
市民参加型まちづくり１％システム　（平成３０年度２次募集）審査結果

合計得点
（平均）

３点未満の
審査項目

1 新規 津軽保健生活協同組合 おこまりごと（無料）相談室

医療や福祉に関して「相談しても正確に伝えられない」、「どの窓口に行けばいいか
わからない」、「気軽に相談できるところがない」、あるいは公的機関に相談に行く
ことに抵抗があるといった市民が、気軽になんでも相談でき、一人でも多くの人が必
要な支援を受けられるようにするため、毎月１回、現役の医師・看護師・社会福祉士
による「おこまりごと相談室」を実施する。

84.0 － ○
消耗品費（コピー用紙、ボールペン、メモ用紙、事務用品等）、印刷製本
費（ポスター）、使用料（会場）

2 新規 松森町津軽獅子舞保存会 松森町津軽獅子舞のしおり作成
伝統ある松森町津軽獅子舞の存在と価値を認識してもらうためのしおりを作成し、松
森町を中心に配布する。慢性的に抱えている後継者不足を解決することや、今後の活
動を盛り上げることのきっかけづくりとしていく。

76.5 － ○ 印刷製本費（しおり作成）

3 新規 乳井町おこし協力会 乳井　夏のフェスティバル

地域を巻き込み、活動的にさせるためのきっかけとして、乳井神社の33年式年祭に
あわせて夏祭りを開催する。文化財防災訓練や獅子舞、消防団によるまとい振りなど
を行い、まちの底力を引き出し、文化財の保存や郷土芸能の保存への意識を高める。
また、これまで整備をしてきた地域の各所をこの機会に町会内外にPRし、地域の活
性化につなげる。

72.7 － ○

講師等謝礼（演奏者等）、消耗品費及び原材料費（インク・用紙等事務用
品、防災訓練炊き出し食材）、食糧費（準備・片付け時の飲み物）、印刷
製本費（ポスター、散歩コースマップ作成）、レクリエーション保険、使
用料及び賃借料（音響機材、機材等運搬用車両）、その他経費（花火打ち
上げ、小型ねぷた製作、舞台設置、コンテスト等賞品、案内看板、記録用
撮影委託）

4 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

〝認知症〟正しく知って楽しく予防
しましょう

認知症と診断された当事者だけでなく、そのご家族や地域住民の方へ認知症に対する
理解を深めてもらうための事業と、前回同様、認知症予防のためのレクリエーション
活動を行う。自分なりの楽しみを見つけることや心と体の健康への関心を高めるこ
と、良好な地域住民の関係を築くきっかけづくりの場とする。

63.7 － ○

講師等謝礼（認知症キャラバンサポーター、津軽塗師）、交通費（サポー
ター旅費）、消耗品費及び原材料費（津軽塗箸・スプーン、すき焼きじゃ
んけんゲームセット、たか丸くんハンコ、ビニールシート、大判折り紙、
事務用品等）、食糧費（講師昼食・飲み物）、印刷製本費（ポスター、チ
ラシ、資料）、通信運搬費（案内状郵送用切手）、レクリエーション保
険、使用料及び賃借料（会場、ライト等付属備品使用）、その他経費（駐
車場、アルバイト、看板製作）

5 継続
あおもりCAPの会中弘南黒地
区

子ども達にCAPを届けよう
副題「あなたは大切なひと」

教育現場、行政関係者、保護者、地域の大人に、いじめや暴力防止のための１つの方
法としてCAPプログラムがあることを知ってもらい、いじめ・暴力防止に対する共
通認識を持ってもらうため、公開講座を実施する。また、モデル園・モデル校を募集
し、教職員・保護者・子どもとそれぞれにあわせたCAPワークショップも実施す
る。

60.7 － ○

講師等謝礼（CAP講演会講師）、交通費（講師）、消耗品費及び原材料費
（CAP副読本、テキスト代、事務用品等）、印刷製本費（チラシ、資
料）、通信運搬費（切手）、使用料及び賃借料（会場、備品等）

■モデル校・モデル園のプログラム料は、対象外となりました。

6 継続
大沢サマーフェスティバル実
行委員会

大沢サマーフェスティバル

これまで実施してきたサマーフェスティバルを引き続き開催し、祭りと同日に、地域
から要望があった“健康を”テーマにした講演会・減塩料理教室等を行う。地域住民
に健康について興味を持ってもらい、その後祭りに参加して交流を深めてもらうこと
で、お互いの顔が見える関係を作り出し、地域の活性化につなげる。

75.3 － ○

講師等謝礼（講師、出演者）、消耗品費及び原材料費（減塩食材、割り
箸・トレー、ごみ袋、軍手、石膏ボード）、食糧費（作業時の飲み物）、
印刷製本費（ポスター）、普通傷害保険・賠償責任保険、使用料及び賃借
料（会場、血管年齢測定器、調理機材、ウイングトラック、音響・照明等
機材、舞台用ウイングトラック、機材等運搬用車両）、その他経費（看
板）

7 新規 弘前市中国語を楽しむ会
「無料接客中国語セミナー・観光中
国語ボランティア事業」

弘前への中国人観光客が増加していることから、中国人をおもてなしするための言葉
を学ぶ、中国語のセミナーを開催する。
中国語を学びたい一般向けと、商店街等の接客業をしている方向けの2種類のセミ
ナーを開催し、一般向けセミナー受講者にはJR弘前駅や弘前公園で実際に観光ボラ
ンティアとして活動してもらう。

69.7 － ○

講師等謝礼（セミナー講師）、交通費（講師）、消耗品費及び原材料費
（ゼッケン、クリップボード、USBメモリ、SDカード、事務用品等）、
印刷製本費（チラシ）、使用料（会場）

■ホームページ作成・管理にかかる経費は、対象外となりました。

8 継続
“わ”と“な”の生き活き
サークル実行委員会

“わ”と“な”の生き活きサークル
３

大成地区と三大地区、新たに城東地区にて、高齢者を対象に体操や体力測定、さまざ
まなトレーニングを取り入れたサークル活動を行う。地域で開催することによって、
気軽に参加していただけるような環境をつくり、各地区に活動を根付かせていく。
今回から外部講師への指導依頼や、大勢で食事ができる場をつくる取り組みも始め
る。

84.8 － ○
講師等謝礼（笑いヨガ・黒石よされ講師）、消耗品費（コピー用紙、ファ
イル、シール、画用紙、毛糸、名札、インク）、印刷製本費（ポスター、
チラシ）、普通傷害保険、使用料（会場）

9 継続 DOG FES IWAKI実行委員会 DOG FES IWAKI 2018

愛犬と暮らす地域環境を少しでも良くするため、愛犬家と楽しみ、学ぶ場として、
DOG FES IWAKI2018を開催する。ドッグランや、しつけ教室などのワークショッ
プ、ミニゲームなどを通して、犬と外で遊ぶために必要な、人と犬との関係性やマ
ナー、しつけについてや、命の大切さを知ってもらう。

78.0 － ○

講師等謝礼（ワークショップ講師）、交通費（講師）、消耗品費及び原材
料費（ドッグランパス、会場設営資材、事務用品等）、食糧費（作業時の
飲み物）、印刷製本費（ポスター、チラシ、パンフレット、アンケート、
賞状等）、通信運搬費（案内状・お礼状発送、テント・機材等運搬）、施
設所有者賠償責任保険、使用料及び賃借料（会場、会場備品、売店出店
料、テント、機材等）、その他経費（会場設営、看板、警備、ゲーム用備
品等）

10 新規
特定非営利活動法人
もったいないつがるの会

リサイクルステーション　モデル事
業

ごみは燃やすものではなく、資源になるものだということを知ってもらうため、地域
で生ごみ堆肥化に取り組むモデル事業を実施する。モデル地域では、複数世帯で共用
する大型電動コンポストや埋め込み式の家庭用生ごみ処理機などを使って生ごみを減
らし、資源へとリサイクルしてもらい、これらの方法を市民に示すことで、市民に資
源循環の取り組みへの参加を促す。

71.6 － ○
消耗品費及び原材料費（コピー用紙、リリBAG）、印刷製本費（チラシ
等）、使用料及び賃借料（レビオポスト、トラッシュファミリー、会場、
運搬用車両）、その他経費（レビオポスト電気料、たい肥回収）

11 継続 十面沢お山の会 十面沢お山の会（お山参詣）

十面沢地区で、五穀豊穣を祈願する伝統行事として行われてきたお山参詣を引き続き
実施する。準備段階からお山参詣への参加を地域に呼び掛け、次世代にこの行事を継
承していくためにも、子どもたちを巻き込み、囃子の練習に参加してもらうなどして
町内を活性化させる。

83.0 － ○

講師等謝礼（バス運転手、旗作製講師）、消耗品費及び原材料費（旗作製
資材、旗補強用資材等）、燃料費（トラック燃料）、印刷製本費（チラ
シ）、傷害保険、使用料及び賃借料（作業場、待機場、大・中型バス、旗
等運搬用トラック、スカイライン交通料等）、その他経費（まわし、ク
リーニング代、道路使用許可書）
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12 新規 ドリームマップ＠ひろさき
主体的に生きる力を育む「キャリア
教育・ドリームマップ授業」

子どもたちが変化に富むこれからの社会を、主体的に生きる力を育む手助けをするた
めに、市内の小学生を対象に、キャリア教育である「ドリームマップ授業」を実施す
る。プログラムを通して、自分のよいところを知り、将来の目標に向かって行動する
ことができるように、自分と向き合う機会を創出する。

67.6 － ○

講師等謝礼（講師）、交通費（講師宿泊・交通費）、消耗品費及び原材料
費（ワークブック、板書セット、コピー用紙、インク、封筒）、食糧費
（講師弁当・飲み物）、印刷製本費（資料コピー）、通信運搬費（案内書
送付用切手）、使用料（授業登壇前勉強会会場）

13 新規 楽しいね!!東目屋実行委員会
東目屋地区・多賀神社の清水大祭と
ともに　ねまり相撲大会

地域住民に親しまれている多賀神社の清水大祭にあわせて、東目屋地区全体の子ども
からお年寄りまでが一体感を深められ、地域外にも東目屋をPRできる祭りを開催す
る。かつては境内に土俵があり、奉納相撲が開催されていたことから、津軽を中心に
行われているねまり相撲の大会を開催するなどして多くの人を呼び込むことで、東目
屋に住むことへの自信と、地区外への魅力発信につなげる。

79.5 － ○

講師等謝礼（出演者、指導者等）、交通費（出演者）、消耗品費及び原材
料費（リリース用・体験用バルーン、ねずみメイク用品）、印刷製本費
（ポスター、チラシ）、施設所有者・損害危険保険、使用料及び賃借料
（音響機材、仮設トイレ、ブルーシート、発電機等）、その他経費（ねま
り相撲賞品、会場設営）

14 新規 向外瀬町会
みんな集まれ！！（ジジババ、トッ
チャン、カッチャン、君と僕）

消防団や婦人部など町内の各種団体において、高齢化が進み、退会者が増え、新入会
員も入らないなど、担い手不足によって組織の弱体化が問題となっていることから、
町内の子どもたちを核にした行事を開催し、親を巻き込みながら、各種団体とつなげ
ていくことで、団体の活動に興味を持ってもらい、団体の維持継続と活性化を図る。

83.2 － ○

講師等謝礼（歴史雑学講座講師）、交通費（講師）、消耗品費及び原材料
費（救急用品、コピー用紙、清掃活動用品）、燃料費（消火訓練用ガソリ
ン）、印刷製本費（写真プリント、チラシ）、イベント傷害保険、使用料
及び賃借料（機材運搬用軽トラック）、その他経費（放水訓練用エンジン
ポンプ・ホース・散水ノズル）

15 継続
弘前　アートプロジェクト実
行委員会

「ひろさき美術館３」

弘南鉄道大鰐線中央弘前駅構内の「ギャラリーまんなか」にて、さまざまなアーティ
ストによるコラボ展示、イベントを行う。今回は地元住民に向けた企画で、中央弘前
駅の記憶を残してもらい、弘前の歴史ある建物や風景を大切に思う気持ちにつなげた
い。まんなかづくり実行委員会、弘南鉄道(株)とも密に連携を図ることや、期間中に
開催される予定のカルチュアロードに合わせてイベントを行うことで、地域振興にも
寄与する。

78.6 － ○

講師等謝礼（アーティスト）、交通費（作家）、消耗品費及び原材料費
（コピー用紙、封筒、ラベルシール等）、印刷製本費（フライヤー、ポス
ター、パンフレット）、通信運搬費（案内状発送、作品運搬）、イベント
保険、賃借料（作品賃借料）、その他経費（広告物デザイン、パンフレッ
ト原稿料、振込手数料）

16 新規 弘前友の会
「家の整理は　心の整理」シンプル
で心地よい暮らしを一緒に見直して
みませんか

家事アドバイザーによる講習会を開催し、より多くの方に片付けや掃除を通して家庭
生活のあり方や生活環境について考えてもらうきっかけの場を提供し、物との付き合
い方、暮らし方を見直してもらう。

77.3 － ○

講師等謝礼（講習会講師）、交通費（講師宿泊・交通費）、消耗品費（チ
ケット用紙、プリンターインク、事務用品）、印刷製本費（ポスター、チ
ラシ、資料等コピー）、通信運搬費（チラシ等送付、講習用道具運搬）、
使用料及び賃借料（マイク・照明等備品）、その他経費（チケット販売手
数料、参加者託児料一部負担分）

17 継続 NPO法人　harappa
コミュニティシネマ事業
「harappa映画館」

中心市街地を会場として、洋画・邦画・ドキュメンタリーと、弘前では上映されてい
ない近年話題の作品を上映する。上演終了後には、メディアリテラシーを育む取組と
して監督によるシネマトークも併せて行う。中心市街地において映画上映の機会を設
けることで、地域との連携を高め、街中の賑わい創出に寄与する。
今年度は、安全な上映会の運営のために、災害などの緊急時におけるスタッフの対応
力の向上にも力を入れる。

79.8 － ○

講師等謝礼（講師）、交通費（講師宿泊・交通費）、消耗品費及び原材料
費（コピー用紙、封筒、ラベル）、印刷製本費（ポスター、フライヤー、
チケット）、通信運搬費（案内状発送、上映素材発送）、使用料及び賃借
料（会場、会場設営、フィルム、上映設備）、その他経費（振込手数料）

18 新規 NPO法人　harappa harappaこどもびじゅつ部

月に１度、小学４～６年生を対象に、様々なジャンルのアート制作及び鑑賞体験を行
うワークショップを開催する。成績や評価に捉われない自己表現の楽しさに気づくこ
とで、芸術教育だけではなく心の教育や、新たに楽しく過ごせる場を得る可能性にも
つなげる。また、子どもたちがこれから豊かに生きるための力を養う手助けとなるこ
とを目指す。

79.3 － ○

講師等謝礼（講師）、交通費（講師宿泊・交通費）、消耗品費及び原材料
費（作品材料費、工作版、封筒）、印刷製本費（チラシ）、通信運搬費
（チラシ発送）、ボランティア行事保険、使用料（会場）、その他経費
（振込手数料）

19 継続 岩木山観光協会 岩木山エコプロジェクト
岩木山は美しい山であるのに、不法投棄が後を絶たない。岩木山麓での不法投棄の収
拾活動を実施するほか、エコフォーラムの開催や写真展などの啓蒙啓発活動に力をい
れることにより、弘前市民の環境問題に対する意識の向上とエコ活動の浸透を図る。

84.7 － ○

消耗品費及び原材料費（美化活動消耗品）、燃料費（バス用ガソリン）、
印刷製本費（ポスター、大型ポスター）、通信運搬費（ごみ運搬）、傷害
保険料、使用料及び賃借料（参加者移動用バス）、その他経費（ごみ処分
委託費）

20 継続 津軽笛地域づくり実行委員会
ギネス記録も持つ！！津軽の笛が大
集合！　第６回　津軽笛博覧会

ねぷたや登山囃子などの、津軽の笛のワークショップや、各地の郷土芸能と津軽笛の
共演コンサートを開催する。また、全国で唯一の生の笛コンテスト・全日本横笛コン
クールの翌日に開催することで、市外からの注目度を上げるほか、津軽に伝わる文化
を深く掘り下げて学ぶことで、津軽笛を愛好する人物を育成し、ねぷた等での笛指導
者のレベルアップを図るとともに、観光客を呼び込むための資源として発信してい
く。

77.0 － ○

講師等謝礼（ワークショップ講師、出演者、司会）、交通費（講師等）、
消耗品費及び原材料費（会議資料用消耗品、コピー用紙、プリンタインク
等）、印刷製本費（チラシ、ポスター）、通信運搬費（切手等）、使用料
及び賃借料（会場）、その他経費（応募受付委託）

21 新規
特定非営利活動法人　スポ
ネット弘前

スポーツ指導者講習会＆青少年のス
ポーツ環境フォーラム～部活動がな
くなるとき、指導者、地域はなにを
していくべきか～

学校部活動やスポーツ少年団を取り巻く環境が大きく変わろうとしている中、将来的
に地域全体で子どものスポーツ環境を担っていく必要があることから、指導者の育成
のための講習会を開催する。また、青少年のスポーツ環境のフォーラムを開催し、子
どもたちのスポーツ環境の地域課題や今後の仕組みづくりについて考えていく。

84.7 － ○

講師等謝礼（講師、シンポジスト）、交通費（講師等宿泊・交通費）、消
耗品費及び原材料費（コピー用紙、事務用品、講習会用救急用品）、食糧
費（講師等昼食）、印刷製本費（チラシ）、通信運搬費（チラシ発送）、
使用料及び賃借料（会場）

22 新規
特定非営利活動法人　スポ
ネット弘前

障害者スポーツ環境整備事業～定期
的な活動場所の提供～ユニバーサル
スポーツクラブ開催

障がい者がスポーツを定期的に行うことができる場をつくり、継続的にスポーツに触
れる機会を創出する。障がい者が日常的にスポーツを楽んだり、競技選手や指導者の
発掘、育成を図り、障がいに関係なく誰もがスポーツを楽しむことができる環境を整
備していく。

83.3 － ○
交通費（指導補助者交通費）、消耗品費（コピー用紙、事務用品）、印刷
製本費（チラシ）、その他経費（フライングディスク等スポーツ用具）

308,000 308,000

255,000 255,000

200,000 200,000

500,000 500,000

266,000 266,000

500,000 500,000

106,000 106,000

300,000 300,000

53,000 53,000

314,000 314,000

500,000 500,000



市民参加型まちづくり１％システム　（平成３０年度２次募集）審査結果

合計得点
（平均）

３点未満の
審査項目

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） 採択の可否
採択…○

不採択…×

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
補助金申請額

（円）

採択：22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：0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  22事業（新規12事業　継続10事業） 6,889,000 6,506,000


