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弘前圏域定住自立圏により連携する取り組みの実施状況（平成２４年度上期） 

政策分野 分野 取り組み 取り組みの内容 連携する市町村 平成２４年度の取り組み 
実施状況 

（平成２４年度上期） 

今後の予定 

（平成２４年度下期） 
各市町村の担当課及び問合せ先 

１ 生活機

能の強化 

医療 
救急医療体制の

維持及び充実 

 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

維持するとともにその充実を図り

ます。 

弘前市、黒石市、平川市、 

藤崎町、板柳町、大鰐町、 

田舎館村、西目屋村 

・休日・夜間急患診療体制の

維持 

・休日在宅医診療体制の維持 

圏域市町村で運営費等を負担

し合いながら、圏域全体で急患

診療所及び休日在宅医診療事業

の維持・充実を図っています。 

 弘前圏域定住自立圏連携施策

検討会議（医療部会）を開催す

るなどして、連携方法を協議

し、今後も救急医療体制の維

持・充実を図っていきます。 

弘前市健康推進課:37-3750（直通） 

黒石市健康推進課:52-2111内線 243 

平川市健康推進課:44-1111内線 1141 

藤崎町福祉課:75-3111内線 2111 

板柳町健康福祉課:73-2111内線 116 

大鰐町保健福祉課:48-2111内線 308 

田舎館村厚生課:58-2111 内線 152 

西目屋村住民課:85-2804（直通） 

  

福祉 
子育て支援の充

実 

 弘前市が行う特別保育事業を圏

域住民に拡大し、圏域全体として

安心して子育てができる環境を整

備します。 

弘前市、黒石市、平川市、 

藤崎町、板柳町、大鰐町、 

田舎館村、西目屋村 

特別保育事業（一時預かり、

休日保育など）の実施 

圏域市町村全ての子供が、弘

前市の保育所で特別保育を利用

できる環境を整備しており、弘

前市以外の子供についても個別

に相談を受け対応しています。 

 特別保育事業の相互利用や子

育て支援に係る情報交換につい

て、圏域市町村の子育て支援担

当課相互間で連携を図りなが

ら、圏域住民に対するＰＲ方法

を検討していきます。 

弘前市子育て支援課:35-1131（直通） 

黒石市福祉総務課:52-2111内線 515 

平川市福祉課:44-1111内線 1152 

藤崎町住民課:75-3111内線 2131 

板柳町健康福祉課:73-2111内線 180 

大鰐町保健福祉課:48-2111内線 306 

田舎館村住民課:58-2111 内線 160 

西目屋村住民課:85-2803（直通） 

  

教育 学校給食の充実 

 弘前市の学校給食センターから

黒石市の学校給食未実施校に対し

て学校給食の提供を行います。 

弘前市、黒石市 

・弘前市の学校給食センター

における提供可能食数の検

討・検証 

・黒石市の小学校における給

食の実施計画の検討 

黒石市の小学校に給食の提供

を行う予定としている弘前市の

学校給食センターの現在の提供

可能食数を検討しました。 

 黒石市の小中学校の適正配置

の状況を見ながら、連携を図

り、計画の見直しを検討しま

す。 

 また、弘前市における小中学

校の自校式からセンター方式へ

の移行状況を見ながら、児童生

徒数の推移を検証し、黒石市へ

の提供実施に向けた検討を行っ

ていきます。 

弘前市保健体育課:82-1835（直通） 

黒石市学校教育課:52-2111内線 602 

  

産業振興 食産業の育成 

 圏域の豊富な農産資源等を活用

した付加価値の高い商品づくりや

販路開拓に取り組む事業者を支援

するための体制を整備します。 

弘前市、黒石市、平川市、 

藤崎町、板柳町、大鰐町、 

田舎館村、西目屋村 

・食産業に精通した専門家の

配置 

・事業者や生産者へのアドバ

イス、コーディネートの実施 

４月から食産業に精通した外

部の専門家を委嘱し、事業者や

生産者に対するアドバイス、コ

ーディネート活動を行っていま

す。 

圏域市町村において商品開発

に意欲的に取り組む事業者や生

産者の情報を集め、専門家が事

業所などを訪問して、アドバイ

ス及びコーディネート活動を継

続して実施していきます。 

弘前市商工労政課:32-8106（直通） 

黒石市商工観光課:52-2111内線 406 

平川市商工観光課:44-1111内線 2184 

藤崎町企画財政課:75-3111内線 2222 

板柳町経済課:73-2111内線 320 

大鰐町企画観光課:48-2111内線 232 

田舎館村産業課:58-2111 内線 143 

西目屋村総務課:85-2800（直通） 

  

観光振興 
広域観光商品の

充実 

 圏域に求められる観光ニーズを

調査・検証し、観光商品を開発す

る首都圏の旅行代理店等へ効果的

な情報発信を行います。 

弘前市、黒石市、平川市、 

藤崎町、板柳町、大鰐町、 

田舎館村、西目屋村 

圏域に求められる広域観光商

品についてニーズ調査・検証 

既存の広域観光に係る連携事

業との業務整理、関係市町村と

の調整や観光事業者との協議を

進め、協議会設立の準備をして

います。 

新設の弘前圏域定住自立圏観

光推進協議会で協議しながら、

圏域市町村及び観光関係機関と

連携して地域資源を調査し、周

遊ルートを構築します。 

弘前市国際広域観光課:40-7017（直通） 

黒石市商工観光課:52-2111内線 407 

平川市商工観光課:44-1111内線 2184 

藤崎町企画財政課:75-3111内線 2222 

板柳町経済課:73-2111内線 313 

大鰐町企画観光課:48-2111内線 232 

田舎館村産業課:58-2111 内線 143 

西目屋村総務課:85-2800（直通） 
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政策分野 分野 取り組み 取り組みの内容 連携する市町村 平成２４年度の取り組み 
実施状況 

（平成２４年度上期） 

今後の予定 

（平成２４年度下期） 
各市町村の担当課及び問合せ先 

１ 生活機

能の強化 

地域防災 

広域備蓄体制の

整備 

 県と連携しながら、燃料、毛

布、飲料水等の物資を備蓄する体

制を整備します。 

弘前市、黒石市、平川市、 

藤崎町、板柳町、大鰐町、 

田舎館村、西目屋村 

・広域備蓄体制の整備のため

の課題の整理 

・広域備蓄計画の策定 

現在、広域備蓄体制の整備の

ために課題の整理を行い、防災

対策に必要な基礎資料の作成を

進めています。 

 広域備蓄体制の整備に必要な

基礎資料において、被害想定と

して算出される被災者数を参考

に、今後、備蓄数等の基準とな

る備蓄計画の策定に向けた検討

を行います。 

弘前市防災安全課:40-7107（直通） 

黒石市総務課:52-2111内線 207 

平川市総務課:44-1111内線 1352 

藤崎町総務課:75-3111内線 2209 

板柳町総務課:73-2111内線 207 

大鰐町総務課:48-2111（直通） 

田舎館村総務課:58-2111（直通） 

西目屋村総務課:85-2111 内線 222 

  

合同防災訓練等

の実施 

 自治体及び関係機関が連携した

対応ができるようにするため、組

織間連携の確認と向上を目指した

合同防災訓練を実施します。 

弘前市、黒石市、平川市、 

藤崎町、板柳町、大鰐町、 

田舎館村、西目屋村 

・８市町村合同防災訓練の実

施要領の検討 

・県総合防災訓練への参加 

次年度以降に実施する８市町

村合同防災訓練の実施要領につ

いて、平成２３年度弘前市総合

防災訓練の実施要領を参考に素

案を検討しました。 

また、県の総合防災訓練が８

月に弘前市で開催されたので、

それに圏域市町村が参加しまし

た。 

 今後は、平成２５年度から実

施する合同防災訓練の実施方法

の検討を進めるとともに、平成

２５、２７年度に予定している

合同研修会について、研修内容

や時期などを検討していきま

す。 

  

環境 
し尿処理の広域

化 

 汚水処理等を効率的に行うた

め、圏域のし尿等を一括して処理

する施設を設置します。 

弘前市、黒石市、平川市、 

藤崎町、板柳町、大鰐町、 

田舎館村、西目屋村 

し尿等希釈投入施設の実施設

計 

地元町会に対して、し尿等希

釈投入施設建設に係る説明会を

実施し、９月下旬に了承が得ら

れ、実施設計に入る見通しとな

りました。 

 今年度、実施予定のし尿等希

釈投入施設の実施設計を行いま

す。 

弘前市環境政策課:35-1130（直通） 

黒石市市民環境課:52-2111内線 124 

平川市市民課:44-1111内線 1225 

藤崎町住民課:75-3111内線 2137 

板柳町町民環境課:73-2111内線 105 

大鰐町住民生活課:48-2111内線 320 

田舎館村厚生課:58-2111 内線 152 

西目屋村住民課:85-2803（直通） 

２ 結びつ

きやネッ

トワーク

の強化 
地域公共

交通 

圏域公共交通ネ

ットワークの再

構築及び利用促

進 

 地域公共交通の確保と利便性向

上に向けて、圏域の地域公共交通

の実情を調査・検証し、交通事業

者と連携して、圏域の公共交通ネ

ットワークの再構築と利用促進に

取り組みます。 

弘前市、黒石市、平川市、 

藤崎町、板柳町、大鰐町、 

田舎館村、西目屋村 

・弘前圏域公共交通計画の策

定 

・公共交通利用ＰＲパンフレ

ットの配布 

弘前圏域公共交通計画策定の

ための協議を行い、８月下旬に

プロポーザル審査会を実施し、

委託業者を決定しました。 

公共交通利用促進ＰＲ用パン

フレットの印刷業者が決定し、

８月中旬から９月中旬にかけ

て、掲載内容に係る打合せを実

施しました。 

 弘前圏域公共交通計画策定に

向けて、委託業者とともに弘前

圏域地域公共交通会議や弘前圏

域地域公共交通計画策定分科会

で協議していきます。 

 パンフレットができ次第、圏

域市町村と配布日程について協

議して、配布・ＰＲしていきま

す。 

弘前市都市計画課:35-1124（直通） 

黒石市企画課:52-2111内線 236 

平川市企画財政課:44-1111内線 1433 

藤崎町企画財政課:75-3111内線 2222 

板柳町企画財政課:73-2111内線 221 

大鰐町企画観光課:48-2111内線 225 

田舎館村総務課:58-2111 内線 226 

西目屋村総務課:85-2800（直通） 

３ 圏域マ

ネジメン

ト能力の

強化 

圏域市町

村の職員

等の交流 

圏域市町村職員

の育成 

 圏域市町村職員の能力の向上及

び連携強化を図るため、合同研修

を実施します。 

弘前市、黒石市、平川市、 

藤崎町、板柳町、大鰐町、 

田舎館村、西目屋村 

・圏域市町村職員合同研修の

実施 

・圏域職員政策提言事業の実

施 

圏域市町村職員の能力の向上

や連携強化を図るための合同研

修等（地域発信力向上研修、圏

域職員合同セミナー、圏域職員

政策提言事業）を７、８月に実

施しました。 

 １０月中旬に中堅職員研修、

１月中旬に文書作成力向上研

修、１月下旬にメンタルヘルス

研修、１０月下旬、１、２月に

圏域職員政策提言事業を実施す

る予定としています。 

弘前市人事課:35-1136（直通） 

黒石市人事課:52-2111内線 217 

平川市総務課:44-1111内線 1355 

藤崎町総務課:75-3111内線 2203 

板柳町総務課:73-2111内線 209 

大鰐町総務課:48-2111（直通） 

田舎館村総務課:58-2111（直通） 

西目屋村総務課:85-2111 内線 224 

 


