
(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

52 18,026

①地域の振興に係る研究事業(チャレンジ) 8 7,946

②地域の振興に係る研究事業(一般) 19 5,021

③公開講座開催事業 22 4,666

④学術・文化振興事業 3 393

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 4,880

⑤ 青森公立大学の国際交流を中心とした教育活動に関 2 4,880

計 54 22,906

2019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）

大学名 助成事業者名

1 青森公立大学 教授　遠藤　哲哉

国際的な視点からする地
域新ビジネスとイノベー
ション創発のための自治
体コミュニティ戦略事業

国際的な視点から自治体経営、
地域経営における新ビジネス創
出、起業、イノベーション創発へ
の実践的研究を行う。特に中国、
台湾、韓国、米国を中心に、これ
まで培ってきたネットワークを活
かして地域に根ざしつつ、地域新
ビジネス、地域イノベーション創
発の研究、調査、評価を実施す
る。

地域新ビジネス創造、地域イノ
ベーション創発について、海外の
研究者との意見交換等を通じ、
国際的視点から実践的に検討す
る。また、研究プロセスをプロ
モーション動画によりSNSで公開
する。

1,000

2 青森公立大学
経営経済学部
　准教授　木暮　祐一

青森県をドローン利活用
先進県にするための調査
実践事業

青森県の産業振興に結びつく最
適なドローン活用の検討を進め
るために他県でのドローン利用
状況や今後研究開発が見込ま
れる分野のリサーチや、ドローン
の有効活用を検討いただくため
の啓発講座の展開をする。
また首都圏の先進ドローン関連
企業と青森県内の主要企業のコ
ラボレーションも生み出していく。

本年度は、他地域の事例の検討
を元に、本県で目指すべき方向
性を取りまとめ、さらに県内の各
産業における事業所向けのド
ローン利活用セミナーを実施す
る。
次年度以降、段階的に首都圏企
業のサテライト拠点展開を図り、
青森県内でのドローン新産業創
出につなげていく。

1,000

3 青森公立大学 研究員　中西　廣
青森県内産官学連携によ
る地域ＰＲに関する研究
事業

県内自治体と事業者の「情報発
信」に関する実証的研究を実践
的に展開するものであり、青森公
立大学の学生と教職員が地域
PRイベントを開催し、これによる
情報発信の効果を測定・分析・
考察することにより、効果的な地
域PR方法を探る。

青森県内各地の住民に居住地
域・他地域の魅力をプロモーショ
ンする地域ＰＲイベントを実施。
（１回）
イベント終了まで自治体や事業
者の情報発信と地域住民の反応
を双方向でとらえ、情報発信の
効果を実証的に測定・分析・考察
し、地域における効果的な地域Ｐ
Ｒ方法について探る。

1,000

4 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

深浦町における歴史文化
資源調査とその活用によ
る津軽地域振興事業

青森における新規の文化資源を
発掘・開拓し活用し、青森県民に
とっては自分たちの郷土の文化
や歴史を深く知り地域に対する
愛着や理解を深めていくこと、県
外からは青森の歴史文化を知
り、「文化都市」としての青森に多
くの方に来訪してもらう契機をつ
くる文化資源を発掘研究するも
のである。

・円覚寺所蔵古典籍資料の調査
研究
・地域住民・高校生との協働調査
「青森モデル」の実施と普及
・講座やフォーラムの実施による
研究成果の共有と情報の発信
・図録解説集および報告書の刊
行と頒布

1,000

5 弘前大学
大学院保健学研究科
　講師　七島　直樹

あおもりカシスのゲノム解
読事業

あおもりカシスのDNAマーカーや
カシス品種間の鑑別方法がない
ことから、将来的なあおもりカシ
スの品種鑑別のためのDNAマー
カー開発に向けた基盤研究とし
て、あおもりカシスのゲノム解読
を行う。

次世代シーケンサーを用いてあ
おもりカシスDNAの塩基配列の
解読を行い、全塩基配列を決定
する。また、あおもりカシスと異な
る品種のカシスのDNA塩基配列
の解読を行い、相違を明らかに
する。

954

6 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-①在来
線の活用と町村部の振
興」事業

本事業は3ヵ年にわたり「人口減
少に適応した社会の構築に向け
て、新幹線の活用法、及び新幹
線が描き直した地域社会の在り
方を"再デザイン"する」ことを目
的とし、調査・研究と提言、議論、
実践をパッケージ化した活動の
展開を目指す研究企画の初年度
分を構成する。また「新幹線学」
の定着や、青森地域を全国の新
幹線研究・実践の拠点としてブラ
ンディングする可能性を探る。

プロジェクト初年度として、青い
森鉄道やJR津軽線、津軽鉄道な
ど、在来線地域を中心にした現
状の検証と提言を行う。

994

2019年度青森学術文化振興財団助成事業

助成額事業概要事業趣旨事業名No.
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

2019年度青森学術文化振興財団助成事業

助成額事業概要事業趣旨事業名No.
助成事業者

7 青森大学
ＳＤＧｓ研究センター
　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事業

本事業は、SDGｓの普及啓発と
国際交流、地域活性化の三つの
テーマ軸を持つ、中長期的な研
究プロジェクト（3ヵ年）の初年度
分に当たる研究調査である。
本事業の核に、国際的かつ異文
化理解の視点を含むフィールド
ワーク重視の教育機会の提供を
位置づけることによって、地域の
次世代の人材育成に直接資する
ことも狙いとしている。

プロジェクト初年度として個人・組
織・社会レベルの変容を可視化
するための尺度の整理に取り組
む。台湾実践大学による共同ゼ
ミなど青森大学学生と留学生を
対象に、地域活性化事例とSDG
ｓの相関に係るフィールドワーク
を核に学生・受入先地域・組織の
変容を見定め、そうした取組を高
等教育機関が推進することの可
能性と課題の整理を行う。

999

8 東北女子大学 教授　加藤　秀夫
望ましい食選択の能力を
培う事業

青森県は豊富な食材に恵まれて
いるが、食に対する健康意識が
充分でないと考えられる。そし
て、過不足の栄養状態が長期間
持続し症状が顕在化し半健康・
半病気になってはじめて食事の
結果に気づく。そこで各世代に科
学的根拠に基づく健康意識の充
実が不可欠である。

地域に根ざした包括的な食育と
健康教育の向上を目指した基礎
的な栄養学研究を礎に人を対象
とした「食の嗜好性と健康」に関
連した調査研究を実施する。

999



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 学長　香取　薫
ＡＩを用いた地域見守り端
末に関する調査事業

AIを活用して、住民の孤立化とい
う地域課題を解決することが可
能かを実証することを目的として
いる。

ＡＩ装置を活用し、すでに佐井村
全世帯に設置されている住民の
見守りシステムについて、その有
用性を検証する。

292

2 青森公立大学 教授　香取　真理
インバウンド需要に応える
ための効果的な短期英語
習得法に関する研究事業

英語学習者に最も効果的な英語
習得方法を提示するためには、
カウンセリング方式の対面インタ
ビューによりアドバイスを行うの
が効果的と考えられるところ、よ
り多くの市民・県民に対し、各々
に効果的な短期英語取得方法を
アドバイスするため、ダイアログ
エージェント等を利用したカウン
セリングシステムの構築・利用方
法を研究する。

ダイアログエージェント（仮想的
な外見を持つ会話システム）等を
利用したカウンセリング（インタ
ビュー）システムの構築後、これ
を用いて実際のカウンセリングを
行う。

261

3 青森公立大学 教授　丁　圏鎭 浅虫地域力の強化事業

浅虫地域において、成果を積み
重ね事業活動を発展させるた
め、住民主導型の地域活性化と
地域力強化を目的とし実態調
査、課題の発見、分析、改善策
の提示、改善策の実行と検証を
繰り返し行う。

地域コミュニティ、観光ビジネス
の活性化や担い手の育成のた
め、住民活動の事業化や観光事
業の戦略化として、仕事の創出
による所得増大、観光コンテンツ
の開発を行う。

276

4 青森公立大学 教授　佐々木　てる

「祭礼を通じたコミュニティ
形成の比較社会学的研
究：ねぶた祭と祇園祭を題
材として」事業

日本でも代表的な祭札といえる
京都祇園祭を取り上げ、青森の
ねぶた祭と比較し、祭札を通じた
コミュニティ形成の在り方、問題
点、利点などを明らかにする。ま
た、祇園祭で成功している点（財
団化し自主財源を確保するなど
祭の商品化に成功）などを明確
にし、ねぶた祭に生かすことがで
きないか分析し、祭の担い手の
育成や、市民の祭への動員を調
査する。

青森ねぶた祭と京都祇園祭の比
較研究であり、特に現地で聞き
取り調査を行う。

276

5 青森公立大学 教授　佐々木　てる

「地方地域における外国
人人材：青森県の農業分
野における短期労働者を
中心に」事業

人口減少を迎えている本県では
労働力不足が確実である中、政
府は外国人人材の受け入れにつ
いて大きく政策を転換する方針を
示した。特に農業分野は青森に
とって生命線であり、人材動員は
必須となっているが、現場では受
け入れに関し思考錯誤している
状態であることから、これらの問
題を解決するために本調査を行
う。

青森県における技能実習生の現
状、特に青森県の強みである一
次産業、とりわけ農業分野につ
いて調査し、新しい政策での課
題、および海外からの人材をス
ムーズに受け入れる方策を考え
る。

261

6 青森公立大学 准教授　丹藤　永也
英語科における地域教材
の意義とあり方について
の研究事業

児童生徒に自分のふるさとに対
する誇りと愛情を涵養するため
に有効である地域教材につい
て、次期学習指導要領の新しい
学力観から検証し、新たな地域
教材の構成要件を明らかにして
その意義とあり方を再検討する。

日本各地で英語の地域教材が
作成されてきたが、それらのねら
いと内容を次期学習指導要領の
学力観から分析し課題を明らか
にする。そして今後あるべき地域
教材の構成要件を策定する。

225

2019年度青森学術文化振興財団助成事業

助成額事業概要事業趣旨事業名No.
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

2019年度青森学術文化振興財団助成事業

助成額事業概要事業趣旨事業名No.
助成事業者

7 青森公立大学 研究員　石本　雄大
青森県内の高等教育機関
におけるボランティア活動
に関する比較研究事業

青森県内の高等教育機関におけ
るボランティア活動を網羅的に把
握し、比較検討し、各機関のボラ
ンティア団体の特徴を理解する。
そして改善点などを探り、最終的
には機関・団体間での協働の可
能性を模索する。

・各機関のボランティア支援組織
の活動状況の把握
・各機関のボランティア団体の活
動状況把握
・活動内容の比較検討
・活動改善および協働可能性の
考察

258

8 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
実績と課題事業

本県の製造業の現状を分析し、
製造品出荷額増大の要因を明ら
かにするとともに、自治体の取り
組んできた企業誘致活動の実績
を整理し、その効果を明らかにす
る。
また、本県立地企業の抱える諸
問題（労働力不足、事業承継等）
を明らかにし、対応策を検討す
る。

本県の誘致企業（製造業）や関
係機関への聞き取り調査及び先
進地での聞き取り調査による調
査研究

248

9 青森大学
社会学部　櫛引研究室
　教授　櫛引　素夫

新青森駅と周辺の情報発
信を核とした新幹線駅活
用および市民協働の場づ
くりの研究・実践事業

新青森駅・青森駅を対象に、両
駅の連携を軸とし、駅を拠点とし
た青森市のまちづくりを研究し、
課題解決を実践する事業。

H31年度は、3箇年にわたる取組
の初年度として、青森大学による
教育・研究・社会貢献活動を核と
し、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
課題と可能性を調査・研究する。

300

10 青森大学 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

八戸市鮫町の鮫神楽に「若者の
力」を取り戻す方法を提示し、鮫
町の活性化や振興に貢献するこ
とを目的とする。
そして神楽において多くの若者
が活躍し、地域の振興に成功し
ている島根県益田市での実地調
査を行い鮫神楽をより魅力あふ
れる神楽にするための方法を考
案し、「若者の力」を取り戻し、地
域の活性化や振興に貢献する。

・現在、鮫神楽を演じている中学
生から大学生にインタビュー調査
を実施し若者の現状を明確にす
る
・島根県益田市にて石未神楽の
実地調査を行い、神楽が地域活
性化や振興に貢献するための手
段や方法を調査する
・鮫神楽の実態と益田市での実
地調査結果をもとに報告会を開
催し地域の活性化や振興に貢献
するための方法の提示

247

11 青森大学

薬学部准教授　佐藤
昌泰
薬学部長・教授　三浦
裕也
准教授　大越　絵実加

健康意識向上に対する地
域医療健康支援効果の研
究―薬学生によるセルフ
メディケーション発信の有
用性―事業

男女ともに全国第1位の短命県
である青森県の地域住民に沿っ
たセルフメディケーションを提案
する。
セルフメディケーションの有用性
を発信することで、未病、予防、
健康増進をサポートする支援体
制、他職種連携などの地域医療
体制に貢献することを目標として
いる。

薬学生によるフィールドワーク調
査を行い、短命地域における食
嗜好・食習慣上の現実の諸課題
を抽出し、地域に沿った有用なセ
ルフメディケーションのあり方を
明らかにする。健康の科学的裏
付けを図ることが疾病の予防に
つながり、福祉の向上に役立つ
ことから、身近な薬学部生が医
療と地域をつなぐパイプ役として
活動し、地域に対して知識等の
情報発信を行う。

276

12 青森大学
薬学部　大上研究室
　教授　大上　哲也

認知症初期集中支援チー
ムに有用な認知症早期発
見評価方法に関する臨床
研究事業

認知症専門の医療機関を受診す
る前段階で関わる「認知症初期
集中支援センター」においては、
認知症予備軍を早期に発見する
ためのツールや体制整備が充分
でないため、認知症の有用な評
価方法並びに発見方法を検討す
ることを目的に外ヶ浜町等におい
て臨床研究を実施する。

「認知症初期集中支援チーム」に
有用な評価方法並びにスクリー
ニング体制を検討することを目的
に、外ヶ浜町等において臨床研
究を実施する。

276



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

2019年度青森学術文化振興財団助成事業

助成額事業概要事業趣旨事業名No.
助成事業者

13 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

平成30年度まで助成を受けた
「陸奥湾を回遊するイルカの生態
に関する研究」で得られたカマイ
ルカに関する知見を基に、陸奥
湾地域の観光活性化と陸奥湾の
環境保全を目指して調査研究を
行う。

・観光業者とタイアップしたイルカ
のウォッチングツアーの企画
・陸奥湾の海底構造と水産生物
の関連の調査と陸奥湾沿岸地域
への情報提供

276

14 青森大学
脳と健康科学研究セン
ター
　教授　日浦　幹夫

IoTを活用した健康運動教
室（青森方式）　事業

IoTを活用して、青森県内の地域
住民が運動機能や認知機能
データを共有する。これにより、
身体活動を促す効果が期待さ
れ、認知症予防など健康増進を
図る。

脳と健康科学研究センターが実
施する健康運動教室に参加する
中高齢者の身体機能や認知機
能を、IoTを活用してデータを即
座に本人にフィードバックすると
ともに、地域の参加者集団の運
動・認知機能データを構築・公開
する。

262

15
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
に関する研究事業

全国の公立高校立地町村で「高
校魅力化」により存続を目指そう
とする取組が拡大しつつあること
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。

全国の公立高校町村を対象とし
た「高校魅力化」取組の実態調
査、先進地調査を行い、調査報
告書を刊行し、関係機関に配布
する。

261

16
青森中央学院
大学

経営法学部
　准教授　中川　衛

県内洋菓子店の地産地消
と地域経済活性化の可能
性事業

地産地消の効果的推進のために
嗜好品に着目し、県内洋菓子店
の地域資源の活用状況と商品開
発、顧客の購買行動を調査分析
する。

東北６県内に所在する洋菓子店
に対してアンケート調査を実施
し、地元農産物を生かした商品
の開発状況や顧客の購買行動
を把握。園中で本県の強みと弱
みを特定し、地域経済活性化に
向けた方策の可能性を探る。

259

17 東北女子大学 助教　出口　佳奈絵
アミノ酸プロフィールから
実用的な栄養アセスメント
の新提案事業

予防医学の栄養学の構築と実用
化が重要であり、そのためには
健康なうちに生体指標と無理の
ない栄養評価が必須であるが、
これまでの栄養評価は実用面殿
課題が多い。そこで実用性の高
い栄養評価法として、生体のアミ
ノ酸代謝研究から疾病を有さな
い健康なヒトの食生活と血漿中
アミノ酸プロフィールとの関係性
から浮き彫りにし、新しい健康栄
養事業にする。

ラットの接触に伴うアミノ酸プロ
フィールの基礎研究と、その成果
をヒトに応用して、ヒトの健康と生
活習慣病の予防・改善における
血漿中アミノ酸プロフィールとの
関連性を明確化し、ヒトのアミノ
酸プロフィールから実用性の高
い栄養評価法を新提案する。

258

18 八戸工業大学 講師　岩崎　真梨子
アプリケーションを用いた
青森県の方言教育に関す
る研究事業

青森県内における方言教育は、
言葉に隔たりがある世代間での
意思疎通を円滑にし、特に伝統
的方言を保存・継承していく立場
にある方々や、医療や福祉、教
育の現場に役立てるため、標準
語を方言に変換するアプリケー
ションを用いて、若年層に伝統的
な方言の音声や使用例を学習し
ていただく。また、方言を広める、
教える立場の方々に体験してい
ただき、有用性を確認する。

・方言翻訳アプリケーションを利
用する学びの場として公開講座
やワークショップを複数回開催
・体験後には、どの程度方言に
対する学びが深まったかを確認
するアンケートを実施し、方言教
育の効果について検討

251



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

2019年度青森学術文化振興財団助成事業

助成額事業概要事業趣旨事業名No.
助成事業者

19
八戸学院地域
連携研究セン
ター

准教授　井上　丹
地域食材に関わる業務体
験の観光プログラム化事
業

青森県の食材・食品における生
産・加工・流通・販売の業務を体
験するプランを構築する。

食材・食品の生産・加工・流通・
販売に係る業者を訪問し体験や
取材を通して体験プログラム化
を提案、観光業者等への発表す
る。

258



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
青森公立大学公開講座
「統計で知る青森」事業

県民が統計を理解し活用を進め
ていくことが地域活性化の基盤
であることから、統計に理解をも
つ人材の育成を目的として実施
する。

「日本の経済、青森の経済と統
計」「仕事と会社の統計」「健康と
寿命の統計」「2020年国勢調査」
「統計の正確性と標本抽出法」を
テーマに公開講座を開催する。

276

2 青森公立大学 教授　河野　秀孝
2019年度青森公立大学大
学院公開セミナー事業

青森経済活性化の可能性を探
り、日本及び世界市場での青森
産品の付加価値の上昇を目指し
ていくための具体的施策を受講
者と考えることを目的に実施す
る。

「はばたけ青森、世界への挑戦
グローバル化と持続的地方創
生」をテーマに公開講座を実施
する。

275

3 青森公立大学 教授　香取　真理
青森公立大学公開講座
「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。

ホテル業、バス・タクシー業等、
ボランティアの通訳者、観光客と
接する機会が多い職業に就いて
いる市民、それらの業種への就
職を希望する学生、一般市民を
対象に、「観光英語」講座を継続
実施するとともに、「ビジネスイン
グリッシュ」「TOEIC対策講座」「こ
とばと文化」講座を開催する。

281

4 青森公立大学 教授　遠藤　哲哉
青森公立大学公開講座
青森の観光振興実践公開
講座事業

グローバル経済の拡大に伴い、
インバウンドに向かう流れが増大
しており、ＩＣＴ除法ネットワーク技
術の高度化で観光を取り巻く環
境は大きく変化している。
そこで、新しい技術を活用しつ
つ、如何に青森の観光振興を
図っていくかを公開講座を通じて
検討する。

観光振興の研究者、実務者等に
よる公開講座を開催する。 276

5 青森公立大学 教授　遠藤　哲哉

青森公立大学公開講座
「起業とイノベーションで青
森の未来を拓く実践公開
講座」事業

「起業、イノベーション」政策の重
要性やトレンドを踏まえ、起業し
たい一般市民、新しい知識を踏
まえて発展させたい中小企業経
営者のニーズに応え、実践的な
公開講座を開催する。

「起業及びイノベーション」政策の
内容、専門からの実践的アドバ
イス・コンサルテーション、実践を
行ううえでの「起業とイノベーショ
ン」創出の重要なポイントについ
て公開講座を行う。

276

6 青森公立大学 教授　佐々木　てる
青森公立大学公開講座
「ねぶた学」事業

ねぶた祭の製作や運営などに関
わっている方々ぞれぞれの独自
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。

276

2019年度青森学術文化振興財団助成事業

助成額事業概要事業趣旨事業名No.
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

2019年度青森学術文化振興財団助成事業

助成額事業概要事業趣旨事業名No.
助成事業者

7 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

国際公開講座2019「日本
を知り、世界を知る」開催
事業

人文学（津軽・青森、日本、海外
の三種に関する研究）の最先端
をわかりやくす市民に解説し、日
ごろの研究成果を市民に還元す
ることを目的として実施する。

学内教員４名による講演と海外
より招聘する教育の特別講演に
て構成される人文学に関する5
テーマに関して選択し受講する
形式実施する。

261

8 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が心
身ともに健やかに生活していく一
助とすること、また、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
社会から地域の実情を学ぶこと
を目的に、公開講座を実施する。

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。

117

9 青森大学
薬学部　大上研究室
　教授　大上　哲也

「公開講座～認知症の早
期発見と予防」事業

広く一般の方々が認症を正しく理
解し、認知症の「早期発見、早期
気づき」はいかに重要であるか、
認知症は他人ごとではない身近
な疾患であることを認識していた
だくことを目的に実施する。

認知症に関心のある方々を対象
に、認知症の早期発見と予防を
テーマに、講話とトレーニングを
実施する。

248

10
青森中央学院
大学

学長　花田　勝美
青森中央学院大学特別公
開講座事業

地域に根ざし世界に開かれた教
育・研究の拠点である青森中央
学院大学が公開講座を実施し、
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。

「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。

209

11
青森中央学院
大学

学長　花田　勝美
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。

182

12
青森中央学院
大学

学長　花田　勝美
青森中央学院大学サテラ
イトキャンパス市民講座事
業

新町商店街にある青森中央学院
大学サテライトキャンパスを会場
に、大学と市民の交流拠点とし
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比
較的小規模な公開講座を複数回
実施する。
①人文社会学系セミナー
②健康セミナー
③留学生による外国語会話教室

149



③公開講座開催事業 （単位：千円）

大学名 助成事業者名

2019年度青森学術文化振興財団助成事業

助成額事業概要事業趣旨事業名No.
助成事業者

13
青森中央学院
大学

地域マネジメント研究
所
　所長　岩船　彰

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

青森中央学院大学地域マネジメ
ント研究所が、地域産業の活性
化、地域課題の解決を目的とし、
時宜に沿ったテーマでビジネス
セミナーを開催する。

時宜に沿ったテーマでビジネス
セミナーを開催する。 136

14
青森中央短期
大学

学長　久保　薫
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
テーマを抽出して公開講座を実
施する。

138

15
青森中央短期
大学

学長　久保　薫
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
心の高いテーマの公開講座を実
施する。

地域の方々の興味・関心が高く、
アンケートで開催を望む声が特
に多い、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。

99

16
青森中央短期
大学

学長　久保　薫
青森中央短期大学まちな
かキャンパス講座事業

青森市の「まちなか」である新町
商店街の施設を会場に、青森中
央短期学院大学の専門学科の
特性を活かし、市民の関心が高
く、かつ、気軽に参加できる講座
を実施する。

アクセシビリティ面で利便性の高
い場所で、市民に身近なテーマ
を織り上げ、公開講座を実施す
る。

140

17
青森中央経理
専門学校

校長　石田　憲久
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。

テーマに沿った講師を招聘して
公開講座を実施する。 160

18
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

生涯学習、地域貢献活動の一環
として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。また、新町
通りのサテライトキャンパスを会
場とすることで、中心商店街の活
性化を図る。

青森県の伝統文化であるこぎん
刺しや、服飾手芸に関する講座
を１２回の連続講座として開催す
る。

192



③公開講座開催事業 （単位：千円）

大学名 助成事業者名

2019年度青森学術文化振興財団助成事業

助成額事業概要事業趣旨事業名No.
助成事業者

19 東北女子大学
家政学部　健康栄養学
科
　教授　西田　由香

食と体内時計を基盤とし
た健康づくりのための啓
発事業

体調を整える体内時計の概念を
導入することで、食に恵まれた青
森県の「心身の健康づくり」に「い
つ食べる　何を食べるか　食を知
る」という新しい方向性を与える
ものである。

健康づくりにおける最新の食生
活情報について、地域の特性を
活用しながら、県内各地で啓蒙
活動を実施する。併せて昨年の
参加者等の要望を加味し講演会
を実施し、関連団体との連携に
よる広報活動を行う。

276

20
東北女子短期
大学

准教授　宮野　洋子
東北女子短期大学公開講
座事業

地域住民のニーズに応えるた
め、東北女子短期大学の知的・
技能的財産を公開する講座を実
施する。

幼児から高齢者までを対象に、
製作技術系、親子講座、郷土料
理等の講座を５～６講座程度ず
つ実施する。

162

21
八戸学院大学
短期大学部

幼児保育学科
　准教授　小川　あゆ
み

第11回　「介護の学校」
開催事業

介護分野においては人材不足、
介護専門職の確保が困難といっ
た状況にある中、介護従事者自
身の思いや実践を振り返る時間
を持つこと、人と繋がること、新た
な知恵を蓄える機会をつくるこ
と、一般市民への「介護」のイ
メージ払拭を目的とした研修会
の実施する。

地域の介護従事者と協働でテー
マ･開催時期等を決定。複数の
受講科目を設定し、時間割の中
から受講者各自が受講科目を選
ぶ形式で実施する。

276

22
八戸学院大学
短期大学部

幼児保育学科
　准教授　差波　直樹

第4回　「保育の学校」　開
催事業

保育業務に関わっている保育者
等が「保育」という共通テーマの
もとに集い、学びを得る研修会の
実施する。

全国の保育・幼児教育の研究
者、第一人者や八戸学院大学短
期大学の教員が講師となり、複
数の受講科目を設定。時間割の
中から受講者各自が受講科目を
選択する形式で実施する。

261



④学術・文化振興事業 （単位：千円）

団体名 助成事業者名

1
青森中央学院
大学

学長　花田　勝美
青森中央学院大学健康増
進事業

高齢化や生活習慣病などの発病
を予防する「一次予防」に重点を
置き、食生活改善・運動習慣の
推進・心的ケアなど生活の質向
上を目的として実施する。

専門家を招聘した下記に係る健
康セミナーを実施する。
・高齢者の運動習慣（実技あり）
・食生活改善

54

2
青森市産官学
連絡会議

会長　石田　一成
情熱無限大AOMORISIX
研究・学習成果発表会（仮
称）事業

青森市内6大学・短期大学で行う
教育・研究活動について広く公開
し、市民・県民に市内高等教育を
周知するとともに、教育・研究成
果を地域へ還元するため、研究・
成果発表会を開催する。

青森市内6大学・短期大学で行う
教育・研究活動について広く公開
する。

251

3
青森まちかど
歴史の庵「奏
海」の会

会長　相馬　信吉
公開講座「人工知能を
使った白黒写真の自動カ
ラー化」実施事業

人工知能を活用した白黒写真の
カラー化技術（インターネットで無
料公開されている）の活用の第
一人者による公開講座を開催
し、県内における同技術の周知・
活用を図る。

東京大学 渡邉英徳教授による
公開講座、ワークショップを実施
する。

88

2019年度青森学術文化振興財団助成事業

助成額事業概要事業趣旨事業名No.
助成事業者



⑤ 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　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Ｗ
ＰＣ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。

3,178

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。

1,702

2019年度青森学術文化振興財団助成事業
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