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1 1130Ab1 健康推進課 こころの健康まちづくり事業

市民に対するこころの健康づくり及び自殺について正しい知識のの普及啓発に努め
るとともに、家族や地域が自殺を考えている人のこころのサインに気付き、自殺予防
につなげることができるよう、検診受診時にうつ病予防、周囲の気づき・つなぎ・見守
りの必要性について健康教育を実施した。

¥0 B 見直し（拡大（予算を伴う））
命の大切さを伝えていくべきであり、予算の拡大を望む。　プライバ
シーの問題もあるとは思われるが、内容を明記してもよいのでない
か。

2 1210Ab1 管理課 医療機器購入費 乳房Ｘ線撮影装置を整備した。 ¥2,911,000 A 見直し（拡大（予算を伴う））
医療機器の導入にあたっては、審査員会等での十分な討議を行って
ほしい。他開業医との連携による医療機器の活用方法を探ってはど
うか。

3 1335Ab1 家庭福祉課 地域生活支援事業費

知的障害者職親制度・・・企業が市に登録し、知的障がい者を預かり、その社会への
自立に必要な訓練指導を行う制度。
地域活動支援センター機能強化事業・・・知的障がい者が通所しながら創作的活動
や生産活動を行い地域生活を支援している団体への強化事業。
日中一時支援・・・障害者に活動の場を提供し、社会適応するため日常的な訓練等を
行う事業への支援。

¥11,530,000 A 見直し（拡大（予算を伴う））
受入先の拡大を図るためにも事業者への啓蒙活動が大事である。
成果指標の変更を検討してはどうか。

4 1340Bc1 介護福祉課 介護予防特定高齢者事業

・二次予防事業対象者と決定され、介護予防に取り組む意向のあった者に対し、下
記の教室を実施した。
運動器の機能向上プログラム（直営　7回・延103人、委託　24回・延151人）
口腔機能の向上・栄養改善プログラム（6回・延57人）
・22年度教室修了者に対し、継続支援を実施した。
脳いきいき回想法教室（8回・延39人）
からだぴんぴん倶楽部（21回・延107人）
※Ｈ22年度より、「特定高齢者」を「二次予防事業対象者」と改称

¥4,352,000 B 見直し（予算を伴わない）
事業内容の大々的なアピールが必要ではないか。
※市民への働きかけに力を入れてほしい。
※介護予防事業への新規参加者が増えるよう望む。

5 1340Bc2 介護福祉課 介護予防一般高齢者事業

・生きがいづくり教室
在宅介護支援センター委託（126回・延1,204人参加）
自主活動（322回・延5,030人参加）
・いきいきディセンター元気アップ教室（18回・延498人参加）
・生きがいづくり講演会（1回・295人参加）
※Ｈ23年度より「介護予防教室」「介護予防講演会」を「生きがいづくり教室」「生きが
いづくり講演会」へ改称。
※生きがいづくり教室自主活動地区には助金を交付し、活動を支援し、定着化及び
活性化を図った。

¥5,191,000 A 見直し（予算を伴わない）
認知症対策事業の更なる充実を望む。
※市民への働きかけに力を入れてほしい。
※介護予防事業への新規参加者が増えるよう望む。

6 1340Ca1 介護福祉課 介護予防支援事業

介護認定において要支援１・２の判定を受けた者に対し、地域包括支援センター直営
または居宅介護支援事業所への委託により、介護予防支援計画書を作成、評価し
た。
平成23年度支援計画作成件数：359件（直営164件、委託192件）

¥22,773,000 A 見直し（予算を伴わない）
新規参加者の増加率を成果指標とした方がよいのではないか。
※市民への働きかけに力を入れてほしい。
※介護予防事業への新規参加者が増えるよう望む。

7 3212Aa1 生涯学習課 家庭教育学級運営事業費
市内小学校5校、中学校1校で開催し、全8講座開催。家庭教育について、保護者と
地域の方が学ぶ機会を提供できた。

¥290,000 B 見直し（予算を伴わない）
全ての学校が実施するよう取り組んでほしい。
事務事業評価表に記入ミスがある。
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8 4111Ab1 観光物産課
新商品開発費（ほっき丼普及
宣伝事業）

市内の飲食店が実施する「三沢ほっき丼」の提供を、「三沢ほっき丼まつり」として開
催。平成23年度は、新幹線全線開業に伴う青森県からの補助金交付の最終年度に
あたることもあり、全国版の旅行雑誌への記事掲載とテレビコマーシャルといったマ
スコミを通じたＰＲに力を入れた。

¥4,296,000 B 見直し（予算を伴わない）
冷凍技術などを用いた通年販売ができないか。安定供給方法の検
討が必要ではないか。

9 4249Ba1 農政水産課
畜産環境費(家畜自衛防疫
事業委託料)

平成23年度予防接種実績　：　3,760頭
青森県畜産協会から市への徴収事務委託料　：　1頭につき10円～20円、
Ｈ23歳入合計額：48,870円
市から各獣医への徴収事務委託料　　　　　　　：　１頭につき　7円～15円、
H23歳出合計額：30,812円

¥30,901,000 B 見直し（予算を伴わない） 家畜防疫の観点から、更なる予防接種率の向上を望むものである。

10 4331Cb1 農政水産課 広域漁港整備事業
三沢漁港外郭施設（沖防波堤）ケーソン、ブロック製作・据付L=15ｍを実施した。更に
は震災により洗掘された地盤の復旧を実施した。
三沢地区広域漁港整備事業（事業主体：県、市は総事業費に対する1/10を負担）

¥356,973,000 A 見直し（拡大（予算を伴う））
海岸線の浸食など、環境への影響を検証し工事を進めるよう、事業
主体へ更なる働きかけが必要である。

11 4511Aa1 観光物産課 観光費（観光ＰＲ推進事業）

観光パンフレット（三沢市公式ガイドブック「来て！みさわ」）のリニューアルや土産ガ
イドリーフレット「味て！みさわ」の発行などにより、新たな観光素材及び土産品のＰＲ
を図った。また、市ホームページ（観光・物産部門）の常時更新及び観光協会ホーム
ページとの連携により、タイムリーな情報発信に心がけた。

¥2,746,000 B 見直し（拡大（予算を伴う）） ＰＲ方法など視点を変えた工夫が必要である。

12 5111Cb1 政策調整課
交通拠点整備費（三沢空港
振興会負担金外）（再掲）

三沢空港の維持・拡大を図るため、三沢空港振興会及び三沢空港利用促進期成会
を通じ、利用促進等対策事業を展開。
・旅行商品造成支援事業（商品造成会社：2社）
・東京ディズニーリゾートギフトカード贈呈事業
・三沢空港利用旅行助成金事業
・就航先空港におけるプロモーション活動事業
・三沢・札幌丘珠空港間チャーター便事業

¥3,984,000 B 見直し（予算を伴わない） 札幌便の再開に向けた更なる働きかけを望む。

13 5210Ea1 建築住宅課 古間木団地建替事業 建築基本計画策定 ¥3,306,000 B 見直し（予算を伴わない）
市営住宅整備について、長期的なビジョンのもとに整備を進めてほ
しい。

14 5210Eb1 建築住宅課 南ニュータウン整備事業
新聞折込チラシや広報・ホームページへの掲載などによる販売促進を実施した。（区
画割の変更により平成23年度末区画数144区画）

¥1,581,000 B 見直し（予算を伴わない）
今後のまちづくりには、津波をはじめとした災害対策も含めて考えて
ほしい。

15 5410Db2
産業政策課中
心市街地活性
化推進室

戦略的中心市街地商業等活
性化支援事業

新規イベントが多く企画・実施され、中心市街地の賑わい形成に大きく寄与した。 ¥0 B 見直し（予算を伴わない）

拠点施設だけではなく、中心市街地の各店へ波及するようような取
組みが必要である。
※商工・観光の連携を図り、一体となった中心市街地活性化の活性
化を図るべき。

16 5410Dc1
産業政策課中
心市街地活性
化推進室

戦略的中心市街地商業等活
性化支援事業（再掲）

Ｓｋｙ　Ｐｌａｚａ　ＭＩＳＡＷＡ内やアメリカ広場において、多くのイベントを実施し、年間で
約9万人が訪れた。

¥0 C 見直し（予算を伴わない）
総合的なイベントスケジュール等の検討が必要である。
※商工・観光の連携を図り、一体となった中心市街地活性化の活性
化を図るべき。
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17 5410De1
産業政策課中
心市街地活性
化推進室

商工会実施一店一宝運動情
報発信事業

昨年度に引き続き、参加店の拡充を図った。 ¥0 C 見直し（予算を伴わない）
市観光パンフレットにも掲載してはどうか。
※商工・観光の連携を図り、一体となった中心市街地活性化の活性
化を図るべき。

18 6110Bd1 広報広聴課
人材・組織・ネットワーク整備
検討事務

　「協働のまちづくり市民提案事業補助金」の予算を計上し、各種団体が行う活動に
対して補助金を交付した。

¥2,227,000 A 見直し（予算を伴わない）
成果報告を何らかの形で数値化したものが成果として必要ではない
か。

19 6210Ba1 総務課
一般管理費（職員研修旅費
外）

外部研修
　自治大学校　2名、国際文化研修所　1名、市町村職員中央研修所　7名、その他青
森県自治研修所等　70名
内部研修
　職員相互研修及びeラーニング等　900名

¥0 B 見直し（予算を伴わない）
研修実施回数ではない成果指標の設定を検討してほしい。　研修成
果が見える形になるよう検討してほしい。
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