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【資料1-1】

〇2021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（一般） （単位：円）

№ 事業名 責任者交付決定額決算額交付確定額 備考

1青森県内の外国人材と多文化化についての研究事業 佐々木　てる 285,000 245,065 245,065

2灯籠文化圏に関する研究事業 佐々木　てる 270,000 699,133 270,000

3遠隔英会話授業における効果的なeポートフォリオシステムの構築事業 香取　真理 270,000 47,642 47,642

4イノベーション創造と自治体経営戦略研究事業 遠藤　哲哉 285,000 248,920 248,920

5浅虫地域力の強化事業 丁　圏鎮 285,000 423,739 285,000

6青森県版中学校英語シャドーイング教材の開発事業 丹藤　永也 272,000 213,941 213,941

7 「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」事業石本　雄大 257,000 86,050 86,050

1,924,000 1,964,490 1,396,618

2 地域の振興に係る研究事業（チャレンジ）

実績なし

3公開講座開催事業 （単位：円）

№ 事業名 責任者交付決定額決算額交付確定額 備考

1青森圏域連携中枢都市圏公開講座 香取　薫 300,000 258,780 194,580

2 2021年度青森公立大学大学院公開セミナー 藤井　一弘 285,000 194,071 194,071

3青森公立大学公開講座ねぶた学 佐々木　てる 300,000 400,503 300,000

4起業とイノベーションで青森の未来を拓く公開講座 遠藤　哲哉 300,000 - -
新型コロナウイル
ス感染症の影響に
より中止

5外国語講座 香取　真理 - - -
新型コロナウイル
ス感染症の影響に
より中止

1,185,000 853,354 688,651

4 学術・文化振興事業 （単位：円）

№ 事業名 責任者交付決定額決算額交付確定額 備考

1青森まるっとよいどころ祭り開催事業　【当初総予算額：2,743,000円】 香取　薫 300,000 427,603 212,191

300,000 427,603 212,191

1 受託研究 （単位：円）

№ 事業名 責任者 契約額 決算額 備考

1情報リテラシー教育におけるナレローの効果測定及びレビュー【直接経費】 180,000 180,000

2情報リテラシー教育におけるナレローの効果測定及びレビュー【間接経費】 20,000 0

200,000 180,000

2 受託事業 （単位：円）

№ 事業名 責任者 契約額 決算額 備考

1
（中泊町）観光誘客の増加を図るための青森公立大学連携による観光資源及びコ
ンテンツの再構築事業【直接経費】

902,275 175,121

2
（中泊町）観光誘客の増加を図るための青森公立大学連携による観光資源及びコ
ンテンツの再構築事業【間接経費】

90,228 0

3 （青森市）浪岡地域現状分析業務【直接経費】 391,050 391,050

4 （青森市）浪岡地域現状分析業務【間接経費】 39,105 10,712

1,422,658 576,883

2021年度地域連携センター事業実績について

合　　　計

合　　　計

合　　　計

〇2021年度青森公立大学地域連携センター受託研究・受託事業

神山　博

飯田 俊郎

合　　　計

香取　薫

合　　　計
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【資料1-2】

年度公開講座実施一覧2021

■２０２１年度青森公立大学大学院公開セミナー
回月日曜日 演題 所属 職 講師名 場所 時間 定員申込受講者数

1 6 29 火
青森県における人口減少対策としての外国人人材
：青森県の実習生受け入れの状況と今後

青森公立大学 教授 佐々木　てる
アウガ5階
研修室

19:00～20:30 20 30 18

2 7 8 木
分配に関する社会的評価の基準
：望ましい分配とはどのようなものか

青森公立大学 教授 森　統
アウガ5階
研修室

19:00～20:30 20 24 17

3 7 13 火
科学技術と市民
：経営学の視角から

青森公立大学 教授 藤沼　司
アウガ5階
研修室

19:00～20:30 20 20 18

4 7 27 火
現代経営組織論の一動向
：「組織と制度」を巡って

青森公立大学
研究科長
教授

藤井　一弘
アウガ5階
研修室

19:00～20:30 20 25 18

71

■青森圏域連携中枢都市圏公開講座
回月日曜日 演題 所属 職 講師名 場所 時間 定員申込受講者数

110 25 月
第1部「日本社会のＤＸ推進に伴う地方回帰トレンド」
第2部「地域のゴールから考える地域課題解決へのワー
ケーション活用～ワーケーション３．０とは～」

（株アクティブ
（株）ROOTｓ

執行役員
取締役ＣＯＯ

小原　恒太
小口　潤

平内町
勤労青少年ホーム

15:00～16:30 20 8 8

210 26 火
第1部「日本社会のＤＸ推進に伴う地方回帰トレンド」
第2部「地域のゴールから考える地域課題解決へのワー
ケーション活用～ワーケーション３．０とは～」

（株アクティブ
（株）ROOTｓ

執行役員
取締役ＣＯＯ

小原　恒太
小口　潤

外ヶ浜町役場
会議室

10:30～12:00 20 11 11

19

■ねぶた学　～ねぶた祭中止を乗り越えて：ねぶた師の想いとその取り組み～
回月日曜日 演題 所属 職 講師名 場所 時間 定員申込受講者数

110 14 木
ねぶた祭中止を乗り越えて：
ねぶた師の想いとその取り組み

- ねぶた師 千葉　作龍
アウガ5階
AV多機能ホール

18:30～20:30 70 32 30

210 28 木
ねぶた祭中止を乗り越えて：
ねぶた師の想いとその取り組み

- ねぶた師 諏訪　慎
アウガ5階
AV多機能ホール

18:30～20:30 70 48 38

311 11 木
ねぶた祭中止を乗り越えて：
ねぶた師の想いとその取り組み

- ねぶた師 内山　龍星
アウガ5階
AV多機能ホール

18:30～20:30 70 51 40

411 18 木
ねぶた祭中止を乗り越えて：
ねぶた師の想いとその取り組み

- ねぶた師
京野　和鴻
（我生会）

アウガ5階
AV多機能ホール

18:30～20:30 70 50 38

511 25 木
ねぶた祭中止を乗り越えて：
ねぶた師の想いとその取り組み

- ねぶた師 竹浪　比呂央
アウガ5階
AV多機能ホール

18:30～20:30 70 83 73

612 11 土
ねむり流し文化圏を考える
灯篭文化圏の比較研究

青森公立大学
（株）青森テレビ

教授
アナウンサー

佐々木てる
今泉清保（司会）

新町キューブ
グランパレ

13:00～16:00 70 53 36

255

受講者計 345

■起業とイノベーションで青森の未来を拓く公開講座
新型コロナウイルス感染症の影響により中止

■外国語講座
新型コロナウイルス感染症の影響により中止
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【資料２】

2022年度青森公立大学地域連携センターの取組について

「青森公立大学地域貢献あり方報告書（2017年12月）」に基づき、青森公立大学地域連携

センターにおいては、本報告書に掲げられた基本方針・指針に基づく４つの柱に沿って活動を

進めることとし、2022年度においては、以下のとおり取り組んでいくこととする。 

【総経費：10,461千円】

１教育に関する取組【1,687千円】
（１）公開講座の充実【1,614千円】
・公開講座の実施（新規：浅虫こども大学事業）          【公開講座開催事業：1,549千円】 

・広報活動の充実（個別ポスター・チラシ、ＨＰなど）  

・公開講座従事者勤務地内旅費、駐車場借上げ料     【センター運営経費：65千円】 

※５講座開催目標（青森学術文化振興財団補助金対応：4件、独自開催1件） 

（２）教育面における地域活動の推進【73千円】
・授業以外の地域貢献に係るゼミ活動等を推進するため、移動手段として活用する公用車（ﾊｲ

ｴーｽ）を借上げるとともに、地域貢献活動が複数同時に行われた場合に対応するためレンタ

カー借上げ料を予算措置する。            【センター運営経費：73千円】 

（３）ボランティア活動支援

・学生、教職員に対する地域ボランティア情報の提供 【センター運営経費通常予算で対応】 

（４）青森リーダー育成プラットフォーム事業          【他支弁（青森県）】 

・あおもり立志挑戦塾 

・あおもり立志経営塾 

・その他 

２研究に関する取組【6,168千円】
（１）地域貢献のための研究の促進【6,064千円】
・青森学術文化振興財団の助成等を活用した調査研究 【プロジェクト事業費：3,311千円】 

・「青森市産官学連絡会議」と連携した共同研究    【予算は青森市産官学連絡会議予算で対応】 

・地域貢献研究活動等推進費の継続          【センター運営経費：1,660千円】 

・青森まるっとよいどころ祭り開催経費 

1,093千円（財団補助：300千円、大学負担：793千円）  

【センター運営経費：1,093千円】 
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（２）地域連携センター活動報告（ニューズレター等の発行）【104千円】 

・大学及び地域連携センターの研究・地域貢献活動等の状況を広く知らしめるため、活動報告

書（ニューズレター等）を発行し、公共施設・関係機関へ配布する。 

 併せて、Webサイト等による活動報告を実施する。   【センター運営経費：104千円】 

３コンサルテーション・インキュベーションに関する取組【379千円】

（１）地域巡回活動の実施【18千円】                            

・地域連携センター研究員等が県内自治体、地域団体等を訪問して地域課題の状況及びニーズ

について意見交換を行い、今後の本学の地域貢献活動に繋げる。 

 【センター運営経費：18千円】 

（２）タウンミーティングの開催【89千円】            

・学生のゼミ活動やビジネスプランへの取組など、地域課題への取組事例や研究成果について

の地域社会へ報告を行う。               【センター運営経費：89千円】 

（３）起業や創業・経営革新の支援【272千円】 

・学生向け創業・起業セミナー開催

  21あおもり産業総合支援センターのＩＭを講師に、本学学生向けの創業・起業に関す 

るセミナーを開催し、学生の創業・起業マインドの醸成及びビジネスアイデアコンテ 

ストへの参加意識の醸成を図る。（7月予定）    【センター運営経費：272千円】 

４地域貢献の体制・環境整備に関する取組【870千円】

（１）地域連携センターの体制・機能の充実【691千円】 

・地域連携センター運営に係る消耗品、郵送料等    【センター運営経費： 92千円】 

・研究員、教職員等移動用公用車のリース       【センター運営経費：599千円】 

（２）学生・教職員が地域活動に参加しやすい環境整備 

・ボランティア窓口の設置、ボランティア情報の収集・提供、ボランティア学生の募集等 

【センター運営経費通常予算で対応】 

・研究員、教職員等移動用公用車のリース（再掲）   

（３）広報活動の充実 

・ＷＥＢによる地域連携センター・学生活動の発信  【センター運営経費通常予算で対応】 

・地域連携センター活動報告書（ニューズレター等）の発行（再掲） 

（４）大学資産（施設・人材等）の活用推進【179千円】 

・地域連携センター施設の創業・起業者への開放（スタートアップラボ）、まちなかラボ（メデ

ィアラボ）の利用促進、自治体・企業等への研究員協力     

【センター運営経費：179千円】 
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５はこだて未来大学交流事業【547千円】

・公立はこだて未来大学と連携し、教職員及び学生の交流事業を実施する。 

※2021年度は、函館開催の予定であったがコロナウイルス感染症のため中止となった。 

2022年度は、公立はこだて未来大学主催により函館市内での開催を検討している。  

  【センター運営経費：547千円】 

６受託研究【200千円】

・情報リテラシー教育におけるナレローの効果測定及びレビュー【受託研究費：200千円】 

７受託事業【610千円】

・中泊町「観光誘客を図るための青森公立大学連携による観光資源及びコンテンツの再構築 

業務」 【受託事業費：610千円】 

８その他連携・協力に関する事項【各連携先の予算又はセンター運営経費通常予算で対応】

・青森県内の連携協定を締結した各自治体 

・青森地域大学間連携協議会（事務局：明の星短期大学） 

・青森市産学連携懇談会（事務局：青森商工会議所） 

・青森市学生ビジネスアイデアコンテスト（事務局：青森市新ビジネス支援課） 

・青森リモートワーク人材誘致研究会（事務局：青森市企画調整課） 

・イノベーションネットワークあおもり（事務局：青森県新産業創造課） 

・あおもりドローン利活用推進会議 

・「あおもりを、食べよう！」プロジェクト 

※事業別経費 
 ・地域連携センター運営経費  4,612千円 

 ・まちなかラボ運営管理経費      179千円 

 ・公開講座開催経費      1,549千円 

 ・地域連携センタープロジェクト事業費 3,311千円  

 ・受託研究    200千円（直接経費：180千円、間接経費：20千円）

 ・受託事業    610千円（直接経費：555千円、間接経費：15千円）

  総計 10,461千円 

5



【資料3】

〇2022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（一般） （単位：千円）

№ 事業名 責任者 総事業費助成金交付決定額

1青森県内の外国人材と多文化化について事業 佐々木　てる 438 300

2
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

丹藤　永也 228 228

3
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

江連　敏和 200 200

4青森市の子育て環境の維持に関する実地調査事業 安田　公治 283 283

5 「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」事業石本　雄大 300 300

1,449 1,311

2 地域の振興に係る研究事業（チャレンジ） （単位：千円）

№ 事業名 責任者 総事業費助成金交付決定額

1
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

佐々木　てる 1,146 1,000

2バーチャル・コミュニティMICEのプロモーション研究事業 遠藤　哲哉 1,181 1,000

2,327 2,000

3 公開講座開催事業 （単位：千円）

№ 事業名 責任者 総事業費助成金交付決定額

1青森圏域連携中枢都市圏公開講座事業 香取　　薫 310 300

2 2022年度青森公立大学大学院公開セミナー事業 藤井　一弘 212 212

3青森公立大学公開講座ねぶた学事業 佐々木　てる 463 300

4浅虫こども大学事業 大森　史博 236 236

5未定 香取　真理 300 -

1,521 1,048

4 学術・文化振興事業 （単位：千円）

№ 事業名 責任者交付決定額助成金交付決定額

1青森まるっとよいどころ祭り開催事業 香取　薫 1,093 300

1,093 300

1 受託研究 （単位：千円）

№ 事業名 責任者契約予定額うち間接経費

1（㈱ナレロー）情報リテラシー教育におけるナレローの効果測定及びレビュー 神山　博 200 20

200 20

2 受託事業 （単位：円）

№ 事業名 責任者契約予定額うち間接経費

1
（中泊町）観光誘客の増加を図るための青森公立大学連携による観光資源及びコ
ンテンツの再構築事業

香取　薫 612 56

612 56

2022年度地域連携センター事業計画案について

合　　　計

合　　　計

合　　　計

〇2022年度青森公立大学地域連携センター受託研究・受託事業

合　　　計

合　　　計

合　　　計
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【資料4】

１．予算額

２．研究員等数名12
　内訳）地域連携センター長、地域連携センター長特別補佐、
　　　　兼任研究員名  9、専任研究員名1

３．配分 （１）兼任研究員（センター長、特別補佐、研究事業、受託研究）　一律 円140,000
兼任研究員（公開講座のみ）　一律7 円0,000
専任研究員　一律 円200,000

（２）配分額

区分 職 氏名
配分額
（円）

適用

センター1 長 学長 香取　薫 140,000センター長

特別補佐 准教授 生田2 　泰亮 特別補佐140,000

兼任研究員 教授 遠藤3 　哲哉 研究事業140,000 （チャレンジ）

兼任研究員 教授4 香取　真理 公開講座70,000

兼任研究員 教授 神山5 　博 受託研究140,000

兼任研究員 教授 佐々木6 　てる 140,000研究事業（チャレンジ）
公開講座

兼任研究員 教授 丹藤7 　永也 研究事業140,000 （一般）

兼任研究員 教授 藤井8 　一弘 公開講座70,000

兼任研究員 講師 江連9 　敏和 研究事業140,000 （一般）

兼任研究員 講師 大森10 　史博 公開講座70,000

兼任研究員 講師 安田11 　公治 研究事業140,000 （一般）

専任研究員 研究員 石本12 　雄大 専任研究員200,000

合計1,530,000

※ 2021年度配分：1,590,000円（予算額：1,600,000円）
内訳：140,000円×8名（センター長、特別補佐、兼任研究員）

円          70,000×1名（兼任研究員）
円         200,000×2名（専任研究員）

年度2022 　青森公立大学地域貢献研究活動等推進費の配分について

円1,660,000
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