
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

幼稚園での「こども食育レッスン１・２・３♪」

食育に関する出前授業

青森市企業立地ガイド

青森市学生ビジネスアイデアコンテスト
Aomori Business Challenge GATE 2019

市内のモデル校である小学校２
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。

3

小学生のための
食育チャレン
ジ・プログラム
事業

199,934

1
青森市アリーナ
プロジェクト推
進事業

24,580,840

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、多様な催事ができる交流
拠点（アリーナ）及びその周辺
の整備について検討するため、
有識者会議を開催したほか、公
募設置管理制度（Park-PFI）等
の民活事業の導入可能性調査を
実施しました。

平成30年度に寄附金を活用して実施した事業

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

　しごと創り

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

明日の街を創る！

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

4
企業誘致活動事
業

638,000

地方へ進出・移転を検討してい
る首都圏等の企業に対して、本
市の強み(魅力、価値)をＰＲす
るため、本市の交通・産業・居
住・人材等の多種多様なデータ
等を掲載したパンフレット「青
森市企業立地ガイド」を制作し
ました。

5
地域ベンチャー
支援事業

491,000

学生等の起業マインド、チャレ
ンジマインドの醸成を図るた
め、本市に所在する大学等の学
生や学生グループがビジネスア
イデアについて発表し、市とし
て表彰する｢青森市学生ビジネ
スアイデアコンテスト　Aomori
Business Challenge GATE
2019｣を開催しました。

2
こども食育レッ
スン１・２・３
♪事業

1,567,311

子どもたちの健康的な食習慣づ
くりを推進するため、昨年度か
ら5年間で市内全園の保育園・
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。



あおもり産品キャッチフレーズ・ロゴマーク

イベント取材の様子

首都圏の駅での観光プロモーション

青森ねぶた運行
（東北絆まつり2018盛岡・ふるさと祭り東京2019）

サマーキャンプ場

観光資源を保全・整備するための事業

青森ねぶた海上運行

8
青森市観光振興
対策事業

898,307

本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。

観光客誘致のための事業

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

ふるさと青森の情報発信を応援するための事業

11
青森ねぶた祭活
性化事業

2,160,000

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
委員会へ負担金を支出し、海上
運行用台船修理を実施しまし
た。

9
青森ねぶた派遣
事業

2,155,000

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。

10
青森ねぶた祭活
性化事業

379,000

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、青森ねぶた祭に参
加されるキャンパーの方を対象
に、祭り期間中、サマーキャン
プ場を無料開放しました。

6
あおもり産品販
売促進事業

6,403,793

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、市内外での販売促進イベン
トや商談会出展などを行いまし
た。また、魅力発信とブランド
力の強化を図るため、キャッチ
フレーズ及びロゴマークを作成
しました。

7
ホームページ等
運用事業

944,341

市政情報をわかりやすく、魅力
的に提供するため、カメラを購
入し画像を活用するなどし、
ホームページやSNS等を通じ
て、国内・国外に向けて情報発
信を行いました。



新規ねぶた制作者（林　広海）が制作したねぶた面

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

地域の各団体によるねぶた合同運行と合同パレード

第37回なみおか桜まつりと
「浪岡城跡観桜ウォーク」の様子

観光案内サイン現地確認の様子

浪岡観光ガイドマップ

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

　ひと創り

12
文化観光交流施
設運営管理事業

221,440

平成２９年度に新たに誕生した
ねぶた制作者（林　広海）にね
ぶた面の制作を依頼し、ねぶた
の家ワ・ラッセの１階ねぶた
ホールに展示しました。

北畠まつり開催
支援事業

323,000

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。

14
浪岡観光振興事
業

128,000

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
助金の一部として交付しまし
た。

16
りんごの里なみ
おか推進事業

64,584

浪岡地区の観光概要を紹介する
ために、浪岡観光ガイドマップ
の修正及び増刷（2000部）を行
いました。

17
放課後児童対策
事業

1,715,684
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。

13

15
浪岡観光案内サ
イン整備事業

56,682

浪岡地区への誘客促進を図るた
め、既存の浪岡観光ガイドマッ
プの更新と印刷（7000部）及び
新たな観光案内サインの整備に
向けた検討会議を実施しまし
た。



子ども会議フォーラム2018
（寄附金を活用して作成したTシャツを着用）

「あそびにおいでよ！青森市子育てひろば」

保育所等で導入した保育業務支援システム

保育所等で導入した無呼吸アラーム

更新した鉄棒（新井田児童遊園）

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。

23
児童遊園遊具等
改修事業

1,760,400

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、滑
り台・鉄棒を更新し、外柵を設
置しました。

22

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
や工作用品等を購入しました。

20
保育所等におけ
る業務効率化推
進事業

1,500,000

保育士の業務負担を軽減するた
め、保育業務支援システムを導
入した保育所等に対し「青森市
保育所等業務効率化推進事業補
助金」を交付しました。

21
保育所等におけ
る事故防止推進
事業

1,550,100

重大事故が発生しやすい睡眠中
の安全安心な保育環境を確保す
るため、無呼吸アラーム等を導
入した保育所等に対し「青森市
保育所等事故防止推進事業補助
金」を交付しました。

18
子どもの権利普
及啓発事業

235,256

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。

19
子ども支援セン
ター活動事業

301,013

事業イメージ



更新した滑り台（原別ちびっこ広場）

更新した滑り台（高田児童館）

青少年の教育を支援するための事業

ボランティアによる読み聞かせ

平成30年度グローバル人材育成事業

跳人として参加する子どもたち

平成30年度青森市成人式

29 成人式開催事業 505,000

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。

26
学校支援地域本
部事業

556,623

地域の住民が学習支援や部活動
の指導、環境整備等の学校支援
活動をボランティアとして行う
ために必要となる物品を購入し
ました。

27
グローバル人材
育成事業

375,207

国際化に対応できる人材の育成
を図るため、小学５・６年生
２０名を対象として、CIR（国
際交流員）やALT（外国語指導
助手）と共に過ごし、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実施しま
した。

28
青森市ＰＴＡ連
合会ねぶた運行
補助事業

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ＰＴ
Ａ連合会に対し補助金を交付し
ました。

24
ちびっこ広場遊
具等改修事業

2,371,560

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、滑り台を更新しまし
た。

25
児童館施設等機
能整備事業

968,760

児童が安心して学習及び集団活
動できる場を確保することなど
を目的として設置する児童館に
おいて、滑り台を更新しまし
た。



アメリカの研修生との交流の様子

日本伝統芸能の落語鑑賞

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）

青森市中学校生
徒海外派遣・受
入事業

89,000

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
象とし、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。

31
小学生芸術鑑賞
教室事業

306,000

浪岡地区全小学校の全児童及び
引率者に対し、優れた芸術（落
語）を鑑賞する機会を提供しま
した。
（１演目／２日間で３回）

32
小学校演劇鑑賞
支援事業

130,896

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
開催を支援しました。

35

少年指導・育成
事業

1,021,000

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１４３回、特別指導６７
回のべ６６２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。

33

34
小・中学校安
全・安心対策事
業

758,000

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、ネットを専
門に監視し、トラブルの原因と
なる書き込み等の発見、関係機
関への情報提供を行いました。

30

校外学習支援事
業

733,000

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。



文化・芸術振興のための事業

平成30年度第1回あおもり文化とアート展

棟方志功サミット

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

「狛犬一対」案内板・「あおもり歴史トリビア」冊子
版と青函連絡船パンフレット

『青森県の「刺しこ」分布』の案内板

中世の館施設案内パンフレット

懸垂幕「世界文化遺産の推薦候補に決定！」

36
市所蔵美術品保
存事業

48,600

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
デジタル化などを行い、適正な
保管とリスク管理の経費として
活用しました。

37
棟方志功サミッ
ト開催事業

62,760

棟方志功画伯ゆかりの地の自治
体の長が一堂に会し、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、幅広い人的交流につい
て、協議や情報交換を行いまし
た。

41
世界遺産登録推
進事業

793,400

青森市の三内丸山遺跡、小牧野
遺跡を含む「北海道・北東北の
縄文遺跡群」が世界遺産登録候
補に決定したことを受け、懸垂
幕を作成しました。

40
中世の館運営管
理事業

80,000

浪岡城跡が続・百名城に選定さ
れたことに伴い、浪岡城跡来場
者が増加したことから、施設案
内パンフレットを増刷しまし
た。

38 文化財保護事務 1,533,538

青森市指定文化財「狛犬一対」
に案内板を設置しました。
また、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」の冊子版と、昨年
度終航30年となった青函連絡船
の足跡をまとめたパンフレット
を作成し、小中学校等に配付し
ました。

39
あおもり北のま
ほろば歴史館管
理事業

72,880

青森市を中心とした郷土の歴史
や民俗を総合的に紹介している
「あおもり北のまほろば歴史
館」の展示作品の案内板を設置
しました。



社会教育・生涯学習活動を推進するための事業

中央市民センターと備え付けた座布団

地域課題をテーマとする市民スクール

青森市少年少女発明クラブの工作活動

国際交流のための事業

アイルランドふれあいデー

男女共同参画社会を実現するための事業

女性のための起業応援セミナー

スポーツ活動の振興のための事業

スポーツ賞表彰式

45
国際交流推進事
業

82,315

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
れたイベントへの国際交流ブー
スの出展や、国際交流員による
異文化理解講座を実施しまし
た。

44
少年少女発明ク
ラブ支援事業

20,000

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、「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
市民センター管
理運営事業

119,664
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座布団
等を購入し備え付けました。

43
生涯学習支援事
業

209,000

広く市民に学習機会を提供する
場として、地域課題、郷土理解
等をテーマとする市民スクール
を開催しました。

46
男女共同参画社
会形成促進事業

558,000

「青森市男女共同参画推進表
彰」や、「女性のための起業応
援セミナー」を実施しました。
また、「小学6年生・中学3年生
向け男女共同参画啓発小冊子」
や男女共同参画情報紙「アン
ジュール」を作成しました。

47
スポーツ賞表彰
事業

150,000

スポーツ部門の大会等で優れた
評価を受けた方、優秀な成績を
収めた方、またその指導者に対
し、その功績を称え青森市ス
ポーツ賞を授与する表彰式を、
平成31年1月24日に行いまし
た。



第97回全国高等学校サッカー選手権大会優勝
（青森山田高等学校）

純水装置

町会、市民活動団体の活動を応援するための事業

町会による「ねぶた」運行

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

市役所窓口でガイドブックを配付する様子

青森市障害者移送サービス車両

50
地域コミュニ
ティ活性化支援
事業

12,427,000

コミュニティ活動の活性化を図
るために、町会等が自主的に企
画・実施した活動に対し、「地
域コミュニティ活性化事業補助
金」を交付しました。

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お
いて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、障がいのある方の社会
参加の促進を図りました。

51
一般管理事務
（介護特会）

3,307,500

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、各種研修会の資料として活
用しました。

　やさしい街

49

スポーツ振興施
設運営管理事業
（スポーツ施設
管理）

950,400

みちぎんドリームスタジアム
（青森市スポーツ会館）におい
て、カーリングシートの透明度
が向上する純水装置を導入しま
した。

52
移送サービス事
業

342,511

　まち創り

市民の暮らしを守る！

48
高等学校全国大
会選手派遣事業

500,000

全国大会に出場した、第98回全
国高等学校ラグビーフットボー
ル大会、第97回全国高等学校
サッカー選手権大会、男子第69
回・女子第30回全国高等学校駅
伝競走大会の選手派遣のために
活用しました。



障がい者福祉ショップ「福祉の店うらら」

総合福祉センター電位治療器

ひとり暮らしの高齢者宅に設置された緊急通報装置

高齢者に貸与する寝具乾燥機

設置したノートパソコンとプリンター

医療環境の充実を図るための事業

整備された市民病院内施設

寝具の衛生管理が困難な６５歳
以上の一人暮らしの高齢者や高
齢者のみの世帯の方の寝具の衛
生が保持できるよう、高齢者の
方に貸与する寝具乾燥機を３台
整備しました。

市営住宅合浦団地のシルバーハ
ウジングに配置されている生活
援助員が、入居者に対するお知
らせや業務日誌等を作成するた
めに使用するノートパソコンと
プリンターを整備しました。

54
総合福祉セン
ター運営管理事
務

561,600

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、30年度
は新たに１台購入しました。

53
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
する場を確保し、障がい者就労
施設の工賃の向上を図るため
に、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
ています。

56
寝具乾燥消毒
サービス事業

44,712

57
シルバーハウジ
ング生活援助員
派遣事業

84,672

55
高齢者安心確保
事業

7,031,048

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110台分を、新しい装
置に更新しました。

58

医療環境の充実
を図るための事
業（青森市民病
院）

8,429,803

青森市民病院で使用する施設・
備品等の更新の一環として、
①中央待合ホールの照明設備の
LED化 ②風除室への丸椅子の設
置 ③小児科外来キッズスペー
スの改修　を行いました。



「医療用吸引装置」と「内視鏡洗浄消毒装置」

大学構内で献血をPRする
献血推進キャラクター「けんけつちゃん」

健康寿命を延ばそう！！市民の健康づくりを支援するための事業

アウガ5階にあるまちなか保健室

地域の足を確保する「浪岡地区コミュニティバス」を継続運行していくための事業

老人福祉センターのバス停留所

身近な暮らしにおける衛生環境の確保のための事業

道路標識と三内霊園平和塔

61
まちなか保健室
運営事業

3,504,468

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器に
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。

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、大学等で着
ぐるみを着用した献血のPRを行
い、献血された方に対し記念品
を贈呈しました。

63
霊園管理運営事
業

239,598

お盆時期の市営霊園の混雑緩和
を図るため、進行方向を示す道
路標識をつくりました。
また、市営霊園内の維持管理の
一環として、三内霊園平和塔の
階段及び外壁の補修を行いまし
た。

60

62
浪岡地区コミュ
ニティバス運行
事業

160,000
バス利用者の利便性向上のた
め、老人福祉センターにバス停
留所を設置しました。

59
医療環境の充実
を図るための事
業（浪岡病院）

967,941

浪岡病院の医療環境の充実を図
るため、内視鏡室で使用する
「医療用吸引装置」と「内視鏡
洗浄消毒装置」を更新しまし
た。



避難所整備など防災対策のための事業

災害時用公衆電話

交通安全啓発のための事業

児童に対する交通安全教室

水害・土砂災害防止対策のための事業

河口部に堆積した土砂の浚渫

克雪を推進するための事業

購入した除雪機

納入された除雪機

65
交通安全啓発・
教育推進事業

856,764

64
防災拠点機能整
備事業

159,111
避難所で使用可能な、災害時用
公衆電話（特設公衆電話）の電
話機を整備しました。

66 水路浚渫事業 1,379,000

水害の発生を防止するため、河
川及び排水路に堆積した土砂を
浚渫し、流水機能の確保を図り
ました。（浅虫地区・野内地
区・築木館地区）

児童・生徒に対する交通安全教
室の充実を図るために、ＤＶＤ
プレーヤー、交通安全ＤＶＤソ
フト、交通安全教室用信号機を
購入しました。

67
冬期歩行者空間
確保貸与除雪機
整備事業

1,323,000

68
通学路対象除雪
機貸与事業

615,600

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）」を対象に、毎年２台の除
雪機を購入・貸与しており、そ
のうちの１台分に寄附金を活用
しています。

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
を行うため、小型除雪機を1台
更新しました。

　つよい街



花いっぱい運動や美化・緑化促進のための事業

支援を受けて町会が整備した花壇

桜川地区の「ソメイヨシノ」

地球環境を守るための事業

緑のカーテンとエコドライブシミュレーター体験

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

調査地点の一部

横内川上流域に生息する水生生
物や動物を通して、水源涵養保
安林区域の自然環境の状況を把
握するため、横内川上流域4箇
所を対象地点とし種類や分布な
どを調査しました。

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。

73

71
協働による環境
教育・環境学習
推進事業

286,000

70
公園樹･街路樹
等維持管理事業

346,000

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
樹木の調査を行いました。

横内川水源涵養
保安林区域生態
動向調査業務

4,400,000

　かがやく街

69
地域花いっぱい
まちづくり事業

280,000

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。

72
植林地保育管理
業務

1,600,000

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。



生活排水とごみの適正処理の推進により住み良い生活環境を保つための事業

市民に配布した清掃ごよみ

不法投棄されたごみと不法投棄防止のための看板

地域企業新ビジネス挑戦支援事業

平成30年度　青森市新ビジネスチャレンジャー認定式

インキュベーションマネージャーによる創業相談

学生団体等による事業報告会

地域活動環境改善事業

足への負担が少ない椅子

　「あおもり、再生」特別枠

77

青森と首都圏を
つなぐビジネス
交流拠点構築事
業（東青地域連
携）

17,640,000

青森商工会議所、東青地域の町
村（平内町、今別町、蓬田村、
外ヶ浜町）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
などの支援を行い、起業・創業
等を促進しました。

78
あおもりフィー
ルドスタディ事
業

2,126,000

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。

79
地域活動環境改
善事業

35,518,112

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。

75
不法投棄防止対
策事業

11,000
不法投棄防止のための看板を作
成し、不法投棄の防止に役立て
ました。

74
ごみ問題対策・
市民啓発事業

335,000

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31年度版
（2019年度版）清掃ごよみ」を
135,000枚作成し、青森地区の
市民に毎戸配布しました。

76
地域企業新ビジ
ネス挑戦支援事
業

22,136,740

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。



バスまち空間向上事業

バス待合所、多言語表記バス停標識

80
バスまち空間向
上事業

45,627,144

風や雨雪等を防ぐ安全で快適な
バス待合所の整備や、大きく見
やすい文字のバス停標識、外国
人観光客に対応した多言語表記
バス停標識の設置を行いまし
た。


