
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

青森市地域外来（急病センター）

検体採取の様子

みらい飯（プレミアム付食事券）
クラウドファンディング事業チラシ

泊まってクーポンの贈呈式

新たに作成されたパンフレット

新型コロナウイルスに立ち向かう　あおもり応援プロジェクト

2 感染症予防事業 1,835,838

感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律に基
づき、感染症の予防及びまん延
の防止を行いました。

47,560,000

新型コロナウイルス感染症拡大
により影響を受けることが懸念
される市内農林漁業者等を対象
に、新型コロナウイルス感染症
への対応として新たに実施する
経営改善・強化を図るための取
組に係る経費を助成しました。

3
新型コロナウイ
ルス感染症対応
消費喚起事業

22,041,167

新型コロナウイルス感染症拡大
により大きな影響を受けている
地域経済の維持、回復を図るた
め、青森商工会議所が青森市浪
岡商工会と連携して実施した、
みらい飯（プレミアム付食事
券）クラウドファンディング事
業や飲食店のテイクアウト等情
報発信事業に係る経費の一部を
助成しました。

令和２年度に寄附金を活用して実施した事業

4
青森市民泊まっ
て応援キャン
ペーン事業

14,969,142

1
地域外来・検査
センター運営管
理事務

34,722,524

新型コロナウイルス感染症の感
染拡大を防ぐため、令和2年6月
22日より地域外来、6月23日より
検査センターを開設しました。
市民誰もが毎日診察を受けるこ
とができ、必要と判断された方
のPCR検査を実施する県内随一の
診療・PCR検査体制を整えまし
た。

5
青森市農林水産
物活用緊急支援
事業

新型コロナウイルス感染症拡大
により大きな影響を受けている
宿泊施設を支援するため、市民
が宿泊施設を利用した際に５千
円割引になる「泊まってクーポ
ン」を発行しました。



（仮称）青森市アリーナ整備イメージ図

工事の施工状況

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

町会主体による自主防災訓練（防災講話）の様子

小学6年生向け男女共同参画啓発小冊子、
アンジュール№58

10
地域コミュニ
ティ活性化事業

1,087,000

地域コミュニティの活性化を図
るために、町（内）会等が自主
的に企画・運営した事業に対し
て経費の一部を支援しました。

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

6
青森市アリーナ
プロジェクト推
進事業

11,872,420

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

9

小学生のための
食育チャレン
ジ・プログラム
事業

997,532

市内の10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。

7
青森操車場跡地
周辺整備推進事
業

10,755,101

青森操車場跡地の周辺整備とし
て、東西用地において多目的に
利用できる広場や緑地、既存道
路の拡幅等の整備を実施しまし
た。

8
こども食育レッ
スン１・２・３
♪事業

1,819,224

子どもたちの健康的な食習慣づ
くりを推進するため、市内の保
育園・認定こども園・幼稚園17
園において、年長児と保護者へ
食育レッスンや食育レシピ紹介
等を実施しました。

11
男女共同参画社
会形成促進事業

95,580

男女共同参画の意識啓発を図る
ため、「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。



「障がい者雇用促進Ｗｅｂセミナー」の様子

「高校生・大学生のためのあおもり就活ガイド」

修繕後の誘導サイン

青森市スマート農業技術導入実証実験現地説明会の様
子

市奨励作物のトマト

青森市伝統野菜
「筒井紅かぶ（左）」「笊石かぶ（右）」

「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

16 転作推進事業 354,000

転作田において市奨励作物（ト
マト・ねぎ・ピーマン・そば・
麦・バサラコーン・たまねぎ・
きゅうり）を作付した農業者等
を支援しました。

高校生・大学生等が市内企業の
採用情報や企業情報等を気軽に
閲覧し、就職活動に関する知識
等を得られるよう、市が運営す
る求人情報サイト内に、就職活
動に関連した特設ページ「高校
生・大学生のためのあおもり就
活ガイド」を作成しました。

障がい者雇用への理解を深め、
障がいのあるかたの雇用拡大を
図るため、市内企業を対象に
「障がい者雇用促進Ｗｅｂセミ
ナー」を開催したほか、障がい
のあるかたを対象として短期職
場実習を実施した事業者に助成
金を交付しました。

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

12
障がい者雇用促
進事業

139,000

14
中心商店街誘導
サイン等修繕事
業

528,000

市が中心商店街に整備した誘導
サインについて、経年劣化によ
る落下防止措置を講じるととも
に、破損した誘導サインの修繕
を行いました。（落下防止措
置：18基、破損箇所修繕：1基）

13
地元企業の魅力
発信事業

74,000

17
あおもり産品販
売促進事業

2,261,908

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、青森市伝統野菜「筒井紅
（あか）かぶ」と「笊石（ざる
いし）かぶ」の生産基盤の強化
及び販路開拓などに取り組みま
した。

15
スマート農業普
及対策事業

1,996,500

りんごの果樹園地等において、
生産者の省力化・効率化を図る
ため、IoTセンサー、カメラ、ド
ローン、アシストスーツの先端
技術を活用したスマート農業技
術の実証実験を行いました。



張替されたりんご園防風網

田代平湿原から見る山並み
（雛岳、高田大岳、小岳、赤倉岳）

子ども・子育てを支援するための事業

子育て応援隊による子育てひろば

屈折検査機器（スポットビジョンスクリーナー）
による検査

更新したブランコ（滝内児童遊園）

更新した滑り台（新城下町ちびっこ広場）

20
子ども支援セン
ター活動事業

61,012

22
児童遊園遊具等
改修事業

8,195,164

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。

19
自然公園観光地
施設管理事業

227,202

自然環境保全のため、田代平湿
原園地保全業務や、東岳自然遊
歩道簡易トイレ、酸ヶ湯ゴミ集
積所の設置・整備に活用しまし
た。

　ひと創り

21
3歳児健康診査
事業

1,229,800

3歳児健康診査における視覚検査
の精度向上のため、これまで実
施してきたランドルト環による
視力検査に加えて、令和2年度か
ら屈折検査機器（スポットビ
ジョンスクリーナー）による検
査を導入しました。

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」「子育て応援隊
による子育てひろば」で使用す
る工作用品等を購入しました。

クルーズ客船誘致など観光振興のための事業

18
果樹生産防除機
械・施設整備事
業

434,000

災害に強いりんご園地づくりの
推進、さらには良品質なりんご
の安定的な生産を確保するた
め、防風網張替に要する経費の
一部を支援しました。

23
ちびっこ広場遊
具等改修事業

3,735,107

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。



修繕した外柵（合浦ちびっこ広場）

床材を張り替えた児童センター遊戯室

令和2年度青森市子ども会議活動報告会の様子
（寄附金で購入したマスク着用）

放課後児童会を利用する子どもたち

教育の充実や文化・芸術の振興のための事業

地域のボランティアによる学校支援活動の様子

ちびっこ広場維
持管理事務

29
地域学校協働活
動推進事業

297,797

授業補助や学校内の環境整備、
登下校の安全確保など、地域の
方がボランティアとして学校支
援活動を行うために必要となる
物品を購入しました。

25
総合福祉セン
ター運営管理事
務

1,998,040

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
総合福祉センター内に設置して
いる児童センターにおいて、遊
戯室の床材の張り替えを行いま
した。

506,000

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、外柵の修繕を行いまし
た。

26
子どもの居場所
づくり・学習応
援事業

348,000

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
や、仲間との出会いや活動がで
きる居場所づくりの支援を行い
ました。

24

27
子どもの権利普
及啓発事業

60,500
子ども会議委員が子どもの権利
の普及啓発活動を行う際に着用
するマスクを作成しました。

28
放課後児童対策
事業

2,371,037
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。



2020年度第2回あおもり文化とアート展

中学生木版画講座

青森市少年少女発明クラブの活動の様子

地域課題を指標とする市民スクールの様子

縄文遺跡群PRパンフレット

浪岡城物語の表紙

1,731,000

「北海道・北東北の縄文遺跡
群」の世界遺産登録をPRするた
めパンフレットの作成等を行い
ました。

33
生涯学習支援事
業（中央市民セ
ンター）

409,000

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。

34
世界遺産登録推
進事業

35
浪岡地区の史跡
を中心とした保
存・活用事業

132,000

浪岡城跡の調査研究や文献史料
などをもとに、浪岡城の歴史を
ストーリー化した「浪岡城物
語」を、子ども向け・一般向け
の2種類作成しました。

32
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
が実施した活動を支援しまし
た。

31
青森市文化観光
振興財団助成事
業（文化事業）

34,247,162

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、（一財）青森市文化観
光振興財団が実施する講座や演
奏会、展示会など各種事業を支
援しました。

322,160

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
リスク管理のための経費として
活用しました。

30
市蔵美術品保存
事業



取替え後の説明板（羽州街道）

少年指導委員による一般街頭指導の巡回活動

スポーツに親しめる環境づくりを図るための事業

令和2年度青森県スポーツ少年団フェスティバル
ミニバスケットボール競技大会の様子

合浦海水浴場の様子

リバーランドおきだて（多目的広場）の様子

中学校カーリング大会の様子

38
青森市スポーツ
少年団競技大会
支援事業

40,000

本市の競技人口の裾野拡大と
ジュニア層の強化を図るため、
青森市スポーツ少年団が行う各
競技大会を支援しました。

39
合浦海水浴場運
営管理事業

9,007,174

誰もが気軽にスポーツ活動に参
加できる機会の充実や参加しや
すい環境づくりを進めるため、
合浦海水浴場の運営管理を行い
ました。

40
社会体育施設管
理事業

2,143,493

誰もが気軽にスポーツ活動に参
加できる機会の充実や参加しや
すい環境づくりを進めるため、
リバーランドおきだて及び夜間
スポーツ広場（浜田夜間スポー
ツ広場、泉川夜間スポーツ広
場、大野夜間スポーツ広場）の
運営管理を行いました。

41

青森市文化観光
振興財団助成事
業（スポーツ事
業）

9,264,416

誰もが気軽にスポーツ活動に参
加できる機会の充実や参加しや
すい環境づくりを進めるため、
（一財）青森市文化観光振興財
団が実施する各種スポーツ事業
を支援しました。

36 文化財保護事務 547,305

市内各所に設置されている文化
財説明板について、き損部分の
補修や表示板の取替え等を行い
ました。

37
少年指導・育成
事業

114,000
少年が集まる施設等を巡回し、
街頭指導を実施しました。



コンパクトデジタルカメラ、カメラケース、SDカード

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

第16回浪岡地区スポーツフェスティバル

環境整備を実施した津軽山唄の石碑

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

駅前スクエアでの普及啓発展示

待合室に設置したテレビ

46
急病センター運
営管理事務

67,980
利用者が診察や会計までの待ち
時間を快適に過ごせるよう、待
合室にテレビを設置しました。

　まち創り

市民の暮らしを守る！

44
浪岡観光振興事
業

24,000

浪岡地区における観光資源の保
存及び整備並びに普及宣伝を図
るため、津軽山唄の石碑、源常
平銀杏周辺の環境整備を実施し
ている浪岡観光協会に対し、経
費の一部を支援しました。

43
浪岡地区スポー
ツフェスティバ
ル支援事業

3,000

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」の経費の一部を支援しま
した。

青森市の魅力発信や広域連携を推進するための事業

42
テレビ・ラジオ
広報事業

961,648

テレビ広報番組を制作し、市の
取組をPRするとともに、広報事
業の活動に必要なコンパクトデ
ジタルカメラ等を購入しまし
た。

45
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、展示資料
の作成や、大学等で献血された
方への記念品購入等、幅広い世
代への普及啓発活動に活用しま
した。

　やさしい街



骨髄ドナー普及啓発助成事業チラシ

保健指導の様子

医療環境の充実を図るための事業

回診用Ｘ線撮影装置

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

ロコモ予防体操

終活セミナーとわたしノート

パネル展示会

52
障がい者福祉
ショップ開設事
業

38,727

障がいのある方が製作した物品
等を販売する「うららマル
シェ」に参加している事業所の
活動内容を紹介するパネル展示
会を、市役所駅前庁舎駅前スク
エアにおいて開催しました。

50
こころの縁側づ
くり事業

112,407

51
在宅医療・介護
連携推進事業

248,190

これからの人生をよりよく、豊
かに、充実して生きるための選
択と行動を起こすきっかけづく
りとして「終活セミナー」を開
催しました。また、本市の福祉
サービス等も記載した青森市版
エンディングノート「わたし
ノート」を作成し、セミナーや
市役所等で配付しました。

47
骨髄ドナー普及
啓発助成事業

70,000

骨髄等を提供しやすい環境づく
りのため、勤務している事業所
にドナー休暇制度が無いドナー
の方に対し、提供に要した日数
に応じて助成金を交付しまし
た。

48
健康寿命延伸戦
略事業

浪岡病院において、救急外来や
病棟、ベッドサイドで使用する
回診用Ⅹ線撮影装置を購入しま
した。

1,210,000

「あおもり生活習慣病予防ガイ
ド(改訂版)」を制作し、健康づ
くり活動に活用しました。ま
た、糖尿病重症化予防等に向
け、健診データを分析し、結果
をわかりやすく示す「健診結果
構造図」を用いて保健指導を実
施しました。

49
医療環境の充実
を図るための事
業

2,602,000

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。



ヘルプカード＆ヘルプマーク周知用ステッカ―

更新した篠田福祉館の給水加圧ポンプ

修繕した非常階段

災害に強いまちを目指す防災対策事業

購入したプリンタ用トナー、用紙

積雪時にも認識できる立入禁止場所

本庁舎駐車場

災害対応や防災訓練等で使用す
るカラープリンター用の消耗品
を購入しました。

57 防災対策事業 26,386

58
庁舎等耐震対策
事業

314,000
市役所旧本庁舎及び急病セン
ター棟を解体し、駐車場を整備
しました。

55
高田教育福祉セ
ンター運営管理
事務

291,500

地域住民の健康の増進、余暇の
善用、集会及び行政情報サービ
スの提供及び社会福祉の増進を
図るために設置した高田教育福
祉センターにおいて、非常階段
の修繕を行いました。

54
福祉館運営管理
事務

445,500

市民に娯楽、休養、読書、その
他余暇の善用及び集会の場を提
供するため設置している福祉館
において、床の清掃と篠田福祉
館の給水加圧ポンプの更新を行
いました。

53
障害者に対する
理解を深めるた
めの啓発事業

96,800

外見だけでは障がいがあること
が分からない（聴覚障がい、内
部障がい、知的障がい等）方な
どが、周囲に配慮や支援を求め
ることができるよう携帯してい
るヘルプカード及びヘルプマー
クをより多くの方に知っていた
だくため、周知用ステッカー
1,000枚を作成し配付しました。

過去に二酸化炭素ガス中毒死亡
事故のあった立入禁止場所につ
いて、積雪時等でも認識できる
よう、安全対策用に資材を購入
し、設置しました。
また、防災対策に関する事業実
施のための作業服を購入しまし
た。

　つよい街

56
通信施設・設備
等整備事業

59,180



雪に強く、自然と調和したまちづくりのための事業

購入した除雪機

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

きれいに整備された公園

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

エコドライブシュミレーター体験の様子

ラッピングを施した市営バス

64
ＣＯ２削減行動
推進事業

743,000

エコドライブ等をテーマとした
ラッピングバスの運行や、プロ
スポーツチームの試合会場及び
イベント会場へブースを出展す
ることにより、地球温暖化対策
のための国民運動「COOL
CHOICE」の普及啓発を行いまし
た。

59
通学路対象除雪
機貸与事業

598,400

　かがやく街

60
地域花いっぱい
まちづくり事業

261,000

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。

61
公園樹・街路樹
等維持管理事業

187,000

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。

62
公園愛護会育成
事業

53,000

地域住民が主体となって公園の
美化清掃などを行う公園愛護会
を育成し、公園をより美しく親
しみのある憩いの場にするとと
もに、住民参加による緑のまち
づくりを推進しました。

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。

63
協働による環境
教育・環境学習
推進事業

286,000

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。



毎戸配付した令和3年度版清掃ごよみ

集団回収を実施している様子

伐採した樹木

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

新ベンチャー支援

令和2年度新ビジネスチャレンジャー認定の皆さん

あおもりスタートアップ支援セミナー

「あおもり、再生。」特別枠

69
地域企業新ビジ
ネス挑戦支援事
業

24,688,083

新たな事業展開や創業をしよう
とする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。

70

起業・創業等支
援拠点運営事業
（東青地域連
携）

15,085,632

東青地域の町村及び青森商工会
議所等と連携し、青森商工会議
所1階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。

68
植林地保育管理
業務

1,280,000

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
林地において、下刈などの保育
施業を5.2ヘクタールにわたり実
施し、樹木の成長を促しまし
た。

67
一般管理事務
（清掃管理課）

433,620

旧駒込清掃工場内の樹木の種子
が風で飛ばされ、近隣環境へ影
響を及ぼしていたことから、当
該樹木を伐採しました。

66
有価資源回収団
体活動奨励事業

2,008,000

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。

65
ごみ問題対策・
市民啓発事業

1,140,000

ごみ出しルールの遵守とマナー
の向上、ごみ減量化・資源化を
図るため、「令和3年度版清掃ご
よみ」を131,000枚作成し、青森
地区の市民に毎戸配付しまし
た。



市民活動環境の充実

購入したテーブルを活用した地域活動の様子

経営改善に向けた戦略的投資

改築したバス待合所

72
バスまち空間向
上事業

73,340,850

より快適な環境で安心してバス
を利用できるよう、バス待合所
やバス停標識、ドライブレコー
ダーの整備等を行いました。

71
地域活動環境改
善事業

105,552,069

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。


