
（単位：円）

番号 団体名 事業名 事業概要 交付実績

1
十和田ノルディック・ウォーク・
クラブ

ノルディック・ウォークで健康
寿命を延ばそう

通常のウォーキングより運動効果が高く、手軽に楽しめるノルディッ
クウォークを通じて、市民の健康づくり、健康寿命の延伸につなげる
ため、体験会や講習会を開催する。

200,000

2 旧晴山学区見守り隊
旧晴山学区見守り隊で地域を
元気にする事業

旧晴山学区おいて、高齢者が安全・安心に暮らせる地域をつくるた
め、見守り隊による家庭訪問や交流事業を展開する。

199,000

3 青い森の小さな調査団 メープルプロジェクト事業
十和田湖畔のイタヤカエデから採取した樹液を使って十和田市産
「メープルシロップ」を生産し、市内小売店等での試験販売、加工商
品の製作を通じて、十和田湖の新たな可能性を調査する。

200,000

4
チーム・わんぱくとわだっこ
（十和田っ湖）

みんなに届け！！！僕らの十
和田湖

活力あふれる十和田湖を取り戻すため、十和田湖畔で生まれ育った
子どもたちによる十和田湖伝説の演舞、大型紙芝居などを通じて、
多くの人に十和田湖の魅力を発信する。また、市内小学生との交流
を通じて、十和田湖が市の宝であることを再認識してもらう。

200,000

番号 団体名 事業名 事業概要 交付実績

5
とわだYosakoi夢まつり実行委
員会

市民みんなで演舞！とわだ
Yosakoi夢まつり

市のシンボルロードである官庁街通りで「とわだYosakoi夢まつり」を
開催する。市民が参加できる総踊り（よっちょれ）を実施することで、
市民の元気、十和田市の元気につなげる。

300,000

6
TMG48（トワダもてなしガール
ズ）

女性パワー全開100点満点の
笑顔とお・も・て・な・し

市春まつりでの観光客のおもてなしや市内各種イベントの支援に加
え、会員がガイドをするモニターバスツアーを実施する。

160,000

7 とわだ夏おどり実行委員会
健康で「いきいき生活とコミュ
ニケーション」を図る事業

市の夏の風物詩として定着をめざすため、とわだ夏おどりを開催す
る。イベントの前後には、手踊りの無料講習会を開催し、踊りの普及
や市民の健康増進につなげる。

300,000

番号 団体名 事業名 事業概要 交付実績

8 ハピ婚実行委員会
婚活でハッピーな出会いの場
を提供する事業

市の人口増加、活性化につなげるため、「ハピ婚パーティー」を開催
し、異性との交流の場を提供する。

370,000

9
特定非営利活動法人　八甲
田自然塾

十和田発、環境・食べ物・ここ
ろとからだを繋ぐ真に豊かな
地域づくり塾

市民ひとりひとりが健康で真に豊かな生活を送れるよう、地域資源を
生かし、エコヘルスをテーマとした講座、合宿、研究集会を実施す
る。

1,000,000

10
三本木小地区安全・安心協働
活動協議会

あいさつ運動による地域活性
化事業

明るく健やかな人間関係を構築し、安全・安心な地域をつくるため、
三小学区において、地域を挙げてあいさつ運動を推進する。

720,000

11 三本木小唄普及委員会
三本木小唄流し踊り復興プロ
ジェクト『みんなして　おどる
びゃ！』

復元された「三本木小唄」を新しい地域資源として定着させるため、
講習会の開催、身体障害者用半纏の整備など、三本木小唄流し踊り
の普及に取り組む。

1,000,000

12 スマイルラボ
心を育てる学VIVAで、人と人
がつながるセーフコミュニティ
へ

心身の変調に気付いた初期段階でのケアを実施する講座の開催
や、人材育成のサポート活動に取り組むことで、十和田市の課題の
一つである高い自殺率の低下をめざす。

710,000

13 十和田市商店街連合会 飛び出せ街へ

街なかの賑わい創出、地域の活性化を図るため、中心市街地におい
てイベントを開催する。
①８月「飛び出せ街へ！ふるさとの夏」
②２月「飛び出せ街へ！旧正月だ」

400,000

14
十和田市七・八丁目商店街振
興組合

とわだストリートフェスタ

多様な団体が連携し、街なかの賑わい創出、地域の活性化を図るた
め、中心市街地においてイベントを開催する。
①６月「みんなでつくる70mのり巻き」
②10月「ハロウィン」

255,000

15
十和田市名水保全対策協議
会

平成の名水百選「沼袋の水」
次世代に引き継ぐための自然
環境体験学習

平成の名水百選「沼袋の水」を地域資源として守るため、当該協議
会、赤沼町内会、市立西小学校の連携によるフィールドワークを実施
する。また、名水、湧水を用いた野点会を通じて、関心を高め、環境
保全への機運を高める。

476,000

16 馬花道
踊る市民も見る市民もパワー
が出てくる総踊りで十和田の
魅力をＰＲ

よさこいを通じて元気な十和田市を全国に発信するため、十和田市
ならではの総踊りを製作する。市内に普及させることで、踊る市民も
見る市民も元気にする。

820,000

17
特定非営利活動法人　十和
田湖未来

十和田湖地域の通りすがる観
光から体験・滞在する観光を
開発する事業

十和田湖を中心とした地域の魅力を再発見し、十和田湖観光の復興
を図るため、各種モニターツアーの開催と併せ、観光ガイドの育成に
取り組む。

400,000

18 大町桂月を語る会

姉妹都市高知県土佐町交流
30周年記念　十和田を世に知
らしめた土佐の文人大町桂月
情報発信事業

姉妹都市高知県土佐町交流30周年の節目に、市の魅力再発見と大
町桂月への理解を深めるため、企画展及び学習会、足跡探訪会を
開催する。

988,000

19 十和田サンバ実行委員会
十和田サンバカーニバルで十
和田市を元気にしよう！

地域の活性化、市のイベントとしての定着を図るため、他の地域には
ない魅力を発信する「十和田サンバカーニバル」を開催する。

800,000

20 とわだ軽トラ市実行委員会
★新規出店者応援中★みん
なで作る軽トラ市！

地域の活性化、市民間の交流機会を提供するため、新規出店者を
広く募り「とわだ軽トラ市」を開催する。

800,000

21 十和田ガーデン花街道
「とわだ花守美人（はなもりび
と）」と市民が育てる花街道事
業

官庁街通り花壇の市作業員では毎日行えない作業を、専門的な知
識と技術を生かし、市民ボランティアの協力や、三本木農業高校「命
の花プロジェクト」と共同で行う。

1,000,000

平成27年度　元気な十和田市づくり市民活動支援事業　交付実績

スタート支援コース　　（4事業　799,000円）

ステップアップ支援コース　　（3事業　760,000円）

地域づくり事業支援コース　　（14事業　9,739,000円）



番号 団体名 事業名 事業概要 交付実績

22 とわだ市民活動ネットワーク
北里大学生を十和田びいきに
するぞ

北里大学生に卒業後も「十和田びいき」になってもらうため、市のイベ
ント情報、求人情報など、大学への壁新聞掲示や、大学生を審査員
にした市の「ふるさと自慢」を開催する。

98,000

23 十和田を宇宙へPRサークル
十和工生プレゼンツ　宇宙か
ら見えるB-1をつくろうプロジェ
クト

十和田工業高等学校敷地内に「Ｂ-1」の文字を描き、情報通信衛星
「だいち２号」の衛星写真公開することで十和田市を宣伝する。また、
最新技術の活用から次世代の若者たちに大きな可能性を感じてもら
う。

199,000

番号 団体名 事業名 事業概要 交付実績

24 向町町内会
雨水で砂利が流される道の改
善のための側溝普請事業

側溝が崩れ、雨水により砂利が流されることでのスリップ事故の危険
を改善するため、町内会員を中心として側溝普請に取り組む。

840,000

25
東中学校父母と教師の会（ＰＴ
Ａ）

野球でもサッカーでも滑り込ん
でもけがをしないグラウンド整
備事業

砕石層が露出し、石が原因のけが、土埃が飛散する現状を改善する
ため、ＰＴＡ等により東中グラウンドの整備事業に取り組む。

4,000,000

25事業 16,435,000

番号 団体名 事業名 事業概要 交付実績

26 南平町内会
南平集会所　下水道接続事
業

浄化槽の管理費用削減及び今後の町内会活動のさらなる推進を図
るため、集会施設トイレの下水道接続を実施する。

115,000

27 東ふれあい会 集会施設のトイレの洋式化
高齢者グループの会館使用も定例化してきていることから、高齢者
に快適で安全を確保するため、集会施設トイレの洋式化を実施す
る。

270,000

28 泉田町内会
和泉窪農村改善センター　ト
イレ改修事業

汚水槽への雨水等の流入防止、汲み取り料の経費節減、高齢者に
もやさしい衛生的な設備に改善するため、集会施設トイレの浄化槽
設置及びトイレの洋式化を実施する。

500,000

29 太素塚集会所運営委員会
和式水洗トイレの洋式への取
替

高齢者等の利便性、快適性を高め、町内会、福祉団体等の活動拠
点として一層の充実を図るため、集会所トイレの洋式化を実施する。

217,000

30 相坂下町内会
相坂コミュニティ会館　トイレ
洋式化事業

高齢者の利便性向上及び地域拠点としての機能強化を図るため、集
会所トイレの洋式化を実施する。

234,000

31 東本金崎町内会
東本金崎集会所　トイレ洋式
化事業

子どもや高齢者等の利便性向上及び今後の町内会活動のさらなる
推進を図るため、集会施設トイレの洋式化を実施する。

337,000

6事業 18,108,000

集会施設環境改善事業　　（6事業　1,673,000円）

合計

学生のまちづくり支援コース　　（2事業　297,000円）

合計

市民協働活動コース　　（2事業　4,840,000円）


