
（単位：千円）

科目 名称 平成２７年度予算額 担当課 備考（リンク場所）

議会費 全国市議会議長会負担金 588 議会事務局
議会費 東北市議会議長会負担金 144 議会事務局
議会費 青森県市議会議長会負担金 301 議会事務局
議会費 会議等出席負担金 95 議会事務局
総務費 （公財）青森県国際交流協会負担金 100 文化スポーツ振興課
総務費 東京青森県人会負担金 30 法務契約課
総務費 地方公共団体情報システム機構負担金 180 情報システム課
総務費 ヒロロスクエア公衆無線LAN維持管理負担金 89 情報システム課
総務費 青森県社会保険協会負担金 40 人材育成課
総務費 公平委員会事務負担金 13 人材育成課
総務費 （一財）公務人材開発協会負担金 20 人材育成課
総務費 弘前市役所ねぷた実行委員会負担金 2,850 人材育成課
総務費 中弘南黒地区自衛官募集事務連絡協議会負担金 35 市民協働政策課
総務費 青森県基地関係県市町村連絡協議会負担金 2 市民協働政策課
総務費 全国基地協議会負担金 1 市民協働政策課
総務費 青森県人権擁護委員連合会負担金 72 市民協働政策課
総務費 全国市長会負担金 705 政策推進課
総務費 東北市長会負担金 83 政策推進課
総務費 青森県市長会負担金 462 政策推進課
総務費 （公社）青森県防犯協会連合会負担金 380 市民協働政策課
総務費 暴力追放弘前市民会議負担金 300 市民協働政策課
総務費 弘前地区防犯協会負担金 3,384 市民協働政策課
総務費 会議等出席負担金 3,334 人材育成課
総務費 会議等出席負担金 23 財産管理課
総務費 会議等出席負担金 35 政策推進課
総務費 日本広報協会負担金 42 広聴広報課
総務費 青森県広報広聴協議会負担金 9 広聴広報課
総務費 融雪施設電気料等負担金 312 財産管理課
総務費 弘前地区消防防災協会負担金 3 財産管理課
総務費 弘前駅前地区再開発ビル維持管理負担金 48,150 財産管理課
総務費 会議等出席負担金 4 財産管理課
総務費 青函圏交流・連携推進会議負担金 11 ひろさき未来戦略研究センター

総務費 （一財）青森地域社会研究所負担金 15 ひろさき未来戦略研究センター
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総務費 （公財）東北活性化研究センター負担金 50 ひろさき未来戦略研究センター

総務費 津軽広域連合総務費負担金 26,012 ひろさき未来戦略研究センター

総務費 (一財)地域活性化センター負担金 140 ひろさき未来戦略研究センター

総務費 ひろさき出会い促進実行委員会負担金 1,566 ひろさき未来戦略研究センター

総務費 恋人の聖地プロジェクト参画負担金 162 ひろさき未来戦略研究センター

総務費 ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会負担金 243 ひろさき未来戦略研究センター

総務費 人口減少に立ち向かう自治体連合負担金 10 ひろさき未来戦略研究センター

総務費 会議等出席負担金 60 市民課
総務費 嶽温泉旅館組合負担金 192 岩木支所総務課
総務費 会議等出席負担金 5 相馬支所総務課
総務費 電波利用料 24 相馬支所総務課
総務費 全国山村過疎地域振興連盟県支部負担金 121 相馬支所総務課
総務費 弘前地区安全運転管理者協会負担金 32 財産管理課
総務費 会議等出席負担金 13 財産管理課
総務費 青森県自動車協会整備管理者負担金 24 財産管理課
総務費 弘前地区安全運転管理事業主会負担金 12 財産管理課
総務費 ヒロロスクエアコミュニケーションゾーン運営協議会負担金 4,000 政策推進課
総務費 弘前地区税務協議会負担金 6 市民税課
総務費 東北都市税務協議会負担金 8 市民税課
総務費 (一社)地方税電子化協議会負担金 2,675 市民税課
総務費 (一財)資産評価システム研究センター負担金 90 資産税課
総務費 青森県市町村税滞納整理機構負担金 1,550 収納課
総務費 会議等出席負担金 173 収納課
総務費 戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 22 市民課
総務費 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 50 選挙管理委員会事務局
総務費 全国市区選挙管理委員会連合会東北支部負担金 19 選挙管理委員会事務局
総務費 青森県都市選挙管理委員会連合会負担金 43 選挙管理委員会事務局
総務費 会議等出席負担金 8 選挙管理委員会事務局
総務費 選挙運動用自動車使用公費負担金 10,710 選挙管理委員会事務局
総務費 選挙運動用ポスター作成公費負担金 12,079 選挙管理委員会事務局
総務費 全国都市監査委員会負担金 42 監査委員事務局
総務費 東北都市監査委員会負担金 18 監査委員事務局
総務費 青森県都市監査委員会負担金 65 監査委員事務局



（単位：千円）

科目 名称 平成２７年度予算額 担当課 備考（リンク場所）

平成２７年度　負担金予算額一覧

民生費 会議等出席負担金 35 福祉政策課
民生費 津軽広域連合福祉費負担金 5,196 福祉政策課
民生費 津軽地区障害者体育大会負担金 60 福祉政策課
民生費 福祉ホーム事業運営費負担金 59 福祉政策課
民生費 障がい者地域活動支援センター運営費負担金 200 福祉政策課
民生費 障がい者相談支援事業運営費負担金 200 福祉政策課
民生費 東北都市国民年金協議会負担金 3 国保年金課
民生費 後期高齢者医療療養給付費負担金 1,664,425 国保年金課
民生費 日本スポーツ振興センター負担金 38 子育て支援課
民生費 青森県少年補導センター連絡協議会負担金 10 子育て支援課
民生費 東北地区青少年補導センター連絡協議会負担金 2 子育て支援課
民生費 全国青少年補導センター連絡協議会負担金 2 子育て支援課
民生費 青少年育成青森県民会議負担金 10 子育て支援課
衛生費 水道加入金 632 環境管理課
衛生費 水道事業会計負担金 15,410 上下水道部総務課
衛生費 東北都市環境問題対策協議会負担金 8 環境管理課
衛生費 救急医療情報システム整備運営費負担金 406 健康づくり推進課
衛生費 黒石市救急診療体制利用自治体負担金 643 健康づくり推進課
衛生費 医師確保対策地域・大学連携特別事業負担金 1,538 健康づくり推進課
衛生費 津軽地域保健医療圏自治体病院機能再編成推進協議会負担金 346 健康づくり推進課
衛生費 青森県ハンセン病協会負担金 9 健康づくり推進課
衛生費 青森県地区衛生組織連合会負担金 12 健康づくり推進課
衛生費 青森県小児保健協会負担金 10 健康づくり推進課
衛生費 会議等出席負担金 37 健康づくり推進課
衛生費 弘前総合保健センター建物管理負担金 30,782 健康づくり推進課
衛生費 弘前総合保健センター整備工事負担金 16,686 健康づくり推進課
衛生費 弘前地区環境整備事務組合負担金 2,273,200 環境管理課
衛生費 全国都市清掃会議負担金 116 環境管理課
衛生費 あおもり循環型社会推進協議会負担金 100 環境管理課
衛生費 会議等出席負担金　 20 環境管理課
衛生費 弘前環境整備センター光熱水費負担金 977 環境管理課
衛生費 じん芥処理事業費清算負担金 9,021 環境管理課
衛生費 弘前地区環境整備事務組合負担金 275,359 環境管理課
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労働費 新規学卒就職者激励事業負担金 300 商工政策課
労働費 青森県労働協会負担金 30 商工政策課
労働費 青森県勤労青少年ホーム連絡協議会負担金 30 商工政策課
労働費 青森県シルバー人材センター連合会負担金 50 福祉政策課
農林水産業費 青森県農業会議負担金 2,206 農業委員会事務局
農林水産業費 中弘地区農業委員会連絡協議会負担金 82 農業委員会事務局
農林水産業費 会議等出席負担金 146 農業委員会事務局
農林水産業費 弘前シードル研究会負担金 1,540 りんご課
農林水産業費 全国中山間地域振興対策協議会負担金 10 農業政策課
農林水産業費 青森県物産振興協会負担金 70 農業政策課
農林水産業費 弘前市グリーン・ツーリズム推進協議会負担金 100 農業政策課
農林水産業費 弘前市担い手育成総合支援協議会負担金 200 農業政策課
農林水産業費 牛の検査材料保冷施設負担金 20 農業政策課
農林水産業費 津軽地方家畜衛生推進協議会負担金 50 農業政策課
農林水産業費 青森県畜産協会負担金 66 農業政策課
農林水産業費 りんご公園まつり事業負担金 16,000 りんご課
農林水産業費 弘前市農業生産推進協議会負担金 100 農業政策課
農林水産業費 会議等出席負担金 50 農業政策課
農林水産業費 農業支援組織運営事業費負担金 180 農業政策課
農林水産業費 青森県農林水産物輸出促進協議会負担金 150 りんご課
農林水産業費 りんご園等改植事業負担金 30,000 りんご課
農林水産業費 弘前産りんご消費拡大宣伝事業負担金 10,000 りんご課
農林水産業費 弘前産りんご消費宣伝強化事業負担金 25,000 りんご課
農林水産業費 県営基幹施設管理体制整備事業負担金 1,930 農村整備課
農林水産業費 青森県土地改良事業団体連合会負担金 712 農村整備課
農林水産業費 県営平川地区基幹水利施設管理事業負担金 1,281 農村整備課
農林水産業費 県営岩木川左岸地区基幹水利施設管理事業負担金 195 農村整備課
農林水産業費 農道台帳管理負担金 203 農村整備課
農林水産業費 青森県土地改良事業団体連合会中弘支部負担金 10 農村整備課
農林水産業費 国営平川二期地区土地改良事業促進協議会負担金 70 農村整備課
農林水産業費 県営津刈１期地区河川工作物応急対策事業負担金 3,392 農村整備課
農林水産業費 県営相馬ダム地区防災ダム事業負担金 5,820 農村整備課
農林水産業費 県営庄司川上堰幹線用水路地区水利施設整備事業負担金 638 農村整備課
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農林水産業費 県営平川第一地区農業水利施設保全合理化事業負担金 2,717 農村整備課
農林水産業費 県営石川地区農村地域防災減災事業負担金 3,800 農村整備課
農林水産業費 県営第1分水地区里地里山・田園保全再生事業負担金 2,875 農村整備課
農林水産業費 県営二階堰地区農業水利施設保全合理化事業負担金 5,434 農村整備課
農林水産業費 県営高杉・貝沢地区農地整備事業負担金 8,216 農村整備課
農林水産業費 県営豊田地区農業水利施設保全合理化事業負担金 2,588 農村整備課
農林水産業費 県営杭止堰地区農業水利施設保全合理化事業負担金 1,688 農村整備課
農林水産業費 県営水木在家地区農業基盤整備促進事業負担金 11,250 農村整備課
農林水産業費 県営三省地区ほ場整備事業負担金 3,450 農村整備課
農林水産業費 会議等出席負担金 4 農村整備課
農林水産業費 県営新法師地区ため池等整備事業負担金 2,880 農村整備課
農林水産業費 県営手代森地区農村地域防災減災事業負担金 1,700 農村整備課
農林水産業費 青森県国土調査推進協議会負担金 79 農村整備課
農林水産業費 青森県緑化推進委員会負担金 90 農村整備課
農林水産業費 青森県林業会議負担金 45 農村整備課
農林水産業費 青森県治山林道協会負担金 15 農村整備課
農林水産業費 中南地方林業振興協議会負担金 10 農村整備課
農林水産業費 津軽流域林業活性化センター負担金 15 農村整備課
農林水産業費 青森県林業改良普及協会負担金 9 農村整備課
農林水産業費 全国森林環境税創設連盟負担金 20 農村整備課
商工費 中小企業振興事業負担金 956 商工政策課
商工費 青森県中小企業診断協会負担金 10 商工政策課
商工費 青森県企業誘致推進協議会負担金 540 産業育成課
商工費 伝統的工芸品産業振興協会負担金 50 商工政策課
商工費 津軽の食と産業まつり負担金 6,000 商工政策課
商工費 青森県物産観光振興対策協議会負担金 97 商工政策課
商工費 ＢＵＹひろさき推進本部負担金 900 商工政策課
商工費 全国高等学校ファッションデザイン選手権大会等事業負担金 5,000 産業育成課
商工費 津軽五大民謡全国大会運営負担金 500 観光政策課
商工費 弘前ねぷたまつり運営負担金 2,600 観光政策課
商工費 ちびっ子ねぷたのお通りだい実行委員会負担金 200 観光政策課
商工費 弘前城菊と紅葉まつり運営委員会負担金 22,500 観光政策課
商工費 弘前城雪燈籠まつり運営委員会負担金 15,318 観光政策課
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商工費 みちのく五大雪まつり推進協議会負担金 600 観光政策課
商工費 青森県大規模観光キャンペーン事業負担金 1,290 観光政策課
商工費 （公社）日本観光振興協会負担金 235 観光政策課
商工費 （公社）青森県観光連盟負担金 240 観光政策課
商工費 弘前ねぷた保存会運営負担金 100 観光政策課
商工費 弘前城ミス桜コンテスト負担金 600 観光政策課
商工費 みちのく三大桜名所連絡会議負担金 200 観光政策課
商工費 岩木山環境保全協議会負担金 80 観光政策課
商工費 岩木山スキー連絡協議会負担金 950 観光政策課
商工費 冬を彩る光のまちづくり運営委員会負担金 8,000 観光政策課
商工費 街歩き観光推進事業負担金 2,000 観光政策課
商工費 りんご王国推進会議負担金 15,000 観光政策課
商工費 星と森のロマントピア２０周年記念事業負担金 1,500 観光政策課
商工費 北東北三県観光立県推進協議会国際観光部会負担金 104 国際広域観光課
商工費 日本政府観光局負担金 300 国際広域観光課
商工費 弘前市インバウンド推進協議会負担金 10,000 国際広域観光課
商工費 台湾ドラマロケ地誘致事業負担金 1,000 国際広域観光課
商工費 五能線沿線ガイドブック制作負担金 260 国際広域観光課
商工費 白神山地活性化実行委員会負担金 9,500 国際広域観光課
商工費 環白神エコツーリズム推進協議会負担金 530 国際広域観光課
商工費 津軽広域観光圏協議会負担金 490 国際広域観光課
商工費 弘前圏域定住自立圏観光推進協議会負担金 2,889 国際広域観光課
商工費 津軽広域観光プロモーション協議会負担金 100 国際広域観光課
商工費 秋田内陸線・奥羽北線沿線連絡協議会負担金 1,400 国際広域観光課
商工費 青函圏観光都市会議負担金 6,500 国際広域観光課
商工費 りんごのふるさとシャトルバス運営協議会負担金 2,262 国際広域観光課
商工費 津軽フリーパス運営協議会負担金 1,470 国際広域観光課
商工費 東北都市消費者行政協議会負担金 19 市民協働政策課
商工費 会議等出席負担金 7 市民協働政策課
商工費 全国特定市計量行政協議会負担金 18 商工政策課
商工費 弘前駅自由通路等関連施設消防用設備等維持管理負担金 7 観光政策課
商工費 嶽枯木平テレビ共同受信施設組合負担金 6 観光政策課
商工費 全国国民宿舎協会負担金 127 観光政策課
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商工費 冷田川水利組合負担金 100 観光政策課
商工費 全国城郭管理者協議会負担金 25 公園緑地課
商工費 日本さくらの会負担金 10 公園緑地課
商工費 弘前市重要文化財所有者連絡協議会負担金 15 公園緑地課
商工費 会議等出席負担金 269 公園緑地課
商工費 会議等出席負担金 4 公園緑地課
商工費 全国城跡等石垣整備調査研究会開催地負担金 2,000 公園緑地課
土木費 青森県高規格道路建設促進期成会負担金 6 建設政策課
土木費 青森県道路利用者会議負担金 56 建設政策課
土木費 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 8 建設政策課
土木費 青森地区国道協議会負担金 90 建設政策課
土木費 国道３９４号整備促進期成同盟会負担金 5 建設政策課
土木費 津軽横断道路建設促進期成同盟会負担金 12 建設政策課
土木費 青森県市町村道整備促進期成同盟会負担金 18 建設政策課
土木費 日本道路協会負担金 30 建設政策課
土木費 国道７号整備促進期成同盟会負担金 70 建設政策課
土木費 県道岩崎西目屋弘前線整備促進同盟会負担金 135 建設政策課
土木費 全国道の駅連絡会負担金 20 建設政策課
土木費 東北道の駅連絡会負担金 40 建設政策課
土木費 道の駅ひろさき共益費負担金 358 建設政策課
土木費 弘前駅自由通路等関連施設消防用設備等維持管理負担金 283 建設政策課
土木費 会議等出席負担金 316 建設政策課
土木費 会議等出席負担金 108 道路維持課
土木費 雪センター負担金 80 道路維持課
土木費 融雪施設電気料負担金 5,389 道路維持課
土木費 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 11,600 建設政策課
土木費 青森県土地改良事業団体連合会負担金 240 建設政策課
土木費 県営アップルロード整備事業負担金 65,001 建設政策課
土木費 津軽ダム建設促進期成同盟会負担金 760 建設政策課
土木費 岩木川改修期成同盟会負担金 22 建設政策課
土木費 青森県河川砂防協会負担金 135 建設政策課
土木費 日本河川協会負担金 30 建設政策課
土木費 岩木川上中流改修期成同盟会負担金 289 建設政策課
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土木費 茜の夕陽、水辺楽校協議会負担金 74 建設政策課
土木費 二階堰管理負担金 1,730 建設政策課
土木費 都市計画協会負担金 171 都市政策課
土木費 青森県都市計画協会負担金 69 都市政策課
土木費 日本公園緑地協会負担金 50 都市政策課
土木費 青森県街路事業促進協議会負担金 18 都市政策課
土木費 全国都市公園整備促進協議会負担金 42 都市政策課
土木費 会議等出席負担金 3 都市政策課
土木費 （公社）街づくり区画整理協会負担金 132 区画整理課
土木費 会議等出席負担金 72 区画整理課
土木費 会議等出席負担金 9 都市政策課
土木費 県営街路事業負担金 30,000 都市政策課
土木費 青森県鉄道整備促進期成会負担金 26 都市政策課
土木費 七里長浜港建設促進期成同盟会負担金 35 都市政策課
土木費 七里長浜港利用促進協議会負担金 50 都市政策課
土木費 青森空港国際化促進協議会負担金 238 都市政策課
土木費 会議等出席負担金 12 都市政策課
土木費 弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会負担金 15,000 都市政策課
土木費 弘前市地域公共交通会議負担金 30,154 都市政策課
土木費 下水道事業会計負担金 512,685 上下水道部総務課
土木費 青森県地域住宅協議会負担金 15 財産管理課
土木費 会議等出席負担金 48 財産管理課
土木費 全国建築審査会協議会負担金 48 建築指導課
土木費 日本建築行政会議負担金 100 建築指導課
土木費 会議等出席負担金 84 建築指導課
消防費 弘前地区消防事務組合負担金 1,802,812 防災安全課
消防費 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 4,595 防災安全課
消防費 消防団員退職報償金負担金 39,936 防災安全課
消防費 青森県消防協会負担金 1,352 防災安全課
消防費 青森県中弘地区消防協会負担金 1,397 防災安全課
消防費 津軽地区消防団長連絡協議会負担金 30 防災安全課
消防費 消防屯所光熱水費負担金 521 防災安全課
消防費 弘前市地下埋設物対策協議会負担金 2 防災安全課
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消防費 電波利用料 99 防災安全課
消防費 青森県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 7,779 防災安全課
消防費 総合防災情報システム負担金 918 防災安全課
消防費 青森県山岳遭難防止対策協議会負担金 329 防災安全課
消防費 会議等出席負担金 456 防災安全課
消防費 青森県防災情報ネットワーク負担金 273 防災安全課
教育費 青森県市町村教育委員会連絡協議会負担金 61 教育政策課
教育費 全国都市教育長協議会負担金 20 教育政策課
教育費 東北都市教育長協議会負担金 5 教育政策課
教育費 青森県都市教育長協議会負担金 55 教育政策課
教育費 青森県社会保険協会負担金 16 教育政策課
教育費 会議等出席負担金 13 教育政策課
教育費 中弘へき地・複式教育研究大会負担金 124 学校指導課
教育費 中弘地区教科用図書採択協議会負担金 1,037 学校指導課
教育費 自治体国際化協会負担金 720 学校指導課
教育費 外国語指導助手海外旅行傷害保険料負担金 280 学校指導課
教育費 外国語指導助手渡航費用負担金 1,035 学校指導課
教育費 会議等出席負担金 17 学校指導課
教育費 教育研究所連盟負担金 21 教育センター
教育費 会議等出席負担金 7 教育センター
教育費 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5 教育センター
教育費 青森県公立学校施設整備期成会負担金 22 学校企画課
教育費 テレビ共同受信施設組合負担金 3 学務健康課
教育費 水道加入金 1,048 学校企画課
教育費 テレビ共同受信施設組合負担金 3 学務健康課
教育費 弘前市民文化祭共催負担金 6,325 文化スポーツ振興課
教育費 中南地方社会教育委員連絡協議会負担金 13 生涯学習課
教育費 子どもの祭典共催負担金 980 生涯学習課 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keikaku/files/H27_gaiyou.pdf

教育費 二十歳の祭典共催負担金 900 生涯学習課
教育費 キエフ国立フィルハーモニー交響楽団弘前公演開催負担金 2,000 文化スポーツ振興課
教育費 第６５期王将戦弘前市実行委員会負担金 3,800 文化スポーツ振興課
教育費 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 文化財課
教育費 全国史跡整備市町村協議会東北地区協議会負担金 10 文化財課

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keikaku/files/H27_gaiyou.pdf
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教育費 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 20 文化財課
教育費 文化財指定庭園保護協議会負担金 5 文化財課
教育費 会議等出席負担金 27 文化財課
教育費 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50 文化財課
教育費 縄文遺跡群世界遺産登録推進本部負担金 369 文化財課 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keikaku/files/H27_gaiyou.pdf

教育費 史跡大森勝山遺跡保存活用推進会議負担金 1,000 文化財課 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keikaku/files/H27_gaiyou.pdf

教育費 青森県公民館連絡協議会負担金 48 生涯学習課
教育費 中弘南黒公民館連絡協議会負担金 9 生涯学習課
教育費 テレビ共同受信施設組合負担金 3 生涯学習課
教育費 日本図書館協会負担金 23 図書館
教育費 青森県図書館連絡協議会負担金 8 図書館
教育費 日本博物館協会負担金 35 博物館
教育費 会議等出席負担金 8 博物館
教育費 文化事業開催負担金 600 文化スポーツ振興課
教育費 全国文学館協議会負担金 20 郷土文学館
教育費 全国公立文化施設協会加盟負担金 28 文化スポーツ振興課
教育費 青森県公立文化施設連絡協議会加盟負担金 10 文化スポーツ振興課
教育費 青森県スポーツ推進委員協議会負担金 15 文化スポーツ振興課
教育費 中弘南黒平地区スポーツ推進委員協議会負担金 5 文化スポーツ振興課
教育費 市町村対抗県民体育大会参加負担金 100 文化スポーツ振興課
教育費 弘前スポレク祭運営事業費負担金 3,700 文化スポーツ振興課
教育費 電波利用料 30 文化スポーツ振興課
教育費 岩木山一周ファンライド運営事業費負担金 800 文化スポーツ振興課
教育費 津軽路ロマン国際ツーデーマーチ運営事業費負担金 2,600 文化スポーツ振興課
教育費 会議等出席負担金 25 文化スポーツ振興課
教育費 共益費負担金 390 文化スポーツ振興課
教育費 （仮称）プロ野球一軍戦誘致実行委員会負担金 3,500 文化スポーツ振興課
教育費 岩木山スキーフェスティバル運営事業費負担金 1,800 文化スポーツ振興課
教育費 下水道事業受益者負担金 261 文化スポーツ振興課
教育費 地域海洋センター青森県連絡協議会負担金 52 文化スポーツ振興課
教育費 電波利用料 4 文化スポーツ振興課
教育費 青森県学校保健・安全・給食研究大会開催負担金 100 学務健康課
教育費 日本スポーツ振興センター負担金 11,164 学務健康課

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keikaku/files/H27_gaiyou.pdf
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keikaku/files/H27_gaiyou.pdf
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教育費 青森県学校給食センター連絡協議会負担金 16 学務健康課
教育費 青森県学校栄養士協議会負担金 10 学務健康課

7,271,842

332件
合計


