
平成24年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム　審査結果一覧（２次募集）

 （No.1）

合計得点
（平均）

３点未満の
審査項目

1 新規 弘前歩こう会
市民健康増進事業
「第１回 津軽岩木スカイライ
ンを歩いてみよう会」

市民の健康増進と親睦交流を図るため、「津軽岩木スカイライン」を
ゆっくりと自分のペースで歩く健康増進事業を実施する。参加者にウ
オーキングの素晴らしさを体感してもらうと共に、岩木山の紅葉の絶
景と弘前市の魅力を全国に発信する。

340,000 92.9 － ○ 340,000

【対象経費】
講師等謝礼（看護師）、消耗品費（紙コップ、医薬材料等）、印
刷製本費（ポスター、チラシ、案内・資料等）、通信運搬費（関
係団体案内等）、保険料、賃借料（バス、救護車、仮設トイレ、
看板等）

2 新規 原ヶ平町会 夏祭りin原ヶ平１２
町会の活性化を図るため「夏祭りin原ヶ平１２」を実施し、世代を超
えた町民の親睦と交流の場を設け、安全で安心して住むことの出来る
町づくりを進める。

444,000 68.2 － ○ 299,000

【対象経費】
講師等謝礼（町外出演者）、交通費（講師用）、消耗品費（イン
クカートリッジ、用紙等）、印刷製本費（ステージ看板・広報用
ポスター作製等）、保険料、賃借料（音響・テント・ステージ用
トラック・椅子用コンテナ・楽器運搬用車両等）、その他経費
（祭り警備員）等

3 新規
岳暘ふるさと
創生会

岩木町絆フェスティバル事業

地域住民と児童の交流の場作りと、地区出身の帰省者に地元の良さを
再認識してもらうため、昨年より始めた夏祭りを開催する。仮装盆踊
り大会やねぷた運行等のほか、今年は新たに地元の子ども達によるパ
フォーマンスダンス大会も実施する。

319,000 75.0 － ○ 319,000

【対象経費】
講師等謝礼（司会、盆踊り生演奏者）、印刷製本費（大型ポス
ター、チラシ）、通信運搬費（チラシ折り込み料）、保険料、使
用料（会場）、賃借料（舞台用トラック、音響、盆踊り照明）、
その他経費（駐車場警備員）

4 継続 国吉町会 山岸堰改良事業

町会を流れる山岸堰は、農業用水・防火用水・融雪用水として利用さ
れているが、春先の融雪時や豪雨時の際に水が溢れたり、決壊の恐れ
があるため、U字溝を購入し、地域住民で改修工事を行う。
（延長１００ｍ）

473,000 85.7 － ○ 473,000

【対象経費】
原材料費（U字溝、モルタル・砂利等）、燃料費（軽油・ガソリ
ン）、保険料、賃借料（ユンボ・ダンプ・運搬車・草刈機・チェ
ンソー・工事用土地・側溝吊り上げ機）

5 継続 葛原町会
「かかしコンテスト」による
葛原地域活性化事業

昨年、５年ぶりに再開し、町内の子どもからお年寄りまで積極的に参
加した「かかしコンテスト」を継続実施する。今年度は、町民各自が
制作するかかしコンテストの他、地域住民で１体の“中型かかし”制
作にも挑戦し、更なる地域の世代間交流と活性化を図る。

153000 79.1 － ○ 147000

【対象経費】
消耗品費（コピー用紙、トナー、サラシ、ナイロン袋、固定バン
ド、支柱、賞状用紙等）、燃料費（ガソリン代）、印刷製本費
（フィルム現像料）、その他経費（看板作製料、賞品）

6 新規 相馬地区交通安全委員会
相馬地区交通危険箇所啓蒙事
業

昨年度相馬地区の交通安全危険箇所の調査をした結果をもとに、特に
危険だと思われる箇所に赤色回転灯を設置するとともに、交通安全の
街頭指導を実施する。

186,000 78.6 － ○ 186,000

【対象経費】
原材料費(スレッドライト、支柱、取り付け金具バンド、カラース
プレー、カラーコピー用紙）、印刷製本費（街頭指導チラシコ
ピー代）、通信運搬費（ハガキ）、保険料

7 新規 藤沢町会
藤沢活性化施設「持寄館」の
整備事業

老人クラブや子ども会などの会合で頻繁に利用する集会所「持寄館」
の屋根のペンキ塗装を町会の皆で行うことにより、地域住民の生活環
境の向上と世代間交流を図り、町民相互の団結を深める。

317,000 66.8 － ○ 317,000
【対象経費】
消耗品（ペンキ、シンナー、ローラー、刷毛等）、燃料費（ガソ
リン、混合油）、賃借料（高所作業台、フォークリフト）

8 新規 弘工高美術OB会
弘工高美術OB展・百石町まる
ごと美術館展

市立百石町展示館を有する百石町の地の利を活かしたまちづくりを推
進するため、これまで百石町展示館で開催してきた弘工高美術OB展
を拡大し、百石町商店会の店頭及び店内に作品を展示し、百石町を
「美術の街」として印象付け、美術愛好家や市民の集客を図る。

450,000 75.0 ○ 450,000

【対象経費】
消耗品（コピー用紙、インクカートリッジ、封筒等）、印刷製本
費（ポスター、チラシ、看板、町内マップ等）、通信運搬費（案
内状、返信用ハガキ、ポスター送付等）、作品保険料、使用料
（会場、備品、駐車場等）

採点結果
（不採択…合計６０点未満、

　または 各審査項目３点未満） 採択
可否

採択金額
（円）

採択項目・委員からの主な意見番号
新規
継続

団体名 事業名 事業内容 申請金額(円)



（No.2）

合計得点
（平均）

３点未満の
審査項目

9 新規
弘前医療福祉大学・弘前医療
福祉大学短期大学部　地域貢
献室　学生会

弘前バリアフリーマップ制作
プロジェクト

障がい者の地域参加を促進するとともに、バリアフリーの未整備箇所
の改善や市民のバリアフリーへの意識向上のきっかけを作るため、介
助付き車椅子利用者向けの弘前公園内バリアフリーマップを制作す
る。また、バリアフリーマップ制作の先駆者を講師に招き、マップ制
作について学ぶほか、市民を対象にしたバリアフリーについての講演
会を開催する。

500,000 53.8 － ー ー

・高齢者やハンディを持った方などの利用者の立場に立ったバリ
アフリーマップを制作することは、必要性があると考えるが、既
存のバリアフリーマップとの違いや弘前公園に限定してマップづ
くりが利用者のニーズに対応しているのか疑問である。
・事業費のウェイトを大きく占める講演会の実施と、バリアフ
リーマップ制作とのつながりが不明瞭である。

10 継続
城西学区子ども安全サポート
推進事業部

城西学区安全で安心な「地域
安全マップ」作成事業

犯罪や事故のない、安全で安心して生活できる地域の環境づくりを目
指し、城西小学校５年生児童と地域住民が一緒になり、地域の危険個
所などを調査点検しながら「地域安全マップ」を作成する。作成した
「地域安全マップ」は、他の学年の児童や保護者に周知し、防犯意識
の高揚と改善を図る。

76,000 93.5 － ○ 76,000

【対象経費】
講師等謝礼（フィールドワーク等講師）、消耗品費（インクカー
トリッジ、写真用紙、地域安全マップ作成マニュアル、紙、文具
等）、保険料、賃借料（フィールドワークタクシー）

11 新規
ひろさき芸術舞踊
実行委員会

こども達の芸術舞踊公演
2012“マッチ売りの少女”

子どもたちが主役の舞踊公演“マッチ売りの少女”を開催し、子ども
たちが主体的に舞台芸術に触れ、ひとつの作品をみんなで作り上げる
ことで、青少年の豊かな心を養い、文化活動の振興を図る。出演する
子どもたちは、オーディションにより決定し、計４２回の練習を行い
公演を実施する。

500,000 76.8 － ○ 500,000

【対象経費】
講師等謝礼（振付講師）、消耗品費（衣装材料、舞台美術制作・
材料、CD-R、コピー用紙、トナー）、印刷製本費（ポスター、
フライヤー、公演チケット・パンフレット、はがき印刷）、通信
運搬費（ハガキ）、保険料、使用料（会場）、その他経費（練習
用ホワイトボード、音響・照明委託料、音響・映像製作費）

12 継続 ＣＬＡＰ（クラップ）
CLAP YOUR HANDS
2012 ＆ ワークショップマラ
ソン

弘前市近郊で活動するダンスサークルなどのパフォーマンスを披露す
るイベントを、カルチュアロード開催時に実施し、パフォーマーの発
表の場の創出と中心市街地への集客を図る。また、市民を対象とした
ワークショップを開催し、多くの市民が気軽にチャレンジする機会を
創出する。

367,000 89.0 － ○ 367,000

【対象経費】
講師等謝礼（音響機材オペレーター、MC）、消耗品費（コピー
用紙、プリンターインク、ガムテープ、トロフィー等）、印刷製
本費（フライヤー、ポスター）、通信運搬費（切手、封筒）、保
険料、使用料（会場）、賃借料（音響機材・パソコン・クッショ
ンフロア等）、その他経費（アルバイト賃金）

13 継続 北地区コミュニティ会議
安全・安心のまち
（安全な町づくり推進事業）

昨年、団体内に新たに設置した「安全な町づくり推進委員会」による
夜間パトロールや児童生徒の登下校支援を引き続き実施し、活動の強
化を図りながら、地域内事業所との安全対話集会や、違法物撤去活動
なども実施し、より一層の安全・安心の町づくりを推進する。

140,000 91.9 － ○ 140,000
【対象経費】
消耗品費（用紙・封筒、キャップ、ベスト、腕章）、印刷製本費
（資料コピー）、通信運搬費（切手）、保険料

14 新規 泉野町会 泉野祭り

これまで、なかなか会う機会のなかった住民同士が、顔を合わせて話
をし、子どもたちを通じて交流を深めるため、町会で初めての地域交
流イベント「泉野祭り」を実施する。町会民の地域への愛着心と一体
感を図り、来年の町会設立１０周年へのはずみとする。

89,000 90.5 － ○ 89,000

【対象経費】
原材料費（ゲーム制作用コンパネ・ビニールテープ・ボール・
ネームタブ）、印刷製本費（告知チラシ、バザー・ゲーム券）、
賃借料（射的用鉄砲・テント・ストライクアウト・バスケットリ
ンク・拡声器）

15 新規 中野町会
「中野町民いこいの広場」整
備事業

住民の親睦と交流を図るために、桜の植樹など長い年月をかけて整備
してきた「いこいの広場」を、町会住民の手によってコンクリート舗
装工事を行い、広場の更なる環境整備を図る。

500,000 82.5 － ○ 500,000

【対象経費】
原材料費（生コンクリート、ワイヤーメッシュ、ブルーシート、
路盤材、型枠材、縄・コンパネ等）、賃借料（バックホー、２ｔ
ダンプ、振動ローラー、発電機、ポンプ等）、燃料費（ガソリ
ン、軽油）、保険料

16 新規
三大地区地域づくり連絡協議
会

三大地区「地域の絆」冊子・
「絆マップ」作製事業

児童生徒が安全で安心して登下校するための環境づくりと、非常時に
おける地域の連携や、住民のふるさとを愛する心を育む一助とするた
め、危険個所や子ども110番の家、地域の歴史や史跡、避難場所や緊
急連絡網などをまとめた「地域の絆」冊子と「絆マップ」を作製す
る。

500,000 92.7 － ○ 500,000
【対象経費】
消耗品費（原稿写真、用紙、トナー）、印刷製本費（冊子・マッ
プ）、通信運搬費（切手・ハガキ）

申請金額(円)番号
新規
継続

団体名 事業名 事業内容

採点結果
（不採択…合計６０点未満、

　または 各審査項目３点未満） 採択
可否

採択金額
（円）

採択項目・委員からの主な意見



（No.3）

合計得点
（平均）

３点未満の
審査項目

17 新規
津軽山唄・津軽謙良節全国大
会実行委員会

「祝い唄二題」津軽山唄・津
軽謙良節全国大会

津軽民謡の基本といわれる「津軽山唄」「津軽謙良節」の正しい伝承
と保存及び普及を図るため、津軽山唄・津軽謙良節の全国大会を開催
する。また、大会後は大会実行委員会と有志によって市内福祉施設へ
慰問を行う。

500,000 88.5 － ○ 500,000

【対象経費】
講師等謝礼（尺八演奏者、司会）、交通費（講師用）、消耗品費
（資料作成用紙、プリンターインク）、印刷製本費（ポスター、
チラシ、プログラム、賞状、縦幕・横幕）、使用料（会場、付帯
設備、駐車場）、その他経費（トロフィー等）

18 継続 H･O･T Managers

～人とまちとをつなぎたい！
持続的な取り組みを目指して
～電車とバスの情報誌「ほっ
と」Vol.２発行プロジェクト

バス・電車の利用方法や市街地コース紹介など、公共交通機関の利用
促進を図る情報誌「ほっと」Vol.1の発行を踏まえ、「ほっと」
Vol.2を発行する。津軽フリーパスを活用したコース紹介や郊外のア
クセス情報を掲載することで回遊促進に伴う地域活性化や、郊外商業
地へのアクセス問題解決を図る。

500,000 87.9 － ○ 500,000

【対象経費】
交通費（取材用電車・バス）、消耗品費（用紙、名刺、プリン
ターインク、封筒、展示台）、印刷製本費（情報誌用）、通信運
搬費（郵送料、送料、振込手数料）

18事業（新規12事業　継続6事業）
6,354,000

17事業
採択

5,703,000

採点方法　　

  ・採点は審査項目１０項目について３段階評価とし、１人１００点満点（１０項目×１０点）により評価を行う。

⑨　事業の内容・規模に合った予算になっている

⑩　費用対効果のバランスがとれている

審　査　項　目

公益性

必要性

実現性

将来性

費用の妥当性

① 事業の効果が特定の者に限定されない

②　ひろく不特定かつ多数のための利益増進のものとなっている

③　地域社会における課題を的確にとらえている

④　市民ニーズに対応する解決策として有効なものとなっている

⑤　計画や予算が具体的で、事業の実施手段や体制などが合理的である

⑥　提案されている事業が実現可能なものとなっている

⑦　事業効果が一過性ではなく、継続性が期待できる

⑧　将来的に広く波及効果が期待できる

  ・採点の結果、出席委員の平均点が６０点未満の場合または各審査項目ごとに算出した平均点が３点未満となる項目が
　ある場合は、補助金を交付できないものと判定する。

新規
継続

団体名 事業名 事業内容 申請金額(円)

採点結果
（不採択…合計６０点未満、

　または 各審査項目３点未満） 採択
可否

採択金額
（円）

採択項目・委員からの主な意見

合計

番号


