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科目 名称 平成27年度決算額 担当課 分類 支出先

総務費 青少年夢実現チャレンジ支援事業費補助金 430,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 個人５名
総務費 自己啓発研修出席補助金 45,120 人材育成課 事業費補助 個人５名
総務費 弘前人権擁護委員協議会弘前・西目屋地区部会補助金 117,000 市民協働政策課 事業費補助 弘前人権擁護委員協議会弘前・西目屋地区部会
総務費 国際人育成支援事業費補助金 1,920,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 個人８名
総務費 集落経営再生・活性化事業費補助金 1,379,307 ひろさき未来戦略研究センター 事業費補助 常盤野町会
総務費 同窓会支援事業費補助金 630,000 ひろさき未来戦略研究センター 事業費補助 個人13名
総務費 学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム活性化支援事業費補助金 1,325,292 ひろさき未来戦略研究センター 事業費補助 学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム
総務費 岩木山麓温泉スタンプラリー事業費補助金 460,869 岩木支所総務課 事業費補助 岩木山麓温泉スタンプラリー実行委員会

総務費 弘前交通安全協会交通指導隊活動費補助金 500,000 都市政策課 事業費補助
一般財団法人青森県交通安全協会弘前交通安全
協会

総務費 弘前市町会連合会交通安全運動事業費補助金 100,000 都市政策課 事業費補助 弘前市町会連合会
総務費 弘前市交通安全母の会連合会交通安全運動費補助金 300,000 都市政策課 事業費補助 弘前市交通安全母の会連合会
総務費 弘前市町会連合会運営費補助金 12,071,290 市民協働政策課 運営費補助 弘前市町会連合会

総務費 町会集会所設置事業等補助金 7,212,000 市民協働政策課 事業費補助
常盤坂町会、亀甲町町会、稔町町会、上松原町
会、四ツ谷町会、鳥井野町会

総務費 一般コミュニティ助成事業費補助金 2,400,000 市民協働政策課 事業費補助 外瀬町会
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総務費 市民参加型まちづくり1％システム支援補助金 16,315,000 市民協働政策課 事業費補助

弘前歩こう会、若葉町会、相馬地区小・中学校
PTA連絡協議会、ひろさき環境パートナーシップ
21、特定非営利活動法人もったいないつがるの
会、五代町会、青森県ノルディック・ウォーク連盟、
ひろさきナラティブ.net、槌子町会、石川町会、演
劇鑑賞会 弘前市民劇場、和徳歴史探偵団、
Rainbow Muse Hirosaki、乳井町おこし協力会、JA
相馬村女性部、向外瀬町会、津軽笛地域づくり実
行委員会、弘前市民の森の会、あんよ・せらぴー
共育研究会、特定非営利活動法人スポネット弘
前、鬼沢第一町会、大開町会、笹舘町会、時敏地
区青少年育成委員会、大沢サマーフェスティバル
実行委員会、ほほえみネットワーク、小沢地区屋
台村実行委員会、弘前市民俗芸能保存連合会、
津軽民謡りんご節世界大会実行委員会、弘前ね
ぷた参加団体協議会、「話してみよう韓国語」青森
大会実行委員会、弘前駅前遊歩道賑わい祭実行
委員会、戦後70年記念プロジェクト実行委員会、
弘前グローカル・アクション、HMD弘前、国吉町
会、岩木山観光協会、HIROSAKI STREET 実行委
員会、美育・食育 はなか、豊田小学校父母と教師
の会、青森グッド・トイ委員会、イキイキ健康クラブ
スマイル、弘前城Q＆R実行委員会、弘前ナイナイ
ナイト実行委員会、津軽美人プロジェクト、西弘×
大鰐線ハロウィン＆コスプレイベント実行委員会、
弘前ペンクラブ、うぃっちたいむ!!実行委員会、NPO
法人harappa

総務費 スポーツ合宿誘致事業費補助金 2,250,000 文化スポーツ振興課 事業費補助
株式会社豊田自動織機女子ソフトボール部、ＳＧ
ホールディングスグループソフトボール部、日立
オートモティブシステムズ株式会社

総務費 建設業未来の人づくり事業支援補助金 54,000 商工政策課 事業費補助 弘前地区溶接協会
総務費 空き店舗活用支援事業費補助金 17,626,100 商工政策課 事業費補助 合同会社弦や、個人１０名
総務費 コンベンション事業費補助金 2,000,000 観光政策課 事業費補助 公益社団法人弘前観光コンベンション協会
総務費 弘前駅自由通路等にぎわい創出事業費補助金 1,500,000 観光政策課 事業費補助 弘前駅自由通路等にぎわい創出事業実行委員会
総務費 空き家・空き地利活用事業費補助金 3,577,000 建築指導課 事業費補助 個人９名

総務費 子育て応援企業認定制度奨励金 500,000 子育て支援課 事業費補助
医療法人クロース・トゥ・ユーESTクリニック、和電
工業株式会社、社会福祉法人千年会、社会福祉
法人弘友会、株式会社中三（弘前店）
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総務費 ひろさき健やか企業認定制度奨励金 400,000 健康づくり推進課 事業費補助
弘果弘前中央青果株式会社、株式会社ひろさき元
気会計、和電工業株式会社、株式会社大伸管工
業所

総務費 ひろさき農業インターンシップ事業費補助金 85,000 農業政策課 事業費補助 個人４名

総務費 新規契約栽培支援事業費補助金 2,520,000 農業政策課 事業費補助
農事組合法人しみず、農事組合法人中央地区農
作業受託組合､農事組合法人はなわ、有限会社
イーエム総合ネット弘前、農事組合法人鬼丸農園

総務費 地元産米販売促進モデル事業費補助金 300,000 農業政策課 事業費補助 有限会社マルスケインクス
総務費 津軽美人関連産業育成事業費補助金 890,565 産業育成課 事業費補助 株式会社HIRATA、株式会社プレラフェリーチェ
総務費 アパレル産業振興事業費補助金 269,450 産業育成課 事業費補助 弘前市縫製企業協議会
総務費 学生発ベンチャー創出支援事業費補助金 469,630 産業育成課 事業費補助 個人７名、団体１組（２名グループ）
総務費 弘前いいものいっぱい魅力発信事業費補助金 11,546,487 農業政策課 事業費補助 アップルウェーブ株式会社
総務費 弘前市プレミアム商品券発行支援事業費補助金 162,448,508 商工政策課 事業費補助 弘前商工会議所
総務費 ひろさき街歩き観光消費促進事業費補助金 15,396,518 観光政策課 事業費補助 公益社団法人弘前観光コンベンション協会
総務費 融雪装置設置費補助金 19,062,000 スマートシティ推進室 事業費補助 個人107名
総務費 弘前市プレミアム商品券いきいき福祉購入割引助成金 13,945,360 福祉政策課 事業費補助 弘前商工会議所
総務費 弘前市プレミアム商品券子育て世帯購入割引助成金 27,694,392 子育て支援課 事業費補助 弘前商工会議所
総務費 弘前市プレミアム商品券元気な高齢者購入割引助成金 12,547,072 介護福祉課 事業費補助 弘前商工会議所

総務費 小学校スキー用品買替購入費助成金 45,880,000 学務健康課 事業費補助
ゼビオ株式会社、株式会社ネクサス、株式会社イ
トーヨーカ堂、株式会社ジョイスポーツ
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総務費 納税貯蓄組合事務費補助金 20,778,597 収納課 事業費補助

同元町納税貯蓄組合(以下納税貯蓄組合省略)、在相
町、茂森新町第２区、新寺町第１、銅屋町、下土手町、
中土手町、上土手町、松森町、上和徳町、和徳米山、和
徳町中央、和徳町昭五、植田町緑町、北横町、親方町、
一番町、百石町、馬屋町、鷹匠町、上新町、中新町、下
新町、紺屋町第２、浜の町上地区、城西３丁目、城西１
丁目、樹木、大町、南東町、泉町、松ｹ枝町、東和徳町、
本和徳、マルエス団地、堅田、天理町、松ヶ枝、さくら団
地、品川町、富田町第１、富田町第２、中大原、小沢北
大原、小沢広野、共進、小沢、野元、上野元、坂元、悪
戸昭和、みのり、下湯口、上撫牛子、撫牛子菅田、撫牛
子中央、中撫牛子、津賀野第１、津賀野丸和、百田新
生、中向外瀬、向外瀬、向外瀬上地区、清野袋十一、岩
賀、外崎第１、外崎第３、城東４丁目、城東、城東１丁
目、小比内中央、小比内、新里、福田子、福田、境関川
端、卸センター、城東第１、城東北３丁目、城東中央２丁
目、門外第１、門外仲町、堀越柳田、松木平、原ｹ平、大
和沢、最上、一野渡、藤代、田中町会、土堂、萢中、槌
子、鳥町婦人部、八代親和、船水、外瀬、藤内、町田、
中崎第１、中崎第２、中崎第３、三世寺第１、三世寺第
２、三世寺第３、上大川、下大川、石渡、高野、館後、国
吉、国吉第１、国吉第２、国吉共栄、黒土第２、吉川第
１、吉川第２、平山、桜庭第１、米ｹ袋、中野第２、番館第
１、番館第２、協進、中村、堤、鶴田、小島、三ﾂ森第３、
細越、折笠、宮館、宮館第１、派立、電、影村、葛野、弥
生、元薬師堂、古村第２、古村第３、中村第２、上派立第
１、住吉、四ﾂ谷第２、糠坪、糠坪第２、楢木、楢木泉、鬼
沢第２、鬼沢第４、鬼沢第６、堂ｹ沢親交、十面沢第３、
十面沢第５、派立、十腰内中央、山上、長栄、長前第１、
青女子第１、青女子第３、桜苅、平和、種市第１、種市第
２、種市第５、桂、恋塚、池神、寿、笹館第３、笹館親和、
平川、神老、昭和、石川平成第１、幸、小金崎、大沢上
町、大沢桂、大沢下村、薬師堂、石川朝日、乳井平成、
弘和、弘南松ｹ枝、文京、城南第１、西弘前、稔町、北
園、駒越、高田、真土、竜の口、鳥井野、如来瀬、兼平、
一町田第一、一町田新町、村元、熊嶋、高屋、賀田、賀
田第二、賀田第三、賀田第四、八幡、鼻和第一、五代、
蔵王、築館、馬子橋、上宮地、宮地諏訪、岳暘、葛原第
一、葛原第二、高岡、三本柳、百沢第一、百沢第二、百
沢第三、小松野、瑞穂、上弥生第二、湯口、黒滝、五
所、水木在家、紙漉沢、坂市、藤沢、相馬、前相馬、桐ノ
木沢、山田、大助、藍内、沢田(計241組合)



（単位：円）
科目 名称 平成27年度決算額 担当課 分類 支出先

平成２７年度　補助金決算額一覧

総務費 弘前市納税貯蓄組合連合会事業費補助金 610,000 収納課 事業費補助 弘前市納税貯蓄組合連合会
民生費 弘前市社会福祉協議会運営費補助金 94,722,000 福祉政策課 運営費及び事業費補助 社会福祉法人弘前市社会福祉協議会
民生費 弘前地区保護司会運営費補助金 100,000 福祉政策課 事業費補助 弘前地区保護司会
民生費 弘前市社会福祉協議会除雪支援事業費補助金 976,380 福祉政策課 事業費補助 社会福祉法人弘前市社会福祉協議会
民生費 弘前市民生委員児童委員協議会運営費補助金 398,000 福祉政策課 事業費補助 弘前市民生委員児童委員協議会

民生費 地区民生委員協議会運営費補助金 1,858,080 福祉政策課 事業費補助

朝陽地区民生委員協議会、一大地区民生委員児
童委員協議会、二大地区民生委員・児童委員協
議会、三大地区民生委員児童委員協議会、和徳
南地区民生委員児童委員協議会、時敏地区民生
委員児童委員協議会、北地区民生委員協議会、
城西地区民生委員児童委員協議会、西地区民生
委員児童委員協議会、桔梗野地区民生委員協議
会、文京地区民生委員児童委員協議会、清水地
区民生委員児童委員協議会、和徳北地区民生委
員児童委員協議会、豊田地区民生委員児童委員
協議会、堀越地区民生委員協議会、千年地区民
生委員児童委員協議会、藤代地区民生委員協議
会、東地区民生委員児童委員協議会、東目屋地
区民生委員児童委員協議会、船沢地区民生委員
協議会、高杉地区民生委員協議会、裾野地区民
生委員協議会、新和地区民生委員協議会、石川
地区民生委員児童委員協議会、岩木地区民生委
員児童委員協議会、相馬地区民生委員児童委員
協議会

民生費 福祉ホーム事業運営費補助金 1,029,960 福祉政策課 事業費補助 医療法人仙知会
民生費 弘前市身体障害者福祉連合会補助金 330,000 福祉政策課 事業費補助 弘前市身体障害者福祉連合会
民生費 弘前地区心身障害児者父母の会連合会補助金 150,000 福祉政策課 事業費補助 弘前地区心身障害児者父母の会連合会
民生費 在宅患者訪問歯科診療事業費補助金 2,100,000 介護福祉課 事業費補助 一般社団法人弘前歯科医師会
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運営費及び事業費補助

藹々会、愛宕長寿会、石川長楽会老人クラブ、石川八千代老
人クラブ、泉田老人クラブ、泉町笑楽会、一野渡老人クラブ楽
生会、一味会、一町田栄寿会、狼森長寿会、大川老人クラブ、
大富町長寿会、大原町会ユウユウ会、大森老人クラブ、大和
沢大生会、鬼沢第三老人更生クラブ、折笠老人クラブ若葉
会、兼平平成会、上新寺町延寿会、紙漉沢すみれの会、上高
杉一二三会、上松原松亀会、上松原松寿会、亀甲町老人クラ
ブ亀楽会、河原町河友会、桔梗野老人クラブ交友会、喜久寿
会、喜多寿会、北園親和会、葛原永楽会、国吉交友会、国吉
長寿会、健松会、小沢長栄会、五十石町春秋会、五所元気の
会、五代寿楽会、駒越町親盛会、駒越長成会、紺屋町老人ク
ラブ幸扇会、在相町長寿クラブ、境関楽寿会、栄町老人クラ
ブ、桜ヶ丘桜心会、櫻庭新生会、桜庭老壮会、笹森町喜笑
会、三幸クラブ、三世寺神明会、小比内第２宝祥会、塩分町会
同仁会、茂森新町寿々路会、茂森新町第三百老会、志似吾ク
ラブ、樹木福寿会、笑幸会、松寿会、城西親和会、城西高嶺
会、城東愛友会、城東旭会、城東みなみ今楽会、城北サクラ
会、昭和町あすなろ友の会、シンデンイキイキくらぶ、新法師
老人クラブ、真竜会、誓寿会、清野袋長寿会、清友会、第１小
比内宝祥会、第一城南睦会、第二城南睦会、第三城南睦会、
第四城南睦会、大助沢田老人クラブ、高岡老人クラブ、鷹匠
町翔鷹会、高屋共楽会、嶽ときわ会、館後嘉寿会、田中町会
長寿会、田町田桜会、田茂木町やすらぎの会、中部仲町松風
会、津賀野百田第一萩野会、津賀野百田第二萩野会、津賀
野百田第三萩野会、槌子明寿会、土堂百年会、堂ヶ沢すこや
かクラブ、ときわ会、独狐第一老人クラブ、独狐第二老人クラ
ブ、十面沢寿老人クラブ、外崎第一寿楽会、外崎第二寿楽
会、富田町第二町会白寿会、富田町富久寿会、取上老人クラ
ブ貴船会、鳥井野長寿会、撫牛子第一鬼笑会、撫牛子第二鬼
笑会、撫牛子第三鬼笑会、撫牛子第四鬼笑会、中崎月夜見
会、中野青葉会、中野第二青葉会、中野平成会、中別所老人
クラブ明老会、楢木老人クラブ長命会、新岡寿楽会、新里老
親会、西ヶ丘寿会、西大工町向上会、西長生会、乳井第一老
人クラブ、如来瀬命盛クラブ、白寿会、浜の町老壮会、原ヶ平
明老会、東目屋長栄会、東目屋長老会、ひまわり会、百寿会、
平岡町保生会、広野生きがいクラブ、福寿会、福村老人クラブ
ことぶき会、袋町老人クラブ、藤坂老人クラブ、藤代寿楽会、
二ツ屋老仲会、船水松葉クラブ、文京町老人クラブ互鳳会、堀
越地区西部元気会、堀越地区中央元気会、堀越地区東部元
気会、堀越地区南部元気会、町田福寿会、松木平長生会、松
原町松柏会、松森町松寿会、馬屋町向陽会、みのり白光会、
宮園町会老人部さわやか、宮地長老会、御幸町親和会親交ク
ラブ、向外瀬老人クラブことぶき会、八代笑楽会、安原町会安
友会、湯口ひまわり会、吉川福寿会、老人クラブ福寿会、三和
愛老会、本町にこにこくらぶ

民生費 老人クラブ運営費補助金 8,049,600 介護福祉課
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民生費 弘前市老人クラブ連合会運営費補助金 3,479,160 介護福祉課 運営費及び事業費補助 弘前市老人クラブ連合会
民生費 敬老大会事業費補助金 24,214,200 介護福祉課 事業費補助 社会福祉法人弘前市社会福祉協議会
民生費 健康・生きがいづくり推進事業費補助金 480,000 介護福祉課 事業費補助 社会福祉法人弘前市社会福祉協議会
民生費 まちなか花いっぱい事業費補助金 880,000 介護福祉課 事業費補助 弘前市老人クラブ連合会

民生費 生計困難者利用者負担額軽減助成金 1,313,000 介護福祉課 事業費補助

社会福祉法人桐栄会、社会福祉法人つがる三和
会、社会福祉法人七峰会、社会福祉法人嶽暘会、
社会福祉法人弘前豊徳会、社会福祉法人オリー
ブ会

民生費 介護機器導入事業費補助金 3,000,000 介護福祉課 事業費補助
社会福祉法人誠風会、社会福祉法人一葉会、社
会福祉法人弘前豊徳会

民生費 介護研修会参加事業費補助金 19,650 介護福祉課 事業費補助 社会福祉法人七峰会

民生費 一時預かり事業費補助金 86,356,131 子育て支援課 運営費補助

社会福祉法人弘前草右会 青柳保育園、社会福祉
法人弘前草右会 小沢保育園、社会福祉法人高智
会 サムエル保育園、社会福祉法人静修会 静修
保育園、社会福祉法人弘前草右会 とっこ保育園、
社会福祉法人中野共愛会、社会福祉法人みのり
福祉会 桔梗野みのり保育園、社会福祉法人すみ
れ会 すみれ乳児保育園、社会福祉法人藤聖母園
弘前大清水保育園、社会福祉法人藤睦会 ふじ保
育園、社会福祉法人みのり福祉会 みのり第２保
育園、社会福祉法人弘前草右会 明誠保育園、社
会福祉法人慈成会 めぐみ保育園、社会福祉法人
清心会 よつば保育園、社会福祉法人弘前草右会
隆親保育園、社会福祉法人弘前愛成園、社会福
祉法人育美会 桜ヶ丘保育園、社会福祉法人清光
福祉会 城東保育園、社会福祉法人城南福祉会
城南保育園、社会福祉法人高智会 ダビデ保育
園、社会福祉法人とよだ福祉会 とよだ保育園、社
会福祉法人養正福祉会 養正保育所、社会福祉法
人弘前草右会 藤代保育園、一般財団法人医療と
育成のための研究所清明会、社会福祉法人惠乃
杜、学校法人聖公会栄光学園、学校法人養生学
園、社会福祉法人新友会、社会福祉法人東豊福
祉会、社会福祉法人船幸会 船沢保育園、社会福
祉法人たんぽぽ福祉会 たんぽぽ保育園、学校法
人専徳寺学園、社会福祉法人すみれ会 弘前すみ
れ保育園、社会福祉法人真会、学校法人一弘学
園
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民生費 延長保育事業費補助金 41,014,312 子育て支援課 運営費補助

社会福祉法人桂友会 大沢保育園、社会福祉法人清
水会 寒沢保育園、社会福祉法人高智会 サムエル
保育園、社会福祉法人城西福祉会、社会福祉法人
静修会 静修保育園、社会福祉法人中野共愛会、社
会福祉法人育英会 青女子保育園、社会福祉法人三
笠苑、社会福祉法人みのり福祉会 桔梗野みのり保
育園、社会福祉法人すみれ会 すみれ乳児保育園、
社会福祉法人光成会 大東保育園、社会福祉法人三
和会 つがる保育園、社会福祉法人昭三会 なかよし
保育園、社会福祉法人幸喜会 ひがし保育園、社会
福祉法人ひまわり福祉会 ひまわり保育園、社会福
祉法人藤聖母園 弘前大清水保育園、社会福祉法人
藤睦会 ふじ保育園、社会福祉法人耕光会 ふたば保
育園、社会福祉法人松栄会 まつば保育園、社会福
祉法人三友会 みつば保育園、社会福祉法人みのり
福祉会 みのり第２保育園、社会福祉法人慈成会 め
ぐみ保育園、社会福祉法人清心会 よつば保育園、
社会福祉法人弘前愛成園、社会福祉法人伸栄会 若
草保育園、社会福祉法人育美会 桜ヶ丘保育園、社
会福祉法人三千会 大開保育園、社会福祉法人富輝
会 こひつじ保育園、社会福祉法人清光福祉会 城東
保育園、社会福祉法人城南福祉会 城南保育園、社
会福祉法人高智会 ダビデ保育園、社会福祉法人緑
真会 致遠保育園、社会福祉法人とよだ福祉会 とよ
だ保育園、社会福祉法人みのり福祉会 保育園みの
り、社会福祉法人養正福祉会 養正保育所、社会福
祉法人育英会 高杉保育園、社会福祉法人弘前草右
会 藤代保育園、一般財団法人医療と育成のための
研究所清明会、社会福祉法人惠乃杜、社会福祉法
人聖陽会 サンこども園、社会福祉法人常仁会 やま
ぶき保育園、社会福祉法人新友会、社会福祉法人
真会、社会福祉法人陽明会 ちとせ幼保園、社会福
祉法人東豊福祉会、社会福祉法人ひかり会、社会福
祉法人船幸会 船沢保育園、社会福祉法人たんぽぽ
福祉会 たんぽぽ保育園、社会福祉法人ふじみ会 富
士見保育所、社会福祉法人すみれ会 弘前すみれ保
育園、学校法人一弘学園
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民生費 障がい児保育事業費補助金 15,173,159 子育て支援課 運営費補助

社会福祉法人国吉福祉会 くによし保育園、社会
福祉法人桂友会 大沢保育園、社会福祉法人清水
会 寒沢保育園、社会福祉法人城西福祉会、社会
福祉法人ひまわり福祉会 ひまわり保育園、社会
福祉法人藤聖母園 弘前大清水保育園、社会福祉
法人清光福祉会 城東保育園、社会福祉法人城南
福祉会 城南保育園、社会福祉法人高智会 ダビデ
保育園、一般財団法人医療と育成のための研究
所清明会、社会福祉法人聖明会 サンこども園、社
会福祉法人真会

民生費 保育所等分園推進事業費補助金 3,790,060 子育て支援課 事業費補助

社会福祉法人育美会 桜ヶ丘保育園、社会福祉法
人東豊福祉会、社会福祉法人すみれ会 弘前すみ
れ保育園、一般財団法人医療と育成のための研
究所清明会

民生費 認可外保育施設児童及び職員衛生対策事業費補助金 393,855 子育て支援課 事業費補助
チャイルド・ルーム、国立大学法人弘前大学、社会
福祉法人みのり福祉会、託児所 縁の杜

民生費 認可外保育施設夜間保育事業費補助金 1,206,375 子育て支援課 運営費補助 託児所 縁の杜
民生費 母子寡婦福祉会補助金 100,000 子育て支援課 事業費補助 弘前市母子寡婦福祉会
民生費 子育てスマイル（住まいる）アップ事業費補助金 9,920,000 子育て支援課 事業費補助 個人49名
民生費 遊び場保険補助金 13,310 子育て支援課 事業費補助 地域遊び場設置者代表

民生費 地域組織活動事業費補助金 4,482,208 子育て支援課 事業費補助

大和沢児童館母親クラブ、新和児童館母親クラ
ブ、新寺町児童館母親クラブ、三省児童館母親ク
ラブ、堀越児童館母親クラブ、自得児童館母親クラ
ブ、大沢児童館母親クラブ、和徳町児童館母親ク
ラブ、薬師堂児童館母親クラブ、進修児童館サ
ポートクラブ、石川児童館母親クラブ、東目屋母親
クラブ、西部児童センター母親クラブ、三岳児童セ
ンター母親クラブ、みやぞの児童センター母親クラ
ブ、豊田児童センター母親クラブ、笹舘保育所母
親クラブ、小友児童館母親クラブ、三和児童館母
親クラブ、東部児童センターサポートクラブ、弥生
保育所母親クラブ、北児童センター地域組織活動
クラブ、船沢児童館母親クラブ、城東児童館父母
会
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民生費 子育て支援員組織活動費補助金 250,000 子育て支援課 事業費補助

二代地区子育て支援員、三大地区子育て支援
員、藤代地区子育て支援員、東地区子育て支援
員、和徳北地区子育て支援員、西地区子育て支
援員、文京地区子育て支援員、安原地区子育て
支援員、相馬地区子育て支援員

民生費 弘前市こどもを守る環境浄化市民会議活動費補助金 200,000 子育て支援課 事業費補助 弘前市こどもを守る環境浄化市民会議
衛生費 弘前市町会連合会環境衛生推進活動費補助金 1,630,069 環境管理課 事業費補助 弘前市町会連合会
衛生費 浄化槽整備事業費補助金 441,000 環境管理課 事業費補助 個人１名
衛生費 公衆浴場施設整備事業費補助金 200,000 健康づくり推進課 事業費補助 桜ヶ丘温泉
衛生費 水道事業会計補助金 83,675,769 上下水道部総務課 企業会計繰出金 弘前市上下水道部
衛生費 弘前市医師会看護専門学校運営費補助金 2,400,000 健康づくり推進課 運営費及び事業費補助 一般社団法人弘前市医師会
衛生費 小児救急輪番制病院運営費補助金 7,871,000 健康づくり推進課 運営費補助 弘前市立病院、津軽保健生活協同組合健生病院
衛生費 病院事業会計補助金 519,339,061 市立病院事務局総務課 企業会計繰出金 弘前市病院事業
衛生費 弘前大学医学部附属病院高度救命救急センター運営費等補助金 98,075,000 健康づくり推進課 運営費及び事業費補助 国立大学法人弘前大学
衛生費 弘前市町会連合会事業費補助金 500,000 健康づくり推進課 事業費補助 弘前市町会連合会
衛生費 弘前市医師会保健指導費補助金 700,000 健康づくり推進課 運営費補助 一般社団法人弘前市医師会
衛生費 弘前歯科医師会保健指導費補助金 250,000 健康づくり推進課 事業費補助 一般社団法人弘前歯科医師会
衛生費 弘前市民健康推進協議会事業費補助金 181,000 健康づくり推進課 事業費補助 弘前市民健康推進協議会
衛生費 弘前市食生活改善推進員会事業費補助金 210,000 健康づくり推進課 事業費補助 弘前市食生活改善推進員会
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衛生費 健康づくりサポーター地区活動費補助金 1,450,764 健康づくり推進課 運営費及び事業費補助

朝陽地区健康づくりサポーター協議会、大成地区
健康づくりサポーター協議会、三大地区健康づくり
サポーター協議会、和徳学区健康づくりサポー
ター協議会、時敏地区・北地区健康づくりサポー
ター協議会、下町地区健康づくりサポーター協議
会、城西地区健康づくりサポーター協議会、桔梗
野地区健康づくりサポーター協議会、文京地区健
康づくりサポーター協議会、東地区健康づくりサ
ポーター協議会、和徳地区健康づくりサポーター
協議会、清水地区健康づくりサポーター協議会、
豊田地区健康づくりサポーター協議会、堀越地区
健康づくりサポーター協議会、千年地区健康づくり
サポーター協議会、藤代地区・新和地区健康づくり
サポーター協議会、東目屋地区健康づくりサポー
ター協議会、船沢地区健康づくりサポーター協議
会、高杉地区健康づくりサポーター協議会、裾野
地区健康づくりサポーター協議会、石川地区健康
づくりサポーター協議会、岩木地区健康づくりサ
ポーター協議会、相馬地区健康づくりサポーター
協議会

衛生費 特定不妊治療費助成金 10,774,169 健康づくり推進課 事業費補助 個人171件
衛生費 弘前市医師会健診センターデジタルマンモグラフィー購入事業費補助金 3,950,000 健康づくり推進課 事業費補助 一般社団法人弘前市医師会
衛生費 弘前市医師会健診施設管理運営費補助金 4,800,000 健康づくり推進課 運営費及び事業費補助 一般社団法人弘前市医師会

衛生費 ごみ集積ボックス設置事業費補助金 6,105,300 環境管理課 事業費補助

城北町会、小島町会、槌子町会、取上町会、外崎
町会、十面沢町会、浜の町町会、株式会社鈴木土
地建物管理、外瀬町会、八幡町東町会、津賀野百
田町会、朝日プラザ山道町管理組合、狼森町会、
北園町会、大清水町会、早稲田中央町会、堀越町
会、青樹台町会、泉野町会、県営住宅宮園第三町
会、一野渡町会、有限会社柳田ハウス、昭和町
会、前坂町会、宮川町会、東部仲町町会、大久保
町会、上松原町会、向外瀬町会、大和沢町会、城
西三丁目町会、桔梗野町会、小比内町会、城東一
丁目町会、緑ヶ丘町会、三岳町会、自由ヶ丘町
会、有限会社ファインホームズ、川先四丁目町会、
田園町会、乳井町会、茂森新町町会、株式会社Ｔ
＆Ｖ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ、下高杉町会、三世寺町
会、福村町会、下大川町会、個人９名
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労働費 認定職業訓練事業費補助金 771,000 商工政策課 事業費補助 職業訓練法人弘前職業訓練協会
労働費 弘前地区雇用対策協議会事業費補助金 250,000 商工政策課 事業費補助 弘前地区雇用対策協議会
労働費 津軽地区労働者福祉協議会事業費補助金 200,000 商工政策課 事業費補助 津軽地区労働者福祉協議会

労働費 障がい者雇用奨励金 3,581,730 商工政策課 事業費補助

株式会社さくらの杜、株式会社サポート大樹、社会
福祉法人伸康会、社会福祉法人津軽富士見会老
人保健施設ケアセンター弘前、弘前ガス株式会
社、マルマン精密株式会社、有限会社クドウ電子、
有限会社さくら交通

労働費 新規高等学校卒業者雇用奨励金 1,260,000 商工政策課 事業費補助
株式会社弘前ジーンズ、有限会社クドウ電子、株
式会社弘前水道、株式会社マル長、有限会社アイ
ベックス、株式会社弘前ガス商事

労働費 正規雇用等転換奨励金 1,800,000 商工政策課 事業費補助 有限会社あやとり、株式会社津軽衛生公社
労働費 弘前市シルバー人材センター運営費補助金 7,280,000 福祉政策課 運営費及び事業費補助 公益社団法人弘前市シルバー人材センター

農林水産業費 弘前市青年交流会実行委員会事業費補助金 540,000 農業委員会事務局 事業費補助 弘前市青年交流会実行委員会

農林水産業費 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 1,878,386 農業政策課 事業費補助

つがる弘前農業協同組合、相馬村農業協同組
合、津軽みらい農業協同組合、株式会社青森銀行
弘前支店、株式会社みちのく銀行、東奥信用金
庫、株式会社田村自然農園、株式会社平山農園、
株式会社津軽農園、有限会社ゴールド農園、有限
会社ゆめりんご、農事組合法人鬼丸農園、個人1
名

農林水産業費 グリーン・ツーリズム推進事業費補助金 800,000 農業政策課 事業費補助 弘前里山ツーリズム

農林水産業費 農業経営安定対策利子助成金 1,003,049 農業政策課 事業費補助
つがる弘前農業協同組合、相馬村農業協同組
合、津軽みらい農業協同組合

農林水産業費 りんご凍霜害防止体制確立事業費補助金 816,600 りんご課 事業費補助 青森県りんご友の会

農林水産業費 りんご防除機械等導入事業費補助金 19,732,560 りんご課 事業費補助

常盤坂第三共同防除組合、上中畑SS共同防除組
合、鶴田林檎共同防除組合、農事組合法人鬼沢
共同防除組合、山五共同防除組合、髙岡共同防
除組合、十腰内冨士共同防除組合、芦野りんご生
産組合、松木平さくら共防、豊三りんご園共同防除
組合、下高杉防除組合、小友堂ケ田山第二ＳＳ共
防、大助野田共同防除組合、新大成共同防除組
合、新岡共同防除組合、鳥井野SS共防第四班

農林水産業費 農作業支援雇用対策事業費補助金(スマイルアップ・ルモデル事業） 2,586,664 りんご課 事業費補助
合同会社パープルウィンドウ、もりやま園株式会
社、タムラファーム株式会社、個人19名

農林水産業費 りんご農家等直売活動支援事業費補助金 765,000 りんご課 事業費補助
ひろさきかすりの会、あおもりりんごの会、農友
會、ひろさきりんご研究会、りんごマスターズ、安全
なりんごを育てる会
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農林水産業費 農産物・加工品販売パッケージ等製作支援事業費補助金 743,325 りんご課 事業費補助

株式会社シャンティ、齊藤りんご農園、竹浪農園、
合同会社まっかなほんと、おりかさ蜜ツ星農園、
ファームソーマ、合同会社パープルウィンドウ、タ
ムラファーム、個人３名

農林水産業費 りんご経営安定対策事業費補助金 13,402,800 りんご課 事業費補助 公益社団法人青森県青果物価格安定基金協会
農林水産業費 りんご請負防除支援事業費補助金 486,603 りんご課 事業費補助 つがる弘前農業協同組合

農林水産業費 りんご園病害虫対策事業費補助金 3,014,925 りんご課 事業費補助

弘果りんご連絡協議会、相馬村農協りんご共同防
除組合連絡協議会、高杉りんご共同防除連絡協
議会、有限会社ゆめりんご、弘前市りんご共同防
除連絡協議会、岩木町共防連絡協議会

農林水産業費 りんご樹雪害対策スノーモビル農道圧雪事業費補助金 316,085 りんご課 事業費補助
吉川地域農道圧雪隊、桜庭スノーモビル圧雪隊、
小沢地域農道圧雪隊、チーム赤倉

農林水産業費 経営体育成支援事業費補助金 10,602,000 農業政策課 事業費補助
株式会社津軽農園、株式会社黄金崎農場、個人
13名

農林水産業費 りんご産業イノベーション支援事業費補助金 3,370,000 りんご課 事業費補助
認定農業者、もりやま園株式会社、相馬村農業協
同組合

農林水産業費 酒米生産推進対策事業費補助金 906,615 農業政策課 事業費補助 弘前みのり会、弘前華吹雪作付協議会

農林水産業費 水稲・大豆省力化生産推進事業費補助金 3,899,951 農業政策課 事業費補助

つがる弘前農業協同組合航空防除連絡協議会、
農事組合法人ほりこしファーム、ライスロマンクラ
ブ、岩木大豆組合、十腰内地区転作生産組合、農
事組合法人中央地区農作業受託組合、農事組合
法人かわにし、農事組合法人しみず、農事組合法
人鬼楢営農組合

農林水産業費 鳥獣害防止対策活動事業費補助金 759,251 農業政策課 事業費補助 弘前市鳥獣被害防止対策協議会

農林水産業費 有害鳥獣駆除活動事業費補助金 2,100,000 農業政策課 事業費補助
中弘猟友会、東目屋地区農作物被害対策協議
会、一大地区鳥獣害被害対策協議会

農林水産業費 地場産品販売推進事業費補助金 3,500,000 農業政策課 事業費補助 合同会社ひろさきマーケット

農林水産業費 地元農産物加工支援事業費補助金 3,432,710 農業政策課 事業費補助
株式会社弘果物流、有限会社岩木屋、三上農園、
有限会社山のりんご屋、小栗山農園、タムラファー
ム株式会社

農林水産業費 農業経営法人化等支援事業費補助金 700,000 農業政策課 事業費補助 農事組合法人千年、岩木地域営農組合

農林水産業費 降雹災害資金利子助成金 459,076 農業政策課 事業費補助
つがる弘前農業協同組合、津軽みらい農業協同
組合

農林水産業費 台風災害経営資金利子助成金 257,087 農業政策課 事業費補助
つがる弘前農業協同組合、津軽みらい農業協同
組合
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農林水産業費 担い手育成事業費補助金 1,165,000 農業政策課 事業費補助

中南地域ＶＩＣ・ウーマンの会弘前支部、ＪＡつがる
弘前青年部、ＪＡつがる弘前青年部船沢支部、弘
前市認定農業者連絡協議会、岩木町認定農業者
連絡協議会、相馬地域認定農業者連絡協議会、
五代りんご支会、津軽りんご農家後継者の会、津
軽青和会、サンフェスタいしかわ友の会、折笠りん
ご支会、農修会､農事組合法人ほりこしファーム

農林水産業費 集落営農組織等法人化支援事業費補助金 350,000 農業政策課 事業費補助
農事組合法人千年、農事組合法人はなわ、真土
営農組合、千年第一地区集落営農組合、石川地
区集落営農組合､農事組合法人つがる大沢

農林水産業費 地域おこし協力隊住環境整備事業費補助金 1,974,000 ひろさき未来戦略研究センター 事業費補助 個人２名
農林水産業費 野菜・花き産地育成事業費補助金 526,000 農業政策課 事業費補助 つがる弘前農業協同組合やさい協議会

農林水産業費 学校給食地元産品導入促進事業費補助金 1,618,040 農業政策課 事業費補助
萩原乳業株式会社、相馬村農業協同組合、つが
る弘前農業協同組合、株式会社ヒロサキ

農林水産業費 農の雇用継続支援事業費補助金 8,500,000 農業政策課 事業費補助

株式会社森の中の果樹園、弘前りんご株式会社、
株式会社山本米菜園、農事組合法人かわにし、合
同会社未来のひかり、農事組合法人鬼楢営農組
合、有限会社ゆめりんご、合同会社パープルウィ
ンドウ、有限会社まごころ農場、個人1名

農林水産業費 農作業受託支援事業費補助金 49,000 農業政策課 事業費補助 弘前りんご株式会社、個人1名
農林水産業費 再生農地耕作支援事業費補助金 1,450,000 農業政策課 事業費補助 株式会社あおもり農業開発機構、合同会社秀興
農林水産業費 りんご輸出支援事業費補助金 103,000 りんご課 事業費補助 タムラファーム株式会社
農林水産業費 りんご海外販売サポート事業費補助金 400,000 りんご課 事業費補助 つがる弘前農業協同組合
農林水産業費 りんご園防風網張替事業費補助金 10,046,000 りんご課 事業費補助 個人55名
農林水産業費 果樹共済加入促進対策事業費補助金 9,850,178 りんご課 事業費補助 ひろさき広域農業共済組合

農林水産業費 米需給調整活動支援事業費補助金 2,564,400 農業政策課 事業費補助
つがる弘前農業協同組合､津軽みらい農業協同組
合､相馬村農業協同組合、青森県米穀集荷協同組
合中弘地区連絡協議会

農林水産業費 転作田利用集積支援事業費補助金 6,427,044 農業政策課 事業費補助
つがる弘前農業協同組合､津軽みらい農業協同組
合

農林水産業費 米の収入減少影響緩和対策加入促進事業費補助金 16,579,815 農業政策課 事業費補助
つがる弘前農業協同組合､津軽みらい農業協同組
合､相馬村農業協同組合、株式会社タナカふぁー
む、個人65名

農林水産業費 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 5,500,000 農業政策課 事業費補助 弘前市農業再生協議会
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農林水産業費 農道整備事業費等補助金 21,878,000 農村整備課 事業費補助

上中畑農道組合、宇田野神原共同施行、種市板
橋共同施行、大開共同施行、悪戸芦野共同施行、
第二中崎農道共同施行、上櫻川共同施行、大森
大石通共同施行、向坂共同施行、手代森第二共
同施行、三水共同施行、三三共同施行、七泉U.M
共同施行、七泉枝線1号共同施行、十面沢三日月
線共同施行、十面沢廻堰線共同施行、廻堰共同
施行、高野共同施行、蒔苗油伝共同施行、大根沼
共同施行、葛原茂上農道共同施行、第二葛原茂
上農道共同施行、新法師向野共同施行、沢田第３
集落協定、坂市沢共同施行、百沢山田共同施行

農林水産業費 りんご樹雪害対策農道等除雪事業費補助金 1,215,000 農村整備課 事業費補助

相馬村農業協同組合、大川農道等除雪共同施
行、大久保平除雪組合、平山農道除雪隊、大和沢
除雪共同施行、水木在家農道除雪共同施行、後
沢共同施行、むこうしら共同施行、三和・笹舘地区
農道除雪共同施行

商工費 未来を変える挑戦資金特別保証融資制度（創業･雇用）保証料補助金 5,833,165 商工政策課 事業費補助 青森県信用保証協会
商工費 未来を変える挑戦資金特別保証融資制度（空き店舗活用）保証料補助金 460,889 商工政策課 事業費補助 青森県信用保証協会
商工費 小口資金特別保証融資制度保証料補助金 35,705,753 商工政策課 事業費補助 青森県信用保証協会
商工費 小口零細企業特別保証融資制度保証料補助金 11,211,135 商工政策課 事業費補助 青森県信用保証協会
商工費 事業活性化資金特別保証融資制度保証料補助金 44,849,715 商工政策課 事業費補助 青森県信用保証協会
商工費 未来を変える挑戦資金特別保証融資制度（空き店舗活用）利子補給補助金 270,584 商工政策課 事業費補助 株式会社青森銀行、株式会社みちのく銀行

商工費 平成25年度特別保証融資制度利子補給補助金 7,426,335 商工政策課 事業費補助
株式会社青森銀行、青森県信用組合、青い森信
用金庫、東奥信用金庫、株式会社みちのく銀行、
株式会社秋田銀行

商工費 平成26年度特別保証融資制度利子補給補助金 23,557,270 商工政策課 事業費補助
株式会社青森銀行、青森県信用組合、青い森信
用金庫、東奥信用金庫、株式会社みちのく銀行、
株式会社秋田銀行

商工費 平成27年度小口資金特別保証融資制度利子補給補助金 17,462,926 商工政策課 事業費補助
株式会社青森銀行、青森県信用組合、青い森信
用金庫、東奥信用金庫、株式会社みちのく銀行、
株式会社秋田銀行

商工費 平成25年度小口零細企業特別保証融資制度利子補給補助金 2,582,365 商工政策課 事業費補助
株式会社青森銀行、青い森信用金庫、東奥信用
金庫、株式会社みちのく銀行、株式会社秋田銀行

商工費 平成26年度小口零細企業特別保証融資制度利子補給補助金 5,850,214 商工政策課 事業費補助
株式会社青森銀行、青森県信用組合、青い森信
用金庫、東奥信用金庫、株式会社みちのく銀行

商工費 平成27年度小口零細企業特別保証融資制度利子補給補助金 4,496,067 商工政策課 事業費補助
株式会社青森銀行、青森県信用組合、青い森信
用金庫、東奥信用金庫、株式会社みちのく銀行

商工費 平成18年度商業近代化資金融資制度利子補給補助金 48,534 商工政策課 事業費補助 東奥信用金庫、株式会社みちのく銀行
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商工費 平成19年度商業近代化資金融資制度利子補給補助金 52,090 商工政策課 事業費補助 東奥信用金庫
商工費 平成20年度商業近代化資金融資制度利子補給補助金 100,538 商工政策課 事業費補助 株式会社青森銀行
商工費 平成21年度商業近代化資金融資制度利子補給補助金 110,056 商工政策課 事業費補助 株式会社青森銀行

商工費 平成22年度商業近代化資金融資制度利子補給補助金 258,543 商工政策課 事業費補助
東奥信用金庫、株式会社みちのく銀行、株式会社
青森銀行

商工費 平成24年度商業近代化資金融資制度利子補給補助金 397,814 商工政策課 事業費補助 株式会社みちのく銀行、株式会社青森銀行
商工費 平成25年度商業近代化資金融資制度利子補給補助金 946,603 商工政策課 事業費補助 株式会社みちのく銀行、株式会社青森銀行
商工費 平成26年度商業近代化資金融資制度利子補給補助金 812,718 商工政策課 事業費補助 東奥信用金庫、株式会社みちのく銀行
商工費 青森県中小企業団体中央会補助金 2,000,000 商工政策課 運営費補助 青森県中小企業団体中央会
商工費 よさこい津軽開催事業費補助金 500,000 商工政策課 事業費補助 弘前商業連合会
商工費 カルチュアロード事業費補助金 900,000 商工政策課 事業費補助 カルチュアロード実行委員会
商工費 弘前市場まつり事業費補助金 500,000 商工政策課 事業費補助 弘前市場まつり実行委員会
商工費 弘前市中心市街地活性化協議会支援補助金 6,400,000 商工政策課 運営費及び事業費補助 弘前市中心市街地活性化協議会

商工費 販売促進活動特別支援事業費補助金 12,742,400 商工政策課 事業費補助

こぎんフェス実行委員会、企業組合ゆりかごR、西
弘商店街維持振興会、弘前下土手町商店街振興
組合、弘前市旅館ホテル組合、弘前露店商業組
合、さくら野弘前店協友店会、弘前いがめんち食
べるべ会、青森県漆器協同組合連合会、ルネスア
ベニューテナント会、一般社団法人日本料理研究
会 弘前調理師四條会、どて箱あらかるとの会、公
益社団法人弘前青年会議所、青森県電機商業組
合 弘前支部、弘前燃料器具協会、弘前商工会議
所青年部、青森県洋菓子協会弘前支部、ヒロロテ
ナント会、かくみ村会、青森県美容業生活衛生同
業組合弘前支部、弘前塗装工業会

商工費 買い物利便性向上対策モデル事業費補助金 1,526,800 商工政策課 事業費補助
合同会社ひろさきマーケット、株式会社イトーヨー
カ堂弘前店

商工費 古都ひろさき花火の集い開催事業費補助金 2,000,000 商工政策課 事業費補助 ひろさき市民花火の集い実行委員会

商工費 商店街魅力アップ支援事業費補助金 6,453,300 商工政策課 事業費補助

百石町振興会、弘前中土手町商店街振興組合、
弘前駅前商店街振興組合、西弘商店街維持振興
会、弘前上土手町商店街振興組合、土手町・鍛冶
町地区にぎわいリバイバルプラン実行委員会、大
町・駅前・上土手町商店街魅力アップ実行委員
会、弘前下土手町商店街振興組合

商工費 商店街街路灯ＬＥＤ化推進事業費補助金 500,000 商工政策課 事業費補助 下町中央振興会
商工費 青空市場開催支援事業費補助金 2,000,000 商工政策課 事業費補助 弘前市中心市街地活性化協議会
商工費 テレマーケティング関連産業立地促進費補助金 3,972,195 産業育成課 事業費補助 株式会社ＮＴＴ東日本サービス
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商工費 重点3分野育成強化促進費補助金 37,203,000 産業育成課 事業費補助

有限会社サッシュ弘前、株式会社センチュリーテク
ノコア、株式会社墨彩、コスモ食品株式会社、株式
会社ワークス、株式会社ラグノオささき、株式会社
しかないせんべい、有限会社プリンス光学、萩原
乳業株式会社

商工費 青森県漆器協同組合連合会運営費等補助金 3,306,000 商工政策課 運営費及び事業費補助 青森県漆器協同組合連合会

商工費 ひろさきブランド販路開拓支援補助金 2,260,683 商工政策課 事業費補助

株式会社青研、有限会社木村木品製作所、ブナコ
株式会社、タムラファーム株式会社、有限会社二
唐刃物鍛造所、ハーベストジャパン、弘前工芸協
会、株式会社弘果物流、農事組合法人鬼丸農園、
津軽千代造窯、個人２名

商工費 伝統工芸品等活用促進事業費補助金 458,320 商工政策課 事業費補助
株式会社中道、馬肉居酒屋「櫻」、有限会社ＶＡＮ
ＴＯＰ ＣＯＭＰＡＮＹ、株式会社菊富士、おばとみ

商工費 岩木山物産協会補助金 450,000 商工政策課 運営費及び事業費補助 岩木山物産協会
商工費 弘前市物産協会補助金 5,000,000 商工政策課 事業費補助 公益社団法人弘前市物産協会
商工費 日本弘前フェア事業費補助金 1,507,056 商工政策課 事業費補助 公益社団法人弘前市物産協会
商工費 店舗シェアリング支援事業費補助金 4,800,000 商工政策課 事業費補助 株式会社スコーレ
商工費 新分野チャレンジ支援事業費補助金 3,000,000 産業育成課 事業費補助 もりやま園株式会社、個人１名
商工費 岩木山商工会補助金 2,700,000 商工政策課 運営費及び事業費補助 岩木山商工会
商工費 岩木夏まつり開催事業費補助金 1,300,000 商工政策課 事業費補助 岩木夏まつり実行委員会
商工費 白神酵母・さくら酵母等ブランド化推進事業費補助金 822,646 産業育成課 事業費補助 有限会社ブレス、六花酒造株式会社

商工費 精密加工技術等高度化支援事業費補助金 2,382,000 産業育成課 事業費補助
カミテック株式会社、マルマンコンピュータサービス
株式会社

商工費 中心市街地雇用促進支援事業費補助金 11,186,137 商工政策課 事業費補助
オールスパイス株式会社、株式会社工藤酸素店、
マルホン株式会社、株式会社スコーレ、株式会社
エフ・ディ・シィ・フレンズ、株式会社アルク

商工費 弘前さくらまつり演芸場運営費補助金 1,450,000 観光政策課 運営費補助 公益社団法人弘前観光コンベンション協会
商工費 津軽三味線世界大会事業費補助金 600,000 観光政策課 事業費補助 津軽三味線世界大会実行委員会
商工費 宿泊促進事業費補助金 500,000 観光政策課 事業費補助 弘前市旅館ホテル組合
商工費 魅力ある着地型観光促進事業費補助金 3,500,000 観光政策課 事業費補助 公益社団法人弘前観光コンベンション協会
商工費 大仏公園さくら祭り事業費補助金 150,000 観光政策課 事業費補助 石川町会
商工費 弘前観光コンベンション協会運営費補助金 23,900,000 観光政策課 運営費補助 公益社団法人弘前観光コンベンション協会
商工費 Ｔｈｅ津軽三味線事業費補助金 3,000,000 観光政策課 事業費補助 The津軽三味線実行委員会
商工費 全日本リンゴ追分コンクール事業費補助金 1,000,000 観光政策課 事業費補助 全日本リンゴ追分コンクールを推進する会
商工費 サイクルネット活用促進事業費補助金 1,220,000 観光政策課 事業費補助 公益社団法人弘前観光コンベンション協会
商工費 岩木山観光協会運営費補助金 2,990,000 観光政策課 運営費補助 岩木山観光協会
商工費 岩木山観光協会事業費補助金 6,850,000 観光政策課 事業費補助 岩木山観光協会
商工費 岩木全国凧揚げ大会事業費補助金 420,000 観光政策課 事業費補助 青森県弘前市岩木全国凧揚げ大会実行委員会
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商工費 星まつりｉｎそうま開催事業費補助金 1,400,000 観光政策課 事業費補助 星まつりinそうま実行委員会
商工費 奇習・神秘ろうそくまつり伝承事業費補助金 500,000 観光政策課 事業費補助 ろうそくまつり実行委員会
商工費 岩木山修景保存整備事業費補助金 10,923,941 観光政策課 事業費補助 株式会社岩木スカイライン
商工費 岩木山周辺観光誘客事業費補助金 1,500,000 観光政策課 事業費補助 岩木山観光協会

商工費 外国人観光客受入環境整備事業費補助金 912,720 国際広域観光課 事業費補助
弘南バス株式会社、小堀旅館、株式会社呉服うめ
はら、株式会社中道

土木費 消融雪施設管理運営費補助金 5,832,340 道路維持課 運営費補助

弘前駅前融雪管理組合、３・３・２号融雪管理組
合、弘前中央通り融雪管理組合、弘前上土手町商
店街振興組合、中土手町融雪管理組合、弘前下
土手町商店街振興組合、蓬来融雪溝組合、一番
町協会、追手門通り歩道管理組合、石川消融雪溝
管理組合、昴町会

土木費 弘前市流雪溝利用管理組合連絡協議会運営費補助金 100,000 道路維持課 運営費補助 弘前市流雪溝利用管理組合連絡協議会
土木費 サイドシャッター装置導入事業費補助金 4,000,000 道路維持課 事業費補助 丸勘建設株式会社、株式会社佐藤惣建設
土木費 景観重要建造物改修等事業費補助金 1,332,000 都市政策課 事業費補助 国立大学法人弘前大学
土木費 路線バス運行費補助金 172,000,000 都市政策課 事業費補助 弘南バス株式会社
土木費 地域間幹線系統確保維持費補助金 31,328,000 都市政策課 事業費補助 弘南バス株式会社
土木費 地域生活交通再生路線運行費補助金 2,868,000 都市政策課 事業費補助 弘南バス株式会社
土木費 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金 666,549 都市政策課 事業費補助 弘南鉄道株式会社

土木費 融雪装置設置資金貸付金利子補給補助金 248,070 スマートシティ推進室 事業費補助
株式会社青森銀行、株式会社みちのく銀行、東奥
信用金庫、青い森信用金庫、東北労働金庫

土木費 下水道事業会計補助金 1,282,241,749 上下水道部総務課 企業会計繰出金 弘前市上下水道部
土木費 高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金 8,141,000 財産管理課 運営費補助 有限会社アムスカンパニー、医療法人仙知会
土木費 建築物耐震診断緊急促進事業費補助金 16,192,000 建築指導課 事業費補助 法人２件
消防費 消防施設整備事業費補助金 836,000 防災安全課 事業費補助 槌子町会、細越町会、地縁団体亀甲町町会

消防費 自主防災組織育成支援事業費補助金 8,978,162 防災安全課 事業費補助

堂ケ沢町会自主防災会、平山町会自主防災会、
三日月町会自主防災会、小山町会自主防災会、
清水森町会自主防災会、真土町会自主防災会、
蒔苗町会自主防災会、三ツ森町会自主防災会、
栄町町会自主防災会、泉野町会自主防災会、中
崎町会自主防災会、一野渡町会自主防災会、中
新町町会自主防災会、駒越町会自主防災会、天
王台町会自主防災連絡協議会

教育費 中弘南黒地区定時制通信制教育振興事業費補助金 50,000 教育政策課 事業費補助 中弘南黒地区定時制・通信制教育振興会

教育費 私立高等学校教育振興費補助金 4,919,000 教育政策課 事業費補助
学校法人柴田学園、学校法人弘前学院、学校法
人東奥義塾、学校法人弘前東高等学校
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教育費 私立幼稚園就園奨励費補助金 54,155,200 学務健康課 事業費補助

学校法人柴田学園柴田幼稚園、学校法人弘前文
化学院文化幼稚園、学校法人明の星学園弘前明
の星幼稚園、学校法人藤田学園若草幼稚園、学
校法人東北カトリック学園弘前カトリック幼稚園、
学校法人おやま学園平賀幼稚園

教育費 私立幼稚園教材費補助金 5,642,638 学務健康課 事業費補助

学校法人柴田学園柴田幼稚園、学校法人弘前文
化学院文化幼稚園、学校法人明の星学園弘前明
の星幼稚園、学校法人藤田学園若草幼稚園、学
校法人専徳寺学園弘前大谷幼稚園、学校法人養
生学園養生幼稚園、学校法人東北カトリック学園
弘前カトリック幼稚園、学校法人聖公会栄光学園
明星幼稚園、学校法人一弘学園弘前みなみ幼稚
園、学校法人大開学園ひばり幼稚園

教育費 障がい児幼児教育事業費補助金 1,008,000 学務健康課 事業費補助
学校法人弘前文化学院文化幼稚園、学校法人藤
田学園若草幼稚園

教育費 弘前地区小学校教育研究協議会研修事業費補助金 265,000 学校指導課 事業費補助 弘前地区小学校教育研究協議会
教育費 弘前地区中学校教育研究会研修事業費補助金 222,000 学校指導課 事業費補助 弘前地区中学校教育研究会
教育費 弘前地区小学校生徒指導連絡協議会事業費補助金 50,000 学校指導課 事業費補助 弘前地区小学校生徒指導連絡協議会
教育費 弘前市中学校生徒指導連絡協議会事業費補助金 50,000 学校指導課 事業費補助 弘前市中学校生徒指導連絡協議会
教育費 弘前私立幼稚園連合会研修事業費補助金 300,000 学校指導課 事業費補助 弘前私立幼稚園連合会
教育費 少年少女発明クラブ事業費補助金 100,000 学校指導課 事業費補助 弘前市少年少女発明クラブ

教育費 小中連携教育推進事業費補助金 1,100,000 学校指導課 事業費補助

裾野中学校区三校連携教育推進委員会、新和学
区小中連携協議会、北辰学区連携協議会、船沢
中学校区連携教育協議会、東目屋小中連携協議
会、一中学区連携協議会、東中学校区連絡協議
会、二中学区小中連携教育連絡協議会、三中学
区小中連携協議会チーム「シゲ」、南中学校区小
中連携協議会、四中学区小中連携協議会、第五
中学区小中連携教育推進協議会、石川学区連携
推進委員会、岩木地区学校連携協議会、常盤野
小中学校区連携協議会、相馬地区小中連携協議
会

教育費 弘前市立学校通学費補助金 4,232,718 学務健康課 事業費補助
小沢小学校、石川小学校、岩木小学校、船沢中学
校、津軽中学校、相馬中学校
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教育費 特別支援教育就学奨励費補助金 4,462,949 学務健康課 事業費補助

修斉小学校、新和小学校、高杉小学校、致遠小学
校、城東小学校、福村小学校、文京小学校、千年
小学校、大和沢小学校、小沢小学校、東目屋小学
校、和徳小学校、東小学校、時敏小学校、北小学
校、城西小学校、大成小学校、第三大成小学校、
石川小学校、岩木小学校、相馬小学校、三和小学
校、堀越小学校、豊田小学校、船沢小学校、北辰
中学校、東目屋中学校、第一中学校、東中学校、
第二中学校、第三中学校、南中学校、第四中学
校、第五中学校、石川中学校、津軽中学校

教育費 弘前市社会教育協議会事業費補助金 4,095,000 文化スポーツ振興課 運営費補助 弘前市社会教育協議会
教育費 弘前市児童文化研究サークル連合会事業費補助金 100,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 弘前市児童文化研究サークル連合会
教育費 弘前オペラ事業費補助金 1,000,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 弘前オペラ
教育費 弘前市文化団体協議会事業費補助金 400,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 弘前市文化団体協議会
教育費 国際子ども文化芸術交流ジュニアアーティストフェスティバル事業費補助金 660,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 国際子ども文化芸術交流実行委員会
教育費 弘前マンドリンアンサンブル創立25周年記念交流演奏会事業費補助金 300,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 弘前マンドリンアンサンブル
教育費 弘前バッハアンサンブル創立30周年記念渡欧公演事業費補助金 1,000,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 弘前バッハアンサンブル
教育費 弘前市連合婦人会事業費補助金 600,000 生涯学習課 事業費補助 弘前市連合婦人会
教育費 弘前市連合父母と教師の会事業費補助金 630,000 生涯学習課 事業費補助 弘前市連合父母と教師の会
教育費 学校管理下外親子安全保険事業費補助金 3,359,600 生涯学習課 事業費補助 弘前市連合父母と教師の会
教育費 ボーイスカウト弘前地区協議会事業費補助金 180,000 生涯学習課 事業費補助 ボーイスカウト弘前地区協議会
教育費 ガールスカウト弘前地区委員会事業費補助金 100,000 生涯学習課 事業費補助 ガールスカウト弘前地区委員会
教育費 化学への招待事業費補助金 20,000 生涯学習課 事業費補助 日本化学会東北支部弘前地区支部
教育費 相馬子ども会育成協議会事業費補助金 180,000 生涯学習課 事業費補助 相馬子ども会育成協議会
教育費 弘前地区小学校文化連盟事業費補助金 333,000 生涯学習課 事業費補助 弘前地区小学校文化連盟
教育費 弘前市中学校文化連盟事業費補助金 328,000 生涯学習課 事業費補助 弘前市中学校文化連盟

教育費 小・中学校文化連盟大会派遣事業費補助金 2,219,680 生涯学習課 事業費補助
弘前地区小学校文化連盟、弘前市中学校文化連
盟

教育費 音楽芸術後継者育成事業費補助金 3,549,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 弘前交響楽団、音楽ネットワーク弘前
教育費 将棋名人戦弘前対局記念大会事業費補助金 500,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 青森県将棋連盟

教育費 才能育成提案事業費補助金 3,050,000 文化スポーツ振興課 事業費補助

ひろさき芸術舞踊実行委員会、秋のコンサート実
行委員会、弘前ねむの会ファミリーコーラス、弘前
謡曲会、ミュージックキャンプひろさき実行委員
会、パーカッショングループ<ファルサ>

教育費 岩木文化協会事業費補助金 230,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 岩木文化協会
教育費 岩木文化祭事業費補助金 1,000,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 岩木文化祭運営委員会
教育費 津軽塗技術保存伝承事業費補助金 100,000 文化財課 事業費補助 津軽塗技術保存会
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教育費 重要文化財等修理事業費補助金 16,151,000 文化財課 事業費補助
宗教法人岩木山神社、学校法人弘前厚生学院、
宗教法人革秀寺

教育費 指定文化財管理事業費補助金 483,000 文化財課 事業費補助

宗教法人長勝寺、宗教法人最勝院、宗教法人熊
野奥照神社、宗教法人弘前八幡宮、宗教法人誓
願寺、宗教法人革秀寺、宗教法人岩木山神社、宗
教法人高照神社、学校法人弘前学院、学校法人
弘前厚生学院、個人１名

教育費 伝統的建造物群保存地区保存修理事業費補助金 3,403,000 文化財課 事業費補助 個人８名
教育費 伝統的建造物群保存地区樹木保存事業費補助金 98,474 文化財課 事業費補助 弘前市仲町地区伝統的建造物群保存会
教育費 民俗芸能保存育成事業費補助金 30,000 文化財課 事業費補助 紙漉沢獅子舞保存会
教育費 弘前市指定無形民俗文化財用具修理費補助金 165,000 文化財課 事業費補助 松森町津軽獅子舞保存会
教育費 青森県指定無形民俗文化財用具修理費補助金 63,000 文化財課 事業費補助 悪戸獅子舞保存会、津軽神楽保存会
教育費 高照神社文化財維持保存会後援会補助金 700,000 文化財課 事業費補助 高照神社文化財維持保存会後援会
教育費 岩木地区レクリエーション大会補助金 300,000 生涯学習課 事業費補助 岩木地区レクリエーション大会運営委員会

教育費 子ども会活動推進事業費補助金 269,000 生涯学習課 事業費補助

西部仲町町会西部仲町子ども会青少年育成委
員、水木在家子ども会、和徳地区青少年育成委員
会、北地区青少年育成委員会、三八町会子ども
会、上桔梗野町会

教育費 幼児体育リズム講習会運営事業費補助金 50,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 弘前幼稚園協会
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教育費 小・中学生東北、全国及び国際スポーツ大会派遣事業費補助金 3,320,000 文化スポーツ振興課 事業費補助

城西スポ少 ミニバス部 父母会、特定非営利活動
法人リベロ津軽スポーツクラブ、KJ-TENNIS
ACADEMY、弘前卓球センター、公益社団法人日
本空手協会弘前東支部禪空舘、Athletic Club 弘
前 U-15、公益社団法人日本空手協会弘前中央支
部、福村卓球スポーツ少年団、豊田小学校卓球
部、ASAHI－BOWL、第三大成小学校卓球クラブ、
堀越小学校卓球部、弘前PPKジュニア、時敏レッド
デビルズ父母の会、一般財団法人護國館、平川市
ソフトテニススポーツ少年団、弘前Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター、青森山田リトルシニア、Ｒ・Ｇひろさきジュニ
ア、岩木バレーボールクラブ、千年アンビシャスス
ポーツ少年団、シュライン LFC、弘前市立東中学
校陸上部、弘前市立津軽中学校、アスリートクラ
ブ、特定非営利活動法人弘前キッズバドミントンク
ラブ、弘前大学附属中学校、弘前市立第二中学
校、弘前四中ソフトテニス部、弘前市立第五中学
校、弘前大学教育学部附属ミニバスケットボール
スポーツ少年団、北辰レーシング、チームα、相馬
スキージュニア、弘前聖愛リトルシニアチーム、ひ
らかわスイミングクラブ、弘前北卓球スポーツ少年
団

教育費 全国選抜高等学校相撲弘前大会運営事業費補助金 200,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 全国選抜高等学校相撲弘前大会実行委員会
教育費 鷹揚旗中学校選抜剣道大会運営事業費補助金 450,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 鷹揚旗実行委員会
教育費 体育振興事業費補助金 23,795,000 文化スポーツ振興課 運営費及び事業費補助 公益財団法人弘前市体育協会

教育費 日本一輪車舞台演技大会運営事業費補助金 892,000 文化スポーツ振興課 事業費補助
オールジャパン・ユニダンシング・コンペティション
実行委員会

教育費 市民スキー教室運営事業費補助金 200,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 岩木スキークラブ
教育費 青森県ジュニア・アルペンスキー大会運営事業費補助金 350,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 岩木スキークラブ
教育費 岩木山選抜ジャイアントスラローム大会運営事業費補助金 350,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 岩木スキークラブ
教育費 弘前市スポーツ少年団活性化事業費補助金 1,431,440 文化スポーツ振興課 事業費補助 公益財団法人弘前市体育協会
教育費 弘前市スポーツ少年団運営事業費補助金 1,800,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 公益財団法人弘前市体育協会
教育費 東北社会人サッカーリーグ1部参入事業費補助金 994,311 文化スポーツ振興課 事業費補助 特定非営利活動法人弘前Jスポーツプロジェクト
教育費 弘前地区中学校体育大会運営事業費補助金 715,000 学校指導課 事業費補助 弘前地区中学校体育連盟
教育費 青森県、東北及び全国中学校体育大会派遣事業費補助金 9,145,300 学校指導課 事業費補助 弘前地区中学校体育連盟
教育費 中学校体育指導強化事業費補助金 1,830,000 学校指導課 事業費補助 弘前市中学校長会
教育費 小学校連合体育大会運営事業費補助金 2,835,469 学校指導課 事業費補助 弘前市小学校体育研究会
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教育費 トップアスリート招致支援事業費補助金 7,362,065 文化スポーツ振興課 事業費補助

特定非営利活動法人リベロ津軽スポーツクラブ、
弘前大学全学競技スキー部後援会、弘前柔道協
会、一般財団法人岩木振興公社、ＳＯＭＥＣＩＴＹＡ
ＯＭＯＲＩ実行委員会、ＨＩＲＯＳＡＫＩ市民球団プロ
ジェクト、ひろさき芸術舞踊実行委員会、公益財団
法人弘前市体育協会、弘前ラグビーフットボール
協会

教育費 岩木地区体育協会運営事業費補助金 2,000,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 岩木地区体育協会
教育費 相馬地区体育振興事業費補助金 980,000 文化スポーツ振興課 事業費補助 相馬地区体育協会
教育費 スポーツ人材雇用奨励事業費補助金 3,199,989 文化スポーツ振興課 事業費補助 特定非営利活動法人弘前Jスポーツプロジェクト
教育費 弘前市学校保健会運営費補助金 560,000 学務健康課 事業費補助 弘前市学校保健会

災害復旧費 災害復旧事業費補助金 199,000 農村整備課 事業費補助 和田堰組合

281件

3,696,218,238
合計


