
平成２１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す。 

 平成２１年度は１４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。 

番号 団体名称 事業名 
事業費 

(円） 

補助額 

(円) 
事業内容 事業効果・今後の展開 

１ 
五日町区

清正会 

清正公園景観美

化 
55,399 53,770 

 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。 

 ２１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や季節の花

の植栽を実施。 

 会員は地元有志１０名で構成。 

 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。整備を始めて８

年、会員の努力もあり環境も整備された。 

 ２１年度は公園内の階段整備や雑木を伐採し、利

用性が向上し、景観も良くなった。花見シーズンの訪

問者も増加している。 

 今後も園内整備に力を入れ、多くの方が利用される

よう取り組んでいく。 

２ 
小野谷あじ

さい愛好会 

小野谷「あじさい

の郷」づくり事業 
321,036 300,000 

 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。本事業は活動から４年が経過し、現在で

は約１，６００本のあじさいが花を咲かせている。 

 ２１年度は新たに３００本を植栽。 

 会員は、小野谷地区住民２２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おり、会

員も増加している状況である。 

 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。地域内

の沿道約４ｋｍに渡るあじさいロードの完成を目指

す。 

３ 
琴平グリー

ンクラブ 

山田消防署碓井

派出所西側及び

織田廣喜美術館

前環境美化事業 

258,822 245,800 

 碓井地区２箇所の環境美化活動。 

 山田消防署碓井派出所付近では市道沿いの市有

地に色とりどりの花を植栽している。また織田廣喜美

術館前の階段や玄関前にも年間を通して季節の花を

植栽。 

 ２１年度の活動は、年間を通した花苗の植栽、管理

活動を実施。 

 会員は地域住民を中心に２７名で構成。 

 消防署付近は嘉麻市と桂川町の市境に位置してお

り、嘉麻市の玄関口であるため、多くの人が通行して

いる。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。美術館前の階段・玄関前も年間を通じ花の植

栽を実施し来館者に好評である。環境啓発の促進も

担っており、今後も植栽範囲を拡大していく。 

４ 

牛隈交通

公園を美し

くする会 

牛隈交通公園周

辺の環境美化事

業 

153,575 152,388 

 嘉穂牛隈地区内にある牛隈交通公園付近の環境

美化活動。約３３０㎡の花壇に、年間２回の花植えを

実施。２１年度は夏季にマリーゴールド、冬季に葉牡

丹を植栽。 

 会員は牛隈地区住民１９名で構成するが、その他、

多くの地域の住民が美化活動に参加している。 

 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。今後も継続的に活動する。 

 



５ 
花咲かせ

隊 

漆生中央地区環

境美化事業 
137,910 137,500 

 稲築地区の漆生中央児童公園及び漆生中央公民

館付近一帯の環境美化活動。年間を通して季節の花

を植栽。 

 ２１年度はチュウーリップ、スイセン等を植栽。 

 会員は地区住民２１名で構成。 

 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。 

 事業箇所は、漆生中央地区の中心に位置しており、

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。今後も継続的に活動し、引きこもりの方を１人

でも出さないよう呼びかけていく。 

６ 
長 谷 山 を

愛する会 

長谷山登山道及

び山頂の草刈、

清掃 

長谷山山頂より

初日の出を見る

会 

194,162 111,593 

 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。 

 登山者が常に登りやすいように、草刈、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。 

 会員は嘉麻市民を中心に愛好者２６名で構成。 

 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。今後も継続的に活動する。 

７ 

足白っ子と

自然を愛す

る会 

足白地区環境美

化事業 
332,571 300,000 

 嘉穂足白地区の環境美化活動。道路沿いの花壇に

年２回の花を植栽し、住みよい環境づくり及び地域全

体の環境美化を行う。道路沿いの花壇に年２回の花

植えを実施。 

 ２１年度は葉牡丹１，２００苗、芝桜２，３００苗を植

栽。 

 会員は地域住民１１名で構成。 

 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。また、地域内の世代間

交流の活性化も図れた。 

 ２１年度に通年草の芝桜を植栽したことにより、今後

は低予算で長期間の効果が見込める活動を展開して

いく。 

８ 

大力八丁

越えを守る

会 

古八丁越え（古八

丁）の整備事業

『お休み処、古八

丁』の施設整備 

810,600 300,000 

 嘉穂大力地区の古八丁越えは歴史的にも由緒あ

り、散策や調査整備保存活動のため市外から訪れる

方が多い。 

 古八丁越えの起終点であった地区内の古民家を休

憩所「お休み処古八丁」として整備する事業。 

 ２１年度はトイレの改修、畳替え等を行う。 

 会員は１７名で構成。 

 休憩所を整備したことによって、散策や調査整備保

存活動に訪れる方に休憩場所や宿泊場所を提供で

きるようになった。今後も古八丁など地域の財産の保

存活動を継続し、休憩所「お休み処古八丁」を拠点と

したＰＲ活動を実施していく。 

９ 

城山管理

ボランティ

アの会 

嘉穂益富城自然

公園管理事業 
267,729 186,000 

 嘉穂中益地区の益富城自然公園の環境美化事

業。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。 

 会員は愛好者７名で構成。 

 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。 



１０ 

熊ヶ畑線路

跡地美化

の会 

旧上山田線跡地

フラワーロード事

業 

88,674 74,874 

 山田熊ヶ畑地区の環境美化活動。毎年１０月に開

催されるトロッコフェスタに併せて、開催地周辺の鉄

道廃線跡３００ｍの法面などの草刈や空き缶拾いを

行い、コスモスの植栽を実施。 

 会員は地区住民８名で構成。 

 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、コミュニティ意識や

環境美化意識を高めている。 

 今後も継続的に活動し植栽範囲を拡大していく。 

１１ 

熊ヶ畑地区

ホタル保存

会 

熊ヶ畑地区ホタ

ル保存育成事業 
105,380 73,766 

 熊ヶ畑小学校裏水路でのホタル育成及び環境美化

活動。本事業は山田熊ヶ畑地区を「ホタルの里」とし

て広報し、地区のイメージアップを図るとともに、小中

学生を通して環境保全の大切さを教える。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

作成を実施。 

 会員は熊ヶ畑地区住民１１名で構成。 

 ホタルが生息することのできる、地域を挙げた環境

啓発に大きく貢献するとともに、同地区の自然環境の

すばらしさをホタルの育成活動によって市内外へＰＲ

することができた。今後も継続的に実施する。 

１２ 
熊ヶ畑花と

緑の会 

トロッコフェスタ開

催地周辺の環境

美化 

9,828 9,828 

 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

催地周辺にコスモスの植栽を実施。 

 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。 

 会員は熊ヶ畑地区の２１名で構成。 

 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、コミュニティ意識や

環境美化意識を高めている。 

 今後も継続的に活動し植栽範囲を拡大していく。 

１３ 

こどものた

めの地域

舞台公演

実行委員

会 

こどものための地

域舞台公演「ぴー

かぶー」 

216,705 53,833 

 全国的にも定評のある、劇団「風の子九州」の乳幼

児を対象とした舞台劇「ぴーかぶー」を嘉麻市で実施

する事業。感動体験を親子や親子同士で共有するこ

とによって、人のつながり作り、共に育む関係を築くこ

とを目的として、実行委員会で企画・準備等の運営を

実施。 

 会員は有志６名で構成。 

 舞台劇「ぴーかぶー」を開催することで、乳幼児とそ

の保護者たちに豊かな感動体験を届けることができ

た。また地域の親子同士のつながりを作り、共に育ち

あうことのできる場所が提供できた。今後も共感でき

る関係づくりを実施していく。 

１４ 

古処とツゲ

と錦金カメ

ム シ の 仲

間達  

黒田へのいざな

い（黒田節大会） 
367,709 225,000 

 地域に残る歴史と文化を掘り起こし、市内外にＰＲ

することによって、地域の活性化を図ることを目的とし

て、民謡黒田節を中心とした舞踊大会を開催。 

 会員は有志３７名で構成。 

 民謡黒田節を中心とした舞踊大会を通じ、黒田節が

嘉穂地域発祥であることをＰＲできた。また黒田節な

どの舞踊を各地域で取り組むことによって地域のコミ

ュニティの形成も図れた。今後は市内イベント等と協

力しながら更にＰＲを図る。また、イベント開催の際に

地元物産の販売も実施する。 

 


