平成２０年度嘉麻市市民提案型事業補助金交付団体活動実績
市民提案型事業は、市民が主体となって行う公益的な活動に対し、活動費用の一部を助成する制度で、平成２０年度から新たに開始さ
れた補助事業です。昨年度は、１３団体が補助金を活用し、環境美化や各種イベントなどの事業展開が図られました。
団体名称

１ 五日町区清正会

２ 琴平グリーンクラブ

事業名

清正公園景観美化

山田消防署碓井派出
所西側環境美化

事業費（円） 補助金額（円）

46,446

126,294

32,512

87,500

事業内容

事業効果及び今後の展開

嘉穂大隈町地区にある清正公園の
清掃や花植えなどの環境美化活動。同
公園は、歴史的にも由緒があり、地域
住民からも親しまれている。
会員は地元有志１０名で構成。２０
年度の活動は、年間を通し公園の草刈
り等による維持管理、つつじ、あじさ
いなどの剪定を実施。

同公園は数年前までは、管理が十
分なされてなかったため、荒れた状
態となっていたが、会員の努力もあ
り環境も整備された。
本年度は公園内の雑木を伐採し、
さらに景観が良くなった。また、ベ
ンチを新設するなどの工夫を行い、
住民の憩いの場としての環境整備が
図られた。

碓井地区山田消防署碓井派出所付
近の環境美化活動。同地区は、嘉麻市
と桂川町の市境に位置しており、交通
量が多い地域である。
会員は地域住民を中心に３０名で
構成。２０年度の活動は当初に花壇造
り、年間を通した花苗の植栽、管理活
動。

同地域は、放置すればすぐに雑草
で覆われ環境的に良くないが、年間
を通した活動により、良好な環境を
保っている。また嘉麻市の玄関口で
あるため、多くの人が通行しており、
環境啓発の促進を担っている。今後
は低木を植樹し緑化の推進も計画し
ている。

団体名称

事業名

３ 牛隈交通公園を美し 牛 隈 交 通 公 園 周 辺 の
くする会

４ 花咲かせ隊

284,047

198,000

環境美化事業

漆生中央地区環境美
化

５ 足白っ子と自然を愛 足白地区環境美化
する会

事業費（円） 補助金額（円）

110,119

204,220

75,775

140,000

事業概要

事業効果及び今後の展開

嘉穂牛隈地区の環境美化活動。会員
は牛隈地区住民１８名で構成されて
いる。
約３３０㎡の花壇に、年間２回の花
植えを実施。２０年度は夏季にマリー
ゴールド４千本、冬季にバーベナなど
３千本を植栽。

同公園は県道下山田碓井線沿いに
ある交通量の多い地域であり、沿線
の環境美化を促進している。
きめ細かな環境活動により、通行
者の利用促進を図るとともに、空き
缶等の不法投棄も減少している。
また、地域住民に活動の輪が広が
り環境に対する意識が根付いてき
た。

稲築地区漆生中央児童公園及び同
地区公民館付近一帯の環境美化活動。
１１名の会員が年間を通して季節
の花の植栽を行う。
同地区は国道２１１号線沿いに位
置し、活動により快適な交通利用を促
進している。
２０年度はコスモス、スイセン、マ
リーゴールド等を植栽。

事業箇所は、漆生中央地区の中心
に位置している。地区の公民館など
地域のコミュニティの環境整備を行
うことにより、地域住民への啓発に
も効果が上がっている。

嘉穂足白地区の環境美化活動。足
白地区を花とみどりでいっぱいにす
る運動を通じ、住みよい環境づくり及
び地域全体の環境美化を行う。
会員は地域住民を中心とした１０
名で構成。２０年度はマリーゴール
ド、葉牡丹 1800 苗を植栽。

足白地区はりんご・なし園が多く
秋にかけ多くの観光者が訪れる地域
である。
観光者が快適に足を運んでもらう
ため、地域を挙げて、環境保全に取
組んでおり、ゴミや空き缶等のポイ
捨てが減少するなど、環境保全の意
識が高まっている。

団体名称

６ 熊ヶ畑花と緑の会

事業名

トロッコフェスタ開
催地周辺の景観美化

７ 山田川クリーン作戦 山田川クリーン作戦

29,190

400,000

実行委員会

８ 長谷山を愛する会

長谷山夏・秋の清掃登
山、長谷山山頂より初
日の出を見る会

事業概要

事業効果及び今後の展開

山田熊ヶ畑地区の環境美化活動。本
事業は、毎年１０月末に実施されるト
ロッコフェスタ開催に併せ、開催地周
辺をコスモスでいっぱいにしようと
いう取組み。
会員は熊ヶ畑地区の２１名で構成。
７月に除草等を実施の後、コスモスの
種をまき、トロッコフェスタに合わせ
見ごろを迎える。

トロッコフェスタは、嘉麻市にな
ってからも地域を活気付かせている
イベントとなり、これと合わせて取
組んでいるコスモスの植栽は、イベ
ントと一体化しており、多くの参加
者の目を楽しませている。
また、地域をあげた取り組みは、
コミュニティ意識を高めている。

山田地区を流れる山田川を清潔で
美しい川にする環境美化活動。会員は
旧山田地区の各種団体の代表者１２
名で構成。
毎年、春・秋に約３００名の参加者
280,000 による河川の清掃活動を実施。また、
平成２０年度は山田地区の中学生か
ら河川を美しくする標語を募集し、河
川美化啓発の看板５枚を設置。

山田川の河川清掃を通して、参加
団体や個人ボランティアの意識高揚
及び連携が図れた。また、河川を再
生することにより、下流域へのゴミ
等の漂流の軽減に繋がっている。
今後については更に市民の環境美
化を推進し、嘉麻市のイメージアッ
プを目指している。

碓井平山地区の長谷山の環境保全
活動及び初日の出参拝などのイベン
ト事業。会員は、嘉麻市民を中心とし
た愛好者２６名で構成。
登山者が常に登りやすいように、草
59,794
刈、危険箇所の確認作業等を行ってい
る。元日の朝は、初日の出を参拝に来
る多くの方を対象に、豚汁、紅白餅を
提供。

長谷山は嘉麻市及び桂川町に位置
しており、この活動を通して、地域
を超えた広域的なコミュニティの形
成が図れている。自然環境保全のみ
ならず、小学生の遠足など、子ども
たちの健全育成の場も提供してい
る。

事業費（円） 補助金額（円）

86,310

20,433

団体名称

事業名

９ 城山管理ボランティ 嘉 穂 益 富 城 自 然 公 園
アの会

10 蛍まつり実行委員会

268,616

維持管理事業

蛍まつり “三世代交
流をしよう”

11 岩崎親水公園を美し 岩 崎 親 水 公 園 美 化 事
くする会

事業費（円） 補助金額（円）

業

74,063

52,500

事業概要

事業効果及び今後の展開

嘉穂地区の益富城自然公園の環境
美化事業。会員は同地区の愛好者６名
で構成、年間を通し、草刈や樹木の枝
打ち、風倒木の処理など公園内の清掃
活動を行う。
また、毎年秋に同箇所で催される一
187,000
夜城には、多くの方が訪れており、会
場の環境整備の面からも、一夜城まつ
りとの連携を図っている。

同公園は、市が維持管理している
が、面積が広く、費用的にも年間を
通した維持管理は難しい状況であ
る。行政の手が届き難い箇所をボラ
ンティアの活動できめ細かく補うな
ど、行政と市民の協働の意識が効果
的に図れている。
また、年間を通した活動により、
憩いの場としても利用者に安らぎを
与えている。

旧山田高校で実施されていた事業
で、閉校後も地元、同校関係者により
継続している。会員数は２５名。
20 年度は６月１４日に日赤病院横
の中央集会所で実施。会場には、市民
31,680
約３００人が足を運び、蛍の観賞を行
うとともに、綿菓子やヨーヨー釣りな
どのゲームを楽しむ。また、会場には
小学生が作成したランタンを飾り、祭
りのムードを盛り上げた。

蛍を観賞することにより、きれい
な環境を守るという大切さの啓発が
図られた。
また子どもから大人まで楽しめる
ような催しを実施することで三世代
交流が深まるとともに、地域住民と
学校関係者が連携を図った活力ある
地域おこしが実現した。

稲築岩崎地区スポーツプラザ裏に
ある親水公園の環境美化活動。会員は
岩崎地区住民２５名で構成。事業箇所
は遠賀川沿いの河川公園。
２０年度はパンジー、撫子等を植
36,750
栽。

親水公園は、小中学生が毎日利用
する通学路と隣接している場所で、
地域のコミュニティの場にもなって
いる。
また、隣接するスポーツ広場では、
第１回嘉麻市秋祭りが開催され、多
くの来場者が訪れ、環境啓発が図れ
た。

団体名称

事業名

12 熊ヶ畑地区ホタル保 熊 ヶ 畑 地 区 ホ タ ル 保
存会

319,000

存・育成事業

13 小野谷あじさい愛好 小 野 谷 「 あ じ さ い の
会

事業費（円） 補助金額（円）

郷」づくり事業

問い合わせ先 企画調整課 企画調整係
電話 ６２－５６６１
FAX ６２－５６１０

430,000

事業概要

事業効果及び今後の展開

熊ヶ畑小学校裏水路でのホタル育
本事業は、ホタルでのイメージア
成及び環境美化活動。本事業は熊ヶ畑 ップはもとより、ホタルが生息する
地区を「ホタルの里」として広報し、 ことのできる、地域を挙げた環境啓
地区のイメージアップを図るととも
発に大きく貢献した。
に、小中学生を通して環境保全の大切
214,200
さを教える。河川の清掃、ゴヒナ採取、
放流の他、ホタルの里案内掲示板の作
成及び設置を行う。
会員は熊ヶ畑地区住民９名で構成。
嘉穂小野谷地区の谷あいを色とり
どりのあじさいで飾る事業。地域内の
沿道、約４ｋｍに渡り植栽を計画。本
事業は活動から３年が経過し、これま
で約 1,600 本を植栽。本年度は市民提
300,000
案型事業で新たに 300 本を植栽。
会員は、小野谷地区住民２０名で構
成。

開始時は、数名で始めた事業だが、
現在は、あじさい愛好会を結成し、
地域内で活動が定着してきた。
小野谷地域の景観を美化し、環境
美化意識の啓発はもとより、地域の
一体感の醸成が図られた。

