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令和2年度　第1回
浪岡自治区地域協議会

案件資料

※注　予算額のすべてが浪岡地区に用いられるものではありません。 【単位：千円】

　課　名 区　分 会　計 平成30年度
令和元年度

(平成31年度)
令和2年度 前年度との比較

（令和2年度―令和元年度）

1 一般会計 89,124 93,085 86,648 △ 6,437

2 一般会計 14,351 14,090 14,012 △ 78

3 一般会計 58,957 70,251 64,486 △ 5,765

4 一般会計 64,599 61,210 61,694 484

5 一般会計 314,488 325,252 323,760 △ 1,492

一般会計 4,811 4,811 4,811 0

特別会計 157,393 151,822 155,377 3,555

7 一般会計 219,124 194,109 175,995 △ 18,114

8 一般会計 97,689 36,374 31,369 △ 5,005

9 一般会計 329,833 323,970 363,992 40,022

10 一般会計 168,567 155,696 155,891 195

（一般会計） 1,361,543 1,278,848 1,282,658 3,810

（特別会計） 157,393 151,822 155,377 3,555

事業費用 1,255,918 905,711 922,594 16,883

資本的支出 259,072 995,908 1,530,016 534,108

浪岡地区に関連する事業を所管する課の当初予算額の推移（平成30年度以降）

総務課

市民課

地域づくり振興課

上下水道課

都市整備課

健康福祉課

あおもり産品支援課

浪岡病院

農地林務課

浪岡教育事務所教育課

合　計

6

11

農業政策課



区　分 会　計
令和元年度
当初予算額

令和２年度
当初予算額

比較増減 令和２年度の主な事業 事業費 前年比

浪岡事務所 一般会計 93,085 86,648 △ 6,437 ・中世の里元気チャレンジ活動支援事業 19,147 (18)

総務課 ・浪岡地区コミュニティバス運行事業 17,985 (△559)

・防災無線管理事業 2,086 (12)

・庁舎管理事務（浪岡） 33,767 (△4,815)

・公用車管理事務（浪岡総務課） 10,761 (△138)

・一般管理事務（浪岡総務課） 1,115 (8)

・労働安全衛生事務（浪岡） 529 (△5)

・青森市浪岡地域振興基金積立金事務 43 (△28)

・その他（公有財産、安全運転、財産区） 1,215 (△930)

令和２年度　浪岡地区に関連する事業を所管する課の主な事業と当初予算額（前年度との比較）
【単位：千円】



浪岡事務所総務課

事業名
事業費
（千円）

事業概要

中世の里元気チャレンジ活
動支援事業

19,147

　「青森市浪岡地域振興基金」を活用し、浪岡地域の振興を図るため、浪岡地域を
元気にしようと主体的に取り組む地域団体及び新ビジネスに挑戦する地域に根ざし
た中小企業者等に対して、補助金を交付し支援します。（前年度と変更なし）

●公共プログラム
　・概　　要：地域や地域住民に直接寄与する公共性の高い活動で、収益を得ること
　　　　　　　 が困難な活動を行う事業
　・対 象 者：浪岡地域内で活動が行われている地域団体
　・補 助 率：補助対象経費の5分の4以内
　・上　　限：年額200万円

●ビジネスプログラム
　・概　　要：既存の事業とは異なる事業を展開し、又は中小企業者等として創業す
　　　　　　　 る事業
　・対 象 者：浪岡地域内に本社又は営業所等を有する中小企業者等
　・補 助 率：補助対象経費の10分の10以内
　・上　　限：年額300万円

浪岡地区コミュニティバス運
行事業

17,985

　浪岡地区における公共交通空白地帯の解消を図るとともに、地区内各地域と浪岡
駅や浪岡病院等の主要な施設を結ぶ｢地域の足｣として、コミュニティバスを運行し
ます。（前年度と変更なし）

●令和2年度運行内容
　・ルート：地区内各地域と浪岡病院、浪岡駅等の地区内主要拠点を結ぶ路線
　・路線数：5路線（細野本郷線、王余魚沢線、下石川線、増館線、大釈迦線）
　・便　数：1日1～3便
　・運行日：12月29日～1月3日を除く平日及び第2・4土曜日（土曜日は午前のみ）

浪岡地区の史跡を中心とし
た保存・活用事業
（文化財課事業）

14,261

【中世の里歴史文化的アメニティ形成事業】

　浪岡城跡や中世の館等の歴史資源を積極的に活用し、浪岡地区の地域振興・誘
客促進を図ります。

●取組内容
　① 浪岡城跡の桜の剪定・樹勢回復
　② 中世の館の展示パネル等の更新
　③ 文化財を中心とした地域活性化の取組
　　　・浪岡城ストーリーの作成
　　　・スポーツ鬼ごっこ合戦「浪岡の陣」の開催
　　　・浪岡城発！陶磁器クッキー教室の開催

令和２年度の主な事業



区　分 会　計
令和元年度
当初予算額

令和２年度
当初予算額

比較増減 令和２年度の主な事業 事業費 前年比

令和２年度　浪岡地区に関連する事業を所管する課の主な事業と当初予算額（前年度との比較）
【単位：千円】

浪岡事務所 一般会計 14,090 14,012 △ 78 ・交通安全推進補助事業 1,088 (0)

市民課 ・交通安全啓発事業 14 (2)

・鳥獣対策事業費 273 (14)

・公害苦情処理事業 17 (0)

・浪岡最終処分場運営管理事業 1,229 (△735)

・斎場運営管理事業 8,928 (728)

・霊園管理事務 298 (0)

・新入学児童交通安全対策事業 933 (△356)

・交通災害共済加入促進事業 13 (0)

・ごみの適正処理事業 285 (0)

・ごみ問題対策・市民啓発事業 100 (0)

・不法投棄防止対策事業 50 (0)

・戸籍住民基本台帳事務 （一般管理事務） 24 (0)

・戸籍住民基本台帳事務 492 (13)

・マイナンバーカード等交付事務 268 (255)



事業名
事業費
（千円）

事業の概要

交通安全推進補助事業 1,088

　交通事故のない、安全で快適な交通社会の実現を図るため、
交通安全思想の普及及び啓発に関する事業を行うものに対し
て、補助金を交付します。

　【補助金交付団体】：青森南地区交通安全協会
　　　　　　　　　　　　 　浪岡地区交通安全母の会

鳥獣対策事業 273

　浪岡地区において、カラス、カルガモ、ウサギ、熊等を銃器また
は罠の使用による捕獲作業等を委託するものです。

　【業務受託者】：青森県猟友会浪岡支部

浪岡最終処分場運営管理事業 1,229

　浪岡最終処分場の廃止に向け、施設の適正管理と水質検査等
を行います。

　【業務内容】：十和田霊泉水質検査業務、濾過槽清掃業務、
　　　　　　　　　汚泥等調査分析業務、処分場草刈業務
　【今後のスケジュール】：平成30年度で適正化工事が終了した
　　　　　　　　　ことに伴い、2年間のモニタリング調 査を実施し、
　　　　　　　　　異常がなければ今年度廃止となります。
　【調査項目】：水質検査、廃棄物の流出、悪臭の発散、発生ガ
　　　　　　　　　ス、地中温度等

斎場運営管理事業 8,928
　火葬業務を適正に実施するため、火葬炉耐火物や台車の補修
工事、消耗品等の交換を行います。

霊園管理事務 298

　共同墓地管理者の推薦を受け、共同墓地の維持管理を適正に
行う推進員に対して報償費を支払います。

　【推進員数】：25名
　【業務内容】：埋蔵証明書の発行、環境保全、墓籍簿や台帳の
　　　　　　　　　 管理
　【報償費】：1名につき10,000円/年

新入学児童交通安全対策事業 933

　小学校の通学路に交通整理員を配置し、児童の誘導等を行う
ことにより、児童の登下校時の交通安全を確保します。

　【交通整理員配置箇所】：国道7号バイパス杉沢交差点、
　　　　　　　　　　　　　　　　 浪岡消防署前

ごみの適正処理事業 285
　不適切に出されたごみや、動物のへい死体処理に必要な消耗
品等の購入費用です。
　ごみを生活環境の保全上支障がないように適正に処理します。

ごみ問題対策・市民啓発事業 100
　「家庭ごみの正しい出し方ポスター」の配布やチラシ等を発行
し、ゴミ出しルールの徹底と、ごみの減量化・資源化に対する意
識啓発を行います。

令和２年度の主な事業

浪岡事務所市民課



事業名
事業費
（千円）

事業の概要

戸籍住民基本台帳事務 492

　戸籍法及び住民基本台帳法等に基づき、身分関係及び居住関
係等を記録・公証し、公正な管理を行います。
　また、印鑑条例等に基づき、印鑑を登録・公証し、公正な管理を
行います。

マイナンバーカード等交付事務 268

　マイナンバーカードの交付及び再交付、通知カードの再交付、
電子証明書等の発行を行います。
　また、マイナンバーカードの普及促進を図ります。

　（令和２年３月末のマイナンバーカード交付率：１５．８％）

　



区　分 会　計
令和元年度
当初予算額

令和２年度
当初予算額

比較増減 令和２年度の主な事業 事業費 前年比

令和２年度　浪岡地区に関連する事業を所管する課の主な事業と当初予算額（前年度との比較）
【単位：千円】

浪岡事務所 一般会計 70,251 64,486 △ 5,765 ・浪岡自治区地域協議会事務 731 (△8)

地域づくり振興課 ・行政連絡員関係事務 1,729 (△132)

・浪岡観光案内サイン整備事業 3,021 (347)

・浪岡地区情報発信事業 6,000 (6,000) 【新規】

・施設指定管理事業

　　道の駅アップルヒル管理運営事業 5,686 (△538)

　　浪岡駅周辺施設管理運営事業（あぴねす） 26,553 (305)

　　りんごの里なみおか推進事業（あぴねすソフト） 1,187 (7)

　　浪岡体育館運営管理事業 16,724 (111)

・補助事業

　　屋久島との交流推進事業 340 (△2,190)

　　浪岡観光振興事業 460 (△52)

　　北畠まつり開催支援事業 1,084 (△215)

　　りんご花まつり開催支援事業 90 (0)

　　浪岡地区体育大会支援事業 458 (△51)

　　中世の里マスターズ駅伝大会支援事業 219 (△24)

　　スポーツフェスティバル支援事業 34 (△4)



浪岡事務所地域づくり振興課

事業名
事業費
（千円）

事業概要

浪岡観光案内サイン整備事業
（中世の里歴史文化的アメニ
ティ形成事業）

3,021

　昨年度の「ばさらくんコース」に引き続き、令和2年度はアップルヒルや湿生花園
を巡る「もっぷるちゃんコース」に観光案内サインを設置し、観光案内機能の強化
を図ります。
（総合案内板1基設置、誘導サイン3基設置、誘導サイン7基英訳貼付予定）

浪岡地区情報発信事業
（中世の里歴史文化的アメニ
ティ形成事業）

6,000

　浪岡城跡をはじめとした浪岡地区の魅力を発信するため、浪岡城の復元映像
や豊かな自然環境の空撮映像を盛り込んだプロモーションビデオを制作し、動画
共有サービスや市のホームページなどを活用し広く発信するほか、中世の館など
市内の観光施設等で上映し、浪岡地区の歴史・文化の発信と誘客促進を図りま
す。

 　　　⇒　新型コロナウィルスの影響により事業実施方法について検討中

道の駅アップルヒル管理運営
事業
（指定管理事業）

5,686

　長距離ドライブが増え、女性や高齢者が増加する中で、ドライバーへの休憩施
設の提供、道路や地域情報の発信、地域の連携づくりを行うため、道の駅アップ
ルヒルを平成8年に建設し、管理運営しています。

【指定管理者】：株式会社アップルヒル
【指定管理期間】：令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

浪岡駅周辺施設管理運営事
業
（指定管理事業）

26,553

　観光の振興及び地域社会の活性化のために設置された、青森市浪岡交流セン
ター「あぴねす」を適正に施設管理運営しています。

【指定管理者】：浪岡商協（浪岡商業協同組合と浪岡商工会のJV)
【指定管理期間】：平成28年4月1日から令和3年3月31日まで

りんごの里なみおか推進事業
（指定管理事業）

1,187

　観光客や市民等の交流、並びに産業・文化等に関する活動を促進させ、観光
の振興・地域社会の活性化を図るため、青森市浪岡交流センター「あぴねす」に
おいてイベント等を実施し、賑わいのある施設となるよう運営しています。
（指定管理ソフト事業)

浪岡体育館運営管理事業
（指定管理事業）

16,724

　四季を通じて、市民誰もがスポーツ・レクリエーションに参加できる環境づくりを
進めるため、青森市浪岡体育館の管理運営業務を適正に行います。

【指定管理者】：浪岡青い森スポーツ協議会
【指定管理期間】：平成30年4月1日から令和5年3月31日まで

浪岡観光振興事業
（事業費補助）

460
　浪岡地区の観光資源の保存、環境整備及び普及宣伝を行うとともに、観光事
業を実施し、地域の観光振興及び文化の伝承と振興を図り、地域の活性化を目
指す浪岡観光協会に対し、補助金を交付します。

北畠まつり開催支援事業
（事業費補助）

1,084

　浪岡北畠まつりは、南北朝時代（14世紀頃）の武将・北畠顕家の子孫が、浪岡
城を築いたことにちなんでおり、浪岡地区の由緒ある夏祭りとして定着している市
民参加型のお祭りです。
　浪岡地区の観光振興及び市民の親睦・郷土愛の高揚に資することを目的とし、
浪岡地区の活性化を図るために浪岡北畠まつりを開催する北畠まつり実行委員
会に対し、補助金を交付します。

令和２年度の主な事業

【新規】



令和２年度の主な事業 

 
【浪岡事務所地域づくり振興課】 

 

 

 
浪岡観光案内サイン整備事業                            3,021 千円 

 

 

道の駅「なみおか」アップルヒル周辺の観光スポットを観光客が効率良く周遊できるよ

う、散策コース（もっぷるちゃんコース）に観光案内サイン（総合案内板・誘導サイン）を

整備します。 

  

 

        
      (もっぷるちゃんコース)     （令和元年整備の総合案内板） 

  

 
浪岡地区情報発信事業【新規】                           6,000 千円 
 

 浪岡城跡をはじめとした浪岡地区の魅力を発信するため、浪岡城の復元映像や豊かな自

然環境の空撮映像を盛り込んだプロモーションビデオを制作し、動画共有サービスや市の

ホームページのほか、市内の観光施設等で上映しながら、浪岡地区の歴史・文化の発信と誘

客促進を図ります。 

 

 

 

 



区　分 会　計
令和元年度
当初予算額

令和２年度
当初予算額

比較増減 令和２年度の主な事業 事業費 前年比

令和２年度　浪岡地区に関連する事業を所管する課の主な事業と当初予算額（前年度との比較）
【単位：千円】

浪岡事務所 一般会計 61,210 61,694 484 ・花岡プラザ運営管理事務 25,420 (2,307)

健康福祉課 ・総合保健福祉センター運営管理事務（人件費含む） 24,142 (△76)

・福祉バス運行事業 3,077 (△333)

・介護予防拠点施設運営管理事業 782 (16)

・地域活動環境改善事業（介護予防拠点施設） 5,089 (984)

・高齢者世帯等冬期除雪サービス事業 1,154 (△77)

・外出支援事業 682 (△85)

・長寿者顕彰事業 65 (△55)

・保健協力員会事業 711 (△82)

・旧本郷幼稚園舎売払準備事務 0 (△2,115) 【終了】



浪岡事務所健康福祉課

事業名
事業費
（千円）

事業概要

花岡プラザ運営管理事務 25,420
　当施設は、市民の保養と健康づくりの推進及び温泉利用を通じた交流を促進する
ための施設で、指定管理者による運営管理を行います。

浪岡総合保健福祉センター
運営管理事務（人件費含む）

24,142
　市民の福祉と健康の増進を図るため、「老人福祉センター」「保健センター」の２つ
の機能を有する浪岡総合保健福祉センターの運営管理を行います。

福祉バス運行事業 3,077
　老人クラブなどの福祉関係者団体が福祉事業や福祉活動を行うための移動手段
として福祉バスを運行します。

介護予防拠点施設管理事業 782

　
　当施設は、高齢者がレクリエーションや健康増進のため、気軽に利用できるよう介
護保険関連サービス基盤整備事業として整備した施設で、指定管理者による管理
運営を行います。
  多目的ホール・和室・調理室等があり、高齢者が使用しない時は、一般の方々もコ
ミュニティー活動の場として利用できます。

【対象施設】
　下町幸永会館、なごやかプラザ福田、浪岡茶屋町会館、
　下石川ふれあいセンター、増館健康センター、高齢者いきいきセンター

地域活動環境改善事業
（介護予防拠点施設）

5,089
  介護予防拠点施設の利用環境を改善するため、必要に応じ施設の修繕や備品の
購入を行います。

高齢者世帯等冬期除雪
サービス事業

1,154

  浪岡地区に居住する65歳以上の一人暮らしや高齢者のみの世帯等を対象に、生
活路確保のため玄関から公道までの除雪を行います。

【利用要件】
　　市民税非課税世帯であって、かつ市税に滞納がなく、除雪を援護してくれる親族
　　が浪岡地区に居住していない世帯のうち、独力で除雪が困難な世帯
【利用者自己負担】
　　１時間あたり 200円

外出支援事業 682

  浪岡地区に住所を有する概ね65歳以上の在宅寝たきり高齢者等で、一般の交通
手段を利用することが困難な方を対象に、専用移送用車両で医療機関・行政機関
等への送迎を支援します。

【利用者負担金】
　　浪岡地区、藤崎町、黒石市　　　片道　500円
　　青森地区・その他の市町村　　　片道1,000円

長寿者顕彰事業 65
  浪岡地区に住所を有する結婚満60年のダイヤモンド婚夫婦、満50年の金婚夫婦、
最長寿者、満95歳到達者及び満90歳到達者を対象に、生きがいの高揚と世代間の
交流を図るため、「長寿福祉のつどい」を開催し、顕彰状を授与します。

保健協力員会事業 711

　浪岡地区住民の健康増進を図るため、浪岡地区の町内会等から推薦された方に
青森市浪岡地区保健協力員の就任を依頼し、各地区での健（検）診等の広報活動
や健康増進に関する研修会を開催します。
　また、保健協力員が独自に浪岡地区保健協力員会を設立し、地域の健康づくりの
推進に努めています。
  令和2年度からは、「ヘルステックを核とした健康まちづくりプロジェクト」の一環で、
浪岡病院と連携し、地域に出向いて健康教室、健康相談を実施します。

令和２年度の主な事業



区　分 会　計
令和元年度
当初予算額

令和２年度
当初予算額

比較増減 令和２年度の主な事業 事業費 前年比

令和２年度　浪岡地区に関連する事業を所管する課の主な事業と当初予算額（前年度との比較）
【単位：千円】

浪岡事務所 一般会計 325,252 323,760 △ 1,492 ・除排雪対策事業 180,059 (△579)

都市整備課 ・流雪溝整備事業 30,265 (0)

・公園施設管理事業 20,867 (△1,671)

・防犯灯維持管理事業 7,190 (△724)

・道路整備事業 15,834 (0)

・道路環境改善事業 （新規） 10,000 (10,000)

・水路護岸整備事業 3,818 (△424)

・市営住宅管理運営事業 12,369 (97)



浪岡事務所都市整備課

事業名
事業費
（千円）

事業概要

除排雪対策事業 180,059

冬期間の市民生活の安定、道路交通の確保のために、車道及び歩道の除排雪業
務に加え、雪捨て場の管理、市民への啓発活動等を行います。

　・除排雪ブロック　７地区
　・雪捨て場　７箇所

流雪溝整備事業 30,265

北中野地区に流融雪溝を整備します。昨年度に引き続き、詳細設計を実施すると共
に、水利組合等関係者と協議し条件が整いしだい、詳細設計を終えた路線の一部
の整備工事に着手します。

　・詳細設計業務　１式
　・整備工事　L=100m

公園施設管理事業 20,867
公園施設の保守点検、修繕等の日常的な維持管理を行います。

　・浪岡地区の都市公園　１３箇所

防犯灯維持管理事業 7,190
電柱に設置されている防犯灯の電気料です。

　・防犯灯　２，７１７灯

道路整備事業 15,834

市道の機能維持のために、舗装及び側溝の整備を行います。

　・舗装　Ａ＝６３０㎡
　・側溝整備　Ｌ＝１１０ｍ

道路環境改善事業（新規） 10,000
少雪により、傷みが激しい生活道路等を緊急的に補修します。

　・舗装補修　Ａ＝１，８００㎡

水路護岸整備事業 3,818

町内会等からの要望のほか、生活環境改善のための水路整備、老朽化した水路の
改修を行います。

　・水路整備　Ｌ＝１００ｍ

市営住宅管理運営事業 12,369

●浪岡地区の市営住宅　６団地２３８戸の維持管理及び運営を行うための指定管理
料です。
　　（浪岡地区　６団地　２３８戸）

●赤川団地E棟火災復旧工事　１式（都市整備部住宅まちづくり課担当）

令和２年度の主な事業



　　北中野地区流雪溝整備事業　概要図
事業概要

事業名称 流雪溝整備事業（浪岡）

施工年度 平成３０年度～

路線延長 Ｌ＝２，４６０ｍ

令和２年度事業費　 Ｃ＝３０，２６５千円

・詳細設計委託　一式

・流融雪溝整備工事　Ｌ＝１００ｍ

浪岡北中野地区

位 置 図

沖島田線

浪岡事務所

令和２年度
詳細設計路線

令和元年度
詳細設計済 Ｌ=900m



区　分 会　計
令和元年度
当初予算額

令和２年度
当初予算額

比較増減 令和２年度の主な事業 事業費 前年比

令和２年度　浪岡地区に関連する事業を所管する課の主な事業と当初予算額（前年度との比較）
【単位：千円】

浪岡事務所 一般会計 4,811 4,811 0 【一般会計】

上下水道課 ・合併処理浄化槽設置整備事業（補助金） 4,811 (0)

　　　　設置予定数　10基   

151,822 155,377 3,555 【特別会計】

・下水道事業

　  下水道整備事業 43,044 (△3,166)

　  下水道管渠維持管理事業 5,631 (△293)

　  下水道公設桝新設事業 3,360 (2,095)

　  岩木川流域下水道管理事業（負担金） 64,336 (5,366)

　　岩木川流域下水道建設事業（負担金） 11,470 (△5,028)

　　マンホールポンプ運営管理事業 9,174 (23)

・農業集落排水事業

　　農業集落排水施設運営管理事業 18,271 (4,555)

下水道事業
特別会計



浪岡事務所上下水道課

事業名
事業費
（千円）

事業概要

合併処理浄化槽
　　　　　　　　　設置整備事業

4,811
公共下水道及び農業集落排水整備地域外の地区において、専用住宅でトイレ等

の改造をし、合併処理浄化槽の設置を予定している方に対して補助金を交付しま
す。

下水道整備事業 43,044

　「生活環境の改善」と「公共用水域の水質保全」を図るため、公共下水道の整備を
進めます。（工事請負費28,779千円）

　【事業内容】
　　　・管渠整備の工事請負費：高屋敷地区管渠布設工事

下水道管渠維持管理事業 5,631

管渠施設の補修、清掃等を行い、施設の耐久性及び機能を維持します。さらに、
管渠への侵入水を防止するための調査及び防止工事を行い、道路陥没による交通
事故等の防止を図っています。

【管渠施設の概要（令和元年度末現在）】
　　・管渠延長：86,495 ｍ
　　・マンホールポンプ：20 箇所

下水道公設桝新設事業 3,360
　公設桝は、公共下水道区域の家庭の台所、風呂、水洗便所などからの汚水を下
水道の管渠に流すための排水設備です。公設桝は、住民からの申請により設置し
ます。

岩木川流域下水道管理事業 64,336

浪岡地区の公共下水道は、岩木川流域下水道の終末処理場で処理されており、
処理場・ポンプ場・幹線管渠を使用する県及び８市町村で、その維持管理に係る費
用の一部を負担しています。負担割合は、各市町村の流入下水量によるものとして
います。

岩木川流域下水道建設事業 11,470
　岩木川流域下水道の終末処理場・ポンプ場・幹線管渠等の建設に係る費用の一
部を、使用する県及び８市町村で負担しています。青森市の負担割合は、協議で決
定した6.2％となっています。

マンホールポンプ
　　　　　　　　　運営管理事業

9,174

　各家庭・事務所等からの汚水は、管渠により自然流下で終末処理場に送水される
ようになっていますが、あまりにも管渠が深くなる場合、建設費がかさみ維持管理が
困難になることから、一度汚水を汲み上げて、再び自然流下させるための施設がマ
ンホールポンプ場です。その機能を十分に果たすために、清掃管理業務等の維持
管理を行います。

農業集落排水施設
　　　　　　　　　運営管理事業

18,271

　各家庭・事務所等からの汚水をそのまま河川に放流すると、農作物への影響や環
境の悪化を招く恐れがあることから、処理場等の施設で汚水を処理してから放流し
ています。浪岡地域は、野沢地区が平成17年度から供用開始しています。
　汚水の処理が適切に行われるよう処理場・マンホールポンプ場等施設の維持管
理を行います。

　【農業集落排水施設の概要】
　　　・処理施設：1棟
　　　・処理能力：927㎥/日
　　　・管渠延長：20,553 ｍ
　　　・マンホールポンプ：24 箇所
　【事業内容】
　　　・処理場運転管理・保守点検業務
　　　・マンホールポンプ場修繕・清掃管理業務

令和２年度の主な事業



区　分 会　計
令和元年度
当初予算額

令和２年度
当初予算額

比較増減 令和２年度の主な事業 事業費 前年比

令和２年度　浪岡地区に関連する事業を所管する課の主な事業と当初予算額（前年度との比較）
【単位：千円】

農林水産部 一般会計 194,109 175,995 △ 18,114 ・農地利用集積事業 25,435 (2,279)

農業政策課 ・新規就農総合支援事業 63,899 (△3,024)

・あおもり農業所得向上対策事業 1,137 (△126)

・循環型農業推進事業 1,007 (273)

・農作物鳥獣被害対策事業 58 (△6)

・経営体育成対策事業 56,926 (△18,817)

・スマート農業普及対策事業 2,794 (2,535) 【拡充】

・グリーン・ブルーツーリズム活動促進事業 660 (△120)

・グリーンツーリズム活動団体支援事業 219 (0)



農林水産部農業政策課

事業名
事業費
（千円）

事業概要

農地利用集積事業 25,435
　地域ごとに、農地所有者や耕作者の後継者確保状況や農地利用の意向を示した
地図を活用して地域農業のあり方について徹底して話し合うことにより、人・農地プ
ランの実質化を図り、担い手への農地集積・集約化を図ります。

【拡充】（連携）
スマート農業普及対策事業

2,794
　東青管内市町村が連携したスマート農業講演会等を予定しています。
　また、ＩｏＴセンサー・カメラ等の先端技術を試験的に導入し、その効果を検証しま
す。

経営対育成事業 56,926
　意欲ある担い手の育成・確保を図るため、人・農地プランに位置付けられた地域
の中心となる経営体が、融資を受けて農業用機械等を導入する際に経費の一部を
支援します。

令和２年度の主な事業









区　分 会　計
令和元年度
当初予算額

令和２年度
当初予算額

比較増減 令和２年度の主な事業 事業費 前年比

令和２年度　浪岡地区に関連する事業を所管する課の主な事業と当初予算額（前年度との比較）
【単位：千円】

農林水産部 一般会計 36,374 31,369 △ 5,005 ・あおもり産品販売促進事業 19,249 (3,653)

あおもり産品支援課 ・りんごセンター管理運営事業 5,618 (△6,332)

・りんご病害虫防除対策事業 653 (507)

・りんご生産後継者育成支援事業 1,238 (23)

・さくらんぼ生産高度化施設整備支援事業（補助金） 0 (0)

・りんご・ぶどう等生産団体支援事業 1,090 (193)

・りんご経営安定対策事業 1,272 (△444)

・果樹生産防除機械・施設整備事業（補助金） 1,242 (△138)

・生産者６次産業化支援事業 746 (2)

・りんご園等労働力不足支援事業 5 (5)



農林水産部あおもり産品支援課

事業名
事業費
（千円）

事業概要

あおもり産品販売促進事業 19,249

　あおもり産品販売促進協議会と関係機関・団体とが連携し、あおもり産品
キャッチフレーズ「幸たっぷりと青森市」を活用したＰＲやトップセールスを展開
しているほか、商談会や展示会等へ出展する事業者等の支援を行うなどし、
市産農林水産品の域内外への販路拡大に取り組んでいます。
　
【R02拡充内容】
　●青森市の伝統野菜（筒井紅かぶ、笊石かぶ）の試験栽培及び販売促進
　●浪岡地区コミュニティバスを活用した産直施設への集出荷体制の構築に
　　 向けた実証実験の実施

りんご病害虫防除対策事業 653

　腐らん病・黒星病等の主要病害虫の発生及びまん延を防止するため、りん
ご園地の一斉点検・実態調査・巡回指導を実施する団体と連携し、対策に取り
組んでいます。また、適正管理が行われていない放任状態のりんご園地の伐
採処理を行う共同防除組合等の地域団体に交付金を交付し、引き続き放任状
態の早期解消に努めます。

　【R02拡充内容】
　●りんご放任園対策交付金の創設
    （県りんご黒星病発生防止対策事業の活用）
　　　・交付対象者：共同防除組合等の地域団体
　　　・対象園地：りんご黒星病が発生している市内の放任状態のりんご園地

スマート農業普及対策事業
（連携）

2,794

　 農業就業者の減少と高齢化が進む中、農作業の省力・軽労化を進めるとと
もに、次世代を担う若手農業者の育成・確保を図るため、農業の新たなステー
ジを切り拓くスマート農業の普及に努め、新技術の導入や就農意欲を醸成し
ます。

　【R02拡充内容（あおもり産品支援課分）うち2,000千円】
　●果樹生産者等の省力・生産性向上を図るため、IoTセンサー・カメラや
      ドローン、アシストスーツなど先端技術を活用したスマート農業技術の
　　 実証試験の実施

令和２年度の主な事業

ざるいし



 

 

 

令和２年度 主な事業【農林⽔産部あおもり産品⽀援課】 

 
◆市産農林⽔産品の魅⼒や旬の時期などの認知度向上・販売⼒強化 

あおもり産品販売促進事業【拡充】                         19,249 千円 
 

 あおもり産品販売促進協議会や関係団

体と連携しながら、あおもり産品キャッチ

フレーズ「幸たっぷりと青森市」を活用し

たＰＲやトップセールスを展開するほか、

商談会や展示会等へ出展する事業者等の

支援を行うなど、市産農林水産品の域内外

への販路を拡大します。 

【拡充内容】 

・浪岡地区コミュニティバスを活用した産

直施設への集出荷体制の構築に向けた

実証実験の実施 

・青森市の伝統野菜（筒井かぶ、笊
ざる

石
いし

かぶ）の試験栽培及び販売促進 

（農林水産部 あおもり産品支援課） 

 
◆りんご⿊星病等の病害虫の発生要因となり得る放任園解消の取組強化 

りんご病害虫防除対策事業【拡充】                          653 千円 
 

 腐らん病・黒星病等の主要病害虫の発生及びまん延を防止するため、りんご腐らん病の

一斉点検・実態調査・巡回指導を実施する団体に業務を委託します。 

 また、適正管理が行われていない放任状態の園地の伐採処理を行う共同防除組合等の地

域団体に交付金を交付します。 

【拡充内容】 

 〇りんご腐らん病一斉点検委託 146 千円 

 《委託先》浪岡地区りんご共同防除組合連絡協議会 

 《内 容》放任園調査、病害虫発生防講習会など 

 

〇りんご放任園対策交付金 507 千円【拡充】 

《対 象 者》共同防除組合等の地域団体 

《対象園地》黒星病が発生している市内の放任園 

《交 付 額》放任園対策経費（Ａ+Ｂ） 

     （Ａ）放任園発生防止活動費〔1園地当たり定額〕１５，０００円 

     （Ｂ）放任処理対策経費〔処理面積による〕 

        伐採１８本以上／１０a １０aにつき４４，６８３円 

        伐採１８本未満／１０a １本につき   ２，４８２円 

      ※県りんご黒星病発生防止対策事業の活用《Ｒ2のみ》 

（農林水産部 あおもり産品支援課） 

  

Ｒ1放任園伐採作業（五本松地区） 



◆先進技術の導⼊による作業の省⼒化や生産性向上に向けた取組を促進 

スマート農業普及対策事業（連携）【拡充】                    2,794 千円 
 

 農業就業者の減少と高齢化が進む中、農作業の省力・軽労化を進めるとともに、次世代を

担う若手農業者の育成・確保を図るため、農業の新たなステージを切り拓くスマート農業

の普及に努め、新技術の導入や就農意欲を醸成します。 

 

【拡充内容】 

・農業振興センターにおいて、パイプハウス側 

面フィルムの自動巻上装置による品質管理や 

作業時間の短縮などに向けたスマート農業技 

術の実証試験を実施 

・果樹生産者等の省力・生産性向上を図るた 

め、IoT センサー・カメラ、アシストスーツ、 

ドローンの先端技術を活用したスマート農業 

技術の実証実験を実施 

 

 

【連携内容】 

・スマート農業の研究機関、開発メーカー、実践農家等を講師に招き、担い手農業者 

や新たな担い手となり得る若手農業者、就農希望者等を対象とした講習会を開催 

（農林水産部 農業政策課・農業振興センター・あおもり産品支援課） 

 



区　分 会　計
令和元年度
当初予算額

令和２年度
当初予算額

比較増減 令和２年度の主な事業 事業費 前年比

令和２年度　浪岡地区に関連する事業を所管する課の主な事業と当初予算額（前年度との比較）
【単位：千円】

農林水産部 一般会計 323,970 363,992 40,022 ・負担金

農地林務課 　　県営久井名排水機場老朽化対策事業（負担金） 1,268 (1,101)

　　ため池整備事業（負担金） 10,545 (6,909)

　　県営野沢地区第三期畑地帯総合整備事業（負担金） 13,017 (13,017) 【新規】

　　国営造成施設管理体制整備促進事業（負担金） 878 (△1)

　　県営基幹水利施設管理事業（負担金） 2,542 (13)

　　国営浅瀬石川かんがい排水事業（負担金） 177 (△178)

　　国営浅瀬石川二期地区土地改良促進事業（負担金） 24 (0)

　　国営浪岡川・五所川原市南部土地改良促進事業（負担金） 95 (0)

　　浪岡地区農業用排水施設改修保全事業（負担金） 975 (0)

　　福館放地区維持管理事業（負担金） 60 (0)

・中山間農業地域支援事業 21,794 (△283)

・多面的機能支払交付金事業 125,005 (△5,627)

・農業用ため池廃止事業 10,000 (10,000) 【新規】

・ため池点検・ハザードマップ作成事業 14,586 (14,586) 【新規】

・地域活動環境改善事業（農村コミュニティセンター） 8,163 (5,163)

・林道補修事業 890 (15)

・県単独補助林道改良事業（林道第3水ヶ沢線） 1,238 (1,238) 【新規】

・森林経営管理事業 9,415 (9,415) 【新規】



農林水産部農地林務課

事業名
事業費
（千円）

事業概要

県営久井名排水機場老朽化
対策事業（負担金）

1,268

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】
【整備内容】

平成30年度～令和4年度（平成30年度調査設計は県負担）
久井名排水機場の老朽化に伴い、県が施設の更新・改修を実施し、
市は受益面積に応じて、事業に要する経費の一部を負担します。
市負担金　1,268千円
久井名排水機場のディーゼルエンジン、排水ポンプ、ゲートの交換・
分解整備、建屋の改修など

　
ため池整備事業（負担金）

10,545

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】
【整備内容】

令和元年度～令和4年度
県が事業主体となり、農業用かんがい用水を確保するとともに、防災
施設として恒常的な安全性の確保を図るため、大堤ため池の改修工
事を実施し、その経費の一部を負担します。
市負担金　10,545千円
堤体、取水施設の改修

【新規】
県営野沢地区第三期畑地帯
総合整備事業（負担金）

13,017

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】
【R2事業内容】

令和2年度～令和7年度
浪岡野沢地区の樹園地内の農道及び営農用水を整備し、生産性の
向上、農作業の効率化、流通体制の強化等を図るため、これまで第
一期吉野田・郷山前地区、第二期吉野田・下石川地区を整備してお
り、新たに第三期樽沢・女鹿沢地区の事業に着手します。
13,017千円
調査設計業務（負担金）

国営造成施設管理体制整備
促進事業（負担金）

878

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】

平成30年度～令和4年度（第４期）
国が整備した農業水利施設（河川やため池等から農業用に必要な
水を取るための施設）を管理する土地改良区に対し、国、県、関係市
町村が連携し、啓発活動や施設の管理体制の強化に係る経費の一
部を負担します。
市負担金　878千円

県営基幹水利施設管理事業
（負担金）

2,542

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】

平成８年度～
県が維持管理を行う農業水利施設のうち、本市に受益がある3水利
施設（浪岡ダム、二庄内ダム、夕顔関頭首工）の維持管理に要する
経費の一部を受益面積に応じて負担します。
市負担金　2,542千円

国営浅瀬石川かんがい排水
事業（負担金）

177

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】
【整備内容】

平成８年度～令和2年度
昭和50年度から平成7年度にかけて、浅瀬石川地区で国が行った農
業水利施設の整備に係る経費の一部を、平成8年度から令和2年度
までの25年間で償還します。
市負担金　177千円
ダム、頭首工、揚水機場、排水機場、用水路、排水路の改修、新設
工事

国営浅瀬石川二期地区土地
改良促進事業（負担金）

24

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】

平成26年度～
浅瀬石川地区で国が整備した農業水利施設が老朽化したことによ
り、新たに国の事業を利用し、施設の大規模な改修等を行うため、関
係市長村等が会員となり国営浅瀬石川二期地区土地改良事業促進
協議会を設立し、その経費の一部を負担します。
市負担金　24千円

国営浪岡川・五所川原市南
部土地改良促進事業（負担
金）

95

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】

平成27年度～
浪岡川・五所川原市南部地区で国が整備した農業水利施設が老朽
化したことにより、新たに国の事業を利用し、施設の大規模な改修等
を行うため、関係市長村等が会員となり国営浪岡川・五所川原市南
部土地改良事業促進協議会を設立し、その経費の一部を負担しま
す。
市負担金　95千円

令和２年度の主な事業
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農林水産部農地林務課

事業名
事業費
（千円）

事業概要

令和２年度の主な事業

浪岡地区農業用排水施設改
修保全事業（負担金）

975

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】
【R2事業内容】

平成21年度～
浪岡川土地改良区が行う用排水路の改修事業に係る経費の一部を
支援します。
市負担金　975千円
用排水路整備　一式

福館放地区維持管理事業
（負担金）

60

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】

昭和54年度～
県が造成した福館放地区排水路を、受益地となっている関係市町村
及び土地改良区が協議会を設立し、維持管理を行っています。
市負担金　60千円

中山間農業地域支援事業 21,794

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】
【R2事業内容】

平成12年度～
農業生産条件が不利な中山間地域の農業生産活動を将来に向けて
維持するため、農業団体が行う活動を支援します。
交付金　21,794千円（うち、浪岡地区12,101千円）
16協定　263.5ha　　（うち、浪岡地区　10協定　140.6ｈa）（上沢田、本
郷第一、相沢、中相沢、目倉石、吉野田A、北友、下石川、長沼、吉
内）
※2協定（王余魚沢、細野）がR1で活動終了。

多面的機能支払交付金事業 125,005

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】
【R2事業内容】

平成19年度～
農地が持つ多面的機能を支えるため、地域共同で行う農地、水路、
農道等の維持、補修等に係る活動を支援します。
交付金　125,005千円（うち、浪岡地区31,670千円）
活動組織26組織　活動面積2,668.64ha（うち、浪岡地区　活動組織6
組織　活動面積713.51ｈa）（吉野田・郷山前、樽沢、銀、本郷、徳長、
女鹿沢）
※1活動組織（増館）がR1で活動終了。

【新規】
農業用ため池廃止事業

10,000

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】
【R2事業内容】

令和2年度
農業用としての機能が無くなり、決壊した場合に下流の民家等に被
害を与える恐れのある浪岡地区の長笠ため池を廃止します。
10,000千円
設計業務及び廃止工事

【新規】
ため池点検・ハザードマップ
作成事業

14,586

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】
【R2事業内容】

令和元年度～令和2年度
令和元年7月に施行された「農業用ため池の管理及び保全に関する
法律」により、決壊した場合に下流の民家等に被害を与える防災重
点ため池が追加となったため、ハザードマップを作成します。
14,586千円
ため池ハザードマップ作成22箇所（青森地区12箇所、浪岡地区10箇
所）

地域活動環境改善事業（農
村コミュニティセンター）

8,163

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】

【R2事業内容】

平成29年度～令和2年度
地域活動の拠点である農村センター及び農村環境整備共同利用セ
ンターの利用環境を改善するため、町内会の要望を聴き修繕や備品
の購入を行います。
8,163千円（１施設あたり250千円／年）※過年度からの繰越が反映
されています。
（うち、浪岡地区　5,505千円）（農村センター：女鹿沢、五本松、銀、
吉野田、郷山前、徳長、増館）（共同利用センター：花岡）
維持修繕、備品購入等
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農林水産部農地林務課

事業名
事業費
（千円）

事業概要

令和２年度の主な事業

林道補修事業 890

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】
【R2事業内容】

平成10年度～
適切な森林管理を行うため、林道の補修を行いながら適正な維持管
理を行います。
890千円
水ヶ沢線　舗装工事L=30.8m

【新規】
県単独補助林道改良事業
（林道第３水ヶ沢線）

1,238

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】
【R2事業内容】

令和2年度～令和3年度
融雪等による路肩の崩れや雨水による路盤損壊などにより林道とし
ての機能が損なわれているため、県補助事業を活用して改良工事を
行います。
1,238千円
林道第３水ヶ沢線災害復旧工事L=4.0m

【新規】
森林経営管理事業

9,415

【事業期間】
【事業内容】

【R2事業費】
【R2事業内容】

令和2年度～
林業の成長産業化と森林資源の適切な管理を図るため、森林経営
管理法が平成31年4月に施行され、これにより、林業経営に適した森
林を意欲と能力のある林業経営者に市を介して集約化するととも
に、森林が奥地にあるなど林業経営に適さない森林は市が直接管
理を行うことで、効率的な森林整備と林業経営の安定及び森林の有
する多面的機能の発揮を図ります。
経営管理意向調査：奥内地区約90ha（841千円）、本郷地区約110ha
（830千円）
9,415千円
林地台帳の整備　 ：樹種、樹齢等の森林情報を追加（7,681千円）
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本郷地区

吉野田・郷山
前地区

樽沢地区

中山間地域等直接支払事業

多⾯的機能支払交付⾦事業

農地林務課関係事業位置図

本郷第一

吉内

上沢田

⻑沼

下石川
北友

吉野田Ａ
王余魚沢(R1終了）

相沢

中相沢

目倉石
細野（R1終了）

徳⻑地区

増館地区
（R１終了）

銀地区

資 料

林道補修事業

県営久井名排水機
場⽼朽化対策事業 ⼥⿅沢地区

H23～R1 施工済 Ｌ＝306m

R2 Ｌ＝30.8m

R3以降 Ｌ＝163.2m

合計 500m

大堤たため池整備事業（大堤ため池）

農業⽤ため池廃⽌事業（⻑笠ため池）

野沢地区畑地帯総合整備事業



森林経営管理事業

【現 状 と 課 題】 【事 業 内 容】 事業スケジュール

現 状
★森林の適切な経営や管理を図るため、森林経営管理法に基づき、
森林所有者に対し経営管理意向調査を実施。

1 森林経営管理事業

課 題

Ｒ1 森林情報の資料収集等
Ｒ2 林地台帳の再整備

経営管理意向調査

【事業効果】

◆事業効果
本事業の実施により、
・経営管理されずに放置されている森林

↓
・森林の適切な経営や管理の実施

↓
・林業経営の安定と森林の有する多⾯的
機能の発揮を図る。

◆前期基本計画への貢献
・１章２節２項「農林⽔産業の経営体質の
強化」の施策に資する取組である。

○事業内容︓林地台帳の再整備
経営管理意向調査

森林経営管理意向調査（１，６７１千円）

○担い⼿不⾜や⾼齢化、木材価格の
低迷による経営意欲の低下などによ
り、伐採期を迎えている森林が活⽤
されていない中で、森林経営管理
法がＨ31.4.1から施⾏された。
＜木材として活⽤できる適齢期を迎え
た市内の⺠有林⼈⼯林(51年⽣以上)＞
・⽴木⾯積 4,288ha
○林業の持続的発展及び森林の有す
る多⾯的機能を発揮させるためには、
森林経営管理法に基づき、森林の適
切な経営や管理が必要である。

○林地台帳や県が有する森林簿等の
情報を活⽤し森林状況の把握が必要。
◆主な森林情報
・森林の樹種・樹齢、⾯積、所有者、
斜度、林道からの距離 等

★森林情報をもとに、対象森林を
抽出し、経営管理意向調査を実施。
★経営管理意向調査を踏まえ、森
林の適切な経営や管理を図る。

○国⼟調査完了区域の中から意向調査区域を抽出し、対象森林の
所有者に、森林を今後どのように経営管理をしていきたいか意向
調査を⾏います。
R2意向調査対象⾯積
⻘森地区（奥内他）約90ha、浪岡地区（本郷他）約110ha

林地台帳の再整備（７，６８２千円）

○林地台帳に森林簿等（樹種、樹齢等）から情報を追加・整理し、
森林状況を把握することで、意向調査の対象となる森林（施業履
歴無し、私有林、⼈⼯林）を抽出するための基礎資料を作成しま
す。

（事
業
イ
メ
ー
ジ
）



区　分 会　計
令和元年度
当初予算額

令和２年度
当初予算額

比較増減 令和２年度の主な事業 事業費 前年比

令和２年度　浪岡地区に関連する事業を所管する課の主な事業と当初予算額（前年度との比較）
【単位：千円】

教育委員会事務局 一般会計 155,696 155,891 195 ・宿泊体験学習事業 228 (△41)

浪岡教育事務所 ・青森市中学校生徒海外派遣・受入事業 6,604 (△1)

教育課 ・小学生芸術鑑賞教室事業 1,109 (25)

・中世の館運営管理事業（施設管理・文化振興） 28,404 (△177)

・公民館運営管理事業（施設管理・生涯学習支援事業） 58,697 (△43)

・山の家運営管理事業（施設管理・活動事業） 6,547 (342)

・養魚場運営管理事業（施設管理・活動事業）　 0 (△313)

・スクールバス管理費（運営事業・校外学習支援事業） 30,879 (49)

・中世の館運営管理事業（城跡案内所非常放送設備改修事業） 0 (△1,033)



教育委員会事務局浪岡教育事務所教育課

事業名
事業費
（千円）

事業概要

宿泊体験学習事業 228

　浪岡中学校1学年の生徒が宿泊体験学習を行う機会を提供します。
　　・対象：新1年生150名
　　・場所：岩木青少年スポーツセンター
　　・主な活動内容：合唱練習、プレ運動会、もの作り体験活動

       ⇒　新型コロナウイルスにより延期（時期未定）

青森市中学校生徒海外派
遣・受入事業

6,604

　本市中学生と米国メーン州中学生が相互に派遣・受入を行い、広い視野から郷土
に対する理解を深め、国際社会を担う若者を育成します。（平成４年から実施）

  　　 ⇒　今年度の受入事業及び派遣事業とも新型コロナウイルスにより中止

小学生芸術鑑賞教室事業 1,109

　心が通い合う人間性豊かな児童の育成を図るため、浪岡地区の児童に優れた演
劇や音楽を鑑賞する機会を提供します。
  　・公演数：2日間で延べ3回上演
  　・参加者：浪岡地区の全小学校の児童（1年生～6年生）及び引率者
  　・会　 場：青森市中世の館　ホール（移動観覧席396席）

中世の館運営管理事業（施
設管理・文化振興）

28,404

　教育の普及振興及び市民の文化芸術振興を図るため、指定管理者制度により青
森市中世の館・浪岡城跡案内所の管理運営のほか、文化振興事業（必須事業）を
実施します。

【指定管理者】：特定非営利活動法人NPO婆娑羅凡人舎（ばさらぼんどしゃ）
【主な事業】
  　・アフタヌーンコンサート：第3又は第4土曜日（年間10回）
  　・浪岡歴史講座：浪岡地区の文化財や中世に関連した歴史教室を開催します。
　　　（年4回）
  　・一枚の美術館事業：エントランスホール内クロークに施設所蔵の美術品等を
　　　展示します。（通年）

公民館運営管理事業（施設
管理・生涯学習支援事業）

58,697

　指定管理者制度により浪岡中央公民館及び地区公民館5館（浪岡北中野公民館、
浪岡本郷公民館、浪岡野沢公民館、浪岡女鹿沢公民館、浪岡大杉公民館）を管理
運営するほか、生涯学習事業を実施します。

【主な業務】
  　・施設の管理及び貸館業務、図書の貸出・返却業務　等
  　・地域コミュニティ講座・事業
     　（青少年教育、婦人教育、成人教育、高齢者教育など）

山の家運営管理事業（施設
管理・活動事業）

6,547

　指定管理者制度により浪岡細野山の家の管理運営業務・講座等を実施します。

【主な業務】
  　・市民向け体験講座（指定管理者の必須事業）
      (山菜講座、ピザ作り体験講座、燻製作り体験講座、こけ玉作り体験講座)
  　・地域コミュニティ講座・事業
      (青少年教育、婦人教育、成人教育、高齢者教育、山の家まつり、地区夏祭り)

養魚場運営管理事業（施設
管理）

0
　施設は平成３１年４月１日に用途廃止済みとなっており、建物及び水槽について当
面の間、現存のまま普通財産として管理するため、令和元年度に敷地内の安全対
策を行いました。

スクールバス管理費（運営
事業・校外学習支援事業）

30,879

　遠距離通学をしている児童生徒のため、スクールバスを運行します。
  　・市保有バス6台及び冬期間における不足1台分（借上げ）の運行業務委託
  　・車両点検・整備の充実と運転手に対する安全運転の講習会等を実施し、安全
      確保に努めています。
【対象者】
  　・浪岡中学校生徒及び浪岡地区小学校児童

中世の館運営管理事業（城
跡案内所非常放送設備改
修）

0
　浪岡城跡案内所の非常用放送設備について、老朽化による誤作動が発生したた
め、令和元年度に設備更新により施設の安全運営を図りました。

令和２年度の主な事業



区　分 会　計
令和元年度
当初予算額

令和２年度
当初予算額

比較増減 令和２年度の主な事業 事業費 前年比

令和２年度　浪岡地区に関連する事業を所管する課の主な事業と当初予算額（前年度との比較）
【単位：千円】

浪岡病院 事業費用 905,711 922,594 16,883 ・ヘルステックを核とした健康まちづくり事業　　35,583千円

資本的支出 995,908 1,530,016 534,108 ・ヘルステックを核とした健康まちづくり事業　　38,313千円

・青森市立浪岡病院建替事業　954,960千円※継続費（R1～R2：総額1,854,370千円）（+55,550千円）



プラン①:モビリティを活用した予防サービス（フレイル/生活習慣病）プラン①:モビリティを活用した予防サービス（フレイル/生活習慣病）

〇住⺠の健康意識を⾼め、健診受診や病院診療を適切に促すことができる。
〇⾼齢者に社会参加の機会を提供（集いの場）
〇予防サービスにより得られたデータを活⽤し、住⺠の健康サービス需要を分析することで、さら
なるサービス向上につなげる。

・体組成計、野菜チェッカー
などによる簡易ヘルスチェック
・遠隔健康・栄養相談
・フレイル体操
・⾼栄養価食品のサンプル
配布など

ヘルステックを核とした健康まちづくり事業 【事業費】73,896千円

・遠隔⾒守りセンター
・⾒守り看護師
・24時間体制

〇訪問看護・訪問診療など必要な健康サービスを病院や企業と連携し、住⺠に提供するこ
とで、いつまでも住み慣れた⾃宅で安⼼して暮らすことができる。

〇24時間⾒守りサービスにより得られたデータを活⽤し、住⺠の健康サービス需要を分析す
ることで、さらなるサービス向上につなげる。

プラン②︓IoTを活用した24時間⾒守りサービスプラン②︓IoTを活用した24時間⾒守りサービス

・電⼒センサー
・⾒守りロボット
・IoT⻭ブラシなど


