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平成 31年度 青森市当初予算（案） 

主な取組 
１ はじめに 

 本冊子は、平成 31 年度青森市当初予算案に関わる主な取組（事務事業）の概要を、

青森市総合計画前期基本計画に掲げる６つの基本政策（６本柱）と、それを構成する

20 の政策に沿って、ご紹介するものです。 

  

 

第１ しごと創り 第２ ひと創り 第３ まち創り 

・産業の振興・雇用対策の推進 

・農林水産業の振興 

・観光の振興・誘客の推進 

・子ども・子育て支援の充実 

・教育の充実 

・スポーツの推進 

・文化芸術の推進 

・地域内連携・広域連携の推進 

・安全・安心な市民生活の確保 

・ユニバーサル社会の形成 

第４ やさしい街 第５ つよい街 第６ かがやく街 

・保健・医療の充実 

・高齢者福祉の充実 

・障がい者福祉の充実 

・暮らしを支える福祉の充実 

・防災体制・雪対策の充実 

・土地利用・都市景観の形成 

・交通インフラの充実 

・豊かな自然環境の保全 

・快適な生活環境の確保 

・廃棄物対策の推進 

 

 

２ 年号表記について 

 今後、元号の変更が予定されていますが、本冊子の作成時点では新元号が決まって

いないため、表記の連続性と分かりやすさの観点から、和暦で表記する箇所について

は平成の表記としています。 

 平成 30 年度（2018 年度）、平成 31 年度（2019 年度）、平成 32 年度（2020 年度） 
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①地域企業新ビジネス挑戦支援事業 

②起業・創業等支援拠点運営事業（あおビジ）【拡充】 

③地域ベンチャー支援事業【拡充】 

④あおもりフィールドスタディ支援事業 
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・青森港クルーズ船誘致促進事業【拡充】 
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第２ ひと創り 

２－１ 子ども・子育て支援の充実 ......................................... 13 

・母子健康包括支援センター整備・開設事業【新規】 

・子どもの食と健康応援プロジェクト 

①こども食育レッスン１・２・３♪事業【拡充】 

②小学生のための食育チャレンジ・プログラム事業【拡充】 

・私立保育所等運営事業【拡充】 

・放課後児童対策事業【拡充】 

・放課後児童会整備事業【拡充】 
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２－２ 教育の充実 ....................................................... 16 

・情報処理機器整備事業【拡充】 

・小中学校改築事業 

①西中学校（工事費） 

②筒井小学校（設計費） 

・教育環境整備事業 

①学校施設中規模改修 

②学校トイレ洋式化改修 

・コミュニティ・スクール推進体制構築事業【新規】 

・外国語指導助手（ALT）活用事業【拡充】 

 

２－３ スポーツの推進 ................................................... 18 

・スポーツコミッション青森推進事業【拡充】 

・第 80 回国民スポーツ大会開催準備事務【新規】 

・青森操車場跡地周辺整備推進事業【新規】 

・青森市アリーナプロジェクト推進事業 

 

２－４ 文化芸術の推進 ................................................... 20 

・AOMORI トリエンナーレ 2020 開催事業【新規】 

・浪岡地区の史跡を中心とした保存・活用事業【拡充】 

 

 

第３ まち創り 

３－１ 地域内連携・広域連携の推進 ....................................... 21 

・地域活動環境改善事業 

・青森市移住促進事業【新規】 

・青函ツインシティ推進事業【拡充】 

 

３－２ 安全・安心な市民生活の確保 ....................................... 22 

・交通安全施設整備事業 

・交通安全啓発・教育推進事業 

 

３－３ ユニバーサル社会の形成 ........................................... 22 

・男女共同参画プラザパートナーシップ促進事業 

・男女共同参画社会形成促進事業 
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第４ やさしい街 

４－１ 保健・医療の充実 ................................................. 23 

・産科病室改修事業【新規】 

・快適な出産環境創出事業【新規】 

・経営分析システム導入事業【新規】 

・急病センター整備・移転事業 

・青森市立浪岡病院建替事業 

・在宅医療推進事業 

・ヘルステックを核とした健康まちづくりプロジェクト【新規】 

４－２ 高齢者福祉の充実 ................................................. 25 

・老人福祉施設整備費補助金 

・こころの縁側づくり事業【拡充】 

・バスまち空間向上事業 

４－３ 障がい者福祉の充実 ............................................... 26 

・就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援事業 

・日常生活用具給付事業【拡充】 

４－４ 暮らしを支える福祉の充実 ......................................... 26 

・地域福祉計画推進事業【拡充】 

 
 

第５ つよい街 

５－１ 防災体制・雪対策の充実 ........................................... 27 

・庁舎等耐震対策事業 

・通信施設・設備等整備事業 

・除排雪対策事業 

・流雪溝整備事業【拡充】 

 

５－２ 土地利用・都市景観の形成 ......................................... 29 

・都市計画マスタープラン策定事務 

・新町一丁目地区優良建築物等整備事業（補助金）【新規】 

・中新町山手地区第一種市街地再開発事業（補助金）【新規】 
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５－３ 交通インフラの充実 ............................................... 30 

・青森駅周辺整備推進事業 

・冬ダイヤの導入【新規】 

・バス路線・系統の簡素化【新規】 

・浪岡地区コミュニティバス運行事業【拡充】 

・道路ストック修繕事業 

・道路整備事業 

・路面下空洞調査事業【新規】 

 

 

第６ かがやく街 

６－１ 豊かな自然環境の保全 ............................................. 32 

・連携中枢都市圏構想事業 

・むつ湾広域連携事業【新規】 

・ＣＯ２削減行動推進事業 

 

６－２ 快適な生活環境の確保 ............................................. 33 

・公共下水道汚水処理施設整備事業 

・合葬墓整備事業 

 

６－３ 廃棄物対策の推進 ................................................. 34 

・青森市清掃工場破砕選別処理施設復旧事業 

・分別収集推進事業 

 

推進体制 ................................................................ 35 

・コンビニ交付システム等整備事業【新規】 

・納付促進対策事業【拡充】 
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第１ しごと創り  
若者をはじめとした多くの市民がこのまちで暮らしていける環境づくりに挑戦 

１－１ 産業の振興・雇用対策の推進 

◆新たなビジネスに挑戦する地域に根ざした中小企業を応援 

 《地域企業新ビジネス挑戦支援プロジェクト》 

①地域企業新ビジネス挑戦支援事業                     25,587千円 
 

 街の活力を生み出す「挑戦を誇れる街」の実現に向け、新たなビジネスに挑戦する地

域に根ざした中小企業者を応援します。（新ビジネス挑戦のための費用を助成） 

 

[対 象 者] 

青森市に本社を有し法人格のある

中小企業者または市内で法人とし

て創業する者 

[対象事業] 

地域金融機関から融資を受けて事

業化に取り組む新ビジネス事業 

[対象事業費] 1,000 万円以内 

[助 成 率] 原則 1／3以内 

[対 象 経 費] 

研究・開発費、機械装置等購入費、

創業に要する経費など（※人件費や原材料費等のランニング経費は対象外） 

 

 ※対象事業のうち、下記に該当する場合は助成率を割増 

1/2 以内 
・市の地域資源を活用する場合 

・申請者が市内で法人として創業する場合 

2/3 以内 

・障がい者を 2人以上雇用する場合 

・プロジェクトファイナンス（地域金融機関が事業の将来性等

を評価し、無担保など特定の条件のもとで融資する）の場合 

 

（経済部 新ビジネス支援課）   

 

 

 

「あおもり、再生。」特別枠事業 
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②起業・創業等支援拠点運営事業（あおビジ）【拡充】         14,787千円 
 

東青地域の町村及び青森商工会議所等と連携し、

「AOMORI STARTUP CENTER」内に起業・創業の支援

拠点あおビジを開設・運営し、情報提供や相談対応

を行います。 

【拡充内容】 

中小企業診断士や税理士、社会保険労務士などに

よる、ビジネスに関する個別相談会を開催します。 

（経済部 新ビジネス支援課）   

 

③地域ベンチャー支援事業【拡充】                       6,889千円 
 

・学生等の起業マインドの醸成を図るため、起

業セミナーや市内大学等の学生によるビジ

ネスアイデアコンテスト「Aomori Business 

Challenge GATE」を開催します。 

・域内外で活躍する起業家等を招き、ビジネス

アイデアを生み出す意識・起業マインドの醸

成や交流による新たな事業展開を促進する

ための「あおもりスタートアップ支援セミナ

ー（あお ★
スタ

）」を開催します。 

・スタートアップ都市推進協議会（会長：福岡市長）によるマッチングイベント等に参加し

ます。 

【拡充内容】 

「AOMORI STARTUP CENTER」からの起業者等による、ピッチ交流会※イベントを開

催し、事業ＰＲや起業者同士の交流・マッチングを促進します。 

（※ピッチ交流会：短い時間で自社の製品やサービスを紹介する催し） 

（経済部 新ビジネス支援課） 

 

④あおもりフィールドスタディ支援事業                      4,100千円 
 

 学生団体等が多様な主体と連携しながら、地域経

済・産業振興等をテーマとした活動を行うフィール

ドスタディ（現地学習）を支援し、地域社会を担う

若手リーダー人材の育成と起業マインドの醸成を

図ります。 

 また、優れた事業については、「Aomori Business 

Challenge GATE」にノミネートするなど、両事業を

連携して実施します。 

（経済部 経済政策課） 
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◆リノベーションによるにぎわいと魅力ある商業空間の形成 

リノベーションまちづくり推進事業【新規】                    10,000千円 

 

 本市の既存ストック（建物・空間等）を活用し

たリノベーションまちづくり※を推進し、セミナ

ーやワークショップ等の開催を通じて、新たなビ

ジネスの創出やエリアの魅力と価値の向上を図

ります。 

（※リノベーションまちづくり：遊休不動産等をリノベーシ

ョン手法により再生することで、産業振興や雇用創出など

の地域課題を官民協働で解決し、新たなビジネスの創出や

エリア価値の向上を図ること） 
                                

【取組内容】 セミナー・ワークショップ等の開催 

（経済部 経済政策課） 

 

 

１－２ 農林水産業の振興 

◆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【新規】                         259千円 
 

 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。 

 

（１）スマート農業技術の実態調査 

 全国のスマート農業の導入事例や市内の導入実

態及び導入意欲の調査などを行い、効果や課題等

を把握します。 

 

（２）スマート農業講習会の実施 

 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

した講習会を開催します。 

  対象者：担い手農業者、若手農業者、就農希望者等 

  内 容：スマート農業の製品紹介、導入農家による実践事例の紹介等 

  開催数：２回（水田向け、果樹向け各１回を予定） 

（農林水産部 農業政策課） 
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◆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】                      15,596千円 
 

 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】 

 スーパーマーケットトレードショー（平成 32 年 2 月

中旬）などの大規模商談会や個別商談会に出展する生産

者等への支援を強化します。 

（農林水産部 あおもり産品支援課） 

 

◆市産農林水産物を活用した加工品等の販路拡大 

首都圏ビジネス交流拠点運営事業                      59,667千円 
 

東青地域の町村（平内町、今別町、蓬田村、外ヶ

浜町）と連携し、東京・赤坂において、首都圏での

販路拡大や事業展開を支援するビジネス交流拠点

（AoMoLink～赤坂～）を運営します。 

 

【概要】 

・地域産品を活用した加工品等の店頭販売 

及び商談 

・52 週プロジェクト（週一イベント）の実施 

 

（経済部 新ビジネス支援課） 

  
平成 29 年度 

（12 月末時点） 

平成 30 年度 

（12 月末時点） 
増 減 

取扱商品点数 393 点 636 点 243 点 

物販売上額 10,594 千円 16,118 千円 5,524 千円 

来館者数 38,230 人 39,392 人 1,162 人 
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◆ほ場整備促進による生産性の向上 

ほ場整備事業                                   17,730千円 
（※平成 30年度 3月補正の国補正前倒し分を含む） 

 ほ場整備により水田を区画整理し、農作

業の効率化を図りながら、地域担い手農業

者への農地集積を行います。 

 

【整備地区】 

・上野地区、幸畑地区、三本木・滝沢地区 

 

（農林水産部 農地林務課） 

   

 

 

◆ため池の安全確保 

ため池整備事業（県営事業負担金）【新規】                 3,636千円 
 

 平成 27 年度に県が行った「ため池一斉点検」結果か

ら、堤体地盤の補強による、堤体からの漏水及び沈下対

策を実施し、農業経営環境の安定と地域住民の安心・安

全な生活環境の確保を図ります。 

 

【取組内容】 

 大堤（浪岡地区）ため池整備測量設計 

                         （農林水産部 農地林務課） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「第５ つよい街」５－１防災体制・雪対策の充実とも関連 
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１－３ 観光の振興・誘客の推進 

◆青森港のポートセールスの強化及び受入態勢の整備 

①青森港クルーズ船誘致促進事業【拡充】                  22,916千円 
②青森港国際化推進事業                              6,200千円 
 
 クルーズ客船の更なる寄港回数の増加やリ

ピーターの増加を目指すため、海外クルーズ船

社の招請や海外ポートセールスの実施、おもて

なしの充実等を図ります。 

【取組内容】 

・青森港クルーズ船社招請 

・海外ポートセールス 

・青森港おもてなし充実事業 

【拡充内容】 

・トップセールスを北米、欧州、アジア地区の 

うち１拠点から３拠点への拡大 

③青森港国際クルーズターミナル整備事業                  3,300千円 
（債務負担行為設定：限度額 62,716千円 期間 H32～H50年度） 

 

青森県が青森港新中央埠頭に整備する「青森

港国際クルーズターミナル」整備に係る事業費

の一部を負担します。 

（経済部 交流推進課） 

 

◆新たな観光コンテンツの造成 

観光コンテンツ造成事業【新規】                        23,499千円 
 

陸奥湾沿岸７市町村と連携しながら、外国人観光客の

ニーズが高い「コト消費」に対応するため、民間事業者

のコンテンツ造成をトータル的に支援し、主に台湾をメ

インターゲットとした冬季の観光コンテンツ造成に取

り組みます。 

【取組内容】 

・訪日外国人向け体験型滞在プログラムの企画・開発 

・座学研修や交通事業者とのマッチング会議の実施 

・体験コンテンツに特化したファムツアーの実施 

・地元食材を活かした観光振興          

（経済部 観光課・交流推進課） 

 

 

クイーン・エリザベス（5 月 7 日寄港予定） 

※「第６ かがやく街」６－１豊かな自然環境の保全とも関連 
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◆二次交通の利便性の向上 

公共交通円滑化促進事業【拡充】                       25,906千円 
 

 新青森駅と青森駅などの交通拠点や主な観光施設を結ぶ二次交通として青森市シャ

トル・ルートバスを運行します。 

 [通年運行]…1 日 20 便 

     （都市整備部 都市政策課） 

 

◆観光案内機能の充実・強化 

浪岡観光案内サイン整備事業                          2,674千円 
 

 浪岡地区への誘客を促進するため、観光客の

皆さんが浪岡地区内の観光スポットを効率良

く周遊できるよう、観光案内サイン（総合案内

板・誘導サイン）を観光関係団体や市内の学生

との連携により整備します。 

（浪岡事務所 地域づくり振興課） 

   

 

  

【拡充分】 

①青森駅前と浅虫地区の間を、7/20～10/20 の 93 日間、 

1 日 8 便を季節運行（筒井駅前と幸畑墓苑を経由） 

②季節運行期間中、通年運行ルートのうち三内丸山遺跡前

と新青森駅東口の間を 1日 11 便増便 

③消費税率引き上げや運行経費の上昇を踏まえ運賃を

200 円から 300 円に改定 
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第２ ひと創り  
将来を担う世代を育むとともに、市民が生涯を通じて学び、地域や社会で

活かせる環境づくりに挑戦 

２－１ 子ども・子育て支援の充実 

◆切れ目のない包括的支援 

母子健康包括支援センター整備・開設事業【新規】            69,916千円 
 

安心して子どもを産み育てることができるよう、妊娠期から子育て期まで切れ目の

ない支援を提供する、いわゆる青森市型ネウボラの拠点として、「（仮称）青森市母子健

康包括支援センター」を元気プラザ内に整備・開設します。 

本センターでは、「母子保健サービス」と「子育て支援サービス」の相談窓口の一本

化とワンストップ化を図り、妊娠期から出産、乳幼児期、子育て期に至るまでの一連の

過程をよりタイムリーに総合的に支援するとともに、親子の遊び場や交流の場、子育て

相談や情報提供の場として「プレイルーム」を新設します。 

また、保健師、看護師、保育士、社会福祉士等に加え、新たに、助産師、栄養士、臨

床心理士等の専門職も配置し、多職種の専門職がチームとなって相談に応じ、包括的に

支援していきます。 

 

【供用開始】平成 32 年 4 月 

 

（保健部 青森市保健所 健康づくり推進課） 
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◆子どもの健康的な食習慣づくりの推進 

  《子どもの食と健康応援プロジェクト》 
① こども食育レッスン１・２・３♪事業【拡充】                 2,714千円 
 

子どもたちの健康的な食習慣づくりを推進

するため、市内保育園・認定こども園・幼稚園

の年長児と保護者を対象に、食生活改善推進

員による食育レッスンを行い、レッスン前に

は管理栄養士等による保護者向けプレ・レッ

スンを、レッスン後には「おやこでチャレンジ

賞」の表彰や食育レシピ紹介等を行うアフタ

ー・レッスンを実施します。 

 

【実施園】27園（予定） 

 

【拡充内容】 

① 食育の取り組みを広く伝える市民向け食育啓発セミナーの開催 

② プレ・レッスン教材に食育の基本知識や保護者のＱ＆Ａを掲載 

③ クッキング体験の充実に向けた食育改善推進員のスキルアップ研修会の実施 

④ 食育だよりや子育て情報マガジンを活用した食育の情報発信や取組の研究報告 

（保健部 青森市保健所 健康づくり推進課） 

 
②小学生のための食育チャレンジ・プログラム事業【拡充】            500千円 

 

 授業、学校給食、家庭での食育に取り組むとともに、

全校一斉に運動を実施することで、学童期からの生活

習慣を改善します。5 カ年で全小学校での実施を目指

します。 

 

【実施校】5 校（予定） 

【拡充内容】 

① 食に関する興味を深めるため、教師主導から児童主体の計画・運営に改善 

（学校給食時の校内放送やワンポイントフレーズの唱和等） 

② モデル校へのアフターフォローの実施 ほか 

（教育委員会事務局 学務課・学校給食課・指導課） 

 

  

「あおもり、再生。」特別枠事業 

- 14 - 
 



◆子育ての経済的負担の緩和 

私立保育所等運営事業【拡充】                     10,573,890千円 
 

 私立保育所、認定こども園、幼稚園等に対し、入所児童の教育・保育の提供に必要な

運営経費を支給します。 

【拡充内容】 

幼児教育・保育の無償化（平成 31 年 10 月から） 

・３歳から５歳までの全ての子どもの保育料を無償化 

・０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子どもの保育料を無償化 

・認可外保育所の子どもの保育料は、３歳から５歳は月額 3.7 万円、 

住民税非課税世帯の０歳から２歳は月額 4.2 万円を上限として無償化 

 

【出典：内閣府 HP】 

（福祉部 子育て支援課） 
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◆安全・安心な子どもの居場所づくり 

放課後児童対策事業【拡充】                         461,945千円 
放課後児童会整備事業【拡充】                         188,164千円 
 

 保護者が就労等で日中家庭にいない小学校に就学

している児童に対し、小学校の余裕教室等を活用し

ながら、放課後に安心して過ごせる居場所の確保に

取り組みます。 

【拡充内容】 

① 開設箇所を 55 箇所から 56 箇所に拡大します。 

 ・小柳放課後児童会 3 箇所を 1箇所に統合 

（H31.4 月 供用開始） 

 ・新規開設（3箇所） 

②放課後児童会施設を整備します。（浜田地区） 

 ・軽量鉄骨造平屋建て（600 ㎡） 

 ・収容可能人数（200 人程度） 

（福祉部 子育て支援課） 

 

２－２ 教育の充実 

◆小・中学校教育用 ICT環境の整備 

情報処理機器整備事業【拡充】                       147,119千円 
 

 小・中学校のパソコン教室に配備されているパソ

コン等の老朽化に伴う機器の更新を行います。 

また、統合型校務支援システムの本格運用により、

教員の校務の効率化を図り、児童生徒と向き合う時

間の確保及び教育の質の向上を図ります。 

 

【拡充内容】 

算数の図形学習や理科の実験などへの理解度を深

めるため、タブレット端末としても使用できる 2in1

パソコンを導入 

 

（教育委員会事務局 総務課・指導課） 
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（西中学校新築工事完成イメージパース） 

◆子どもが安全・快適に教育を受けることができる環境の確保 

小中学校改築事業 

①西中学校（工事費） 1,041,093千円 
②筒井小学校（設計費）  30,753千円 

学校施設の老朽化に対応する改築を行い、

安全・安心な施設環境を確保し、教育環境の向

上を図ります。 

【スケジュール】 

 ・西中学校  平成 31～32 年度：校舎改築工事 

        平成 33 年度～ ：旧校舎解体工事 ほか 

 ・筒井小学校 平成 31～32 年度：校舎実施設計 

        平成 33～34 年度：校舎改築工事 

        平成 35 年度～ ：旧校舎解体工事 ほか 

 

教育環境整備事業 
①学校施設中規模改修   62,603千円 
 浪館小学校において、老朽化した学校の給水設備

の更新、トイレの改修を行い、教育環境の改善を図

るとともに、建物の耐久性の確保を図ります。 

 

②学校トイレ洋式化改修  726,930千円 
 子どもたちが健康的で快適な学校生活を送るこ

とができるよう、老朽化した学校トイレの洋式化を

中心とした改修を行い、トイレの環境改善を図ります。 

【実施校】小学校 10 校 中学校 8校 

（教育委員会事務局 総務課） 

 

◆地域とともにある次世代の学校づくり 

コミュニティ・スクール推進体制構築事業【新規】                 815千円 
 

 保護者や地域住民が学校運営に参画する「学校運営

協議会（コミュニティ・スクール）」制度を導入し、

地域の力を学校運営に生かすことにより、学校が抱え

る課題を地域ぐるみで解決する仕組みを構築し、《地

域とともにある次世代の学校づくり》の実現を図りま

す。 

 

【実施校】4 中学校区の小・中学校 

 

（教育委員会事務局 文化学習活動推進課・指導課） 
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◆質の高い指導体制の充実 

外国語指導助手（ALT）活用事業【拡充】                 86,741千円 
 

 英語を母国語とする外国語指導助手（ALT）を小・中学

校に派遣し、授業等において、自国文化の紹介や、英語の

発音や表現方法等についての指導補助を行います。 

 学習指導要領改訂により、小学校の外国語科、外国語活

動の授業時数の増加に対応するため、ALT を増員します。 

【拡充内容】ALT 人数 15 名→17 名 

（教育員会事務局 指導課）  

 

２－３ スポーツの推進 

◆官民連携によるスポーツを通じた地域活性化 

スポーツコミッション青森推進事業【拡充】                   25,171千円 
 

 関係団体と市で組織する「(仮称)スポーツコミッション青森(H31.3 月設立予定)」と

連携し、本市のスポーツ資源を活用した様々な地域活性化につながる取組を行います。 

 

【取組内容】 

① スポーツツーリズムの推進 

② スポーツ大会・合宿等誘致 
 （オリンピック強化合宿支援ほか） 

③ 地元チームへの支援 

④ 指導者の地元定着 

⑤ その他（スポーツに係るワンストップ窓口、スポーツボラン

ティアの派遣体制の構築など） 

［写真］夏頃に本市でオリンピック強化合宿を予定しているタジキスタン

のディルショド・ナザロフ選手（ハンマー投げ金メダリスト） 

（経済部 地域スポーツ課） 

 

◆国民スポーツ大会の開催準備 

第 80回国民スポーツ大会開催準備事務【新規】                119千円 
2025 年の第 80 回国民スポーツ大会における円滑な大会・

競技運営を行うため、関係競技団体及び県との連携のもと、

本市開催予定競技に係る準備行います。 

 

【取組内容】 

・中央競技団体視察受入 

・国民スポーツ大会準備委員会の設置準備 

（経済部 地域スポーツ課） 

（写真提供：福井市） 
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◆操車場跡地の利活用の推進 

 

青森操車場跡地周辺整備推進事業【新規】              4,016,492千円 
 

 青森操車場跡地利用計画審議会からの答

申をはじめ、「青森市アリーナプロジェクト」

の実施などを踏まえた青森操車場跡地利用

計画に基づき、操車場跡地の利活用を進めま

す。 

【取組内容】 

・用地取得、測量、設計 等 

（社会資本整備総合交付金や青森市次世代

健康・スポーツ振興基金を活用） 

（都市整備部 都市政策課） 

 

青森市アリーナプロジェクト推進事業                     32,878千円 
 

 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（アリーナ）及び

その周辺の整備について検討します。 

 

【取組内容】 

①有識者会議の開催 

  ・施設の詳細機能や運営面等の検討 

②公募設置管理制度（Park-PFI）等の民間活力導

入に向けた検討 

 ・事業手法及び事業者選定方法の検討 

（社会資本整備総合交付金や青森市次世代健康・スポーツ振興基金を活用） 

 

（経済部 地域スポーツ課） 

 

 

 

 

 

「あおもり、再生。」特別枠事業 

※「第５ つよい街」５－２土地利用・都市景観の形成とも関連 
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２－４ 文化芸術の推進 

◆新たなアートイベントを発信 

AOMORI トリエンナーレ 2020開催事業【新規】              4,537千円 
 

青森から新たなアートイベントを発信する

とともに、市民が国内外の優れた作品に触れ

る機会の充実を図ります。 

2019 年度はその事前準備等を行います。 

 

【取組内容】 

・2020 年度の開催に向けた準備やプレイベン

トの開催等 

（教育委員会事務局 文化学習活動推進課）   

 

◆浪岡地区の魅力向上と観光客受入環境の整備 

浪岡地区の史跡を中心とした保存・活用事業【拡充】           11,803千円 
 

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桜等の樹木の剪定・健康状態調査 

②中世の館展示リニューアル【拡充】 

（高屋敷館遺跡の出土品・パネル展示等） 

※高屋敷館遺跡の公開は、平成 31 年 7 月頃  

を予定。 

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 

・浪岡城デザインプロジェクト ノベルティグッズの制作 

・子どもが楽しく学ぶきっかけづくり 体験イベントの実施 

 （スポーツ鬼ごっこ合戦「浪岡の陣」、浪岡城発！陶磁器クッキー教室、 

高屋敷館遺跡土鈴づくり体験） 

（教育委員会事務局 文化財課） 
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第３ まち創り 
誰もが住み慣れた社会で安全で快適に暮らすことができる環境づくりに挑戦 

３－１ 地域内連携・広域連携の推進 

◆地域市民館や福祉館等の利用環境の改善 

地域活動環境改善事業                             75,658千円 
 

 本市の誇りであり長所である、地縁に支えられた地域の強い絆と個性豊かで意欲的

な地域活動の拠点となる、地域市民館等の利用環境の改善を進めます。 

【対象施設】 

①地域市民館（町会所有） 

②公民館分館（町会所有） 

③公民館分館（市所有） 

④福祉館等 

⑤農村センター等 

⑥児童館 

⑦その他集会施設 

 

限 度 額：１施設あたり 25 万円／年 
  （※Ｈ32 年度までの間で、次年度以降に繰り越して合算可） 

対象経費：施設の修繕（屋根・外壁等の修理、畳の張替え等） 

トイレの水洗化、公共下水道等接続工事 

備品の購入（机・椅子・ストーブ等）     （市民部 市民協働推進課 ほか） 

 

◆移住・定住の促進 

青森市移住促進事業【新規】                           3,000千円 
 

 東京圏（東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県）から本市への UIJ ターンの促進及び

担い手不足対策のため、国の地方創生推進交付金を活用し、本市へ移住し起業する方

に、移住に要する費用などを支給します。ふるさと青森への回帰に向け、国、県、関係

団体と連携した Uターン等希望者へ起業支援を行います。 

 

【補助対象者】 

本市への移住直前に連続して 5 年以上東京 

23 区に在住していた者」又は、「本市への移住 

直前に連続して 5年以上東京圏に在住し、かつ、 

東京 23 区に通勤していた者 

   ［上限額］100 万円（一世帯当たり） 

                  （企画部 企画調整課） 

「あおもり、再生。」特別枠事業 
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◆ツインシティの盟約を結ぶ函館市との交流推進 

青函ツインシティ推進事業【拡充】                        4,341千円 
 

 平成元年 3 月の青森市と函館市のツインシティ提携に伴う幅広い分野での交流事業

を推進し、青函地域の一層の活性化と一体的な発展を図ります。 

【拡充内容】 

［ツインシティ提携 30 周年記念事業］ 

・青函ツインシティ提携 30 周年記念式典 

・(仮称)青函アート交流事業 

・(仮称)青函３×３交流事業 

・青函マルシェ開催事業 

・青函ビジネスアイデアコンテスト など 

       （企画部 企画調整課） 

 

３－２ 安全・安心な市民生活の確保 

◆交通安全対策の推進 

①交通安全施設整備事業                           39,458千円 
②交通安全啓発・教育推進事業                          508千円 
 

 交通安全の確保のため、道路反射鏡や防護柵などの必

要な安全施設を設置します。また、交通安全の普及啓発

活動等を行います。 

【実施内容】 

・区画線、道路反射鏡、防護柵等の設置 

・交通安全リーフレットの配布     など 

（都市整備部 道路維持課、市民部 生活安心課） 

３－３ ユニバーサル社会の形成 

◆男女共同参画の推進 

①男女共同参画プラザパートナーシップ促進事業             12,851千円 
②男女共同参画社会形成促進事業                       698千円 
  

男女共同参画社会の実現を図るため、男女

共同参画プラザを拠点に、市民活動等の支援

や啓発活動、情報発信などを行います。 

【取組内容】 

・意識啓発講座等の実施 

・青森市男女共同参画推進表彰 

・情報紙「アンジュール」の発行  など 

（市民部 人権男女共同参画課） 
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第４ やさしい街 
心身ともに健康で、互いに支え合いながら、安心して生きがいをもって 

暮らすことができるまちの実現 

４－１ 保健・医療の充実 

◆市民病院の経営改善 

産科病室改修事業【新規】                           11,016千円 
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、現在カーテンで仕切られて

いる 6・4人部屋の産科病室をパネル等で仕切り

準個室化するとともに、2 人部屋を個室化する

ための改修を行います。  

・6 人部屋を 4人部屋とし準個室化（1室） 

・4人部屋を準個室化（2室） 

・2人部屋を個室化（2 室） 

 

快適な出産環境創出事業【新規】                         995千円 
妊婦の心と身体の健康を図るために、助産師による健康教室の開催をするなど、助

産師外来を強化します。また、現在行っていない「お祝い膳」「胎児超音波画像」の

提供を行うとともに、取組をホームページ、広報あおもり等で発信します。 

 

経営分析システム導入事業【新規】                       2,943千円 
経営分析システムを活用し、当院の診療報酬上の経営課題の「見える化」を図り、

収益の向上対策により経営改善につなげます。 

・ＤＰＣ係数（効率性係数、複雑性係数）の増対策 

・入院中出来高項目の算定強化対策 

・外来診療単価の向上対策                 （市民病院事務局） 

 

◆急病センターを第三庁舎へ移転 

急病センター整備・移転事業                          39,726千円 
 

 急病センターの第三庁舎への移転に係る改修工事や医療

機器・備品等の整備を行います。 

・平成31年 6月～9月  第三庁舎改修工事 

・平成31年10月以降   移転・診療開始 

【主な改修内容】 

・診療室を２室から３室に増室 

・待合室を拡大（35.55㎡→70.22㎡）※面積は現時点での見込み 

・感染系患者の待合室新設        （保健部 青森市保健所 保健予防課） 

※イメージ図 

- 23 - 
 



◆浪岡病院の経営改善 

青森市立浪岡病院建替事業                         957,784千円 

基本設計を踏まえて、平成 32 年 12 月開業に向

け、実施設計・建築工事等を行います。 

事業費 約 23 億円（※医療機器除く） 

病床数 一般病床 35 床 

【スケジュール】 

・平成 30～31 年度 新病院設計 

・平成 31～32 年度 新病院建築工事 

・平成 32 年 12 月  新病院開業 

（※当初予定の平成 33 年 4 月開業から前倒し） 

 

在宅医療推進事業                                 3,000千円 

浪岡地区の在宅医療需要に対応していくため、

「青森市ふるさと応援寄附制度」による寄附金や

県の「地域医療介護総合確保基金」を活用し、訪問

診療用車両を購入するなど在宅医療の更なる推進

を図ります。 

（浪岡病院事務局） 

 

◆市民の健康づくりや地域包括ケアをヘルステック（HealthTech）で支援 

ヘルステックを核とした健康まちづくりプロジェクト【新規】             321千円 
 

 浪岡病院の建替を契機に、浪岡地区における地域包括ケアの取組の更なる深化・推

進を図るため、ヘルステックイノベーションの実績のある「株式会社フィリップス・

ジャパン」と、浪岡地区をモデル地区とした健康まちづくりに取り組みます。 

【取組内容】 

・浪岡地区におけるヘルステックを核とした健康まちづくり 

・あおもりヘルステックセンターの構築 

・あおもりヘルステックコンソーシアムの設立       

                   （浪岡病院事務局） 

 

 

  

 Health  

× 

 Technology  
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４－２ 高齢者福祉の充実 

◆ニーズに則した介護サービスの充実 

老人福祉施設整備費補助金                         272,026千円 
 

 第 7期青森市高齢者福祉・介護保険事業計画に

基づき、老人福祉施設整備に係る経費の一部を

支援します。 

 

【平成 31 年度 整備予定施設】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 1 施設 

・認知症グループホーム     2 施設 

・小規模多機能型居宅介護    2 施設 

（福祉部 介護保険課） 

 

◆身近な場所での生きがいづくりの推進 

こころの縁側づくり事業【拡充】                          4,912千円 
 

 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」を支援します。 

 

【拡充内容】 

・「つどいの場」の充実を図るため、これまで開催 

回数に関わらず、一律に支給していた地区社会 

福祉協議会への運営費を、開催回数に応じて支給。 

（福祉部 高齢者支援課） 

 

◆ご高齢の方にも配慮したバスまち空間の向上 

バスまち空間向上事業                              50,000千円 
 

①バスまち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を進めます。 

  ・待合所整備（新設・改築等）：30 箇所程度 

②高齢者や観光客にも配慮した、大きく見やすい文字

サイズや多言語表記のバス停の設置を進めます。 

  ・文字拡大バス停標識：150 基 

  ・多言語表記バス停標識：48 基 

③バス待合所やバス停標識に広告スペースを設け、交通事業の経営改善に努めます。 

（交通部 管理課、都市整備部 都市政策課） 

「あおもり、再生。」特別枠事業 
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４－３ 障がい者福祉の充実 

◆障がいのある方の自立した生活の確保 

就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援事業          1,652,530千円 
 

 就労を希望する障がいのあるかたや通常の事業所で働

くことが困難な障がいのあるかた等に対して、生産活動や

その他の活動の機会を提供するほか、一般就労をする上で

必要な知識や能力を向上させるための訓練等を行います。  

【利用実績人数】 

・平成 28 年度 11,630 人 

・平成 29 年度 12,781 人 

・平成 30 年度 13,410 人（見込） 

（福祉部 障がい者支援課） 

 

◆障がいのある方の生活支援の充実 

日常生活用具給付事業【拡充】                        87,165千円 
 

 障がい児のあるかた等に対して、生活上

の不便を解消し円滑に生活が送れるよう、

日常生活用具を給付します。 

【拡充内容】 

・人工鼻を給付対象に追加 

（福祉部 障がい者支援課） 

 

４－４ 暮らしを支える福祉の充実 

◆地域福祉の充実 

地域福祉計画推進事業【拡充】                         9,142千円 
 

地域住民が共に支え合い、助け合い、安心して生

活できる地域づくりを推進します。 

【取組内容】 

地域共助ネットワークの構築、地域内の支え合い

体制の構築、地区の福祉やまちづくりに関する情報

の集約、地域福祉の担い手の育成・確保等 

 

【拡充内容】 

・ボランティアポイント制度の対象事業に障がい者支援活動を追加 

・障がい者支援、高齢者支援、雪対策支援のボランティア表彰制度を新設 

（福祉部 福祉政策課） 
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第５ つよい街 
災害や雪に強く、機能的で快適なまちの実現 

５－１ 防災体制・雪対策の充実 

◆新市庁舎の供用開始 

庁舎等耐震対策事業                                1,256,869千円 
 

 市役所新庁舎は、企画機能や防災拠点としての機能などを配置するほか、サード 

プレイス（市民が気軽に訪れてくつろげる場所）も備えた庁舎として、平成 31 年 

9 月の竣工、平成 32 年 1 月の供用開始に向けて、着実に建設工事を進めます。 

 ○新市庁舎の概要 

  ［工事期間］Ｈ29.12 月～Ｈ31.9 月（供用開始 Ｈ32.1 月） 

  ［階  層］地上 3 階、地下 1 階建 

   [配置部局] 総務部、企画部、都市整備部 等 

 

（総務部 管財課） 

 

◆防災情報システムの整備 

通信施設・設備等整備事業                         165,576千円 
 

 全国瞬時警報システム（J-ALERT）や青森県防

災情報ネットワークなど複数の通信設備によ

り、平常時及び災害時において機能的かつ確実

に情報の収集及び伝達ができる体制を確保しま

す。 

 

【取組内容】 

・新市庁舎整備にあわせた防災情報システム

（災害対策本部機能及び無線ネットワーク）の整備 

（総務部 危機管理課） 

 

 

災害対策本部イメージ 
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◆冬期間における市民生活の安定、道路交通の確保 

除排雪対策事業                               2,843,823千円 
  

冬期間における道路交通の確保のため、

除排雪事業実施計画に基づき、国、県、除排

雪事業者及び町(内)会等との連携のもと、

効果的・効率的な除排雪作業を実施します。 

 

（都市整備部 道路維持課） 

   

 

◆冬期間の快適な生活空間の確保のための流・融雪溝の整備 

流雪溝整備事業【拡充】                            359,486千円 
  

 河川水等を利用した流･融雪溝を計画的に整備し、市民による敷地内や道路上の雪の

自主的処理により、冬期間の快適な生活空間を創出します。 

【取組内容】 

 ①佃地区   流･融雪溝整備工事、移設補償 

 ②篠田地区  測量･地質調査･詳細設計業務委託 

 ③北中野地区 詳細設計業務委託        （都市整備部 道路建設課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

① 

② ③ 
篠田地区 北中野地区 

佃地区 
濃色…供用済 
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５－２ 土地利用・都市景観の形成 

◆都市計画の総合的指針の策定に向けた検討 

都市計画マスタープラン策定事務                        5,915千円 
 

 有識者で構成する「青森市まちづくり会議」

や都市計画審議会等の意見を聴きながら、市の

都市計画の総合的な指針としての役割を担う

「都市計画マスタープラン」の平成 32 年度の

策定に向け、検討を進めます。 

 

【取組内容】 

・土地利用、施設整備等の方針の検討 

・地域別構想の検討 など 

 

（都市整備部 都市政策課） 

 

◆市街地のリノベーションを支援 

新町一丁目地区優良建築物等整備事業（補助金）【新規】     349,000千円 

 老朽化した大規模小売店舗と飲食店舗、空地

を共同化・集約化し、魅力的な商業施設と集合

住宅による複合施設・駐車場を一体的・効率的

に整備する事業を支援します。 

 

・事業期間 平成31年度～平成34年度 

（社会資本整備総合交付金を活用 

：補助率1/2） 

 

 

中新町山手地区第一種市街地再開発事業（補助金）【新規】   209,800千円 

 老朽化した中小小売店舗や飲食店舗、事務所等を共同化・集約化し、土地利用の高度

化を図ることにより、魅力的な商業空間の形成と事務所やホテル、集合住宅を整備する

事業を支援します。 

 

・事業期間 平成31年度～平成35年度 

（社会資本整備総合交付金を活用：補助率1/2） 

（都市整備部 住宅まちづくり課） 

  

※イメージ図 
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５－３ 交通インフラの充実 

◆利便性の向上による鉄道の更なる利用促進 

青森駅周辺整備推進事業                         2,064,734千円 
 

 青森駅周辺整備の推進を図るため、鉄道事業者

（青森県、ＪＲ東日本）等、関係機関と連携しなが

ら、自由通路及び西口駅前広場の整備を進めます。 

【取組内容】 

  ①自由通路 

  ・工事の実施、バリアフリー整備への補助 等 

 ②西口駅前広場 

  ・西口駅前広場トイレ設計 等 

（都市整備部 都市政策課） 

 

◆公共交通ネットワークの充実 

冬ダイヤの導入【新規】                               2,271千円 
バス路線・系統の簡素化【新規】                         1,110千円 
 

 雪国としての地域特性を踏まえ、冬期間（12 月～3 月）を

対象に「冬ダイヤ」を導入し、増便による利用者ニーズへの

対応や所要時間の見直しによる定時性の向上を図ります。 

また、平成 32 年 3 月のダイヤ改正にあわせて、運行ルート

が分かりやすいように路線名を変更し簡素化するとともに、

路線名の記号等による表記の導入などにより、バス利用者の

利便性の向上を図ります。 

（交通部 管理課） 

浪岡地区コミュニティバス運行事業【拡充】                  18,544千円 
 

 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。 

 

【拡充内容】 

①利便性向上対策 

・全路線において「浪岡中学校入口」（商業施設集積エリア付近）、「浪岡」、「老人福

祉センター前」の各バス停留所を経由 ほか 

②利用促進対策 

・中学生及び高校生を対象とした学生向け運賃を試行的に導入 

（浪岡事務所 総務課）   
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◆点検に基づく道路修繕等 

道路ストック修繕事業                               63,240千円 
 

 道路ストック総点検の結果を基に、道路舗装、

照明灯などの修繕工事を計画的に実施します。 

 

[H31 年度] 

 舗装補修工事     

滝内孫内線、高田空港線、吉内稲村線 

 道路付属物補修工事  

道路照明灯 7 基 

 

         （都市整備部 道路維持課） 

 

◆市民要望の多い道路の舗装や側溝の改修など 

道路整備事業                                  176,958千円 
 

 生活道路の舗装や側溝の改修・新設工事を実施し、

道路機能の確保と生活環境の向上を図ります。 

[H31 年度]  

 側溝整備   2,730ｍ 

道路舗装整備 4,080 ㎡ 

（都市整備部 道路維持課） 

   

 

◆道路舗装の老朽化対策 

路面下空洞調査事業【新規】                           4,834千円 
 

 道路施設の老朽化等による陥没事故を未然に防ぐ

ため、計画的に路面下空洞調査を実施します。 

 

【実施内容】 

緊急輸送路及び医療機関・避難所を繋ぐ市街地 

幹線を中心とした路面下空洞調査  

（都市整備部 道路維持課） 
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第６ かがやく街 
豊かな自然を守り続けるまちの実現 

６－１ 豊かな自然環境の保全 

 

◆市町村連携による陸奥湾環境の保全など 

 

連携中枢都市圏構想事業                             1,733千円 
 

 人口減少・少子高齢社会においても、地域活力の維持・向

上を図るため、東青地域の５市町村で、産業、福祉、防災な

ど、様々な分野で連携して活力あるまちづくりを進める「連

携中枢都市圏」の形成に取り組みます。 

 

【連携中枢都市圏の役割】 

・圏域全体の経済成長のけん引 

・高次都市機能の集積、強化 

・圏域全体の生活関連機能サービスの向上 

（企画部 企画調整課） 

   

 

むつ湾広域連携事業【新規】                           1,486千円 
 

 陸奥湾沿岸８市町村などによる官民連

携の協議会において、陸奥湾の環境保全

をはじめ、豊かな自然や資源を活かした

産業及び観光の振興に連携して取り組ん

でいきます。 

 

【取組内容】 

・むつ湾フォーラム 

・環境活動体験会、清掃活動 

・共同プロモーション等の検討 

・周遊モデルコース造成等の検討 など 

（企画部 企画調整課） 

   

 

 

 

 

※「第３ まち創り」３－１地域内連携・広域連携の推進とも関連 

- 32 - 
 



◆地球温暖化対策のための取組を広く周知 

CO2削減行動推進事業                             9,948千円 

省エネ等のＣＯ２削減行動に継続的に取

り組んでいる市内の事業所や町会、学校等

を表彰し広く市民にＰＲします。 

また、環境省の補助金を活用し、温暖化対

策に資するあらゆる「賢い選択」をしていこ

うという国民運動「COOL CHOICE」を踏まえ

た取組を広く市民や事業者に周知します。 

 

【取組内容】 

 エコドライブとノーマイカーの一体的な

実践促進を呼びかける「スマートムーブ」の

普及啓発 

（環境部 環境政策課）   

 

６－２ 快適な生活環境の確保 

◆適正な汚水排除・処理の確保 

公共下水道汚水処理施設整備事業            1,006,997千円 
 

 「快適な生活環境の確保」、陸奥湾などの「公

共用水域の水質保全」等を目的として、公共下

水道の整備を計画的に進めると共に、既存処理

施設の効果的・効率的な更新に努めます。 

 

【取組内容】 

・汚水管渠整備工事、合流管渠改築工事 

・八重田浄化センター合流最終沈澱池 

 設備改築工事 ほか 

                                    
（八重田浄化センター全景） 

 

（環境部 下水道整備課、浪岡事務所 上下水道課） 
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◆社会環境の変化に対応した合葬墓の整備 

合葬墓整備事業                                 93,166千円 
  

 無縁墳墓化や荒廃区画の増加、承継を前提と

しない墓地需要の高まりなどに対応するため、

承継者が不要で、生前でも申込できる、納骨室を

備えた合葬墓を月見野霊園に整備します。 

［Ｈ31 年度］合葬墓建設工事 

［Ｈ32 年度］合葬墓外構工事、供用開始 

（市民部 生活安心課） 

   

６－３ 廃棄物対策の推進 

◆廃棄物処理施設の運営・維持管理 

青森市清掃工場破砕選別処理施設復旧事業             1,068,941千円 
 

 火災により焼損した清掃工場の破砕選別処理

施設について、平成 31 年 12 月再稼動に向け、

復旧工事を実施します。（市有物件建物損害保険

金等を充当） 

 

（環境部 清掃管理課） 

   

 

◆ごみの減量化・リサイクルの強化 

分別収集推進事業                               393,711千円 
 

 循環型社会の構築を図るため、資源ごみを分別

収集し、リサイクルするための中間処理を行いま

す。回収された資源物は、売却あるいは再商品化

事業者に引き渡し、限りある資源を有効に活用し

ます。 

【取組内容】 

・資源ごみの収集並びに事業者による処理 など 

【資源ごみの種類】 

空き缶、ガラスびん、ペットボトル、紙パック、段ボール、 

新聞紙・広告、雑誌・雑紙、その他のプラスチック、生きびん 

（環境部 清掃管理課） 

  

整備予定地 
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推進体制 
 

◆マイナンバーカードの活用による利便性の向上 

コンビニ交付システム等整備事業【新規】                    59,548千円 
 

 マイナンバーカードを使用することにより、全国のコンビニエンスストア等で各種

証明書を取得できるコンビニ交付サービスを提供します。 

 県内で初めて「交付可能な全ての証明書」を対象とします。 

 

【サービス対象証明書】 

・住民票の写し 

・印鑑登録証明書 

・各種税証明書 

・戸籍証明書（全部・個人事項証明書） 

・戸籍の附票の写し 

【サービス提供時間】 

・6：30～23：00 

【サービス開始時期】 

・平成 32 年 2 月予定 

（総務部 情報政策課） 

 

◆納付促進対策の推進 

納付促進対策事業【拡充】                           25,185千円 
 

全国のコンビニで、休日や夜間を問わずコンビニ

の営業時間なら、いつでも市税を納めることができ

るコンビニ納付のほか、スマートフォンを利用した

市税納付ができるサービスを提供し、納付しやすい

環境づくりに取り組みます。 

 

【拡充内容】 

納付書のバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、市税の納付ができる

サービスを導入します。 

・平成 31 年度…インターネットバンキングによる納付開始 

・平成 32 年度…クレジット機能による納付開始 

（税務部 納税支援課） 
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平成 31 年度 青森市当初予算（案） 

主な取組 

■作成年月   平成 31 年 2 月 

■お問合せ先  青森市企画部 財政課 

〒030-8555 青森県青森市中央一丁目 22 番 5 号 

電話番号 017-734-5187 FAX 017-734-5180 

 

 
 


