
件数
(件)

助成決定額
(円)

件数
(件)

助成確定額
(円)

①地域の振興に係る研究
　事業(チャレンジ)

8 7,105,000 4 3,437,022

②地域の振興に係る研究
　事業(一般)

18 4,884,000 14 3,074,253

③公開講座開催事業 17 3,310,000 14 2,265,728

④学術・文化振興事業 5 1,009,000 4 767,890

⑤学術図書出版事業 1 285,000 1 285,000

小計 49 16,593,000 37 9,829,893

⑥人材育成事業 2 3,200,000 0 0

⑦教員長期研修事業 1 1,000,000 0 0

⑧国際交流・教育事業 0 0 0 0

小計 3 4,200,000 0 0

52 20,793,000 37 9,829,893助成事業総計

青森県内の地域における学
術・文化の振興に係る事業に
対する助成

青森公立大学の国際交流を中
心とした教育活動に対する助
成

区　　　　　分

公益財団法人青森学術文化振興財団

令和２年度事業報告附属明細書

交付決定 交付実績



〔青森県内の地域における学術・文化の振興に係る事業に対する助成〕

①地域の振興に係る研究事業（チャレンジ）

〔助成決定額〕 8件 7,105,000円
〔助成確定額〕 4件 3,437,022円

1
青森公立大
学

学長　香取　薫
ＡI、ビッグデータ解析によ
るインバウンド傾向の調査
事業

新規

【事業廃止】
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、ニーズ調査の対象となる外国
人観光客がいないこと、感染症収
束後は県内自治体等及び外国人
観光客のニーズが変化することが
想定され、正しいデータ収集ができ
ないと判断したことから廃止。

1,000,000 0

2
青森公立大
学　経営経
済学部

教授　佐々木　てる
青森公立大学地域連携
センター長　香取　薫

民衆の祭りへの参加形態
に関する比較研究～ねぶ
た祭と阿波踊りの比較から
～事業

新規

【事業廃止】
新型コロナウイルス感染症の影響に
より調査予定の祭が中止となり、
フィールド調査及び現地への聞き
取り調査等ができないため廃止。

900,000 0

3

弘前大学人
文社会科学
部
地域未来創
生センター

センター長　李　永俊
副センター長
　　　　　平野　潔
深浦円覚寺古典籍保存
調査プロジェクトチー
ム
　代表　原　克昭

深浦町における歴史文化
資源調査とその活用による
津軽青森地域振興事業

2回
目

オンライン型のフォーラムを開催し、
東京大学名誉教授による特別講演
と併せて、研究成果を全国に発信
するとともに、その成果を報告書とし
て刊行した。また、県文化財指定申
請をサポートし、申請段階までたど
りついた。

1,000,000 1,000,000

4
青森大学社
会学部
櫛引研究室

教授
　　　　　櫛引　素夫

「『人口減少☓新幹線』社
会の再デザイン-②新幹線
を活用した移住・定住の促
進」事業

2回
目

【事業廃止】
新型コロナウイルス感染症の拡大に
伴い、調査を想定していた各地の
「移住・定住」の取組が停滞したこ
と、移動の制約が発生したこと等か
ら、アンケート調査や現地調査が困
難になったため廃止。

989,000 0

5
青森大学社
会学部

教授　藤　公晴
SDGｓ時代の地方創生にお
ける高等教育機関の役割
に関する調査研究②事業

2回
目

青森大学と提携を結ぶ台湾実勢大
学との共同ゼミや、系列高等学校と
の連携により、大学におけるSDGｓ
の積極的な導入等を調査研究し、
地域の高等教育機関の役割と諸課
題について整理した。

948,000 919,739

助成決定額(円) 助成確定額(円)No 事業名 区分 事業実施概要（事業廃止理由）

　青森県内の地域振興を目的とした研究事業で、他の大学等、行政機関、経済団体等と連携して行う
ものを対象とした助成

―

―

弘前・深浦・東京をつなぐフォーラムにおいて、資料調査の概
要・調査成果を全国に広く配信提供した。
報告書（４００部）を全国の関係各所に頒布した。
リポジトリ等掲載：令和３年３月24日

成果物の還元方法助成事業者名

―

青森大学付属総合研究所「総研だより」に掲載した。
第１０回青森市環境フェア2020に参加し、展示説明を行った。
リポジトリ等掲載：令和３年３月24日



助成決定額(円) 助成確定額(円)No 事業名 区分 事業実施概要（事業廃止理由） 成果物の還元方法助成事業者名

6
東北女子短
期大学

講師　中島　里美

過疎及び超高齢化が進む
海沿いの中山間地域にお
ける一人暮らし高齢者の栄
養状態に関する実態調査
事業

新規

【事業廃止】
新型コロナウイルス感染症の影響に
より調査対象者及び調査協力を得
る予定であった民生委員の安全が
確保できないため調査遂行が難し
いという自治体の判断を踏まえ廃
止。

580,000 0

7
八戸学院大
学地域経営
学部

准教授　田村　正文
未利用資源の活用を通じ
た地域間交流に関する基
礎的研究事業

新規

青森県産素材を活用した乙類焼酎
の生産プロセスを通じ、原材料生産
者や委託生産元へのヒアリング等を
行い、地域交流や地域内家材の循
環について考察を行った。

738,000 710,479

8
八戸工業大
学工学部

教授　田中　義幸

種差海岸にて市民・学生協
働の学術成果をあげること
により八戸市の魅力を再認
識し、全国に発信する事業

新規

八戸市種差海岸においてドローン
による海藻や高山植物の分布を撮
影し、分布図を作成した。また、観
察された海藻の食品利用について
の確認を試みた。

950,000 806,804

地域の振興に係る研究事業（チャレンジ）　合計 7,105,000 3,437,022

―

日本労務学会東北部会、実践経営学会第６３回全国大会で研
究内容を報告した。
八戸市「はっち」において、勉強会を開催した。
リポジトリ等掲載：令和３年３月20日

講義枠おいて、研究成果・意義を伝達した。
撮影画像を大学ホームページに掲載した。
リポジトリ等掲載：令和３年３月25日



②地域の振興に係る研究事業（一般）

〔助成決定額〕 18件 4,884,000円
〔助成確定額〕 14件 3,074,253円

1
青森公立大
学経営経済
学部

教授　丁　圏鎭 浅虫地域力の強化事業 継続

青森市浅虫地区において、「持続
可能な浅虫の地域力強化」を目的
に、学生と地域住民が共同でイベン
トを開催するとともに、観光ビジネス
モデルの商品開発等を行った。

285,000 279,049

2
青森公立大
学経営経済
学部

研究員　石本　雄大

「少子高齢化地域における
生業および生活の在来知
に関する再評価と活用」事
業

新規

少子高齢化地域において生業およ
び生活の在来知について、青森地
域における雑穀栽培化に関し、文
献調査及び聞き取り調査を行い、
今後の雑穀利用の展開を考察し
た。

270,000 241,943

3
青森公立大
学経営経済
学部

教授　香取　真理
ツーリズムにおける英語で
の発信力習得システムの
研究事業

新規

アバターを用いた双方向型遠隔授
業の試行として、英会話練習を実施
し、実施者へのインタビュー調査等
から、アバターとのコミュニケーショ
ンがもたらす英会話レッスンの効果
的な運用方法と可能性を考察した。

270,000 270,000

4
青森公立大
学　経営経
済学部

教授　佐々木　てる
青森公立大学地域連携
センター長　香取　薫

青森県の人口減少対策と
しての「特定技能」外国人
材について～ベトナム人の
人材を中心に～事業

新規

青森県内の受け入れ企業や国際的
な活動している企業（７団体）、日本
に永住を決めている人（３人）への
聞き取り調査を実施し、報告書にま
とめた。

270,000 264,637

5
青森県立保
健大学

教授　瀧澤　透
助手　葛西　孝幸

医療ソーシャルワーカーの
視点による青森県の医療
提供体制の展望に関する
研究事業

新規

青森県内の25病院にある地域包括
ケア病棟と、10病院にある回復期リ
ハビリテーション病棟、そしてリハビ
リテーション職が在職している病院
に勤務している医療ソーシャルワー
カー（MSW)を対象にMSWから見た
回復期病床を増加させること等に対
しての現状認識や課題について
Webアンケート調査を実施した。

224,000 6,645

助成決定額(円) 助成確定額(円)No 事業名 区分 事業実施概要（事業廃止理由）

　青森県の地域振興を目的とした研究事業を対象とした助成

あさむしカベシンブン及び青森公立大学地研ニューズレターに
おいて中間成果を報告した。
リポジトリ等掲載：令和３年３月31日

青森公立大学地研ニューズレターにおいて成果を報告した。
リポジトリ等掲載：令和３年３月31日

日本英語コミュニケーション学会に投稿するともに、同会年次
大会において研究成果を発表した。
リポジトリ等掲載：令和３年３月31日

成果物の還元方法助成事業者名

青森公立大学地域連携センターnews letterにおいて研究結果
を報告するとともに、報告を作成し、県内図書館、研究者等に
配布した。
令和3年度に青森公立大学大学院公開講座において調査結
果を報告するほか、大学Webサイトや（一財）自治体国際化協
会のサイトに研究内容を掲載予定

青森保健医療福祉研究に投降した。
令和３年度に、日本ヒューマンケア科学雑誌に論文を投稿予定
しているとともに、研究成果の一部を青森県医療ソーシャル
ワーカー協会に提供することを計画している。
また、青森県立保健大学社会福祉学科において、研究成果に
基づく講義・演習を行う。
リポジトリ等掲載：令和３年８月掲載予定



助成決定額(円) 助成確定額(円)No 事業名 区分 事業実施概要（事業廃止理由） 成果物の還元方法助成事業者名

6 青森大学 教授　清川　繁人
イルカを核とした陸奥湾沿
岸自治体の連携及び観光
活性化事業

継続

【事業廃止】
新型コロナウイルス感染拡大の影
響を受け乗船予定だったフェリーの
休航等により調査ができなかったた
め廃止。

300,000 0

7
青森大学
木原研究室

講師　木原　博
鮫神楽の伝承・発展と地域
の振興に関する研究事業

継続

八戸市鮫町の鮫神楽について、小
学校等の教育機関や地域住民を対
象に、鮫神楽との関りを調査し、伝
承・発展と地域振興について考察し
た。

172,000 100,000

8
青森大学
薬学部

准教授　佐藤　昌泰
部長・教授
　　　　三浦　裕也
准教授　大越　絵実加

地域住民の意識向上に寄
与する健康志向の調査-感
覚器機能を用いたフレイ
ル・サルコペニア予防の啓
発活動事業

新規

青森大学薬学フェスティバルにお
いて唾液に含まれるアミラーゼ活性
の調査及びサルコペニア啓発を目
的とした身体能力評価を行った。参
加者のうちアンケート回答者約250
人の多くは自身の健康に強い関心
を持っており、イベントの継続を希
望していた。

285,000 285,000

9
青森大学社
会学部・櫛
引研究室

教授　櫛引　素夫

新青森駅開業10周年に向
けた市民協働の場づくりの
深化および情報発信の強
化に関する研究・実践事業

継続

新青森駅青森駅周辺地域の情報
や意識の共有や、新たな地域アイ
デンティティづくりに向け、駅及び周
辺地域を題材として、ニュースレ
ターやSNSによる情報発信等を行っ
た。

299,000 174,462

10

青森大学総
合経営学
部・沼田研
究室

教授　沼田　郷
青森県における企業誘致
活動の現状と課題解決に
向けた取り組み事業

継続

【事業廃止】
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、誘致企業の実態調査及び誘
致企業への聞き取り調査の実施が
困難となったため廃止。

263,000 0

11
青森中央学
院大学

教授　高橋　興
「市町村による〈高校魅力
化〉の具体的な取り組みに
関する研究②」事業

継続

全国の全ての市のうち、域内に公
立高校が1校のみ立地する市教育
長にアンケート調査を実施・分析し
調査報告書を刊行した。

285,000 90,470

―

鮫神楽保存会等の関係者に報告書を配布した。
リポジトリ等掲載：令和３年３月23日

日本薬学会第141年会で研究発表を行った。
リポジトリ等掲載：令和３年３月30日

リポジトリ等掲載：令和３年３月10日

―

調査報告書を県内の全40市町村教育長、報道機関、県立図
書館等に送付した。
青森中央学院大学主催「教育フォーラム」の中で研究成果を紹
介する。
リポジトリ等掲載：令和３年３月24日



助成決定額(円) 助成確定額(円)No 事業名 区分 事業実施概要（事業廃止理由） 成果物の還元方法助成事業者名

12
弘前医療福
祉大学

助手　齋藤　駿佑

体験型シミュレーション形
式を用いた養護教諭向け
緊急度判定講習会の有効
性に関する研究・調査事業

新規

【事業廃止】
申請者の所属が変更したことにより
助成事業の「青森県内の大学、研
究機関、専門学校等に所属して研
究活動を行っている個人またはグ
ループ」という要件を満たさくなかっ
たため。

285,000 0

13
東北女子大
学

教授　西田　由香
健康づくりと食塩の摂り方
に関する研究事業

新規

健康な女性16名を被験者とし、カッ
プ麺を中心として、カリウムの量や
供給源等を変えた実験食の摂取に
より、食塩の尿中排泄量との関係を
調べ、3食の食事の適塩量をカリウ
ムやタンパク質と組み合わせて摂取
する必要性を確認した。

300,000 289,757

14
東北女子大
学

助教　出口　佳奈絵
アミノ酸プロファイルからタ
ンパク質栄養の重要性を
考える事業

継続

健康づくりと予防医学の観点から生
活習慣病の元凶である肥満を誘発
しやすい更年期女性を想定したモ
デル動物を用いて、タンパク質栄養
の指標であるアミノ酸プロファイルに
ついて研究した。

268,000 253,950

15
東北女子大
学

准教授　前田　朝美
体づくりと体力向上のため
の食育～いつのミネラルが
大切か～

新規

介護予防や体力向上に向け、カル
シウム等のミネラルについて、時間
帯により摂取量を変え、ミネラルの
尿排泄の違いから、骨代謝にどのよ
うに影響するか調査した。

270,000 265,340

16

東北女子大
学　家政学
部　健康栄
養学科

教授　妹尾　良子

青森県の30から40代家族
を対象とした健康づくりの
食事スタイル（Active cook）
の研究と提案事業

新規

地域の30～40代の共稼ぎ世帯を対
象として食事づくりの実態を調査
し、active cookの要素を取り入れた
献立冊子を作成した。献立冊子の
配布及びアンケート調査により、食
生活の見直し、改善を促した。

285,000 285,000

17
八戸学院大
学

講師　井上　丹

学生を対象とした観光地に
おける新規集客と長期滞
在を目指した企画開発事
業

新規

学生の協力を得ながら、浅虫地区
において、街歩き調査・企画開発、
グランピング可能性調査により、観
光地を訪れ、滞在時間を楽しめる
方法を検討した。また、三八上北地
域において、自然という地域資源を
有効活用した観光企画を開発し
た。

268,000 268,000

制作した浅虫PR動画を動画投稿サイトYouTubeにアップした。
浅虫地区の事業内容を「あさむしカベシンブン」に掲載し地区
住民等に配付した。構築した七戸町の観光企画を学生に広報
した。
リポジトリ等掲載：令和３年３月26日

―

リポジトリ等掲載：令和３年３月31日

令和3年度日本栄養改善学会での発表を予定している。
リポジトリ等掲載：令和３年３月31日

令和3年度、栄養教諭に関わる教員免許更新講習、養護教諭
等を対象とした保健大会の講師として、ミネラル摂取の実態と
骨代謝との関連について広く情報提供する。
リポジトリ等掲載：令和３年３月31日

研究成果である献立冊子を青森県生活協同組合連合会及び
弘前市保育研究会給食部会に配付し、健康づくりの食事スタイ
ル（Active cook）に関する知識を広く提供した。
リポジトリ等掲載：令和３年３月31日



助成決定額(円) 助成確定額(円)No 事業名 区分 事業実施概要（事業廃止理由） 成果物の還元方法助成事業者名

18
八戸工業大
学

教授　高屋　喜久子
「青森県の芸術・文化的価
値発信」観光コンテンツ調
査研究事業

新規

【事業廃止】
新型コロナウイルス感染拡大の影
響を受け、事業の中心となるワーク
ショップの開催及び青森県内の事
業実施場所への調査などが困難と
判断されるため。

285,000 0

地域の振興に係る研究事業（一般）　合計 4,884,000 3,074,253

―



③公開講座開催事業

〔助成決定額〕 17件 3,310,000円
〔助成確定額〕 14件 2,265,728円

1
青森公立大
学

エクステンション講座
（外国語）グループ
教授　香取　真理

青森公立大学　エクステ
ンション講座（外国語）
事業

継続
「ことばと文化」等をテーマとする外
国語講座を6講座開催した。
〔受講者数：193名〕

285,000 284,564

2
青森公立大
学

教授　藤井　一弘
地域連携センター　セ
ンター長　香取　薫

2020年度青森公立大学大
学院公開セミナー事業

継続

複数の視点・視座（perspectives）か
ら教員の研究そのものを紹介する
大学院公開セミナーを４回開催し
た。
〔受講者数：81名〕

285,000 248,650

3
青森公立大
学　経営経
済学部

教授　佐々木　てる
地域連携センター　セ
ンター長　香取　薫

青森公立大学公開講座ね
ぶた学事業

継続

「ねぶたのない夏：ねぶた師たちの
挑戦」をテーマとした公開講座を、
ねぶた師を講師に6回、クラウドファ
ンディングを振り返るシンポジウム及
びゼミ研究報告を1回の計7回開催
した。
〔受講者数：382名〕

285,000 285,000

4
弘前大学大
学院保健学
研究科

助教　高間木　静香
育児中の母親のためのリ
フレッシュ講座事業

継続
「育児中の母親のためのリフレッ
シュ講座」を計７回開催した。
〔受講者数：57名〕

158,000 127,945

5

弘前大学農
学生命科学
部　附属生
物共生教育
研究セン
ター藤崎農
場

教授　伊藤　大雄

弘前大学農学生命科学部
附属生物共生教育研究セ
ンター公開講座事業「リ
ンゴを科学する」

新規

弘前大学及び他機関の研究者によ
る「リンゴを科学する」公開講座を開
催した。
〔受講者数：88名〕

120,000 120,000

助成決定額(円) 助成確定額(円)No 事業名 区分 事業実施概要（事業廃止理由）

　青森県内で行う公開講座で、教育、学術又は文化に係るものを開催する事業を対象とした助成

外語語を専門とする教員の専門的研究の成果を市民に還元し
た。

教員の専門的研究の成果を市民に還元した。

教員の専門的研究の成果を市民に還元した。

成果物の還元方法助成事業者名

公開講座を開催し、アロマオイルを用いたエアーフレッシュ
ナーやハンドクリームの作り方、小児看護に関する相談会を通
して知見を市民に還元した。

受講者に対し、弘前大学及び他機関における「リンゴ」研究の
動向を講演し、林檎の栽培方法等に関する知識や最新の研究
成果を提供した。



助成決定額(円) 助成確定額(円)No 事業名 区分 事業実施概要（事業廃止理由） 成果物の還元方法助成事業者名

6
青森中央学
院大学

学長　佐藤　敬
教授　成田　昌造

青森中央学院大学特別公
開講座事業

継続

「人口減少が続く地域社会における
教育の在り方を考える～高校魅力
化による地域活性化の方策を探る
～」をテーマに、基調講演及びパネ
ルディスカッションからなる公開講座
を開催した。
〔受講者数：115名〕

221,000 179,163

7
青森中央学
院大学

学長　佐藤　敬
教授　成田　昌造

青森中央学院大学市町村
長リレートーク事業

継続

「人づくりと地域社会」をテーマに、
県内の市長・町長を講師として、自
治体運営の課題や地域振興の方
策、将来構想に関する講座を計3回
開催した。
〔受講者数：295名〕

184,000 184,000

8
青森中央学
院大学

学長　佐藤　敬
教授　成田　昌造

青森中央学院大学サテラ
イトキャンパス市民講座
事業

継続

日中異文化理解及び健康増進に
係る小規模な公開講座を計7回開
催した。
〔受講者数：150名〕

107,000 107,000

9

青森中央学
院大学
地域マネジ
メント研究
所

所長　小松原　聡
教授　高橋　興

青森中央学院大学地域マ
ネジメント研究所ビジネ
スセミナー事業

継続

「DX活用による組織能力高度化に
よる地域の活性化」をテーマとし、IT
の活用を通じてビジネスモデルや
組織を変革する手段であるDX（デ
ジタルトランスフォーメーション）につ
いて学ぶ公開講座を開催した。
〔受講者数：22名〕

196,000 138,731

10
青森中央短
期大学

学長　久保　薫
准教授　鈴木　寛康

青森中央短期大学公開講
座事業

継続

「折り紙で素敵な箱を作りましょう」を
テーマに、創作折り方の基礎、創作
ならではの面白さや効果を学び、制
作を体験する講座を開催した。
〔受講者数：31名〕

129,000 129,000

11
青森中央短
期大学

学長　久保　薫
准教授　鈴木　寛康

青森中央短期大学連続公
開講座事業

継続

認知症への理解やプログラミング等
をテーマとした公開講座を計3回開
催した。
〔受講者数：56名〕

106,000 68,960

自治体・教育行政関係者や一般市民に対し、高校立地自治体
が抱える課題及び教育の質と機会を担保しながら地域を活性
化させていく方法を考える機会と視点を提供した。
講座内容をホームページに掲載し広く公開した。

一般市民や行政関係者に対し、各自治体の特色、政策を詳細
に紹介し、課題や解決方策、将来のまちづくり戦略を示した。
講座内容をホームページに掲載し広く公開した。

市民の関心や感性に近接したテーマに関する知識や実践のヒ
ントを提供した。
講座内容をホームページに掲載し広く公開した。

受講者に対し、現代の企業や地域に求められているビジネスモ
デルの変革の必要性や方法を考える機会と視点を提供した。
講座内容をホームページに掲載し広く公開した。
青森中央学院大学地域マネジメント研究所『研究年報』に記事
を掲載し成果を公表した。

折り紙の多面的な魅力を伝え、市民の創造性豊かで健やかな
メンタリティ醸成と生活の質向上、コミュニティの活性化に貢献
した。
講座内容をホームページに掲載し広く公開した。

学術・文化の発展や健康増進に資する知識を提供した。
講座内容をホームページに掲載し広く公開した。



助成決定額(円) 助成確定額(円)No 事業名 区分 事業実施概要（事業廃止理由） 成果物の還元方法助成事業者名

12
青森中央文
化専門学校

校長　久保　薫
青森中央文化専門学校連
続公開講座事業

継続

【事業廃止】
新型コロナウイルス感染症の感染
拡大状況を踏まえ、受講者を参集
できないため廃止。

214,000 0

13
青森中央経
理専門学校

校長　石田　憲久
教諭　塚本　大広

青森中央経理専門学校公
開講座事業

継続

ファイナンシャルプランナーを講師
に、ワークスタイル（仕事）とマネーリ
テラシー（お金）の切り口からコロナ
禍における今後のことを考えてもら
う内容の公開講座を開催した。
〔受講者数：23名〕

171,000 121,639

14
東北女子大
学家政学部

准教授　小野　昇平
「個」の尊重と学校教育
に関する公開研究会事業

新規

「個」の尊重と学校教育をテーマに
子どもの権利等に関する公開研究
会をオンラインで3回開催した。
〔受講者数：37名〕

73,000 49,600

15
東北女子短
期大学

学長　島内　智秋
東北女子短期大学公開講
座事業

継続

食物栄養、健康、保育・教育、ICT、
音楽等の分野から、演習・実習・実
技を中心に、学術及び生活文化と
密着した講座を14講座、17回開催
した。
〔受講者数：180名〕

247,000 221,476

16
東北女子短
期大学

学長　島内　智秋
東北女子短期大学特別公
開講座事業

新規

【事業廃止】
新型コロナウイルス感染症の影響に
より東京の講師による講座の開催が
困難となったこと及び受講生が安心
して参加できる環境ではないため廃
止。

244,000 0

17

八戸学院大
学短期大学
部　幼児保
育学科

差波　直樹
「第5回保育の学校」開
催事業

継続

【事業廃止】
特定多数の参加者が長時間にわ
たって受講する研修会の実施は、
新型コロナウイルス感染症の集団
感染の危険を伴うと考えられるため
廃止。

285,000 0

公開講座開催事業　合計 3,310,000 2,265,728

―

参加者に対し、ワークスタイル（仕事）とマネーリテラシー（お金）
の理解と今後の検討の機会を提供した。

参加者と有意義な意見交換を行い、参加者から関係各所へ成
果が伝達された。
研究会の録画の一部をホームページ及び紀要に掲載した。

各テーマの講座開催により、受講者の体験や心豊かな生活に
つなげるほか、情報交換、相談の場として活用された。
講座内容をホームページ、インスタグラム等で公表した。

―

―



④学術・文化振興事業

〔助成決定額〕 5件 1,009,000円
〔助成確定額〕 4件 767,890円

1
青森公立大
学

学長　香取　薫
青森まるっとよいどころ
祭り開催事業

新規

学生が県内１３市町村の特産品等
を取材して作成したPR動画を基に
「青森まるっとよいどころ祭り」サイト
を作成・公開した。

285,000 130,590

2
青森中央学
院大学

学長　佐藤　敬
教授　成田　昌造

青森中央学院大学健康増
進事業

継続

【事業廃止】
弘前市の新型コロナウイルス感染
症クラスター発生を踏まえ、高齢者
や中高年を主な対象とする本事業
実施による感染及び重症化のリスク
回避のため廃止。

69,000 0

3
青森中央短
期大学

学長　久保　薫
准教授　鈴木　寛康

青森中央短期大学「まち
なかdeミュージカル」公
演事業

新規

幼児保育学科の学生によるミュージ
カル「ピノキオ」の公演を行った。
開催日：令和2年12月19日（2回公
演）
会場：青森市男女共同参画プラザ
かダール　AV多機能ホール
〔参加者数：95人〕

129,000 129,000

4
青い森マー
チング委員
会

代表幹事　長尾　幸治
青い森マーチング委員会
☓青森市内高校　コラボ
作品展事業

新規

青い森マーチング委員会と青森市内高
等学校2校の美術部が描いた青森市周
辺の街並み、風景、人のイラスト作品展
を実施した。
開催日：令和2年10月31日・11月1日
会場：ラ・セラ東バイパスショッピングセ
ンター
〔参加者数：約400人〕

285,000 267,300

5
青森市産官
学連絡会議

会長　長谷川　みほ
事務局　寺井　和夫

「情熱無限大ＡＯＭＯＲ
Ｉ　ＳＩＸ合同学修研究
発表会」事業

継続
第３回情熱無限大AOMORI　SIX合
同学習研究発表会（WEB展示）を
開催した。

241,000 241,000

学術・文化振興事業　合計 1,009,000 767,890

助成決定額(円) 助成確定額(円)No 事業名 区分 事業実施概要（事業廃止理由）

参加者に対し、青森市周辺のイラストのポストカード及び作品
集を配布し、青森の素晴らしい街並みに触れ、青森の文化的
な側面を視覚的に捉える機会を提供することで、地域の学術・
文化の振興に寄与した。

青森市内6大学・短大生による学習研究成果をWEBで広く一般
に公開し、還元を図った。

　青森県内で行う地域の学術・文化の振興に寄与する事業を対象とした助成

13市町村の地域の特産品や名所をひろくPRし、還元を図っ
た。

成果物の還元方法助成事業者名

―

会場参加者及びYouTubeライブ配信視聴者に対し、教育・研
究活動に基づく身体表現・音楽・美術の総合芸術であるミュー
ジカル感激の機会を提供し、地域の学術・文化の振興に寄与
した。



⑤学術図書出版事業

〔助成決定額〕 1件 285,000円
〔助成確定額〕 1件 285,000円

1
青森県立保
健大学

石田　賢哉
村田　隆史

学術図書出版『青森県の
福祉課題に挑む（仮）』
事業

新規

青森県内の福祉課題、福祉課題に
挑む福祉実践者を育てる取組等に
ついてまとめた「福祉課題への挑戦
～青森の未来へ～」を紙（800部）及
び電子で出版した。

285,000 285,000

学術図書出版事業　合計 285,000 285,000

成果物の還元方法 助成決定額(円) 助成確定額(円)

出版物を青森県内の公立図書館に寄贈した。
また、研究成果を研修等で還元する予定。

　学術研究の成果を発表するために刊行する学術図書の出版を対象とした助成

No 事業名 区分 事業実施概要（事業廃止理由）助成事業者名



〔青森公立大学の国際交流を中心とした教育活動に対する助成〕

⑥人材育成事業

〔助成決定額〕 2件 3,200,000円
〔助成確定額〕 0件 0円

1
青森公立大
学

理事長　八桁　幸男
青森公立大学学生の
ニュージーランド短期語
学研修事業

継続

【事業廃止】
新型コロナウイルス感染症拡大の
影響を受け、外務省では、ニュー
ジーランドに対する渡航中止勧告を
発出しているため。

1,854,000 0

2
青森公立大
学

理事長　八桁　幸男
青森公立大学学生の米国
レギュラー留学事業

継続

【事業廃止】
新型コロナウイルス感染症拡大の
影響を受け、外務省では、米国に
対する渡航中止勧告を発出してい
るため。

1,346,000 0

3,200,000 0

No 事業名 区分 事業実施概要（事業廃止理由） 助成決定額(円) 助成確定額(円)

人材育成事業　合計

　学生の留学及び短期語学研修事業（公募により行うもの）を対象とした助成

―

―

成果物の還元方法助成事業者名



〔青森公立大学の国際交流を中心とした教育活動に対する助成〕

⑦教員長期研修事業

〔助成決定額〕 1件 1,000,000円
〔助成確定額〕 0件 0円

1
青森公立大
学

教授　遠藤　哲哉

教員長期研修事業（地域
イノベーションの創発及
び地域ビジネス振興のた
めの自治体経営改革及び
地域経営の課題と展望事
業）

継続

【事業廃止】
新型コロナウイルス感染症拡大の
影響を受け、外務省では、当該事
業の渡航先全てに対する渡航中止
勧告を発出しているため。

1,000,000 0

1,000,000 0

⑧国際交流教育事業

　国際交流に関する教育事業を対象とした助成 　申請なし

成果物の還元方法 助成決定額(円) 助成確定額(円)

―

人材育成事業　合計

　教員の海外長期研修事業（公募により行うもの）を対象とした助成

No 事業名 区分 事業実施概要（事業廃止理由）助成事業者名


