
市民参加型まちづくり１％システム（令和４年度１次募集）　審査結果 　【一般部門】

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１１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。

500,000 68.6 ○ 500,000

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９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。

416,000 57.8 × 0

（審査委員会の主な意見）
活動内容自体やいろいろな団体との連携が進んでいるという点は評価で
きますが、参加者の主体が時敏地区であること、財源を１％システムの
補助に頼り、予算規模が大きい状況が続いている、ということに疑問を
感じるため、参加規模を市内全体に広げ、他地区を巻き込んでいくよう
な活動に取り組んでいただきたいです。

3 継続 弘前縄文の会
「第１回　世界文化遺産　大森勝山遺跡
保存活用事業」

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。

332,000 72.4 ○ 332,000

4 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３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街あるき講座、保存地区
を活用したイベントを実施する。

419,000 58.8 × 0

（審査委員会の主な意見）
事業趣旨・活動内容については評価できますが、購入予定物品につい
て、SDGｓの観点からすでに持っているものを有効活用し、継続的に
利用できるよう用具を管理するという事を徹底していただき、また、街
歩き講座参加者入園料も自己負担とするなど経費を工夫していただきた
いです。

5 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、歴史を語る会を実施し、地域の良さを再認識してもらう。

411,000 77.4 ○ 411,000

6 新規 大森勝山縄文遺跡ガイドの会
文化振興事業　「大森勝山遺跡ガイド事
業」

世界文化遺産構成資産遺跡「大森勝山遺跡」の理解向上と周知のため、ガイドを行う。より良
いガイドを行えるよう、ガイドの資質向上のための講座も開催する。

339,000 69.8 ○ 339,000

ガイド用マイクスピーカー・ベスト及び貸出用雨傘は施錠のできる小屋
で適切な管理を徹底していただき、最小限の個数の購入のみ補助対象経
費とします。

7 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。

85,000 74.4 ○ 85,000

8 新規 弘前仲町武家屋敷案内人の会
文化振興事業「弘前仲町武家屋敷案内事
業」

国の重要伝統的建造物群保存地区である「仲町地区」を、市内外の子どもたちの社会学習の機
会とし、また、新たな観光コンテンツとするため、周知活動や案内を行う。新たな案内人の養
成や、案内人資質向上のための講座も開催する。

349,000 58.2 × 0

（審査委員会の主な意見）
事業趣旨・活動内容については評価できますが、購入予定物品につい
て、適切な管理を徹底し、複数人で共用するなど工夫をしていただきた
いです。また、ガイド依頼数やニーズなどを踏まえ、段階的に購入する
など経費を削減するように努めていただきたいです。

9 継続 石川町会 大仏公園あじさいまつり
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」を開催する。開催期間は公園巡回・ゴミ拾い・清掃活動を行い、安らぎの場所を提供す
る。

85,000 71.5 ○ 85,000

10 継続 社会福祉法人　千年会 「みんなの食堂」おいでえーる

市民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。

394,000 85.3 ○ 394,000

11 新規 弘前大学落語研究会

参加型芸術鑑賞会
タケシノ亭ぶゞにん×弘前大学落語研究
会　落劇『たげ　寿限無　だけ』（仮
称）

弘前市の文化芸術振興や市の魅力を再発見してもらうため、落語と演劇を融合させた弘前なら
ではの舞台作品を上演する。子ども・若者向けに演劇と津軽三味線のワークショップを行い、
その成果を劇中に活用することで参加型の舞台とする。

468,000 61.0 ○ 468,000

採点結果
（不採択…合計６０点未満、

　または 各審査項目３点未満）
採択の可否
採択…○

不採択…×

採択金額
（円）
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新規
継続

団体名 事業名 事業内容
補助金申請額

（円）
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12 継続 アートワールドひろさき poco a poco　アートのたまご

親子で音楽や美術のおもしろさ、奥深さに触れてもらえる場として、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作品の展覧会、音楽会を開催する。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、生活の中に芸術を取り
入れるきっかけづくりとする。

500,000 80.6 ○ 500,000

13 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。

500,000 76.7 ○ 500,000

14 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、ハイハイ
の時期に焦点を当てた親子体験会・講演会も開催する。

265,000 65.2 ○ 265,000

15 継続
特定非営利活動法人ひろさきレク
リエーション協会

楽しいレクゲームやスポーツ鬼ごっこを
体験しよう／スポーツ鬼ごっこ交流大会
2022冬の陣

地域の子ども同士で体を動かし楽しく遊ぶ機会を作るため、スポーツ鬼ごっこやレクスポーツ
の低学年向け体験会を市内3か所で行う。また、スポーツ鬼ごっこ交流大会を開催し、遊びを通
した他地区の子どもとの交流の機会を創出する。

264,000 68.8 ○ 264,000

16 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１０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。

500,000 75.5 ○ 500,000

17 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451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歴
史パネル展示を開催する。また、歴史展と講演会を開催し、市民に和徳地域の歴史を知っても
らう。

145,000 63.3 ○ 145,000

18 新規 ひろさき芸術舞踊実行委員会 私たちの町「弘前」PR動画制作事業
市民にまちの魅力を再認識してもらい、国内外の方へさらに弘前市の良さを知ってもらうこと
を目的に、弘前市を県外・海外へもPRできるような映像を制作する。市民が主体となって関わ
ることで、地域づくりや市民のアイデンティティを高めることに寄与する。

500,000 70.9 ○ 500,000

19 新規 ひろさき芸術舞踊実行委員会 ダンスで健康増進プロジェクト
弘前市郊外の地区でダンスレッスンを実施することにより、ダンスにおける地域格差を無く
し、運動をしたい人やダンスを始めたい人に運動機会を創出する。またレッスンを通して、ダ
ンスの楽しさを伝え、市民の健康増進、ストレス発散を図る。

500,000 65.6 ○ 500,000

20 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４
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。

207,000 67.7 ○ 207,000

21 継続 こぎんフェス実行委員会 第９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。こぎんの展示やワークショップを行い、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る。

480,000 75.3 ○ 480,000

22 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７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。

500,000 73.5 ○ 500,000
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採択 19事業

不採択 3事業

審　査　項　目

合計 ２２事業（ 新規 ５事業　継続 １７事業 ） 8,159,000 ー 6,975,000

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

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
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1
弘前あすなろジュニアソフトテニ
スクラブ

目と体のトレーニング学習会
子どもや保護者、指導者を対象とした目を使うビジョントレーニングや体軸体操、リズムト
レーニングの学習会を実施する。目の機能や思い通りに体を動かせるトレーニングの方法や必
要性を知り、家庭内等で行ってもらうことで、子ども達の運動能力の向上などにつなげる。

○

採択金額
（円）

備考

41,000 41,000

合計 １事業 41,000 41,000

番号 団体名 事業名 事業内容
補助金申請額

（円）

採択の可否
採択…○

不採択…×


