
令和２年度青森学術文化振興財団助成事業　総括表

(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

　①地域の振興に係る研究事業（チャレンジ） 8 7,105

　②地域の振興に係る研究事業（一般） 18 4,884

　③公開講座の開催事業 17 3,310

　④地域における学術・文化の振興に係る事業 5 1,009

　⑤学術図書の出版事業 1 285

小計 49 16,593

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 2 3,200

　⑦教員長期研修事業 1 1,000

　⑧国際交流教育事業 0 0

小計 3 4,200

助成事業　計 52 20,793



令和２年度青森学術文化振興財団助成事業

①地域の振興に係る研究事業(チャレンジ) （単位：千円）

No.
内定者

事業名 事業趣旨 事業概要 助成額
大学名 内定者名

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

ＡI手法を用いて、インター
ネット上のビッグデータを
解析し、かつ安価に結果
を得る方法について実証
実験を行うとともに、青森
県内におけるインバウンド
のニーズを探るもの。

IＴ企業と協力し、ＡIを活用
し、インターネット上の外
国人に対して青森県のイ
ンバウンド需要を調査する
。

1,000 

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　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

日本でも代表的な祭礼の
一つである、阿波踊りの民
衆参加と比較することで、
祭りへの参加形態の新し
い模索や参加者の減少に
対する有効な方式を考察
するもの。

参加形態分析のため、「祭
に参加する」という視点を
重視したいことから青森ね
ぶた祭においては一般参
加が認められている跳人
、阿波踊りについては徳
島と高円寺の民衆参加の
形態を考察する。
また、祭りが全国へ分散
化が進んでいることから、
本場との違いや組織形態
、参加者の盛り上がりなど
も比較対象とし、１１月に
は一般向けに報告会を行
い、報告書にまとめる。

900 

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　渡辺　
麻里子、
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

津軽・青森における文化
資源を発掘し活用すること
によって、青森県民にとっ
ては自分たちの郷土の文
化や歴史について理解を
深め、誇りを高めること、
県外には「歴史文化都市」
としての青森を知ってもら
い、多くの方に来訪しても
らう契機を作る、新たな文
化資源の開拓を目指すも
の。

（１）円覚寺所蔵古典籍資
料の調査研究
（２）文化財指定を目指し
た準備作業
（３）市民参加型調査「青
森モデル」の実現と普及
（４）講座やフォーラム開催
による研究成果の共有と
情報の発信
（５）図録解説集および報
告書の刊行と頒布

1,000 

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

移住・定住促進や交流人
口・関係人口づくりにおい
て、取り組みが先行してい
る北陸新幹線・九州新幹
線沿線の事例から、調査
研究を進め、要諦を分析
するとともに青森県におい
て着実に施策を進めるた
めの提言を行うために考
察するもの。

（１）関係・交流人口の現
状分析と深化プログラム
の検討
（２）多地域居住の実態の
調査研究と進展策の検討
（３）地域おこし協力隊の
活用・受け入れの調査研
究
（４）移住・定住の先進地
の特徴の検証
（５）移住者向けの生業づ
くりの検討
（６）移住者と県内外を結
ぶネットワークづくりの実
践

989 



No.
内定者

事業名 事業趣旨 事業概要 助成額
大学名 内定者名

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

地域の次世代の人材育成
に直接資するために、学
生及び受入先地域や組織
の変容を見定める取組を
高等教育機関が推進する
ことの可能性と課題の整
理をするもの。

これまで青森大学が育ん
だ地域のステークホルダ
ー（平内町教育委員会や
幸畑団地地区まちづくり協
議会、青森県国際交流協
会など）との協力連携を活
かしながら、地域活性化に
おけるSDGｓ運用の効果
について実証的に調査研
究する。

948 

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

高齢者の健康及び自立の
支援、介護予防のため、
低栄養やフレイル（加齢に
よる身体能力等の低下）
に貢献するサービスの内
容等について検討するも
の。

深浦町岩崎地区の在宅で
暮らしている65歳以上一
人暮らし高齢者のうち協
力の同意が得られた方に
対して地域包括支援セン
ターの協力を得ながら調
査し、実態を把握し、公衆
衛生学会にて発表等を行
う。

580 

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

青森県は豊かな自然環境
と、それに伴う多くの農産
水産物に恵まれているが
、その素材の良さを活か
す創意工夫はなされてい
るものの、付加価値生産
性という観点には課題が
ある。
このことから、宮崎県での
焼酎の委託製造が地域間
交流のみならず、地域経
営に資する資源として捉え
、青森県における未利用
資源の付加価値増進への
寄与を考察するもの。

（１）青森県内における未
利用資源の現状と利活用
法の整理
（２）青森県の未利用資源
を活用した宮崎県の焼酎
製造の現場の整理や今後
の新たな商品開発の可能
性の検討
（３）道の駅を通じた地域
間連携・交流の推進の可
能性の検討
（４）青森県における地域
資源の可能性と付加価値
増進に関する検討

738 

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

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
再認識するもの。

（１）分布図作成のため撮
影
①ドローンによる全体的な
分布図
②市民・学生らによる個別
の撮影
（２）上記（１）による詳細な
分布図の作成
（３）公開講座、模擬授業
等の開催

950 



令和２年度青森学術文化振興財団助成事業

②地域の振興に係る研究事業(一般) （単位：千円）

No.
内定者

事業名 事業趣旨 事業概要 助成額
大学名 内定者名

1
青森公立大
学　

教授　丁　圏鎭 浅虫地域力の強化事業

地域活性化に関するこれま
での研究は、データ分析や実
態調査による課題指摘とそ
の改善案の提示に止まること
が多く、改善案が如何に実施
され、その結果が如何に活か
されているかなどの検証が不
十分であった。そこで３年に
わたり、実態調査や課題の
発見と分析、改善策の提示、
さらには改善策の実行と検証
を行い、その成果を積み重ね
て次のステップの事業活動へ
発展させるもの。

持続可能な地域力の強化
として、産官学民の連携に
よるソーシャル・ビジネス
仕組みづくり（ＮＰＯ設立の
ための試験的活動）として
、下記の取組を行う。
（１）有償ボランティア活動
（２）学生主催のイベント活
動

285 

2
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

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
来知に光をあて、新たな価
値を付与し、地域住民と共
有し、その価値を継続的
にするもの。

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、申請者ら外部
者が地域住民と共に価値
を見直し、活用を検討する
ための取組を行う。

270 

3
青森公立大
学　

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

より多くの市民・県民に対
し、各々に効果的な英語
での発信力を習得してもら
うため、アバターを利用し
た英語学習を行うことによ
り、受講者の英語での発
信力向上を目指すとともに
、更に効果的なアバター
利用による対話システム
の構築・利用方法を研究
するもの。

インターネットを通した対
話システムを利用し、本人
の希望や学習歴、進度な
どを確認しながら１対１の
会話練習で、ツーリズムに
おける英語での発信力向
上を目指す。

270 

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　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

青森県内でのＪＡでは積極
的に外国人材を動員して
いるところもあるが、実際
に働いてもらうには、受け
入れ団体のみならず行政
や現場の方々との連携が
必要になっている。
このようなことから農業・
漁業分野に特に注目し、
外国人材の導入の課題や
問題点を明らかにし、青森
県ならではの受け入れ方
式を考えるもの。

（１）青森県内の組合など
を訪問し、現状を伺い、場
合によっては実際に働い
ている方々へ話を伺う。ま
た、実際に雇い入れてい
る農家の方や、可能であ
れば働いている方に聞き
取りを行う。
（２）ベトナム本国に訪問し
、日本から帰国した人々に
直接話を聞く。
（３）これらの調査から明ら
かになったことを報告書で
まとめる。

270 



No.
内定者

事業名 事業趣旨 事業概要 助成額
大学名 内定者名

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

団塊の世代が75歳以上とな
る2025年以降の医療需要を
見越した際、青森県において
も回復期機能をもつ病床が
必要とされている。一方で、
整備すべき環境は病院だけ
に限らず、社会資源を含めた
地域も同時に考えていかな
ければならない。この病院と
地域との諸課題を明らかに
することを目的に、回復期リ
ハビリテーション病棟、地域
包括ケア病棟、および在宅復
帰に向けた医療を提供してい
る病棟に勤務する医療ソーシ
ャルワーカーを対象とした質
問紙調査を行う。

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)を対象とした
調査を行う。
調査は無記名の質問紙形式
で行い、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
ついて分析するもの。

224 

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

（１）陸奥湾地域の観光活
性化を目指し、観光業者と
連携し企画を立案
（２）陸奥湾の環境保全の
ため、実態を調査し、結果
を陸奥湾沿岸自治体へ情
報提供

（１）観光業者とタイアップ
したイルカのウオッチング
ツアーの企画
（２）陸奥湾の海底構造を
明らかにし、海産物やプラ
スチックごみ等の海洋汚
染物質を調査と情報提供

300 

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

鮫神楽と地域コミュニティ
について再考し、地域の
振興に寄与のため、「地域
の総合力」をテーマとして
、教育現場、町内会、自治
会や子ども会といったその
地域に住んでいる人々に
よって構成された組織が
芸能を支えるような仕組み
について考察するもの。

昨年度までの助成事業内
容を踏まえ、「地域コニュ
ニティの再考」という新た
な視点にたち、さまざまな
組織の活動を把握し、伝
承の継続と地域の活性化
に寄与するか考察する。

172 

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

現時点で「虚弱：フレイル
（加齢に伴う身体活動の
低下）」や、「サルコペニア
（食環境及び口腔機能の
悪化から始まる筋肉減少）
」について絶対的な評価
法はない。
本研究では「オーラルフレ
イル」として、咀嚼嚥下機
能に関する唾液に着目し
、早期介入ポイントとなる
簡便なスクリーニング指標
や、フレイルの啓発になり
えるか検討を行うもの。

（１）サルコペニアの啓発を
も目的とした身体的評価
の調査
歩行姿勢測定計、血管加
齢測定計、動作年齢計、
動体視力年齢計
（２）健康イベントの企画、
参加者へのアンケート実
施によるフレイルの認知
度調査

285 



No.
内定者

事業名 事業趣旨 事業概要 助成額
大学名 内定者名

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

（１）青森市・青森県のゲート
ウェーの一つである新青森駅
を対象に、青森市のまちづく
りと駅の活用をめぐる課題と
可能性の調査、研究
（２）全市的な関心を喚起する
目的を兼ねて次世代を担う
学生スタッフを交え、新青森
駅を舞台とした情報発信と住
民協働の場づくりの展開
（３）一連事業として２年目に
ふさわしい協働化の深化、多
様化を目指しつつ、新たに発
生した「新青森駅前の変化を
記録し、伝え、地域研究の基
礎資料を残す」というニーズ
に応える

改築後の青森駅の活用お
よび中心街地の協働の場
づくりに向けて、新潟県に
おける駅活用状況の進展
にかかる調査研究やフォ
ーラムを開催する

299 

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

企業誘致活動（撤退率等）
にフォーカスし、本県に立
地する企業全般の課題で
ある労働力不足、事業承
継等の実態を調査し、定
着率向上等に向けた取り
組みを考察するもの。

（１）青森県、秋田県、岩手
県を中心に企業誘致の現
状と課題について調査
（２）西日本地域の動向を
明らかにするために、県庁
（大阪事務所）への聞き取
り調査を実施
（３）企業の定着率向上に
向けた取り組みとして、栃
木県と長野県への聞き取
り調査を実施

263 

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

全国の公立高校立地町村
において高校存続を目指
すため「高校魅力化」と呼
ばれる様々な取組が拡大
しているところであること
から、「高校魅力化」の取
組の実態調査を行い、分
析検討し、本県の町村が
取り組むべき方策を提案
するもの。

域内に公立高校が1校の
み立地する市に実態調査
を行うとともに、分析検討
した上で、各地域・各校の
実情に合わせた望ましい
具体策を探り、提案をする
。

285 

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

養護教諭等を対象とした
応急手当講習会を開催し
、学校内における児童生
徒の突然死の現状や究明
に関する知識や技術を理
解してもらい児童生徒の
救命率の向上を図るもの
。

（１）教育機関に勤務する
養護教諭及び弘前大学教
育学部養護教諭養成課程
の学生を対象に応急手当
普及及啓発活動の実施
（２）校内で想定され得る
児童生徒の生命を脅かす
事態に対処するための研
究および活動の実施

285 



No.
内定者

事業名 事業趣旨 事業概要 助成額
大学名 内定者名

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

カップ麺を実験食に使用し
、一緒に食べ合わせる食
材を変化させ、過剰に摂
取した食塩の尿排泄量と
の関連を調査し、単なる減
塩活動ではなく、食塩の摂
取時刻や他の食材との食
べ合わせを工夫すること
による時間栄養学を取り
入れた新しい視点から健
康づくりにおける効果的な
食塩の取り方を推奨する
もの。

（１）健康な女子大生
（10名）を被験者とし、昼食
にカップ麺を基本とした高
塩食（1食で9ｇの食塩含
有）を摂取してもらい、食
後24時間までの尿を採取
し、尿中のナトリウム、カリ
ウム、リン、クレアチニン濃
度を設定する。
（２）カップ麺と組み合わせ
る食材を変化させ4種類の
実験食を設定する。

300 

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

青森県民の健康課題と栄
養問題を解決するために
、世代別や個々の病態に
応じたタンパク質栄養の
現状は未だ解明されてい
ない機序も多いことから、
アミノ酸代謝の有力なもの
さしになるアミノ酸プロファ
イルに着目し、新しいタン
パク質栄養のあり方と重
要性を浮き彫りにするもの
。

予防医学の観点から健康
アセスメントを反映させる
アミノ酸プロファイルの活
用と実用化を目標とした。
特に生活習慣病の元凶で
ある肥満モデル動物を用
いてタンパク質栄養の重
傷性を研究する。

268 

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～

これまでの調査から、食生
活の実態は年代によって
異なり、おおむね糖質や
脂質の過剰摂取の問題と
ビタミンやミネラルの不足
の側面がある。
本研究は、ミネラルに着目
し、ミネラルが不足した食
事が及ぼす影響を食事す
る時間ごとに比較し、不足
したミネラルを補うために
乳製品や果物を加えるこ
とで改善がみられるか検
討するもの。

ミネラルの不足した食事を
いつ食べるかで、筋タンパ
ク質や骨ミネラルの代謝
にどのように影響するかを
、ミネラルの尿排泄を中心
に検討する。

270 

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

健康づくりを意識し、６つ
の要素（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）
で構成した食事スタイル(Ａ
ｃｔｉｖｅ cook)に基づいた献
立レシピを提案し、正しい
食習慣の理解向上を促し
、生活習慣予防に貢献す
るために研究するもの。

（１）地域の30～40代の共
稼ぎ世帯を対象として食
事づくりの実態と課題を調
査する
（２）調査に基づきＡctive 
cookの要素を取り入れた
生活習慣病予防の食事ス
タイルを具体的に示すレシ
ピを作成し、献立冊子を作
成する
（３）アンケート調査し、効
果の検証を行う

285 



No.
内定者

事業名 事業趣旨 事業概要 助成額
大学名 内定者名

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

若年層として大学生の消
費額や満足度の調査に加
え、行事や企画の参加状
況の把握、学生が加わる
ことで既存団体や地域住
民にどのような影響を与え
るかをヒアリング調査し、
観光地での消費額を増や
す方法について考察する
もの。

（１）若年層として大学生を
対象に調査を実施
（２）学生たちだけで新た
に観光旅行し、長時間滞
在するための企画開発
（３）開発した企画運営を
観光地周辺の大学生が担
当し、地域外の大学生が
モニターとして企画に参加
する実証試験
（４）地域内での消費拡大
を目的に、地域限定商品
券活用の検討

268 

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

青森県の観光の魅力は、
自然・祭り・食が中心とな
っており、それ以外の芸術
文化にスポットを当てたガ
イドブックは数少ないのが
現状であることから、「青
森県の芸術・文化的価値
発信」を目的として、芸術
に関する観光資源や隠れ
た文化資産を活用した観
光コンテンツ制作のため
の調査研究事業を実施す
るもの。

（１）青森県内で、芸術に
関する観光資源や隠れた
文化資産の発掘
（２）大学生と共に調査後、
ワークショップで調査発表
、情報共有し、ブックレット
を作成
（３）日本語に加え、概略
の英語版を併記し、詳細
情報のWEBサイトをQRコ
ードで掲載し、国内外の観
光客への発信

285 



令和２年度青森学術文化振興財団助成事業

③公開講座開催事業 （単位：千円）

No.
内定者

事業名 事業趣旨 事業概要 助成額
大学名 内定者名

1
青森公立大
学

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

英会話講座を通し、青森
公立大学として、青森市民
・青森市・青森県民へ貢献
することを目的に実施する
もの。

５つのテーマとして、「観光
英語」、「ビジネスイングリ
ッシュ」、「TOEIC対策講座
」、「「Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔ
ｉｏｎ講座」、「ことばと文化」
といった内容の公開講座
を開催する。

285 

2
青森公立大
学　

教授　藤井　一弘  
青森公立大学地域
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

現在、地域がかかえている諸
課題は、それら自体が多様
かつ複雑であり、解決の方途
を探るにあたっては、複数の
視点・視座（perspectives）か
らの柔軟なアプローチを必要
とする。本学大学院の科目担
当者の「研究そのもの」を講
座参加者に披露することで、
それらの研究の社会的意義
についての理解を促すことを
狙いとする。

題目：“Perspectives”、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４回開催する。

285 

3
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　センタ
ー長　香取　薫

青森公立大学公開講座
ねぶた学事業

青森ねぶた祭を深く掘り下
げるために、総合的に研
究もしくは、積極的に祭り
に関わっている方々をお
呼びして講義してもらう。
ぞれぞれの独自のプロフ
ェッショナルな視点から語
ってもらい、聴衆により専
門的で深い理解を得ても
らうことを目的に実施する
。

全6回の公開講座を行い、
最終回にはワークショップ
として意見交換を行う。ま
た学生の研究報告も同時
に開催する。

285 

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

地域で子育てしている母
親の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
に、公開講座を実施するも
の。

地域で子育てをしている
母親を対象に、リフレッシ
ュ講座を開催する。

158 

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」

弘前大学および他機関に
おける「リンゴ」研究の動
向を、リンゴ生産者を主と
した一般市民に向けて講
演するもの。

弘前大学や他機関の「り
んご」に携わる研究者を招
待し、講演を行う。

120 

6
青森中央学
院大学

学長　花田　勝美
教授　高橋　興

青森中央学院大学特別
公開講座事業

「まち・ひと・しごと」づくりにお
ける課題の解決を目指し、時
宜にかなったトピックを抽出し
て公開講座を実施する。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。

設定テーマに沿って研究
者、専門家または知識文
化人招聘し、一般公開の
公演、フォーラムを実施す
る。

221 



No.
内定者

事業名 事業趣旨 事業概要 助成額
大学名 内定者名

7
青森中央学
院大学

学長　花田　勝美
教授　高橋　興

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、地域の様々な課題と
その解決方法を共に考え
学ぶ機会を一般市民に提
供する。

市町村長（県内2名・県外1
名）を招聘し、自治体運営
の課題や地域振興の方策
、将来構想構築について、
一般市民と共に考える。
（全3回、200名程度、10～
11月頃を予定）

184 

8
青森中央学
院大学

学長　花田　勝美
教授　高橋　興

青森中央学院大学サテ
ライトキャンパス市民講
座事業

青森市新町商店街にある
本学サテライトキャンパス
を会場に、大学と市民との
交流拠点として、市民の関
心が高く、かつ、気軽に参
加できる、小規模の公開
講座を実施する。

市民の関心や感性に接近
した小規模な公開講座を
複数回実施する。

107 

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

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、ビジネスをテーマに
足掛かりとして、時宜にか
なったトピックを抽出して
公開セミナーを実施する。

設定テーマに沿って研究
者、専門家または知識文
化人招聘し、一般公開の
公演、フォーラムを実施す
る。

196 

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

青森中央短期大学の教育
・研究の特性を通じて、地
域の交流地点として活性
化を図るため、一般市民
を対象に公開講座を実施
する。

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を抽
出し公開講座を実施する。

129 

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

青森中央短期大学が、地
域の知の拠点として、食物
栄養学科・幼児保育学科
のそれぞれの特性を活か
し、地域の方々の興味・関
心の高い、暮らしに身近な
テーマ（食、健康、芸術な
ど）の公開講座を複数回
実施する。

食物栄養や幼児保育、幼
保連携の分野に係る講座
を開催する。

106 

12
青森中央文
化専門学校

校長　久保　薫
教諭　佐々木　美保
子

青森中央文化専門学校
連続公開講座事業

生涯学習、地域貢献活動
の一環として、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
を実施することで、青森中
央文化専門学校と、市民
の交流の場とする。

伝統こぎん刺しや、服飾手
芸に関する講座を12回の
連続講座として実施

214 



No.
内定者

事業名 事業趣旨 事業概要 助成額
大学名 内定者名

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

地域貢献型公開講座とし
て、一般市民や学生を対
象に、金融知識を身につ
けてもらう公開講座を実施
する。

講座内容に資する講師を
招聘して行う公開講座

171 

14
東北女子大
学家政学部

助教授　小野　昇平
「個」の尊重と学校教育
に関する公開研究会事
業

いじめや不登校の問題に
対して、これを学校教育に
おける「個」の尊重の問題
として一般化し、その視点
から考えるための公開研
究会を開催し、教員、当事
者、市民の協働による問
題解決を図る。

主として不登校の問題に
関する公開研究会を夏季
1回、冬季1回の計２回を
予定。

73 

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

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
住民へ生涯にわたった学
習機会を提供することによ
り学術及び文化の発展に
寄与するもの。

公開講座を前期（5月）、後
期（11月）と分けて、一般
教養から専門まで多岐に
わたった内容で年間を通
じて継続的に開催する。

247 

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

スポーツ栄養学の見地から
成長期の食事の大切さを理
解するとともに、早期に健康
的な食事・栄養の知識を身に
付けることを目的とする。ライ
フスタイル全体を視野に入れ
、成長期の好ましい食生活と
習慣的な運動に取り組むこと
で、その後の生活習慣病予
防にも有効な機会とする。

運動部活動でスポーツを
している中高生と保護者を
対象に公開講座を実施し
、成長期の好ましい食事と
スポーツ栄養について理
解し、日常の食生活で容
易に実践できる具体例を
学習する場を提供する。

244 

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

保育の理論と保育実践と
のつながりを改めて理解し
たり、一人一人が抱えてい
る課題の解決につながっ
たりするような講座を展開
するもの。

青森県内の保育者を対象
にし、複数の講座から自
由に選択したうえで本学
教授陣のみならず、全国
で活躍する講師から受講
することができる研修会を
開催する。

285 



令和２年度青森学術文化振興財団助成事業

④学術・文化振興事業 （単位：千円）

No.
内定者

事業名 事業趣旨 事業概要 助成額
大学名 内定者名

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

青森地域で生まれた産品
に焦点を当て、将来の青
森地域を代表する潜在的
な特産品の発掘・育成を
目指すため、本学大学生
が現地調査等を行い、情
報発信を行うもの。

青森市をはじめとした県内
各地域をＰＲする「青森ま
るっとよいどころ祭り」を開
催する。

285 

2
青森中央学
院大学

学長　花田　勝美
教授　高橋　興

青森中央学院大学健康
増進事業

身体機能の衰えや生活習
慣病などを未然に防ぐ「一
時予防」に重点を置き、県
民の食生活改善、運動習
慣の促進、心的ケアなど
生活の質向上を目的とす
る。

健康増進をテーマにした
講座（基礎知識と実践的
な取り組みに関する講義・
公演）を開催する。

69 

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

本学の教育・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
ージカル公演を、アクセス
面で利便性の高い「まちな
か」の施設を会場に、学習
意欲や知的好奇心をもつ
市民を対象に公開実施す
る。

本学幼児保育学科の教育
、研究分野のテーマ、表現
手法による音楽と美術の
総合芸術ミュージカル公
演を行う。

129 

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

青森地域の活性化と地方
創成に繋げるため、青い
森マーチング委員会と市
内高校生が青森の「大好
きな場所」「心に残る風景」
などをイラスト化したもの
を展示し、青少年の健全
な育成に寄与するもの。

青い森マーチング委員会
、市内高校生等のイラスト
展示、ワークショップ等を
開催する。

285 

5
青森産官学
連絡会議

会長　石田　一成
事務局　寺井　和夫

「情熱無限大ＡＯＭＯＲＩ　
ＳＩＸ合同学修研究発表
会」事業

青森市内6大学・短期大学
で行っている教育・研究活
動について広く公開し、市
民・県民（特に生徒及び保
護者）にしない高等教育機
関を周知するとともに、教
育・研究成果等を地域へ
還元していく。

青森市6大学・短期大学に
よる、学修研究成果発表
（ステージ発表、ワークショ
ップ及び発表）を行う。

241 



令和２年度青森学術文化振興財団助成事業

⑤学術図書出版事業 （単位：千円）

No.
内定者

事業名 事業趣旨 事業概要 助成額
大学名 内定者名

1
青森県立保
健大学

准教授　石田　賢哉
講師　村田　隆史

学術図書出版『青森県
の福祉課題に挑む（仮）
』事業

社会福祉の課題を解決す
るために、優れた実践を
蓄積することと人材を養成
する役割が不可欠である
。そのため本書を出版し、
青森県内の社会福祉実践
者、社会福祉を学ぶ学生
に読んでもらい、その役割
を担うことを目的としてい
る。

青森県内の社会福祉の実
態に詳しい研究者が県内
で調査を行い、「青森県の
福祉課題に挑む（仮）」を
執筆し、紙、電子にて出版
するもの。

285 



令和２年度青森学術文化振興財団助成事業

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）

No.
内定者

事業名 事業趣旨 事業概要 助成額
大学名 内定者名

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

国外の大学・研究機関との連
携により、国際化社会に通じ
る多様な研究活動を行うこと
を通じて、地域の国際交流活
動に貢献するため、参加学
生の語学能力の向上を図る
とともに、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し精神
的に自立するための研究を
支援する。

英語能力の向上を目的とした
ＷＰＣの総合英語プラグラム
に本学学生を派遣。参加学
生の語学能力向上とホーム
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　八桁　幸男
青森公立大学学生の米国
レギュラー留学事業

国外の大学・研究機関との連
携により、国際化社会に通じ
る多様な研究活動を行うこと
を通じて、地域の国際交流活
動に貢献するため、参加学
生の語学能力の向上を図る
とともに、国際社会に対する
理解を深め、今日の国際ビジ
ネスに適応できる能力を育成
するための留学を支援する。

ボストン大学CELOPの既存
のプログラムに約３ヵ月参加
し、学習成果に基づき本学の
単位として認定する。

1,346 



令和２年度青森学術文化振興財団助成事業

⑦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（教員長期研修事業） （単位：千円）

No.
内定者

事業名 事業趣旨 事業概要 助成額
大学名 内定者名

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）

地域新ビジネス、起業・創
業を促進する自治体経営
モデルとして、NPCI（新行
政コミュニティ・イノベーシ
ョン）モデルを仮設的に構
築しており、その有効性に
ついて国際比較調査を通
して実証的に検証する。

国際的ネットワークを活用
し、特にフィリピン及び台
湾及び関連するアジア諸
国におけるネットワークを
活用し、大学院・研究機関
等に滞在し、実証的研究
を行い、その成果は、青森
の地域、自治体経営にフィ
ードバックしていく。

1,000 


