
市民参加型まちづくり１％システム　（平成26年度1次募集）審査結果

合計得点
（平均）

３点未満の
審査項目

1 継続 弘前歩こう会
市民健康増進事業「第3回　津軽岩
木スカイラインを歩いてみよう会」

市民の健康増進と親睦交流を図るため、「津軽岩木スカイライン」をゆっくりと自
分のペースで歩く健康増進事業を実施する。今年は参加者数の枠を撤廃し、小学生
の10㎞コース参加を可能とする変更を加え、安全対策を強化し、多くの参加者に
ウオーキングの素晴らしさを体感してもらうと共に、岩木山の紅葉の絶景と弘前市
の魅力を全国に発信する。

460,000 92.3 － ○ 460,000

講師等謝礼（看護師、救護支援員等）、消耗品費（紙コップ、ゴミ袋、コピー
用紙、ＦＡＸロール紙等）、印刷製本費（ポスター・チラシ、資料等）、通信
運搬費（関係団体周知案内、参加者案内等）、保険料、使用料（スカイライン
通行料、会バス、仮設トイレ等）、その他経費（ゼッケン洗濯）

2 継続 槌子町会
環境美化事業
槌子町会環境美花「花いっぱい運
動」

町会の青年部、成年部、女性部、子ども会、高齢者対策部が中心となり、町会総出
で実施した「花いっぱい運動」を引き続き実施する。町会の大通りの他、町会を東
西に延びる枝線の住宅沿いにもプランターを設置し、町内の花壇やプランターに苗
花を植えることで、地域の環境美化を図るとともに、住民同士の交流と親睦、相互
扶助の活動的な明るい町会をつくる。

134,000 84.2 － ○ 134,000
消耗品費（プリンターインク、印刷用紙、マスク、軍手、黒土、腐葉土、苗
花、球根等）、燃料費（プランター運搬車ガソリン）、イベント保険料、賃借
料（軽トラック）、その他経費（土振い器）

3 新規
特定非営利活動法人
もったいないつがるの会

宴の後は地球に戻そうプロジェクト
事業

楽しい宴会にも生ごみが発生することや、生ごみが農業資源（生ごみ堆肥）になる
ことを多くの市民に意識してもらうため、大規模なさくらまつり宴会を開催する団
体から生ごみを回収し、堆肥化施設で堆肥化する。また、家族などで花見宴会をす
る市民には、段ボールコンポストで堆肥化し、できた堆肥を秋野菜栽培などに生か
してもらう。

330,000 44.6

⑨事業の内容・規模に合った
予算（2.9）⑩市民の貴重な
税金を使うことによる効果
（1.8）

× -

（審査委員会での主な意見）
計画された内容が、実現可能で社会的に受け入れられるような仕組みにまで
至っていないため、効果的に実施できるような計画と、環境問題に取り組む関
係機関と連携した体制づくりを行っていただきたい。

4 新規
ミュージックキャンプ
ひろさき実行委員会

ミュージックキャンプひろさき２０
１４

音楽を学び楽しみたい市民が、誰でも学べるチャンスを提供するため、フルートと
オーボエの公開レッスンとコンサートを開催する。レッスンでは、直接講師から学
ぶことができ、受講者以外にも、レッスンに興味のある人は誰でも聴講できる。コ
ンサートでは、講師演奏のほか、レッスン受講者による演奏披露の時間も設ける。

452,000 27.1

①事業の効果が限定されない
（0.7）②ひろく不特定かつ多数
のための利益増進（1.8）⑤計画
や予算の具体性（2.5）⑨事業の
内容・規模に合った予算（1.8）
⑩市民の貴重な税金を使うこと
による効果（1.4）

× -

（審査委員会での主な意見）
・音楽に対する情熱は理解しますが、事業の実施手法について、地域の実情や
ニーズを的確に捉え、それらを踏まえた提案をしていただきたい。
・事業費に占める講師謝礼・交通費のウェイトが大きく、その効果を広く不特
定多数の人が得られるような展望が見えてこない。

5 新規 岩木山桜会議
岩木山環状線（ネックレスロード）
街路樹の手入れと宮沢賢治の旅を訪
ねて

岩木山環状線（ネックレスロード）は、オオヤマザクラ植樹から10年経過し、枯
れや雪害による被害、つる絡まり等が見られる木々が増えてきている。そこで、市
民の環境に対する意識の向上と郷土愛を深めるため、環状線の街路樹の手入れと、
岩木山のふもとにある、宮沢賢治が弟を訪ねてきたという旧陸軍兵舎（鰺ヶ沢山田
野地区）を訪れるバスツアーを行う。

225,000 74.2 － ○ 225,000

交通費（現地準備等スタッフ交通費）、消耗品費（プリンターインク、コピー
用紙、のこぎり等）、食糧費（作業用）、印刷製本費（パンフレット、配布資
料）、通信運搬費（メール便、ハガキ）、ボランティア保険、使用料（軽ト
ラック、大型バス、会場等）、その他経費（見学場所提供者へ謝礼、高切のこ
ぎり、クリーニング）

6 継続 五代町会
五代町会夏祭り＆ほたる鑑賞会（学
習会）

ホタルが一番多く発生する時期に合わせて、夏祭りとホタルの鑑賞会（学習会）を
行うことで、子ども達がほたるの習性と自然環境に思いを寄せるきっかけ作りと
し、子どもと大人がコミュニケーションをとりながら町会民の親睦を図る。

146,000 90.0 － ○ 146,000
消耗品費（コピー用紙、ゴミ袋、軍手、立て看板、懐中電灯等）、燃料費（草
刈機等用）、印刷製本費（資料）、イベント保険、使用料（会場、音響設備、
簡易トイレ、軽トラック）、その他経費（簡易トイレ汲み取り）

7 新規
ひろさき
環境パートナーシップ２１

環境教育用だんぶり池下敷き作成活
用事業

いろいろな生きものに触れることができる「弘前だんぶり池」で見られる生きもの
や生態系を紹介した下敷きを作成し、だんぶり池での観察のポイントがわかる資料
として活用する。市内の小学校５年生全員をはじめ、だんぶり池で観察活動を行う
人たちに配布することで、生きものへの愛着を持ち、自然保護や失った自然を取り
戻す活動の意義を広く知ってもらう。

219,000 88.5 － ○ 219,000
消耗品費（コピー用紙、プリンターインク）、印刷製本費（下敷き）
（審査委員会での主な意見）
・事業を実施する際は、できる限り市内業者を利用してください。

8 継続 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443年祭

和徳町の地域には、むかし、和徳城があったことや、その城主である小山内讃岐守
が大浦為信によって落城された歴史を持ち、落城前に兵士たちが食べたとされた
「けの汁」の発祥の地とされていることを、次代を担う子どもたちに伝えていくた
め、郷土料理でもある「けの汁」コンテストや和徳の歴史を掲載した街歩きマップ
を作成する。

500,000 83.5 － ○ 500,000

講師等謝礼（記念講演講師等）、消耗品費（プリンターインク、コピー用紙、
のぼり等）、食糧費（作業時飲み物）、燃料費（照明用）、印刷製本費（ポス
ター、チラシ、パンフレット、冊子等）、通信運搬費（案内等送付）、損害保
険、使用料（テント、照明、会場等），その他経費（コンテスト賞品）

9 新規 在府町で学童保育をする会 在府町で学童保育をする

親が働いているため、放課後や休校日に「かぎっ子」になってしまう学童が少なか
らずいるが、在府町・本町地区には、学童のための公的施設がない。そこで、地区
内にある空き家を活用し、一つの場所で一時預かりを行い、学童の居場所を創出す
ることによって、勤務の都合などで子どもの放課後に不安のある親のサポートをす
る。

500,000 74.2 － ○ 500,000

消耗品費（救急用品、文房具類、イス等）、燃料費（ファンヒーター用）、印
刷製本費（チラシ等）、通信運搬費（電話料）、損害保険、使用料（学童受け
入れ場所の家賃）、その他経費（掃除機、ストーブ、電気料、アルバイト代
等）

10 新規
三省地区いちごわくわくクラ
ブ

いちごで笑顔家族・地域お楽しみ事
業

誰でもどこでも栽培することができるいちごの栽培を通して地域活性化を図るた
め、今年は栽培に関心のある会員を中心に、来年以降地域住民に配布してみんなで
栽培していくためのいちご苗の増殖を行う。

197,000 66.8 － ○ 197,000
消耗品費（苺苗、肥料、堆肥、農薬、ビニール）、印刷製本費（日誌帳）、損
害保険

11 継続 JA相馬村女性部 湯口交差点「花いっぱい運動」

旧相馬村の地図が掲示され、観光バスも頻繁に通る湯口交差点を、湯口地区の老人
クラブや湯口地区会と一緒になって苗花を植えたプランターを設置する「花いっぱ
い運動」を引き続き実施する。活動を続け、参加者を増やすことを目標に、地域で
湯口交差点の環境美化に取り組む。

107,000 77.7 － ○ 107,000
（プランター、花苗、土、農薬、ゴミ袋等）、食糧費（作業時の飲み物）、印
刷製本費（通知文コピー、看板作成）、障害総合保険、使用料（軽トラック）

12 継続 NPO法人　harappa
コミュニティシネマ事業
「harappa映画館」

中心市街地を会場として、県内では上映されることの少ないミニシアターやドキュ
メンタリー映画の上映会を行う。地域性に応じた作品選定や実施準備を、ボラン
ティアスタッフや学生などが一緒になって実施し、映画教育の一環として、監督や
俳優などを招聘してティーチインを行い、より映画を楽しむ取り組みを実施するこ
とで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 66.4 － ○ 500,000

講師等謝礼（上映作品ティーチイン講師）、交通費（講師用）、消耗品費（コ
ピー用紙、文房具）、印刷製本費（チケット、チラシ、ポスター）、通信運搬
費（案内状、上映素材発送）、使用料（上映会場、フィルム、上映設備）、そ
の他経費（手数料）

13 継続
青森スマートドライバー
実行委員会

青森スマートドライバー

市内の交通事故の削減と運転マナー向上を実現するため、オリジナルステッカーの
配布などを通して、「安全運転はカッコイイ」という運動を展開する。従来の交通
安全イベントとは異なり、取り締まるのではなく、良い運転を「褒める」イベント
や小学校等での安全運転についての寸劇を実施し、地域の交通安全意識の向上を図
る。

500,000 81.7 － ○ 500,000

講師等謝礼（啓蒙活動講師）、印刷製本費（ポスター、チラシ）、その他経費
（音響）
（審査委員会での主な意見）
・事業を実施する際は、できる限り市内業者を利用してください。

事業内容
補助金申請額
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14 継続 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

乳井町会内で放棄され崩壊寸前だった史跡である茶臼舘、ホタルが集まるため池の
沿道整備・階段補強や護岸杭打ちなどの整備を行う。地域のこども会や消防団、老
人クラブ等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鑑賞会、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、愛着を高めていく。

368,000 87.9 － ○ 368,000

講師等謝礼（勉強会・研修会講師）、交通費（講師用）、消耗品費（チェーン
ソー刃、塗料、手袋、手すり用杭、コピー用紙、プリンターインク等）、食糧
費（作業時の飲み物）、燃料費（草刈陽ガソリン、混合オイル）、通信運搬費
（郵送用）、使用料（高所枝打ち機、バックホー、ダンプカー）、保険料

15 継続
特定非営利活動法人
スポネット弘前

第２回弘前城リレーマラソン

行事が少ない６月の弘前公園を会場に、５～２１人のチームが１周２ｋｍのコース
をタスキリレーでつなぎ、42.195ｋｍを走破する「弘前城リレーマラソン」を開
催する。子ども、高齢者、障がい者等、少し運動してみたい人から本格的に走る人
まで、様々なニーズに対応したリレーマラソンを実施することで、市民の健康増進
やスポーツ人口の増加を図ると共に、スポーツツーリズムを推進する。

300,000 93.6 － ○ 300,000

消耗品費（文房具、プリンターインク、ゼッケン、たすき、救急用品等）、燃
料費（ガソリン）、印刷製本費（賞状、記録証、チラシ、ポスター、パンフ
レット）、通信運搬費（募集チラシ送付、参加団体通知メール便）、使用料
（会場、ウェイト等）、その他経費（ＨＰ作成費、看板制作・設置・解体、賞
品、振込手数料）

16 新規 音楽の祭日実行委員会
音楽の祭日in弘前（Fête de la

Musique à Hirosaki）

歴史情緒・異国情緒があふれる建物やお店など弘前の注目されるべき部分を市内外
に紹介するため、特に弘前の中にあるフランス文化に着目し、フランスに関する出
店を行うほか、土手町でさまざまなジャンルの音楽を演奏し、街に音楽があふれる
状態を創出し、土手町や市全体に活気をもたらすイベントを開催する。

500,000 61.8 － ○ 500,000

消耗品費（コピー用紙、プリンターインク、名札等）、印刷製本費（チラシ、ポス
ター、パンフレット）、イベント保険、使用料（会場、音響一式、ステージ、テント、
トラック等）、その他経費（看板・タペストリー作成）
（審査委員会での主な意見）
・市内で実施される他の事業の影響を鑑み、事業実施日について再度ご検討ください。
・事業を継続して実施させていくためにも、参加団体からの参加費の徴収をご検討くだ
さい。

17 継続
特定非営利活動法人
津軽広域救急支援機構

野外活動で活用できる外傷セミ
ナー・こどもの救急講習会

遠足やレクレーションなどの野外活動中に起こりうる外傷に対する、救急車が来る
までの対処方法や外傷患者の輸送方法等について広く市民に伝えるため、「外傷セ
ミナー」を行う。また、多くの市民にアレルギー食物についての専門知識やアナ
フィラキシー反応に対する知識を学んでもらい、緊急時の対応についての知識を広
めるため、「食物アレルギー講習会」を開催する。

500,000 94.2 － ○ 500,000
講師等謝礼（セミナー講師）、消耗品費（実習資材、事務用品等）、印刷製本
費（チラシ、テキスト）、通信運搬費（案内、参加テキスト送付）、使用料
（会場、毛布・リネン等）、その他経費（参加費振込手数料）

18 新規
公益財団法人青森県体育協会
岩木青少年スポーツセンター

世界一の桜並木道をノルディック・
ウォーク

比較的気軽に、誰でも取り組めるスポーツとして、2本のストックを使って歩く
「ノルディック・ウォーク」の普及を図るために開催する。コースは７ｋｍと18
ｋｍの２つを設け、世界一の桜並木や水芭蕉、文学碑などを観賞し、嶽を満喫して
もらいながら、運動不足の解消や生活習慣病対策などの機会を創出する。

318,000 65.7 － ○ 318,000

講師等謝礼（指導員、看護師）、消耗品費（プリンターインク、コピー用紙、
ラミネートフィルム、誘導灯用乾電池）、燃料費（レンタカー用ガソリン）、
印刷製本費（チラシ、コース案内図）、通信運搬費（切手、チラシ送料）、損
害保険、使用料（無線、救護用レンタカー）、その他経費（看板、アルバイト
賃金等、振込手数料）

19 新規 若葉町会 若葉町会納涼祭り

津軽ダム工事の際に引っ越してきた住民と元からの住民が交流するために行われる
ようになった納涼祭りを継続して開催する。準備段階から子どもたちの協力を得な
がら、家族で楽しみ、地域の高齢者や高齢者施設の利用者など多くの人が交流し親
密に触れ合うことができる祭りにすることで、地域内の連帯意識の向上を図り、町
会活動の活発化や地域内の防犯対策につなげる。

79,000 78.9 － ○ 79,000
講師等謝礼（アトラクション出演者）、食糧費（作業時の飲み物）、ボラン
ティア保険、その他経費（照明配線一式）

20 継続 弘前市民の森の会 弘前市民の森で元気になろう

ストレスが多い現代社会において、多くの市民の健康と生きがいづくりを目的に、
自然環境に恵まれている「市民の森」での各種健康法（森林療法、園芸療法、芸術
療法）の体験や、収穫した野菜を活用した料理教室、「ストレスと病気」をテーマ
とした健康セミナー・健康相談を行う。

170,000 88.8 － ○ 170,000
講師等謝礼（陶芸体験講師）、消耗品費（ラミネートフィルム、苗、コピー用
紙、料理教室材料費等）、印刷製本費（コピー代、チラシ、ポスター）、イベ
ント保険、使用料（送迎用タクシー、会場）、その他経費（送迎車への謝礼）

21 新規 石川町会 大仏公園紫陽花まつり

町会内にある大仏公園と、公園内の紫陽花を広く市民に知ってもらうため、「紫陽
花まつり」を開催する。公園内の各所にクイズポイントを設置したり、写真コンテ
ストや俳句・短歌コンテストを行うほか、紙ひこうき大会や祭りを盛り上げるため
の余興を行うことで、より多くの市民に大仏公園に足を運んでもらう。

278,000 87.9 － ○ 278,000

講師等謝礼（入選選考者、余興出演者）、消耗品費（コピー用紙、記録用ノー
ト、プリンターインク、ペンキ、ストップウォッチ、コンパネ等）、食糧費
（作業時の飲み物）、印刷製本費（チラシ、ポスター）、通信運搬費（賞品発
送）、イベント保険、使用料（音響）、その他経費（入賞者賞品、舞台設置費
等）

22 新規
特定非営利活動法人
ひろさきレクリエーション協
会

レクリエーション公認指導者養成講
座「ひろさきレクリエーションセミ
ナー」

生涯学習のあらゆる分野で活用されてきたレクリエーションだが、近年、医療や福
祉の分野でゲームやダンス等を楽しみながら身体の機能回復することに活用され、
必要性・重要性が高まっていることから、レクリエーションについての技術や技能
を習得する講座を開催し、さまざまなニーズに応えられるレクリエーション指導者
を養成する。

394,000 37.1

①事業の効果が限定されない
（2.5）⑨事業の内容・規模
に合った予算（2.9）⑩市民
の貴重な税金を使うことによ
る効果（1.4）

× -

（審査委員会での主な意見）
・レクリエーション活用の場面や当市における人材養成の必要性は理解します
が、公認指導者の養成は貴法人の本務と考えられ、当制度に提案した目的が明
確に見えてこない。
・レクリエーションリーダーが地域に広がり、それぞれの地域で実践するため
にも、公認指導者の養成以外に他の手法をご検討いただきたい。

 22事業（新規11事業　継続11事業） 7,177,000

採択：
19事業
不採択：
3事業

6,001,000

採点方法　　

・採点は審査項目１０項目について３段階評価とし、１人１００点満点（１０項目×１０点）により評価を行う。

・採点の結果、出席委員の平均点が６０点未満の場合または各審査項目ごとに算出した平均点が３点未満となる項目が

　ある場合は、補助金を交付できないものと判定する。

合計

審　査　項　目

公益性
①   事業の効果が特定の者に限定されない

②　ひろく不特定かつ多数のための利益増進のものとなっている

必要性
③　地域社会における課題を的確にとらえている

④　市民ニーズに対応する解決策として有効なものとなっている

費用の妥当性
⑨　事業の内容・規模に合った予算になっている

⑩　市民の貴重な税金を使うことによる効果が認められる

実現性
⑤　計画や予算が具体的で、事業の実施手段や体制などが合理的である

⑥　提案されている事業が実現可能なものとなっている

将来性
⑦　事業効果が一過性ではなく、継続性が期待できる

⑧　将来的に広く波及効果が期待できる


