
市民参加型まちづくり１％システム　（平成28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５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。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ともに、岩木山の紅葉の絶景と弘前市の魅力を全国に発信する。

76.2 － ○

講師等謝礼（救護連絡等支援員、交通誘導警備員）、消耗品費（ゴミ袋、
コピー用紙、プリンタインク、ＦＡＸインクフィルム、草刈り鎌、角杭、
サロンパス 等）、印刷製本費（ポスター・チラシ、完歩証、資料等）、
通信運搬費（関係団体・各学校周知・参加者案内郵便料、振込受付確認用
はがき等）、傷害保険料、使用料（バス、スカイライン通行料、仮設トイ
レ、交通規制看板等）

2 継続 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３回　津軽の伝
統文化と昔の遊びに触れてみよう」

今日の子どもたちが失いつつある日本の伝統的文化と昔の遊びに親しむ機会を創出
し、時敏地区内の子どもたちと高齢者がふれあうことで世代間交流を図ると共に、地
域の大人が協力して地域の子どもたちの健全な成長を培うことに対する理解につなげ
る。

74.6 － ○

講師等謝礼（看護師、体験指導者等）、消耗品費（コピー用紙、色紙、封
筒、プリンタインク、クリアファイル、ゴミ袋、テープ、はさみ、花器、
生花、体験用お茶 等）、印刷製本費（チラシ、紙飛行機型紙）、通信運
搬費（関係団体連絡用切手）、使用料及び賃借料（体験用三味線、看板、
運搬用トラック、茶席用毛氈）

3 継続
弘前駅前遊歩道賑わい祭実行
委員会

弘前駅前遊歩道賑わい祭
HIROSAKI JAZZ STREET
2016

弘前駅前公園及び遊歩道の週末の散策者・通行者が減少していることから、これらの
場所を歩いたことがない市民が街歩きをするきっかけを作り出すため、市内外の
JAZZバンドを多数招致し、ストリートライブ及びコンサートを開催する。イベント
をきっかけに、より多くの市民が駅前の利便性に気づき、遊歩道を活用する人が増加
することにより、地域の活性化につなげる。

82.2 － ○

講師等謝礼（演奏者等）、消耗品費（スタッフ・出演者用パスシール、事
務用品等）、印刷製本費（チラシ、ポスター）、イベント賠償責任保険、
使用料及び賃借料（会場、照明機材、音響機材、パイプ椅子、テント、出
演者控え室、駐車場、資材運搬用車両等）、その他経費（看板、交通指導
員、ゴミ回収、支払手数料）

4 新規
特定非営利活動法人もったい
ないつがるの会

もったいない食育学習出前講座

保育園児を対象とした出前講座を実施し、ダンボールコンポストで生ごみを堆肥化す
る方法や、廃食用油をローソクにする方法などを学んでもらい、その後、保育園では
実際に生ごみ堆肥化の作業を園児たちに継続してもらう。ごみを減らすための作業を
実際に行うことで、生ごみを出さないために給食を残さないという意識や、リサイク
ルへの理解につなげる。

69.7 － ○

消耗品費及び原材料費（ダンボールコンポストセット、教材用マジック・
風船等）、印刷製本費（チラシ、案内状）、通信運搬費（案内状郵送）、
使用料及び賃借料（車両）
【審査委員会での主な意見】
・対象を、市内の保育園として事業を実施してください。
・園児が対象であることから、使用する器具等を清潔に保つなど、衛生面
に配慮してください。

5 継続
青森県ノルディック・ウォー
ク連盟

「第４回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18ｋｍ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し、市民の健康づくりを推
進する。

81.2 － ○

講師等謝礼（看護師）、消耗品費及び原材料費（プリンターインク、コ
ピー用紙、封筒、宛名シール）、燃料費（レンタカー用ガソリン）、印刷
製本費（チラシ、コースマップ）、通信運搬費（チラシ送料）、損害保険
（参加者用）、使用料及び賃借料（救護用レンタカー）、その他経費
（コース誘導員、振込手数料）

6 継続 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、元から地域に住む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。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ため、子どもたちが準備段階から祭りに関わることとや、
高齢者世帯に声掛けをして参加を促すなど、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。

70.9 － ○
講師等謝礼（アトラクション出演者）、消耗品（コピー用紙）、食糧費
（作業時の飲み物）、印刷製本費（回覧用チラシ）、通信運搬費（事業報
告資料送付）、ボランティア保険、その他経費（照明配線一式）

7 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の沿道改修や、ホタルが集ま
るため池の泥上げなどの整備を行う。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、愛着を高めていき、さらには地域内の歴史巡
回小径の整備を進めていく。

81.7 － ○

講師等謝礼（勉強会・研修会講師）、交通費（講師）、消耗品費及び原材
料費（チェーンソー刃、塗料、砂利・砂、舗装用生コン、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・資材運
搬用ガソリン、重機・泥運搬用軽油、混合用オイル）、保険料、使用料及
び賃借料（バックホー、ダンプカー、枝打ち機器）

8 新規 南大町町会 弘前城の何でも歴史名人になろう。

町会の児童や生徒数が減少し、町会の行事に参加する子どもが少なくなってきている
ことから、世代間で交流を図れる事業として、町会の子どもたちと弘前公園へ行き、
弘前城の歴史を学べる場を設ける。子どもたちが成長して郷土を離れても、弘前の良
さを他の地域の人にアピールできるような、郷土への誇りを持った人間の育成を図
る。

60.8 － ○

講師等謝礼（公園ガイド料等）、消耗品費（コピー用紙、プリンターイン
ク、データ保存用USBメモリ）、印刷製本費（資料等コピー）、傷害保
険、使用料（会場費、バス借上げ）
【審査委員会での主な意見】
・大型バスの利用を変更するなど、規模や内容に合った予算で事業を実施
してください。

9 継続 Rainbow Muse Hirosaki 弘前さくらコンサート　Vol.2

市民に質の高い音楽に触れてもらえる機会を創出するため、子どもから大人までのピ
アノ演奏だけでなく、小学生によるブラスバンドなど、さまざまな音楽を交えたコン
サートを開催する。このコンサートを機に、来場者も出演者も、生涯教育としても音
楽に触れてもらえるように、ピアノのソロ・デュオ・アンサンブル等の幅広い音楽の
楽しみ方を知ってもらう。

70.9 － ○

講師等謝礼（演奏会出演者）、交通費（演奏会出演者、調律師）、消耗品
費及び原材料費（プリンターインク、コピー用紙、文具）、印刷製本費
（プログラム）、通信運搬費（通知用はがき、切手）、使用料及び賃借料
（会場、会場備品、楽器運搬用トラック等）、その他経費（調律代、駐車
場警備員等）

10 継続 イキイキ健康クラブスマイル イキイキ健康クラブスマイル

毎週木曜日に健康体操と、日頃の悩みや生活に役立つ情報交換や昔語りを聞いたり歌
を歌う場を提供することや、年間行事としてコンサートや弘前に関する教養講座を実
施する。定期的に体操することや文化的な活動を行うことで、心と体の両面からアプ
ローチし、明るく健康で、生き生きとした生活を送る高齢者を増やしていく。

77.3 － ○

講師等謝礼（体操、教養講座、コンサート演奏、歌唱指導）、消耗品費
（テープ、色紙、クレヨン、コピー用紙、封筒、調理実習材料費　等）、
通信運搬費（切手、はがき）、スポーツ安全保険、使用料及び賃借料（教
養講座・交流会・コンサート・調理実習・健康体操等会場）、その他経費
（コンサート会場設営アルバイト）

11 新規 北地区コミュニティ会議 農園が変わる　集いの広場へ

地域住民の手で整備した交流農園を活用し、地域に住む子どもから高齢者までが野菜
づくりを行うことによって、地域の連帯感を高める。子どもたちには野菜の生育から
収穫までを体験してもらい、高齢者には農園の近くにある公園等で文化体験イベント
に参加してもらい、仲間とのコミュニケーションを図るきっかけをつくる。

75.4 － ○

消耗品費及び原材料費（作業資材、肥料、種苗、救急用品、スコップ、
鎌、コピー用紙等）、燃料費（軽油、混合油）、印刷製本費（写真、チラ
シ等）、イベント傷害保険、使用料及び賃借料（軽トラック）、その他経
費（井戸設置、コンポスタ）
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12 継続 こぎんフェス実行委員会 第5回こぎんフェス

津軽地方に古くから伝わる「こぎん刺し」文化を発信し、観光客に知ってもらうこと
や、市民が弘前・津軽への誇りや愛着を醸成することを目的に、さくらまつり期間内
に「こぎんフェス」を開催する。こぎん刺しの歴史や背景を知ってもらうパネル展示
やワークショップ、新しいこぎんを提案する作家による講演会等を行うことで、こぎ
ん刺しへの理解や関心をさらに深めるきっかけを作る。

76.5 － ○

講師等謝礼（ワークショップ、講演会）、交通費（講演会講師）、消耗品
費（ワークショップ材料費、ガムテープ、用紙等）、印刷製本費（ポス
ター、チラシ、プログラム、歴史解説用パネル）、通信運搬費（展示品運
送費）、展示品動産保健、使用料及び賃借料（展示品運搬用車両）、その
他経費（受付・会場設営アルバイト、展示品キャプション製作　等）

13 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445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和徳の活性化につ
なげるため、郷土料理でもある「けの汁」コンテストを開催するほか、和徳の歴史を
掲載した歴史マップやけの汁レシピを掲載したカレンダーを作成する。

70.9 － ○

講師等謝礼（たか丸くん）、消耗品費及び原材料費（結束バンド、ロー
プ、おもり、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（照明用ガソリン・軽油）、印刷製本費（ポスター、
チラシ、パンフレット、歴史マップ）、通信運搬費（案内等送付）、損害
保険、使用料及び賃借料（テント、照明、コンテスト会場等），その他経
費（掲示パネル、コンテスト賞品）
・テントに係る経費を補助対象外としました。

14 新規 津軽カタリスト
津軽カタリスト　太宰治ドラマリー
ディング定期公演　事業

太宰治の短編小説をドラマリーディング形式にして、太宰治学びの家で公演する。太
宰治の新しい魅力を再発見していただくこと、太宰と弘前のつながりをより多くの方
に知っていただくこと、そして太宰に関係のある活動をリンクさせていくことで地域
の活性化につなげることを目指す。

80.9 － ○
消耗品費（コピー用紙、画用紙、スティックのり、ホチキス針、両面テー
プ、模造紙）、印刷製本費（公演チラシ）、使用料及び賃借料（音響機
材）

15 継続
相馬地区小・中学校ＰＴＡ連
絡協議会

ラベンダーロード再生事業

過去２年間で剪定や整備を行ってきたラベンダーロードの、全長の約半分に、まだ株
ごとラベンダーがない部分があるため、その箇所への植栽を行う。今年は相馬小・中
学校の児童や生徒と地域の住民が一緒になって、花壇にラベンダー苗を植え、荒れた
花壇を再生し、維持管理をしていくことで、地区内の景観の保全を図る。

71.4 － ○
講師等謝礼（ラベンダー植栽指導者）、消耗品費及び原材料費（ラベン
ダー苗、固形肥料、ごみ袋、軍手）、食糧費（作業時飲み物）

16 新規 津軽笛地域づくり実行委員会
みんな大好き「岩木山」から津軽の
文化をもっと知ろう！～おやまシン
ポジウム～

市民が、お山参詣をはじめとする岩木山の行事を深く知ることから、「岩木山と自
分」、「岩木山と先祖」、「岩木山と生活」を見直すきっかけを作るため、「おやま
シンポジウム」を開催する。岩木山を取り巻く文化についての講演や、岩木山のから
世界へと広がりを見せた担ぎ太鼓について、県内外のパネリストに話してもらうパネ
ルディスカッションを通し、より多くの市民に、ホスピタリティ能力を高め、岩木山
の文化に誇りを持ってもらう場を創出する。

82.7 － ○

講師等謝礼（シンポジウム出演者、司会者）、交通費（県外出演者）、消
耗品費（会議資料作成費等）、食糧費（講師用飲み物）、印刷製本費（ポ
スター、チラシ、パンフレット）、通信運搬費（切手）、使用料及び賃借
料（シンポジウム会場、照明機材）

17 新規
弘前市英会話サークル
Globish

中心６商店街　接客英会話　無料セ
ミナー・観光　英語ボランティア
事業

「国際都市弘前」への一助とするため、市民と市内在住の外国人の国際交流や、外国
人観光客へのおもてなしを目的として観光英語ボランティアセミナー、接客英会話セ
ミナーを実施する。観光英語ボランティアセミナー後は、実際に４大祭りでのボラン
ティア活動を行い、接客英会話セミナーでは接客に必要な基本的な英会話を学ぶこと
で、外国人に対するおもてなしができる。

85.3 － ○
消耗品費（ボランティアスタッフ用ビブス、ネームホルダー、封筒）、印
刷製本費（チラシ、資料等）、使用料及び賃借料（セミナー会場費）、そ
の他経費（ホームページ作成）

18 継続 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、公園内に咲く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、俳句や川柳
の投函してもらい、公園内に展示するほか、イベント日には、紙ひこうき大会や祭り
を盛り上げるためのジャズ演奏を行うことで、より多くの市民に大仏公園に足を運ん
でもらう。

77.5 － ○

講師等謝礼（特別イベント出演者）、消耗品費及び原材料費（プリンター
インク、コピー用紙、ボールペン、両面テープ、コンパネ、角材、ペン
キ、刷毛等）、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、はがき）、イベント保険、使用料及び賃
借料（音響機材）、その他経費（特別イベント時の花火、入賞者賞品、舞
台設置費等）

19 継続 ＳＥＥＤＳ　ＮＥＴＷＯＲＫ
「うまれる」「ずっといっしょ」映
画上映会

自分自身や家族、友人や隣人の存在を再認識し、互いに助け合うことの大切さや児童
虐待・いじめ・自殺・孤立といった問題に、社会の中における一人一人の存在の尊さ
を考え、行動するきっかけをつくるため、「うまれる」「ずっといっしょ」という２
本のドキュメンタリー映画上映会を開催する。

74.9 － ○

消耗品費（コピー用紙、プリンターインク、封筒、チケット用紙）、印刷
製本費（チラシ、ポスター）、通信運搬費（切手、宅配送料）、使用料及
び賃借料（会場、プロジェクター、ビデオ、マイク、スクリーン、映画
DVD等）、その他経費（看板）

20 新規
弘前ねむの会ファミリーコー
ラス

みんなで、「サウンド・オブ・
ミュージック」（ミュージカル）を
歌おう！

小さいときから様々なものに触れることで、感性豊かな子どもに育ってほしいという
思いから、手話、英語、踊りを取り入れたミュージカルを行う。出演する子どもたち
は、講師や指導者を交えた約９か月の練習を通して、挨拶や礼儀作法、助け合いなど
も学ぶことができ、コミュニケーション能力の向上にもつながる。

74.6 － ○

講師等謝礼（監督、英語指導者、ピアノ伴奏者等）、交通費（講師）、消
耗品費（コピー用紙、プリンタインク、封筒、衣装、衣装作製材料、記録
用DVD等）、印刷製本費（チラシ、ポスター、プログラム、整理券、楽
譜、資料）、傷害保険、通信運搬費（切手、はがき）、使用料及び賃借料
（会場、会場備品）、その他経費（楽譜、看板、音楽著作権、ピアノ調
律、会場装飾品）

21 継続
特定非営利活動法人　スポ
ネット弘前

過疎地域スポーツ推進事業「スポー
ツゲンキッズ教室」

少子化で部活動やスポーツ少年団もなく、運動をする環境がない地域の小学生のため
に、地域に出向いて定期的なスポーツ教室を開催する。送迎車を用意し、近隣の小学
校に子どもたちを集めて運動することで、他校の生徒との交流を通して子どもたち自
身のコミュニケーション能力の向上や、スポーツに親しむことを通して地域全体を巻
き込んだ形での地域の活性化を図る。

85.2 － ○

講師等謝礼（キャンプ時野外活動指導者）、交通費（スタッフの会場往復
分）、消耗品費（マジック、コピー用紙、名札、スポーツ用具、電子ホ
イッスル等）、燃料費（送迎ガソリン）、保険料（車両任意保険、賠償責
任保険、傷害保険）、使用料及び賃借料（送迎用車両、キャンプ会場、
キャンプ用テント）、その他経費（運動会賞品）

22 継続 弘前市民の森の会 弘前市民の森で元気になろう

市民の心身の健康向上や不安解消を目的に、自然環境に恵まれた「市民の森」で各種
健康法（森林療法、園芸療法、芸術療法）の体験を行う。また、「ストレスと病気」
をテーマとした健康セミナー・健康相談や、「ゲートキーパー」に関するセミナー、
料理教室を開催し、心身の健康について知ってもらう機会を創出する。

75.0 － ○

講師等謝礼（陶芸体験講師）、消耗品費及び原材料費（ラミネートフィル
ム、画用紙、苗、畑資材、コピー用紙、料理教室材料、陶芸教室材料、元
気になる食事法チャレンジシート等）、印刷製本費（チラシ、ポスター、
資料等コピー）、イベント保険、使用料及び賃借料（送迎用タクシー、講
演会会場）、その他経費（送迎ボランティアへの謝礼）

23 新規
「自然を感じるキャンドルコ
ンサート」実行委員会

自然を感じるキャンドルコンサート

市民の方に自然の良さを感じながら、日ごろの疲れを癒していただきたいという思い
から、音色の優しいグラスハープとスティールパンを用いたコンサートを行う。電気
を使わないことで、原始的な楽器の良さや、自然の光や時の流れを感じていただく機
会を創出することで、日々の生活を見直すきっかけをつくる。

75.2 － ○

消耗品費（キャンドル、着火器具、鉛筆、消しゴム、コピー用紙）、印刷
製本費（チラシ、ポスター、プログラム、アンケート用紙コピー）、通信
運搬費（楽器運搬）、保険料（行事傷害保険、施設賠償責任保険）、使用
料及び賃借料（会場）、その他経費（音楽著作権）

163,000 163,000

419,000 419,000

500,000 500,000

215,000 215,000

500,000 500,000

411,000 411,000

166,000 166,000

421,000 421,000

177,000 177,000

389,000 389,000

374,000 374,000

500,000 500,000
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24 新規 サクラチルアウト実行委員会

桜祭りとの関連観光事業化を最終目
的とした、街の文化的観光素材・魅
力の再発見・価値化を目指したイベ
ント活動事業。

ＧＷの観光客が大勢訪れる時期に、桜が散ってしまっているという観光客誘致の条件
としてはネガティブに捉えがちなことを、逆手の発想から、「サクラがチル」という
キーワードと、「ＣＨＩＬＬ」いうコンセプトを融合させ、チルアウトミュージック
とアートなどによるゆったりくつろげる場を創出し、市民や観光客に提供する。

66.4 － ○

講師等謝礼（イベント出演者）、交通費（出演者）、消耗品費及び原材料
費（展示台用合板、展示台金具、展示台用ツーバイフォー）、印刷製本費
（ポスター、DM）、イベント保険、使用料及び賃借料（会場、会場備
品、プロジェクター）、その他経費（照明業務、音響機材・業務）

25 継続 美育・食育　はなか 子どもの健康づくり事業

心身ともに健康な子どもが増えることを目的とし、子どもを対象に、「美の心」、
「豊かな心」を育てる美育と、元気になる食事法を学びながら作って食べることを楽
しむ食育を行い、子どもたちの心と体が健やかに成長するために役立つプログラムを
提供する。市内のさまざまなところで開催することにより、市内全域からの参加者を
受け入れる。

75.1 － ○

講師等謝礼（美術セミナー講師）、消耗品費（コピー用紙、プリンターイ
ンク、封筒、フラワーアレンジメント教室材料、茶の湯体験材料、料理教
室材料、みそ作り教室材料　等）、印刷製本費（チラシ）、通信運搬費
（美術セミナー展示品等送料）、普通傷害保険、使用料及び賃借料（会
場）、その他経費（植物園入園料）

26 新規
弘前アートプロジェクト実行
委員会

「ひろさき美術館～侍町で逢いま
しょう」事業

国の重要伝統的建造物群保存地区である仲町伝統的建造物群保存地区と、そこに点在
する４軒の武家屋敷を広く知ってもらい、これまで以上に文化財への理解や関心を
持っていただくことを目的とし、現代アートの展示を行う。アートを媒体として、た
くさんの人に足を運んでもらい、武家屋敷の新たな魅力を体感してもらう機会とす
る。

75.1 － ○

消耗品費（コピー用紙、封筒等）、印刷製本費（チラシ、ポスター、パン
フレット）、通信運搬費（作品搬入・搬出、案内状発送）、イベント保
険、使用料及び賃借料（展示作品）、その他経費（展示作品デザイン料、
振込手数料）

27 新規 向外瀬町会 向外瀬町会　藩政時代へ旅する

町会行事への参加者が年々減少傾向にあることから、地域住民が同じ方向を向いて同
じことに挑戦するため、町会内に保存されている古文書や古地図等を解明し、町会の
歴史をたどる勉強会等を行う。地域の成り立ちや歴史を知ることで、地域に対する愛
着を高め、町会行事等への参加意欲を高めることにつなげる。

74.2 － ○

講師等謝礼（歴史講座講師）、交通費（講師）、消耗品費（コピー用紙、
のり、テープ、ファイル、手袋等）、印刷製本費（資料、写真、古地図プ
リント、石碑拓本）、イベント保険、その他経費（褒章（楯）、古文書読
解依頼）

採択：27事業

審　査　項　目

費用の妥当性
⑨　予算が具体的で、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　事業の計画が具体的で、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（継続事業については発展性）が期待できる

⑧　将来的に広く波及効果が期待できる

不採択：0事業

公益性
①   事業の効果が特定の者に限定されない

②　社会公共的なまちづくりや地域づくりのためのものになっている

必要性
③　地域社会における課題を的確にとらえ対応している

④　地域の状況や市民ニーズに即した対応をしている

500,000 500,000

163,000 163,000

合計  27事業（新規１１事業　継続16事業） 9,211,000 9,211,000

446,000 446,000

130,000 130,000


