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「弘前市市民参加型まちづくり１％システム」の事例集です。 

平成３１年度は、 

市民のみなさんから提案があった７１件の事業が市内各所で行われました！！ 

地域のこと・地域に住むみなさんのことを思って、 

よりよいまちにするための、たくさんのアイデアが集まっています。 

 

 ✤ 自分たちの活動のヒントに！  

 

 ✤ 気になる事業を探して、参加するために！  

・・・などなど、ぜひ参考にしてください😃😃😃 

 

弘前市の協働によるまちづくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

弘前市では、まちづくりの基本的なルールを決めるために 

「協働によるまちづくり基本条例」 

を定めています。 

市民のみなさん・議会・執行機関（市役所）が 

それぞれの役割を果たして、 

「市民の幸せな暮らし」を実現できるように 

まちづくりに取り組んでいきましょう。 
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１ 

特定非営利活動法人 スポネット弘前 

障害者スポーツ環境整備事業 

～定期的な活動場所の提供～ ユニバーサルスポーツクラブ 

■補助金額 246,000円 

（総事業費 303,134円） 

■主な事業内容 

障がいのあるかたがスポーツに定期的に触れることができる

場を作るために、参加者がそれぞれ好きな種目（ボッチャや 

フライングディスクなど）を行うことができるスポーツクラブ

を開催した。定期的に開催したことで参加者も増え、障がい 

者スポーツの普及と参加者同士の交流の場にもなった。 

 

 

津軽保健生活協同組合 

おこまりごと（無料）相談室 

■補助金額 107,000円 

（総事業費 119,332円） 

■主な事業内容 

医療や福祉に関して、より多くの人が必要な支援を受けられ

るよう毎月１回、気軽に何でも相談できる、現役の医師・看護

師・社会福祉士による「おこまりごと相談室」を開催した。 

相談者からは今後も定期的に開催してほしいという声が 

あり、この活動の必要性をさらに感じることができた。 

 

 

子ども食堂すこやかプロジェクト 

無料の学習支援と食事提供の子ども食堂 

■補助金額 135,000円 

（総事業費 226,750円） 

■主な事業内容 

経済的に厳しい世帯の子どもたちに学習支援と温かい食事 

を提供することで孤食を防ぎ、にぎやかに楽しく食べる喜び 

を知ってもらうため、月１回（休み期間中は複数回）子ども食 

堂を実施した。市民からの問い合わせも増え、安心の居場所 

や地域の関係づくりの場として期待されていることを感じた。 
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２ 

弘前暮らしの保健室 

弘前暮らしの保健室 

■補助金額 101,000円 

（総事業費 131,930円） 

■主な事業内容 

介護の仕方や病気になった時の対処の仕方など、日々の生活

の中で生じるちょっとした悩み事を相談できる場所を作る 

ため、暮らしの保健室を開催した。健康チェックや調理実習の

ほか、体を動かせるダンベル体操・ラジオ体操などを実施し、 

参加した人同士も気軽に話ができる居場所づくりも行った。 

 

 

弘前市民の森の会 

弘前市民の森で元気になろう 

■補助金額 149,000円 

（総事業費 269,624円） 

■主な事業内容 

森林療法や園芸療法の体験を通して、市民の心身の健康向上

や不安解消のために、主に高齢者や一人暮らしのかたを対象

に、市民の森の散策や、お抹茶・押し花・陶芸体験、野菜作り 

などを行った。また、今年度は親子参加プログラムも実施し、

子どもたちの健やかな成長にも寄与した。 

 

 

子育て支援サークルママーズクラブ 

親子の触れ合い「親子じゃれつき遊び」と子どもの生活習慣・体力・ 

社会性をはぐくむ「運動遊び」 

■補助金額 28,000円 

（総事業費 263,618円） 

■主な事業内容 

子どもの運動の機会と親の情報交換の場として活用してもら

うため、親子で定期的に遊ぶ機会を提供した。また、ボディー

メンテナンスも開催し、お母さんたちにもリフレッシュしてもら

うことができた。参加後も参加者同士で連絡を取り合ってお

り、情報交換の場としてしっかり役立っていることを感じた。 
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３ 

Liaison 

クオリティー・オブ・ライフ フェア 

■補助金額 246,000円 

（総事業費 281,002円） 

■主な事業内容 

病気になった人や看護をする人、介護をする人・される人が、

現状よりも少しでもいい状態になってもらうため、健康・ 

美容・介護に関する様々な体験ができるイベントを開催した。

参加者には「健康であること」の大切さを伝えることができ、

気持ちを前向きに持ってもらえた。 

 

 

特定非営利活動法人 ありんこ 

ありんこまつり 

■補助金額 72,000円 

（総事業費 240,610円） 

■主な事業内容 

障がいがある人もそうでない人も一緒に楽しむことができる

「ありんこまつり」を開催した。縁日コーナーや抽選会、ミニコ

ンサートなどを実施し、参加者に楽しんでもらうことができ

た。障がい児者にとっても普段関わることのない人たちとの

交流は良い経験となった。 

 

 

特定非営利活動法人 マザーフィールド 

「スマイル up ルーム（仮）」 

■補助金額 127,000円 

（総事業費 285,050円） 

■主な事業内容 

個食やひとりで勉強をする傾向になりがちなひとり親家庭の

子どもたちに、みんなで食事をし、勉強する機会を提供した。

食育と教育の両面から子どもたちをサポートし、子どもたち

が大学生やボランティアなど多世代のかたと交流すること

で、豊かな人間性や社会性も育むことができた。 
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はなまる 発達障がいをもつ子の親の会 

グレーゾーンと言われる子や発達障がいをもつ子の親の会としての 

サークルを中心とした活動 

■補助金額 110,000円 

（総事業費 122,680円） 

■主な事業内容 

発達障がいの子やグレーゾーンと言われる子を持つ保護者 

同士が話をしたり、学ぶためのコミュニティの場を提供した。 

毎月１回開催し、交流や情報交換を通じて悩みを抱える保護

者の不安を解消することができた。また、連絡先を交換し合う

姿も見られ、コミュニティ形成のきっかけにも寄与した。 

 

 

“わ”と“な”の生き活きサークル実行委員会 

“わ”と“な”の生き活きサークル４ 

■補助金額 96,000円 

（総事業費 140,253円） 

■主な事業内容 

６５歳以上の市民を対象に、月 1～2回、3つの地域で体操や

体力測定、様々なトレーニングを取り入れたサークル活動を 

行った。また、茶話会として実施する日も設け、ティータイムや

軽食を提供することで、高齢者の孤食を防ぎ、参加者同士の

交流も深めることができた。 

 

 

子育てパパママ楽習会運営委員会 

子育てが楽しくなるパパママ楽習会 

■補助金額 284,000円 

（総事業費 321,894円） 

■主な事業内容 

楽しく子育てをするひとつのきっかけとして、講師を招いて、

親子の具体的な関わり方や子育て法を学ぶ楽習会を開催し

た。回を重ねるごとに参加者同士の交流も生まれ、子育て中

の親と子どもが、ともに笑顔でいられる環境や仲間づくりの

一助になっていると感じた。 
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５ 

ひろさきナラティブ.net 

未来をつくるナラティブ café 

■補助金額 251,000円 

（総事業費 297,720円） 

■主な事業内容 

人々の暮らしをテーマにしたドキュメンタリー映画を鑑賞し、

その内容を「自分事」として考え、意見交換をするカフェ形式

のワークショップを行った。参加者それぞれの価値観や考えを

共有することができ、今後の生活や仕事をどう変えていけば

いいかを具体的にイメージするきっかけを提供できた。 

 

 

弘前縄文の会 

文化振興事業 「第 3 回 大森勝山遺跡と世界遺産登録を学ぼう会」 

■補助金額 480,000円 

（総事業費 620,279円） 

■主な事業内容 

北海道・北東北の縄文遺跡群や、登録候補遺跡群の一つであ

る大森勝山遺跡などの価値について市民に広く知ってもらう

ため、縄文土器と勾玉を作る体験や、ほかの候補遺跡群の見

学会などを行った。体験や見学会などを通して、多くの市民 

に古代遺跡への興味を持ってもらうことができた。 

 

 

特定非営利活動法人 スポネット弘前 

小学校体育支援事業「運動大好きプロジェクト」 

■補助金額 442,000円 

（総事業費 493,693円） 

■主な事業内容 

子どもたちに運動を好きになってもらい、運動する習慣を根

付かせるために、学校と専門の指導者が連携し、外部講師に

よる体育の授業を行った。子どもたちは意欲的に笑顔で、楽し

く体育の授業に参加してくれ、健康増進や精神面の安定、健全

育成に寄与した。 
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６ 

津軽笛地域づくり実行委員会 

津軽笛を通じた地域交流事業（第 4 回 全日本横笛コンクール） 

■補助金額 271,000円 

（総事業費 813,679円） 

■主な事業内容 

全国トップレベルの笛奏者の演奏を市民が聴く機会を作り、

弘前の伝統文化により興味を持ってもらうため、全国横笛 

コンクールを開催した。課題曲をねぷた囃子にすることで、 

笛奏者がねぷたを知る機会も創出し、コンクール前日には 

出場者が小学校で訪問演奏を行うことで、地域交流にもつな

がった。 

 

 

Rainbow Muse Hirosaki 

弘前さくらコンサート Vol.５ 

■補助金額 296,000円 

（総事業費 1,613,314円） 

■主な事業内容 

市民に質の高い音楽に触れてもらう機会を創出するため、 

一流のピアノ演奏家によるコンサート、子どもから大人までの

ピアノ演奏、市民によるコーラスなど、様々な音楽を交えた 

コンサートを開催した。来場者・出演者に幅広い音楽の楽しみ

方を知ってもらうことができた。 

 

 

国吉獅子踊保存会 

国吉獅子踊活動拡大事業 

■補助金額 431,000円 

（総事業費 479,840円） 

■主な事業内容 

市指定無形民俗文化財である国吉獅子踊を今後途絶えさせ

ることがないよう、東目屋地区住民が獅子踊に触れる機会を

増やすために、練習日や奉納の日を周知したり、子どもたちに

も練習の参加を呼びかけた。練習に参加してくれる子どもも

増え、会員の活動継続への士気も上がった。 
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７ 

ひろさき演人 

HIROSAKI 伝承シアター 

■補助金額 500,000円 

（総事業費 670,651円） 

■主な事業内容 

広く市民に郷土文化を伝えるため、弘前を中心とした津軽 

地域の伝承を基にした演劇・ドラマリーディングを開催した。 

参加者からは「弘前の知らなかった歴史が盛り込まれていて

よかった」などの声があり、津軽ゆかりの人物・歴史への関心

を高めることができた。 

 

 

NPO 法人 harappa 

こども harappa びじゅつのじかん 

■補助金額 253,000円 

（総事業費 351,392円） 

■主な事業内容 

月に１回、小学生を対象に様々なジャンルのアート制作・鑑賞

体験を行うワークショップを開催した。参加した子どもたち 

からは「企画が面白くて普段作ったり遊んだりしないことを 

やれるのがうれしい」といった声があり、芸術教育としてだけ

ではなく、子どもたちの心の成長にも貢献できた。 

 

 

津軽カタリスト 

太宰治まなびの家 津軽カタリスト定期公演 事業 

■補助金額 287,000円 

（総事業費 319,196円） 

■主な事業内容 

「弘前は太宰治研究の街である」ことを広く PRするため、 

全４回、太宰治の作品をアレンジして、季節に合わせた作品 

などを選び、ドラマリーディングの定期公演を行った。途切れ

ることなく公演を行うことで、団体の活動と「太宰治まなびの

家」の認知度が上がってきていることを感じることできた。 
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８ 

こぎんフェス実行委員会 

第８回こぎんフェス 

■補助金額 394,000円 

（総事業費 598,730円） 

■主な事業内容 

津軽地方に古くから伝わるこぎん刺し文化を発信するため、

さくらまつり期間内に、こぎん刺しの展示・販売、ワークショッ

プを行う「こぎんフェス」を開催した。また、市内のこぎんスポ

ットを散策してもらうため、「こぎんマップ」も作成し、こぎん 

への理解や関心をさらに深めてもらうきっかけを作った。 

 

 

久渡寺で応挙の幽霊実行委員会 

久渡寺で応挙の幽霊 

■補助金額 154,000円 

（総事業費 297,860円） 

■主な事業内容 

久渡寺が所蔵する円山応挙が描いたとされる幽霊画を、年に

一度の公開日に住職の解説とともに鑑賞した後、人気落語家

による演目「応挙の幽霊」を楽しむツアーを開催した。 

弘前に伝わる貴重な芸術作品について考える機会を提供し、

市民の「芸術とまちづくり」への関心を高めることができた。 

 

 

一般社団法人 弘前文化財保存技術協会 

文化振興事業 「第 1 回 金魚ちょうちんと金魚ねぷた交流事業」 

■補助金額 419,000円 

（総事業費 466,401円） 

■主な事業内容 

弘前ねぷたを手本にして作られ、地域の特産品となった山口

県柳井市の「金魚ちょうちん」を広く市民に知ってもらうため、

金魚ちょうちんと金魚ねぷたの展示会・ミニ製作体験や講演

会を実施した。２つの地域の交流や伝統文化を大切にする 

機運醸成につながった。 
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９ 

弘前アートプロジェクト実行委員会 

「ひろさき美術館４」 

■補助金額 279,000円 

（総事業費 324,370円） 

■主な事業内容 

弘前中央食品市場や中央弘前駅構内の「ギャラリーまんなか」

などを会場に、弘前出身の写真家・長部誠氏が約 30年前の

弘前の街並みを撮った写真と現代作家の作品を同時に展示

し、昔と今の弘前の良さを感じてもらう展示会を開催した。 

会場を複数に分散することで、まちなかの回遊性も高めた。 

 

 

NPO 法人 harappa 

harappa 映画館 

■補助金額 500,000円 

（総事業費 1,151,827円） 

■主な事業内容 

中心市街地を会場として、洋画・邦画・ドキュメンタリーなどの

弘前では上映されていない近年話題の作品を上映し、上演終

了後には、監督によるシネマトークも併せて開催した。中心市

街地において映画上映の機会を設けることで、地域との連携

を高め、まちなかの賑わい創出に寄与した。 

 

 

かくみ小路村 村会 

かくみ小路の職人が教えるキッズ調理実習 

■補助金額 114,000円 

（総事業費 131,360円） 

■主な事業内容 

市民に 100年近く親しまれてきたかくみ小路の賑わいをさ

らに創出するため、かくみ小路で飲食店を経営する３店舗の

職人が講師となり、親子を対象とした調理実習を開催した。 

それぞれの店内で１種類ずつ料理を作り、調理を通して親子

がコミュニケーションを図る機会を提供することできた。 
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１０ 

まんなかづくり実行委員会 

まんなかプロジェクト 2019 

■補助金額 275,000円 

（総事業費 310,885円） 

■主な事業内容 

市民に弘南鉄道大鰐線の文化的価値を伝えていくため、３つ

の作家展のほか、昔の大鰐線沿線の写真とともに大鰐線の 

懐かしいエピソードを展示した展覧会を開催した。個人の思い

出や記憶といった“無形の地域財産”を作家がカタチにするこ

とで、地域住民の地域への更なる愛着を育むことができた。 

 

 

アートワールドひろさき 

poco a poco アートのたまご 

■補助金額 450,000円 

（総事業費 530,103円） 

■主な事業内容 

親子で音楽や美術の面白さ、奥深さに触れる場として、絵本

の読み聞かせと美術鑑賞会・簡単なワークショップを行うイベ

ントと音楽会を開催した。会場は親子連れでも出入りしやすい

環境と雰囲気になるよう工夫し、保護者の気分転換や普段親

しむことが少ない良質な芸術に触れる機会を提供した。 

 

 

松森町津軽獅子舞保存会 

松森町津軽獅子舞のしおり・ポスター作成 

■補助金額 175,000円 

（総事業費 194,700円） 

■主な事業内容 

伝統ある松森町津軽獅子舞の存在と価値を認識してもらう 

ためのしおりを増刷し、新たに子ども向けのしおりを作成して 

配布した。また、気軽に活動へ参加してもらえるよう会員募集

のポスター・チラシも作成し掲示することで、後継者不足の 

解決や今後の活動を盛り上げるきっかけとした。 
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１１ 

特定非営利活動法人 スポネット弘前 

「スポーツ指導者講習会＆スポーツにおけるリズムとは」 

～どんなスポーツでも活用できる！いろんな人に知ってほしい知識～ 

■補助金額 90,000円 

（総事業費 100,092円） 

■主な事業内容 

スポーツの指導者不足の中、地域でのスポーツ活動を維持・

発展させていくために、誰もが気軽にスポーツの知識を学ぶ

ことができる講習会を開催した。正しいスポーツの知識習得

や、地域スポーツの情報交換の場を作り、指導者の育成や 

資質向上へつなげることができた。 

 

 

弘前シェークスピア上演会 

（仮）寺山修司 誕生祭 in 弘前 

■補助金額 471,000円 

（総事業費 553,567円） 

■主な事業内容 

マルチな才能を持つことで知られる寺山修司が弘前生まれで

あることをより広く市民に知ってもらうため、寺山作品のポス

ター・チラシの展示と、シンポジウム・朗読会を行った。 

市民の郷土愛を育むきっかけづくりの場となり、新たな観光

資源としての魅力も伝えることができた。 

 

 

弘前歩こう会 

市民健康増進事業 

「第 8 回 津軽岩木スカイラインを歩いてみよう会」 

■補助金額 490,000円 

（総事業費 813,389円） 

■主な事業内容 

弘前と岩木山の魅力を全国に発信し、市民の健康増進と親睦

交流を図るために、普段は歩くことができない「津軽岩木スカ

イライン」を自分のペースで歩くイベントを開催した。 

当日は天気に恵まれ、ゴール後に岩木山や鳥海山の山頂まで

登った人も多く、参加者の健康増進の一助となった。 
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１２ 

特定非営利活動法人 ひろさきレクリエーション協会 

みんなのウォークラリー大会 

〈弘前の街中にある いろんな「卍」を見つけながら歩こう〉 

■補助金額 87,000円 

（総事業費 114,588円） 

■主な事業内容 

市民の楽しみづくり、健康づくりに寄与するため、みんなのウ

ォークラリー大会を開催した。コマ図という地図を見ながらま

ちを歩き、弘前らしさを見つけながらチェックポイントでゲー

ムを行ったりしたことで、参加者の健康増進と郷土への関心

や愛着を育む一助となった。 

 

 

特定非営利活動法人 スポネット弘前 

第６回弘前城リレーマラソン冬の陣 

■補助金額 448,000円 

（総事業費 1,018,515円） 

■主な事業内容 

冬の運動不足解消や健康増進のため、誰もが楽しみながら気

軽に参加できるランニングイベントを弘前公園で開催した。 

マスターズの部やファンランの部を設け、飲食店の出店、 

ジャンケン大会を開催するなど、参加者全員に楽しんでもらえ

る工夫をした。 

 

 

特定非営利活動法人 もったいないつがるの会 

地産地消リサイクル推進事業 

■補助金額 354,000円 

（総事業費 407,921円） 

■主な事業内容 

地域で出たごみは地域でリサイクルする「地産地消リサイク

ル」を市民になじませ、普段からリサイクルを実践する市民が

増えるよう、自分たちで取り組めそうなリサイクル運動を様々

な場面で紹介し、参加を呼びかけた。この活動を通して、市民

のリサイクルに対する意識啓発を図ることができた。 

 

1 

2 

3 



 

１３ 

特定非営利活動法人 もったいないつがるの会 

リサイクルステーションモデル事業 

■補助金額 427,000円 

（総事業費 627,862円） 

■主な事業内容 

ごみは燃やすものではなく、資源になるものだと知ってもら

うため、モデル地域で大型電動コンポストを設置し、生ごみ 

堆肥化に取り組んだ。資源へとリサイクルする具体的な方法を

市民に示すことで、資源循環の取り組みへの参加とリサイクル

に対する意識啓発を図った。 

 

 

岩木山観光協会 

岩木山エコプロジェクト 

■補助金額 500,000円 

（総事業費 559,202円） 

■主な事業内容 

市民の環境問題に対する意識の向上とエコ活動の浸透を図り、

岩木山を美化するため、岩木山麓で後を絶たない不法投棄の

収拾活動を７月と１０月の２回にわたり実施した。 

また、啓発活動について話し合うエコフォーラムを開催し、啓蒙

啓発活動にも力をいれた。 

 

 

特定非営利活動法人 もったいないつがるの会 

リサイクル推進セミナー 

■補助金額 50,000円 

（総事業費 56,070円） 

■主な事業内容 

市のリサイクルに関する実態と対策や、先進地での取り組みに

ついて市民に知ってもらい、地域全体でリサイクルを進めてい

く意識を向上させるため、セミナーを開催した。 

また、セミナー参加者の中から、生ごみ堆肥化を実践するモニ

ターを募集し、リサイクル推進を呼びかけた。 
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１４ 

特定非営利活動法人 もったいないつがるの会 

ウェイスト アート教室 

■補助金額 28,000円 

（総事業費 33,560円） 

■主な事業内容 

「不用品」とされているものが活用できることでごみの分別の

重要性を知ってもらうため、親子・家族などで一緒にアート 

作品作りをする教室を開催した。ペットボトルキャップや果物

の皮、空き缶を使ったアート体験をしてもらうことで、リサイク

ルに対する意識向上を図った。 

 

 

みらいねっと弘前 

子どもの生きる力を育てる「こども農業部」事業 

■補助金額 288,000円 

（総事業費 434,236円） 

■主な事業内容 

地域の子どもたちを対象とした農業体験を実施した。「農作物

の栽培・収穫・調理を通して食べ物に触れる」「味覚・触覚など

の五感で食べ物を味わう」などの体験を通じ、子どもたちの

食に対する理解と関心を高め、豊かな感性や心を育むことが

できた。 

 

 

A プロジェクト 

WA のりんご～もっとりんごを身近に～ 

■補助金額 193,000円 

（総事業費 229,392円） 

■主な事業内容 

弘前のりんごの魅力をより市民に知ってもらうため、様々な 

世代が楽しみながら学ぶことができるワークショップや講座を

開催した。りんごを使った料理教室やりんごの草木染め体験、

りんご産業勉強会などに参加してもらうことで、りんご産業が

さらに発展していくきっかけも作ることができた。 
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１５ 

Itaniity Project 実行委員会 

華麗なるリンゴもぎコンテスト 

■補助金額 59,000円 

（総事業費 94,699円） 

■主な事業内容 

りんご農家の後継者育成と地域を盛り上げるため、農業を 

おもしろおかしく体験してもらうりんごもぎコンテストを開催

した。「スピード部門」と「ミュージック部門」を設けるなど、 

地域独自のユニークな収穫祭として参加者が楽しめる工夫を

したことで、新和地区の魅力も伝えることができた。 

 

 

弘前市中国語を楽しむ会 

「無料接客中国語セミナー・観光中国語ボランティア事業」 

■補助金額 256,000円 

（総事業費 284,499円） 

■主な事業内容 

中国人観光客を「おもてなし」するため、中国語を学びたい 

一般向けと、商店街等の接客業をしている人向けの２つの 

中国語セミナーを開催し、JR弘前駅や弘前公園で実際に観光

ボランティア活動も行った。興味があってもきっかけがなく、 

一歩踏み出せなかったかたにも参加してもらうことができた。 

 

 

時敏地区青少年育成委員会 

青少年健全育成・地域づくり・地域世代間交流事業 

「第 6 回 津軽の伝統文化と昔の遊びに触れてみよう」 

■補助金額 387,000円 

（総事業費 443,075円） 

■主な事業内容 

地区内の世代間交流を図り、子どもたちが日本の伝統的文化

と昔の遊びに親しむ機会を創出するため、時敏小５年生を 

対象に地区の歴史・文化を学ぶ講座と、地区の小中学生を 

対象に伝統芸能や昔の遊びなどの体験を行った。参加した 

子どもたちには、「楽しく学べた」ととても喜んでもらえた。 
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１６ 

西部仲町 自主防災会 

防災・地域づくり・地域世代間交流事業 

「第 3 回 西部仲町 自主防災会 防災訓練事業」 

■補助金額 405,000円 

（総事業費 450,590円） 

■主な事業内容 

町会内で災害弱者や孤立者をできる限り出さないように、 

町民全員が協力し合える体制を作るために、町民全員を対象

とした「避難訓練」や「炊き出し訓練」などを行った。また、今後

の活動に役立てるため、避難方法・避難誘導・避難者への 

対応・炊き出しの仕方・消火器の扱い方などの検証も行った。 

 

 

紺屋町 幸扇会 

健康講座（室内ゲーム） 

■補助金額 99,000円 

（総事業費 110,808円） 

■主な事業内容 

週２回、地域の高齢者で、ゲートボール・輪投げ・ダーツなどを

楽しみ、終了後の反省会とお茶会でコミュニケーションをと

り、心身のリフレッシュを図った。 

町会の回覧板で周知したところ、他町会からの参加も増やす

ことができた。 

 

 

乳井町おこし協力会 

乳井区域内放棄地の環境整備と美化活動 

■補助金額 232,000円 

（総事業費 258,800円） 

■主な事業内容 

放棄され崩壊寸前だった遺跡である茶臼舘の沿道改修や、 

ホタルが集まるため池の泥上げ、地域内の歴史を巡る小径の

整備を進めた。また、地域住民の参加を図りながら、茶臼館 

からの絶景を見る会やホタルの観賞会、歴史勉強会を実施 

することで、地域の良さを再認識してもらい、愛着を高めた。 
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１７ 

特定非営利活動法人 藤代地域ふれあいの会 

いわなのつかみどり体験 

■補助金額 296,000円 

（総事業費 449,768円） 

■主な事業内容 

公民館の駐車場にいけすを設置し、地域の子どもから大人 

まで楽しめる、いわなのつかみどり体験を行った。 

子どもと大人が同じ体験を共有することで、地域の多世代 

交流を図り、親睦を深めてもらうことができた。 

 

 

清水地区産業まつり実行委員会 

清水地区産業まつり 

■補助金額 179,000円 

（総事業費 449,295円） 

■主な事業内容 

地域内交流・子どもたちの健全育成・地域資源の有効活用

のため、清水地区の企業や団体で協力し合い、「清水地区 

産業まつり」を開催した。地区内の企業などによるブースや

久渡寺散策、ほたる観賞会を行い、清水地区内の様々な 

産業と触れ合う機会を提供した。 

 

 

石川町会 

大仏公園あじさいまつり 

■補助金額 500,000円 

（総事業費 626,923円） 

■主な事業内容 

町会にある大仏公園と、公園内に咲くあじさいを広く市民に

知ってもらうため、「あじさいまつり」を開催した。公園内の 

各所にクイズポイントを設置して公園内を巡ってもらうほか、

特別イベント日には、紙ひこうき大会やジャズ演奏、朗読劇を

行ったことで、多くの市民が大仏公園に足を運んでくれた。 
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１８ 

歴史と伝説の里「鬼沢の会」 

鬼楢地域「歴史と伝説の里づくり事業」 

■補助金額 356,000円 

（総事業費 518,743円） 

■主な事業内容 

鬼沢地域に伝わる「鬼伝説」や、義民・藤田民次郎の生涯を紹

介し、それらに関連する地域の名所を散策したり、農業体験や

郷土料理を試食するツアーを開催した。冬期の活動として、

『しめ縄奉納裸参り』を紹介するツアーを新たに実施し、鬼沢

地域の魅力発信と地域の活力を生み出すことができた。 

 

 

和徳歴史探偵団 

～和徳の歴史の探求と伝統ある津軽の歴史の魅力発信事業～ 

題「けの汁発祥の地 和徳城」和徳城主 小山内讃岐の守没後 448 年祭  

■補助金額 361,000円 

（総事業費 658,488円） 

■主な事業内容 

和徳の歴史や伝統を継承し、和徳の活性化につなげるため、

宵宮に合わせて４４８年祭を開催し、けの汁のふるまいを行っ

た。また、けの汁コンテストも行い、４４８年祭で表彰式とグラ

ンプリ作品の試食会も実施し、地域住民をはじめ、市民に和徳

の歴史を知ってもらうことができた。 

 

 

弘前市立福村小学校後援会 

「子どもの安全・安心サポート事業」 

■補助金額 105,000円 

（総事業費 117,720円） 

■主な事業内容 

多くの地域住民が子どもたちを見守っているという姿を、 

子どもたち自身や地域のかたにより一層印象づけるため、 

統一したベストを着用して「あいさつ声がけ運動」などを行っ

た。見守り活動に関心を持つ人が増え、地域全体の防犯意識

を高めることができた。 
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１９ 

十面沢お山の会 

十面沢お山の会（お山参詣） 

■補助金額 379,000円 

（総事業費 769,201円） 

■主な事業内容 

十面沢地区で、五穀豊穣を祈願する伝統行事として行われて

きたお山参詣を次世代に継承していくため、子どもたちを巻

き込んだ囃子の練習や旗づくりを行った。小学校でお披露目

会も開催し、より多くの子どもたちに伝統行事を知ってもらう

ことができ、町内の活性化にもつながった。 

 

 

大開町会 

大開町会納涼祭り 

■補助金額 100,000円 

（総事業費 504,438円） 

■主な事業内容 

地域住民同士の親睦をより一層深め、団結心を育むため、 

納涼祭りを開催した。子どもたちの手作りポスターやのぼりを

町内に立てて、多くの人の目に届くよう周知を強化した。 

また、企画の段階から若い世代にも参加してもらうことで、 

多世代の交流も図った。 

 

 

弘前市防災マイスター連絡会 

弘前市民への防災力・減災力の向上推進隊 パートⅡ 

■補助金額 202,000円 

（総事業費 242,923円） 

■主な事業内容 

防災組織の必要性を呼びかけるため、市民向けの研修会を 

開催したり、カルチュアロードで PR活動を行った。また、多く

の人が集まる町会の祭りなどに出向き、防災講話や避難所 

開設の訓練を行い、市民の防災力の向上と自主防災組織の 

結成率向上に寄与した。 
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２０ 

大沢サマーフェスティバル実行委員会 

大沢サマーフェスティバル 

■補助金額 332,000円 

（総事業費 372,738円） 

■主な事業内容 

地域住民に防災について興味を持ってもらうため、午前は 

防災に関する講演会を行い、地域住民の防災意識をより一層

高めた。午後は、露店や獅子踊りの披露などが行われる祭り

で交流を深めてもらうことで、お互いの顔が見える関係を 

作り出し、地域の活性化を図った。 

 

 

楽しいね!!東目屋実行委員会 

東目屋地区・多賀神社の清水大祭と共催する夏祭り 

■補助金額 494,000円 

（総事業費 736,691円） 

■主な事業内容 

地域住民に親しまれている多賀神社の清水大祭にあわせて、

地区全体が一体感を深め、地域外にも東目屋を PRできる 

祭りを開催した。ねまり相撲の大会を開催したほか、一代様で

ある「ねずみ」のメイクや、ねずみのスプレーアートの実演など

を行い、地域内外に魅力を発信することができた。 

 

 

弘前市立松原小学校保護者と教師の会 

松原小学校学児童のねぷたをとおした伝統文化の継承と地域活性化 

■補助金額 200,000円 

（総事業費 222,467円） 

■主な事業内容 

松原小学校の創立４０周年をきっかけに、地域で長年行われ

てきたねぷたに小学校の５・６年生を中心に参加させてもら

い、灯籠制作や囃子の練習、合同運行を体験した。 

子どもたちが弘前ねぷたという伝統文化に触れる機会を提供

し、ねぷたをより身近に感じてもらうことができた。 
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２１ 

自由ケ丘町会 自主防災会 

防災・減災・地域づくり事業 

「第３回 自由ケ丘町会 自主防災会 避難訓練事業」 

■補助金額 161,000円 

（総事業費 197,864円） 

■主な事業内容 

いつ起こるかわからない災害に備え、地域住民対象の避難訓

練を実施した。避難方法、避難誘導、避難者への対応、炊出し

の作り方、消火器点検のほか、難所の開設を行った。 

住民一人一人に災害への危機意識を持ってもらい、災害に 

対応する力を身に付けることができた。 

 

 

三大地区地域づくり連絡協議会 

三大地区地域・子どもの見守り活動 ポスター・標語作成事業 

■補助金額 31,000円 

（総事業費 75,928円） 

■主な事業内容 

日々の見守り活動を通して、子どもたちにも自分の身を守る

意識を高めてもらう必要性を感じたため、「交通安全」「防犯」

に関するポスター・標語を募集し、掲示した。作品は地域の 

公共施設等へ掲示することで、子どもたちに限らず、多くの 

人の防犯意識を高めることができた。 

 

 

専門家集団「らの会」 

士の付く仕事博覧会 資格の取り方・利用の仕方・よろず相談 

■補助金額 139,000円 

（総事業費 155,516円） 

■主な事業内容 

弁護士・司法書士などの「士業」について、専門性の違いや、 

資格の取り方などを知ってもらい、より身近に感じてもらう 

ために博覧会を開催した。市民の「士業」への関心が高まった

ほか、専門家が集まるボランティア団体があり、定期的に相談

会などを開催していることも周知できた。 
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２２ 

弘前駅前遊歩道賑わい祭実行委員会 

HIROSAKI JAZZ STREET 2019 

■補助金額 500,000円 

（総事業費 1,033,685円） 

■主な事業内容 

弘前駅前公園と遊歩道を活性化させるため、市内外のジャズ

バンドや、航空自衛隊音楽隊、市内中高の吹奏楽部を多数招

致し、ストリートライブ及びコンサートを開催した。イベントを

きっかけに、多くの市民が遊歩道を歩き、ジャズを楽しみ 

ながら駅前地区の良さを知ってもらうことができた。 

 

 

津軽ひろさきマーチング委員会 

ひろさきの「古い街並み写真」の水彩写生を通じて街並をアーカイブする 

重要性を再認識しよう「みんなで描こう ひろさき『古街』百景Ⅱ」  

■補助金額 409,000円 

（総事業費 576,236円） 

■主な事業内容 

より広く景観保存の重要性を周知し、今の風景を大切にする

意識の向上を目指し、白黒写真でしか残っていない風景に 

ついて、写真の展示と水彩画として着色し描くイベントを開催

した。また、プロのイラストレーターによる水彩画をポスター 

タイプのカレンダーにして、公共施設や地域で掲示・配布した。 

 

 

弘前大学丹波研究室 

さくらまつり駐車場空き情報リアルタイム発信事業 

■補助金額 491,000円 

（総事業費 581,681円） 

■主な事業内容 

弘前さくらまつり期間内に、弘前公園周辺の道路や駐車場が

混雑するのを緩和するため、弘前公園周辺などの主要な駐車

場の空き状況をリアルタイムでWebページを使って発信し

た。利用者からは好意的な意見が多く見受けられ、今後も継

続して行っていくことの重要性を感じることができた。 
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２３ 

弘前グローカル・アクション 

「あのね、知ってる？ここにもフランス」プロジェクト 

■補助金額 189,000円 

（総事業費 210,470円） 

■主な事業内容 

他国の文化に触れる機会を作り、異文化体験を通じて市民 

同士の交流の場を創出するため、手回しオルガンのワークショ

ップを行った。また、弘前とフランスとの関わりがあるお店や

人物などを紹介するリーフレットも作製し、外国文化を通じた

弘前の魅力を発信することができた。 

 

 

おしごと体験広場 キッズハローワーク実行委員会 

おしごと体験広場キッズハローワーク 

■補助金額 500,000円 

（総事業費 1,184,210円） 

■主な事業内容 

子どもたちに、大人になることや働くことが素晴らしいと思っ

てもらうため、誰もが知っているメジャーな仕事から、地域性

の強い仕事まで、社会には様々な仕事があることを体験・ 

体感できるイベントを開催した。協賛してくれる企業や団体も

増え、地域の産業を参加者に PRすることもできた。 

 

 

DOG FES IWAKI 実行委員会 

DOG FES IWAKI 2019 

■補助金額 492,000円 

（総事業費 1,443,558円） 

■主な事業内容 

愛犬と暮らす地域環境を少しでも良くするため、愛犬家と楽

しみ、学ぶ場としてDOG FES IWAKI 2019を開催した。 

ドッグランや、しつけ教室などのワークショップ、ミニゲーム 

などを通して、犬と外で遊ぶために必要な人と犬との関係性

やマナー、しつけなどについて伝えることできた。 
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２４ 

ムーンライトシネマフェス実行委員会 

ムーンライトシネマフェス 

■補助金額 449,000円 

（総事業費 499,656円） 

■主な事業内容 

以前よりも活気が失われつつある土手町に人を呼び、活性化

させるため、土手町の中心にある蓬莱広場で映画の上映会を

行った。また、飲食店の出店や、上映前にはジャズの生演奏も

実施するなど、多くの人が上映会を楽しめる工夫をし、まちの

魅力をより発信することができた。 

 

 

冬に咲くさくらライトアップ実行委員会 

冬に咲くさくらライトアップ 

■補助金額 499,000円 

（総事業費 1,195,625円） 

■主な事業内容 

弘前の冬の魅力や美しさを伝え、冬期間の観光資源のひとつ

とするため、弘前公園外濠の雪が積もった桜の木をさくら色

にライトアップした。その様子を SNSで発信したり、「夜の 

弘前まち歩きマップ」を作製し配布するなど、冬の弘前をより

盛り上げることができた。 
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１％システム 

ホームページ 

市民協働課 

Facebook 

 お問い合わせ  

弘前市 市民協働課 協働推進係 

Ｔ Ｅ Ｌ 0172-40-7108（直通） 

F A X 0172-35-7956（代表） 

Email shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp 


