催告状、次に差し押さ
え、この人件費が莫大である。ここで一つの提案。納
期内納付者、または前納者に対して１０年、２０年、３
０年の納税者に感謝状を賜る、やがて町内会ごとに
広めること。納税組合は目的から外れているような気
がします。

　弘前市では、税の知識の普及と納税意識の向上の
ため、広報ひろさき、コミュニティビジョン等のほか、コ
ミュニティＦＭの放送媒体により税情報を発信し、ま
た、租税教育の一環として市内小学校などを回り租
税教室を開催しております。
　また、弘前市納税貯蓄組合連合会と協賛して、毎
年、小中学生を対象とした納税作品（習字・作文・ポス
ター）を募集し、入賞児童・生徒の表彰式展と11月に
税の週間に合わせて作品展示を行っており、機関紙
「弘納連だより」を市内全町会へ配布・回覧し、広報活
動や啓蒙にも努めております。
　今後、地域と密着したPR活動の推進に努めてまい
ります。
　なお、滞納対策としての納税環境整備のために、毎
月、夜間・休日の納税相談窓口を設けており、平成24
年度からは24時間納付できるコンビニ納付の開始や
口座振替キャンペーンを実施し、納期内納付の推進
を図っております。

財務部 収納課

議会

・市議会員の人数を減らして報酬も減額してほしいと
思います
・合併後現在、市議が多過ぎる。個人によりますが、
働きに対する報酬が高過ぎるように思う。
・（抜粋）弘前市で今すぐ実行すること。１、特別職（市
議会議員）定数削減すること。２、議員報酬を引き下
げること。

　議員定数については、次の一般選挙から６人減らし
て、２８人とする「弘前市議会議員定数条例」を施行し
ています。
　議員報酬については、平成２５年１０月１日に平均
７．６％を減額する「弘前市議員報酬、費用弁償等の
額及びその支給方法条例」を施行しています。

議会事務局 議会事務局

議会
・市会議員の会議への出欠状況を公表すべきではな
いか

　本会議の会議録や委員会の会議記録に出欠状況
が記載されており、閲覧可能となっています。また、イ
ンターネットによる会議録検索システムにより、合併
後の本会議の出欠状況は２４時間閲覧可能となって
います。

議会事務局 議会事務局

その他

・今の若い人達も帰ってこられるような生活環境、仕
事等があれば、若い人達が弘前に定着するのではな
いかと思いますので、産業等にも力を入れていただけ
ればよいのではないかと思います。

　経営計画において、施策【重点３分野の強化】を位
置づけ、育成する産業の強化方針を決定し、集中的
に支援することで、競争力のある地域産業を育て、安
定的な雇用と所得向上を図ることとしています。

商工振興部 産業育成課
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