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総務費 青少年夢実現チャレンジ支援事業費補助金 360,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 個人５名
総務費 弘前人権擁護委員協議会弘前・西目屋地区部会補助金 117,000 市民協働政策課 事業費補助 弘前人権擁護委員協議会弘前・西目屋地区部会
総務費 国際人育成支援事業費補助金 2,400,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 個人１０名
総務費 集落経営再生・活性化事業費補助金 499,670 ひろさき未来戦略研究センター 事業費補助 常盤野町会
総務費 学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム活性化支援事業費補助金 472,945 ひろさき未来戦略研究センター 事業費補助 学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム

総務費 「学都弘前」学生地域活動支援事業費補助金 930,814 ひろさき未来戦略研究センター 事業費補助

弘前大学フランス語ホームページ・オフ会活動Cercle
Francophone、Hiromaru、お笑いサークルWPS、弘前大学
津軽三味線サークル、弘大囃子組、Shuffle、弘前大学吹
奏楽団

総務費 弘前交通安全協会交通指導隊活動費補助金 500,000 都市政策課 事業費補助 一般財団法人青森県交通安全協会弘前交通安全協会
総務費 弘前市町会連合会交通安全運動事業費補助金 100,000 都市政策課 事業費補助 弘前市町会連合会
総務費 弘前市交通安全母の会連合会交通安全運動費補助金 300,000 都市政策課 事業費補助 弘前市交通安全母の会連合会
総務費 弘前市町会連合会運営費補助金 12,028,988 市民協働政策課 運営費補助 弘前市町会連合会
総務費 町会集会所設置事業等補助金 18,495,000 市民協働政策課 事業費補助 浜の町町会、上松原町会、昭和町会、熊嶋町会
総務費 一般コミュニティ助成事業費補助金 2,100,000 市民協働政策課 事業費補助 東地区町会連合会
総務費 子育てサポーター活動支援補助金 12,792 市民協働政策課 事業費補助 さんかくネット
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総務費 市民参加型まちづくり１％システム支援補助金 16,808,000 市民協働政策課 事業費補助

弘前歩こう会、槌子町会、岩木山桜会議、五代町会、ひろ
さき環境パートナーシップ２１、和徳歴史探偵団、三省地
区いちごわくわくクラブ、JA相馬村女性部、NPO法人
harappa、青森スマートドライバー実行委員会、乳井町おこ
し協力会、特定非営利活動法人スポネット弘前、音楽の
祭日実行委員会、特定非営利活動法人津軽広域救急支
援機構、公益財団法人青森県体育協会岩木青少年ス
ポーツセンター、若葉町会、弘前市民の森の会、石川町
会、大開町会、和徳町大通り町会、城西学区子ども安全
サポート推進事業部、桜庭町会、岩木山観光協会、ふくろ
うの会、相馬地区小・中学校PTA連絡協議会、岳暘ふるさ
と創生会、青森県にプレイセンターを創る会、向外瀬町
会、ひろさきチェロアンサンブル同好会、楽しいね東目
屋！実行委員会、住吉町会、栄町町会、国吉町会、石渡
町会、あんよ・せらぴー共育研究会、津軽の音実行委員
会、小沢地区屋台村実行委員会、あおもりPECS研究会
弘前支部、岩木山トレイルランニング実行委員会、HMD弘
前、弘前学生BBS会、津軽笛地域づくり実行委員会、堀
越子ども見守り隊、豊田小学校父母と教師の会、弘前は
珈琲の街です委員会、時敏地区青少年育成委員会、ひろ
さきナラティブ.net、津軽ひろさきマーチング委員会、津軽
地域精神障がい者社会復帰支援連絡会、弘前大学財政
ゼミナール、弘前ねぷた参加団体協議会、昴町会、一般
社団法人権利擁護あおい森ねっと、うぃっちたいむ！！実
行委員会、hiromaru
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総務費

同元町納税貯蓄組合(以下納税貯蓄組合省略)、在相町、茂森
新町第２区、新寺町第１、銅屋町、下土手町、中土手町、上土手
町、松森町、上和徳町、和徳米山、和徳町中央、和徳町昭五、
植田町緑町、北横町、親方町、一番町、百石町、馬屋町、鷹匠
町、上新町、中新町、下新町、紺屋町、紺屋町第２、浜の町上地
区、城西３丁目、城西１丁目、富田３丁目、樹木、大町、南東町、
泉町、松ｹ枝町、東和徳町、本和徳、マルエス団地、堅田、天理
町、松ヶ枝、さくら団地、品川町、大富、富田町第１、富田町第
２、中大原、小沢北大原、小沢広野、共進、小沢、野元、上野
元、坂元、悪戸昭和、みのり、下湯口、上撫牛子、撫牛子菅田、
撫牛子中央、撫牛子第１、中撫牛子、津賀野第１、津賀野丸和、
百田新生、中向外瀬、向外瀬、向外瀬上地区、清野袋十一、岩
賀、外崎第１、外崎第３、城東４丁目、城東、城東１丁目、小比内
中央、小比内、新里、福田子、二ﾂ屋、福田、境関川端、卸セン
ター、城東第１、城東北３丁目、城東中央２丁目、門外第１、門
外仲町、堀越柳田、松木平、原ｹ平、大和沢、最上、一野渡、藤
代、田中町会、土堂、萢中、槌子、鳥町婦人部、八代親和、船
水、外瀬、藤内、町田、中崎第１、中崎第２、中崎第３、三世寺第
１、三世寺第２、三世寺第３、上大川、下大川、石渡、高野、館
後、国吉、国吉第１、国吉第２、国吉共栄、黒土第２、吉川第１、
吉川第２、平山、桜庭第１、桜庭第２、米ｹ袋、中野第２、番館第
１、番館第２、ナカハタ、協進、中村、堤、鶴田、小島、三ﾂ森第
３、細越、折笠、宮館、宮館第１、派立、電、影村、葛野、弥生、
元薬師堂、古村第２、古村第３、中村第２、上派立第１、住吉、四
ﾂ谷第２、糠坪、糠坪第２、楢木、楢木泉、鬼沢第２、鬼沢第４、
鬼沢第６、堂ｹ沢親交、十面沢第３、十面沢第５、派立、十腰内
中央、山上、長栄、長前第１、青女子第１、青女子第３、桜苅、平
和、種市第１、種市第２、種市第５、桂、三和第２、恋塚、池神、
寿、笹館第３、笹館親和、平川、神老、昭和、石川平成第１、幸、
小金崎、大沢上町、大沢桂、大沢下村、薬師堂、石川朝日、乳
井平成、弘和、弘南松ｹ枝、文京、城南第１、西弘前、稔町、北
園、駒越、高田、真土、竜の口、鳥井野、如来瀬、兼平、一町田
第一、一町田新町、村元、二本木、熊嶋、高屋、賀田、賀田第
二、賀田第三、賀田第四、八幡、鼻和第一、五代、蔵王、築館、
馬子橋、上宮地、宮地諏訪、岳暘、葛原第一、葛原第二、高岡、
三本柳、百沢第一、百沢第二、百沢第三、小松野、瑞穂、上弥
生第一、上弥生第二、湯口、黒滝、五所、水木在家、紙漉沢、坂
市、藤沢、相馬、前相馬、桐ノ木沢、山田、大助、藍内、沢田(計
251組合)

事業費補助収納課23,000,000納税貯蓄組合事務費補助金
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総務費 弘前市納税貯蓄組合連合会事業費補助金 610,000 収納課 事業費補助 弘前市納税貯蓄組合連合会
総務費 地デジ難視地区共聴施設新設対策事業費補助金 40,558,000 情報システム課 事業費補助 百沢地区テレビ共同受信施設組合
民生費 弘前市社会福祉協議会運営費補助金 95,678,000 福祉政策課 運営費及び事業費補助 社会福祉法人弘前市社会福祉協議会
民生費 弘前地区保護司会運営費補助金 120,000 福祉政策課 事業費補助 弘前地区保護司会
民生費 ボランティア活動促進事業費補助金 1,850,100 福祉政策課 事業費補助 社会福祉法人弘前市社会福祉協議会
民生費 弘前市社会福祉協議会除雪支援事業費補助金 400,000 福祉政策課 事業費補助 社会福祉法人弘前市社会福祉協議会
民生費 すぱーく弘前下水道切替事業費補助金 1,403,800 福祉政策課 事業費補助 社会福祉法人弘前市社会福祉協議会
民生費 弘前市民生委員児童委員協議会運営費補助金 398,000 福祉政策課 事業費補助 弘前市民生委員児童委員協議会

民生費 地区民生委員協議会運営費補助金 1,858,080 福祉政策課 事業費補助

朝陽地区民生委員協議会、一大地区民生委員児童委員
協議会、二大地区民生委員・児童委員協議会、三大地区
民生委員児童委員協議会、和徳南地区民生委員児童委
員協議会、時敏地区民生委員児童委員協議会、北地区
民生委員協議会、城西地区民生委員児童委員協議会、
西地区民生委員児童委員協議会、桔梗野地区民生委員
協議会、文京地区民生委員児童委員協議会、清水地区
民生委員児童委員協議会、和徳北地区民生委員児童委
員協議会、豊田地区民生委員児童委員協議会、堀越地
区民生委員協議会、千年地区民生委員児童委員協議
会、藤代地区民生委員協議会、東地区民生委員児童委
員協議会、東目屋民生委員児童委員協議会、船沢地区
民生委員協議会、高杉地区民生委員協議会、裾野地区
民生委員協議会、新和地区民生委員協議会、石川地区
民生委員児童委員協議会、岩木地区民生委員児童委員
協議会、相馬地区民生委員児童委員協議会

民生費 福祉ホーム事業運営費補助金 1,029,960 福祉政策課 事業費補助 医療法人仙知会
民生費 弘前市身体障害者福祉連合会補助金 370,000 福祉政策課 事業費補助 弘前市身体障害者福祉連合会
民生費 弘前地区心身障害児者父母の会連合会補助金 167,000 福祉政策課 事業費補助 弘前地区心身障害児者父母の会連合会
民生費 在宅患者訪問歯科診療事業費補助金 2,100,000 介護福祉課 事業費補助 一般社団法人　弘前歯科医師会
民生費 健康・生きがいづくり推進事業費補助金 480,000 介護福祉課 事業費補助 社会福祉法人弘前市社会福祉協議会
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民生費 老人クラブ運営費補助金 8,823,600 介護福祉課 運営費及び事業費補助

藹々会、愛宕長寿会、石川長楽会老人クラブ、石川八千代老人クラ
ブ、泉田老人クラブ、泉町笑楽会、一野渡老人クラブ楽生会、一味会、
一町田栄寿会、狼森長寿会、大川老人クラブ、大富町長寿会、大原町
会ユウユウ会、大森老人クラブ、大和沢大生会、桶屋町鑠寿会、鬼沢
第三老人更生クラブ、折笠老人クラブ若葉会、兼平平成会、上新町老
壮福祉会、上新寺町延寿会、紙漉沢すみれの会、上高杉一二三会、上
松原松亀会、上松原松寿会、亀甲町老人クラブ亀楽会、河原町河友
会、寒沢町融和会、桔梗野老人クラブ交友会、喜久寿会、喜多寿会、
北園親和会、葛原永楽会、国吉交友会、国吉長寿会、健松会、小沢長
栄会、五十石町春秋会、五所元気の会、五代寿楽会、駒越町親盛会、
駒越長成会、紺屋町老人クラブ幸扇会、在相町長寿クラブ、境関楽寿
会、栄町老人クラブ、桜ヶ丘桜心会、櫻庭新生会、桜庭老壮会、笹森町
喜笑会、三幸クラブ、三世寺神明会、小比内第２宝祥会、塩分町会同
仁会、茂森新町寿々路会、茂森新町第三百老会、志似吾クラブ、樹木
福寿会、笑幸会、松寿会、城西親和会、城西高嶺会、城東愛友会、城
東旭会、城東みなみ今楽会、城北サクラ会、昭和町あすなろ友の会、
シンデンイキイキくらぶ、新法師老人クラブ、真竜会、誓寿会、清野袋
長寿会、清友会、第１小比内宝祥会、第一城南睦会、第二城南睦会、
第三城南睦会、第四城南睦会、大助沢田老人クラブ、高岡老人クラ
ブ、鷹匠町翔鷹会、高屋共楽会、嶽ときわ会、館後嘉寿会、田中町会
長寿会、田町田桜会、田茂木町やすらぎの会、長寿会、中部仲町松風
会、津賀野百田第一萩野会、津賀野百田第二萩野会、津賀野百田第
三萩野会、槌子明寿会、土堂百年会、堂ヶ沢すこやかクラブ、銅屋町
寿交会、ときわ会、独狐第一老人クラブ、独狐第二老人クラブ、十面沢
寿老人クラブ、外崎第一寿楽会、外崎第二寿楽会、富栄福寿会、富田
3丁目亀鶴会、富田大通り富久寿会、富田清水町清寿会、富田町第二
町会白寿会、富田町富久寿会、取上老人クラブ貴船会、鳥井野長寿
会、撫牛子第一鬼笑会、撫牛子第二鬼笑会、撫牛子第三鬼笑会、撫
牛子第四鬼笑会、中崎月夜見会、中野青葉会、中野第二青葉会、中
野平成会、中畑永楽会、中別所老人クラブ明老会、楢木老人クラブ長
命会、新岡寿楽会、新里老親会、西ヶ丘寿会、西大工町向上会、西長
生会、乳井第一老人クラブ、如来瀬命盛クラブ、白寿会、浜の町老壮
会、原ヶ平明老会、東目屋長栄会、東目屋長老会、ひまわり会、百寿
会、平岡町保生会、広野生きがいクラブ、福寿会、福村老人クラブこと
ぶき会、袋町老人クラブ、藤坂老人クラブ、藤代寿楽会、二ツ屋老仲
会、船水松葉クラブ、文京町老人クラブ互鳳会、細越老人クラブ、堀越
地区西部元気会、堀越地区中央元気会、堀越地区東部元気会、堀越
地区南部元気会、町田福寿会、松木平長生会、松原町松柏会、松森
町松寿会、馬屋町向陽会、みのり白光会、宮川遊友会、宮園町会老人
部さわやか、宮館老人クラブ友和会、宮地長老会、御幸町親和会親交
クラブ、御幸町みゆき会、向外瀬老人クラブことぶき会、八代笑楽会、
安原町会安友会、八幡長寿会、湯口ひまわり会、吉川福寿会、賀田福
寿会、老人クラブ福寿会、和徳大通り老人クラブ
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民生費 弘前市老人クラブ連合会運営費補助金 3,549,450 介護福祉課 運営費及び事業費補助 弘前市老人クラブ連合会
民生費 敬老大会事業費補助金 23,762,346 介護福祉課 事業費補助 社会福祉法人弘前市社会福祉協議会
民生費 まちなか花いっぱい事業費補助金 1,291,488 介護福祉課 事業費補助 弘前市老人クラブ連合会

民生費 生計困難者利用者負担額軽減助成金 1,521,000 介護福祉課 事業費補助
社会福祉法人桐栄会、社会福祉法人つがる三和会、社
会福祉法人七峰会、社会福祉法人嶽暘会、社会福祉法
人弘前豊徳会、社会福祉法人オリーブ会

民生費 一時預かり事業費補助金 53,796,316 子育て支援課 事業費補助

社会福祉法人弘前愛成園、一般財団法人医療と育成の
ための研究所清明会、社会福祉法人新友会、社会福祉
法人弘前草右会　青柳保育園、社会福祉法人弘前草右
会　小沢保育園、社会福祉法人高智会　サムエル保育
園、社会福祉法人静修会　静修保育園、社会福祉法人弘
前草右会　とっこ保育園、社会福祉法人中野共愛会、社
会福祉法人みのり福祉会　桔梗野みのり保育園、社会福
祉法人すみれ会　すみれ乳児保育園、社会福祉法人東
豊福祉会、社会福祉法人藤聖母園　弘前大清水保育園、
社会福祉法人藤睦会　ふじ保育園、社会福祉法人船幸会
船沢保育園、社会福祉法人みのり福祉会　みのり第２保
育園、社会福祉法人弘前草右会　明誠保育園、社会福祉
法人慈成会　めぐみ保育園、社会福祉法人清心会　よつ
ば保育園、社会福祉法人弘前草右会　隆親保育園、社会
福祉法人育美会　桜ヶ丘保育園、社会福祉法人清光福祉
会　城東保育園、社会福祉法人高智会　ダビデ保育園、
社会福祉法人とよだ福祉会　とよだ保育園、社会福祉法
人すみれ会　弘前すみれ保育園、社会福祉法人養正福
祉会　養正保育所、社会福祉法人真会、社会福祉法人弘
前草右会　藤代保育園
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民生費 延長保育促進事業費補助金 261,353,297 子育て支援課 事業費補助

社会福祉法人弘前愛成園、一般財団法人医療と育成の
ための研究所清明会、社会福祉法人新友会、社会福祉
法人聖陽会　サン保育園、社会福祉法人常仁会　やまぶ
き保育園、社会福祉法人桂友会　大沢保育園、社会福祉
法人真会、社会福祉法人清水会　寒沢保育園、社会福祉
法人高智会　サムエル保育園、社会福祉法人城西福祉
会、社会福祉法人静修会　静修保育園、社会福祉法人陽
明会　ちとせ保育園、社会福祉法人中野共愛会、社会福
祉法人育英会　青女子保育園、社会福祉法人三笠苑、社
会福祉法人みのり福祉会　桔梗野みのり保育園、社会福
祉法人すみれ会　すみれ乳児保育園、社会福祉法人光
成会　大東保育園、社会福祉法人たんぽぽ福祉会　たん
ぽぽ保育園、社会福祉法人三和会　つがる保育園、社会
福祉法人昭三会　なかよし保育園、社会福祉法人東豊福
祉会、社会福祉法人幸喜会　ひがし保育園、社会福祉法
人ひかり会、社会福祉法人ひまわり福祉会　ひまわり保
育園、社会福祉法人藤聖母園　弘前大清水保育園、社会
福祉法人藤睦会　ふじ保育園、社会福祉法人耕光会　ふ
たば保育園、社会福祉法人船幸会　船沢保育園、社会福
祉法人松栄会　まつば保育園、社会福祉法人三友会　み
つば保育園、社会福祉法人みのり福祉会　みのり第２保
育園、社会福祉法人慈成会　めぐみ保育園、社会福祉法
人清心会　よつば保育園、社会福祉法人伸栄会　若草保
育園、社会福祉法人育美会　桜ヶ丘保育園、社会福祉法
人三千会　大開保育園、社会福祉法人富輝会　こひつじ
保育園、社会福祉法人清光福祉会　城東保育園、社会福
祉法人城南福祉会　城南保育園、社会福祉法人高智会
ダビデ保育園、社会福祉法人緑真会　致遠保育園、社会
福祉法人とよだ福祉会　とよだ保育園、社会福祉法人す
みれ会　弘前すみれ保育園、社会福祉法人ふじみ会　富
士見保育所、社会福祉法人みのり福祉会　保育園みの
り、社会福祉法人養正福祉会　養正保育所、社会福祉法
人育英会　高杉保育園、社会福祉法人弘前草右会　藤代
保育園



（単位：円）
科目 名称 平成26年度決算額 担当課 分類 支出先

平成２６年度　補助金決算額一覧

民生費 休日保育事業費補助金 28,584,258 子育て支援課 事業費補助

社会福祉法人弘前愛成園、一般財団法人医療と育成の
ための研究所清明会、社会福祉法人新友会、社会福祉
法人国吉福祉会　くによし保育園、社会福祉法人聖陽会
サン保育園、社会福祉法人高智会　サムエル保育園、社
会福祉法人中野共愛会、社会福祉法人みのり福祉会　桔
梗野みのり保育園、社会福祉法人すみれ会　すみれ乳児
保育園、社会福祉法人ひかり会、社会福祉法人ひまわり
福祉会　ひまわり保育園、社会福祉法人藤睦会　ふじ保
育園、社会福祉法人三笠苑、社会福祉法人清心会　よつ
ば保育園、社会福祉法人伸栄会　若草保育園、社会福祉
法人三千会　大開保育園、社会福祉法人富輝会　こひつ
じ保育園、社会福祉法人清光福祉会　城東保育園、社会
福祉法人高智会　ダビデ保育園、社会福祉法人すみれ会
弘前すみれ保育園、社会福祉法人真会、社会福祉法人
育英会　高杉保育園

民生費 障がい児保育事業費補助金 11,950,000 子育て支援課 事業費補助

社会福祉法人新友会、社会福祉法人聖陽会　サン保育
園、社会福祉法人桂友会　大沢保育園、社会福祉法人清
水会　寒沢保育園、社会福祉法人城西福祉会、社会福祉
法人藤聖母園　弘前大清水保育園、社会福祉法人高智
会　ダビデ保育園、社会福祉法人すみれ会　弘前すみれ
保育園、一般財団法人医療と育成のための研究所清明
会

民生費 保育所分園推進事業費補助金 4,978,290 子育て支援課 事業費補助
一般財団法人医療と育成のための研究所清明会、社会
福祉法人東豊福祉会、社会福祉法人育美会　桜ヶ丘保育
園、社会福祉法人すみれ会　弘前すみれ保育園

民生費 私立保育所整備事業費補助金 101,434,000 子育て支援課 事業費補助 社会福祉法人弘前草右会

民生費 認可外保育施設児童及び職員衛生対策事業費補助金 496,097 子育て支援課 事業費補助
あおい杜保育園、チャイルドルーム、託児所さくら保育
園、国立大学法人弘前大学、社会福祉法人みのり福祉会

民生費 認可外保育施設夜間保育事業費補助金 1,698,935 子育て支援課 事業費補助 あおい杜保育園
民生費 母子寡婦福祉会補助金 100,000 子育て支援課 事業費補助 弘前市母子寡婦福祉会
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保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 111,740,000 子育て支援課 事業費補助民生費

社会福祉法人弘前愛成園、一般財団法人医療と育成のための
研究所清明会、社会福祉法人新友会、社会福祉法人国吉福祉
会　くによし保育園、社会福祉法人聖陽会　サン保育園、社会福
祉法人常仁会　やまぶき保育園、社会福祉法人弘前草右会　青
柳保育園、社会福祉法人桂友会　大沢保育園、社会福祉法人
真会、社会福祉法人清水会　寒沢保育園、社会福祉法人弘前
草右会　小沢保育園、社会福祉法人高智会　サムエル保育園、
社会福祉法人城西福祉会、社会福祉法人静修会　静修保育
園、社会福祉法人陽明会　ちとせ保育園、社会福祉法人弘前草
右会　とっこ保育園、社会福祉法人中野共愛会、社会福祉法人
育英会　青女子保育園、社会福祉法人三笠苑、社会福祉法人
みのり福祉会　桔梗野みのり保育園、社会福祉法人島光会　す
その保育園、社会福祉法人すみれ会　すみれ乳児保育園、社
会福祉法人光成会　大東保育園、社会福祉法人たんぽぽ福祉
会　たんぽぽ保育園、社会福祉法人三和会　つがる保育園、社
会福祉法人昭三会　なかよし保育園、社会福祉法人東豊福祉
会、社会福祉法人幸喜会　ひがし保育園、社会福祉法人ひかり
会、社会福祉法人ひまわり福祉会　ひまわり保育園、社会福祉
法人藤聖母園　弘前大清水保育園、社会福祉法人藤睦会　ふ
じ保育園、社会福祉法人耕光会　ふたば保育園、社会福祉法人
船幸会　船沢保育園、社会福祉法人松栄会　まつば保育園、社
会福祉法人三友会　みつば保育園、社会福祉法人みのり福祉
会　みのり第２保育園、社会福祉法人弘前草右会　明誠保育
園、社会福祉法人慈成会　めぐみ保育園、社会福祉法人清心
会　よつば保育園、社会福祉法人弘前草右会　隆親保育園、社
会福祉法人伸栄会　若草保育園、社会福祉法人育美会　桜ヶ
丘保育園、社会福祉法人三千会　大開保育園、社会福祉法人
富輝会　こひつじ保育園、社会福祉法人清光福祉会　城東保育
園、社会福祉法人城南福祉会　城南保育園、社会福祉法人高
智会　ダビデ保育園、社会福祉法人緑真会　致遠保育園、社会
福祉法人とよだ福祉会　とよだ保育園、社会福祉法人すみれ会
弘前すみれ保育園、社会福祉法人ふじみ会　富士見保育所、社
会福祉法人みのり福祉会　保育園みのり、社会福祉法人養正
福祉会　養正保育所、社会福祉法人育英会　高杉保育園、社会
福祉法人弘前草右会　藤代保育園
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民生費 子育てスマイル（住まいる）アップ事業費補助金 14,862,000 子育て支援課 事業費補助 個人73名
民生費 遊び場保険補助金 13,700 子育て支援課 事業費補助 地域遊び場設置者代表

民生費 地域組織活動事業費補助金 4,530,062 子育て支援課 事業費補助

大和沢児童館母親クラブ、新和児童館母親クラブ、新寺
町児童館母親クラブ、三省児童館母親クラブ、堀越児童
館母親クラブ、自得児童館母親クラブ、大沢児童館母親ク
ラブ、和徳町児童館母親クラブ、薬師堂児童館母親クラ
ブ、進修児童館母親クラブ、石川児童館母親クラブ、弘前
市東目屋児童館母親クラブ、西部児童センター母親クラ
ブ、三岳児童センター母親クラブ、みやぞの児童センター
母親クラブ、豊田児童センター母親クラブ、笹舘保育所母
親クラブ、小友児童館母親クラブ、三和児童館母親クラ
ブ、東部児童センターサポートクラブ、弥生保育所母親ク
ラブ、北児童センター地域組織活動クラブ、船沢児童館母
親クラブ、城東児童館父母会

民生費 子育て支援員組織活動費補助金 252,000 子育て支援課 事業費補助

二代地区子育て支援員、三大地区子育て支援員、藤代
地区子育て支援員、東地区子育て支援員、和徳北地区
子育て支援員、西地区子育て支援員、文京地区子育て支
援員、安原地区子育て支援員、相馬地区子育て支援員

民生費 弘前市こどもを守る環境浄化市民会議活動費補助金 200,000 子育て支援課 事業費補助 弘前市こどもを守る環境浄化市民会議
衛生費 弘前市町会連合会環境衛生推進活動費補助金 2,325,373 環境管理課 事業費補助 弘前市町会連合会
衛生費 浄化槽整備事業費補助金 704,000 環境管理課 事業費補助 個人２名
衛生費 水道事業会計補助金 79,947,711 上下水道部総務課 企業会計繰出金 弘前市上下水道部
衛生費 弘前市医師会看護専門学校運営費補助金 2,400,000 健康づくり推進課 運営費及び事業費補助 一般社団法人弘前市医師会
衛生費 小児救急輪番制病院運営費補助金 7,830,000 健康づくり推進課 運営費補助 弘前市立病院、津軽保健生活協同組合健生病院
衛生費 病院事業会計補助金 512,465,000 市立病院事務局総務課 企業会計繰出金 病院事業会計
衛生費 弘前大学医学部附属病院高度救命救急センター運営費等補助金 86,326,000 健康づくり推進課 運営費及び事業費補助 国立大学法人弘前大学
衛生費 弘前市町会連合会保健衛生活動費補助金 520,000 健康づくり推進課 事業費補助 弘前市町会連合会
衛生費 弘前市医師会保健指導費補助金 700,000 健康づくり推進課 事業費補助 一般社団法人弘前市医師会
衛生費 弘前歯科医師会保健指導費補助金 250,000 健康づくり推進課 事業費補助 一般社団法人弘前歯科医師会
衛生費 弘前市民健康推進協議会補助金 175,505 健康づくり推進課 事業費補助 弘前市民健康推進協議会
衛生費 弘前市食生活改善推進員会補助金 210,000 健康づくり推進課 事業費補助 弘前市食生活改善推進員会
衛生費 弘前市町会連合会保健衛生委員会活性化支援事業費補助金 565,000 健康づくり推進課 事業費補助 弘前市町会連合会
衛生費 特定不妊治療費助成事業費補助金 6,103,390 健康づくり推進課 事業費補助 個人９５件
衛生費 弘前市医師会健診施設管理運営費補助金 4,800,000 健康づくり推進課 運営費及び事業費補助 一般社団法人弘前市医師会
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衛生費 ごみ集積ボックス設置事業費補助金 7,503,300 環境管理課 事業費補助

西ケ丘町会、栄町町会、宮地町会、三ツ森町会、向外瀬
町会、兼平町会、早稲田中央町会、常盤坂町会、有限会
社サンライフ、宮園県営住宅団地町会、若葉町会、青樹
台町会、有限会社三建工業、外崎町会、富士見台町会、
上松原町会、賀田町会、一町田町会、上桔梗野町会、鼻
和町会、八幡町東町会、樹木町会、撫牛子町会、大末産
業株式会社、水木在家町会、常盤野町会、八幡町会、浜
の町町会、黒滝町会、乳井町会、八幡町町会、下青女子
町会、北園町会、大清水町会、真土町会、上大川町会、
東部仲町町会、藤内町会、稔町町会、野元町会、取上町
会、中野町会、新高田町会、早稲田北町会、小沢町会、
茂森新町町会、自由ヶ丘町会、社会福祉法人花、川先四
丁目町会、日本人材協同組合、個人１３名

労働費 認定職業訓練事業費補助金 775,000 商工政策課 事業費補助 職業訓練法人弘前職業訓練協会
労働費 弘前地区雇用対策協議会事業費補助金 218,080 商工政策課 事業費補助 弘前地区雇用対策協議会
労働費 津軽地区労働者福祉協議会事業費補助金 200,000 商工政策課 事業費補助 津軽地区労働者福祉協議会

労働費 障がい者雇用奨励金 2,419,000 商工政策課 事業費補助

社会福祉法人千年会、有限会社クドウ電子、株式会社サ
ポート大樹、株式会社しあわせ農園、一般財団法人医療
と育成のための研究所清明会鳴海病院、社会福祉法人
伸康会、社会福祉法人嶽暘会、マルマン精密株式会社、
キャノンプレシジョン株式会社、株式会社クリンテック

労働費 新規高等学校卒業者雇用奨励金 1,440,000 商工政策課 事業費補助
有限会社シェ・舘山、株式会社三共、株式会社弘前水
道、株式会社弘前ジーンズ、有限会社クドウ電子、東アジ
ア警備保障有限会社、株式会社第一ビル管理センター

労働費 弘前市シルバー人材センター運営費補助金 7,280,000 福祉政策課 運営費及び事業費補助 公益社団法人弘前市シルバー人材センター
農林水産業費 弘前市青年交流会実行委員会事業費補助金 500,000 農業委員会事務局 事業費補助 弘前市青年交流会実行委員会

農林水産業費 シードル製造研修事業費補助金 240,000 りんご課 事業費補助
タムラファーム株式会社、株式会社百姓堂本舗、有限会
社ゆめりんご、国立大学法人弘前大学、個人1名

農林水産業費 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 2,239,220 農業政策課 事業費補助

個人５名、つがる弘前農業協同組合、相馬村農業協同組
合、津軽みらい農業協同組合、株式会社青森銀行弘前支
店、株式会社みちのく銀行、東奥信用金庫、株式会社田
村自然農園、株式会社平山農園、有限会社ゆめりんご、
株式会社津軽農園、有限会社ゴールド農園、農事組合法
人鬼丸農園



（単位：円）
科目 名称 平成26年度決算額 担当課 分類 支出先

平成２６年度　補助金決算額一覧

農林水産業費 新規就農者営農開始支援事業費補助金 21,730 農業政策課 事業費補助 個人１名

農林水産業費 農業経営支援対策資金利子補給補助金 188,088 農業政策課 事業費補助
つがる弘前農業協同組合、相馬村農業協同組合、津軽
みらい農業協同組合、株式会社みちのく銀行、東奥信用
金庫

農林水産業費 農業経営安定対策利子助成金 1,251,969 農業政策課 事業費補助
つがる弘前農業協同組合、相馬村農業協同組合、津軽
みらい農業協同組合

農林水産業費 認定農業者連絡協議会活動推進事業費補助金 270,000 農業政策課 事業費補助
弘前市認定農業者連絡協議会、岩木町認定農業者連絡
協議会、相馬地域認定農業者連絡協議会

農林水産業費 果樹被害防止施設導入事業費補助金 1,127,647 りんご課 事業費補助 個人12名

農林水産業費 りんご凍霜害防止体制確立事業費補助金 991,200 りんご課 事業費補助
北地区災害対策協議会、ＪＡつがる弘前青年部船沢支
部、青森県りんご友の会

農林水産業費 りんご防除機械等導入事業費補助金 22,373,320 りんご課 事業費補助

湯口第一共同防除組合、山大共同防除組合、下高杉第
二共同防除組合、青年同志会、神原SS共同防除組合、
五所朝日共同防除組合、王林共同防除組合、丸山SS共
同防除組合、新青共同防除組合、吉川SS共同防除組
合、十面沢SS共同防除組合、松木平大久保共同防除組
合、向野共同防除組合、鳥井野SS共防第五班、十腰内
林道共同防除組合、石川共防第三作業班、丸共共同防
除組合

農林水産業費 農作業支援雇用対策事業費補助金(スマイルアップ・ルモデル事業） 2,456,575 りんご課 事業費補助
合同会社未来のひかり、タムラファーム株式会社、株式会
社ダイヤモンドアップル、個人22名

農林水産業費 りんご農家等直売活動支援事業費補助金 802,000 りんご課 事業費補助
富栄りんご販売促進の会、ひろさきかすりの会、農友會、
あおもりりんご友の会、安全なりんごを育てる会、岩木弥
生会、有限会社ゆめりんご、津軽青和会

農林水産業費 農産物・加工品販売パッケージ等製作支援事業費補助金 1,002,400 りんご課 事業費補助

伊藤農園、合同会社パープルウィンドウ、村上ファーム、
合同会社まっかなほんと、西村りんご園、おりかさ蜜ツ星
農園、大湯ファーム、農業生産法人有限会社花咲、大沢
畑の仲間達、有限会社せいの農園、タムラファーム株式
会社、個人1名

農林水産業費 りんご販路拡大支援事業費奨励金 3,318,467 りんご課 事業費補助

みちのくホテル株式会社、一般財団法人岩木振興公社、
イマジン株式会社弘前パークホテル、一般財団法人星と
森のロマントピア・そうま、弘前市旅館ホテル組合、有限
会社山のホテル

農林水産業費 りんご経営安定対策事業費補助金 13,610,700 りんご課 事業費補助 公益社団法人青森県青果物価格安定基金協会
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農林水産業費 りんご緊急需給調整対策事業費補助金 7,156,000 りんご課 事業費補助 公益社団法人青森県青果物価格安定基金協会
農林水産業費 りんご請負防除支援事業費補助金 1,428,000 りんご課 事業費補助 つがる弘前農業協同組合

農林水産業費 りんご園病害虫対策事業費補助金 2,756,893 りんご課 事業費補助

市農協小沢共防連、高杉りんご共同防除連絡協議会、岩
木町共防連絡協議会、相馬村農協りんご共同防除組合
連絡協議会、弘果りんご連絡協議会、弘前りんご株式会
社、弘前市りんご共同防除連絡協議会

農林水産業費 りんご樹雪害対策スノーモビル農道圧雪事業費補助金 545,854 りんご課 事業費補助
吉川地域農道圧雪隊、桜庭スノーモービル圧雪隊、松木
平スノーモビルクラブ、乳井町会農道圧雪隊、小沢地域
農道圧雪隊、チーム赤倉

農林水産業費 りんご等販売宣伝活動支援事業費補助金 571,000 りんご課 事業費補助 東北ITサービス株式会社
農林水産業費 生産振興総合対策事業費補助金 192,250,000 りんご課 事業費補助 株式会社青研
農林水産業費 経営体育成支援事業費補助金 2,578,000 農業政策課 事業費補助 個人４名、有限会社ゆめりんご
農林水産業費 りんご降ひょう被害果選別緊急対策事業費補助金 3,935,480 りんご課 事業費補助 合同会社未来のひかり、個人63名

農林水産業費 弘前りんご即売支援事業費補助金 299,920 りんご課 事業費補助
青森県りんご協会青年部大沢班、石川地区雹害りんご販
売の会、松木平産直の会

農林水産業費 酒米生産推進対策事業費補助金 748,797 農業政策課 事業費補助 弘前華吹雪作付協議会、弘前みのり会

農林水産業費 高品質米生産推進事業費補助金 3,858,424 農業政策課 事業費補助
つがる弘前農業協同組合、相馬村農業協同組合、津軽
みらい農業協同組合、有限会社マルスケ・インクス、株式
会社フクテイ

農林水産業費 水稲省力化生産推進事業費補助金 3,577,366 農業政策課 事業費補助
JAつがる弘前航空防除連絡協議会弘前班、ライスロマン
クラブ

農林水産業費 大豆省力化生産推進事業費補助金 238,852 農業政策課 事業費補助
十腰内地区転作生産組合、農事組合法人中央地区農作
業受託組合、農事組合法人ほりこしファーム、農事組合
法人鬼楢営農組合、農事組合法人かわにし

農林水産業費 鳥獣害防止対策事業費補助金 544,241 農業政策課 事業費補助 弘前市鳥獣被害防止対策協議会

農林水産業費 有害鳥獣駆除活動等事業費補助金 2,100,000 農業政策課 事業費補助
中弘猟友会、東目屋地区農作物被害対策協議会、一大
地区鳥獣害被害対策協議会

農林水産業費 新規契約栽培支援事業費補助金 1,740,000 農業政策課 事業費補助
有限会社イーエム総合ネット弘前、農事組合法人鬼丸農
園

農林水産業費 地場産品販売推進事業費補助金 4,500,000 農業政策課 事業費補助 合同会社ひろさきマーケット

農林水産業費 地元農産物加工支援事業費補助金 4,856,311 農業政策課 事業費補助
つがる弘前農業協同組合、小栗山農園、有限会社弘前
キュイジーヌ、有限会社ゆめりんご､タムラファーム株式会
社、有限会社岩木屋、農事組合法人鬼丸農園

農林水産業費 降雹災害資金利子助成金 9,249 農業政策課 事業費補助 つがる弘前農業協同組合、津軽みらい農業協同組合
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農林水産業費 降雹災害資金保証料助成金 1,621,243 農業政策課 事業費補助 つがる弘前農業協同組合、津軽みらい農業協同組合

農林水産業費 台風災害経営資金利子助成金 298,059 農業政策課 事業費補助
個人１名、つがる弘前農業協同組合、津軽みらい農業協
同組合

農林水産業費 担い手育成事業費補助金 600,000 農業政策課 事業費補助

十腰内青年部、鼻和りんご支会、十腰内りんご支会、つ
がる弘前農業協同組合特別栽培トマト部会、りんご販売
有志の会、津軽りんご農家後継者の会、サンフェスタいし
かわ友の会、相馬村農業協同組合青年部

農林水産業費 集落営農組織等法人化支援事業費補助金 100,000 農業政策課 事業費補助 個人１名、千年生産収穫組合
農林水産業費 集落営農組織等法人化フォローアップ事業費補助金 43,000 農業政策課 事業費補助 株式会社山本米菜園

農林水産業費 野菜・花き産地育成事業費補助金 1,751,000 農業政策課 事業費補助
つがる弘前農業協同組合やさい協議会、石川野菜部会、
個人1名

農林水産業費 地域ブランド推進事業費補助金 261,200 農業政策課 事業費補助 つがる弘前農業協同組合

農林水産業費 稲わら資源化促進事業費補助金 1,132,676 農業政策課 事業費補助
鳥井野第一営農組合、百笑夢ファミリー、向外瀬機械利
用組合、大久保営農会、西地区オペレーター組合､個人2
名

農林水産業費 学校給食地元産品導入促進事業費補助金 1,081,490 農業政策課 事業費補助 つがる弘前農業協同組合、株式会社ヒロサキ

農林水産業費 農の雇用継続支援事業費補助金 3,950,000 農業政策課 事業費補助
有限会社ゆめりんご、農事組合法人鬼楢営農組合、農事
組合法人かわにし、株式会社森の中の果樹園、弘前りん
ご株式会社、合同会社未来のひかり

農林水産業費 農作業受託支援事業費補助金 12,450 農業政策課 事業費補助 農業者グループ１件
農林水産業費 りんご海外輸出促進事業費補助金 283,000 りんご課 事業費補助 株式会社ヒロサキ、青森トレーディング株式会社
農林水産業費 りんご園防風網張替事業費補助金 4,570,000 りんご課 事業費補助 個人26名
農林水産業費 果樹共済加入促進対策事業費補助金 8,776,115 りんご課 事業費補助 ひろさき広域農業共済組合
農林水産業費 生産振興総合対策事業費補助金 343,000,000 りんご課 事業費補助 有限会社ゴールド農園

農林水産業費 米需給調整活動支援事業費補助金 2,575,800 農業政策課 事業費補助
つがる弘前農業協同組合、相馬村農業協同組合、津軽
みらい農業協同組合、青森県米穀集荷協同組合

農林水産業費 転作田利用集積支援事業費補助金 6,287,164 農業政策課 事業費補助 つがる弘前農業協同組合、津軽みらい農業協同組合
農林水産業費 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 6,500,000 農業政策課 事業費補助 弘前市農業再生協議会
農林水産業費 土地改良事業費等補助金 392,000 農村整備課 事業費補助 弘前北部土地改良区
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農林水産業費 農道整備事業費等補助金 25,663,000 農村整備課 事業費補助

一野渡西平山共同施行、宮地沢田共同施行、蔵王共同
施行、尾上山共同施行、湯ヶ森共同施行、大石共同施
行、丸繁共同施行、大森大石通共同施行、向坂共同施
行、大森草薙共同施行、貝沢増反共同施行、野中二百共
同施行、十面沢三日月線共同施行、十面沢廻堰線共同
施行、廻堰共同施行、独狐石田共同施行、悪戸芦野共同
施行、小沢山下共同施行、大開共同施行、第二中崎農道
共同施行、第二神原共同施行、桜庭共同施行、大森松山
共同施行、種市板橋共同施行、蒔苗油伝共同施行、上櫻
川共同施行、葛原茂上農道共同施行、三日月開拓共同
施行、坂市共同施行、高杉尾上山農道共同施行、宇田野
神原共同施行、新法師向野共同施行、大根沼共同施行、
第二葛原茂上農道共同施行、百沢大平野共同施行、弥
生弥生平共同施行、湯の沢共同施行

農林水産業費 りんご樹雪害対策農道等除雪事業費補助金 1,626,000 農村整備課 事業費補助

相馬村農業協同組合、三和・笹舘地区農道除雪共同施
行、大久保平除雪組合、平山農道除雪隊、大和沢除雪共
同施行、大川農道等除雪共同施行、後沢共同施行、むこ
うしら共同施行

商工費 未来を変える挑戦資金特別保証融資（創業･雇用）保証料補助金 4,338,635 商工政策課 事業費補助 青森県信用保証協会
商工費 未来を変える挑戦資金特別保証融資（空き店舗活用）保証料補助金 206,632 商工政策課 事業費補助 青森県信用保証協会
商工費 特別保証融資保証料補助金 33,241,411 商工政策課 事業費補助 青森県信用保証協会
商工費 小口零細企業特別保証融資保証料補助金 10,814,298 商工政策課 事業費補助 青森県信用保証協会
商工費 事業活性化資金特別保証融資保証料補助金 41,666,411 商工政策課 事業費補助 青森県信用保証協会
商工費 未来を変える挑戦資金特別保証融資（空き店舗活用）利子補給補助金 328,634 商工政策課 事業費補助 株式会社みちのく銀行、株式会社青森銀行

商工費 平成２４年度特別保証融資利子補給補助金 7,914,103 商工政策課 事業費補助
株式会社秋田銀行、東奥信用金庫、青い森信用金庫、株
式会社みちのく銀行、株式会社青森銀行、青森県信用組
合

商工費 平成２５年度特別保証融資利子補給補助金 23,984,889 商工政策課 事業費補助
株式会社秋田銀行、東奥信用金庫、青い森信用金庫、株
式会社みちのく銀行、株式会社青森銀行、青森県信用組
合

商工費 平成２６年度特別保証融資利子補給補助金 17,070,547 商工政策課 事業費補助
株式会社秋田銀行、東奥信用金庫、青い森信用金庫、株
式会社みちのく銀行、株式会社青森銀行、青森県信用組
合
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商工費 平成２４年度小口零細企業特別保証融資利子補給補助金 2,144,738 商工政策課 事業費補助
東奥信用金庫、青い森信用金庫、株式会社みちのく銀
行、株式会社青森銀行

商工費 平成２５年度小口零細企業特別保証融資利子補給補助金 6,556,805 商工政策課 事業費補助
株式会社秋田銀行、東奥信用金庫、青い森信用金庫、株
式会社みちのく銀行、株式会社青森銀行

商工費 平成２６年度小口零細企業特別保証融資利子補給補助金 3,993,599 商工政策課 事業費補助
東奥信用金庫、青い森信用金庫、株式会社みちのく銀
行、株式会社青森銀行、青森県信用組合

商工費 平成１８年度商業近代化資金利子補給補助金 92,875 商工政策課 事業費補助 東奥信用金庫、株式会社みちのく銀行
商工費 平成１９年度商業近代化資金利子補給補助金 73,094 商工政策課 事業費補助 東奥信用金庫
商工費 平成２０年度商業近代化資金利子補給補助金 133,625 商工政策課 事業費補助 株式会社青森銀行
商工費 平成２１年度商業近代化資金利子補給補助金 139,839 商工政策課 事業費補助 株式会社青森銀行

商工費 平成２２年度商業近代化資金利子補給補助金 321,125 商工政策課 事業費補助
東奥信用金庫、株式会社みちのく銀行、株式会社青森銀
行

商工費 平成２４年度商業近代化資金利子補給補助金 655,777 商工政策課 事業費補助 株式会社みちのく銀行、株式会社青森銀行
商工費 平成２５年度商業近代化資金利子補給補助金 1,007,948 商工政策課 事業費補助 株式会社みちのく銀行、株式会社青森銀行
商工費 平成２６年度商業近代化資金利子補給補助金 576,769 商工政策課 事業費補助 東奥信用金庫、株式会社みちのく銀行
商工費 青森県中小企業団体中央会補助金 2,000,000 商工政策課 運営費及び事業費補助 青森県中小企業団体中央会
商工費 弘前商業連合会よさこい津軽開催補助金 500,000 商工政策課 事業費補助 弘前商業連合会
商工費 カルチュアロード事業費補助金 900,000 商工政策課 事業費補助 カルチュアロード実行委員会
商工費 弘前市場まつり事業費補助金 500,000 商工政策課 事業費補助 弘前市場まつり実行委員会
商工費 弘前市中心市街地活性化協議会支援補助金 6,400,000 商工政策課 運営費及び事業費補助 弘前市中心市街地活性化協議会

商工費 販売促進活動特別支援事業費補助金 8,228,400 商工政策課 事業費補助

西弘商店街維持振興会、青森県美容業生活衛生
同業組合弘前支部、弘前燃料器具協会、ルネスアベ
ニューテナント会、一般社団法人日本料理研究会弘前調
理師四條会、青森県漆器協同組合連合会、青森県電機
商業組合弘前支部、弘前露店商業組合、弘前塗装工業
会、どて箱あらかるとの会、弘前市旅館ホテル組合、青森
県洋菓子協会弘前支部、弘前商工会議所青年部

商工費 買い物利便性向上対策モデル事業費補助金 58,100 商工政策課 事業費補助 株式会社イトーヨーカドー弘前店
商工費 古都ひろさき花火の集い開催事業費補助金 1,000,000 商工政策課 事業費補助 ひろさき市民花火の集い実行委員会

商工費 商店街魅力アップ支援事業費補助金 6,900,000 商工政策課 事業費補助

西弘商店街維持振興会、百石町振興会、大町・駅前・上
土手商店街魅力アップ実行委員会、弘前駅前商店街振
興組合、弘前中土手町商店街振興組合、弘前上土手町
商店街振興組合、土手町・鍛冶町地区にぎわいリバイバ
ルプラン実行委員会、弘前下土手町商店街振興組合

商工費 青空市場開催支援事業費補助金 2,000,000 商工政策課 事業費補助 弘前市中心市街地活性化協議会



（単位：円）
科目 名称 平成26年度決算額 担当課 分類 支出先

平成２６年度　補助金決算額一覧

商工費 オールひろさき「さくら市」実施支援事業費補助金 11,311,000 商工政策課 事業費補助

弘前商業連合会、弘前市旅館ホテル組合、公益社団法
人弘前市物産協会、弘前地区文具事務用品組合、どて箱
あらかるとの会、弘前いがめんち食べるべ会、白神の魚
普及実行委員会、イトーヨーカドー弘前店専門店会、弘前
塗装工業会、弘前下土手町商店街振興組合、弘前料理
飲食業組合、さくら野弘前店協友店会、青森県漆器協同
組合連合会、ルネスアベニューテナント会、DOTEPON
CLUB、こぎんフェス実行委員会、ヒロロテナント会、さくら
市ファッション×カフェ販促事業実行委員会

商工費 オールひろさき「ねぷた市」実施支援事業費補助金 4,879,300 商工政策課 事業費補助

公益社団法人弘前市物産協会、どて箱あらかるとの会、
ヒロロテナント会、弘前いがめんち食べるべ会、弘前市旅
館ホテル組合、白神の魚普及実行委員会、弘前料理飲
食業組合、さくら野弘前店協友店会、伝統工芸津軽漆器
協同組合、ねぷたdeドン！ドン！実行委員会

商工費 テレマーケティング関連産業立地促進費補助金 8,172,195 産業育成課 運営費補助 株式会社ＮＴＴ東日本サービス
商工費 青森県漆器協同組合連合会運営費等補助金 3,516,000 商工政策課 運営費及び事業費補助 青森県漆器協同組合連合会

商工費 ひろさきブランド販路開拓支援補助金 2,809,503 商工政策課 事業費補助

有限会社木村木品製作所、タムラファーム株式会社、株
式会社青研、有限会社二唐刃物鍛造所、ブナコ株式会
社、有限会社アップルペクチン研究所、弘前工芸協会、個
人１名

商工費 伝統工芸品等活用促進事業費補助金 683,160 商工政策課 事業費補助
けん太グループ、株式会社菊富士、音羽亭、ぼんしゃん
亭、有限会社山のホテル、有限会社ステラ、有限会社ＶＡ
ＮＴＯＰ ＣＯＭＰＡＮＹ

商工費 岩木山物産協会補助金 450,000 商工政策課 運営費及び事業費補助 岩木山物産協会
商工費 弘前市物産協会補助金 4,500,000 商工政策課 事業費補助 公益社団法人弘前市物産協会
商工費 台南市における弘前物産展事業費補助金 293,809 商工政策課 事業費補助 公益社団法人弘前市物産協会

商工費 空き店舗活用支援事業費補助金 12,179,500 商工政策課 事業費補助
株式会社カルチャー、株式会社Ｃ－Ｄｒｅａｍ、有限会社ケ
イファクトリー、個人５名

商工費 店舗シェアリング支援事業費補助金 5,249,200 商工政策課 事業費補助 株式会社スコーレ
商工費 起業家支援育成事業費補助金 653,500 産業育成課 事業費補助 アロマティカス、さくら保育園
商工費 学生発ベンチャー創出支援事業費補助金 100,000 産業育成課 事業費補助 個人１名
商工費 岩木山商工会補助金 2,700,000 商工政策課 運営費及び事業費補助 岩木山商工会
商工費 岩木夏まつり開催事業費補助金 1,300,000 商工政策課 事業費補助 岩木夏まつり実行委員会
商工費 白神酵母・さくら酵母等ブランド化推進事業費補助金 165,480 産業育成課 事業費補助 有限会社ブレス
商工費 精密加工技術等高度化支援事業費補助金 362,000 産業育成課 事業費補助 株式会社コーア
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商工費 企業技術者研修派遣事業費補助金 400,000 産業育成課 事業費補助 東北化学薬品株式会社、カミテック株式会社

商工費 中心市街地雇用促進支援事業費補助金 7,447,438 商工政策課 事業費補助
オールスパイス株式会社、株式会社工藤酸素店、マルホ
ン株式会社、株式会社エフ・ディ・シィ・フレンズ

商工費 アパレル産業振興事業費補助金 76,150 産業育成課 事業費補助 弘前市縫製企業協議会
商工費 弘前さくらまつり演芸場運営費補助金 900,000 観光政策課 運営費補助 公益社団法人弘前観光コンベンション協会
商工費 津軽三味線世界大会事業費補助金 600,000 観光政策課 事業費補助 津軽三味線世界大会実行委員会
商工費 大仏公園さくら祭り事業費補助金 150,000 観光政策課 事業費補助 石川町会
商工費 弘前観光コンベンション協会運営費補助金 23,900,000 観光政策課 運営費補助 公益社団法人弘前観光コンベンション協会
商工費 The津軽三味線事業費補助金 3,500,000 観光政策課 事業費補助 The津軽三味線実行委員会
商工費 全日本リンゴ追分コンクール事業費補助金 1,500,000 観光政策課 事業費補助 全日本リンゴ追分コンクールを推進する会
商工費 コンベンション事業費補助金 2,000,000 観光政策課 事業費補助 公益社団法人弘前観光コンベンション協会
商工費 宿泊促進事業費補助金 500,000 観光政策課 事業費補助 弘前市旅館ホテル組合
商工費 魅力ある着地型観光推進事業費補助金 3,496,221 観光政策課 事業費補助 公益社団法人弘前観光コンベンション協会
商工費 弘前駅自由通路等にぎわい創出事業費補助金 1,500,000 観光政策課 事業費補助 弘前駅自由通路等にぎわい創出事業実行委員会
商工費 サイクルネット活用促進事業費補助金 1,193,580 観光政策課 事業費補助 公益社団法人弘前観光コンベンション協会
商工費 岩木山観光協会運営費補助金 2,990,000 観光政策課 運営費補助 岩木山観光協会
商工費 岩木山観光協会事業費補助金 6,850,000 観光政策課 事業費補助 岩木山観光協会
商工費 岩木全国凧揚げ大会事業費補助金 420,000 観光政策課 事業費補助 青森県弘前市岩木全国凧揚げ大会実行委員会
商工費 星まつりinそうま開催事業費補助金 1,400,000 観光政策課 事業費補助 星まつりinそうま実行委員会
商工費 奇習・神秘ろうそくまつり伝承事業費補助金 500,000 観光政策課 事業費補助 ろうそくまつり実行委員会

商工費 外国人観光客受入環境整備事業費補助金 998,160 国際広域観光課 事業費補助
有限会社わいわい、合同会社西谷、弘前ホテル・マネジメ
ント合同会社、株式会社弘前ねぷた館、Robbin's Nest

土木費 消融雪施設管理運営費補助金 7,953,440 道路維持課 運営費補助

弘前駅前融雪管理組合、３・３・２号融雪管理組合、弘前
中央通り融雪管理組合、弘前上土手町商店街振興組合、
中土手町融雪管理組合、弘前下土手町商店街振興組
合、蓬来融雪溝組合、一番町協会、追手門通り歩道管理
組合、石川消融雪溝管理組合、昴町会

土木費 弘前市流雪溝利用管理組合連絡協議会運営費補助金 100,000 道路維持課 運営費補助 弘前市流雪溝利用管理組合連絡協議会

土木費 サイドシャッター装置導入事業費補助金 3,759,000 道路維持課 事業費補助 株式会社兼建興業、有限会社ウィングトランスポート

土木費 景観重要建造物改修等事業費補助金 6,000,000 都市政策課 事業費補助 個人1名
土木費 路線バス運行費補助金 168,050,000 都市政策課 事業費補助 弘南バス株式会社
土木費 地域間幹線系統確保維持費補助金 23,706,000 都市政策課 事業費補助 弘南バス株式会社
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土木費 地域生活交通再生路線運行費補助金 3,803,000 都市政策課 事業費補助 弘南バス株式会社
土木費 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金 299,221 都市政策課 事業費補助 弘南鉄道株式会社

土木費 融雪装置設置資金貸付金利子補給補助金 289,194 スマートシティ推進室 事業費補助
株式会社青森銀行、株式会社みちのく銀行、東奥信用金
庫、青い森信用金庫、東北労働金庫

土木費 下水道事業会計補助金 1,431,978,816 上下水道部総務課 企業会計繰出金 弘前市上下水道部
土木費 高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金 8,168,000 財産管理課 運営費補助 有限会社アムスカンパニー、医療法人仙知会
土木費 建築物耐震診断緊急促進事業費補助金 1,512,000 建築指導課 事業費補助
消防費 消防施設整備事業費補助金 588,000 防災安全課 事業費補助 十腰内町会、堅田町会

消防費 自主防災組織育成支援事業費補助金 4,663,976 防災安全課 事業費補助
石渡ホームタウン町会、大沢町会、薬師堂町会、
中別所町会、国吉町会、地縁団体亀甲町町会
自由ヶ丘町会、原ヶ平町会

教育費 中弘南黒地区定時制通信制教育振興事業費補助金 50,000 教育政策課 事業費補助 中弘南黒地区定時制・通信制教育振興会

教育費 私立高等学校教育振興費補助金 4,865,000 教育政策課 事業費補助
学校法人柴田学園、学校法人弘前学院、学校法人東奥
義塾、学校法人弘前東高等学校

教育費 私立幼稚園就園奨励費補助金 82,173,900 学務健康課 事業費補助

学校法人柴田学園柴田幼稚園、学校法人弘前文化学院
文化幼稚園、学校法人明の星学園弘前明の星幼稚園、
学校法人藤田学園若草幼稚園、学校法人専徳寺学園弘
前大谷幼稚園、学校法人養生学園養生幼稚園　、学校法
人東北カトリック学園弘前カトリック幼稚園、学校法人聖
公会栄光学園明星幼稚園、学校法人一弘学園弘前みな
み幼稚園、学校法人大開学園ひばり幼稚園、学校法人お
やま学園平賀幼稚園、学校法人東英学園 東雲幼稚園、
学校法人東北カトリック学園聖テレジア幼稚園、学校法人
藤崎キリスト教学園、学校法人東北カトリック学園聖心幼
稚園

教育費 私立幼稚園教材費補助金 5,807,500 学務健康課 事業費補助

学校法人柴田学園柴田幼稚園、学校法人弘前文化学院
文化幼稚園、学校法人明の星学園弘前明の星幼稚園、
学校法人藤田学園若草幼稚園、学校法人専徳寺学園弘
前大谷幼稚園、学校法人養生学園養生幼稚園、学校法
人東北カトリック学園弘前カトリック幼稚園、学校法人聖
公会栄光学園明星幼稚園、学校法人一弘学園弘前みな
み幼稚園、学校法人大開学園ひばり幼稚園

教育費 弘前地区小学校教育研究協議会研修事業費補助金 265,000 学校指導課 事業費補助 弘前地区小学校教育研究協議会
教育費 弘前地区中学校教育研究会研修事業費補助金 222,000 学校指導課 事業費補助 弘前地区中学校教育研究会
教育費 弘前地区小学校生徒指導連絡協議会事業費補助金 50,000 学校指導課 事業費補助 弘前地区小学校生徒指導連絡協議会
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教育費 弘前地区中学校生徒指導連絡協議会事業費補助金 50,000 学校指導課 事業費補助 弘前地区中学校生徒指導連絡協議会
教育費 弘前私立幼稚園連合会研修事業費補助金 300,000 学校指導課 事業費補助 弘前私立幼稚園連合会
教育費 少年少女発明クラブ事業費補助金 100,000 学校指導課 事業費補助 弘前市少年少女発明クラブ
教育費 学校活性化推進事業費補助金 200,000 学校教育改革室 事業費補助 堀越小学習指導研究会

教育費 小中連携教育推進事業費補助金 1,100,000 学校指導課 事業費補助

裾野中学校区三校連携教育推進委員会、新和学区小中
連携協議会、北辰学区連携協議会、船沢学区連携教育
協議会、東目屋小中連携協議会、一中学区連携協議会、
東中学校区連絡協議会、二中学区小中連携教育連絡協
議会、第三中学校区小中連携教育チーム「シゲ」、南中学
校区小中連携協議会、四中学区小中連携協議会、第五
中学区小中連携教育推進協議会、石川学区連携推進委
員会、岩木地区学校連携協議会、常盤野小中学校区連
携協議会、相馬地区小中連携協議会

教育費 小学校通学費補助金 4,027,694 学務健康課 事業費補助 小沢小学校、石川小学校、岩木小学校

教育費 小学校特別支援教育就学奨励費補助金 2,486,654 学務健康課 事業費補助

修斉小学校、自得小学校、新和小学校、高杉小学校、致
遠小学校、城東小学校、福村小学校、文京小学校、松原
小学校、千年小学校、大和沢小学校、小沢小学校、東目
屋小学校、和徳小学校、東小学校、時敏小学校、北小学
校、城西小学校、大成小学校、第三大成小学校、桔梗野
小学校、石川小学校、岩木小学校

教育費 中学校通学費補助金 3,236,538 学務健康課 事業費補助 船沢中学校、第二中学校、津軽中学校

教育費 中学校特別支援教育就学奨励費補助金 1,407,622 学務健康課 事業費補助
新和中学校、北辰中学校、東目屋中学校、第一中学校、
東中学校、第二中学校、第三中学校、南中学校、第四中
学校、第五中学校、石川中学校、津軽中学校

教育費 弘前市社会教育協議会事業費補助金 4,345,000 文化スポーツ振興課 運営費及び事業費補助 弘前市社会教育協議会
教育費 弘前市児童文化研究サークル連合会事業費補助金 100,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 弘前市児童文化研究サークル連合会
教育費 弘前オペラ事業費補助金 1,000,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 弘前オペラ
教育費 弘前市文化団体協議会事業費補助金 400,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 弘前市文化団体協議会
教育費 弘前市連合婦人会事業費補助金 640,000 生涯学習課 事業費補助 弘前市連合婦人会
教育費 弘前市連合父母と教師の会事業費補助金 712,000 生涯学習課 事業費補助 弘前市連合父母と教師の会
教育費 学校管理下外親子安全保険事業費補助金 3,434,000 生涯学習課 事業費補助 弘前市連合父母と教師の会
教育費 ガールスカウト弘前地区委員会事業費補助金 100,000 生涯学習課 事業費補助 ガールスカウト弘前地区委員会
教育費 化学への招待事業費補助金 30,000 生涯学習課 事業費補助 日本化学会東北支部弘前地区支部
教育費 相馬子ども会育成協議会事業費補助金 200,000 生涯学習課 事業費補助 相馬子ども会育成協議会



（単位：円）
科目 名称 平成26年度決算額 担当課 分類 支出先

平成２６年度　補助金決算額一覧

教育費 弘前地区小学校文化連盟事業費補助金 333,000 生涯学習課 事業費補助 弘前地区小学校文化連盟
教育費 弘前地区中学校文化連盟事業費補助金 328,000 生涯学習課 事業費補助 弘前地区中学校文化連盟
教育費 小・中学校文化連盟大会派遣事業費補助金 2,254,970 生涯学習課 事業費補助 弘前地区小学校文化連盟、弘前地区中学校文化連盟
教育費 音楽芸術後継者育成事業費補助金 3,949,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 音楽ネットワーク弘前、弘前交響楽団
教育費 将棋名人戦弘前対局記念大会事業費補助金 494,770 文化スポーツ振興課 事業費補助 青森県将棋連盟

教育費 才能育成提案事業費補助金 2,270,000 文化スポーツ振興課 事業費補助
ひろさき芸術舞踊実行委員会、弘前ねむの会ファミリー
コーラス、古都弘前に響くマドリガルの宴実行委員会

教育費 岩木文化協会事業費補助金 250,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 岩木文化協会
教育費 岩木文化祭事業費補助金 1,000,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 岩木文化祭運営委員会
教育費 津軽塗技術保存伝承事業費補助金 100,000 文化財課 事業費補助 津軽塗技術保存会

教育費 重要文化財等修理事業費補助金 11,580,000 文化財課 事業費補助
宗教法人岩木山神社、 学校法人弘前厚生学院、株式会
社青森銀行

教育費 指定文化財管理事業費補助金 1,268,000 文化財課 事業費補助

宗教法人長勝寺、宗教法人最勝院、宗教法人熊野奥照
神社、宗教法人弘前八幡宮、宗教法人誓願寺、宗教法人
革秀寺、宗教法人岩木山神社、宗教法人高照神社、学校
法人弘前学院、学校法人弘前厚生学院、個人１名

教育費 伝統的建造物群保存地区保存修理事業費補助金 1,736,000 文化財課 事業費補助 個人６名
教育費 伝統的建造物群保存地区樹木保存事業費補助金 89,719 文化財課 事業費補助 弘前市仲町地区伝統的建造物群保存会
教育費 弘前市民俗芸能保存育成事業費補助金 30,000 文化財課 事業費補助 紙漉沢獅子舞保存会
教育費 弘前市指定無形民俗文化財用具修理事業費補助金 43,000 文化財課 事業費補助 石川獅子舞保存会
教育費 青森県指定無形民俗文化財用具修理事業費補助金 44,000 文化財課 事業費補助 大沢獅子舞保存会
教育費 高照神社文化財維持保存会後援会補助金 700,000 文化財課 事業費補助 高照神社文化財維持保存会後援会
教育費 岩木地区レクリエーション大会補助金 480,000 生涯学習課 事業費補助 岩木地区レクリエーション大会運営委員会

教育費 子ども会活動推進事業費補助金 277,000 生涯学習課 事業費補助

中部仲町・西部仲町町会　２町会子ども会合同事業体、
和徳地区青少年育成委員会、三和地区子ども会ねぷた
実行委員会、緑ヶ丘町会、上土手町青少年育成委員会、
亀甲町子ども会

教育費 幼児体育リズム講習会運営事業費補助金 50,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 弘前幼稚園協会
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教育費 小・中学生東北、全国及び国際スポーツ大会派遣事業費補助金 4,059,918 文化スポーツ振興課 事業費補助

ＰＰＫジュニア、弘前卓球センター、KJ-TENNIS
ACADEMY、城西スポーツ少年団卓球部、特定非営利活
動法人リベロ津軽スポーツクラブ、第三大成小学校卓球
クラブ、社団法人日本空手協会弘前中央支部、弘前テニ
スクラブ、福村スポーツ少年団、石川少年剣道クラブ、堀
越小学校卓球部、豊田卓球クラブ、一般財団法人護國
館、公益社団法人日本空手協会弘前東支部禪空舘、
Athletic Club弘前、弘前北卓球スポーツ少年団、弘前Ｂ
＆Ｇ海洋センター、第三大成ミニバスケットスポーツ少年
団、弘前北小ドリーマーズ、弘前市立石川中学校、特定
非営利活動法人弘前キッズバドミントンクラブ、岩木バ
レーボールクラブ、堀越小学校ジュニアバレーボールチー
ム 、日本空手道連合会東北・北海道地区協議会、シュラ
イン・レディース・フットボールクラブ、弘前市立第三中学
校、弘前東ミニバスケットボールスポーツ少年団、弘前ス
キー倶楽部チビッコレーシング、青森山田リトルシニア、
弘前市立第五中学校野球部、北辰レーシング、ひらかわ
スイミングクラブ、藤崎桜城リトルシニア、チームα 、ＪＯＣ
バレーボール青森県代表チーム弘前

教育費 全国選抜高等学校相撲弘前大会運営事業費補助金 200,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 全国選抜高等学校相撲弘前大会実行委員会
教育費 鷹揚旗中学校選抜剣道大会運営事業費補助金 450,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 鷹揚旗実行委員会
教育費 体育振興事業費補助金 24,535,000 文化スポーツ振興課 運営費及び事業費補助 公益財団法人弘前市体育協会
教育費 弘前市スポーツ少年団運営事業費補助金 1,600,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 弘前市スポーツ少年団

教育費 日本一輪車舞台演技大会運営事業費補助金 892,000 文化スポーツ振興課 事業費補助
オールジャパン・ユニダンシング・コンペティション実行委
員会

教育費 市民スキー教室運営事業費補助金 216,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 岩木スキークラブ
教育費 青森県ジュニア・アルペンスキー大会運営事業費補助金 372,976 文化スポーツ振興課 事業費補助 岩木スキークラブ
教育費 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 358,544 文化スポーツ振興課 事業費補助 岩木スキークラブ

教育費 各種東北大会開催事業費補助金 545,000 文化スポーツ振興課 事業費補助
青森県ソフトテニス連盟、日本空手協会青森県本部、青
森県武術太極拳連盟、弘前市バスケットボール協会、青
森県体操協会

教育費 弘前市スポーツ少年団活性化事業費補助金 1,554,840 文化スポーツ振興課 事業費補助 弘前市スポーツ少年団
教育費 弘前地区中学校体育大会運営事業費補助金 715,000 学校指導課 事業費補助 弘前地区中学校体育連盟
教育費 青森県、東北及び全国中学校体育大会派遣事業費補助金 9,240,390 学校指導課 事業費補助 弘前地区中学校体育連盟
教育費 中学校体育指導強化事業費補助金 1,830,000 学校指導課 事業費補助 弘前地区中学校長会
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教育費 小学校連合体育大会運営事業費補助金 920,802 学校指導課 事業費補助 弘前市小学校体育研究会

教育費 トップアスリート招致支援事業費補助金 6,825,668 文化スポーツ振興課 事業費補助

モンゴル国スキーチーム招聘実行委員会、弘前柔道協
会、弘前市ソフトボール協会、特定非営利活動法人弘前
キッズバドミントンクラブ、ＳＯＭＥＣＩＴＹＡＯＭＯＲＩ実行委
員会、特定非営利活動法人リベロ津軽スポーツクラブ、一
般財団法人岩木振興公社、公益財団法人　弘前市体育
協会、弘前ラグビーフットボール協会、FUNKY STADIUM

教育費 岩木地区体育協会運営事業費補助金 2,000,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 岩木地区体育協会
教育費 相馬地区体育振興事業費補助金 970,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 相馬地区体育協会

教育費 スポーツ人材雇用奨励事業費補助金 5,926,662 文化スポーツ振興課 事業費補助
NPO法人弘前Jスポーツプロジェクト,株式会社弘前ベスト
ケア＆フーズ,特定非営利活動法人リベロ津軽スポーツク
ラブ

教育費 合宿誘致事業費補助金 1,000,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 株式会社豊田自動織機女子ソフトボール部
教育費 弘前ウォーターフロント開発株式会社特別清算補助金 8,623,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 弘前ウォーターフロント開発株式会社
教育費 弘前市学校保健会運営費補助金 560,000 学務健康課 事業費補助 弘前市学校保健会

278件

4,462,095,511
合計


