
部名など 重点目標 目標値 達成状況

　総合的な観光振興の推進に
　より地域の活性化を図りま
　す。

　商工業の振興を通じ、経済
　の活性化を図ることにより
　雇用情勢の向上に努めます。

　①市内入込客数 290 万人
　②国立公園（十和田八甲田
　　地区）入込客数 200 万人

　有効求人倍率（十和田管内）
　1.10

　①市内入込客数 292 万人
　②国立公園（十和田八甲田
　　地区）平成 27 年入込客　
　　数 201 万人
　有効求人倍率（十和田管内）
　1.17

　道路の防災・安全対策を推
　進します。

　公共施設における樹木の適
　正な管理に努めます。

　①橋梁 60 橋の点検を実施し
　　ます。　
　②交差点２カ所の改良工事
　　を実施します。
　①危険木等の調査・伐採公
　　園３カ所、保全地区５カ
　　所　 
　②街路樹の撤去１路線

　①橋梁 97 橋の点検を実施し
　　ました。
　②交差点１カ所の改良工事
　　を実施しました。
　①危険木等の調査・伐採公
　　園３カ所、保全地区５カ
　　所　
　②街路樹の撤去１路線

　簡易水道と上水道の統合整
　備を推進します。

　快適な住環境の確保に向け
　た水洗化対策と下水道施設
　整備を推進します。

　上水道第７次拡張事業及び
　老朽管更新事業の平成 28 年
　度完了を目指します。
　①し尿・浄化槽汚泥受け入
　　れ調査と事業計画の策定

　
　②小型浄化槽設置 30 基
　③水洗化率 86.2％

　上水道第７次拡張事業及び
　老朽管更新事業を完了しま
　した。
　①し尿・浄化槽汚泥受け入
　　れ調査と汚水処理施設共
　　同整備事業計画を策定し
　　ました。
　②小型浄化槽設置 25 基
　③水洗化率 86.5％

病院事業の経営安定化を図り
ます。

医業収益の向上とコストの削
減を図り、単年度収支におい
て現金ベースでの黒字の確保
を目指します。

平成 28 年度の決算見込みで
は、黒字の確保は困難な状況
となっています。

　次代を担う人材の育成に向
　けて、地域との連携を重視
　しながら学校教育の充実を
　図ります。

　市民の学習環境づくり、地
　域に根ざした多彩な文化、
　芸術、スポーツ活動を推進
　します。

　全国学力・学習状況調査に
　おいて「学校に行くのが楽
　しい」と回答する割合を小
　学校６年生、中学校３年生
　ともに 90％を目指します。
　社会教育事業・スポーツ活
　動への参加者を 11 万 9,000
　人にします。

　「学校に行くのが楽しい」
　と回答する割合
　小学校６年生 84.6％、 
　中学校３年生 77.9％

　社会教育事業・スポーツ活
　動への参加者数
　12 万 3,602 人

　遊休農地の発生防止と再生
　可能な農地の有効利用を促
　進します。
　農業の担い手の確保に資す
　る制度などの周知・啓発と
　支援を行います。

　遊休農地解消面積 4.0ha

　①農業者年金新規加入者数
　　７人
　②家族経営協定新規締結組数
　　５組
　③農業体験交流会など実施
　　回数２回

　遊休農地解消面積 3.6ha

　①農業者年金新規加入者数
　　14 人
　②家族経営協定新規締結組数
　　３組
　③農業体験交流会など実施
　　回数２回

部名など 重点目標 目標値 達成状況

　公共施設等総合管理計画を
　策定します。

　市役所新庁舎建設に向けた
　諸準備と実施設計を作成し
　ます。

　平成 29 年２月までに管理計
　画を策定します。

　平成 29 年３月までに新庁舎
　建設実施設計を完成します。
　

　「十和田市公共施設等総合管
　理計画」及び「個別管理計
　画第１期実施計画」を策定
　しました。 
　「十和田市新庁舎建設実施設
　計」を完成しました。

　少子高齢化・人口減少対策
　に取り組みます。

　第２次十和田市総合計画を
　策定します。

　①住宅購入等助成制度を活
　　用した移住者数
　　30 世帯 90 人
　②出会い・結婚活動の支援
　　補助件数５件
　平成 28 年９月までに次期総
　合計画・基本構想を策定し
　ます。

　①住宅購入等助成制度を活
　　用した移住者数
　　22 世帯 49 人
　②出会い・結婚活動の支援
　　補助件数３件
　「第２次十和田市総合計画」 
　を策定しました。

　市民サービスの向上を図り
　ます。

　時代にあった地域をつくり、
　地域連携を図りながら、安
　全・安心なくらしを守りま
　す。

　①平成 29 年４月から住民票
　　などのコンビニ交付を実
　　施します。
　②平成 29 年３月までに 800
　　カ所の街区表示板を更新
　　します。
　①新たな地域コミュニティ
　　２地区を立ち上げます。

　②防犯灯・街路灯約 7,000 
　　基をＬＥＤ化します。
　③空家対策基本方針（案）を
　　策定します。

　①住民票などのコンビニ交
　　付は、事業着手を延期し
　　ました。
　②街区表示板 720 カ所の更
　　新を完了しました。

　①三本木小学区と法奥小学
　　区で、広域コミュニティ
　　に向けた連携体制を構築
　　しました。
　②防犯灯・街路灯 6,880 基
　　をＬＥＤ化しました。
　③特定空家に対する対策方
　　針（案）を策定しました。

　子育てに関する支援体制の
　充実強化を図ります。

　生活習慣病の予防を目的と
　した健康診査受診率の向上
　と運動習慣の定着を図りま
　す。

　平成 28 年９月末までに子ど
　も医療費の助成を拡大しま
　す。
　①特定健康診査受診率 50％
　②運動習慣定着率
　　壮年期（40 ～ 64 歳）31％、
　　前期高齢者（65 ～ 74 歳）
　　48％

　平成 28 年９月診療分から子
　ども医療費の助成を拡大し
　ました。
　①特定健康診査受診率 34％
　②運動習慣定着率
　　壮年期 （40 ～ 64 歳）28.9％、
　　前期高齢者（65 ～ 74 歳）
　　44.2％

　青年就農者への支援と農村
　地域の活性化を図ります。
　とわだ産品を活用した地域
　内連携による６次産業化を
　促進します。

　①青年就農者数 10 人
　②移住・定住就農者数３組
　①認定事業者数２事業者
　②主要農作物販売額
　　前年度比５％増

　①青年就農者数３人
　②移住・定住就農者数１組
　①認定事業者数１事業者　  
　②主要農作物販売額
　　前年度比 138％増

問政策財政課政策企画係☎516710

市役所からのお知らせ 市役所からのお知らせ

平成 28 年度の市の重点目標の達成状況を報告します

　昨年度の市政運営方針に沿って「平成 28 年度における各部等の重点目標」を掲げ、各部一丸となって取
り組みを進めて参りました。そのうち、最も重要な項目について達成状況の概要を報告します。
　詳細については、市ホームページで公表していますので、ご覧ください。
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