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１２． エボリューション３構成事業一覧 

子育て日本一を目指します 

健康日本一を目指します 

雪に強い街日本一を目指します 
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エボリューション３（３つの日本一を目指した長期的取り組み）

１．子育て日本一を目指します
　　　　①子育て家庭の負担を軽減（子育てに係る経済的支援の強化など）

　　　　②働くお父さん・お母さんを応援 （女性の労働環境の改善など）

　　　　③子ども達の可能性を応援（学力向上、スポーツ活性化、キャリア教育など）

①子育て家庭の負担を軽減（子育てに係る経済的支援の強化など）
（単位：千円）

No. 区分 担当部課及び事務事業名
H25年度

当初予算額
事業概要 備考

（７つの約束における掲載位置等）

1 新規
【健康福祉部　子育て支援課】
子ども医療扶助費（対象年齢拡充分）

13,376 満18歳までの子どもの入院に係る医療費を無料化する。 個別施策4-(1)-3-2

2 新規
【健康福祉部　子育て支援課】
ひろさき多子家族応援パスポート事業

108
弘前市に居住する多子世帯に対し公共施設の利用料を免除
する。

個別施策4-(1)-3-2

3 新規
【健康福祉部　健康づくり推進課】
乳幼児インフルエンザ予防接種費用助成事業

17,424
生後６か月児から６歳までの未就学児を対象にインフルエン
ザ予防接種費用を助成する。（１回限り）

個別施策5-15

4 拡充
【健康福祉部　子育て支援課】
子育てスマイル（住まいる）アップ補助金

25,000 子育てに適した住環境の創出と定住促進を図る。 個別施策4-(1)-1

5 新規
【健康福祉部　健康づくり推進課】
5歳児健康診査

1,221
月１回、発達に問題が考えられる５歳児を対象に、発達に関
する健康診査等を行う。

個別施策5-15

6 新規
【都市環境部　都市政策課】
バス路線活性化事業（まちなかお出かけパス事業）

10,100

市内各地域から市中心部、市中心部から市内各地域へ乗り
入れする際のバス運賃を、小学生以下の子どもは無料、その
子どもと同乗した母親又は父親は、事前交付を受けた「まちな
かお出かけパス」の提示で片道一律100円とする。

個別施策3-(1)-14

7 新規
【教育委員会　学務健康課】
学用品再利用推進事業委託料

300
学用品の再利用を推進することで保護者の経済的負担の軽
減を図る。

ひろさき

子育て

３原則



No. 区分 担当部課及び事務事業名
H25年度

当初予算額
事業概要 備考

（７つの約束における掲載位置等）

8 新規
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
弘前市スポーツ少年団活性化事業費補助金

1,969
スポーツ少年団活動の充実及び活性化のために経費の一部
を補助する。

個別施策4-(2)-12

9 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
保育園・幼稚園の事業に係る体育施設の減免

－
保育園・幼稚園の事業のために市の体育施設を使用する場
合に使用料を減免する。

69,498

②働くお父さん・お母さんを応援 （女性の労働環境の改善など）
（単位：千円）

No. 区分 担当部課及び事務事業名
H25年度

当初予算額
事業概要 備考

（７つの約束における掲載位置等）

1 新規
【健康福祉部　子育て支援課】
駅前こどもの広場運営事業

17,771 幼児の一時預かりや各種育児講座等のイベントを実施する。 個別施策4-(1)-4

2 新規
【健康福祉部　子育て支援課】
母子家庭高等技能訓練促進費等給付費

6,000
母子家庭の母が看護師等の資格取得のため、２年以上、養
成機関で修業する場合に、高等技能訓練促進費等を給付す
る。

3 継続
【教育委員会　学務健康課】
学校給食食物アレルギー対応食提供事業

1,950
食物アレルギーがあることで、他の児童生徒と同様の学校給
食が食べられない児童生徒に、アレルギーの原因となる材料
を除いたアレルギー対応食を提供する。

4 継続
【健康福祉部　子育て支援課】
トワイライトステイ事業委託料

2,713
平日の夜間や休日に保護者が仕事等により児童の養育が困
難な場合、緊急的に児童を保護する。

個別施策4-(1)-2

5 拡充
【健康福祉部　子育て支援課】
放課後児童健全育成事業（時間延長分及びお盆期間開
会分）

3,890 すべての放課後児童クラブの時間延長等を実施する。 個別施策4-(1)-2

6 継続
【健康福祉部　子育て支援課】
ワーク・ライフ・バランス啓発事業

400 ワーク・ライフ・バランスの啓発のためセミナー等を実施する。 個別施策4-(1)-3-2

7 新規
【健康福祉部　子育て支援課】
駅前こどもの広場整備事業

16,200
弘前の子育ての拠点として子育て支援対策を総合的に推進
するとともに、安全な遊び場を提供する。

ダッシュ3-1

48,924

合計

合計
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③子ども達の可能性を応援（学力向上、スポーツ活性化、キャリア教育など）

（単位：千円）

No. 区分 担当部課及び事務事業名
H25年度

当初予算額
事業概要 備考

（７つの約束における掲載位置等）

新規 弘前教育活性化プロジェクト

(1)
【教育委員会　学校教育改革室】
チャレンジコース

2,186
子どもの夢の実現に向けた講座を開設し、学習会を実施す
る。

(2)
【教育委員会　学校教育改革室】
ドリームコース

300
弘前市や青森県にゆかりのある著名人などを招き、子どもた
ちに対する講演を開催する。

(3)
【教育委員会　学校教育改革室】
学校活性化推進事業費補助金

500
「国際交流」、「小中連携」など今日的なテーマで研究する学
校内の教員グループに対して研究費用を支援する。

(4)
【教育委員会　学校教育改革室】
専門家チーム学校巡回支援

800
大学教授等による専門家チームによる小中学校への巡回指
導を実施する。

(5)
【教育委員会　学校教育改革室】
授業のユニバーサルデザイン

225
授業のユニバーサルデザインについて専門家を招き、全教員
に対し受講してもらう。

(6)
【教育委員会　学務健康課】
ＩＣＴ活用授業

8,609 デジタル教科書を導入し、質の高い教育環境をつくる。

(7)
【教育委員会　学校教育改革室】
保護者対象キャリア講話、進路相談会

－
子どもの進路選択を応援するため、保護者を対象に「キャリア
講話」等を実施する。

(8)
【教育委員会　学校教育改革室】
学習状況調査分析検討会

265
弘前市他２市１町の教育委員会職員が学習状況調査の分析
検討会を開催する。

2 新規
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
弘前市スポーツ少年団活性化事業費補助金

1,969
スポーツ少年団活動の充実及び活性化のために経費の一部
を補助する。

・個別施策4-(2)-12
・子育て３原則「①子育て家庭
の負担を軽減」No.8の再掲

3 継続
【教育委員会　生涯学習課】
「ＪＡＸＡへ行こう！」事業

1,200
当市出身の川口教授による研修を受講させ、宇宙、科学や、
目標達成のために必要なことを学ばせ、次代を担う人材を育
成する。

個別施策4-(2)-14

4 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
国際人育成支援事業費補助金

2,400 若者のホームスティを支援し、国際人の育成を支援する。 個別施策4-(2)-4

1



No. 区分 担当部課及び事務事業名
H25年度

当初予算額
事業概要 備考

（７つの約束における掲載位置等）

5 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
弘前市社会教育協議会事業費補助金
（津軽文化講演会事業分）

500
著名な文化人による講演会の開催経費の一部を助成し、才
能豊かな人材との交流の実現を図る。

個別施策4-(2)-14

6 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
音楽芸術後継者育成事業費補助金

3,949
小・中学校への出前コンサートや指導者招へい事業などの音
楽芸術後継者育成活動の経費の一部を助成し、次世代を担
う若手演奏家の育成を図る。

個別施策4-(2)-14

7 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
能狂言弘前公演実行委員会負担金

18,000
日本を代表する古典芸能である能と狂言の公演等を開催し、
優れた伝統文化に触れる機会を提供する。

個別施策4-(2)-14

8 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
伝統文化後継者育成事業費補助金

1,000
「津軽の音コンサート」の開催経費の一部を助成し、子どもた
ちへの伝統文化の体験と鑑賞機会を提供する。

個別施策4-(2)-14

9 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
将棋名人戦弘前対局記念大会事業費補助金

500
将棋名人戦弘前対局開催記念大会等の活動費の一部を助
成し、将棋の普及とレベルアップを図る。

個別施策4-(2)-14

10 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
俳句甲子園弘前大会事業

543

愛媛県松山市で開催される俳句甲子園全国大会の出場権を
かけた地方大会を弘前で開催する。また、事前講習会や小・
中学生を対象にした俳句入門教室を開催し、俳句文化の底辺
拡大を図る。

個別施策4-(2)-14

11 新規
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
将棋タイトル戦開催負担金

2,000
将棋タイトル戦を弘前市に招致し開催することで、一流のプロ
棋士に触れる機会の創出と市のＰＲを図る。

個別施策4-(2)-14

12 新規
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
才能育成提案事業費補助金

1,500
文化芸術団体等から提案された文化芸術分野における才能
育成事業に対し、経費の一部を助成し、才能豊かな人材育成
を図る。

個別施策4-(2)-14

13 新規
【都市環境部　環境管理課】
開校！白神塾

354
白神山地が世界自然遺産に登録されて20周年を迎えるにあ
たり次世代を担う子どもたちへ環境教育を実施する。

14 新規
【都市環境部　スマートシティ推進室】
弘前型スマートシティアカデミー

262
次代を担う高校生を対象に講演会等を開催し、若い世代から
の弘前型スマートシティ構築への提案を受ける。

個別施策3-(2)-9
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No. 区分 担当部課及び事務事業名

H25年度
当初予算額

事業概要 備考
（７つの約束における掲載位置等）

15 拡充
【教育委員会　学務健康課】
小学校少人数学級拡充事業

32,120
きめ細やかな指導による少人数教育の充実を図るため小学
校全体の少人数学級化等を目指す。

個別施策4-(2)-3

16 拡充
【教育委員会　学校指導課】
小学校実践英語教育モデル校実践研究事業

12,381
小学校５・６年生がＡＬＴと積極的に英語を使った学習をしなが
ら英語に慣れ親しむ取り組みを行う。

個別施策4-(2)-7

17 継続
【教育委員会　学校指導課】
中学生国際交流学習事業

5,710
国際理解教育の一環として中学生を海外に派遣し、ホームス
ティ等を通じ国際的な視野と感覚をもったリーダーを育成す
る。

個別施策4-(2)-4

18 継続
【教育委員会　生涯学習課】
ドリームゲート事業

550
若者の夢実現を支援するとともに、将来の地域を担う人材を
育成するため、社会へ目を向け将来のなりたい自分を設計し
行動する若者を支援する。

個別施策4-(2)-2

19 継続
【教育委員会　生涯学習課】
演劇ワークショップ事業

50
プロによる演技指導を受けることで演劇部員の技術向上と文
化活動の底上げをする。またキャリア教育の一端を担う。

個別施策4-(2)-14
※児童劇観劇教室（No.21）と
併催

20 継続
【教育委員会　生涯学習課】
アーティスト体験ワークショップ事業

675
市内文化芸術団体の文化芸術力を披露、体験することで子ど
もに芸術文化に関心等をもたせ、自身の適性に対し発見や自
覚を促す。

個別施策4-(2)-14

21 継続
【教育委員会　生涯学習課】
児童劇観劇教室

10,709
子どもたちが優れた舞台芸術を鑑賞することにより、豊かな心
を育み、道徳的、芸術的価値観を高めるなど、情操を養う機
会を提供する。

※演劇ワークショップ事業
（No.19）と併催

22 継続
【教育委員会　中央公民館】
国際理解講座「キッズ・アジアン」

443
日本と同じアジア地域にあって、歴史的にも我が国と深い関り
があり、国際社会でも大きな力を持つ中国と韓国の文化、習
慣、言語等を理解できるような子どもたちを育成する。

個別施策4-(2)-4

23 新規
【教育委員会　弘前図書館】
（仮称）こども図書館整備事業

7,064
（仮称）こども図書館を整備し、幼少期の読書推進に努めると
ともに、子育てする保護者を支援する。

ダッシュ3-1

24 新規
【教育委員会　弘前図書館】
（仮称）こども図書館運営事業

5,458
乳幼児向けの図書や子育て関連図書等の貸出サービスや、
おはなし会の開催等を行う。



No. 区分 担当部課及び事務事業名
H25年度

当初予算額
事業概要 備考

（７つの約束における掲載位置等）

25 継続
【教育委員会　文化財課】
史跡等公開活用事業

1,200
市内の史跡等の文化遺産を公開・活用し、子どもたちの地域
文化への理解を深める。

個別施策4-(2)-15

26 新規
【教育委員会　文化財課】
大森勝山遺跡公開活用事業

606
世界遺産登録を目指す大森勝山遺跡を活用して、ちびっこ縄
文講座や世界遺産ストーンサークルツアーを開催し、子ども
たちの地域文化への理解を深める。

個別施策4-(2)-15

27 新規
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
わいわいチビッコプール利用促進事業

160
温水プール石川において保育園・幼稚園が活用しやすいよう
にプールフロア等を整備する。

28 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
はるかソフトボール夢事業

1,187
トップアスリートである齋藤春香の直接指導により、世界に通
用するトップアスリートの輩出を目指す。

個別施策4-(2)-15

29 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
トップアスリート招致支援事業費補助金

7,500
一流選手等を招いて実施する事業、講演会、試合等を支援す
る。

個別施策4-(2)-14

30 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
保育園・幼稚園の事業に係る体育施設の減免

－
保育園・幼稚園の体育活動のために市内の体育施設を使用
する場合に使用料を減免する。

・子育て３原則「①子育て家庭
の負担を軽減」No.9の再掲

132,875合計
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エボリューション３（３つの日本一を目指した長期的取り組み）

２．健康日本一を目指します
　　　　①働きざかりの健康増進（健康教養向上、健診率向上、がん対策強化）

　　　　②子どもから始める健康教育（健康教育、健康診査、食育など）

　　　　③運動の習慣化（保健衛生委員会の活性化、冬の運動増進、お年寄りの元気向上など）

①働きざかりの健康増進（健康教養向上、健診率向上、がん対策強化）
（単位：千円）

No. 区分 担当部課及び事務事業名
H25年度

当初予算額
事業概要 備考

（７つの約束における掲載位置等）

1 拡充
【健康福祉部　健康づくり推進課】
ひろさき健康増進プロジェクト推進事業

4,000
（仮称）駅前分庁舎健康エリアにおいてプロジェクト健診及び
運動教室を開催する。

個別施策5-11

2 継続
【健康福祉部　健康づくり推進課】
健幸マイレージ制度推進事業

5,376
健康づくりの活動にポイントを付与し、一定基準に達した市民
に健康グッズ等を贈呈する。

個別施策5-11

3 新規
【健康福祉部　健康づくり推進課】
がん検診受診率向上強化対策事業

925
がん検診の受診率向上のため健診の自己負担が安価である
ことのPR等を実施する。

個別施策5-6

4 継続
【健康福祉部　健康づくり推進課】
健幸ひろさき人材育成講座開設寄附金

15,000
全市的に健康実践教育を推進し、合わせて地域保健活動の
人材養成方法の研究を行う講座を弘前大学に開設する。

個別施策5-11

5 継続
【健康福祉部　健康づくり推進課】
ひろさき健幸増進リーダー育成事業委託料

2,000
弘前大学との連携・協力により、健康づくり実践活動のけん引
役となる「ひろさき健幸増進リーダー」を養成する。

個別施策5-11

6 新規
【健康福祉部　健康づくり推進課】
ひろさき健幸増進リーダー活動支援事業

650
「ひろさき健幸増進リーダー」を市民の健康づくりの場である
運動教室へ派遣する。

個別施策5-11

7 継続
【健康福祉部　健康づくり推進課】
がん検診受診推進事業

389
がん検診の受診率向上のため巡回がん検診ハガキを発送す
る。

個別施策5-6

ひろさき

健やか

３原則



No. 区分 担当部課及び事務事業名
H25年度

当初予算額
事業概要 備考

（７つの約束における掲載位置等）

8 新規
【健康福祉部　健康づくり推進課】
パパ・ママ健康チェック事業

1,091
子育て世代の健康意識の啓発のため、子どもの健診の際に
ストレスチェックなどを実施する。

9 継続
【健康福祉部　健康づくり推進課】
岩木健康増進プロジェクト推進事業

761
岩木地区においてプロジェクト健診、家族健診、健康実践教
室等を実施する。

個別施策5-11

10 継続
【健康福祉部　健康づくり推進課】
相馬健康増進プロジェクト推進事業

2,127
相馬地区の地域性に応じた健康増進プロジェクトを実施す
る。

個別施策5-11

11 継続
【健康福祉部　健康づくり推進課】
ひろさき健康マネジメント研究会

－
健診などに積極的に取り組む企業・団体を対象に金融機関か
らの金利を優遇する仕組みなど、健康づくりの新たな手法を
産学官金が連携して検討する。

12 新規
【相馬総合支所　民生課】
相馬地区まるごと健康塾

389
相馬地区において幅広い世代を対象とした健康教室を開催
する。

32,708

②子どもから始める健康教育（健康教育、健康診査、食育など）
（単位：千円）

No. 区分 担当部課及び事務事業名
H25年度

当初予算額
事業概要 備考

（７つの約束における掲載位置等）

1 新規
【健康福祉部　子育て支援課】
駅前こどもの広場での健康教育事業

38
駅前こどもの広場において、保育師等による健康教育に係る
講座を実施する。

個別施策5-15

2 新規
【健康福祉部　健康づくり推進課】
５歳児健康診査

1,221
月１回、発達に問題が考えられる５歳児を対象に、発達に関
する健康診査等を行う。

・個別施策5-15
・「子育て日本一を目指しま
す」3原則①No.5の再掲

3 新規
【教育委員会　学務健康課】
食育サポート事業

1,420
成長期の児童生徒に望ましい食習慣を身につけさせるための
食育指導をサポートする。

4 新規
【健康福祉部　健康づくり推進課】
Ｓｍｉｌｅひろさき健康絵本作成事業

365
健康づくりの基本的なことを内容とした幼児向けの絵本を作
成する。

個別施策5-15

5 新規
【健康福祉部　健康づくり推進課】
乳幼児インフルエンザ予防接種費用助成事業

17,424
生後６か月児から６歳までの未就学児を対象にインフルエン
ザ予防接種費用を助成する。（１回限り）

・個別施策5-15
・「子育て日本一を目指しま
す」3原則①No.3の再掲

合計
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No. 区分 担当部課及び事務事業名

H25年度
当初予算額

事業概要 備考
（７つの約束における掲載位置等）

6 拡充
【健康福祉部　健康づくり推進課】
食生活改善推進員との連携事業

267 適切な食生活の普及啓発を実施する。 個別施策5-11

7 新規
【教育委員会　学務健康課】
学校給食野菜摂取率アップ運動

105
当市の学校給食における野菜の摂取量を全国平均以上にす
るため、栄養教諭等が食の指導を行う。

8 継続
【教育委員会　学務健康課】
健康教育講座委託料

684
喫煙・飲酒防止、HPV及び性に関する講座を実施し健康教育
を行う。

個別施策5-5

21,524

③運動の習慣化（保健衛生委員会の活性化、冬の運動増進、お年寄りの元気向上など）
（単位：千円）

No. 区分 担当部課及び事務事業名
H25年度

当初予算額
事業概要 備考

（７つの約束における掲載位置等）

1 継続
【健康福祉部　健康づくり推進課】
弘前市町会連合会保健衛生委員会活性化支援補助金

750
保健衛生組織の活性化を支援するため、保健衛生委員会の
活動経費を補助する。

個別施策5-11

2 新規
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
Enjoyスノーウォーキング事業

800
弘前公園内においてスノーシューを付けたウォーキング教室
を実施する。

3 継続
【健康福祉部　健康づくり推進課】
介護予防事業(介護一次予防事業)

5,956
高齢者を対象に健康相談や健康講話、運動の実技指導事業
を行う。

個別施策5-2

4 拡充
【健康福祉部　介護福祉課】
生きがい対応型デイサービス事業委託料

32,832
介護保険適用外で介護予防が必要な高齢者に対し、通所に
より日常動作訓練等のサービスを提供する。

5 拡充
【健康福祉部　介護福祉課】
在宅患者訪問歯科診療事業費補助金

2,100
通院できない高齢者・障がい者が歯科医師の訪問による歯科
診療等を利用する経費に補助する。

6 拡充
【健康福祉部　介護福祉課】
高齢者鍼灸等施術料扶助費

645
高齢者がはり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合に施術
料の一部を助成する。対象を７０歳以上から６５歳以上へ引き
下げる。

7 新規
【健康福祉部　介護福祉課】
ケアプラン作成研修会実施事業

132 介護給付費の適正化を図るため、研修会を実施する。 個別施策5-14

合計



No. 区分 担当部課及び事務事業名
H25年度

当初予算額
事業概要 備考

（７つの約束における掲載位置等）

8 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
岩木山スキーフェスティバル運営事業費負担金

2,000
クロスカントリースキーの振興と雪に親しむことを目的とした
大会・イベントに負担金を拠出する。

個別施策3-(1)-5

9 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
市民スキー教室運営事業費補助金

216 市民スキー教室運営事業に要する経費を補助する。

10 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
青森県ジュニア・アルペンスキー大会運営事業費補助
金

380
青森県ジュニア・アルペンスキー大会に要する経費を補助す
る。

11 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
岩木山選抜ジャイアントスラローム大会運営事業費補
助金

380
岩木山選抜ジャイアントスラローム大会に要する経費を補助
する。

12 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
相馬地区ナイタースキースクール運営事業

100
そうまロマントピアスキー場ナイタースキー教室に係る講師謝
礼を負担する。

13 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
歩くスキー教室（スポーツ指導員）

－ スポーツ指導員による市民を対象とした教室を開催する。

14 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
クロスカントリースキーコースの設置

－
弘前市運動公園内にクロスカントリースキーコースを常設し、
開放する。

15 継続
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
保育園・幼稚園の事業に係る体育施設の減免

－
保育園・幼稚園の体育活動のために市内の体育施設を使用
する場合に使用料を減免する。

・「子育て日本一を目指しま
す」3原則①No.9の再掲

16 新規
【市民文化スポーツ部　文化スポーツ振興課】
わいわいチビッコプール利用促進事業

160
温水プール石川において保育園・幼稚園が活用しやすいよう
にプールフロア等を整備する。

・「子育て日本一を目指しま
す」3原則③No.27の再掲

46,451合計
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エボリューション３（３つの日本一を目指した長期的取り組み）

３．雪に強い街日本一を目指します
　　　　①再生可能エネルギーによる融雪の推進（弘前型スマートシティ構想による新しい雪対策）

　　　　②雪に強いコミュニティづくり（住民が主体的に取り組む雪対策）

　　　　③除排雪費の削減（公民一体となった雪対策による除雪費の削減）

①再生可能エネルギーによる融雪の推進（弘前型スマートシティ構想による新しい雪対策）
（単位：千円）

No. 区分 担当部課及び事務事業名
H25年度

当初予算額
事業概要 備考

（７つの約束における掲載位置等）

1 新規
【都市環境部　スマートシティ推進室】
雪対策総合プラン策定事業

5,525
地域ごとの積雪・除排雪の実態等の特徴を踏まえ、各分野に
おいて従来の手法を見直し、市が一体となって雪問題を解決
できるよう、弘前市雪対策総合プランを策定する。

個別施策3-(2)-10

2 新規
【都市環境部　スマートシティ推進室】
克雪モデルタウン整備事業費補助金

25,000
再生可能エネルギー等を活用した道路融雪設備を備える区
画を分譲する民間事業者に対して、融雪設備の整備に要する
経費の一部を補助する。

個別施策3-(2)-10

3 新規
【都市環境部　スマートシティ推進室】
雪対策実証研究委託料

10,000
再生可能エネルギー等を活用した融雪の実証実験を実施す
る。

個別施策3-(2)-10

4 新規
【都市環境部　区画整理課】
弘前駅前北地区スマートパーク整備事業

3,500
駅前北公園への防災機能及び再生可能エネルギーの活用方
策について検討を行う。

個別施策3-(2)-10

44,025合計

ひろさき

克雪

３原則



②雪に強いコミュニティづくり（住民が主体的に取り組む雪対策）
（単位：千円）

No. 区分 担当部課及び事務事業名
H25年度

当初予算額
事業概要 備考

（７つの約束における掲載位置等）

1 継続
【建設部　道路維持課】
間口除雪支援事業

1,500
除雪困難者を対象に、地域住民やボランティアによる間口除
雪を実施した町会等に対して報償金を支給する。

個別施策3-(1)-3

2 継続
【建設部　道路維持課】
町会等除雪報償金

1,500
地域住民やボランティアによる生活道路の除雪を行う町会等
に対して報償金を支給する。

3 継続
【健康福祉部　福祉政策課】
ボランティア活動促進事業費補助金

2,079
ボランティア活動を行う市民のボランティア保険料を助成す
る。

4 継続
【健康福祉部　福祉政策課】
弘前市社会福祉協議会除雪支援事業費補助金

400 市社協除雪支援事業に係る経費の一部を助成する。

5 継続
【農林部　りんご課】
りんご樹雪害対策スノーモービル農道圧雪事業費補助
金

1,008
スノーモービルの農道走行による圧雪を行う団体に対して経
費の一部を助成する。

6 継続
【農林部　農村整備課】
りんご樹雪害対策農道等除雪事業費補助金

1,455
りんご樹の枝折防止作業及び消雪作業の促進のため通年で
農道等除雪を行う団体の経費の一部を助成する。

7 継続
【建設部　道路維持課】
貸出用小型除雪機管理料

- 町会等に貸出している小型除雪機を維持修繕する。
事業費は、克雪３原則「③除
雪費の軽減」No.8に計上。

8 継続
【建設部　道路維持課】
消流雪溝第二次面的整備Ⅲ期計画事業

-
消流雪溝の整備により市民との協働の雪処理で除排雪作業
を効率的に実施する。

個別施策3-(1)-3

7,942合計
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③除排雪費の削減（公民一体となった雪対策による除雪費の削減）

（単位：千円）

No. 区分 担当部課及び事務事業名
H25年度

当初予算額
事業概要 備考

（７つの約束における掲載位置等）

1 新規
【建設部　道路維持課】
間口除雪対策研究会

392
間口除雪について先進地事例や新技術等の調査を行い、間
口除雪に関する新たな対策を策定する。

2 継続
【農林部　りんご課】
りんご樹雪害対策スノーモービル農道圧雪事業費補助
金

1,008
スノーモービルの農道走行による圧雪を行う団体に対して経
費の一部を助成する。

克雪３原則「②雪に強いコミュ
ニティづくり」No.5の再掲

3 継続
【都市環境部　スマートシティ推進室】
融雪装置設置資金貸付金利子補給補助金

362
敷地内に融雪装置を新たに設置する際に、金融機関等から
借り受けた資金の利子の一部または全部を市が負担する。

4 継続
【農林部　農村整備課】
幹線農道除雪委託料

4,500 幹線農道の除雪を実施する。

5 継続
【農林部　農村整備課】
りんご樹雪害対策農道等除雪事業費補助金

1,455
りんご樹の枝折防止作業及び消雪作業の促進のため通年で
農道等除雪を行う団体の経費の一部を助成する。

克雪３原則「②雪に強いコミュ
ニティづくり」No.6の再掲

6 継続
【建設部　道路維持課】
間口除雪支援事業

1,500
除雪困難者を対象に、地域住民やボランティアによる間口除
雪を実施した町会等に対して報償金を支給する。

・個別施策3-(1)-3
・克雪３原則「②雪に強いコ
ミュニティづくり」No.1の再掲

7 継続
【建設部　道路維持課】
貸出用小型除雪機管理料

- 町会等に貸出している小型除雪機を維持修繕する。

・克雪３原則「②雪に強いコ
ミュニティづくり」No.7の再掲
・事業費はNo.8「除排雪経費」
に計上。

8 継続
【建設部　道路維持課】
道路除排雪経費

600,000 道路の除排雪を実施する。

9 継続
【建設部　道路維持課】
町会等除雪報償金

1,500
地域住民やボランティアによる生活道路の除雪を行う町会等
に対して報償金を支給する。

克雪３原則「②雪に強いコミュ
ニティづくり」No.2の再掲

610,717合計


