
市民参加型まちづくり１％システム（令和３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１０回　津
軽岩木スカイラインを歩いてみよう
会」

弘前市及び岩木山の魅力を全国に発信することと、市民の健康増進と親睦交流を図る
ことを目的に、「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事業を実
施する。

65.2 ○ 0

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８回　津軽の
伝統文化と昔の遊びに触れてみよ
う」

子ども達が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達の健全な成長を培うことに
対する理解につなげる。また、地区内の歴史・文化を学ぶ講座を開催する。

62.9 ○ 0

3 継続 弘前縄文の会
文化振興事業　「第５回　大森勝山
遺跡と世界遺産登録を学ぼう会」

世界遺産登録候補の「北海道・北東北の縄文遺跡群」の一つである大森勝山遺跡など
の価値について市民に再認識してもらい、地域・観光資源としての活用に結びつけて
いくため、見学会などの開催や、関連イベントへのブース出展を行う。また、子ども
達に縄文人やその文化を正しく理解するための場を提供する。

70.5 ○ 0

4 継続 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５回　西部仲町　自主防
災会　防災訓練事業」

町民全員を対象とした「防災訓練」や「炊き出し訓練」などを引き続き行う。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を研修し、災
害弱者や孤立者を可能な限り生じさせないため、町民全員が協力し合い、今後の活動
に役立てる。

63.5 ○ 0

5 継続
弘前市仲町地区　伝統的建造
物群保存会

文化振興事業　「第２回　弘前仲町
地区町並み保存事業」

国選定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」を市民の
手で守り、大切にしていく重要性を知ってもらうため、保存技法の講習会や観光ガイ
ドの養成講座、保存地区を活用したイベントを実施する。

65.7 ○ 返信用ハガキに係る経費は補助対象外経費となりました。

6 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、小径の整備を進める。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、歴史勉強会を実施し、地域の良さを再認識
してもらう。

80.1 ○ 0

7 継続 ヘルシーエイジング
７０歳からの健幸増進「ヘルシーエ
イジング」～ステイホーム版～

高齢世代の自立・自律や、様々な人との交流を通して社会との接点を持つこと、ま
た、誰もが健幸で、自分らしく満足した人生を送れるよう、高齢世代が集まる場をつ
くり、体操、音楽、健幸講話などの講座を開催する。コロナ禍での新しい生活様式を
踏まえ、時代に見合った活動を展開していく。

75.5 ○ 0

8 継続 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

「弘前は太宰治研究の街である」ことを広くPRし、世間に浸透させ、弘前に新しい
価値を付帯することを目的に、太宰治の作品をアレンジして、ドラマリーディング形
式で年４回、定期公演を行う。

72.5 ○ 0

9 継続
一般社団法人　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

生きていくうえで重要である「食べること」の原点となる農業体験を通じて、子ども
達が生きていく力を身につける機会を提供する。体験を通じ、子ども達の食に対する
理解と関心を高めていくとともに、豊かな感性や心を育むことへもつなげていく。

79.8 ○ 0

10 継続 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

毎年多くの観光客や市民が訪れる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、弘前公園周辺及び弘南鉄道沿線の駐車場のうち１２
か所にセンサーやカメラを設置し、駐車スペースの空き状況をリアルタイムでWeb
ページを使って発信する。

48.4 ×

（審査委員会の主な意見）
さくらまつり期間中に、弘前公園周辺の駐車場の混雑を緩
和するため、駐車場の空き情報をWebページで公開すると
いう事業目的と内容は理解できますが、特定の研究室の研
究費とならないよう事業の成果を地域に還元していく工夫
や、学生団体という特性上、事業内容だけでなく思いや結
果も後輩へ継承できる仕組みにしていただきたい。

11 継続
久渡寺で応挙の幽霊実行委員
会

久渡寺で応挙の幽霊３
久渡寺が所蔵する円山応挙が描いたとされる幽霊画を、落語の演目「応挙の幽霊」を
切り口として全国に広く伝える。また、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。

75.3 ○ 0
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12 継続 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」

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、鬼沢の魅
力を発信することで地域の活力を生み出す。また、地域に伝わる「鬼伝説」を地域外
に発信するための紙芝居スライド制作に向けたワークショップや、周辺地域の「鬼の
鳥居」をたどるツアーを開催する。

73.0 ○ 0

13 新規 学生団体　CoCo-Cam
「医学生と弘前市民でつくる、第３
の病院」プロジェクト

医療・健康についてカジュアルに話せたり、学ぶことができる場を作ることで、市民
の早期受診やヘルスリテラシーの向上を支援し、市民の健康増進を目指す。同時に医
療系学生と地域の人々が交流できる場にもすることで、未来の地域医療を担う医療者
の養成にも寄与する。

77.0 ○ 0

14 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450年祭

和徳町の地域に和徳城があったことや、落城前に兵士達が食べたとされた「けの汁」
の発祥の地とされていることを広く周知し、和徳の活性化につなげるため、小山内讃
岐の守没後祭と「けの汁」コンテストを開催する。また、歴史講座を開催し、市民に
和徳地域の歴史を知ってもらう。

68.1 ○ 0

15 継続
子育て支援サークル　ママー
ズクラブ

子どもの生きる力をはぐくむ親子ふ
れあい「親子じゃれつき遊び」と
「運動遊び」

子どもの運動の機会と、養育する親の情報交換の場として活用していただくことを目
的に、親子で定期的に遊ぶ機会を提供する。また、お母さんのリフレッシュのための
教室や、子どもの体力測定会も開催する。

65.5 ○ 0

16 継続
弘前こども・おとなミュージ
カルクラブ

第３回公演　オズの魔法使い津軽
バージョン　津軽の国に飛ばされて

地域の音楽活動をより豊かにし、ミュージカルを知らない人や見たことの無い人に対
しては興味を持っていただくきっかけとするため、市民から広く参加者を募り、手
話・英語・踊りを駆使したミュージカル公演を無観客で実施し、公演の様子はオンラ
インで配信を行う。また、既存の作品をそのまま上演するのではなく、津軽弁や津軽
の風景などを組み込んだ作品にする。

72.5 ○ 0

17 継続
特定非営利活動法人　ありん
こ

ありんこまつり

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縁日のような祭りを開催
する。祭りを多くの人に知ってもらい、参加してもらうことで、障がい児者には普段
なかなかできない体験をして楽しんでもらい、健常者が障がい児者へ自然に声をか
け、手を差し伸べられる社会をつくる一助とする。

68.4 ○
講師等謝礼、仮設ステージ設置費用、音響設備リース料は
補助対象外経費となりました。

18 継続 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
６回　全日本横笛コンクール）

全国トップレベルの笛奏者の演奏を市民が見る機会を作り、弘前の伝統文化に、今ま
で以上に興味を持ってもらうため、全国横笛コンクールを実施し、同時にオンライン
での配信も行う。課題曲を「ねぷた囃子」にすることで、全国の笛奏者がねぷたを知
る機会を創出する。また、コンクール出場者による小学校への訪問演奏も行う。

71.1 ○ 0

19 新規 社会福祉法人　千年会 「みんなの食堂」おいでえーる

共働き世帯の子どもや独居の高齢者、生活困窮者等を対象に健康相談や栄養講座等を
実施するほか、栄養バランスのとれた温かい食事を提供することで孤食や栄養摂取の
偏りを防ぎ、にぎやかに楽しく食べる喜びと共食の大切さを知ってもらうために、
「みんなの食堂」を実施する。
また、「みんなの食堂」の実施を通して、地域活動へ参加できる機会と環境を整備
し、地域の人たちが地域で活躍できるシステム作りも目指す。

75.2 ○ 0

20 継続
特定非営利活動法人　スポ
ネット弘前

障がい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

障がい者がスポーツを定期的に行うことができる場をつくり、継続的にスポーツに触
れる機会を創出する。障がい者が日常的にスポーツを楽んだり、競技選手や指導者の
発掘、育成を図り、障がいに関係なく誰もがスポーツを楽しむことができる環境を整
備していく。

79.1 ○ 0
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