
市民参加型まちづくり１％システム　（平成３０年度１次募集）審査結果

合計得点
（平均）

３点未満の
審査項目

1 継続 弘前歩こう会
市民健康増進事業　「第７回　津軽
岩木スカイラインを歩いてみよう
会」

弘前市及び岩木山の魅力を全国に発信することと、市民の健康増進と親睦交流を図る
ことを目的に、「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。参加者には、ウオーキングの素晴らしさと岩木山からの絶景や紅葉
の素晴らしさを体感していただく。

73.1 － ○

講師等謝礼（救護連絡等支援員、交通誘導警備員）、消耗品費（ゴミ袋、
コピー用紙、プリンタインク、ＦＡＸインクフィルム、草刈り鎌、角杭、
サロンパス 等）、印刷製本費（ポスター・チラシ、完歩証、資料等）、
通信運搬費（関係団体・各学校周知・参加者案内郵便料、振込受付確認用
はがき等）、傷害保険料、使用料（バス、スカイライン通行料、仮設トイ
レ、交通規制看板等）

2 継続 時敏地区青少年育成委員会

青少年健全育成・地域づくり・地域
世代間交流事業　「第５回　津軽の
伝統文化と昔の遊びに触れてみよ
う」

今日の子どもたちが失いつつある日本の伝統的文化と昔の遊びに親しむ機会を創出
し、時敏地区内の子どもたちと高齢者がふれあうことで世代間交流を図ると共に、地
域の大人が協力して地域の子どもたちの健全な成長を培うことに対する理解につなげ
る。また、地区内の歴史・文化を学ぶ講座を新たに開催し、時敏地区の伝統文化と文
化遺産のさらなる理解と保存継承の大切さを地区の子どもたちに伝える。

80.4 － ○

講師等謝礼（看護師、体験指導者等）、消耗品費（コピー用紙、色紙、封
筒、プリンタインク、クリアファイル、ゴミ袋、テープ、はさみ、花器、
生花、体験用お茶 等）、印刷製本費（チラシ、紙飛行機型紙）、通信運
搬費（関係団体連絡用切手）、使用料及び賃借料（体験用三味線、看板、
運搬用トラック、茶席用毛氈）

3 継続 弘前縄文の会
文化振興事業　「第２回　大森勝山
遺跡と世界遺産登録を学ぼう会」

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録の意義と登録後の活動についてや、
登録候補遺跡群の一つである大森勝山遺跡などの価値について市民に再認識してもら
い、地域・観光資源としての活用に結びつけていくための研修会などを開催する。ま
た、子ども達には、大森勝山などで生活した縄文人やその文化が、いかに世界的価値
の高い文化であったのか正しく理解するための場を提供していく。

81.8 － ○

講師等謝礼（演奏者等）、消耗品費（スタッフ・出演者用パスシール、事
務用品等）、印刷製本費（チラシ、ポスター）、イベント賠償責任保険、
使用料及び賃借料（会場、照明機材、音響機材、パイプ椅子、テント、出
演者控え室、駐車場、資材運搬用車両等）、その他経費（看板、交通指導
員、ゴミ回収、支払手数料）

4 継続 西部仲町　自主防災会
防災・地域づくり・地域世代間交流
事業　「第２回　西部仲町　自主防
災会　避難訓練事業」

一昨年、自主防災会を設立したのを機会として、町民全員を対象とした「避難訓練」
や「炊き出し訓練」などを行い、避難方法・避難誘導・避難者への対応・炊き出しの
仕方・消火器の扱い方などを検証し、今後の活動に役立てる。
町会内で、災害弱者や孤立者を可能な限り生じさせないため、町民全員が協力しあ
い、災害対応に努めていく。

79.6 － ○

消耗品費及び原材料費（ダンボールコンポストセット、教材用マジック・
風船等）、印刷製本費（チラシ、案内状）、通信運搬費（案内状郵送）、
使用料及び賃借料（車両）
【審査委員会での主な意見】
・対象を、市内の保育園として事業を実施してください。
・園児が対象であることから、使用する器具等を清潔に保つなど、衛生面
に配慮してください。

5 新規
特定非営利活動法人　もった
いないつがるの会

宴の後には地球に戻そうプロジェク
ト

リサイクル率が高い先進地の分別方法を参考に、さくらまつりや運動会、ねぷたまつ
り、お盆等、大人数で宴会を行う機会に、生ごみやペットボトルのキャップ、缶のプ
ルタブ等のリサイクルに取り組んでもらう。
宴会会場で発生した生ごみを堆肥化してもらうことや、ペットボトル・空き缶を持ち
帰ってリサイクルに努めてもらうこと、市のリサイクルの現状を認識してもらうこと
などで、「宴の後には資源リサイクル」という文化を醸成する。

61.0 － ○

講師等謝礼（看護師）、消耗品費及び原材料費（プリンターインク、コ
ピー用紙、封筒、宛名シール）、燃料費（レンタカー用ガソリン）、印刷
製本費（チラシ、コースマップ）、通信運搬費（チラシ送料）、損害保険
（参加者用）、使用料及び賃借料（救護用レンタカー）、その他経費
（コース誘導員、振込手数料）

6 継続
特定非営利活動法人　スポ
ネット弘前

小学校体育支援事業「運動大好きプ
ロジェクト」

少子化によるスポーツ少年団の加入数の減少や部活の停滞によって、子どもたちのス
ポーツ実施率が低下していることから、学校の教員と専門の指導者が連携することで
体育の授業の充実を図る。子どもたちが楽しみながら体育の授業に打ち込める環境を
作ることで、運動を好きになってもらい、また、運動する習慣が根付いていくこと
で、健康増進や精神面の安定、健全育成に寄与する。

84.2 － ○
講師等謝礼（アトラクション出演者）、消耗品（コピー用紙）、食糧費
（作業時の飲み物）、印刷製本費（回覧用チラシ）、通信運搬費（事業報
告資料送付）、ボランティア保険、その他経費（照明配線一式）

7 新規 城西町会連合会 城西エリアガイドブック

市の眺望景観保全地区に指定されている城西地区の景観や県重要文化財に指定されて
いる熊野宮をはじめ、城西地区の素晴らしいところを地域に住んでいる人たちに実感
してもらうために、気軽に持ち歩き、散策できるガイドブックを作成する。
散策することにより、長く住んでいる住民だけでなく、若い世代にも、今住んでいる
城西地区の良さを認識してもらい、より誇りに思ってもらう。

73.6 － ○

講師等謝礼（勉強会・研修会講師）、交通費（講師）、消耗品費及び原材
料費（チェーンソー刃、塗料、砂利・砂、舗装用生コン、コピー用紙、プ
リンターインク等）、食糧費（作業時の飲み物）、燃料費（草刈・資材運
搬用ガソリン、重機・泥運搬用軽油、混合用オイル）、保険料、使用料及
び賃借料（バックホー、ダンプカー、枝打ち機器）

8 継続 乳井町おこし協力会
乳井区域内放棄地の環境整備と美化
活動

乳井町会内で放棄され崩壊寸前だった遺跡である茶臼舘の沿道改修や、ホタルが集ま
るため池の泥上げなどの整備を行う。地域住民の参加を図りながら、茶臼館からの絶
景を見る会やホタルの観賞会、歴史勉強会を実施することで、地域の良さを再認識し
てもらい、愛着を高めていく。さらに地域内の歴史巡回小径の整備を進めるほか、古
井戸の整備等を実施する。

86.0 － ○

講師等謝礼（公園ガイド料等）、消耗品費（コピー用紙、プリンターイン
ク、データ保存用USBメモリ）、印刷製本費（資料等コピー）、傷害保
険、使用料（会場費、バス借上げ）
【審査委員会での主な意見】
・大型バスの利用を変更するなど、規模や内容に合った予算で事業を実施
してください。

9 新規 弘前市防災マイスター連絡会
弘前市民への防災力・減災力の向上
推進隊

県内でも「自主防災組織」の結成率が低い弘前市において、防災組織の必要性を呼び
かけ、防災組織率の向上に寄与するため、結成の仕方のマニュアル作りや、自主防災
組織未結成の町会向けの出前講座を開催する。また、会員がそれぞれの経験を基に
し、各町会等に働きかけていくことで、市民の「防災・減災意識」の向上のための役
割を担っていく。

63.4 － ○

講師等謝礼（演奏会出演者）、交通費（演奏会出演者、調律師）、消耗品
費及び原材料費（プリンターインク、コピー用紙、文具）、印刷製本費
（プログラム）、通信運搬費（通知用はがき、切手）、使用料及び賃借料
（会場、会場備品、楽器運搬用トラック等）、その他経費（調律代、駐車
場警備員等）

10 新規 弘前大学スティールパン部
弘前スティールパン・フェスティバ
ル

ドラム缶から作られる旋律楽器であるスティールパンに触れてもらうことで、音の面
白さや魅力を多くの市民に伝えるためのワークショップやコンサートを開催する。
ワークショップ受講者には、小型スティールパンの製作と演奏を行ってもらい、団体
メンバーとともにコンサートで演奏するといった一連の流れを体験してもらう。ま
た、コンサートを広く市民に聞いてもらうことで、地域の文化振興に寄与する。

64.7 － ○

講師等謝礼（体操、教養講座、コンサート演奏、歌唱指導）、消耗品費
（テープ、色紙、クレヨン、コピー用紙、封筒、調理実習材料費　等）、
通信運搬費（切手、はがき）、スポーツ安全保険、使用料及び賃借料（教
養講座・交流会・コンサート・調理実習・健康体操等会場）、その他経費
（コンサート会場設営アルバイト）

11 継続 Rainbow Muse Hirosaki 弘前さくらコンサートVol.４

市民に質の高い音楽に触れてもらう機会を創出するため、子どもから大人までのピア
ノ演奏だけでなく、コーラスや、ピアノと鍵盤ハーモニカの共演等、さまざまな音楽
を交えたコンサートを開催する。このコンサートを機に、来場者も出演者も、生涯教
育としても音楽に触れてもらえるように、幅広い音楽の楽しみ方を知ってもらう。

76.9 － ○

消耗品費及び原材料費（作業資材、肥料、種苗、救急用品、スコップ、
鎌、コピー用紙等）、燃料費（軽油、混合油）、印刷製本費（写真、チラ
シ等）、イベント傷害保険、使用料及び賃借料（軽トラック）、その他経
費（井戸設置、コンポスタ）
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12 継続
子育て支援サークルママーズ
クラブ

親子触れ合い「親子じゃれつき遊
び」と子どもの生活習慣・体力・社
会性をはぐくむ「コーディネーショ
ンを取り入れた運動遊び」

子どもの運動の機会と、養育する親の情報交換の場として活用していただくことを目
的に、親子で定期的に遊ぶ機会を提供する。子どもたちには運動習慣やチャレンジ精
神を身に付けていただくことができ、また、ボディーメンテナンスということでお母
さんのための教室も設けることで、保護者にもリフレッシュしていただく機会とす
る。

69.2 － ○

講師等謝礼（ワークショップ、講演会）、交通費（講演会講師）、消耗品
費（ワークショップ材料費、ガムテープ、用紙等）、印刷製本費（ポス
ター、チラシ、プログラム、歴史解説用パネル）、通信運搬費（展示品運
送費）、展示品動産保健、使用料及び賃借料（展示品運搬用車両）、その
他経費（受付・会場設営アルバイト、展示品キャプション製作　等）

13 継続 弘前男女らくご振興協会
焦点　―弘前とかけて落語ととく、
その団体とは―

落語を通じてコミュニケーションのコツを知ってもらい、会話の際に相手と打ち解け
られるような技術などを高めてもらう機会を創出するため、現役の噺家による「落語
教室」を開催する。発声練習、落語の「まくら」の作り方などの内容を通して、コ
ミュニケーションのコツを知ってもらうことで、さまざまな場面や立場での対話等に
生かしてもらう。

73.5 － ○

講師等謝礼（たか丸くん）、消耗品費及び原材料費（結束バンド、ロー
プ、おもり、プリンターインク、コピー用紙、のぼり等）、食糧費（作業
時飲み物）、燃料費（照明用ガソリン・軽油）、印刷製本費（ポスター、
チラシ、パンフレット、歴史マップ）、通信運搬費（案内等送付）、損害
保険、使用料及び賃借料（テント、照明、コンテスト会場等），その他経
費（掲示パネル、コンテスト賞品）
・テントに係る経費を補助対象外としました。

14 継続 津軽カタリスト
太宰治ドラマリーディング　津軽カ
タリスト定期公演　事業

「弘前は太宰治研究の街である」ことのPRを目的に、太宰治の作品をアレンジし
て、ドラマリーディング形式で公演する。年４回、定期的に公演を行い、作品が書か
れた時期ごとに特集を組んだり、季節性のある作品を取り入れ、太宰治作品を代表す
る不朽の名作をお届けする。

79.5 － ○
消耗品費（コピー用紙、画用紙、スティックのり、ホチキス針、両面テー
プ、模造紙）、印刷製本費（公演チラシ）、使用料及び賃借料（音響機
材）

15 継続 弘前市民の森の会 弘前市民の森で元気になろう

市民の心身の健康向上や不安解消を目的に、自然環境に恵まれた「市民の森」で各種
健康法（森林療法、園芸療法、芸術療法）の体験を行う。また、「ストレスと病気」
をテーマとした健康セミナー・健康相談を開催し、心身の健康について知ってもらう
機会を創出するほか、各地域で押し花などの体験をしてもらいながら、市民の森の紹
介や、地域で支え合えるつながりづくりをするため、地域に出向いての活動を行う。

72.5 － ○
講師等謝礼（ラベンダー植栽指導者）、消耗品費及び原材料費（ラベン
ダー苗、固形肥料、ごみ袋、軍手）、食糧費（作業時飲み物）

16 継続 和徳歴史探偵団

～　和徳の歴史の探求と伝統ある津
軽の歴史の魅力発信事業　～　題
「けの汁発祥の地　和徳城」和徳城
主　小山内讃岐の守没後４４７年
祭」

和徳の歴史や伝統を継承していくため、447年祭を開催する。歴史講座や資料配布、
けの汁のふるまいを行うほか、秋ごろには伝統的なけの汁の講習や、けの汁コンテス
トを行うことで、次代を担う子どもたちにも歴史や伝統を伝えながら、和徳の活性化
につなげることを目指す。

72.5 － ○

講師等謝礼（シンポジウム出演者、司会者）、交通費（県外出演者）、消
耗品費（会議資料作成費等）、食糧費（講師用飲み物）、印刷製本費（ポ
スター、チラシ、パンフレット）、通信運搬費（切手）、使用料及び賃借
料（シンポジウム会場、照明機材）

17 継続
弘前駅前遊歩道賑わい祭実行
委員会

HIROSAKI JAZZ STREET
2018

弘前駅前公園及び遊歩道の週末の散策者・通行者が減少していることから、これらの
場所を歩いたことがない市民が街歩きをするきっかけを作り出すため、市内外の
JAZZバンドを多数招致し、ストリートライブ及びコンサートを開催する。イベント
をきっかけに、より多くの市民が駅前の利便性に気づき、遊歩道を活用する人が増加
することにより、地域の活性化につなげる。

85.5 － ○
消耗品費（ボランティアスタッフ用ビブス、ネームホルダー、封筒）、印
刷製本費（チラシ、資料等）、使用料及び賃借料（セミナー会場費）、そ
の他経費（ホームページ作成）

18 継続
特定非営利活動法人　藤代地
域ふれあいの会

いわなのつかみどり体験

子どもの頃の体験がその後の人生に影響を与えると言われていることから、地域の子
どもたちにさまざまな体験を重ねて成長してもらううことや、青少年の健全育成を目
的に、「いわなのつかみどり体験」を開催する。また、体験の場を通して、地域の多
世代交流を図り、親睦を深めてもらう。

66.0 － ○

講師等謝礼（特別イベント出演者）、消耗品費及び原材料費（プリンター
インク、コピー用紙、ボールペン、両面テープ、コンパネ、角材、ペン
キ、刷毛等）、食糧費（作業時の飲み物）、印刷製本費（チラシ、ポス
ター）、通信運搬費（賞品発送、はがき）、イベント保険、使用料及び賃
借料（音響機材）、その他経費（特別イベント時の花火、入賞者賞品、舞
台設置費等）

19 継続 石川町会 大仏公園あじさいまつり

町会にある大仏公園と、公園内に咲くあじさいを広く市民に知ってもらうため、「あ
じさいまつり」を開催する。公園内の各所にクイズポイントを設置して公園内を巡っ
てもらうほか、川柳や絵を募集し、祭り後には作品を弘南鉄道大鰐線の電車内に展示
する。また、特別イベント日には、紙ひこうき大会や祭りを盛り上げるためのジャズ
演奏・アカペラコーラスで、より多くの市民に大仏公園に足を運んでもらう。

79.8 － ○

消耗品費（コピー用紙、プリンターインク、封筒、チケット用紙）、印刷
製本費（チラシ、ポスター）、通信運搬費（切手、宅配送料）、使用料及
び賃借料（会場、プロジェクター、ビデオ、マイク、スクリーン、映画
DVD等）、その他経費（看板）

20 継続
一般社団法人　弘前芸術鑑賞
会

ひろかんセミナー

主に高齢者が集まれる居場所づくりとすることを目的に、週３回健やかセミナーを開
催する。健幸増進リーダーと連携して、健康に関する講座を行うほか、生涯学習講座
では参加者の意見も取り入れながら、映画や押し花、物作りなどさまざまな分野にふ
れる機会を提供する。セミナーを通じて、参加者、講師ともに生きがいづくりの場と
なることを目指す。

62.3 － ○

講師等謝礼（監督、英語指導者、ピアノ伴奏者等）、交通費（講師）、消
耗品費（コピー用紙、プリンタインク、封筒、衣装、衣装作製材料、記録
用DVD等）、印刷製本費（チラシ、ポスター、プログラム、整理券、楽
譜、資料）、傷害保険、通信運搬費（切手、はがき）、使用料及び賃借料
（会場、会場備品）、その他経費（楽譜、看板、音楽著作権、ピアノ調
律、会場装飾品）

21 新規
一般社団法人　弘前芸術鑑賞
会

終活講演会

一般市民に対し、自らの老後に役立てる正しい知識を身に付けることを目的に、「終
活講演会」を開催する。講師をお呼びして、より具体的な終末期や人生の終わりの準
備についてお話していただくとともに、参加者からの質疑応答も積極的に受け付け、
参加者の興味のある部分を深く掘り下げていく。

45.8 － ×

（審査会での主な意見）
高齢社会における終活のニーズや、重要性は理解しますが、参加者のため
の研修会や講習会の要素が強い事業であることから、受益者負担があるべ
きと考えます。また、中央から講師を呼んでの講演会だけで終わらず、集
まった参加者同士が情報交換できるような場を作るなど、実施内容につい
ても工夫していただきたい。

22 継続
弘前市英会話サークル
Globish

中心６商店街接客英会話　無料セミ
ナー・観光　英語ボランティア事業

「国際都市弘前」への一助とするため、外国人観光客へのおもてなしを目的として観
光英語ボランティアセミナー、接客英会話セミナーを実施する。観光英語ボランティ
アセミナー後は、実際に４大祭りでのボランティア活動を行い、接客英会話セミナー
では接客に必要な基本的な英会話や、飲食店における英語メニューの作成方法を学ぶ
ことで、外国人に対するおもてなしができる。

72.2 － ○

講師等謝礼（陶芸体験講師）、消耗品費及び原材料費（ラミネートフィル
ム、画用紙、苗、畑資材、コピー用紙、料理教室材料、陶芸教室材料、元
気になる食事法チャレンジシート等）、印刷製本費（チラシ、ポスター、
資料等コピー）、イベント保険、使用料及び賃借料（送迎用タクシー、講
演会会場）、その他経費（送迎ボランティアへの謝礼）

500,000 500,000

500,000 -

186,000 186,000

500,000 500,000

490,000 490,000

500,000 500,000

178,000 178,000

276,000 276,000

430,000 430,000

198,000 198,000

465,000 465,000
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23 継続
特定非営利活動法人　ひろさ
きレクリエーション協会

みんなのウォークラリー大会　＜城
下町弘前の文化＞に触れながら街探
検をしよう

市民の皆さんの楽しみ作り、健康づくりに寄与するため、みんなのウォークラリー大
会を開催する。コマ図という地図を見ながらまちを歩き、弘前市の伝統文化や建築物
を見たり、実際に体験していただくことで、楽しみながら健康づくりのきっかけにな
ることや、郷土への関心や愛着を育む。

74.5 － ○

消耗品費（キャンドル、着火器具、鉛筆、消しゴム、コピー用紙）、印刷
製本費（チラシ、ポスター、プログラム、アンケート用紙コピー）、通信
運搬費（楽器運搬）、保険料（行事傷害保険、施設賠償責任保険）、使用
料及び賃借料（会場）、その他経費（音楽著作権）

24 新規
子ども食堂すこやかプロジェ
クト

無料の学習支援と食事提供の子ども
食堂

経済的に厳しい世帯の子どもや保護者に学習支援と温かい食事を提供することで孤食
を防ぎ、にぎやかに楽しく食べる喜びを知ってもらうために、「子ども食堂」を実施
する。
また、1人でも多くの子どもや保護者の力になれるように、「目に見えない子どもの
貧困」の実態を多くの市民や地域に知ってもらうことで、地域の協力やつながりを深
める。

84.0 － ○

講師等謝礼（イベント出演者）、交通費（出演者）、消耗品費及び原材料
費（展示台用合板、展示台金具、展示台用ツーバイフォー）、印刷製本費
（ポスター、DM）、イベント保険、使用料及び賃借料（会場、会場備
品、プロジェクター）、その他経費（照明業務、音響機材・業務）

25 新規 清原中央町会 清原中央町会史発刊

町会の設立から４０年を迎え、設立時からの資料を収集・整理し、町会の活動をまと
めた「町会史」を作製する。町会の歩みを現在および将来の世代に継承し、町会活動
への理解を図り、今後の町会や地域の活性化を目指す。作製後は、各世帯や地区関係
団体等に配布するほか、子どもたちと町会史を学ぶ機会を持つなど、有効活用を図
る。

74.8 － ○

講師等謝礼（美術セミナー講師）、消耗品費（コピー用紙、プリンターイ
ンク、封筒、フラワーアレンジメント教室材料、茶の湯体験材料、料理教
室材料、みそ作り教室材料　等）、印刷製本費（チラシ）、通信運搬費
（美術セミナー展示品等送料）、普通傷害保険、使用料及び賃借料（会
場）、その他経費（植物園入園料）

26 継続 歴史と伝説の里「鬼沢の会」
鬼楢地域「歴史と伝説の里づくり事
業」

鬼沢地域に伝わる「鬼伝説」や、義民・藤田民次郎の生涯を紹介し、それらに関連す
る地域の名所を散策したり、農業体験や郷土料理を試食するツアーを開催し、鬼沢の
魅力を発信することで、地域の活力を生み出す。また、地域の歴史や地域外の鬼に関
する話を地域住民が学ぶ機会を作ることで、地域資源を後世に伝える人材を育成す
る。

71.3 － ○

消耗品費（コピー用紙、封筒等）、印刷製本費（チラシ、ポスター、パン
フレット）、通信運搬費（作品搬入・搬出、案内状発送）、イベント保
険、使用料及び賃借料（展示作品）、その他経費（展示作品デザイン料、
振込手数料）

27 継続 弘前グローカル・アクション
「あのね、知ってる？ここにもフラ
ンス」プロジェクト

蓬莱広場でフランス風マルシェを開催し、フランス語の文化やことばを体験できる
ワークショップや、他の学生とのフランス文化を通じた交流の様子の展示等を行うほ
か、フランス人による落語会を開催し、異文化発信、国際交流の場を創出する。ま
た、弘前市内でフランスとの関わりがあるお店や人物などを紹介するリーフレットを
作製し、外国文化を通じた弘前の魅力を再発見してもらうきっかけをつくる。

75.6 － ○

講師等謝礼（歴史講座講師）、交通費（講師）、消耗品費（コピー用紙、
のり、テープ、ファイル、手袋等）、印刷製本費（資料、写真、古地図プ
リント、石碑拓本）、イベント保険、その他経費（褒章（楯）、古文書読
解依頼）

28 継続 弘前韓国語勉強会
「簡単な韓国語で弘前を紹介する講
座」事業

昨年10月からの青森空港ソウル便の増便や、韓国からの観光客の増加を受けて、祭
り時期などに簡単な案内が出来るようにするため、優しい韓国語と韓国文化を勉強す
る講座を開設する。また、実際に桜祭りでの観光ボランティア体験を行うことで、観
光客に来て喜ばれる弘前を目指す。

64.5 － ○

消耗品費（コピー用紙、プリンターインク、封筒、チケット用紙）、印刷
製本費（チラシ、ポスター）、通信運搬費（切手、宅配送料）、使用料及
び賃借料（会場、プロジェクター、ビデオ、マイク、スクリーン、映画
DVD等）、その他経費（看板）

29 継続 弘前暮らしの保健室 弘前暮らしの保健室

介護の仕方や病気になった時の対処の仕方、施設のことなど、日々の生活の中で生じ
るちょっとした悩み事を相談できる場所をつくるため、清水交流センターで暮らしの
保健室を開催する。健康チェックや調理実習のほか、体を動かせるダンベル体操・笑
い体操などを通して、参加した人同士も気軽に話しができる居場所づくりを目指す。

79.5 － ○

講師等謝礼（監督、英語指導者、ピアノ伴奏者等）、交通費（講師）、消
耗品費（コピー用紙、プリンタインク、封筒、衣装、衣装作製材料、記録
用DVD等）、印刷製本費（チラシ、ポスター、プログラム、整理券、楽
譜、資料）、傷害保険、通信運搬費（切手、はがき）、使用料及び賃借料
（会場、会場備品）、その他経費（楽譜、看板、音楽著作権、ピアノ調
律、会場装飾品）

30 継続
弘前こども・おとなミュージ
カルクラブ

第２回公演　メリーポピンズ

地域の音楽活動をより豊かにし、ミュージカルを知らない人や見たことの無い人に対
して、興味を持っていただくきっかけとするため、手話、英語、踊りを駆使した
ミュージカル「メリーポピンズ」の公演を行う。参加者には、体の動きや声を使った
表現方法を学び、感受性や感性豊かになっていただくとともに、観覧者には子どもた
ちの上演する姿を見ていただくことで、舞台芸術の素晴らしさを広めていきたい。

68.5 － ○

講師等謝礼（キャンプ時野外活動指導者）、交通費（スタッフの会場往復
分）、消耗品費（マジック、コピー用紙、名札、スポーツ用具、電子ホ
イッスル等）、燃料費（送迎ガソリン）、保険料（車両任意保険、賠償責
任保険、傷害保険）、使用料及び賃借料（送迎用車両、キャンプ会場、
キャンプ用テント）、その他経費（運動会賞品）

31 継続 こぎんフェス実行委員会 第７回こぎんフェス

津軽地方に古くから伝わる「こぎん刺し」文化を発信し、観光客に知ってもらうこと
や、市民が弘前・津軽への誇りや愛着を醸成することを目的に、さくらまつり期間内
に「こぎんフェス」を開催する。こぎん刺しの展示、ワークショップ、こぎん刺しの
歴史や日本三大刺し子についての説明パネル展示等を行うことで、こぎん刺しへの理
解や関心をさらに深めてもらうきっかけを作る。

75.8 － ○

講師等謝礼（陶芸体験講師）、消耗品費及び原材料費（ラミネートフィル
ム、画用紙、苗、畑資材、コピー用紙、料理教室材料、陶芸教室材料、元
気になる食事法チャレンジシート等）、印刷製本費（チラシ、ポスター、
資料等コピー）、イベント保険、使用料及び賃借料（送迎用タクシー、講
演会会場）、その他経費（送迎ボランティアへの謝礼）

32 継続
特定非営利活動法人　SEEDS
NETWORK

岩木山YOGAフェスティバル

自然豊かな岩木山周辺でのヨガ体験を通じて、老若男女問わず体を動かすことの楽し
さを実感し、自身の健康を見つめ直すきっかけづくりとしてもらったり、ストレスの
多い現代社会で楽しみ、リラックスしてもらうことを目的として、ヨガフェスティバ
ルを開催する。桜林公園内でのヨガレッスンのほか、登山やウィーキングなどと組み
合わせ、自分のぺ―スに合わせたヨガを体験してもらい、より多くの人が岩木山の自
然を感じながら参加・交流できるイベントとする。

78.5 － ○

消耗品費（キャンドル、着火器具、鉛筆、消しゴム、コピー用紙）、印刷
製本費（チラシ、ポスター、プログラム、アンケート用紙コピー）、通信
運搬費（楽器運搬）、保険料（行事傷害保険、施設賠償責任保険）、使用
料及び賃借料（会場）、その他経費（音楽著作権）

33 継続
おしごと体験広場キッズハ
ローワーク実行委員会

おしごと体験広場キッズハローワー
ク

子どもたちに、大人になることや働くことが素晴らしいと思ってもらうため、誰もが
知っているメジャーな仕事から、地域性の強い仕事まで、社会には様々な仕事がある
ことを体験・体感できる機会を創出する。また、社会の仕組みを感じ取ってもらうこ
とで、職業観の醸成にもつなげる。

86.5 － ○

講師等謝礼（イベント出演者）、交通費（出演者）、消耗品費及び原材料
費（展示台用合板、展示台金具、展示台用ツーバイフォー）、印刷製本費
（ポスター、DM）、イベント保険、使用料及び賃借料（会場、会場備
品、プロジェクター）、その他経費（照明業務、音響機材・業務）
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34 新規
おしごと体験広場キッズハ
ローワーク実行委員会

りんごのある暮らしと仕事

弘前は、日本一のりんごのまちで、りんごに関わる多くの産業が興り、かつてまちは
ぎわっていたが、近年は、後継者不足に直面している。りんごを支えてきた技術・伝
統が地域に存在していることを子どもたちに広く知ってもらうため、りんごの加工製
造過程やりんご箱を作る職人の仕事を実際に現場で見て、体感してもらうツアーを実
施する。りんごを支えている産業を通し、技術・伝統の素晴らしさを再認識してもら
うとともに、故郷への誇りを持ってもらう。

78.3 － ○

講師等謝礼（美術セミナー講師）、消耗品費（コピー用紙、プリンターイ
ンク、封筒、フラワーアレンジメント教室材料、茶の湯体験材料、料理教
室材料、みそ作り教室材料　等）、印刷製本費（チラシ）、通信運搬費
（美術セミナー展示品等送料）、普通傷害保険、使用料及び賃借料（会
場）、その他経費（植物園入園料）

35 新規 HANDS企画室
お弁当の日～お弁当で伝えたいこと
～

お弁当に対するハードルを下げ、お弁当作りが楽しいと思ってもらえるようになるこ
とを目的に、お弁当に関する講話と、簡単に作れるお弁当のワークショップを行う。
また、ワークショップ会場の周りには、市内の店舗に出店していただき、お弁当作り
の参考になるようなブースを設ける。事業を通じて、お弁当を切り口とした健康管理
や地産地消のきっかけとなることを目指す。

48.4 － ×

（審査会での主な意見）
お弁当作りに苦手意識を持っていたり、うまく作れずに悩んでいる
人のお弁当作りへのハードルを下げ、一歩踏み出すきっかけとし
て、本事業を実施したいという想いは理解しますが、インスタ映え
や見映えが中心と見えてしまうので、お弁当のつめ方を学んだ後、
どのようなことにつながっていくのかなど、本事業への需要を含
め、目的や実施内容を検討していただきたい。

36 継続
子育てパパママ楽習会運営委
員会

子育てが楽しくなるパパママ楽習会

楽しく子育てをするひとつのきっかけとしていただくため、講師を招いて、楽習会を
開催し、心理学をベースとした考え方（選択理論）や親子の具体的な関わり方を学
ぶ。また、月に１回開催するぷち楽習会では、楽習会後の振り返りや、日々の子育て
の課題のシェアを行うほか、子育てに奮闘している同じような境遇のパパママ同士の
繋がりを育むことによって、心の安定と欲求充足をサポートし、こどもにとってもよ
り良い環境を創造する。

69.5 － ○

講師等謝礼（歴史講座講師）、交通費（講師）、消耗品費（コピー用紙、
のり、テープ、ファイル、手袋等）、印刷製本費（資料、写真、古地図プ
リント、石碑拓本）、イベント保険、その他経費（褒章（楯）、古文書読
解依頼）

37 継続 津軽笛地域づくり実行委員会
津軽笛を通じた地域交流事業（第3
回 全日本横笛コンクール）

全国トップレベルの笛奏者の演奏を市民が見る機会を作り、6人に１人が笛を吹ける
街ひろさきの伝統文化に、今まで以上に興味を持ってもらうため、全国横笛コンクー
ルを実施する。全国で唯一の横笛コンクールを弘前で開催し、課題曲をねぷた囃子に
することで、全国の笛奏者がねぷたを知る機会を創出する。また、コンクール出場者
が小学校に訪問演奏をする機会を作ることで、その地域のねぷたに次年度以降参加し
てもらうといった地域交流や、来弘のきっかけをつくる。

80.5 － ○

講師等謝礼（歴史講座講師）、交通費（講師）、消耗品費（コピー用紙、
のり、テープ、ファイル、手袋等）、印刷製本費（資料、写真、古地図プ
リント、石碑拓本）、イベント保険、その他経費（褒章（楯）、古文書読
解依頼）

採択：35事業

審　査　項　目

費用の妥当性
⑨　予算が具体的で、事業の内容・規模に合った予算になっている

⑩　市民の貴重な税金を使うことによる効果が認められる

実現性
⑤　事業の計画が具体的で、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

将来性
⑦　事業効果が一過性ではなく、継続性（継続事業については発展性）が期待できる

⑧　将来的に広く波及効果が期待できる

不採択：2事業

公益性
①   事業の効果が特定の者に限定されない

②　社会公共的なまちづくりや地域づくりのためのものになっている

必要性
③　地域社会における課題を的確にとらえ対応している

④　地域の状況や市民ニーズに即した対応をしている

合計  37事業（新規9事業　継続28事業） 14,734,000 13,896,000

127,000 127,000

338,000 -

500,000 500,000

500,000 500,000


