
平成２３年度「弘前市市民参加型まちづくり１％システム」採択事業一覧

（単位：円）

募集
時期

番号 事業名 団体名 事業内容 申請額 採択金額 交付決定額 確定額

１次 1 開保地堰U字溝設置事業 十面沢町会

　町会の農業用水・防火用水・融雪用水として利
用されている開保地堰について、U字溝を購入
し、地域住民で改修工事を行うことにより、地域
の生活環境の向上を図る。

472,000 472,000 472,000 472,000

１次 2 山岸堰改良事業 国吉町会

　町会の農業用水・防火用水・融雪用水として利
用されている山岸堰について、U字溝を購入し、
地域住民で改修工事を行うことにより、地域の生
活環境の向上を図る。

493,000 493,000 493,000 493,000

１次 3 松木平夏まつり
松木平夏まつり実
行委員会

　地域コミュニティが希薄となり、40年程前ま
で開催されていた盆踊りも自然消滅し現在に至っ
ている。地域住民の顔が見える世代を超えた交流
を復活させ、安全・安心な暮らしの一助となるこ
とを目的に夏まつりを実施する。

500,000 135,000 135,000 135,000

１次 4
城西学区安全で安心なまち
づくり推進事業

城西学区子ども安
全サポート推進事
業部

　犯罪や事故のない、安全で安心して生活できる
地域の環境づくりを目指し、住民参加による防犯
パトロールを実施し、地域住民の防犯意識の向上
を図る。

143,000 143,000 143,000 130,000

１次 5
CLAP YOUR HANDS
（クラップ　ユア　ハン
ズ）

CLAP（クラッ
プ）

　カルチュアロード開催時に、街なか情報セン
ター周辺を会場とし、弘前市近郊で活動するダン
スサークル（約20団体予定）の発表会を開催
し、ダンス活動の普及を図るとともに、カルチュ
アロードの集客を図る。

500,000 255,000 255,000 255,000

１次 6
「かかしコンテスト」によ
る葛原地域活性化事業

葛原町会

　過去に実施してきた事業で、子どもからお年寄
りまで住民が積極的に参加し実施した「かかしコ
ンテスト」を復活させ、地域の世代間交流を図
り、地域の活性化を図る。

144,000 126,000 126,000 126,000

１次 7
コミュニティシネマ事業
「harappa映画館」

ＮＰＯ法人
harappa

　中心市街地を会場とし年2回の映画上映を行う
ほか、映画教育の一環として、監督や俳優などを
招聘しティーチインを行い、より映画を楽しむ事
業を実施し、地域住民に対する映像芸術、映画文
化の普及と振興を図る。

500,000 500,000 500,000 500,000

１次 8
若手アーティスト支援事業
「ARTippo」

ＮＰＯ法人
harappa

　年２回弘前市近郊の若手作家の発表の場を形成
するとともに、展示だけでなく、ワークショップ
などを通して、交流の場を創出する。また、国内
外で活躍するアーティストを招聘し、弘前の新し
いアートの触れる場を提供する。

360,000 360,000 360,000 314,000

１次 9
地域の文化資源を生かした
生活の再発見プロジェクト
「岩木遠足２０１１」

岩木遠足実行委員
会

　吉井酒造煉瓦倉庫を中心に、生活や音楽を巡る
公演やワークショップ、ライブなどで構成される
イベントを開催し、地域の新しい価値を発見する
とともに、出会いと賑わいが生まれる場を創出す
る。

500,000 500,000 500,000 500,000

１次 10
日本語学習サポート事業に
かかわる各種イベント事業

弘前日本語クラブ
　市内等に在住する外国人の日本語学習の一環と
して、日本文化の体験・学習、各国文化の紹介を
通して、日本語理解と文化交流を図る。

119,000 119,000 119,000 93,000

１次 11
槌子町会ふれあい納涼祭・
ニジマスつかみどり祭り

槌子町会
　地域住民の親睦と世代間交流を図るため、「ふ
れあい納涼祭」「ニジマスつかみどり祭」を実施
する。

162,000 29,000 申請辞退

１次 12
防犯対策事業「町内防犯巡
回と防犯のための街灯設
置」

槌子町会

　町会住民の安全と明るい街づくりを進めるた
め、月に１～２回程度の町内の防犯巡回を行うと
ともに、町内の街灯の総点検を実施し、街灯器具
の取替え、新設を行う。

342,000 27,000 申請辞退

１次 13 弘前市市民後見人養成研修
一般社団法人権利
擁護あおい森ねっ
と

　成年後見人の需要が増え、成年後見人制度の養
成が社会の急務となっている中、市民の成年後見
制度の理解を深め、制度利用が進むように、「弘
前市市民後見人制度養成研修」を実施する。

500,000 410,000 410,000 395,000

１次 14
築城４００年記念「たか丸
くん文学賞」設立事業

弘前文学学校

　築城４００年祭の記念として「たか丸くん文学
賞」を設立し、「弘前」をテーマにした小説と
エッセイを公募し、選考する。弘前に対する思い
を表現することにより、街づくりに対する意識を
高める。

494,000 57,000 申請辞退

１次 15
自然順応型健康法体験によ
る健康と生きがいづくり

弘前市民の森の会

　体力も衰え、精神的にも不安定になる中高年者
を対象に、自然順応型健康法（森林療法・自然療
法・園芸療法、芸術療法）を体験してもらい、自
然治癒力を高めることで、心も体も健康な市民を
増やす。

282,000 54,000 申請辞退
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１次 16
三省SUN太陽（サン）フェ
スティバル事業

三省地区地域活性
化協議会

　三省地区（５町会）の住民を対象に、地区内の
ねぷた運行や、家族の関係や青少年の非行などを
テーマとした津軽伝統人形芝居、大声大会を開催
し、地域の子どもから大人まで交流する場を設け
ることで、親子の絆や地域の連帯感を高め、安心
安全な地域づくりを進める。

245,000 98,000 98,000 98,000

１次 17

～学生の力でバス・電車を
使いやすく！～
人とまちを繋ぐ情報誌
「ほっと」発行プロジェク
ト

Ｈ・Ｏ・Ｔ
Managers

　大学生をはじめ、車を使えない人たちが、公共
交通をより使いやすく、より身近なものにするた
め、路線バスや電車の利用法や地域情報を盛り込
んだ情報誌を発行し、公共交通機関の利用促進を
図るきっかけづくりとする。

459,000 459,000 459,000 444,000

２次 18
北地区コミュニティ会議
安全・安心のまち（安全な
町づくり推進事業）

北地区コミュニ
ティ会議

　地域の各種組織で構成される北地区コミュニ
ティ会議に、新たに、北地区９町会からの協力を
得た「安全な町づくり推進委員会」を設置し、子
ども１１０番の家マップづくりや登下校通学路調
査、声がけ支援などを実施し、住民参加型の安心
安全なまちづくりを推進する。

240,000 240,000 240,000 240,000

２次 19 中野町会「餅つき大会」 中野町会
　町会会員の親睦を図るとともに、家族のふれあ
いの場を提供するため、餅つき大会を開催する。

37,000 37,000 37,000 31,000

２次 20 農道維持管理事業 三和町会

　農道の舗装が壊れている部分について、地域住
民により補修作業を行う。また、農業従事者の高
齢化が進み、冬期間の枝切り等の作業が大変重労
働となっているため、地域住民による農道除雪を
実施し、農地までの移動を容易にし、農作業の環
境を整備する。

495,000 486,000 486,000 486,000

２次 21
「前川國男の建物in弘前」
身近にあるあずましさ発見
レクチャー＆ツアー

前川國男の建物を
大切にする会

　弘前に現存する前川國男の建物の素晴らしさ、
その建築的・文化的歴史的価値を多くの市民に
知ってもらうため、前川國男の下で弘前の作品を
担当してきた仲邑孔一氏を講師に招き、実際に建
物を見学するレクチャーツアーや対談講演会を開
催する。

424,000 289,000 申請辞退

２次 22
藤代地区の子供たちを見守
り隊事業

自主防犯パトロー
ル隊アップル☆
キッズ

　致遠・三省小学校の小学生を対象に、非行防止
や防犯をテーマにした紙芝居や絵本の読み聞か
せ、あいさつ運動などを通して、地域ぐるみの防
犯活動に取り組む。

188,000 188,000 188,000 155,000

３次 23
次世代ねぷた笛伝承プロ
ジェクト

津軽横笛ギネス実
行委員会

　津軽の郷土芸能であるねぷた囃子の横笛を次世
代へ伝承するため、市内小学校へ笛を寄贈し、学
校を訪問して指導を行っていく。また、郷土芸能
を通じた地域活性化を図るため、笛をツールとし
たまちづくりを、市民みんなで考えるワーク
ショップを開催する。

348,000 348,000 348,000 233,000

３次 24

産業遺産的価値の高い蒸気
機関車公開開始及び青森県
最古の駅舎・弘南鉄道新里
駅リニューアルオープンセ
レモニー事業

特定非営利活動法
人 五能線活性化倶
楽部

　弘南鉄道新里駅構内に移設した蒸気機関車の公
開と駅舎のリニューアルを記念するセレモニー
を、地域住民等と一体となって実施する。東北新
幹線新青森駅開通一周年の日に実施することで、
弘前市の新たな観光資源を全国的にアピールする
ことができ、更なる観光誘客を図る。

330,000 330,000 330,000 330,000

３次 25 ベジスタinひろさき
ベジスタinひろさ
き実行委員会

　弘前産農産物の素晴らしさを地域の方に知って
もらうために、親子で参加できる食育イベントを
開催するとともに、全国組織である「ベジスタ」
と連携をとり、弘前産農産物の全国へのPRの場
を創出する。

500,000 500,000 500,000 500,000

３次 26
弘前市民のための専門職に
よる権利擁護ネットワーク
事業

一般社団法人権利
擁護あおい森ねっ
と

　市民後見人養成研修受講者のバックアップづく
り及び市内の専門職のネットワークづくりなどを
目的に、市民後見人等を支えるための専門職の
ネットワーク会議、市民のための専門職による総
合相談会、市民を対象とした市民後見人の講演会
を開催し、高齢者や障がい者などの権利擁護の推
進を図る。

500,000 500,000 500,000 500,000

３次 27

パフォーマンスアートふれ
あい事業２０１１
～世界のパフォーマンス
アートを楽しむ３日間～

FUNKY
STADIUM

　演劇・ダンス等の舞台芸術、音楽、大道芸な
ど、自分自身の身体を使って表現を行うパフォー
マンスアートを用いて、若者や親子が気軽に参加
し楽しめるワークショップを開催し、新たな人の
つながりや家族の絆を深める。また、ワーク
ショップ最終日に、パフォーマンスアートの祭典
を開催する。

500,000 500,000 500,000 500,000

３次 28
弘前アダプテッド・スポー
ツフェスティバル

5-Between

　アダプテッド・スポーツフェスティバルを開催
し、障がい者の社会参加を図るとともに、健常者
と障がい者が一緒にスポーツを楽み交流を深め、
障がい者に対する理解を深める。

209,000 209,000 209,000 187,000

7,864,000 7,408,000 7,117,000

申請事業　　 44事業 15,004 千円

採択事業　　 28事業 7,864 千円

交付決定事業 23事業 7,408 千円

合　　　　　計


