
【信念】市政に対して是是非非であることを貫いています。
誰の、何の為に︖を追求し、真の市民主権を実現する為に行動します。

竹内ひろゆきの議会での動き（一般質問等） 竹内ひろゆきの議会での動き（一般質問等）

左記内容の他、一般質問や予算委員会等で取り上げた内容は以下の通りです。

弘前市の新型コロナウイルス対策について

【１】新型コロナ対策～特に、情報発信による市民とのコミュニケーションについて～

各種コロナ対策については新型インフルエンザ等行動計画に基づき、各種対応をしてきたはずであるが、それらの計画実施を
行う上でどのような課題認識をもっているのか。うまくいった点、うまくいかなかった点など具体的に。

「迅速な周知」や国、県との緊密な連携が課題と捉えていた。今年度当初と比べ改善されたと思っている。

現状認識においてもコロナ対策は長期戦であるという認識の下、今後の財政見通しに関することについて

新型コロナウイルスの影響により市税収入も大きな影響を受ける。令和３年度見通しについて現時点で個人市民税約４億円、
法人市民税は約１億円の減少を見込んでいる。市税全体では 11 億円の減少を見込んでいるが、これらについては地方交付税
により全額あるいは一定程度補填される見込み。

地域内での消費を活発にすることで、税収の回復に繋げ、それを市民に還元していくことが最重要課題であると考えている。

乗数効果や産業連関表を基に政策決定をしていくことで、市内経済循環の観点から有効という考え方がある。

ハード機器を導入したことは第１段階。次は職員が活用するためのルールなどソフト整備が重要。国の動向でもデジタル庁が創設されるため、この分野には大きな期待があり、弘前市が
率先して進めていきたい。

昨年の５月から情報の都度配信を訴えてきたが納得した答弁を受けられず残念だ。コロナ対策には正解がない中で取り組まなければならず、他の自治体のいい取組みを真似するべき。保健所
機能を持たないからという第３者的な言い回しではなく、主体的に取組むべき。

デジタルシフトを見据えた職員の働き方改革、コロナ禍における行政サービスの維持向上もコロナ禍において重要な位置づけだ。これまで通りの価値観に囚われず、前向きな取り組みとして
デジタルシフトに繋げていかなければいけない。市では行政のデジタル化、それに伴う職員の働き方改革、コロナ化における行政サービスの維持向上などに向けてどのように考えているか。

新しい生活様式を踏まえ、テレワーク活用も踏まえ職員の働き方改革を推進していくため、他自治体の事例を参考に具体的な運用について検討を進める。

市民への情報発信は行政における危機管理の観点からも重要であることから、その方法手段や頻度などを含め、SNS の活用も意見提案してきた。具体的にどのような情報発信が改善したのか。

SNS の活用については利用されている人が少ない、高齢者が利用できないこともあり、現在力を入れているのは毎戸配布による市民への情報周知を度々行っている。

SNS は利用している人が少ないからというのがわからない（利用率は増加している）。行政が発信する正しい情報は漏れなく、ダブりがあっても発信を続けることが重要。SNS による情
報発信の必要性は今の弘前市として必要性がないと捉えているのか。

SNS も重要な情報媒体だと捉えている。

一連の事務ミス等の根本的原因については、弘前市役所内での心理的安全性が確保されていないと考えているが、こ
の点についてどう考えていますか。 

全体的に言えるのはチェック不足や組織内のコミュニケーション不足だと考えている。風通しのいい職場づくりに
取り組んでいきたい。

ワクチン接種券の発送遅れについて、ヒューマンエラーは仕方ない部分もあるが、なぜ上司に相談できなかったの
か。心理的安全性が関係しているのでは。

受付開始日に間に合うのであればなんとかなるのではないかという考えになり市長等への報告に至らなかったとい
うことであります。判断ミスであったと考えている。※参考資料 1 を参照

弘前市役所の全体組織として管理監督責任者は誰か。

職員の管理監督責任ということであれば、副市長。

管理監督責任についてどう考えているのか。→管理監督責任者の副市長ではなく、総務部長が答弁

この質問をするにあたって誰が答弁するかと思っていましたが、総務部長でした。管理者責任について質問しているのに副
市長から答弁をもらえないのはすごく残念だ。議会の場は私が質問しているけど、市民が後ろにいるわけでありますので、
やっぱり市民に対しての説明責任ということで、管理監督責任について質問しました。総務部長が答弁されたということは
少し悲しいなという思いをしております。

【２】弘前市政の組織マネジメントについて
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教育委員会の情報発信について。市内の小中学校において不正確な情報が飛び交っていた。子を持つお母さん方も問題意識を持ちアクションを起こしていた。
子どもを守る立場にある教育委員会として情報発信についての認識と改善点の議論はあるのか。

全て教育委員会の責任において、学校が次にとるべき対応等を適宜指示してきた。児童生徒や学校関係者を言われのない差別から防ぐことから、個人や学校が特定されないよう配慮す
る方針に基づき対応してきた。現在は新しい取組みについては考えていない。
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答弁ポイント　

意　見

意　見

意　見

意　見

出来ることと出来ないことは当然にある。今弘前市がやってることがダメだと言ってるんじゃない。市民にとって不安を取り除くために何が必要かっていう課題を抽出して改善につなげる
ために議論しているのに、情報発信においての答弁は物足りない。能を持たないからという第３者的な言い回しではなく、主体的に取組むべき。

意　見

意　見

ポイント　

ポイント　

新型インフルエンザ等行動計画は H28 年度策定されたもので、新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、必要な部分は実態に合
わせた改正を行うことと、将来を見据え組織体制の抜本的な見直しも検討する。

組織体制の見直しが必要。コロナを災害として捉え、情報の一元管理や全体調整のグリップとなる危機管理として取組む必要があ
る。また、クラスター発生を踏まえ、どこの部署にどれだけのマンパワーが必要かわかったはず。教訓として活かしていかなければ
いけない。今後は機動性も上げていく必要がある。

福祉政策に関すること　クラスター発生前後の福祉指標の変化やこれまでの対応について※新聞記事参照

必要な支援が行き届くよう相談体制の確保が重要と考え、１月１日を除く年末年始においてもヒロロの生活仕事応援センターで相
談受付体制を整備する。

（２）今後の対応について

（１）これまでの対策に関する評価・検証について
令和元年第１回定例会
・地方創生における人材育成について
・起業創業の現状と実績について
・金融教育について

個人の定例議会報告会。自身の議会活動、政治活動

に関してリアルで情報発信をしています。

弘前学院大学にて、政治学の授業において教鞭を

とらせていただきました。

コロナ禍における現場の実情をオンライン通信に
より定期的に意見交換を行っています。

会派さくら未来と無所属成田議員との定例の合同

報告会。参加者から厳しい意見も頂戴しますが、前

向きに市政に反映させます。

みらいねっとの食支援活動に参加
している様子。

令和元年第３回定例会
・事業承継支援について
・今冬の雪対策事業について
・事業評価とスクラップ＆ビルドについて

令和２年第３回定例会
・テレワーク等の職員の働き方について
・新型コロナウイルス対策について　
　～生活インフラに関連する業務について～

・秋の大祭典について
・エリア担当制度について
・除排雪関係経費について
・スマートシティ構想、地域エネルギービジョンについて
・小中学校冷房設備設置事業について

令和元年第２回定例会
・投票率向上策について
・ＩＣＴを活用したまちづくりについて
・子育て支援について

令和元年第４回定例会
・子育てしやすい弘前について
・AI・RPA を活用した行政経営について
・地域のスポーツ環境について
・データ強靭化対策に関すること
・アウトリーチ推進事業について 
　※引きこもりの方や外出困難者への訪問事業

・弘南鉄道財政支援について

令和３年第１回定例会
・弘前市の指定管理制度の考え方について
・子どもの居場所づくりや子どもの権利について
・令和３年度当初予算案について
・弘南鉄道支援について
・駅前広場整備事業について

活動の様子



弘前市議会議員　竹内ひろゆき後援会通信

090-5835-6364（竹内 博之直通）  　
　hirosaki.genki.takeuchi@gmail.com
090-5835-6364（竹内 博之直通）  　
　hirosaki.genki.takeuchi@gmail.com 竹内博之で検索！竹内博之で検索！

「竹内ひろゆきマニフェスト」通信
Vol.

討議資料

マニフェスト通信発行にあたって挨拶
日頃より竹内ひろゆき後援会にご理解、ご協力いただきありがと
うございます。２８歳で初当選させていただき、任期４年の折り
返しとなる２年目が過ぎました。
選挙の際に皆様とお約束した政策（マニフェスト）の検証と共に、
これまでの議員活動や市民活動について改めてご報告させてい
ただくため、初となる後援会報「竹内ひろゆきマニフェスト通信
Ｖｏｌ．１」を発行させていただきました。
信条である「是是非非」（立場にとらわれず良いことは良い、悪い
ことは悪いと判断する）、「対話による協働のまちづくり」、「若者
が活躍するまち」を実践し、市民の真の役に立つ政治活動を今後
も継続発展させていきます。「若いくせに生意気だ」と言われるこ
ともありますが、何が市民にとって最良か︖の問題意識の下、謙
虚でありながらも大胆に自分にできることは最大限に行動して
まいります。今後も引き続き、弘前市議会議員竹内ひろゆき後援
会へのご理解ご協力をお願い申しあげます。

●  みのり保育園　●  福村小学校　●  弘前東中学校 　●  弘前工業高校（軟式野球部）
●  青森中央学院大学経営法学部卒業 在学時、学生団体「選挙へＧＯ!!」創設
●  みちのく銀行入行むつ支店（３年）、十和田支店（２年３ヵ月）資産運用業務、事業性融資を担当
● 弘前青年会議所、一般社団法人みらいねっと弘前、青森中央学院大学同窓会理事、
　 弘前市議会厚生常任委員会副委員長など

生年月日　平成 2 年 9 月 3 日
趣　　味　野球、サッカー観戦、ねぷた

発行日10月15日

Profile
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情報発信
更新中︕

新型コロナウイルスに関する情報発信は勿論、生活相談や各種申請サポートをしっかりと支援いたします。
一人で悩まず、本当にお気軽にご連絡ください。私にできることは出来る範囲で必ず取り組みます。

マニフェスト中間評価
竹内ひろゆきマニフェストNEXT2023自己評価表(2021年6月現在）

【わかもの】 子育ての問題は喫緊の課題です。未来志向で若い世代の声を集め、若者が定着し活躍できる弘前を目指します。
マニフェスト項目 ２年間の取組 自己評価（５段階） 取組に関する自己評価2年間の成果

【しごと】 少子化の影響で地域の担い手不足は深刻です。挑戦する人の多様なチャレンジを応援する弘前を目指します。

【まなび】 子どもからお年寄りまで多様な人たちの世代間交流を通じて、地域間の繋がりを深め、地域で学び合える弘前を目指します。

【ぎかい】 「開かれた議会」を目指し、議会への市民参加を促進させ、「議会基本条例」の実効性を高める弘前市議会を目指します。

約束１

約束2

約束3

約束4

青森県による市町村が実施する乳幼児の入院・
通院に係る医療費給付事業への助成などによ
り、令和元年 10月より、所得制限限度額が大幅
緩和実現。※所得制限の具体的緩和策などに
ついてはリンク参照

所得制限の緩和は、実現したが、これまでの議
会等での議論の連続性や青森県の支援策に
よるものである。それ以外では、同世代の声を
集めて一般質問等を通じて、子育て支援策に
ついては取り上げてきた。

一般質問にて、「リスクの顕在する家庭を把握
し、担当職員で情報共有することできめ細や
かに対応する」とした答弁を引き出す。一律の
サービス充実はもとより、個別に支援を必要と
する家庭に対応することとなった。

乳児家庭訪問事業の拡大等について、既存事業の拡大だ
けではなく、「リスクの顕在する家庭への支援充実」等踏
み込んだ成果が得られた。また、個人として、地域での子
ども食堂の立ち上げ、市内のネットワーク化に関わってい
る。今後は、弘前市として子どもの居場所づくりの一環で
子ども食堂等の積極的支援を引き続き提案していく。

成果については具体的なものがなく不十分。 市側の反応が芳しくないので、先ずは議会と
して、将来のまちづくりを担う若者との意見交
換会を実践していきたい。現在、今年１０月に
大学生を中心とした若者と議会による意見交
換会を企画している。
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これまで一般質問で2回、子育て支援策（子どもの居場所づくりや
子どもの権利条約、子育て世代包括支援センターなど）について
取上げた。
また、会派や個人の報告会、SNSを通じて子育て世代の方から多
様な声を集めている。　　

これまで一般質問で2回、子育て支援策（子どもの居場所づくりや
子どもの権利条約、子育て世代包括支援センターなど）について
取上げた。また、視察に出向き全国の先進事例を調査する他、市
内では「フレンドシップルーム」、「幼児ことばの教室」などを視察、
子育てにおける各種ニーズ、実態を把握し、提案活動を行った。

一般質問において「地方創生における人材育成事業」について取
り上げた。愛知県新城市の「若者議会」の取組を当市でも実現す
るよう提案。
当選後、弘前青年会議所へ入会し、世代間の交流を意思して、各
種地域活動を実践している。

1. 子育て世代の経済的な負担軽減を図る
ため、子ども医療費給付の所得制限を緩
和します。

2.子育てに際しての孤立化を防ぐため、乳
児家庭訪問事業の拡大等、精神的ケアを
充実させます。

3. 未来に向かって世代のリレーを実現す
るため、多様な若者と本気の大人が連携し
まちづくりに取り組む場を増やします。

1.後継者不足解消に向けて、事業承継、第
2 創業により地域産業の活性化を図りま
す。

一般質問や予算質疑において、創業支援や事業承継について複
数回取り上げる。特に起業後の伴走型支援の強化について意見
提案を行った。
個人としての活動になるが、銀行員時代のネットワーク等を活か
し、金融、マーケティングなど創業時における支援等を実施。同世
代の新規就農者でネットワークを構築し首都圏への販路拡大等
の取組を支援した。
コロナ禍においては、各種支援制度の情報発信はもとより、手続
きに苦手意識のある方々への申請をサポートするなど後方支援
等を実施している。

創業後の伴走型支援強化策として、令和２年
度予算案において【拡充】創業後の相談に対
応するための経営相談員の設置が実現。
個人として、同世代の新規創業や新規就農の
支援として 4 件に携わり、今現在も伴走支援
で関わっている。
コロナ禍における各種相談や制度利用の申
請サポートは 100 件以上実施。支援が必要な
人には着実に支援に行きつくよう今後も動い
ていく。

議員就任後、最も力を入れて取り組んできた
分野である。新型コロナウイルス感染症の拡
大により、議員としてやるべき優先順位も高
まった。
市としての取り組みには至らなかったものの
も多いが、個人としては、徹底して市民の支援
を行ってきた。
今後、アフターコロナを見据えた新規創業や
第 2次創業の支援は、より重要になっていくと
思われる。コロナ対策も含め、積極的に市に
提案していきたい。

2.起業創業支援とともに、起業後の伴走型
支援の強化を図り、誰もがチャレンジでき
る環境を整えます。

3. 地元企業のイノベーションを促進させ
る為、市内外の企業間の人材交流事業の
拡充を図ります。

視察に行き、起業家同士の情報共有ネットワークの重要性を再認
識したものの、一般質問で取り上げられなかった。
個人としては、民間事業者が実施している人材交流事業に積極的
に参加。また、多様な人材が地元弘前市をデータで知る勉強会を
立ち上げた。

成果については具体的なものがなく不十分。 勉強会を立ち上げを起に、先ずは民間レベル
での取り組みを支援していきたい。
最終的には、行政として地域の人材交流に積
極的に関われるよう、政策提案していきたい。
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1. ねぷた等の伝統文化を承継する大人と
子ども達との交流を通じて、地域への愛着
と誇りを持ち、未来の弘前を担う人材を育
みます。

予算委員会の場でコロナ禍における地域の繋がりとしてのねぷ
たの位置づけについて取り上げ、地域コミュニティ形成のための
ねぷた文化の重要性を訴えた。個人としては、地元のねぷた団体
に参画。企画から制作、運行と最後の後片付けまで関わらせても
らい、地域住民とのつながりを実感している。

議会において「金融教育」の重要性について取り上げたものの、そ
の後実践などへは繋がっていない。
個人として、自治体や民間事業者が実施するキャリア教育の現場
に話題提供者として参加するものの、当市における事業化やそれ
らへの活動は不十分。

成果については具体的なものがなく不十分。
 
 
 
 

2.様々な職業人との触れ合いにより、子ど
もの成長過程の早い段階から職業観を身
に付けるキャリア教育の促進を図ります。

3. 変化の激しい時代に対応するため、大
人が社会人として必要な知識、能力を地域
の中で学び合える場づくりを行い、生涯学
習の推進を図ります。

一般質問で取り上げられず。
個人としては、民間事業者が実施している人材交流事業に積極的
に参加。また、多様な人材が地元弘前市をデータで知る勉強会を
立ち上げた。

成果については具体的なものがなく不十分。 議会、議員としての活動が不十分。
地域の生涯学習の現状を把握し、先進事例の
研究を行いながら、具体的な政策提言が行え
るようにしたい。1

2
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成果については具体的なものがなく不十分。

顔の見える関係性構築には伝統文化であるね
ぷたは重要なツールであると確信している。
今後市としてどんな支援が出来るか調査研究
していきたい。

議会、議員としての活動が不十分。
地域のキャリア教育の現状を把握し、先進事
例の研究を行いながら、具体的な政策提言が
行えるようにしたい。

1.議会として、多様な市民の皆さんと議会
報告会や意見交換会を開催し、市民の意
見を政策に反映させる議会にします。

コロナの影響もあり、議会としての議会報告会は開催出来ていな
い。議員有志による各種研修を実施するなど、議会改革への取組
は超党派議員の協力を得ながら行ってきた。
また、議長への会派の申入れにより「議会基本条例」の評価検証を
行った。

委員会など議会内で積極的に発言。ネット中継の拡充や、委員会
単位のHPへの議事録公開など、事務局スタッフの尽力等もあり、
改善している。残念ながら、SNS の活用には至っていないが、所属
する「弘前市議会だより編集委員会」において導入に向けて議論
がスタートしている。

議会改革において、「議会基本条例」の評価検
証を実施出来たのは第 1 歩。それに基づく改
善に向けた取組が重要。 
 
 

2. 議会の透明性を高めるため、広報誌の
改善、ネット中継の拡充、ホームページや
SNS 等の活用により、幅広い世代への情報
発信の充実を図ります。

3.個人の議員として、定例会ごとの一般質
問を行うとともに、議会活動報告会を実施
します。街頭演説を継続し、ホームページ
等での議会や行政に関する情報発信を積
極的に行います。

定例会ごとの一般質問及び議会報告会、会派報告会など、また個
人の情報発信については積極的に行っている。
特に、コロナ禍における情報発信については正確な正しい情報発
信に努め、積極的に SNSを活用した。

【一般質問】新型コロナウイルスの感染状況に配慮し、一度
だけ会派代表者質問の際は登壇しなかったが、それ以外は
毎定例会において質問をしている。【議会活動報告】毎定例
会毎に、会派・個人として実施してる。【ＨＰ，ＳＮＳ】個人
の情報発信については積極的に行い、SNSを通じた各種相
談や要望など格段に増えた。SNSを通じた市民とのコミュニ
ケーションにより政策提案などにも繋げている。【街頭演説】
開催頻度は減少している。

街頭演説以外は、実施出来ている。
コロナ禍において SNS を通じて積極的に情
報発信してきたことは、若年層を中心に、市民
が今欲しい情報を伝えられていると思う。4
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【ネット中継】これまではパソコンでからしかネッ
ト中継を見れなかったが、スマホから視聴が可能
になった。【広報誌】リニューアルに向けて議論が
スタートしており、現在は紙面のフルカラー化が
実現。
【その他】令和元年度より常任委員会の議事録を
ネット公開がスタート。

今年度中には、議会報告会を開催したい。
最終的には、議会報告会から出た市民の意見
を政策につなげる政策型の議会を目指した
い。

少しずつ改善は図れている。
残り２年間では、議会によるＳＮＳ運用をス
タートさせる。議会情報の随時発信機能を強
化し、議会の見える化を進めたい。

議員１期目ではあるが、同年代の若者の「子育て」や「仕事」の悩みに関する声を市政に伝える役割を果たし、一部具体的な成果も出しており、一定の評価は出来る。
また、議会外の活動で、「子ども食堂」の立ち上げに関わる等、地域課題の解決に積極的に取り組んでいる。残念なのは、マニフェストの約束３の「学び」等で、一般
質問で取り上げていない、また、一度取り上げて終わりになっている項目があること。個人として地域で出来ることをすることも重要だが、市民は、議員として、
議会としての活動、住民福祉の向上に資する、具体的な政策提案とその実現を期待している。
約束４の「議会」に関して、少数会派ながら、他会派と調整しながら、「議会基本条例」の評価・検証を実現したことは大きな成果。残り任期中に、議会報告会の開
催等、検証結果を踏まえた議会改革に積極的に関わってもらいたい。
2021 年 6 月 28 日　早稲田大学マニフェスト研究所　招聘研究員　佐藤淳
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