
（単位：円）
科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先

総務費 青少年夢実現チャレンジ支援事業費補助金 122,830 文化スポーツ振興課 事業費補助 個人４名
総務費 自己啓発研修出席補助金 20,000 人事課 事業費補助 個人２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 1,159,500 文化スポーツ振興課 事業費補助 個人６名
総務費 同窓会支援事業費補助金 834,000 企画課 事業費補助 個人17名
総務費 移住者生活応援奨励金 200,000 企画課 事業費補助 個人３名
総務費 子育て世帯移住促進事業費補助金 1,000,000 企画課 事業費補助 個人２名
総務費 大学コンソーシアム学都ひろさき活性化支援事業費補助金 1,800,000 企画課 事業費補助 大学コンソーシアム学都ひろさき
総務費 地域おこし協力隊住環境整備事業費補助金 1,998,000 岩木支所総務課 事業費補助 個人２名

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 12,072,602 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 4,147,000 市民協働政策課 事業費補助
城東団地集会所管理運営委員会、栄町町会、愛
宕町会、駒越町会、三和町会、城東町会、弥生町
会

総務費 一般コミュニティ助成事業費補助金 2,000,000 市民協働政策課 事業費補助 水木在家町会
総務費 市民参加型まちづくり１％システム支援補助金 22,751,000 市民協働政策課 事業費補助 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/seido/ichipercent/29saitaku.pdf

総務費 ひとり親家庭就労自立支援事業費補助金 648,810 就労自立支援室 事業費補助 特定非営利活動法人マザーフィールド

総務費 ひろさきライフ・イノベーション推進事業費補助金 25,537,510 企画課 事業費補助
国立大学法人弘前大学、医療法人整友会、ひろさ
きＬＩ株式会社

総務費 ひろさきライフ・イノベーション推進事業費補助金 933,855 産業育成課 事業費補助 株式会社ラビプレ、株式会社スイーツ・ワールド

平成２９年度　補助金決算額一覧



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先

総務費 納税貯蓄組合事務費補助金 20,670,709 収納課 事業費補助

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、紺屋町第２、城西３丁
目、城西１丁目、樹木、大町、南東町、泉町、松ヶ枝町、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、富田町第１、富田町第２、文京、城南第１、西弘前、稔町、
北園、中大原、小沢北大原、小沢広野、共進、小沢、野元、上
野元、坂元、みのり、下湯口、中撫牛子、津賀野第１、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、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、原ヶ平、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、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、国吉、国
吉第１、国吉第２、国吉共栄、吉川第１、吉川第２、平山、桜庭
第１、米ヶ袋、番館第１、番館第２、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、糠坪、楢木、楢木泉、鬼沢第２、鬼沢第４、鬼
沢第６、堂ヶ沢親交、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、桜苅、平和、種市
第１、種市第２、種市第５、桂、恋塚、池神、寿、笹舘第３、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、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、熊嶋、高屋、賀田、賀田第二、賀田第四、鼻和
第一、五代、蔵王、築館、馬子橋、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
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（計218組合）

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
民生費 弘前市社会福祉協議会運営費補助金 88,977,000 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 100,000 福祉政策課 事業費補助 弘前地区保護司会
民生費 弘前市社会福祉協議会除雪支援事業費補助金 922,941 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 848,000 福祉政策課 事業費補助 弘前市民生委員児童委員協議会



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先

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、藤代地区民生委員児童
委員協議会、東地区民生委員児童委員協議会、
東目屋地区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、新和地区民生委員児童
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 330,000 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 150,000 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



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先

民生費 弘前市老人クラブ連合会運営費補助金 3,389,020 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 24,547,092 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 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

民生費 生計困難者利用者負担額軽減助成金 1,339,000 介護福祉課 事業費補助
社会福祉法人嶽暘会、社会福祉法人つがる三和
会、社会福祉法人北光会、社会福祉法人弘前豊
徳会、社会福祉法人七峰会

民生費 介護機器導入事業費補助金 2,000,000 介護福祉課 事業費補助 津軽保健生活協同組合、社会福祉法人伸康会

民生費 老人クラブ運営費補助金 7,378,800 介護福祉課 運営費及び事業費補助

藹々会、あすなろ友の会、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、鬼沢第三老人更生クラブ、兼平平成
会、上桔梗野友輪会、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、桔梗野老人クラブ交友会、
喜久寿会、喜多寿会、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、桜庭
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、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、シンデンイキイキくらぶ、新法師老人
クラブ、真竜会、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、大助沢田山ゆりの会、高岡老人クラブ、鷹匠町翔鷹会、
高屋共楽会、嶽ときわ会、田中町会長寿会、田町田桜会、田
茂木町やすらぎの会、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、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、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、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、文京町老人クラ
ブ互鳳会、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、
宮園町会老人部さわやか、宮地長老会、御幸町親和会親交
クラブ、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、湯口ひまわり会、吉川福寿会、老人クラブ福寿会、三
和愛老会



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先

民生費 要介護度改善支援奨励金 25,440,000 介護福祉課 事業費補助

社会福祉法人桜友会、社会福祉法人一葉会、社
会福祉法人伸康会、社会福祉法人津軽富士見
会、社会福祉法人博陽会、社会福祉法人藤聖母
園、社会福祉法人嶽暘会、医療法人いわき会、社
会福祉法人愛成会、社会福祉法人誠風会、社会
福祉法人長慶会、医療法人鶴豊会、アキタメディ
カルケアグループ株式会社、社会福祉法人七峰
会、社会福祉法人つがる三和会、社会福祉法人
沢朋会、医療法人芳真会

民生費 一時預かり事業費補助金 113,150,664 子育て支援課 運営費補助

社会福祉法人国吉福祉会 くによし保育園、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 なか
の保育園、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、
社会福祉法人藤聖母園 弘前大清水保育園、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、社会福祉法人愛成会、
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
祉法人とよだ福祉会 とよだ保育園、社会福祉法人弘前
草右会 藤代保育園、一般財団法人医療と育成のため
の研究所清明会 みどり保育園、社会福祉法人惠乃杜、
学校法人聖公会栄光学園 明星幼稚園、学校法人養生
学園、社会福祉法人聖陽会 サンこども園、社会福祉法
人常仁会 やまぶき保育園、社会福祉法人新友会 木の
実こども園、社会福祉法人真会 岳暘保育園、社会福祉
法人東豊福祉会 新里こども園、社会福祉法人ひかり会
ひかりこども園、社会福祉法人東豊福祉会 泉野こども
園、社会福祉法人船幸会 船沢こども園、社会福祉法人
たんぽぽ福祉会 たんぽぽ保育園、学校法人専徳寺学
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 真土保育園、社会福祉法人清水会 寒沢
保育園、社会福祉法人藤睦会 ふじこども園、学校法人
北原学園 堀越こども園、社会福祉法人養正福祉会 よ
うせい保育園、学校法人一弘学園、一般財団法人医療
と育成のための研究所清明会 大浦保育園



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先

民生費 延長保育事業費補助金 43,018,952 子育て支援課 運営費補助

社会福祉法人桂友会 大沢保育園、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、社会福祉法人中野共愛会 なかの保育園、社会福
祉法人育英会 青女子保育園、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、社会福祉法人幸喜会 ひがし保
育園、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
法人耕光会 ふたば保育園、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、社会福祉法人愛成会、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
会福祉法人みのり福祉会 保育園みのり、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、一般財団法人医療と育成のための研究所清
明会 みどり保育園、社会福祉法人惠乃杜、社会福祉法
人聖陽会 サンこども園、社会福祉法人常仁会 やまぶ
き保育園、社会福祉法人新友会 木の実こども園、社会
福祉法人真会 岳暘保育園、社会福祉法人陽明会 ちと
せ幼保園、社会福祉法人東豊福祉会 新里こども園、社
会福祉法人ひかり会 ひかりこども園、社会福祉法人東
豊福祉会 泉野こども園、社会福祉法人たんぽぽ福祉
会 たんぽぽ保育園、社会福祉法人ふじみ会 富士見保
育所、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 真土保育園、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、学校法人北原
学園 石川こども園、社会福祉法人藤睦会 ふじこども
園、学校法人北原学園 堀越こども園、社会福祉法人養
正福祉会 ようせい保育園、学校法人一弘学園、一般財
団法人医療と育成のための研究所清明会 大浦保育園



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先

民生費 障がい児保育事業費補助金 20,536,000 子育て支援課 運営費補助

社会福祉法人桂友会 大沢保育園、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、社会福祉法人松栄
会 まつば保育園、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
祉法人みのり福祉会 保育園みのり、一般財団法
人医療と育成のための研究所清明会 みどり保育
園、社会福祉法人新友会 木の実こども園、社会
福祉法人愛成会、社会福祉法人すみれ会 弘前す
みれ保育園、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 城西こども園

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 147,625 子育て支援課 事業費補助
チャイルド・ルーム、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 私立保育所等整備事業費補助金 432,905,000 子育て支援課 事業費補助
社会福祉法人弘前草右会、社会福祉法人聖陽
会、社会福祉法人常仁会、社会福祉法人惠乃杜、
社会福祉法人藤睦会

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
民生費 遊び場保険補助金 11,980 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 4,334,154 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、進修児童館サ
ポートクラブ、石川児童館母親クラブ、東目屋母親
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、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 279,000 子育て支援課 事業費補助

相馬地区子育て支援員、文京地区子育て支援
員、岩木地区子育て支援員、西地区子育て支援
員、二代地区子育て支援員、藤代地区子育て支
援員、和徳北地区子育て支援員、安原地区子育
て支援員、三大地区子育て支援員、東地区子育
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 199,892 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 1,624,466 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 441,000 環境管理課 事業費補助 個人１名
衛生費 水道事業会計補助金 86,180,217 上下水道部総務課 企業会計繰出金 弘前市上下水道部



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先
衛生費 弘前市医師会看護専門学校運営費補助金 2,700,000 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 14,895,000 健康づくり推進課 運営費補助
国立病院機構弘前病院、健生病院、弘前市立病
院

衛生費 病院事業会計補助金 421,438,528 市立病院事務局総務課 企業会計繰出金 弘前市病院事業
衛生費 弘大医学部附属病院高度救命救急ｾﾝﾀｰ運営費等補助金 98,073,000 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 494,000 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 運営費補助 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 弘前市食生活改善推進員会事業費補助金 200,000 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 健康づくりサポーター地区活動費補助金 1,791,405 健康づくり推進課 運営費及び事業費補助

東地区健康づくりサポーター協議会、城西地区健
康づくりサポーター協議会、和徳地区健康づくりサ
ポーター協議会、大成地区健康づくりサポーター
協議会、文京地区健康づくりサポーター協議会、
清水地区健康づくりサポーター協議会、石川地区
健康づくりサポーター協議会、桔梗野地区健康づ
くりサポーター協議会、藤代地区・新和地区健康
づくりサポーター協議会、和徳学区健康づくりサ
ポーター協議会、朝陽学区健康づくりサポーター
協議会、裾野地区健康づくりサポーター協議会、
下町地区健康づくりサポーター協議会、時敏地
区・北地区健康づくりサポーター協議会、千年地
区健康づくりサポーター協議会、堀越地区健康づ
くりサポーター協議会、高杉地区健康づくりサポー
ター協議会、船沢地区健康づくりサポーター協議
会、相馬地区健康づくりサポーター協議会、岩木
地区健康づくりサポーター協議会、東目屋地区健
康づくりサポーター協議会、豊田地区健康づくりサ
ポーター協議会、三大地区健康づくりサポーター

衛生費 不妊治療費助成金 11,287,840 健康づくり推進課 事業費補助 不妊治療助成金申請者（市民）

衛生費 ハイリスク妊産婦アクセス支援事業費補助金 140,450 健康づくり推進課 事業費補助
ハイリスク妊産婦アクセス支援助成金申請者（市
民）

衛生費 弘前市医師会健診センターデジタルマンモグラフィー購入事業費補助金 3,950,000 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 大腸がん早期治療奨励金 340,000 健康づくり推進課 事業費補助 個人17名
衛生費 弘前市医師会健診施設管理運営費補助金 4,560,000 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



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先

衛生費 ごみ集積ボックス設置事業費補助金 5,974,000 環境管理課 事業費補助

ニュータウン大久保町会、稲田町会、下湯口町
会、河原町町会、外瀬町会、鬼沢第二町会、宮川
町会、堅田町会、元薬師堂町会、高崎町会、国吉
町会、三岳町会、三世寺町会、取上町会、種市町
会、小友町会、松原町会、松原町会20班、上松原
町会、城西一丁目町会、城西五丁目町会、城西四
丁目町会、城東一丁目町会、清原町会、清野袋町
会、青樹台町会、川先三丁目町会、川先四丁目町
会、泉野町会、前相馬町会、大久保町会、大和沢
町会、中崎町会、中野町会24区、槌子町会、田園
町会、藤代町会、乳井町会、百沢町会、浜の町町
会、富田町第一町会、撫牛子町会、福田町会、豊
原町会、緑ヶ丘町会、株式会社鈴木土地建物管
理、有限会社Ｎ・Ｓ・ホールディングス、株式会社
第一不動産、株式会社太陽地所、15個人

労働費 認定職業訓練事業費補助金 800,000 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 250,000 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 2,174,652 商工政策課 事業費補助

株式会社さくらの杜、株式会社One－Self、株式会
社大伸管工業所、社会福祉法人愛成会、社会福
祉法人弘前豊徳会、株式会社弘前ドライクリーニ
ング工場、株式会社アドバンス、株式会社杉の子
会、株式会社エール

労働費 建設業未来の人づくり事業支援補助金 510,858 商工政策課 事業費補助
弘前地区溶接協会、弘前建設業協会、弘前塗装
工業会

労働費 弘前市シルバー人材センター運営費補助金 10,000,000 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 569,529 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 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 828,233 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、
株式会社津軽農園、有限会社ゴールド農園、有限
会社ゆめりんご

農林水産業費 グリーン・ツーリズム推進事業費補助金 800,000 農業政策課 事業費補助 弘前里山ツーリズム

農林水産業費 農業経営安定対策利子助成金 574,627 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、相馬村農業協同組合

農林水産業費 りんご凍霜害防止体制確立事業費補助金 817,320 りんご課 事業費補助 青森県りんご友の会、三和地区凍霜害対策協議会



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先

農林水産業費 りんご防除機械等導入事業費補助金 17,973,280 りんご課 事業費補助

日の本SS共防、農事組合法人鬼沢共同防除組
合、千年第一共同防除組合、中崎SS共同防除組
合、勝栄生産組合、三和共防、神馬野共同防除組
合、恋塚SS共同防除組合、小沢共立共防組合、
黄金共同防除組合、川村SS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） 2,201,182 りんご課 事業費補助 タムラファーム株式会社、個人17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 587,000 りんご課 事業費補助
津軽りんご農家後継者の会、青森脳稼塾、りんご
マスターズ、安全なりんごを育てる会

農林水産業費 りんご経営安定対策事業費補助金 10,966,050 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 りんご緊急需給調整対策事業費補助金 7,134,000 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 500,034 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 1,496,346 りんご課 事業費補助
弘前市りんご共同防除連絡協議会、岩木町共防
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 907,614 りんご課 事業費補助
吉川地域農道圧雪隊、桜庭スノーモビル圧雪隊、
乳井町会農道圧雪隊、小沢地域農道圧雪隊、
チーム赤倉（大森）

農林水産業費 学校給食地元産品導入促進事業費補助金 898,640 農業政策課 事業費補助
萩原乳業株式会社、相馬村農業協同組合、株式
会社ヒロサキ

農林水産業費 産地パワーアップ事業費補助金 3,520,000 農業政策課 事業費補助 農事組合法人かわにし

農林水産業費 産地パワーアップ事業費補助金 101,424,000 りんご課 事業費補助
タムラファーム株式会社、下湯口共同防除組合、
もりやま園株式会社

農林水産業費 水稲・大豆省力化生産推進事業費補助金 4,236,345 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、農事
組合法人ほりこしファーム、ライスロマンクラブ、津
軽みらい農業協同組合、岩木大豆組合、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、農事組合法人かわにし、農事組合
法人しみず、農事組合法人鬼楢営農組合

農林水産業費 鳥獣害防止対策事業費補助金 1,729,078 農業政策課 事業費補助 弘前市鳥獣被害防止対策協議会、常盤野町会

農林水産業費 有害鳥獣駆除活動事業費補助金 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 618,000 農業政策課 事業費補助
農事組合法人しみず、農事組合法人中央地区農
作業受託組合、個人４名

農林水産業費 地元農産物加工支援事業費補助金 1,905,016 農業政策課 事業費補助
タムラファーム株式会社、弘前銘醸株式会社、個
人５名

農林水産業費 農業経営法人化等支援事業費補助金 400,000 農業政策課 事業費補助 農事組合法人時空禮
農林水産業費 りんご産業イノベーション支援事業費補助金 2,000,000 企画課 事業費補助 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/sangyo/nogyo/apple/2018-0518-1558-405.html

農林水産業費 降雹災害資金利子助成金 404,288 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 140,240 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、相馬村農業協同組合



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先

農林水産業費 担い手育成事業費補助金 333,000 農業政策課 事業費補助

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、五代りんご支会、弘前市認定農
業者連絡協議会、つがる弘前農業協同組合青年
部、つがる弘前農業協同組合集落営農組織連絡
協議会、十腰内青年部、農修会

農林水産業費 集落営農組織等法人化支援事業費補助金 107,000 農業政策課 事業費補助
農事組合法人ほりこしファーム、農事組合法人千
年、農事組合法人鬼楢営農組合

農林水産業費 野菜・花き産地育成事業費補助金 974,000 農業政策課 事業費補助 ＪＡつがる弘前やさい協議会

農林水産業費 農の雇用継続支援事業費補助金 6,750,000 農業政策課 事業費補助

株式会社山本米菜園、有限会社まごころ農場、株
式会社シャンティ、有限会社ゆめりんご、タムラ
ファーム株式会社、株式会社森の中の果樹園、有
限会社せいの農園、農事組合法人鬼丸農園、個
人２農家

農林水産業費 集積農地運営支援モデル事業費助成金 3,679,000 農業政策課 事業費補助 農事組合法人ほりこしファーム
農林水産業費 農畜産物輸出拡大施設整備事業費補助金 908,300,000 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 りんご輸出支援事業費補助金 155,000 りんご課 事業費補助 青森トレーディング株式会社
農林水産業費 りんご海外販売サポート事業費補助金 200,000 りんご課 事業費補助 株式会社ヒロサキ
農林水産業費 りんご園防風網張替事業費補助金 4,066,030 りんご課 事業費補助 個人24名
農林水産業費 果樹共済加入促進対策事業費補助金 8,761,000 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 米需給調整活動支援事業費補助金 2,468,400 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
協同組合中弘地区連絡協議会

農林水産業費 転作田利用集積支援事業費補助金 3,983,326 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 5,500,000 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 農道整備事業費等補助金 23,262,000 農村整備課 事業費補助

高野共同施行、船山共同施行、廻堰共同施行、三
水共同施行、市道貝沢５号線共同施行、宇田野神
原共同施行、種市板橋共同施行、大根沼共同施
行、小栗山共同施行、芹沢共同施行、悪戸芦野共
同施行、大開共同施行、上櫻川共同施行、第二中
崎農道共同施行、小山農道整備共同施行、新法
師向野共同施行、第二葛原茂上農道共同施行、
第一葛原茂上農道共同施行、高岡獅子沢共同施
行、葛原横流れ農道共同施行、蔵王共同施行、地
形堰組合、水木防除用水、清水森堰利用促進組
合、笹元水利組合

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 1,955,000 農村整備課 事業費補助

相馬村農業協同組合、水木在家農道除雪共同施
行、平山農道除雪隊、大和沢除雪共同施行、大久
保平除雪組合、大川農道等除雪共同施行、三和・
笹舘地区農道除雪共同施行、むこうしら共同施
行、後沢共同施行、中野除雪組合、一野渡地区農
道除雪共同施行



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先
農林水産業費 再生農地耕作支援事業費補助金 402,500 農業政策課 事業費補助 農事組合法人鬼丸農園

商工費 小口資金特別保証融資制度保証料補助金 13,787,342 商工政策課 事業費補助 青森県信用保証協会

商工費 平成27年度小口資金特別保証融資制度利子補給補助金 8,678,876 商工政策課 事業費補助
株式会社青森銀行、株式会社みちのく銀行、株式
会社秋田銀行、東奥信用金庫、青い森信用金庫、
青森県信用組合

商工費 平成28年度小口資金特別保証融資制度利子補給補助金 5,154,153 商工政策課 事業費補助
株式会社青森銀行、株式会社みちのく銀行、株式
会社秋田銀行、東奥信用金庫、青い森信用金庫、
青森県信用組合

商工費 小口零細企業特別保証融資制度保証料補助金 6,138,333 商工政策課 事業費補助 青森県信用保証協会

商工費 平成27年度小口零細企業特別保証融資制度利子補給補助金 2,058,473 商工政策課 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、青森県信用組合

商工費 平成28年度小口零細企業特別保証融資制度利子補給補助金 1,578,722 商工政策課 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、青森県信用組合

商工費 事業活性化資金特別保証融資制度保証料補助金 48,496,621 商工政策課 事業費補助 青森県信用保証協会
商工費 平成19年度商業近代化資金融資制度利子補給補助金 9,734 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融資制度利子補給補助金 33,686 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融資制度利子補給補助金 52,491 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融資制度利子補給補助金 132,904 商工政策課 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

商工費 平成24年度商業近代化資金融資制度利子補給補助金 218,374 商工政策課 事業費補助 株式会社青森銀行、株式会社みちのく銀行
商工費 平成25年度商業近代化資金融資制度利子補給補助金 659,806 商工政策課 事業費補助 株式会社青森銀行、株式会社みちのく銀行
商工費 平成26年度商業近代化資金融資制度利子補給補助金 591,073 商工政策課 事業費補助 株式会社みちのく銀行、東奥信用金庫
商工費 平成29年度商業近代化資金融資制度利子補給補給金 36,414 商工政策課 事業費補助 株式会社みちのく銀行
商工費 未来を変える挑戦資金特別保証融資制度（空き店舗活用）保証料補助金 1,879,698 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制度（創業･雇用）保証料補助金 7,592,013 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制度（空き店舗活用）利子補給補助金 789,155 商工政策課 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

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 運営費補助 青森県中小企業団体中央会
商工費 よさこい津軽開催事業費補助金 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 700,000 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 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 4,923,000 商工政策課 事業費補助

弘前駅前商店街振興組合、弘前市大町商店街振
興組合、弘前上土手町商店街振興組合、弘前中
土手町商店街振興組合、弘前下土手町商店街振
興組合、西弘商店街維持振興会、大町・駅前・上
土手商店街魅力アップ実行委員会、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、百
石町振興会

商工費 ＩＴ・テレマーケティング関連産業立地促進費補助金 1,800,000 産業育成課 事業費補助 株式会社バリューＨＲ
商工費 青森県漆器協同組合連合会運営費等補助金 3,381,138 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



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先

商工費 ひろさきブランド販路開拓支援補助金 1,975,199 商工政策課 事業費補助

株式会社弘果物流、タムラファーム株式会社、ユ
ウキファーム、合同会社パープルウィンドウ、合同
会社弦や、佐藤製菓、青森県農村工業農業協同
組合連合会、有限会社 エコ・ネット、他個人３名

商工費 伝統工芸品活用促進事業費補助金 550,000 商工政策課 事業費補助
ステーブルズ、そば処草乃庄、公益社団法人弘前
観光コンベンション協会、成商ビル管理株式会
社、津軽のおかず「甚平」、有限会社海凪

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 4,600,000 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 日本青森県弘前市文化物産フェア事業費補助金 1,100,000 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 空き店舗活用支援事業費補助金 1,700,600 商工政策課 事業費補助 個人２名

商工費 新分野チャレンジ支援事業費補助金 3,000,000 産業育成課 事業費補助
トータルビューティーサロン ティンク、もりやま園株
式会社

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 中心市街地雇用促進支援事業費補助金 3,600,000 商工政策課 事業費補助 株式会社アルク
商工費 アパレル産業振興事業費補助金 390,100 産業育成課 事業費補助 弘前市縫製企業協議会
商工費 白神めぐみ寿司ブランド化推進事業費補助金 898,400 産業育成課 事業費補助 白神めぐみ寿司実行委員会
商工費 弘前さくらまつり演芸場運営費補助金 1,991,000 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 弘前公園中濠城船事業運営費補助金 1,114,000 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 魅力ある着地型観光促進事業費補助金 3,500,000 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 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 3,000,000 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 1,000,000 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 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 スマートツーリズム事業費補助金 3,447,705 観光政策課 事業費補助 一般財団法人弘前市みどりの協会
商工費 サイクルネット活用促進事業費補助金 1,200,000 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 弘前公園人力車運行事業費補助金 900,000 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 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 6,350,000 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 1,200,000 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 867,675 国際広域観光課 事業費補助
株式会社AKU、有限会社弘前こぎん研究所、津軽
振興会、株式会社弘前ねぷた館、個人１名



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先

土木費 消融雪施設管理運営費補助金 7,928,430 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、弘前下土手町商店街振興組合、蓬来融雪溝
組合、弘前上土手町商店街振興組合、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、弘前中央通り融雪管理組合、昴町会、中
土手町融雪管理組合

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 4,000,000 道路維持課 事業費補助 株式会社永澤興業、株式会社佐藤惣建設
土木費 景観阻害建築物除却事業費補助金 5,022,000 都市政策課 事業費補助 茂森町町会

土木費 景観阻害屋外広告物等除却事業費補助金 1,826,000 都市政策課 事業費補助
有限会社さくら交通、株式会社弘前ねぷた館、個
人１名

土木費 路線バス運行費補助金 172,000,000 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 35,211,000 都市政策課 事業費補助 弘南バス株式会社
土木費 地域生活交通再生路線運行費補助金 4,112,000 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 860,266 都市政策課 事業費補助 弘南鉄道株式会社
土木費 地域内フィーダー系統確保維持費補助金 3,258,000 都市政策課 事業費補助 北星交通株式会社

土木費 融雪装置設置資金貸付金利子補給補助金 102,147 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

土木費 下水道事業会計補助金 1,168,670,531 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 3,441,000 財産管理課 運営費補助 医療法人仙知会
土木費 木造住宅耐震改修促進事業費補助金 822,000 建築指導課 事業費補助 個人１名
土木費 空き家・空き地利活用事業費補助金 9,994,000 建築指導課 事業費補助 個人28名

消防費 消防施設整備事業費補助金 2,277,000 防災安全課 事業費補助
藤内町会、鶴田町会、弥生町会、泉田町会、大清
水町会

消防費 自主防災組織育成支援事業費補助金 5,957,933 防災安全課 事業費補助

狼森町会自主防災会、安原町会自主防災会、田
園町会自主防災会、高岡町会自主防災会、向外
瀬町会自主防災会、賀田町会自主防災会、弥生
地区防災協力会、愛宕町会自主防災会、中野町
会自主防災会、上桔梗野町会自主防災会

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 4,708,200 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 40,203,700 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、学校法人東北カトリック学園
弘前カトリック幼稚園、学校法人東北カトリック学
園五戸カトリック幼稚園

教育費 私立幼稚園教材費補助金 2,017,500 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、学校法人東北カトリック学園
弘前カトリック幼稚園

教育費 障がい児幼児教育事業費補助金 1,282,000 学務健康課 事業費補助
学校法人聖公会栄光学園明星幼稚園、学校法人
弘前文化学院文化幼稚園、学校法人藤田学園若
草幼稚園、学校法人大開学園ひばり幼稚園



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先
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 弘前市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 弘前市中学校教育研究会
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
教育費 弘前市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 弘前市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 教育センター 事業費補助 弘前市少年少女発明クラブ

教育費 小中一貫教育システム推進事業費補助金 890,000 学校指導課 事業費補助

新和学区小中連携協議会、北辰学区連携協議
会、船沢中学校区連携教育協議会、一中学区連
携協議会、東中学区連絡協議会、二中学区小中
連携教育連絡協議会、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、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 弘前市立学校通学費補助金 3,078,150 学務健康課 事業費補助 石川小学校、岩木小学校

教育費 特別支援教育就学奨励費補助金 2,889,798 学務健康課 事業費補助

自得小学校、小友小学校、三和小学校、新和小学
校、高杉小学校、船沢小学校、致遠小学校、城東
小学校、福村小学校、豊田小学校、堀越小学校、
文京小学校、千年小学校、小沢小学校、東目屋小
学校、和徳小学校、時敏小学校、城西小学校、第
三大成小学校、朝陽小学校、桔梗野小学校、石川
小学校、西小学校、松原小学校、東小学校、北小
学校、大成小学校、岩木小学校、相馬小学校

教育費 弘前市立学校通学費補助金 523,290 学務健康課 事業費補助 津軽中学校、船沢中学校、相馬中学校

教育費 特別支援教育就学奨励費補助金 2,025,943 学務健康課 事業費補助

新和中学校、東目屋中学校、第一中学校、第二中
学校、第三中学校、第四中学校、第五中学校、北
辰中学校、裾野中学校、南中学校、東中学校、津
軽中学校

教育費 弘前市社会教育協議会事業費補助金 4,095,000 文化スポーツ振興課 運営費補助 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 570,000 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 599,000 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 3,154,000 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 95,000 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 19,000 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 171,000 生涯学習課 事業費補助 相馬子ども会育成協議会
教育費 弘前地区小学校文化連盟事業費補助金 317,000 生涯学習課 事業費補助 弘前地区小学校文化連盟
教育費 弘前市中学校文化連盟事業費補助金 312,000 生涯学習課 事業費補助 弘前市中学校文化連盟



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先

教育費 小・中学校文化連盟大会派遣事業費補助金 1,827,560 生涯学習課 事業費補助
弘前地区小学校文化連盟 、弘前市中学校文化連
盟

教育費 将棋名人戦弘前対局記念大会事業費補助金 400,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 青森県将棋連盟
教育費 弘前ダンスフェスティバル事業費補助金 800,000 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

教育費 音楽芸術後継者育成事業費補助金 4,200,000 文化スポーツ振興課 事業費補助
弘前交響楽団、音楽ネットワーク弘前、弘前地区
吹奏楽連盟

教育費 岩木文化協会事業費補助金 230,000 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 17,521,000 文化財課 事業費補助
宗教法人岩木山神社、宗教法人革秀寺、学校法
人弘前厚生学院

教育費 指定文化財管理事業費補助金 744,000 文化財課 事業費補助

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

教育費 弘前市指定有形文化財建造物修理事業費補助金 15,000,000 文化財課 事業費補助 宗教法人乳井神社、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 1,608,000 文化財課 事業費補助 個人２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 90,671 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 弘前市指定無形民俗文化財用具修理事業費補助金 278,000 文化財課 事業費補助 松森町津軽獅子舞保存会、鬼沢公民館
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 285,000 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 274,000 生涯学習課 事業費補助

時敏地区青少年育成委員会、西部仲町町会西部
仲町子ども会青少年育成委員、三八町会子ども
会、独狐子供会、下町地区青少年育成委員会、東
目屋地区青少年育成委員会

教育費 幼児体育リズム講習会運営事業費補助金 45,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 弘前幼稚園協会



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先

教育費 小･中学生東北､全国及び国際ｽﾎﾟｰﾂ大会派遣事業費補助金 1,850,947 文化スポーツ振興課 事業費補助

KJ TENNIS AKADEMY、城西スポーツ少年団卓球
部、小沢ブルーサンダーズ、リベロスポーツクラ
ブ、日本空手協会弘前中央支部、堀越小学校卓
球部、ヒロジム、朝陽桔梗野TC、護國館、弘前東
SJC、弘前卓球センター、弘前PPKジュニア、弘前
あすなろジュニアソフトテニスクラブ、ACK TC、弘
前北卓球スポーツ少年団、岩木バレーボールクラ
ブ、福村卓球スポーツ少年団、弘前市立自得小学
校、田舎館相撲クラブ、弘前聖愛リトルシニア、ア
スリートクラブ、弘前白神リトルシニア、弘前キッズ
バドミントンクラブ、弘前ライクショット、弘前市立津
軽中学校、ガンバソフトテニススポーツクラブ、シュ
ラインLFC、浪岡ジュニアバドミントンクラブ、春藤
新体操クラブ、弘前市立第二中学校ソフトテニス
部、弘前大学教育学部附属野球団、北辰レーシン
グ、チームα

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 180,000 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 鷹揚旗全国選抜剣道大会運営事業費補助金 400,000 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 19,861,000 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 日本一輪車舞台演技大会運営事業費補助金 800,000 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 200,000 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 310,000 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 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 310,000 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 弘前市スポーツ少年団活性化事業費補助金 1,111,360 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 弘前市スポーツ少年団運営事業費補助金 1,800,000 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 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 12,031,010 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 弘前市中学校長会
教育費 小学校連合体育大会運営事業費補助金 3,000,000 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 2,969,067 文化スポーツ振興課 事業費補助

リベロスポーツクラブ、弘前市柔道協会、春藤新
体操クラブ、弘前市陸上競技協会、弘前市体育協
会、HIROSAKI市民球団プロジェクト、弘前市バス
ケットボール協会、弘前キッズバドミントンクラブ

教育費 岩木地区体育協会運営事業費補助金 1,900,000 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 950,000 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 スポーツ合宿誘致事業費補助金 3,000,000 文化スポーツ振興課 事業費補助
公益財団法人日本ソフトボール協会、SGホール
ディングスギャラクシースターズ、株式会社豊田自
動織機女子ソフトボール部



科目 名称 平成29年度決算額 担当課 分類 支出先
教育費 弘前市学校保健会運営事業費補助金 560,000 学務健康課 事業費補助 弘前市学校保健会
教育費 多子家族学校給食費助成金 994,560 学務健康課 事業費補助 保護者45名

250件

4,468,631,218
合計


