
No
寄附金活用
事業の名称

寄附金充当額
（単位：円）

寄附金の活用実績 参考写真

カクヒログループスタジアムで開催された
青森ワッツ戦

青森操車場跡地の航空写真

こども食育レッスン１・２・３♪実施の様子

食育に関する出前授業

地域の個性を活かしたまちづくりのための事業

三内霊園トイレ（改修前と改修後）

女性のための起業応援セミナー

令和元年度に寄附金を活用して実施した事業

スポーツの振興及び市民の交流を促進するための施設を整備する事業

1
青森市アリーナ
プロジェクト推
進事業

18,653,171

市民の健康づくりとスポーツ振
興、さらには交流人口の拡大等
による経済効果を得ることを目
的に、多様な催事が出来る交流
拠点として、青森操車場跡地に
アリーナを整備する「青森市ア
リーナプロジェクト」を実施し
ました。

次代の社会を担う子どもの健康の増進に資する食育に関する事業

3
こども食育レッ
スン１・２・３
♪事業

2,119,086

子どもたちの健康的な食習慣づ
くりを推進するため、子どもの
食と健康応援プロジェクトとし
て、平成30年度から5年間で、
市内全ての保育園・認定こども
園・幼稚園の年長児と保護者へ
食育レッスンや食育レシピ紹介
等を実施することとしていま
す。

2
青森操車場跡地
周辺整備推進事
業

731,469,338

青森操車場跡地周辺整備を着実
に実施するため、事業用地とし
て青森市土地開発公社から土地
を取得し、東西用地における道
路の拡幅等のための測量・調
査・設計を実施したほか、東側
用地において、一部造成工事を
実施しました。

4

小学生のための
食育チャレン
ジ・プログラム
事業

499,524

市内の５校において「食育チャ
レンジ・プログラム」を実施し
て、学童期からの生活習慣の改
善を図りました。

6
男女共同参画社
会形成促進事業

205,000

男女共同参画の意識啓発を図る
ため、「女性のための起業応援
セミナー」の実施や「小学6年
生・中学3年生向け男女共同参
画啓発小冊子」、男女共同参画
情報紙「アンジュール」を作成
しました。

5
霊園管理運営事
業

972,000

市営霊園の施設維持管理の一環
として、三内霊園のトイレ５箇
所を和式簡易水栓式から洋式節
水型簡易水栓式に改修し、利用
者の利便性の向上及び施設維持
経費（水道料、汲取手数料）の
縮減を図りました。



修繕後の誘導サイン

「地元就職応援セミナー」、
首都圏での合同企業説明会の様子

スーパーマーケットトレードショー2020/幕張メッセ
出展の様子

東北絆まつり2019福島、ふるさと祭り東京2020

子供ねぶた運行、サマーキャンプ場の様子

ふるさと祭り東京2020でのプロモーションの様子

地域企業の新ビジネス等への挑戦など産業振興のための事業

8
移住・定住促進
就職支援事業

3,355,000

若者等の転出を抑制するととも
に、進学・就職で流出した人材
の還流促進に向け、高校生や大
学生の保護者等を対象にした
「地元就職応援セミナー」を開
催したほか、首都圏等で開催さ
れた合同企業説明会において就
職相談を実施しました。

7
中心商店街誘導
サイン等修繕事
業

75,060

市が中心商店街に整備した誘導
サイン等のうち、破損が見られ
る誘導サイン（2基）の修繕を
行いました。

「あおもり産品」の販売促進など農林水産業の振興のための事業

明日の街を創る！

　しごと創り

9
あおもり産品販
売促進事業

2,000,000

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、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。

クルーズ客船誘致など観光振興のための事業

12
青森市観光振興
対策事業

1,525,003

青森市の観光振興を図るため、
首都圏等での観光プロモーショ
ンや青森市を訪れたお客様への
おもてなしなど、官民一体と
なった多様な取組を行いまし
た。

10
青森ねぶた派遣
事業

221,000

青森ねぶたを活用した交流を通
じて、東日本大震災以降落ち込
んだ観光客の回復や東北の元気
の発信、北海道新幹線延伸に伴
う観光誘客の促進を図りまし
た。主な取組として、東北絆ま
つり2019福島やふるさと祭り東
京2020などに青森ねぶたを派遣
しました。

11
青森ねぶた祭活
性化事業

4,911,000

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、
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
委員会への運行に関わる負担金
支出や、ねぶた祭に参加される
キャンパーを対象としたサマー
キャンプ場の無料開放を行いま
した。



青森港クルーズセミナー、Aomori Port Map作成事業

しんまちふれあい広場の様子

多言語化対応及び塗装部分

子ども・子育てを支援するための事業

放課後児童会を利用する子どもたち

子ども会議フォーラム2019の様子
（寄附金で購入したTシャツ着用）

16
子どもの居場所
づくり・学習応
援事業

3,212,000

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の支援をし
ました。

13
青森港国際化推
進事業

415,000

外航船及び内航船の利用促進を
図り、地域経済の振興に寄与す
ることを目的として、青森港の
観光案内機能の強化を図るため
のクルーズ乗船客用マップ作成
や、おもてなしとクルーズにつ
いて理解を深めるセミナーを開
催しました。

　ひと創り

17
放課後児童対策
事業

1,689,547
放課後児童会の運営に必要な玩
具、書籍等を購入しました。

15
港湾文化交流施
設活性化事業

1,000,000

青函連絡船メモリアルシップ八
甲田丸の利用者拡大を図るた
め、展示物等の説明を行う多言
語化に対応した機器の導入や塗
装等を実施しました。

18
子どもの権利普
及啓発事業

232,790

子どもの権利の普及啓発のた
め、子ども会議委員の権利普及
活動Tシャツを作成しました。
また、子ども会議フォーラム宣
伝チラシを作成し、学校等に配
付しました。

14
国際交流推進事
業

3,929

市民の国際理解、国際交流の意
識醸成を図り、国際化・グロー
バル化の進展に対応した地域づ
くりを進めるため、市内で実施
されたイベントへ国際交流ブー
スを出展しました。

事業イメージ



「あそびにおいでよ！青森市子育てひろば」

更新したブランコ（油川児童遊園）

更新した滑り台（松森福田ちびっこ広場）

教育の充実や文化・芸術の振興のための事業

学校支援ボランティアによる
学校支援活動（授業補助）の様子

青森市ＰＴＡ連合会ねぶたの運行

令和元年度青森市成人式

薬剤師のおしごと体験

25
小学生職業体験
講座開催事業

102,755

職業体験と消費体験を通して経
済活動の仕組みを学び、地域住
民等と交流する、小学生を対象
にした職業体験講座を開催しま
した。

19
子ども支援セン
ター活動事業

290,198

親子交流や子育て相談等ができ
る「あそびにおいでよ！青森市
子育てひろば」（市民センター
等で開催）で使用するおも
ちゃ、工作用品等を購入しまし
た。

20
児童遊園遊具等
改修事業

3,871,453

児童の健康を確保し、情操を豊
かにすることなどを目的として
設置する児童遊園において、遊
具の更新を行いました。

22
学校支援地域本
部事業

402,929

学校支援ボランティアが、授業
補助や学校内の環境整備、登下
校の安全確保など、学校支援活
動を行うために必要となる物品
を購入しました。

419,341

新成人を祝福・激励するととも
に、参加した新成人自身が、よ
り良い社会の創造に貢献してい
くことを決意し、市民としての
連帯感を高めるために、成人式
を開催しました。

21
ちびっこ広場遊
具等改修事業

3,865,606

幼児等の健康を増進し、情操を
豊かにすることなどを目的とし
て設置する「ちびっこ広場」に
おいて、遊具の更新を行いまし
た。

23
青森市ＰＴＡ連
合会ねぶた運行
補助事業

3,360,000

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ＰＴ
Ａ連合会に対し補助金を交付し
ました。

24 成人式開催事業



「学校運営協議会委員説明会」、
学校運営協議会で実施した「マナー講座」の様子

2019年度第3回あおもり文化とアート展

小学生消しゴム版画展

アメリカの生徒との昼食作り

影絵劇「Wonder Shadow　Labo」の鑑賞

令和元年度上演作品パンフレット

パソコン講座の様子

26
コミュニティ・
スクール推進体
制構築事業

708,452

保護者や地域住民などが学校運
営に参画し、地域とともにある
次世代の学校づくりを目指す
「学校運営協議会（コミュニ
ティ・スクール）」を推進する
ため、協議会や研修会を開催し
ました。

29
青森市中学校生
徒海外派遣・受
入事業

27
市所蔵美術品保
存事業

543,960

市所蔵作品の鑑賞機会を市民に
提供するため、収蔵庫の燻蒸作
業や動産保険への加入、作品の
デジタル化など、適正な保管と
リスク管理の経費として活用し
ました。

28

青森市文化ス
ポーツ振興公社
助成事業（補助
金）（文化事
業）

961,826

文化芸術の継承と、豊かな感性
と創造性、コミュニケーション
能力の育成を図る機会を提供す
るため、講座や演奏会、展示会
など各種事業を行いました。

32

公民館運営管理
事業（施設管理
運営事務）（浪
岡）

1,100,000

Ｗindows７のサポート終了に伴
い、青森市浪岡中央公民館の講
座用ノートパソコンを買替え、
パソコン講座の充実を図りまし
た。

31
浪岡舞台演劇公
演支援事業

160,000

地域住民参加型の演劇公演事業
の企画・上演を実施している、
浪岡舞台演劇公演実行委員会の
活動を支援しました。

209,000

交流学習やホームステイの経験
を通じ、語学能力の向上を図る
とともに、互いの文化・歴史・
産業等への理解を深めるため、
青森市の中学校生徒10名を対象
に、アメリカ合衆国メーン州の
中学校生徒と相互に派遣・受入
を実施しました。

30
小学生芸術鑑賞
教室事業

691,600

浪岡地区の全小学校の児童（１
年生～６年生）及び引率者に対
し、優れた芸術（影絵劇）を鑑
賞する機会を提供しました。
（１演目/２日間で３回）



劇団四季のミュージカル

少年指導委員による中体連や高校総体時の巡回活動

ネットパトロールの様子

校外学習の様子（「ねぶたの家　ワラッセ」）

施工後の文化財説明版（イタリア館）

懸垂幕「世界文化遺産の推薦候補に決定！」、
クリアファイル「青森の縄文を世界遺産に！」

「あおもり歴史トリビア」冊子版

39
地域の歴史を将
来に伝え・残す
事業

78,860

市民に青森市の歴史を知る機会
を提供することを目的として配
信している「あおもり歴史トリ
ビア」の冊子版を小中学校等に
配布しました。

35
小・中学校安
全・安心対策事
業

1,293,000

インターネット上におけるいじ
めや誹謗・中傷等による各種ト
ラブル防止のため、インター
ネットを専門に監視し、トラブ
ルの原因となる書き込みなどの
発見、関係機関への情報提供を
行いました。

36
校外学習支援事
業（浪岡地区）

95,000

児童の校外学習授業に係る移動
にスクールバスを有効活用する
ことにより、保護者の負担軽減
を図りました。

33
小学校演劇鑑賞
支援事業

146,520

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、本格的な舞台芸術を
鑑賞できる機会を提供しまし
た。

34
少年指導・育成
事業

1,030,000

少年が集まる施設等を巡回し、
街頭指導を行いました。年間一
般指導１３９回、特別指導５９
回
延べ６２６人が従事し、青少年
の健全育成及び非行防止に大き
く貢献しました。

37 文化財保護事務 453,260
市内各所に設置されている文化
財説明版について、き損部の補
修や表示板の取替えを行いまし
た。

38
世界遺産登録推
進事業

2,446,740

「北海道・北東北の縄文遺跡
群」の世界遺産登録候補の決定
を受け、懸垂幕を設置するとと
もに、世界遺産登録のＰＲに向
けたクリアファイルの作成等を
行いました。



寄附金で購入した事典等

中央市民センター図書コーナーに設置した
ブックトラック

①地域課題を指標とする市民スクールの様子
②更新したノートパソコン

青森市少年少女発明クラブの工作活動の様子

スポーツに親しめる環境づくりを図るための事業

2019年度スポーツ少年団フェスティバル
軟式野球競技春季交歓大会

表彰式終了後の参加チーム集合写真

青森市スポーツ奨励特別賞授与式

40
図書資料整備事
業

1,013,266
図書館の資料充実のため、調査
研究に利用する事典等を購入し
ました。

43
少年少女発明ク
ラブ支援事業

38,000

より多くの少年少女の科学技術
に対する興味や関心を高めるた
め、青森市少年少女発明クラブ
が実施した活動に対し、「令和
元年度青森市少年少女発明クラ
ブ活動開催事業補助金」を交付
しました。

42
生涯学習支援事
業（中央市民セ
ンター）

2,436,000

①広く市民に学習機会を提供す
る場として、地域課題を指標と
する市民スクールを開催しまし
た。
②パソコン講座をはじめとした
市民向け講座で使用するノート
パソコンとプロジェクターを更
新しました。

41
読書活動推進事
業

413,877

地域の読書活動を推進するた
め、ブックトラック等を購入し
て市民センターに設置し、図書
室の開架冊数を増やしました。

46
生涯スポーツ支
援事業

198,000

誰もがスポーツ活動に参加でき
る機会の充実を図るため、各種
スポーツ大会を開催・支援しま
した。
・青森県民駅伝出場事業
・ＡＯＭＯＲＩマラソン開催事業
・ふるさと海岸海水浴場開設事業

44

青森市文化ス
ポーツ振興公社
助成事業（補助
金）（スポーツ
事業）

120,000

青森市スポーツ少年団等が主催
する野球、ミニバス、サッカー
の競技大会の開催を支援しまし
た。

45
全国高等学校
カーリング選手
権大会開催事業

1,003,209

本市におけるカーリング振興を
図るため、全国高等学校カーリ
ング選手権大会を開催しまし
た。



第29回中世の里マスターズ駅伝競走大会

第15回浪岡地区スポーツフェスティバル

第15回浪岡地区体育大会

青函ツインシティ提携30周年記念式典、
青函グルメストリートin浅虫

浪岡地区の歴史や文化を守るとともに、地域を活性化するための事業

ねぶた合同運行,合同パレードの様子

第38回なみおか桜まつり、
浪岡城跡観桜ウォーク

青森市の魅力発信や広域連携を推進するための事業

50
青函ツインシ
ティ推進事業

470,000

青函ツインシティ30周年記念事
業として、青函ツインシティ提
携30周年記念式典、青函グルメ
ストリートin浅虫、青函アート
交流事業、青函子ども絵画展な
どを実施しました。

51
北畠まつり開催
支援事業

351,000

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
を交付しました。

　まち創り

47
中世の里マス
ターズ駅伝競走
大会支援事業

24,000

参加者の健康の増進や交流を通
じて活力ある地域の発展、ス
ポーツ振興を図るため、「中世
の里マスターズ駅伝競走大会」
を実施している実行委員会に補
助金を交付しました。

49
浪岡地区体育大
会支援事業

51,000

浪岡地区住民のコミュニティづ
くりや健康増進、活力ある地区
の発展やスポーツの振興を図る
ため、球技スポーツを主とした
「浪岡地区体育大会」を実施し
ている実行委員会に補助金を交
付しました。

52
浪岡観光振興事
業

166,000

国指定史跡「浪岡城跡」を会場
とした「なみおか桜まつり」及
び「浪岡城跡観桜ウォーク」を
実施している浪岡観光協会に補
助金を交付しました。

48
浪岡地区スポー
ツフェスティバ
ル支援事業

4,000

市民が気軽にスポーツを行う機
会を提供し、スポーツを通じた
交流や健康増進を図るため、
「浪岡地区スポーツフェスティ
バル」を実施している実行委員
会に補助金を交付しました。



追加した【浪岡】バス停留所

健康寿命の延伸・親子の健康と保健衛生の充実のための事業

アウガ5階　まちなか保健室

献血会場で献血をＰＲする献血推進キャラクター
「ご当地けんけつちゃん」

薬品調剤用作業台

医療環境の充実を図るための事業

リニューアル後の産科病室

インピーダンスオージオメータ、
訪問診療・看護用車両

令和元年10月31日から、市民病
院でお産されるかたに、プライ
バシーに配慮した快適な入院生
活を送っていただくため、病室
をパーテーション等で仕切ると
ともに、ベンチシート付家具等
を設置するなど産科病室をリ
ニューアルしました。

57
産科病室改修事
業

1,055,750

　やさしい街

56
急病センター移
転事業

95,000
救急医療に係る薬品の調剤作業
用台を購入しました。

54
まちなか保健室
運営事業

3,548,161

看護師による健康相談や、健康
づくりに関する情報提供のほ
か、自動血圧計などの測定機に
よる健康チェックができる「ま
ちなか保健室」を運営し、市民
のヘルスリテラシー（健康教
養）の向上を図りました。

58
医療機器・備品
等整備事業

2,500,000

市民の暮らしを守る！

53
浪岡地区コミュ
ニティバス運行
事業

560,000
バス利用者の利便性向上のた
め、運行ルートを見直し、バス
停留所を２か所追加しました。

浪岡病院において、患者さんの
中耳炎の検査や難聴検査の際に
使用するインピーダンスオージ
オメータと在宅医療を推進する
ための訪問診療及び訪問看護用
車両を購入しました。

55
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、若年層へ
の啓発活動として、献血会場で
着ぐるみを着用した献血のPRを
行い、大学等で献血された方に
対し記念品を贈呈しました。



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

障がい者福祉ショップ「福祉の店うらら」外観

新しく購入した電位治療器（総合福祉センター）

新しく購入したプロジェクター（福祉増進センター）

ニュースポーツ講習会（ペタンク）

茶話会・紙飛行機作り

配布しているみまもりシールとその使用例

はり・きゅう・マッサージ施術受療券（助成券）

福祉増進センターにおいて、利
用者の利便性向上につなげるた
め、会議用プロジェクターを新
規に購入しました。

64
高齢者等見守り
体制確保事業

38,207

認知症等により帰宅困難となる
おそれのあるかたの氏名や緊急
連絡先などを事前登録し、行方
不明となった際、早期発見・保
護につながるよう、衣服や持ち
物に貼り付けできるみまもり
シールを配布しました。

65
鍼・灸・マッ
サージ利用料金
助成事業

51,623

高齢者の健康保持を目的に実施
している、はり・きゅう・マッ
サージの施術料の一部を助成す
る事業の受療券を印刷しまし
た。

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。

60
総合福祉セン
ター運営管理事
務

748,764

高齢者の健康の増進等を図るた
め、総合福祉センター内に電位
治療器を設置しており、今年度
新たに１台購入しました。

63
こころの縁側づ
くり事業

78,473

高齢者が身近な場所で生きがい
づくりと介護予防に取り組める
よう、市社会福祉協議会と連携
し、市内38全ての地区社会福祉
協議会が開催する「つどいの
場」を支援しました。

62
老人クラブ活動
育成事業

117,720
老人クラブによる健康増進活動
を促進するため、室内用のペタ
ンク用具などを整備しました。

59
障がい者福祉
ショップ開設事
業

4,977,843

61
福祉増進セン
ター運営管理事
務

175,500



災害に強いまちを目指す防災対策事業

災害時用携帯電話充電器用品

水消火器

新市庁舎全景

雪に強く、自然と調和したまちづくりのための事業

納入された除雪機

支援を受けて町会が整備した花だん

桜川地区の「ソメイヨシノ」

自主防災組織の防災訓練用に水
消火器を整備しました。

　つよい街

66
防災拠点機能整
備事業

250,473

各小学校の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）」に
貸し出している小型除雪機1台
を更新しました。

災害による大規模停電時に携帯
電話を充電できる環境を本庁
舎・駅前庁舎・浪岡庁舎に整備
しました。

67
自主防災活動促
進事業

64,800

68
庁舎等耐震対策
事業

4,529,000
新市庁舎の建設・整備に関する
事業（青森市役所新市庁舎建設
工事）に活用しました。

70
地域花いっぱい
まちづくり事業

493,000

市民・事業者・行政によるパー
トナーシップのもと、花いっぱ
いのまちづくりを推進するた
め、花だんづくりを行う団体に
花苗などの物品等の支援を行い
ました。

71
公園樹･街路樹
等維持管理事業

176,000

広く市民に愛されている桜川地
区の「ソメイヨシノ」のうち、
樹齢の経過等に伴い樹勢の低下
が見受けられる木について、樹
木医による専用機器を使用した
調査を行いました。

69
通学路対象除雪
機貸与事業

610,200



自然環境を守り、快適で住みよい生活環境を保つための事業

エコドライブシミュレーター体験の様子
緑のカーテン実施の様子

毎戸配布した清掃ごよみ

集団回収を実施している様子

おいしい水を育む水源林の保育・管理等のための事業

横内川水道水源地上流部の様子

地域企業新ビジネス挑戦支援事業

令和元年度 青森市新ビジネスチャレンジャー認定式の
様子

インキュベーション・マネジャーによる創業相談

73
ごみ問題対策・
市民啓発事業

427,000

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、「令和2年度版清
掃ごよみ」を１３３，１００枚
作成し、青森地区の市民に毎戸
配布しました。

72
協働による環境
教育・環境学習
推進事業

286,000

電気使用量などを表示できる省
エネナビ等を貸し出し、省エネ
に取り組んでいただく「省エネ
ナビ等モニター事業」、室温上
昇を抑え節電対策になる「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。

　かがやく街

75
植林地保育管理
業務

1,949,000

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
にわたり実施しました。
また、作業路の一部を復旧しま
した。

74
有価資源回収団
体活動奨励事業

984,000

ごみの減量化を図るため、市内
の住民で組織する団体に対し
て、資源物集団回収奨励金を交
付しました。

　「あおもり、再生」特別枠

76
地域企業新ビジ
ネス挑戦支援事
業

18,425,560

新たな事業展開または創業をし
ようとする方（中小企業者等）
に対し、初期投資に関する経費
を支援するため、「青森市地域
企業新ビジネス挑戦支援助成
金」を交付し、「青森市新ビジ
ネスチャレンジャー」として認
定しました。

77

起業・創業等支
援拠点運営事業
（東青地域連
携）

13,508,411

東青地域の町村及び青森商工会
議所等と連携し、AOMORI
STARTUP CENTERに設置している
「あおもり地域ビジネス交流セ
ンター（あおビジ）」を拠点
に、起業・創業や新たな事業展
開に関する情報提供や相談対応
を行い、起業・創業等を促進し
ました。



Aomori Business Challenge GATE

学生団体等による事業報告会

地域活動環境改善事業

購入したテーブルを活用した地域活動の様子

バスまち空間向上事業

筒井駅前のバス待合所、
市役所前・新総合運動公園前の多言語表記バス停標識

80
地域活動環境改
善事業

36,641,557

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修繕や備品
購入を行い、利用環境を改善し
ました。

81
バスまち空間向
上事業

43,933,611

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）、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）、外国人観光客に対
応した多言語表記バス停標識の
設置（54基）を行いました。

78
地域ベンチャー
支援事業

5,313,602

学生等の起業マインドの醸成を図るた
め、学生ビジネスアイデアコンテスト
（ＡＢＣ-ＧＡＴＥ）を開催しまし
た。また、ビジネスアイデアを生み出
す意識・チャレンジマインドの醸成や
交流による新たな事業展開を促進する
ため、「あおもりスタートアップ支援
セミナー（あお☆スタ）」及び「あお
☆スタピッチ交流会」を開催しまし
た。

79
あおもりフィー
ルドスタディ支
援事業

2,114,000

経済活性化や産業振興等をテー
マに学生団体等が行ったフィー
ルドスタディ（現地学習）に対
し、「あおもりフィールドスタ
ディ支援事業補助金」を交付し
ました。


