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議会費 全国市議会議長会負担金 613,000 議会事務局 全国市議会議長会
議会費 東北市議会議長会負担金 144,300 議会事務局 東北市議会議長会
議会費 青森県市議会議長会負担金 300,000 議会事務局 青森県市議会議長会

議会費 会議等出席負担金 155,000 議会事務局
全国市議会議長会建設運輸委員会、東北市議会議長会、青
森県市議会議長会

総務費 弘前市・斜里町友好都市交流30周年記念事業実行委員会負担金 3,137,399 文化スポーツ振興課 弘前市・斜里町友好都市交流30周年記念事業実行委員会
総務費 （公財）青森県国際交流協会負担金 100,000 文化スポーツ振興課 公益財団法人青森県国際交流協会
総務費 東京青森県人会負担金 30,000 法務契約課 東京青森県人会
総務費 地方自治情報センター負担金 180,000 情報システム課 特例財団法人地方自治情報センター
総務費 ヒロロスクエア公衆無線ＬＡＮ維持管理負担金 642,999 情報システム課 株式会社マイタウンひろさき
総務費 （一財）青森県社会保険協会負担金 36,500 人材育成課 一般財団法人青森県社会保険協会　
総務費 弘前社会保険委員会負担金 3,000 人材育成課 一般財団法人青森県社会保険協会
総務費 公平委員会事務負担金 13,000 人材育成課 青森県　
総務費 （一財）公務人材開発協会負担金 20,000 人材育成課 一般財団法人公務人材開発協会　

総務費 派遣研修等出席負担金 3,650,550 人材育成課
一般財団法人省エネルギーセンター、株式会社日本・精神技
術研究所、一般社団法人日本経営協会、一般財団法人全国
建設研修センター

総務費 （一社）日本経営協会負担金 25,000 人材育成課 一般社団法人日本経営協会　
総務費 社会福祉主事認定講習負担金 372,000 人材育成課 公立大学法人青森県立保健大学　
総務費 弘前市役所ねぷた実行委員会負担金 2,316,798 人材育成課 弘前市役所ねぷた実行委員会　
総務費 中弘南黒地区自衛官募集事務連絡協議会負担金 34,800 市民協働政策課 中弘南黒地区自衛官募集事務連絡協議会
総務費 青森県基地関係県市町村連絡協議会負担金 2,000 市民協働政策課 青森県基地関係県市町村連絡協議会
総務費 全国基地協議会負担金 1,000 市民協働政策課 全国基地協議会
総務費 青森県人権擁護委員連合会負担金 71,250 市民協働政策課 青森県人権擁護委員連合会
総務費 全国市長会負担金 705,000 政策推進課 全国市長会
総務費 東北市長会負担金 82,400 政策推進課 東北市長会
総務費 青森県市長会負担金 461,472 政策推進課 青森県市長会

総務費 会議等出席負担金 32,000 政策推進課
東北市長会開催事務局、公益財団法人京都地域創造基金、
東北市長会総会花巻市開催事務局、株式会社開成、高松丸
亀町商店街振興組合

総務費 （公社）青森県防犯協会連合会負担金 380,000 市民協働政策課 公益社団法人青森県防犯協会連合会
総務費 暴力追放弘前市民会議負担金 400,000 市民協働政策課 暴力追放弘前市民会議
総務費 弘前地区防犯協会負担金 3,384,000 市民協働政策課 弘前地区防犯協会
総務費 災害派遣職員給与等負担金 139,263 人材育成課 十和田市
総務費 （公財）全国市町村研修財団負担金 16,250 人材育成課 公益法人全国市町村研修財団全国市町村国際文化研修所　
総務費 （一財）自治体国際化協会負担金 138,943 人材育成課 一般財団法人自治体国際化協会　
総務費 人材マネジメント部会受講負担金 300,000 人材育成課 一般社団法人地域経営推進センター　
総務費 日本広報協会負担金 42,000 広聴広報課 公益社団法人日本広報協会
総務費 青森県広報広聴協議会負担金 9,000 広聴広報課 青森県広報広聴協議会
総務費 融雪施設電気料等負担金 284,259 財産管理課 追手門通り歩道管理組合
総務費 弘前地区消防防災協会負担金 3,000 財産管理課 弘前地区消防防災協会

総務費 弘前駅前地区再開発ビル維持管理負担金 36,582,678 財産管理課
株式会社マイタウンひろさき、弘前駅前地区再開発ビル管理組
合

総務費 青函圏交流・連携推進会議負担金 10,680 行政経営課 青森県市長会
総務費 (一財)青森地域社会研究所負担金 15,000 行政経営課 一般財団法人青森地域社会研究所
総務費 (公財)東北活性化研究センター負担金 50,000 行政経営課 公益財団法人東北活性化研究センター
総務費 津軽広域連合総務費負担金 21,974,000 行政経営課 津軽広域連合
総務費 (一財)地域活性化センター負担金 140,000 行政経営課 青森県市長会
総務費 会議等出席負担金 22,000 行政経営課 マニュフェスト大賞実行委員会、株式会社PHP研究所
総務費 七里長浜港建設促進期成同盟会負担金 35,000 都市政策課 七里長浜港建設促進期成同盟会
総務費 七里長浜港利用促進協議会負担金 50,000 都市政策課 七里長浜港利用促進協議会
総務費 青森空港国際化促進協議会負担金 237,600 都市政策課 青森空港国際化促進協議会
総務費 会議等出席負担金 28,000 岩木支所総務課 株式会社東晴
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総務費 嶽温泉旅館組合負担金 192,000 岩木支所総務課 嶽温泉旅館組合
総務費 電波利用料負担金 43,500 岩木支所総務課 東北総合通信局
総務費 会議等出席負担金 4,200 相馬支所総務課 弘前市職員労働組合連合会
総務費 電波利用料負担金 23,350 相馬支所総務課 東北総合通信局
総務費 全国山村過疎地域振興連盟青森県支部負担金 141,000 相馬支所総務課 全国山村過疎地域振興連盟青森県支部
総務費 弘前地区安全運転管理者協会負担金 32,000 財産管理課 一般社団法人青森県安全運転管理者協会
総務費 会議等出席負担金 75,600 財産管理課 弘前市職員労働組合連合会
総務費 青森県自動車協会整備管理者負担金 16,000 財産管理課 社団法人青森県自動車協会
総務費 弘前地区安全運転管理事業主会負担金 12,000 財産管理課 弘前地区安全運転管理者事業主会
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 5,000,000 政策推進課 ヒロロスクエアコミュニケーションゾーン運営協議会
総務費 会議等出席負担金 4,000 法務契約課 一般財団法人資産評価システム研究センター
総務費 弘前地区税務協議会負担金 6,000 市民税課 弘前地区税務協議会
総務費 東北都市税務協議会負担金 22,300 市民税課 東北都市税務協議会
総務費 (一社)地方税電子化協議会負担金 2,637,771 市民税課 一般社団法人地方税電子化協議会
総務費 (一財)資産評価システム研究センター負担金 90,000 資産税課 青森県市長会
総務費 会議等出席負担金 2,000 資産税課 一般財団法人資産評価システム研究センター
総務費 青森県市町村税滞納整理機構負担金 651,660 収納課 青森県市町村税滞納整理機構
総務費 青森県連合戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 21,300 市民課 青森県連合戸籍住民基本台帳事務協議会
総務費 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 49,900 選挙管理委員会事務局 全国市区選挙管理委員会連合会
総務費 全国市区選挙管理委員会連合会東北支部負担金 18,800 選挙管理委員会事務局 全国市区選挙管理委員会連合会東北支部
総務費 青森県都市選挙管理委員会連合会負担金 42,700 選挙管理委員会事務局 青森県都市選挙管理委員会連合会
総務費 会議等出席負担金 12,000 選挙管理委員会事務局 全国市区選挙管理委員会連合会東北支部
総務費 全国都市監査委員会負担金 42,000 監査委員事務局 全国都市監査委員会
総務費 東北都市監査委員会負担金 18,000 監査委員事務局 東北都市監査委員会
総務費 青森県都市監査委員会負担金 65,000 監査委員事務局 青森県都市監査委員会
民生費 会議等出席負担金 3,000 福祉政策課 社会福祉法人青森県社会福祉協議会、青森県立保健大学
民生費 津軽広域連合福祉費負担金 4,028,000 福祉政策課 津軽広域連合
民生費 津軽地区障害者体育大会負担金 60,000 福祉政策課 津軽地区身体障害者スポーツ大会事務局
民生費 福祉ホーム事業運営費負担金 45,134 福祉政策課 黒石市、平川市
民生費 障がい者相談支援事業運営費負担金 40,500 福祉政策課 黒石市
民生費 東北都市国民年金協議会負担金 3,000 国保年金課 東北都市国民年金協議会
民生費 後期高齢者医療療養給付費負担金 1,627,569,103 国保年金課 青森県後期高齢者医療広域連合
民生費 青少年育成青森県民会議負担金 10,000 子育て支援課 青少年育成青森県民会議
民生費 日本スポーツ振興センター負担金 92,250 子育て支援課 独立行政法人日本スポーツ振興センター仙台支店
民生費 青森県保育連合会負担金 40,000 子育て支援課 一般社団法人青森県保育連合会
民生費 下水道事業受益者負担金 47,200 子育て支援課 弘前市上下水道部
民生費 農業集落排水事業費分担金 72,000 子育て支援課 弘前市上下水道部
民生費 青森県少年補導センター連絡協議会負担金 10,000 子育て支援課 青森県青少年補導センター連絡協議会
民生費 東北地区青少年補導センター連絡協議会負担金 2,000 子育て支援課 東北地区青少年補導センター連絡協議会
民生費 全国青少年補導センター連絡協議会負担金 2,000 子育て支援課 全国青少年補導センター連絡協議会
衛生費 水道事業会計負担金 11,849,250 上下水道部総務課 弘前市上下水道部
衛生費 東北都市環境問題対策協議会負担金 8,000 環境管理課 東北都市環境問題対策協議会
衛生費 救急医療情報システム整備運営費負担金 752,414 健康づくり推進課 青森県
衛生費 黒石市救急診療体制利用自治体負担金 649,000 健康づくり推進課 黒石市
衛生費 医師確保対策地域・大学連携特別事業費負担金 2,901,228 健康づくり推進課 青森県国民健康保険団体連合会
衛生費 青森県ハンセン病協会負担金 9,000 健康づくり推進課 青森県ハンセン病協会
衛生費 青森県小児保健協会負担金 10,000 健康づくり推進課 青森県小児保健会
衛生費 弘前市保健センター等建物管理費負担金 30,754,392 健康づくり推進課 一般社団法人弘前市医師会
衛生費 弘前地区環境整備事務組合負担金 2,568,766,000 環境管理課 弘前地区環境整備事務組合
衛生費 全国都市清掃会議負担金 116,000 環境管理課 公益社団法人全国都市清掃会議
衛生費 あおもり循環型社会推進協議会負担金 100,000 環境管理課 あおおり循環型社会推進協議会
衛生費 会議等出席負担金 9,000 環境管理課 全国都市清掃会議東北地区協議会
衛生費 安全・副安全運転管理者負担金 4,200 環境管理課 弘前市職員労働組合連合会
衛生費 弘前地区環境整備事務組合負担金 238,980,847 環境管理課 弘前地区環境整備事務組合
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衛生費 し尿等希釈投入施設建設事業費負担金 80,132,000 環境管理課 青森県
労働費 新規学卒就職者激励事業負担金 300,000 商工政策課 弘前商工会議所
労働費 青森県労働協会負担金 30,000 商工政策課 青森県労働協会 
労働費 弘前就労支援センター負担金 45,544 商工政策課 株式会社小山内バッテリー社 
労働費 青森県勤労青少年ホーム連絡協議会負担金 30,000 商工政策課 青森県勤労青少年ホーム連絡協議会 
労働費 全国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000 福祉政策課 公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会
労働費 青森県シルバー人材センター連合会負担金 50,000 福祉政策課 公益社団法人青森県シルバー人材センター連合会

農林水産業費 青森県農業会議負担金 2,206,000 農業委員会事務局 青森県農業会議
農林水産業費 中弘地区農業委員会連絡協議会負担金 82,000 農業委員会事務局 中弘地区農業委員会連絡協議会
農林水産業費 会議等出席負担金 27,000 農業委員会事務局 青森県農業会議、NPO法人全国地域結婚支援センター
農林水産業費 弘前シードル普及推進事業負担金 560,000 りんご課 弘前市りんご公園まつり事業実行委員会
農林水産業費 全国中山間振興対策協議会負担金 10,000 農業政策課 全国中山間地域振興対策協議会
農林水産業費 青森県物産振興協会負担金 70,000 農業政策課 青森県物産振興協会
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 250,000 農業政策課 弘前市グリーン・ツーリズム推進協議会
農林水産業費 弘前市担い手育成総合支援協議会負担金 200,000 農業政策課 弘前市担い手育成総合支援協議会
農林水産業費 青森県産米需要拡大推進本部負担金 30,000 農業政策課 青森県産米需要拡大推進本部
農林水産業費 牛の検査材料保冷施設運営に係る負担金 20,000 農業政策課 一般社団法人青森県畜産協会
農林水産業費 津軽地方家畜衛生推進協議会負担金 49,900 農業政策課 津軽地方家畜衛生推進協議会
農林水産業費 青森県畜産協会負担金 66,000 農業政策課 一般社団法人青森県畜産協会
農林水産業費 「弘前市りんご公園りんごテント村・トラック市」運営負担金 192,385 りんご課 公益社団法人弘前観光コンベンション協会
農林水産業費 りんご公園まつり事業負担金 13,930,054 りんご課 弘前市りんご公園まつり事業実行委員会
農林水産業費 弘前市農業生産推進協議会負担金 100,000 農業政策課 弘前市農業生産推進協議会
農林水産業費 会議等出席負担金 2,000 農業政策課 日本煙火協会青森地区会
農林水産業費 弘前マルシェ事業負担金 20,000,000 農業政策課 弘前マルシェコンソーシアム
農林水産業費 青森県農林水産物輸出促進協議会負担金 150,000 りんご課 青森県農林水産物輸出促進協議会
農林水産業費 りんご園改植事業負担金 14,222,924 りんご課 弘前市果樹栽培振興協議会
農林水産業費 弘前産りんご消費拡大宣伝事業負担金 10,000,000 りんご課 弘前りんごの会
農林水産業費 弘前産りんご消費宣伝強化事業負担金 20,000,000 りんご課 弘前りんごの会
農林水産業費 県営基幹施設管理体制整備事業負担金 2,753,951 農村整備課 青森県
農林水産業費 青森県土地改良事業団体連合会負担金 441,319 農村整備課 青森県土地改良事業団体連合会
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 1,089,504 農村整備課 青森県
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 10,000 農村整備課 青森県土地改良事業団体連合会中弘支部
農林水産業費 岩木川左岸地区土地改良事業促進協議会負担金 140,000 農村整備課 岩木川左岸地区土地改良事業促進協議会
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 70,000 農村整備課 国営平川二期地区土地改良事業促進協議会
農林水産業費 県営津刈一期地区河川工作物応急対策事業負担金 847,920 農村整備課 青森県
農林水産業費 県営相馬ダム地区防災ダム事業負担金 1,740,000 農村整備課 青森県
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 863,642 農村整備課 青森県
農林水産業費 県営農業体質強化基盤整備促進事業負担金 3,105,000 農村整備課 青森県
農林水産業費 県営相馬地区農業水利施設保全合理化事業負担金 562,500 農村整備課 青森県
農林水産業費 県営高杉地区農業水利施設保全合理化事業負担金 675,000 農村整備課 青森県
農林水産業費 県営船沢地区農業水利施設保全合理化事業負担金 450,000 農村整備課 青森県
農林水産業費 農地・水保全管理支払交付金に係る負担金 13,860,797 農村整備課 青森県農地・水・環境保全向上対策地域協議会
農林水産業費 県営新法師地区ため池等整備事業負担金 1,440,000 農村整備課 青森県
農林水産業費 県営杭止堰地区ため池等整備事業負担金 953,820 農村整備課 青森県
農林水産業費 青森県国土調査推進協議会負担金 80,000 農村整備課 青森県国土調査推進協議会
農林水産業費 青森県緑化推進委員会負担金 90,000 農村整備課 青森県緑化推進委員会
農林水産業費 青森県林業会議負担金 45,000 農村整備課 青森県林業会議
農林水産業費 青森県治山林道協会負担金 15,000 農村整備課 青森県治山林道協会
農林水産業費 中南地方林業振興協議会負担金 10,000 農村整備課 中南地方林業振興協議会
農林水産業費 津軽流域林業活性化センター負担金 15,000 農村整備課 津軽流域林業活性化センター
農林水産業費 青森県林業改良普及協会負担金 9,000 農村整備課 青森県林業普及協会

商工費 中小企業振興事業負担金 956,000 商工政策課 弘前商工会議所 
商工費 青森県中小企業診断協会負担金 10,000 商工政策課 一般社団法人青森県中小企業診断協会 
商工費 会議等出席負担金 540 商工政策課 東北都市商工担当課長会事務局
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商工費 青森県企業誘致推進協議会負担金 540,000 産業育成課 青森県企業誘致推進協議会
商工費 伝統的工芸品産業振興協会負担金 50,000 商工政策課 一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会 
商工費 （一社）青森県発明協会負担金 30,000 産業育成課 一般社団法人青森県発明協会 
商工費 青森県ビジネスサポートセンター運営事業費負担金 594,000 産業育成課 公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター 
商工費 青森県東京ビジネスプラザ市町村ＰＲコーナー設置費負担金 60,000 産業育成課 青森県 
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 5,000,000 産業育成課 ファッション甲子園実行委員会 
商工費 青森貿易情報センター負担金 700,000 産業育成課 独立行政法人日本貿易振興機構 
商工費 津軽の食と産業まつり負担金 6,000,000 商工政策課 津軽の食と産業まつり運営協議会 
商工費 ひろさき産学官連携フォーラム負担金 1,000,000 産業育成課 ひろさき産学官連携フォーラム
商工費 ひろさき卍フェスティバル実行委員会負担金 15,974,627 商工政策課 ひろさき卍フェスティバル実行委員会 
商工費 ＢＵＹひろさき推進本部負担金 900,000 商工政策課 BUYひろさき推進本部 
商工費 津軽五大民謡大会運営負担金 500,000 観光政策課 株式会社陸奥新報社
商工費 弘前ねぷたまつり運営負担金 2,550,000 観光政策課 公益社団法人弘前観光コンベンション協会
商工費 ちびっ子ねぷたのお通りだい実行委員会負担金 200,000 観光政策課 ちびっ子ねぷたのお通りだい実行委員会
商工費 弘前城菊と紅葉まつり運営委員会負担金 22,700,000 観光政策課 弘前城菊と紅葉まつり運営委員会
商工費 弘前城雪燈籠まつり運営委員会負担金 14,500,000 観光政策課 弘前城雪燈籠まつり運営委員会
商工費 みちのく五大雪まつり推進協議会負担金 600,000 観光政策課 みちのく五大雪まつり推進協議会
商工費 みちのく三大桜名所連絡会議負担金 100,000 観光政策課 みちのく三大桜名所連絡会議
商工費 青森県大規模観光キャンペーン事業負担金 1,290,000 観光政策課 公益社団法人青森県観光連盟
商工費 在京弘前関係者交流委員会負担金 1,500,000 観光政策課 在京弘前関係者交流委員会
商工費 弘前の魅力プロモーション委員会負担金 1,000,000 観光政策課 公益社団法人弘前観光コンベンション協会
商工費 （公社）日本観光振興協会負担金 235,000 観光政策課 公益社団法人日本観光振興協会
商工費 （公社）青森県観光連盟負担金 240,000 観光政策課 公益社団法人青森県観光連盟
商工費 弘前ねぷた保存会負担金 100,000 観光政策課 弘前ねぷた保存会
商工費 弘前城ミス桜コンテスト負担金 600,000 観光政策課 株式会社東奥日報社
商工費 岩木山スキー連絡協議会負担金 950,000 観光政策課 岩木山スキー連絡協議会
商工費 岩木山環境保全協議会負担金 80,000 観光政策課 岩木山環境保全協議会
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 104,000 国際広域観光課 北東北三県観光立県推進協議会国際観光部会
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 2,262,000 国際広域観光課 りんごのふるさとシャトルバス運営協議会
商工費 津軽フリーパス運営協議会負担金 1,470,000 国際広域観光課 津軽フリーパス運営協議会
商工費 五能線沿線ガイドブック制作負担金 260,000 国際広域観光課 五能線沿線連絡協議会
商工費 弘前市首都圏キャンペーン実行委員会負担金 8,000,000 観光政策課 弘前市首都圏キャンペーン実行委員会
商工費 弘前フィルムコミッション実行委員会運営負担金 5,187,269 観光政策課 弘前フィルムコミッション実行委員会
商工費 街歩き観光推進事業負担金 2,000,000 観光政策課 津軽・ひろさき街歩き観光推進実行委員会
商工費 まちなかりんごだらけ実行委員会負担金 23,500,000 観光政策課 まちなかりんごだらけ実行委員会
商工費 冬を彩る光のまちづくり運営委員会負担金 8,000,000 観光政策課 冬を彩る光のまちづくり運営委員会
商工費 青森県の物産と観光展負担金　 97,000 商工政策課 青森県物産観光振興対策協議会 
商工費 韓国ドラマ活用誘客促進協議会負担金 7,500,000 国際広域観光課 韓国ドラマ活用誘客促進協議会
商工費 国際交流員着地型ツアー参加負担金 7,000 国際広域観光課 公益財団法人青森県体育協会
商工費 津軽広域観光圏協議会負担金 490,000 国際広域観光課 津軽広域観光圏協議会
商工費 弘前圏域定住自立圏観光推進協議会負担金 1,639,000 国際広域観光課 弘前圏域定住自立圏観光推進協議会
商工費 秋田県観光キャンペーン推進協議会負担金 800,000 国際広域観光課 秋田県観光キャンペーン推進協議会
商工費 秋田内陸線・奥羽北線沿線連絡協議会負担金 1,400,000 国際広域観光課 秋田内陸線・奥羽北線沿線連絡協議会
商工費 環白神エコツーリズム推進協議会負担金 530,000 国際広域観光課 環白神エコツーリズム推進協議会
商工費 津軽広域観光プロモーション協議会負担金 3,000,000 国際広域観光課 津軽広域観光プロモーション協議会
商工費 白神山地世界遺産登録20周年記念事業実行委員会負担金 1,500,000 国際広域観光課 白神山地世界遺産登録20周年記念事業実行委員会

商工費 弘前・西目屋エリア白神山地世界遺産登録20周年記念事業実行委員会負担金 15,000,000 国際広域観光課
弘前・西目屋エリア白神山地世界遺産登録20周年記念事業実
行委員会

商工費 青函圏観光都市会議負担金 1,000,000 国際広域観光課 青函圏観光都市会議
商工費 東北都市消費者行政協議会負担金 18,400 市民協働政策課 東北都市消費者行政協議会

商工費 会議等出席負担金 10,140 市民協働政策課
独立行政法人国民生活センター、一般財団法人日本消費者協
会

商工費 全国特定市計量行政協議会負担金 18,000 商工政策課 全国特定市計量行政協議会 
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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 6,077 観光政策課 弘南鉄道株式会社
商工費 嶽枯木平テレビ共同受信施設組合負担金 3,000 観光政策課 嶽枯木平テレビ共同受信施設組合
商工費 国民宿舎協会負担金 135,000 観光政策課 一般社団法人国民宿舎協会
商工費 冷田川水利組合負担金 100,000 観光政策課 冷田川水利組合
商工費 全国城郭管理者協議会負担金 25,000 公園緑地課 全国城郭管理者協議会
商工費 日本さくらの会負担金 10,000 公園緑地課 公益財団法人日本さくらの会
商工費 弘前市重要文化財所有者連絡協議会負担金 15,000 公園緑地課 弘前市重要文化財所有者連絡協議会

商工費 会議等出席負担金 93,200 公園緑地課
一般財団法人日本緑化センター、青森県公安委員会、一般財
団法人ランドスケープコンサルタンツ協会、全国城跡等石垣整
備調査研究会（萩大会）実行委員会

商工費 藤田記念庭園利活用事業負担金 2,657,208 公園緑地課 藤田記念庭園利活用事業実行委員会
土木費 青森県高規格道路建設促進期成会負担金 5,220 建設政策課 青森県市長会
土木費 日本道路協会負担金 30,000 建設政策課 公益社団法人日本道路協会
土木費 青森県道路利用者会議負担金 82,000 建設政策課 青森県道路利用者会議
土木費 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 8,000 建設政策課 防衛施設周辺整備全国協議会
土木費 青森地区国道協議会負担金 90,000 建設政策課 青森地区国道協議会
土木費 国道３９４号整備促進期成同盟会負担金 6,560 建設政策課 国道３９４号整備促進期成同盟会
土木費 津軽横断道路建設促進期成同盟会負担金 12,000 建設政策課 津軽横断道路建設促進期成同盟会
土木費 青森県市町村道整備促進期成同盟会負担金 18,000 建設政策課 青森県市町村道整備促進期成同盟会
土木費 国道７号整備促進期成同盟会負担金 70,000 建設政策課 国道７号整備促進期成同盟会
土木費 県道岩崎西目屋弘前線整備促進同盟会負担金 108,000 建設政策課 県道岩崎西目屋弘前線整備促進同盟会
土木費 東北道の駅連絡会負担金 40,000 建設政策課 東北「道の駅」連絡会
土木費 道の駅ひろさき共益費負担金 327,478 建設政策課 津軽みらい農業協同組合石川支店
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 275,113 建設政策課 弘南鉄道株式会社

土木費 会議等出席負担金 78,500 建設政策課
一般財団法人大阪地域計画研究所、公益社団法人日本河川
協会、公益社団法人全国防災協会、東北地区用地対策連絡
会青森県支部

土木費 会議等出席負担金 98,800 道路維持課
一般社団法人弘前地区労働基準協会、弘前市職員労働組合
連合会、キャタピラー東北株式会社青森教習センター

土木費 雪センター負担金 80,000 道路維持課 社団法人雪センター

土木費 融雪施設電気料負担金 5,389,830 道路維持課
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

土木費 急傾斜地崩壊対策県営事業負担金 20,340,000 建設政策課 青森県
土木費 県営通作条件整備事業負担金 58,674,850 建設政策課 青森県
土木費 効果促進事業負担金 390 建設政策課 青森県
土木費 土地改良事業費割負担金 144,000 建設政策課 青森県土地改良事業団体連合会
土木費 日本河川協会負担金 30,000 建設政策課 公益社団法人日本河川協会
土木費 津軽ダム建設促進期成同盟会負担金 720,000 建設政策課 津軽ダム建設促進期成同盟会
土木費 岩木川改修期成同盟会負担金 21,870 建設政策課 岩木川改修期成同盟会
土木費 青森県河川砂防協会負担金 135,000 建設政策課 青森県河川砂防協会
土木費 岩木川上中流改修期成同盟会負担金 216,600 建設政策課 岩木川上中流改修期成同盟会
土木費 茜の夕陽、水辺楽校協議会負担金 70,000 建設政策課 茜の夕陽水辺楽校協議会
土木費 二階堰管理負担金 206,989 建設政策課 岩木川地区土地改良区連合
土木費 都市計画協会負担金 171,000 都市政策課 公益財団法人都市計画協会
土木費 青森県都市計画協会負担金 104,000 都市政策課 青森県都市計画協会
土木費 日本公園緑地協会負担金 50,000 都市政策課 一般社団法人日本公園緑地協会
土木費 青森県街路事業促進協議会負担金 18,000 都市政策課 青森県街路事業促進協議会
土木費 全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000 都市政策課 全国都市公園整備促進協議会

土木費 会議等出席負担金 26,000 都市政策課
公益社団法人全国市街地再開発協会、東北都市景観協議
会、歴史的景観都市協議会
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土木費 会議等出席負担金 25,000 区画整理課
公益社団法人街づくり区画整理協会、東北地区用地対策連絡
会青森県支部

土木費 都市計画道路県営事業負担金 59,022,600 都市政策課 青森県
土木費 青森県鉄道整備促進期成会負担金 25,752 都市政策課 青森県市長会
土木費 弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会負担金 4,489,300 都市政策課 弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会
土木費 弘前市地域公共交通会議負担金 5,459,369 都市政策課 弘前市地域公共交通会議
土木費 会議等出席負担金 21,700 スマートシティ推進室 株式会社JTB東北法人営業青森支店、小浜温泉観光協会
土木費 下水道事業会計負担金 243,051,284 上下水道部総務課 弘前市上下水道部
土木費 青森県地域住宅協議会負担金 15,000 財産管理課 青森県地域住宅協議会
土木費 公営住宅管理研修会出席負担金 26,500 財産管理課 一般社団法人日本住宅協会
土木費 会議等出席負担金 122,000 財産管理課 一般社団法人公共建築協会東北事務局
土木費 全国建築審査会協議会負担金 48,000 建築指導課 全国建築審査会協議会
土木費 日本建築行政会議負担金 100,000 建築指導課 日本建築行政会議

土木費 会議等出席負担金 9,000 建築指導課
一般社団法人青森県建築士事務所協会、一般社団法人青森
県建築士会

消防費 弘前地区消防事務組合負担金 2,264,228,000 防災安全課 弘前地区消防事務組合
消防費 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 4,594,155 防災安全課 消防団員等公務災害補償等共済基金
消防費 消防団員退職報償金負担金 39,936,000 防災安全課 消防団員等公務災害補償等共済基金
消防費 青森県消防協会負担金 1,352,000 防災安全課 公益財団法人青森県消防協会
消防費 青森県中弘地区消防協会負担金 1,395,100 防災安全課 青森県中弘地区消防協会
消防費 津軽地区消防団長連絡協議会負担金 15,000 防災安全課 津軽地区消防団長連絡協議会
消防費 中弘南黒地区消防団長連絡協議会負担金 21,000 防災安全課 中弘南黒地区消防団長連絡協議会

消防費 消防屯所光熱水費負担金 520,800 防災安全課

本和徳町会、茂森町町会、本町協会、品川町大成会館、地縁
団体亀甲町町会、岩賀町会、大清水町会、川合町会、中野町
会、藤代町会、小山町会、下大川町会、鶴田町会、弥生町会、
四ツ谷町会、鬼沢第二町会、十腰内町会

消防費 電波利用料負担金 302,700 防災安全課 東北総合通信局
消防費 青森県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 8,032,000 防災安全課 青森県防災ヘリコプター連絡協議会
消防費 総合防災情報システム負担金 917,962 防災安全課 青森県
消防費 青森県山岳遭難防止対策協議会負担金 329,000 防災安全課 青森県山岳遭難防止対策協議会弘前支部

消防費 会議等出席負担金 228,000 防災安全課
株式会社東晴、特定非営利活動法人津軽広域救急支援機
構、特定非営利活動法人日本防災士機構

消防費 青森県防災情報ネットワーク負担金 277,548 防災安全課 青森県
教育費 青森県市町村教育委員会連絡協議会負担金 61,000 教育政策課 青森県市町村教育委員会連絡協議会
教育費 全国都市教育長協議会負担金 20,000 教育政策課 全国都市教育長協議会
教育費 東北都市教育長協議会運営負担金 4,400 教育政策課 東北都市教育長協議会
教育費 青森県都市教育長協議会負担金 55,000 教育政策課 青森県都市教育長協議会
教育費 青森県社会保険協会負担金 15,500 教育政策課 一般財団法人青森県社会保険協会
教育費 会議等出席負担金 12,000 教育政策課 東北都市教育長協議会、全国都市教育長協議会
教育費 中弘へき地・複式教育研究大会負担金 124,000 学校指導課 中弘へき地・複式教育研究会
教育費 自治体国際化協会負担金 504,000 学校指導課 一般財団法人自治体国際化協会
教育費 外国語指導助手海外旅行傷害保険料負担金 186,090 学校指導課 一般財団法人自治体国際化協会
教育費 外国語指導助手渡航費用負担金 514,652 学校指導課 一般財団法人自治体国際化協会
教育費 ＪＥＴプログラム日本語講座集合研修負担金 16,250 学校指導課 公益財団法人全国市町村研修財団全国市町村国際文化研修所
教育費 教育研究所連盟負担金 21,000 教育センター 全国教育研究所連盟、東北地区教育研究所連盟
教育費 会議等出席負担金 1,000 教育センター 全国教育研究所連盟研究協議会
教育費 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5,000 教育センター 全国適応指導教室連絡協議会
教育費 青森県公立学校施設整備期成会負担金 76,000 学校企画課 青森県公立学校施設整備期成会
教育費 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 14,000 学校企画課 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
教育費 テレビ共同受信施設負担金 6,000 学務健康課 桜庭テレビ共同受信施設組合
教育費 青森県国公立幼稚園会負担金 10,560 学務健康課 青森県国公立幼稚園会
教育費 弘前幼稚園協会負担金 12,000 学務健康課 弘前幼稚園協会
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教育費 青森県言語障がい児教育研究会負担金 4,000 学務健康課 青森県言語障がい児教育研究会
教育費 弘前市民文化祭共催負担金 6,325,000 文化スポーツ振興課 弘前市民文化祭実行委員会
教育費 中南地方社会教育委員連絡協議会負担金 12,400 生涯学習課 中南地方社会教育委員連絡協議会
教育費 子どもの祭典共催負担金 984,529 生涯学習課 弘前市子ども会連合会参与会
教育費 会議等出席負担金 56,000 生涯学習課 弘前大学社会教育主事講習運営委員会
教育費 二十歳の祭典共催負担金 1,000,000 生涯学習課 ゼロプラス
教育費 能狂言弘前公演実行委員会負担金 12,481,584 文化スポーツ振興課 能狂言弘前公演実行委員会
教育費 第63期王将戦弘前市実行委員会負担金 1,986,330 文化スポーツ振興課 第６３期王将戦弘前市実行委員会
教育費 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 文化財課 全国史跡整備市町村協議会
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 10,000 文化財課 全国史跡整備市町村協議会東北地区協議会
教育費 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 20,000 文化財課 全国民俗芸能保存振興市町村連盟
教育費 文化財指定庭園保護協議会負担金 5,000 文化財課 文化財指定庭園保護協議会
教育費 全国史跡整備市町村協議会東北地区協議会総会等開催地負担金 153,002 文化財課 全国史跡整備市町村協議会東北地区協議会開催地事務局 

教育費 会議等出席負担金 17,000 文化財課
第４８回全国史跡整備市町村協議会大会実行委員会、第３８
回全国遺跡環境整備会議実行委員会

教育費 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50,000 文化財課 全国伝統的建造物群保存地区協議会
教育費 縄文遺跡群世界遺産登録推進本部負担金 259,027 文化財課 縄文遺跡群世界遺産登録推進本部
教育費 青森県公民館連絡協議会負担金 48,000 生涯学習課 青森県公民館連絡協議会
教育費 中弘南黒公民館連絡協議会負担金 9,000 生涯学習課 中弘南黒公民館連絡協議会
教育費 桜庭テレビ共同受信施設組合維持費負担金 3,000 生涯学習課 桜庭テレビ共同受信施設組合
教育費 日本プラネタリウム協議会負担金 10,000 生涯学習課 日本プラネタリウム協議会
教育費 日本図書館協会負担金 23,000 図書館 社団法人日本図書館協会
教育費 青森県図書館連絡協議会負担金 8,000 図書館 青森県図書館連絡協議会
教育費 日本博物館協会負担金 35,000 博物館 公益財団法人日本博物館協会
教育費 会議等出席負担金 14,000 博物館 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
教育費 全国文学館協議会負担金 20,000 郷土文学館 全国文学館協議会
教育費 全国公立文化施設協会加盟負担金 28,000 文化スポーツ振興課 公益財団法人全国公立文化施設協会
教育費 青森県公立文化施設連絡協議会加盟負担金 10,000 文化スポーツ振興課 青森県公立文化施設連絡協議会
教育費 携帯電話抑止装置無線局電波利用料負担金 300 文化スポーツ振興課 東北総合通信局
教育費 アップルマラソン大会運営事業費負担金 7,000,000 文化スポーツ振興課 アップルマラソン組織委員会
教育費 青森県スポーツ推進委員協議会負担金 14,400 文化スポーツ振興課 青森県スポーツ推進委員協議会
教育費 中弘南黒平地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 4,500 文化スポーツ振興課 中弘南黒平地区スポーツ推進委員連絡協議会
教育費 市町村対抗県民体育大会参加負担金 100,000 文化スポーツ振興課 第６８回市町村対抗青森県民体育大会中南地域実行委員会
教育費 弘前スポレク祭運営事業費負担金 5,000,000 文化スポーツ振興課 弘前スポーツ・レクリエーション祭実行委員会
教育費 電波利用料負担金 30,000 文化スポーツ振興課 東北総合通信局
教育費 市町村対抗青森県民体育大会運営事業費負担金 3,070,000 文化スポーツ振興課 第６８回市町村対抗青森県民体育大会中南地域実行委員会
教育費 共益費負担金 344,577 文化スポーツ振興課 青森県
教育費 岩木山スキーフェスティバル運営事業費負担金 2,000,000 文化スポーツ振興課 岩木山スキーフェスティバル実行委員会
教育費 日本女子ソフトボール一部リーグ運営事業費負担金 500,000 文化スポーツ振興課 第４６回日本女子ソフトボールリーグ１部青森大会実行委員会
教育費 B&G財団地域海洋センター青森県連絡協議会負担金 52,000 文化スポーツ振興課 B&G財団地域海洋センター青森県連絡協議会
教育費 日本スポーツ振興センター負担金 11,552,725 学務健康課 独立行政法人日本スポーツ振興センター
教育費 青森県学校給食センター連絡協議会負担金 16,000 学務健康課 青森県学校給食センター連絡協議会
教育費 青森県学校栄養士協議会負担金 9,000 学務健康課 青森県学校栄養士協議会

337件

7,708,617,257
合計


