
(単位：千円）

区分 助成件数 助成額

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 42 15,398

　①地域の振興に係る研究事業(チャレンジ) 7 6,699

　②地域の振興に係る研究事業(一般) 15 4,103

　③公開講座開催事業 16 3,484

　④学術・文化振興事業 3 812

　⑤学術図書出版事業 1 300

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 2 2,515

　⑥人材育成事業 2 2,515

計 44 17,913

令和4年度青森学術文化振興財団助成事業　総括表



①地域の振興に係る研究事業(チャレンジ) (単位：千円)

大学名 助成事業者名
1 青森公立大学 教授

遠藤　哲哉
バーチャル・コミュニ
ティMICEのプロモー
ション研究事業

「MICE」のプロモーション
を、コロナ禍の状況下にお
いて、インターネットを活
用し、コミュニティ開発の
視点から実施し、青森の
魅力を情報発信し、地域
ビジネスとして展開してい
くことを目指す。

米国やフィリピンなどから、
協力可能な研究者、プロ
フェッショナル、市民に呼
びかけＺｏｏｍを通じて
「バーチャル・コミュニティ
MICE企画・プロモーショ
ン」、「バーチャルインバウ
ンドMICE（国際研究会、
ミーティング）」を実施し、
調査研究をまとめ、バー
チャル・コミュニティMICE
を通じた産学官金連携に
よる戦略的可能性を明ら
かにする。

1,000

2 青森公立大学 教授
佐々木　てる

造形芸術としての「ね
ぶた」：祭礼行事にお
ける制作物としての灯
籠、行燈、山・鉾・山
車の比較から事業

「ねぶた」の造形に焦点を
あてて、その技術や歴史
的な背景、伝承などを明ら
かにすることとし、特に、影
響を互いに与えあってい
る「夜高行燈」「山・鉾・屋
台」「（ほかの地域の）灯
籠」の造形に焦点をあて、
比較しつつ「ねぶた」制作
技術の独自性を明らかに
していくことを目的としてい
る。

青森ねぶた祭における人
形灯籠である「ねぶた」本
体の技術を学術的・文化
的な水準に位置づけるた
めの調査研究・調査分析
を通じて、「ねぶた」本体の
技術水準に関して、芸術・
美術などの文化的な視点
および、民俗的な伝承の
視点から評価し、同時に
今後の発展のための課題
を提出する。

1,000

3 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③
－ポストコロナ時代の
移住・定住促進およ
び受け皿づくりの研究
と提言事業

本事業においては、北陸
新幹線や北海道新幹線沿
線の事例を参考に、ポスト
コロナ時代に向けて、
2022年度現在の青森県内
の概況を分析し、他県の
状況と比較しながら、「青
森県らしさ」を生かした、仕
事づくりや地域づくりの在
り方を検討し、提言を行う
ことを目的とする。

これまでの研究・助成事業
で構築してきたネットワー
クを活用し、研究協力者と
の協働を前提に、調査研
究を行い、報告書や学会
報告、論文等による成果
還元を行う。

708

4 青森大学附属
綜合研究所
SDGｓ研究
センター

センター長
藤　公晴

青い森におけるロー
カルSDGｓのシナリオ
創出に関する調査研
究①事業

SDGsと脱炭素化の達成に
向けた国内外の動向、とり
わけ改正地球温暖化対策
推進法の制定後相次いで
打ち出された「カーボン
ニュートラルに伴うグリーン
成長戦略」や第6次エネル
ギー基本計画、みどりの食
料システム戦略の方向性
に則した産学官民、特に
民間レベルのシナリオづく
りの取り組みを誘発するこ
とを射程に入れたものであ
る。

これまで青森大学ならび
にSDGs研究センターが育
んだ地域のステークホル
ダーとの協力連携を活か
しながら、青森県のエコ農
産物、木質バイオマス、人
づくりの三つの重点分野
のローカルSDGsのシナリ
オ創出に関する調査研究
である。

999

令和4年度青森学術文化振興財団助成事業

事業趣旨 事業概要 内定額No 事業名
助成事業者



①地域の振興に係る研究事業(チャレンジ) (単位：千円)

大学名 助成事業者名

令和4年度青森学術文化振興財団助成事業

事業趣旨 事業概要 内定額No 事業名
助成事業者

5 八戸工業大学
工学部

教授
田中 義幸

種差海岸にてドローン
を活用して、市民・学
生協働の学術成果を
あげることにより八戸
市の魅力を再認識す
る事業

本事業を通じて、市民・学
生協働で学術成果をあげ
ることによって、市民や学
生が青森県の豊かで多様
な自然の価値を再認識す
ることが期待できる。

種差海岸にてドローンを用
いて海藻や高山植物の分
布を撮影し、市民・学生が
ＧＰＳ付きデジタルカメラな
どで撮影したデータとあわ
せ分布図を作成することに
よって生態学的な学術成
果をあげ発信することを目
指し、その豊かさを再認識
する。

1,000

6 八戸工業大学　 教授
小坂谷　壽一

「自動採譜装置」を
使って、楽譜の無い
邦楽楽器(津軽三味
線)の譜面化と消えゆ
く伝統音楽の保存を
目的とした事業

従来、口伝のみで継承さ
れてきた伝統邦楽(津軽三
味線)の正確な保存が可
能になる事より、早急に古
来より伝わる津軽民謡の
譜面アーカイブ(三味線譜
と西洋譜)の製作と、その
譜面を使って後継者教育
の効率向上、及び若年層
従事者の底辺拡大に寄与
する。

令和３年度から「自動採譜
装置」を使って、代表的な
青森県民謡の譜面化（採
録事業）を実現してきた
が、未だ、地方の消えゆく
民謡の採録と譜面化が
残っている為、令和4年度
はその掘り起こしと採録事
業に着手する。

1,000

7 八戸学院大学 講師
井上　丹

浅虫地域における持
続可能な観光振興・
地域づくりのための実
証調査事業

少子高齢化が著しい観光
地である青森市浅虫地域
を対象に、地域全体の利
益を目的とし、地域住民と
地域事業者が協働しなが
ら持続可能な観光振興・
地域づくりを目指す。

集客成果が高いマルシェ
を継続しながら、地域への
還元方法や持続可能な体
制づくりを進める。

992



②地域の振興に係る研究事業(一般) (単位：千円)

大学名 助成事業者名
1 青森公立大学 教授

佐々木　てる
青森県内の外国人材
と多文化化について
事業

外国人材を単なる労働力
としてだけではなく、将来
の住民、国民として受け入
れる素地を作っていくこと
を目的とする。

青森県内で、すでに働い
ている外国人に注目し、そ
の現状を把握する。

300

2 青森公立大学 教授
丹藤　永也
地域連携セン
ター事務長
鹿内　一徳

青森市の小学校及び
中学校英語科におけ
るパフォーマンス評価
の実態調査に関する
研究事業

青森市内の小学校及び中
学校の英語科で行われて
いるパフォーマンス評価の
実態の分析から、その課
題を明らかに、解決策を
提案することである。

青森市内の小学校及び中
学校に郵送によるアン
ケート調査を実施し、新学
習指導要領のパフォーマ
ンス評価に関する分析を
する。

228

3 青森公立大学 講師
江連　敏和

新型コロナウイルス
(COVID-19)に関する
県内各市町村と外国
自治体との行政広報
の国際比較事業

青森県庁および青森県内
各市町村が提供する
COVID-19情報と、外国政
府や各国の地方自治体が
提供する情報を比較対照
し、県内行政における
COVID-19広報のあり方を
研究する。

青森県庁および県内各市
町村の公式ウェブサイト提
供の情報を通時的に記録
し、海外の自治体(例:イギ
リス Starling Council等)と
比較する。各施策の住民
への周知方法に特に留意
する。

200

4 青森公立大学 講師
安田　公治

青森市の子育て環境
の維持に関する実地
調査事業

子育て世代が定住の際に
重視する環境を、特に子
どもの教育環境、体験や
遊び場の維持の視点から
明らかにする。そこから得
られた知見を基に子育て
世代の定住促進策の提言
を行う。

青森市内の子育て世代を
対象としたアンケ―ト調査
と聞き取り調査を行い、子
どもの教育環境が定住に
どの様な影響を与えている
かを明らかにする。また浪
岡、浅虫においては地域
住民を対象として地域の
伝統加工品などのワーク
ショップも実施し、それが
子どもの教育環境に与え
る影響も調査する。

283

5 青森公立大学 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

本研究の目的は、忘れ去
られ、消失する可能性の
高い、少子高齢化地域の
生業および生活の在来知
に光を当て、新たな価値
を付与し、地域住民と共有
し、その価値を持続的に
することである。

申請者を含む外部者が地
域住民と共に、生業およ
び生活における在来知を
再評価し、情報発信およ
びアーカイブ化し、地域振
興に活用する方策を検討
する。

300

令和4年度青森学術文化振興財団助成事業

事業趣旨 事業概要 内定額No 事業名
助成事業者



②地域の振興に係る研究事業(一般) (単位：千円)

大学名 助成事業者名

令和4年度青森学術文化振興財団助成事業

事業趣旨 事業概要 内定額No 事業名
助成事業者

6 青森県立保健
大学

准教授
井澤　弘美

青森県産ナガイモ由
来非加熱レジスタント
スターチによる食後中
性脂肪上昇抑制効果
の検証　事業

レジスタントスターチの脂
質代謝改善の機能性に着
目し、青森県産ナガイモを
摂取することで、食後中性
脂肪の上昇が抑制される
ことを明らかにすることを
目的とする。

マウスにレジスタントスター
チ（以下、RSとする）含有
の高脂肪飼料を摂取させ
たとき、高脂肪飼料のみの
摂取と比べて、食後の急
な血中脂質の上昇が抑え
ることが出来るかどうかを
経口脂肪負荷試験および
腹腔内脂肪負荷試験にて
検証し、組織中の脂質代
謝関連指標の測定を行っ
て、食後中性脂肪上昇抑
制効果の作用機序を明ら
かにする。

300

7 青森大学
脳と健康科学
研究センター

教授
日浦　幹夫

「高齢健常者の自己
効力感の向上、認知
機能の保持を目的と
した運動介入」事業

主に青森市内在住の高齢
者を対象とし、健康体力測
定、認知機能と関連する
課題、自己効力感や生活
の質の尺度となる質問紙
調査を実施する。健康体
力測定の結果を参照した
運動処方作成・提案し、自
己効力感を高め運動習慣
が定着する行動変容を理
想とする運動介入を実施
する。得られる結果は青森
県内の健常高齢者の基礎
的なデータとして重要な情
報となることが予想され
る。

申請者らが取り組む以下
の2つの研究課題を発展さ
せ、主に青森市内の在住
の健常高齢者を対象とし
て測定・調査を実施し、生
活の質の向上を目的とし
た運動介入を実施する。

274

8 青森中央学院
大学経営法学部

名誉教授
高橋　興

「地域おこし協力隊の
活用による公営塾開
設の成果と課題に関
する研究」事業

町村部における公営塾開
設の取り組みは、地域おこ
し協力隊制度に大きく依
存するがゆえの課題が多
くあるとされる。例えば、協
力隊は原則1年契約、最
長3年であり、持続性に課
題があると指摘されること、
取り組み市町村が多くなる
につれ期待される隊員の
確保競争が激しくなってい
ることなどである。このよう
な公営塾開設・運営をめ
ぐる事情を踏まえ、県内町
村による望ましい取り組み
の在り方を提案することを
目指す。

すでに公営塾を開設して
いる市町村から抽出した
100市町村の担当課等を
対象としたアンケート調査
を実施し、成果や課題に
ついて検証を行う。

300



②地域の振興に係る研究事業(一般) (単位：千円)

大学名 助成事業者名

令和4年度青森学術文化振興財団助成事業

事業趣旨 事業概要 内定額No 事業名
助成事業者

9 柴田学園大学 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～事
業

国民健康栄養調査による
と、日本人のカルシウム摂
取量はほとんどの年代で
推奨量より少ない傾向が
続いており、青森県も同様
であることから、本研究で
は、カルシウムの摂取時
刻の違いによる骨代謝へ
の影響を調べ、不足しや
すいカルシウムを効率よく
利用できる摂取時刻を検
討し、実生活に取り入れ
やすいカルシウムの摂取
方法を提案し、青森県民
の健康寿命延伸に繋げた
い。

本研究では、朝・昼・夕の
時間帯によってミネラル
（主にカルシウム、リン、マ
グネシウム）の摂取量を変
え、ミネラルの尿排泄の違
いから骨代謝がどのように
変化するかを検討する。

300

10 柴田学園大学 助教
花田　玲子

青森県の地域住民を
対象とした生活習慣
病予防のための食事
スタイル(Active cook)
の研究と献立冊子を
用いた提案事業

生活習慣病予防の食事ス
タイルであるActive cook
は、おいしさ、楽しみ、簡
単、継続、栄養素の組み
合わせ、いつ食べるかの6
つの要素で構成され、継
続した食事づくりが健康増
進につながる。食事づくり
の継続には、簡単、選択し
やすいなど行動に結びつ
けやすい働きかけが必要
であることから、日常的に
活用するために、見てすぐ
にわかる視覚的な情報を
増やした絵本的な媒体作
成により、予防のための食
事スタイルの理解向上を
促し、地域の生活習慣病
の発症予防に貢献する。

生活習慣病予防のために
大切な栄養素として、エネ
ルギー量、タンパク質量、
カルシウム、飽和脂肪酸
量、食物繊維、ビタミンを
取りあげ、大切な栄養素を
多く含む料理を紹介する。
提案する料理は実際に調
理し、使用する食材数や
調理工程数を考慮して検
討・改善を行う。

300

11 柴田学園大学 助手
佐藤　梨沙

健康づくりにおける食
の嗜好性を考える事
業

これまで自由勝手に食べ
物を選択できるカフェテリ
ア形式の食環境下におい
て、いつ、どのような栄養
組成を欲求するのか、ま
た、生理的欲求だけで得
られた食事が健康面にお
いて、どのような問題があ
るかを調べた摂食行動と
健康に関した研究はほと
んどない。
本事業では「食の嗜好性
と健康」をテーマに、得ら
れた研究結果を健康づく
りと生活習慣病予防のた
めの食育にどのように活用
できるか検討し、子ども中
心に各世代の健康づくり
に貢献したいと考える。

実験動物のラットを用い、
栄養組成が異なる食餌を
カフェテリア形式で自由に
摂食させ、いつ、何を、ど
れくらい欲するのか、その
食の嗜好性に孤食や共食
といった食環境や雌雄の
性差が関連するか調べ
る。次にラットでの実験結
果を基にヒトを対象とした
アンケート作成および実施
を行う。そして、得られた研
究成果を若い世代を始め
とした幅広い年齢層に対
する食育活動や健康づくり
にどのように活用できるか
検討する。

299



②地域の振興に係る研究事業(一般) (単位：千円)

大学名 助成事業者名

令和4年度青森学術文化振興財団助成事業

事業趣旨 事業概要 内定額No 事業名
助成事業者

12 柴田学園大学 助手
齋藤　望

運動負荷によるエネ
ルギー消費と嗜好性
から肥満予防を検討
する事業

味覚は、摂食を調節し、エ
ネルギーバランスを一定
に保つために重要であ
る。令和3年度は、エネル
ギー不足の絶食時では、
動物実験同様に炭水化物
の嗜好が高まることが明ら
かになった。しかし、エネ
ルギー源である脂肪は、
エネルギー不足の状況下
でも、脂肪の嗜好性に1日
を通して変化がみられな
かった。このことから本研
究では、エネルギー消費
が高まる運動負荷時に、
甘味と脂肪味の味覚閾値
は変化するのか調査し、
エネルギー消費と嗜好性
について検討する。

令和3年度は、エネルギー
不足の絶食時に炭水化物
の摂取が高まる傾向は動
物実験同様、ヒトの実験で
も確認されたが、エネル
ギー源である脂肪の嗜好
性については、朝食摂食
と欠食で、味覚閾値に1日
を通して変化がなく、確認
できなかった。そのため本
研究では、運動を負荷し、
糖質と脂肪のエネルギー
消費が高まった時に、甘
味と脂肪味の味覚閾値が
変化するか、エネルギー
消費と嗜好性の関連を検
討する。

299

13 柴田学園大学 助手
織田 夏海

リンゴの摂取と肝臓機
能に関する研究　事
業

本研究は、ヒトに応用が可
能である実験動物のラット
を用いて、リンゴの糖質に
着目した健康づくりの提案
を目指す事業である。リン
ゴの糖質摂取が肝臓機能
と脳の栄養にも有効な肝
臓グリコーゲンに与える効
果について調べる。また、
高齢者の身体機能障害や
転倒のリスク要因になるサ
ルコペニアの予防や運
動・競技力の向上といった
スポーツ栄養への応用が
期待される筋肉グリコーゲ
ンを調べることで、幅広い
世代へのリンゴを活用した
健康づくりの提案を目指
す事業である。

昨年度の実験結果から得
られたヒトに応用が可能で
ある実験動物のラットに、リ
ンゴの糖質溶液を始め、そ
の他の糖質を用いた糖質
溶液を経口投与させた結
果、同じ糖質量の摂取で
もリンゴの糖質溶液を摂取
したラットで肝臓グリコーゲ
ン量が上昇し、リンゴの摂
取が肝臓グリコーゲン量に
有益である可能性が確認
された。今年度は、その肝
臓グリコーゲンの動態がリ
ンゴ特有の効果なのか、
他の果物の糖質または摂
食条件で異なるかを比較
する。

297

14 北里大学 准教授
長坂　善禎

RTKGNSSとステレオ
デプスカメラ、超音波
センサを利用した植
物生育調査の省力化
事業

作物等の生育調査にあた
り、生産現場では竹尺等
で草丈や葉の寸法を計測
して手帳等に書き写し、表
計算ソフトに入力してデー
タをまとめる方法が長く行
われてきたが、屋外にお
ける作業で炎天下での作
業や手書きのメモを入力
するため、ミスの可能性も
あるほか、計測に個人差
の出る可能性もある。本事
業では、近年低価格化の
進んだステレオデプスカメ
ラ等を利用して計測・記録
し、生育調査のDX化の推
進に貢献できる。

軽量な手押し台車にセン
サを搭載し、調査場所で
は対象作物にカメラ、超音
波センサを向けてボタンを
押すことで位置情報の記
録とともに計測を完了し、
室内でデータ整理すること
で生育調査を完了できる
システムを構築する。

280



②地域の振興に係る研究事業(一般) (単位：千円)

大学名 助成事業者名

令和4年度青森学術文化振興財団助成事業

事業趣旨 事業概要 内定額No 事業名
助成事業者

15 地方独立行政法
人青森県産業技
術センター野菜
研究所

品種開発部長
前嶋　敦夫

ニンニクの生育ステー
ジを外観から推定す
る試験研究開発事業

ニンニクの外観からりん片
分化期を推定することを目
的に、ニンニクの外観の変
化とりん片分化の有無の
関係を明らかにするととも
に、品種間差の有無も確
認し、農家レベルでりん片
分化を推定できる方法を
検討する。また、りん片分
化期後の外観変化の経過
についても観察し、生育ス
テージの変化を推定でき
る外観形質の探索を行う。

ニンニクのりん片分化期と
外観形質との関係とその
品種間差に関する調査
や、植付深の違いによるり
ん片分化期の違い及び外
観形質との関係に関する
調査により、りん片分化期
後の外観形質の変化の経
過についての観察。

143



③公開講座開催事業 (単位：千円)

大学名 助成事業者名

1 青森公立大学 学長
香取　薫

青森圏域連携中枢都
市圏公開講座事業

「青森圏域連携中枢都市
圏ビジョン」に掲げる「一定
の圏域人口を有し活力あ
る社会経済の維持」に関
連して、移住・定住につな
げるためのリモートワー
ケーションを促進する。

リモートワーケーションの
促進をテーマに自治体職
員及び地域産業関係者等
を対象とした公開講座を
「青森リモートワーク人材
誘致研究会」との連携によ
り開催する。

300

2 青森公立大学 教授
藤井　一弘

2022年度青森公立大
学大学院公開セミ
ナー事業

地域解決に向け、複数か
つ新たな視点・視座
（perspectives）から柔軟に
アプローチすることによる
発想の根本的な転換が求
めらており、青森公立大学
大学院研究者による研究
活動はこの多様・柔軟なア
プローチの一環をなすも
のである。大学院公開セミ
ナーを通じて、本大学院
における研究活動と青森
地域をはじめとする社会の
問題解決に向けての諸活
動の結びつきについて更
なる示唆を得る。

題目：“Perspectives Ⅲ”副
題：「錯綜する諸課題への
多様な視点」をテーマに公
開講座を実施する。

212

3 青森公立大学 教授
佐々木　てる

公開講座ねぶた学事
業

ここ2年の青森ねぶた祭の
中止にともなうねぶた報道
に注目をあて、祭に高い
興味関心を持つ市民やね
ぶた師の活動がメディアで
紹介されることも度々あっ
た。情報を発信するメディ
アの視点からみた青森ね
ぶた祭について講座を開
き、メディアの視点を通じ
て、青森ねぶた祭を俯瞰
的にみる。

全6回の公開講座を行い、
最終回は基調講演、シン
ポジウムとして研究報告会
も同時に開催する。

300

4 青森公立大学 講師
大森 史博

浅虫こども大学事業 青森の子どもたちは、この
土地の豊かな地理的・自
然的な環境や人文と芸術
の歴史的な堆積などの自
分たちを取り巻く事象に触
れ、知的探究心を育み、
目の前に広く深く開かれ
ている探究の領野に足を
踏み入れることができる。
本事業は、主体的で対話
的な学びを目標に世界の
多くの国々で開催されて
いる「子ども大学」や「子ど
もの哲学」の活動と重なり
合い、それらを背景にしつ
つも、この地域に根ざした
独自の知的探求の場であ
ることを目指している。

夏季（３回）と冬季（３回）に
の本学及び外部講師によ
る公開講座を実施する。

236

令和4年度青森学術文化振興財団助成事業

事業趣旨 事業概要 内定額No 事業名
助成事業者



③公開講座開催事業 (単位：千円)

大学名 助成事業者名

令和4年度青森学術文化振興財団助成事業

事業趣旨 事業概要 内定額No 事業名
助成事業者

5 弘前大学大学院
保健学研究科

助教
高間木　静香
助教
橋本　美亜
助教
北島　麻衣子

育児中の母親のため
のリフレッシュ講座事
業

地域で子育てをしている
母親を対象に、リフレッ
シュ講座を開催し、母親が
心身ともに健やかに生活
していくための一助とする
こと、ならびに、講座の開
催を通じて教育・知的資
源を地域社会へ還元する
と同時に地域社会から学
ぶ機会とすることを目的と
する。

地域で子育てをしている
母親に、精油を用いた制
作体験やヨガの体験によ
り、心身ともにリフレッシュ
してもらうとともに、子ども
の看護や子育てに関する
ミニ講話とお悩み相談会を
行う。

165

6 弘前大学
人文社会科学部

准教授
内藤　周子

経験学習による会計
教育に関する公開講
座開催事業

本公開講座は、会計に対
する新たなイメージを涵養
することで、会計学への関
心と理解を深めることを趣
旨としている。

経験学習による会計教育
の第一人者である菅原智
教授（関西学院大学）を講
師として公開講座を実施
する。

300

7 青森中央学院大
学

学長
佐藤　敬
教授
成田　昌造

青森中央学院大学特
別公開講座事業

地域に根ざし開かれた教
育・研究の拠点である本
学において、専門的知見
や先鋭的視点から課題解
決や将来戦略構築のヒン
トを探り、地域や市民と共
有することを目的とする。

「まち・ひと・しごと」づくりに
かかわる課題の解決を目
指し、研究テーマに沿って
研究者、専門家または知
識文化人を講師とする講
演や、フォーラムを開催す
る。

241

8 青森中央学院大
学

学長
佐藤　敬
教授
成田　昌造

青森中央学院大学市
町村長リレートーク事
業

地域経営の現場で日々、
実際的な課題にリーダー
として取り組んでいる市町
村長から、直接、話を聞く
ことにより、地域のさまざま
な課題とその解決方法を
共に考え学ぶ機会を提供
する。

市町村長と自治体運営の
課題や地域振興の方策、
将来構想構築等につい
て、市民と共に考えるため
の公開講座を開催する。

207

9 青森中央学院大
学

学長
佐藤　敬
教授
成田　昌造

青森中央学院大学ま
ちなかキャンパス市民
講座事業

青森市中心部において、
市民の関心が高い公開講
座を開催し、地域の活性
化と住民の交流促進等を
図る。

青森市新町商店街にある
本学サテライトキャンパス、
AOMORI　STARTUP
CENTER（青森商工会議
所）を会場に、市民の生活
や関心に近いテーマを設
定し、本学教員を講師に、
小規模な公開講座を複数
回開催する。

262



③公開講座開催事業 (単位：千円)

大学名 助成事業者名

令和4年度青森学術文化振興財団助成事業

事業趣旨 事業概要 内定額No 事業名
助成事業者

10 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

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

地域に根ざし開かれた教
育・研究の拠点である本
学が、専門的知見や先鋭
的視点から課題解決や将
来戦略構築のヒントを探
り、地域や市民と共有を図
る。

人口減少克服を最重要課
題に位置付けている青森
県のめざす姿「生活創造
社会」の実現における課
題の抽出とその解決を目
指し、研究者、専門家また
は知識文化人を招聘し、
一般公開の講演、フォーラ
ムを実施する。

218

11 青森中央短期大
学

学長代行
石田　憲久
准教授
鈴木　寛康
事務局次長
寺井　和夫

青森中央短期大学公
開講座事業

青森中央短期大学の教
育・研究の特性を活かした
公開講座の開催により、地
域の活性化を図る。

文化・伝統の継承をコアに
据え、地域社会や時代の
要請に応じたテーマによる
公開講座を実施する。

155

12 青森中央短期大
学

学長代行
石田　憲久
准教授
鈴木　寛康
事務局次長
寺井　和夫

青森中央短期大学連
続公開講座事業

青森中央短期大学の地域
の知の拠点としての特性
を活かし、暮らしに身近な
テーマ（食、健康、芸術、
介護など）の公開講座の
開催により、地域コミュニ
ティの活性化を図る。

食物栄養分野、幼児保育
分野、介護福祉分野等の
地域の方々に興味・関心
が高い分野の公開講座を
実施する。

121

13 柴田学園大学 教授・こども発達
学科長
一戸　智之

柴田学園大学「わくわ
くカレッジ」事業

青森県の「教育・人づくり
分野」の政策・施策を踏ま
え、柴田学園大学の特性
を活かした様々な趣旨か
らなる公開講座を開催し、
地域コミュニティ活性化の
促進及び体験学習を通じ
た子どもの健全育成に寄
与する。

柴田学園大学の教員・学
生によるこれまでの研究成
果への還元を図り、学科の
特性を活かした様々な趣
旨からなる、幼児や小学
生、中学生、高校生（親子
でも可）を対象とした公開
講座を実施する。

99

14 柴田学園大学
短期大学部

学長
島内　智秋

柴田学園大学短期大
学部公開講座事業

本学の伝統と特質を生か
しつつ、家政学に注力し
た「衣食住」から多岐にわ
たる幅広い知識、教育的
財産を社会に開放し、地
域住民に生涯にわたった
学習機会を提供し、学術
及び文化の発展に寄与す
ることを目的とする。

一般教養から専門（栄養・
調理学、教育・保育学、情
報処理等）と多岐にわたる
テーマの公開講座を実施
する。

300



③公開講座開催事業 (単位：千円)

大学名 助成事業者名

令和4年度青森学術文化振興財団助成事業

事業趣旨 事業概要 内定額No 事業名
助成事業者

15 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

一般市民や学生を対象
に、金融知識を身に付け
てもらい、社会に貢献でき
る人材を育成することを目
的とする。

一般市民や学生を対象
に、金融知識を身に付け
てもらう公開講座を実施す
る。

162

16 青森中央文化専
門学校

校長代行
石田　憲久
教諭
小笠原　華子

青森中央文化専門学
校連続公開講座事業

青森県の伝統文化のこぎ
ん刺しや、服飾手芸に関
する公開講座の実施によ
り、青森中央文化専門学
校と市民の交流を図り、生
涯学習の推進や地域貢献
活動に資する。

伝統文化こぎん刺しや、服
飾手芸に関する講座を10
回の連続講座として実施
する。

206



④学術・文化振興事業 (単位：千円)

大学名 助成事業者名

1 青森公立大学 理事長
石川　浩明

国際芸術センター青
森における地域資源
を活用したワーク
ショップ等事業

市内の公共空間に点在
し、風景の一部となってい
る野外彫刻作品を地域資
源と捉え、市民・学生が
アーティストと共に、設置さ
れた歴史や背景について
調査し、市街散策等への
活用などについて思考を
促す。

野外彫刻を対象とした調
査やワークショップを開催
し、オーディオガイドやマッ
プ等の制作、インターネッ
ト上および紙媒体（冊子）
での成果物を公開する。

300

2 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

青森地域で生まれた産品
に焦点を当て、学生自ら
が地域に赴き、調査・研究
を実施し、将来の青森地
域を代表する潜在的な特
産品の発掘・育成と、学生
の研究・教育の成果を市
民に対して発信することを
目的とする。

青森中心市街地エリアに
おいて「青森まるっとよい
どころ祭り」を開催し、青森
市をはじめとした県内各地
域をPRするとともに、日頃
の学生の研究・教育の成
果を市民に対して発信す
る。

300

3 青森中央短期大
学

教授
前田　美樹
事務局次長
寺井　和夫

青森中央短期大学
「まちなかdeミュージ
カル」公演事業

総合芸術であるミュージカ
ル公演をアクセス面で利
便性の高い「まちなか」で
開催し、協働まちづくりや
市民交流の促進する。

本学幼児保育学科の教
育・研究分野をテーマに、
幼児保育学科の学生・教
員の企画・演出・制作・出
演・演奏による音楽と美術
の総合芸術ミュージカル
公演を実施する。

212

令和4年度青森学術文化振興財団助成事業

事業趣旨 事業概要 内定額No 事業名
助成事業者



⑤学術図書出版事業 (単位：千円)

大学名 助成事業者名
1 青森県立保健

大学
教授
石田　賢哉
助教
葛西　孝幸

学術図書出版（題名
『続編：福祉課題への
挑戦～青森の未来へ
～（仮）』）事業

社会福祉の課題を解決す
るためには、優れた実践を
蓄積することと人材を養成
することが不可欠であり、
本書はその両方の役割を
担うことを目的とする。

令和2 年8 月に出版した
『福祉課題への挑戦～青
森の未来へ～』に引き続
き、青森県内の社会福祉
の実態に詳しい研究者の
調査により、執筆・出版す
る。
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⑥青森公立大学の国際交流を中心とした教育活動に関する助成（人材育成事業） (単位：千円)

大学名 助成事業者名
1 青森公立大学 理事長

石川　浩明
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

国外の大学・研究機関と
の連携による多様な研究
活動を通じて、国際社会
を理解し地域の国際交流
活動に貢献するという本学
の使命達成のために資す
る。また、参加学生の語学
能力の向上と、オセアニア
地域における生活を通し
て国際社会に対する理解
を促進するとともに、学生
の精神的自立を促す。

英語能力向上を目的とし
た 、 WPC の 総 合 英 語
（General English）プログラ
ムに本学学生を派遣し、
参加学生の語学能力の向
上を図るとともに、ホームス
テイを体験することによっ
て異文化を理解し、地域
の国際交流活動に貢献す
る。

1,854

2 青森公立大学 理事長
石川　浩明

青森公立大学学生の
オンライン語学研修事
業

不安や疑問点により留学
に踏み出せない学生のミ
スマッチの解消を図るとと
もに、就職活動と両立可
能な留学プログラムとして
４年生の英語学修の機会
を増やすことによる学生支
援の拡大を目的とする。

Zoom等を利用した海外大
学（NZワイカト大学・英ス
ターリング大学・米ボストン
大学）の英語能力向上を
目的としたオンラインプロ
グラムに参加する。
また、コース全体を通して
海外大学の学生と交流を
図る。
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