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疑問な点などは気軽に問い合わせを

　「１％システムとはどんな制度？」「事業を申請したいけど対象になるの？」など、簡単な制度の概要か
ら具体的な書類の書き方まで、１％システムに関する質問や相談については、随時受け付けしていますの
で、気軽にお問い合わせください。

平成 27 年度の事業募集予定

　来年度に実施する事業の募集は、３次募集まで予定しています。
◎２次募集期間…４月13日～５月 12日（事業実施期間…７月１日～平成28年３月 31日）
◎３次募集期間…７月13日～８月 12日（事業実施期間…10月１日～平成28年３月 31日）
※制度の詳細や申請書類については、市民協働政策課で配布しているほか、市ホームページに掲載してい
ます。なお、この制度に関する予算については、３月に行われる第１回市議会定例会で審議されます。予
算案の可決をもって、制度を実施します。
▽問い合わせ先　市民協働政策課市民協働係（市役所２階、窓口 254、☎ 40・7108、Ｅメール
shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp）

市民参加型まちづくり１％システム　実施事業紹介

　このコーナーでは、「市民参加型まちづくり１％システム」を活用し、実施された事業を紹介していま
す（平成25年度実施分）。今号は下記の事業です。なお、本年度は右表の 57事業が交付決定を受け、
さまざまな分野に活用されました。

 
「雪かき」を活用した親雪推進事業20

 

▽実施団体　津軽ひろさきマーチング委員会
▽事業内容　旧弘前偕行社で、弘前の街並みを描いたイラストや写真などの展示
会と、市民を対象に「みんなで描こうひろさき百景」と題したイラスト教室を開
催しました。イラスト教室では、自分の好きな弘前の風景のイラストを描いた後、
完成した作品の展示を行うことで、弘前の良さを再認識し、街並みを保存しなが
ら大切にするという意識を高めることができました。
▽事業費／補助金額　39万 7,445 円／ 34万 7,000 円

19 ひろさきの街の水彩写生を通じて街を愛する子供たちに
「みんなで描こうひろさき百景」

▽実施団体　津軽ひろさき雪かき検定実行委員会
▽事業内容　弘前城雪燈籠まつりと岩木山南麓豪雪まつりの会場で、「雪かき」
を活用したレクリエーションイベントを開催しました。参加者には「雪かき検定」
で雪かきの腕を競ってもらったほか、海外製のスコップに触れながら雪を楽しん
でもらうことができました。海外製のスコップに興味を持ったり、雪かき検定に
参加した子どもたちも多く、「雪かきはつらい、大変」から「雪かきは楽しい」
へ意識転換を図るきっかけづくりができました。
▽事業費／補助金額　30万 2,600 円／ 27万 2,000 円

平成 26 年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム　交付決定事業一覧
事　業　名 団　体　名 交付決定額

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」弘前歩こう会 46万円
環境美化事業槌子町会環境美花「花いっぱい運動」 槌子町会 13万 4,000 円
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

岩木山桜会議 22万 5,000 円

五代町会夏祭り＆ほたる鑑賞会（学習会） 五代町会 14万 6,000 円
環境教育用だんぶり池下敷き作成活用事業 ひろさき環境パートナーシップ 21 21万 9,000 円
～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

和徳歴史探偵団 50万円

いちごで笑顔家族・地域お楽しみ事業 三省地区いちごわくわくクラブ 19万 7,000 円
湯口交差点「花いっぱい運動」 JA相馬村女性部 10万 7,000 円
コミュニティシネマ事業「harappa 映画館」 harappa 50 万円
青森スマートドライバー 青森スマートドライバー実行委員会 50万円
乳井区域内放棄地の環境整備と美化活動 乳井町おこし協力会 36万 8,000 円
第２回弘前城リレーマラソン スポネット弘前 30万円
音楽の祭日 in 弘前（Fête de la Musique à Hirosaki） 音楽の祭日実行委員会 50万円
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 津軽広域救急支援機構 50万円
世界一の桜並木道をノルディック・ウォーク 青森県体育協会岩木青少年スポーツセン

ター
31万 8,000 円

若葉町会納涼祭り 若葉町会 7万 9,000 円
弘前市民の森で元気になろう 弘前市民の森の会 17万円
大仏公園紫陽花まつり 石川町会 27万 8,000 円
大開町会納涼祭り 大開町会 10万 9,000 円
イルミネーション＆ねぷたロード整備事業 和徳町大通り町会 50万円
城西学区安全で安心な「地域安全マップ」作製事業 城西学区子ども安全サポート推進事業部 11万 8,000 円
桜庭町会内の危険箇所及び道路舗装整備事業 桜庭町会  25万 5,000 円
岩木山エコプロジェクト 岩木山観光協会 50万円
ふくろうと共存するりんご生産における農業の新展開 ふくろうの会 50万円
ラベンダーロード再生事業 相馬地区小・中学校PTA連絡協議会 16万 4,000 円
2014岩木町絆フェスティバル事業 岳暘ふるさと創生会 47万 7,000 円
エンジョイ・プレイセンター 青森県にプレイセンターを創る会 5万 4,000 円
甦れ、雑種地から交流農園へ 向外瀬町会 50万円
N響メンバーと合同で演奏するチェロアンサンブル ひろさきチェロアンサンブル同好会 17万 9,000 円
東目屋地区活性の為の回覧板　新聞発行事業 楽しいね東目屋！実行委員会 50万円
住吉針桐を天然記念物に！「住吉ハリギリ祭り」 住吉町会 16万 4,000 円
栄町ふれあい夏まつり 栄町町会 22万 7,000 円
山岸堰改良事業 国吉町会 43万 5,000 円
石渡町会ふれあいの集いと自主防災訓練 石渡町会 21万 7,000 円
ひろさきアフタースクール
「地域の力を取り込んだ放課後つくり」プロジェクト

あんよ・せらぴー共育研究会 24万 5,000 円

伝統文化を身近に「津軽音広場」 津軽の音実行委員会 50万円
手造り屋台村 小沢地区屋台村実行委員会 15万 3,000 円
PECSロゴステッカーを拡散して、ASDの方の外出を推進する
プロジェクト（略称：PECSロゴステッカー拡散プロジェクト）

あおもりPECS研究会弘前支部 38万 2,000 円

岩木山トレイルランニングフェスティバル 2014（第１回） 岩木山トレイルランニング実行委員会 50万円
第 12回ホームムービーの日 HMD弘前 43万 8,000 円
Nature　今こそ自然に還るとき 弘前学生BBS会 41万 1,000 円
ギネス記録も持つ！！津軽の笛が大集合！　第 2回津軽笛博覧会 津軽笛地域づくり実行委員会 50万円
通学路等における児童の見守り活動 堀越子ども見守り隊 21万 6,000 円
豊田小学校通学路排雪事業 豊田小学校父母と教師の会 31万 7,000 円
青年団リンク　ホエイ「珈琲法要」弘前公演実施事業 弘前は珈琲の街です委員会 50万円
青少年健全育成・地域づくり・地域世代間交流事業　
「第１回　津軽の伝統文化と昔の遊びに触れてみよう」

時敏地区青少年育成委員会 37万 1,000 円

弘前市民による地域包括ケア実現のための研修会　みんなでつくる地域
包括ケアの街～ひとりひとりの「生きる」を大事にしよう～

ひろさきナラティブ .net 20 万 2,000 円

岩木山南麓豪雪まつり 岩木山観光協会 49万 8,000 円
ひろさきを絵手紙にして知ってもらおう
ワークショップ「こころを伝える　ひろさき絵手紙展」

津軽ひろさきマーチング委員会 30万 9,000 円

ともに生きる精神障がいの理解・普及・交流会
「松本ハウスがやってくる」～笑って学ぼう精神疾患～

津軽地域精神障がい者社会復帰支援連絡
会

30万 5,000 円

農の魅力、子どもに発信！ 弘前大学財政ゼミナール 8万 9,000 円
組ねぷた制作技能継承事業－組ねぷたを見直そう－ 弘前ねぷた参加団体協議会 50万円
昴地区集会所協働開放事業 昴町会 14万 4,000 円
福祉と暮らしの相談会～多職種ネットワークによる相談会～ 権利擁護あおい森ねっと 17万 8,000 円
文化周知のためのイベント開催 うぃっちたいむ !! 実行委員会 48万 7,000 円
「やりたいことをやらなくちゃ」プロジェクト Hiromaru 47 万 7,000 円
過疎地域スポーツ推進事業 スポネット弘前 20万 4,000 円


