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青森市

No 寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

事業の概要

事業を活用し開発された新商品
『スプーンで食べるカシスの生キャラ』

事業を活用し開発された新商品
『あおひばオイル』

『あおひばアクアオイル』

『青森市産りんごフェア』
（AoMoLink　～赤坂～）

『アグリフードEXPO東京2017』
出展の様子

トマトハウス設置状況 トマトハウス内のトマト生育状況

首都圏の駅での
観光プロモーションの様子

青森駅でのお客様の
お出迎え実施

 あおもり産品の販売促進を目
的に、あおもり産品販売促進
協議会に事業費を負担金とし
て支出しており、その一部に
寄附金を充てています。
　当該協議会では、この寄附
金を活用し、首都圏での販売
促進イベントや商談会出展な
どの事業を行いました。

平成29年度に寄附金を活用して実施した事業

参考写真

1
がんばる企業
応援事業

879,000

【寄附金の使途指定】：誘客推進のための事業

【寄附金の使途指定】：地域企業の新ビジネス等への挑戦を支援するための事業

【寄附金の使途指定】：農林水産物の高付加価値化・ブランド化・販売促進のための事業

4
青森市観光振
興対策事業

1,433,138

　東北新幹線全線開業及び北
海道新幹線開業の効果を継続
的に獲得していくため、官民
一体となった推進体制を強化
し、更なる交流人口の増加と
地域振興を図るため組織され
た「観光振興会議」へ負担金
を支出し、首都圏等における
観光プロモーションや青森市
を訪れたお客様に対するおも
てなし等、多様な取組を行い
ました。

2
あおもり産品
販売促進事業

1,600,000

3
野菜・花きハ
ウス等導入促
進事業

40,000

　トマトの生産拡大と農家の
所得向上を図るため、トマト
の生産を行うために必要な施
設園芸用ビニルハウスを導入
する農業者2戸に対して、補助
金873,500円を交付しました。

明日の街を創る！

　しごと創り

　市内事業者の商品開発や販
路拡大等を目的に、東青ビジ
ネスサポート協議会（旧がん
ばる企業応援協議会）に事業
負担金を支出しており、その
一部に寄付金を充てていま
す。
　当該協議会では、知識・経
験の豊富な外部コーディネー
ターや専門家を配置し、事業
者の取組等に対する支援を実
施しました。
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No
寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

事業の概要 参考写真

中国でのプロモーションの様子 中国定期便初便到着の出迎えの様子

ねぶた小屋が立ち並ぶラッセランド 青森ねぶた海上運行の様子

ねぶたの家　ワ･ラッセ ヒストリーサークル

第32回浪岡北畠まつりでの
ねぶた合同運行の様子

ねぶた制作講座の様子

第36回なみおか桜まつり 「浪岡城跡観桜ウォーク」の様子

　外国人観光客の本市への誘
客を促進するため、中国・台
湾・韓国等での観光プロモー
ションや、本市に宿泊する旅
行商品を造成した旅行会社等
に助成金を交付しました。

6
青森ねぶた祭
活性化事業

1,743,000

北畠まつり開
催支援事業

　青森市文化観光交流施設
「ねぶたの家　ワ･ラッセ」西
の広場に設置している、青森
の誕生から東北新幹線青森駅
開業までの青森市の歴史を表
した「ヒストリーサークル」
が経年のため見えづらくなっ
ていたため、寄附金を活用し
清掃と銅版磨きを実施しまし
た。

【寄附金の使途指定】：浪岡地区の歴史・文化を体感できるイベントを継続開催していくための事業

215,000

外国人観光客
誘客促進事業

3,637,0005

　浪岡地区の歴史や文化に根
ざした観光振興事業を実施し
ている青森市浪岡観光協会に
補助金として交付しました。
「なみおか桜まつり」を国指
定史跡「浪岡城跡」で開催す
るための経費として、また、
続日本100名城に選ばれた浪岡
城の歴史を学びながら桜を堪
能する「浪岡城跡観桜ウォー
ク」を開催する経費として活
用しました。

　本市の観光資源の中核をな
している青森ねぶた祭をより
充実させ活性化していくため
の支援や、各種事業を実施し
ました。主な取組として、青
森ねぶた祭実行委員会へ負担
金を支出し、ねぶた祭の開
催、ラッセランド設備更新、
海上運行用台船修理などを実
施しました。

85,000

7

9
浪岡観光振興
事業

8

文化観光交流
施設運営管理
事業

92,000

　南北朝時代の武将・北畠顕
家の子孫が、浪岡城を築いた
ことにちなんだ「浪岡北畠ま
つり」を実施している実行委
員会に補助金として交付しま
した。
　祭り期間中は、渓流魚手づ
かみ大会、合同パレード、ね
ぶた合同運行など様々な催し
が繰り広げられますが、こう
した既存イベントに加えて実
施された新たな取組（中高生
を対象としたねぶた制作講座
など）に対して寄附金を活用
しました。
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No
寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

事業の概要 参考写真

放課後児童会の様子 放課後児童会を利用する子どもたち

児童館を利用している子どもたちが
参加した「子どもサミット」

児童館に設置したストーブ

「青森市子ども会議フォーラム
　２０１７」

（子ども会議委員がＴシャツを着
用）

「浪岡子どもの祭典」
（啓発活動の展示、スタンプ

＆クイズラリーなど）

「青森市子育てひろば」に設置した
備品等

「青森市子育てひろば」の様子

細越児童遊園に設置したすべり台 新田児童遊園に設置した外柵

10
放課後児童対
策事業

2,416,467

　子どもの権利の普及啓発を
図るために、子どもと大人が
「青森市子どもの権利条例」
と子どもの権利について学
び、理解するための機会を提
供しています。
　平成29年度は、子ども会議
委員の権利普及活動Ｔシャツ
の購入、学校等に配布した子
ども会議フォーラム宣伝チラ
シの作成等に寄附金を活用し
ました。

14
児童遊園遊具
等改修事業

1,237,680

522,270

　多くの子どもたちが利用し
ている児童館の室温管理に必
要なストーブを、寄附金を活
用して設置しました。

児童の健康を確保し、自主
性・社会性・創造性を高め、
情操を豊かにするために、子
どもの遊び場の不足している
住宅集合地域及び交通量の多
い場所に設置している児童遊
園の遊具等の改修を行い、本
目的に沿った遊び場を確保し
ます。
　平成29年度は、寄附金を活
用して、細越児童遊園のすべ
り台１基と新田児童遊園の外
柵を設置しました。

12
子どもの権利
普及啓発事業

206,301

児童館管理運
営事業

【寄附金の使途指定】：子ども・子育てを支援するための事業

13
子ども支援セ
ンター活動事
業

1,037,025

　放課後児童会の運営に必要
な玩具、書籍等を寄附金を活
用して購入しました。

11

　ひと創り

　子育てに関する相談や情報
提供、青森市子育てひろばの
開催など、子育て家庭に対す
る育児支援の充実とともに、
認定子ども園・幼稚園・保育
所等を対象とした研修会開催
など、教育・保育サービスの
質の維持・向上を図っていま
す。
　平成29年度は寄附金を活用
して『あそびにおいでよ！青
森市子育てひろば』の備品・
消耗品等を購入しました。



4

No
寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

事業の概要 参考写真

大野前田ちびっこ広場
に設置したうんてい

桜木ちびっこ広場
に設置したブランコ

野内児童館 修繕工事を行った野内児童館屋根

ボランティアによる読み聞かせ ボランティアによる除雪活動

18
子どもの居場
所づくり・学
習応援事業

3,812,390

　市内在住のひとり親家庭
等、生活保護受給世帯及び就
学援助受給世帯の中学生を対
象に、家庭の経済状況に関わ
らず、学ぶ意欲のある子ども
が、可能性を最大限伸ばし
て、それぞれの夢に挑戦でき
るよう、学習の支援のほか、
仲間との出会いや活動ができ
る居場所づくりを支援しまし
た。

学校支援地域
本部事業

462,683

　学校・家庭・地域が一体と
なり、地域ぐるみで学校運営
を支援しながら、子どもたち
を育てる体制を整える「学校
支援地域本部」を設置し、地
域の住民が学習支援や部活動
の指導、環境整備等のボラン
ティアとして、学校活動の支
援を行いました。

15
ちびっこ広場
遊具等改修事
業

1,672,920

　幼児等の健康を増進し、情
操を豊かにするとともに、水
難事故及び交通事故の発生を
未然に防止することなどを目
的として設置する「ちびっこ
広場」を維持するため、遊具
等の改修等を行い、本目的に
沿った遊び場を確保します。
　平成29年度は、寄附金を活
用して、大野前田ちびっこ広
場のうんてい１基と桜木ち
びっこ広場ブランコ１基を設
置しました。

19

「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」ロゴマーク

16
児童館維持管
理事務

189,000

児童が安心して学習及び集団
活動できる場を確保するた
め、児童館の維持修繕に努め
ています。
　平成29年度は、寄附金を活
用して、野内児童館の屋根葺
替修繕を行いました。

17
ひとり親家庭
等就業自立支
援事業

77,405

 就職に必要な知識の習得に向
け、主体的に自己の教育訓練
又は能力開発に取り組むひと
り親家庭の母又は父に対し
て、ひとり親家庭自立支援教
育訓練給付金を支給し、就職
を希望するひとり親家庭の母
等の職業能力の向上及び雇用
の促進を図り、ひとり親家庭
の自立の促進を図りました。

【寄附金の使途指定】：青少年の教育を支援するための事業

事業イメージ
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No
寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

事業の概要 参考写真

平成29年度グローバル
人材育成事業の様子

ALTと外国の料理を
作っている様子

青森市ＰＴＡ連合会が
作成したねぶた

子どもたちが跳人
として参加している様子

小学校３年生が使用する社会科
副読本「わたしたちの青森」上巻

小学校４年生が使用する社会科副読
本「わたしたちの青森」下巻

青森中央消防署の
はしご車の見学の様子

青森中央消防署の
司令塔での見学の様子

少年指導委員の委嘱状交付式の様子
少年指導委員による中体連夏季大会

（県総合運動公園）巡回の様子

1,922,000

　次代を担う青森市の子ども
たちに、伝統ある郷土の文化
遺産の継承を図り、市民の郷
土愛を培うことを目指して大
型ねぶたの制作・運行等を行
う青森市ＰＴＡ連合会に対し
補助金を交付しました。

333,252

　子どもたちが、外国語によ
るコミュニケーション能力を
培って、国際化に対応できる
人材となれるよう育成を図る
ため、CIR（国際交流員）や
ALT（外国語指導助手）と共に
勉強や遊び、運動を通して英
語を生活の一部とする体験合
宿を、小学５・６年生２０名
を対象として実施しました。

24

小学校運営管
理事務・中学
校運営管理事
務

30,000
　小学校及び中学校の特別支
援学級に係る経費の一部とし
て、寄附金を活用しました。

22

学校での授業の様子
（※写真は寄附金の活用内容とは直接関係ありません。）

小中学校副読
本支給事業
(社会科副読
本の制作経

費）

1,184,000

　小学校３・４年生が社会科
の授業において郷土を学習す
るために、社会科副読本「わ
たしたちの青森」を制作し、
配付しました。

442,000

　児童生徒の校外学習授業に
係る移動経費の一部を市が負
担することにより、保護者の
負担軽減を図りました。

25
少年指導・育
成事業

902,000

　若者の集まる店舗等を巡回
する街頭指導を行い、少年へ
の声かけや相談活動を通し
て、少年の非行化に歯止めを
かけるため、少年指導委員153
人を委嘱しています。年間一
般街頭指導141回、特別指導68
回のべ697人が街頭指導に従事
し、少年非行の減少に大きく
貢献しました。

20
グローバル人
材育成事業

21
青森市ＰＴＡ
連合会ねぶた
運行補助事業

23
校外学習支援
事業
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No
寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

事業の概要 参考写真

劇団四季のミュージカル
子どもたちが劇団員さんと

直接触れ合う交換会

「A-Paradise2017」
若者へ活動発表の場を提供

「ま冬のワークショップ」
雪の上の遊び場を実践

棟方志功ゆかりの地の視察の様子
※青森市開催の様子

基調講演の様子
※青森市開催の様子

4道県共通のリーフレット
世界遺産登録構成資産の一つである

「小牧野遺跡」（真上から）

簡易ＰＡシステム（アンプ、スピー
カー、マイク等のセット）解説板

「あおもり歴史トリビア」冊子版

【寄附金の使途指定】：文化財の保護、歴史の継承や図書館を充実するための事業

歴史的文化資
源保存・活用
事業

644,701

　歴史的文化資源（民俗芸能
や遺跡など）の活用の一環と
して、民俗芸能発表会や、あ
おもり北のまほろば歴史館・
森林博物館・小牧野遺跡（2施
設）の計4施設でのイベント・
講座等で使用するＰＡシステ
ムを購入したほか、文化財施
設解説板等を制作しました。
　また、市民が青森市の歴史
を知り、郷土への理解と愛着
を深める機会を提供するた
め、「あおもり歴史トリビ
ア」冊子版を作成し、小中学
校等へ配布したほか、歴史講
座を記録するためのICレコー
ダー等を購入しました。

1,199,258

　文化ボランティアや専門人
材の育成・確保を図るととも
に、子どもたちに本市が有す
る文化芸術資源に触れる機会
や、文化芸術活動をする若者
へ活動発表の場を提供するた
め、ステージイベント、ワー
クショップ、先進地視察等を
実施しました。

【寄附金の使途指定】：文化・芸術振興のための事業

小学校演劇鑑
賞支援事業

112,270

　本市の子どもたちの情操を
養い、芸術に親しむ心を育む
ことを目的に、本格的な舞台
芸術の開催について支援しま
す。

30

27

文化芸術によ
るまちづくり
担い手育成事
業

29
世界遺産登録
推進事業

52,000

　「北海道・北東北の縄文遺
跡群」の世界遺産登録に向
け、4道県共通リーフレットを
作成しました。

28
棟方志功サ
ミット開催事
業

88,820

　棟方志功画伯ゆかりの地の
自治体の長が一堂に会し、参
加自治体相互の文化芸術及び
経済の発展を図るため、棟方
志功画伯の作品などの文化芸
術資源を活用した観光振興
や、文化芸術から経済までの
幅広い人的交流について協議
や情報交換を行いました。

平成28年度　青森市開催
平成29年度　中野区開催

26
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No
寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

事業の概要 参考写真

館内図 ドライブマップ

アクリルブックスタンド
を用いた新着図書の紹介

大型絵本を収納する専用書架

エプロンシアター
『おおかみと７ひきのこやぎ』

浪岡中央保育園おはなし会
でのエプロンシアター実演の様子

図書館利用者カードの表 図書館利用者カードでの貸し出し

生涯学習情報誌の冊子
中央市民センター

に置かれている情報誌

32 821,178

　図書館の資料充実を図ると
ともに、収集した資料の利用
拡大を図るため、アクリル
ブックスタンド等の消耗品
や、大型絵本用書架等の備
品、図書を購入しました。

図書資料整備
事業

31
青森市小牧野
遺跡保護施設
管理事業

99,900
　小牧野遺跡（2施設）で使用
する館内図・ドライブマップ
等を作成しました。

33
読書活動推進
事業

225,523

　乳幼児等への読書啓発活動
を促進するため、エプロンシ
アターや、エプロンシアター
収納ボックス等の消耗品を購
入しました。

245,700
　利用者カードを作成し、ど
なたにも利用しやすい図書館
としての環境を整えました。

35
生涯学習情報
提供事業

6,000

　生涯学習に対する市民ニー
ズが高まり、多様化している
中、生涯学習情報を容易に入
手できる環境づくりを進める
ため、学習機会や施設、団
体・サークル、指導者に関す
る情報を様々な媒体を活用
し、広く市民に提供しまし
た。

【寄附金の使途指定】：社会教育・生涯学習活動を推進するための事業

34
図書館運営管
理事業
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No
寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

事業の概要 参考写真

中央市民センターに
設置されたロビーチェア

中央市民センター料理室
に設置された調理器具

油川市民センター
油川市民センターに設置
されたオーブンレンジ

中央市民センタープラネタリウム 取替えた天井スピーカー

「台湾新竹県
国際太鼓フェスティバル」参加

「第9回青森県・大連市友好
経済交流委員会」出席

女性のための起業応援セミナー
男女共同参画情報紙
「アンジュール」

市民センター
管理運営事業
（油川市民セ
ンター）

144,720

　社会教育及び生涯学習の場
である市民センターにおいて
オーブンレンジを購入し設置
しました。

【寄附金の使途指定】：国際交流のための事業

【寄附金の使途指定】：男女共同参画社会を実現するための事業

39
国際交流連携
強化推進事業

1,012,000

　友好交流都市との交流を効
果的・継続的に実施し、友好
親善関係を促進するため、中
国大連市及び台湾新竹県を訪
問しました。

男女共同参画
社会形成促進
事業

180,000

　女性の能力発揮や社会進出
を促進し、男女共同参画の推
進を図るため、起業に関心が
ある女性の方などを対象に
「女性のための起業応援セミ
ナー」を開催しました。
　また、男女共同参画を推進
する団体との協働により男女
共同参画情報紙「アンジュー
ル」を発行しました。

40

38
プラネタリウ
ム運営事業

391,284

　プラネタリウムの設備で、
著しく劣化していたワイヤレ
スマイク受信機・CDプレイ
ヤー・天井スピーカー・プロ
ジェクターの取替修繕を実施
しました。

36

市民センター
管理運営事業
（中央市民セ
ンター）

195,612

　社会教育及び生涯学習の場
である市民センターにおいて
ロビーチェア及び調理器具を
購入し設置しました。

37
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No
寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

事業の概要 参考写真

助成金申請手続きの様子
スポーツ指導員（弓道）の資格を

取得するための講習会の様子

青森山田高校サッカー部
黒田剛監督によるサッカー教室

スポーツ医科学シンポジウム
（講師：仁志敏久さん　ほか）

町会の主催で行われた
子どもねぶた運行の様子

町会の主催で行われた
緑化活動の様子

網台車 封筒

【寄附金の使途指定】：地域の絆で築く、地域の個性を活かしたまちづくりを応援するための事業

老人クラブ活
動育成事業

43,740

　老人クラブによる健康増進
活動を促進するため、新たな
スポーツとして取組が広がっ
ているユニカールの用具を保
管する網台車を購入しまし
た。
　また、地域で活動する老人
クラブへの通知送付用に、窓
付封筒を作成しました。

42
スポーツ医科
学講座開催事
業

　スポーツ事故やスポーツ傷
害を防止し、子どもが安全に
安心して学校体育活動に取り
組めるよう、スポーツ医科学
や指導方法などに関する知識
の普及啓発及び資質の向上を
図っています。
　平成29年度は、子どもたち
や学校教員、小・中学生のス
ポーツ指導者等を対象に、実
技指導及びシンポジウムを開
催し、420名の方が参加しまし
た。

1,048,302

【寄附金の使途指定】：高齢者や障がい者などの地域福祉の充実を図るための事業

44

43
地域コミュニ
ティ活性化支
援事業

8,863,000

　コミュニティ活動の活性化
を図るために町（内）会等が
自主的に企画・実施した活動
164件に対し、「地域コミュニ
ティ活性化事業補助金」
16,596,000円を交付しまし
た。

41
スポーツ指導
者育成支援事
業

110,520

 本市のスポーツ指導者を発
掘・育成し、ジュニア層のス
ポーツ活動環境の向上を図る
ため、公益財団法人日本体育
協会公認のスポーツ指導員又
はジュニアスポーツ指導員の
資格取得を目指す市民に対し
て、助成金を交付していま
す。
　平成29年度は、6名の方が資
格を取得しました。

【寄附金の使途指定】：スポーツ活動の振興のための事業

　まち創り

市民の暮らしを守る！

　やさしい街
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No
寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

事業の概要 参考写真

緊急通報装置
ひとり暮らしの高齢者宅に
設置された緊急通報装置

筋力計 筋力計を使った測定の様子

寝具乾燥車両 寝具乾燥車両の内部の様子

高齢者健康農園
修繕工事を行った

高齢者健康農園蛇口

点字プリンター
点字プリンターにて作成した点字

シールを使用した番号札

46
一般介護予防
事業

1,313,496

　いつまでも自分の足で歩き
続けることができるよう、ロ
コモ予防体操の普及等を進め
るため、高齢者の下肢筋力を
測定する筋力計を購入しまし
た。

高齢者安心確
保事業

3,182,220

　ひとり暮らしの高齢者が急
病時、即座に駆け付けてくれ
る人に連絡することができ
る、緊急通報装置50台分を、
寄附金を活用して新しい装置
に更新しました。

45

47
寝具乾燥消毒
サービス事業

160,299

　在宅高齢者の寝具の衛生保
持のため、専用車両で自宅を
訪問し高齢者の寝具類の乾
燥・消毒を行いました。

49
障がい者差別
解消推進事業

1,231,200

　共生社会実現に向けた取組
の１つとして、視覚障がいの
ある方への情報提供のため
に、点字プリンターを寄附金
を活用して購入しました。

48
高齢者健康農
園維持管理事
務

58,000

　高齢者の生きがいづくりと
健康増進のため、希望する高
齢者に農園を無料で提供する
ための高齢者健康農園を維持
管理しています。
　平成29年度は、寄附金を活
用して、高齢者健康農園の水
道蛇口の修繕を行いました。
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No
寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

事業の概要 参考写真

青森市障害者移送サービス新型車両
（側面）

青森市障害者移送サービス新型車両
（正面）

障がい者福祉ショップ
「福祉の店うらら」外観

障がい者福祉ショップ
「福祉の店うらら」外観

寝具乾燥車両 寝具乾燥車両の内部の様子

介護保険ガイドブック
「みんな笑顔で介護保険」

市役所窓口で配付する様子

事業者システムの画面イメージ 事業者システムの概要

一般管理事務
（介護特会）

1,053,000

障がい者福祉
ショップ開設
事業

4,864,939

　障がい者就労施設の製品を
販売する場所を確保するとと
もに、障がい者就労施設の工
賃の向上を図ることを目的
に、障がい者福祉ショップ
（障がいのある方が製作した
製品を障がいのある方が販売
する店「福祉の店うらら」）
をマエダガーラモール店１階
に開設しました。

50
移送サービス
事業

2,662,839

　身体障がいのある方や難病
にり患している方で日常の外
出に車いすを使用している方
を対象に、車いすリフト付車
両を運行し、社会参加の促進
を図っています。
　平成29年度は、「青森市障
害者移送サービス事業」で使
用している車いすリフト付車
両2台を更新しました。

51

　介護保険のサービスを利用
するかたに対し、介護保険制
度や改正点の説明用として介
護保険ガイドブックを作成
し、市役所窓口、市内介護事
業所及び地域包括支援セン
ターで配付したほか、各種研
修会資料として活用しまし
た。
■部数5,000部

52
障がい者寝具
乾燥消毒サー
ビス事業

3,400

　病気や障がい等の理由でふ
とん等の衛生管理が困難な方
のため、専用車両で自宅を訪
問し寝具の乾燥消毒を行いま
した。

54
地域密着型
サービス事業
所指導事業

1,171,800

　介護保険法に基づき指定・
許可を受けた市内の介護サー
ビス事業所・施設についての
利用定員・従業者数等の基本
情報や、介護報酬の加算・減
算等の算定状況を管理してい
る事業者台帳システムのサー
バーの更新を行いました。

53

介護台帳LOCKER

ＤＢ連携 最新ＤＢアップ

県内申請情報

都道府県への差分ＤＢ連携（メール） 都道府県からの差分ＤＬ

事業所指定・加算情報（青森市申請分） 事業所指定・加算情報（他市町村申請分）

【庁舎内配置図】 【介護保険課】　

【キャビネット上】

サーバー(№1)

UPS　(№2) モニター(№3)

高齢者支援課執務内 指導監査課執務内

クライアント（№5） クライアント（№5） 介護保険課執務内

2台 2台 クライアント（№5）

5台

青森 インターネット国民健康保険団体連合会
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No
寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

事業の概要 参考写真

平成29年度青森市障害者短期
職場実習事業等助成金のお知らせ

勉強会を行った青森県立
青森第二高等養護学校

赤十字救援車「博愛号」配置式 赤十字救援車「博愛号」全景

幸畑福祉館に設置した卓球台
修繕工事を行った

篠田福祉館自動ドア

高田教育福祉センター
高田教育福祉センター
に設置した高座椅子

総合福祉センター
総合福祉センター

に設置した電位治療器

高田教育福祉
センター運営
管理事務

45,360

　市民の方に健康の増進、余
暇の善用、集会等及び行政情
報サービスを提供するため、
高田教育福祉センターを管理
運営しています。

59
総合福祉セン
ター運営管理
事務

570,780

  児童、高齢者、身体障がい
者等に各種の福祉サービスを
提供するとともに、市民、市
民組織等の協力による福祉活
動を助長することにより、総
合的に市民の福祉の向上を図
るため、「老人福祉セン
ター」「身体障害者支援セン
ター」「児童センター」「子
ども支援センター」の4つの機
能を有する総合福祉センター
を管理・運営しています。

55
障がい者一般
就労支援事業

55,000

　障がいのある方の雇用を促
進するため、障がい者のイン
ターンシップ（短期職場実
習）等を実施した市内企業へ
の助成金や企業向け勉強会を
開催するなど、障がい者雇用
に取り組もうとする市内企業
への支援を行い、318,000円を
支出しました。

56

福祉館運営管
理事務

1,149,660

日本赤十字社
事務

1,769,850

　赤十字活動関係業務をはじ
め、地域住民の安全と健康の
保持を目的とした地域福祉の
推進を図るため、日本赤十字
社青森県支部が実施している
『赤十字救援車「博愛号」等
配置事業』を活用し、公用車
を配置しました。

57

 市民の方に娯楽、休養、読書
その他余暇の善用及び集会の
場を提供するため、市内11箇
所の福祉館を管理運営してい
ます。
　平成29年度は、利用者の方
の利便性向上のため、座椅
子、卓球台、暖房機の購入、
自動ドアの取替修繕、清掃業
務委託に寄附金を活用しまし
た。

58
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No
寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

事業の概要 参考写真

医薬品の発注・入庫・出庫を管理
する薬品在庫管理システム

スチームコンベクションオーブン

血液を保管するための血液保冷庫 ベッドサイドモニター

多くの若者が行き交う
大学構内での献血受付

献血推進キャラクター
「けんけつちゃん」による献血ＰＲ

青森市保健所（青森市健康増進
センター）ジョギングコース

修繕した空調設備の一部

体力測定の結果を入力
するためのパソコン

心肺持久力を高める効果のある
トレーニングマシン

（ステアクライマー）

【寄附金の使途指定】：健康づくりを支援するための事業

64

【寄附金の使途指定】：医療環境の充実を図るための事業

60

健康度測定総
合指導事業

739,260

　正しい運動習慣を身につ
け、生活習慣病の予防及び健
康増進を図ることを目的に実
施している「総合指導コー
ス」で使用する体力測定用パ
ソコンと、元気プラザ3階に設
置しているトレーニングマシ
ン（ステアクライマー）を更
新しました。

医療環境の充
実を図るため
の事業（青森
市民病院）

7,105,092

　青森市民病院で使用する備
品の更新等の一環として、薬
剤師が医薬品の発注等で使用
する薬品在庫管理システムの
ほか、病院給食で提供する主
菜・副菜を加熱調理に使用す
るスチームコンベクション
オーブンを購入しました。

62
献血啓発促進
事業

70,000

　将来にわたって輸血用血液
を安定して確保するために、
若年層のかたに献血について
より深い理解と、積極的な参
加を促すための取組を実施し
ました。

63
保健所運営管
理事務

583,200

　青森市保健所（青森市健康
増進センター）の空調設備等
について、老朽化した部品の
交換修繕を実施しました。

61

医療環境の充
実を図るため
の事業（青森
市立浪岡病
院）

878,158

　青森市立浪岡病院における
医療環境の充実を図るため、
血液を保管するための血液保
冷庫と、患者の血圧や心拍数
等を測定し、観察するための
ベッドサイドモニターを更新
しました。
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No
寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

事業の概要 参考写真

健康チェックで使用する脳年齢計 アウガ5階にあるまちなか保健室

「健康づくり応援店」の登録店舗に
掲示されるステッカー

「健康づくり応援店」が提供する
「野菜たっぷりメニュー」の一例

「あおもり健康づくり実践企業」
の登録企業・事業所に掲示

されるステッカー

平成29年度第3回あおもり健康づく
り実践企業認定証授与式の様子

ネブライザー（吸入器） 急病センター正面

購入した除雪機の写真 購入した除雪機の写真

【寄附金の使途指定】：克雪を推進するための事業

健康づくり応
援店推進事業

22,163

67

あおもり健康
づくり実践企
業認定制度推
進事業

77,710

　職場の健康づくりに積極的
に取り組み、実践している企
業・団体等の事業所を募集
し、一定の基準を満たしてい
る「あおもり健康づくり実践
企業（平成29年度認定企業数
17件）」の認定に向けた取組
を推進しました。

65

66

　つよい街

68
急病センター
運営管理事務

58,494

　夜間及び休日の昼間帯の診
療を行う急病センターを運営
し、市民の救急時における初
期救急医療を確保します。
　平成29年度は、急病セン
ターで使用する、主に呼吸器
系の疾患を持つ患者の症状を
緩和するための非加熱式ネブ
ライザーセットを、寄附金を
活用して購入しました。

69
冬期歩行者空
間確保貸与除
雪機整備事業

1,485,000

　地域ぐるみでの自主的な除
雪活動を行う団体に対して無
償貸出を実施するため、小型
除雪機を計画的に2台取得しま
した。

　市民のヘルスリテラシー
（健康教養）の向上のため、
自動血圧計などの各種測定器
により健康状態を気軽に
チェックできるほか、健康相
談をはじめ、健康づくりに関
する様々な情報を提供しまし
た。
　平成29年度は脳年齢計を新
たに導入しました。

　市民がより健康的な食を選
択し、食生活改善に取り組み
やすい環境を目指して、栄養
成分表示やヘルシーメニュー
等を提供する「健康づくり応
援店（平成29年度登録店舗数
17店舗）」の普及に向けた取
組を推進しました。

まちなか保健
室運営事業

4,055,479
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No
寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

事業の概要 参考写真

平成２９年度に購入した
除雪機（幸畑小学校）

通学路除雪作業の様子

春になると満開の花を咲かせる
ソメイヨシノ

専用機器を使用した調査状況

緑のカーテン実施の様子
エコドライブシミュレーター

体験の様子

市民に配布した清掃ごよみ
（印刷物※表面）

市民に配布した清掃ごよみ
（印刷物※裏面）

植林地（横内地区）の様子 無立木地の土壌調査の様子

74

　水道水源地周辺に広がる森
林の持つ水源涵養や水源環境
保全の機能向上を図るため整
備した植林地の成長を促すた
め、下刈などの保育施業を5.3
ヘクタールにわたり実施した
ほか、土壌の状態が悪いため
無立木となっている一部区域
の土壌や植生を調査しまし
た。

73
ごみ問題対
策・市民啓発
事業

152,000

　ごみ出しルールの遵守とマ
ナーの向上、ごみの減量化・
資源化を図るため、「平成30
年度版清掃ごよみ」を136,200
枚作成し、市民に毎戸配布し
ました。

植林地保育管
理業務

2,170,000

【寄附金の使途指定】：おいしい水を育む水源林の保育・管理等のための事業

通学路対象除
雪機貸与事業

639,360

　冬期間における児童の通学
路の安全確保のため、各小学
校においてＰＴＡ・学校関係
者・地域住民で結成された
「除雪協力会（除雪ボラン
ティア）」を対象に除雪機を
貸与しています。
　毎年２台除雪機を購入し、
そのうち１台分に寄附金を活
用しています。

【寄附金の使途指定】：地球環境を守るための事業

72
協働による環
境教育・環境
学習推進事業

286,000

　かがやく街

766,800

　桜川地区の「ソメイヨシ
ノ」は広く市民に愛される一
方で、樹齢の経過等に伴い樹
勢の低下が見受けられる木が
あることから、樹勢が比較的
低下していると思われる木に
ついて、今後の適切な処置を
行うための参考とするため、
樹木医による専用機器を使用
した樹木の調査を行いまし
た。

　電気使用量などを表示でき
る省エネナビ等を貸出し、省
エネに取り組んだ結果を報告
していただく「省エネナビモ
ニター事業」、直射日光を遮
り部屋の気温上昇を抑え、節
電対策になる緑のカーテンを
推進する「緑のカーテン普及
促進事業」、イベント時にエ
コドライブを体感してもらう
「エコドライブ普及促進事
業」を実施しました。

70

71

公園樹･街路
樹等維持管理
事業（桜川地
区樹木調査）

【寄附金の使途指定】：花いっぱい運動や美化・緑化促進のための事業
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No
寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

事業の概要 参考写真

平成29年度　青森市新ビジネス
チャレンジャー認定式の様子

認定された合同会社青森ふぁいんが
運営する米ぬか酵素風呂

「青のしずく」

地域市民館の外壁修理
高齢者の足への負担が少ない

折りたたみテーブル

バス待合所を改築により
整備した箇所

文字拡大バス停標識を設置した箇所

寄附金充当額合計 118,024,258 円

　地域企業新ビジネス挑戦支援事業

　地域活動環境改善事業

　バスまち空間向上事業

バスまち空間
向上事業

25,000,000

　バス利用者を風や雨雪等か
ら守り、安全で快適なバス待
合所の整備（22箇所）、ご高
齢の方や観光客にも配慮した
大きく見やすい文字拡大バス
停標識の設置（150基）、バス
待合所に広告スペースを設け
るための掲示板（14箇所）の
設置等に対し、「バスまち空
間向上事業」37,050,804円を
交付しました。

77

75
地域企業新ビ
ジネス挑戦支
援事業

1,497,268

　中小企業者等による新たな
事業展開及び新たに創業しよ
うとするかたに対し、初期投
資に関する経費を支援するた
め、「地域企業新ビジネス挑
戦支援助成金」を交付し、
「新ビジネスチャレン
ジャー」として認定しまし
た。
（平成29年度は交付件数6件、
交付金額　17,120,000円）

76
地域活動環境
改善事業

11,490,372

　地域の絆を強め、個性豊か
で意欲的な地域活動を推進す
るため、地域活動の拠点とな
る地域市民館や福祉館等の利
用環境の改善を進めました。
（老朽化した施設の修繕や備
品購入のために町（内）会へ
交付した補助金等の実績…64
件、交付額11,490,372円）

「あおもり、再生。」特別枠


