
平成２３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２３年度は１７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

化事業 

37,587 

 

37,587 

 

 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。 
２３年度の活動も、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。 

荒れ果てていた公園を整備して１０年が過ぎ、桜も

アジサイも年々大きくなり、特に４月～６月には見事

に開花している。今後も四季折々の草花を年間通し

て美しく咲かせ、来園の多くの人々に楽しんでいただ

くよう環境整備に努めている。 

 

 

２ 

ＮＰＯ法人

水土里農

えにし 

白馬霊園前市有

地芝生化事業 
427,893 300,000 

 山田地区の白馬霊園付近にある市有地の芝生化

事業。１１，３００㎡を芝生化するもので、子どもたち

に遊びやスポーツのできる環境を提供する。また白

馬霊園と隣接しており、一帯の緑化計画に合わせ桜

の植栽を計画。 

 芝生と桜の植樹により、地域の環境が良くなった

が、芝生広場については、小石などの除去が徹底で

きず、子どもが遊ぶための十分な環境整備ができな

かったため、今後整備を進めたい。 

３ 

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 

83,351 80,996 

 上山田地区の環境美化事業。旧上山田線を活用し

たトロッコフェスタ（毎年１０月開催）に合わせ、廃線

沿いにコスモスを播種。廃線跡の則面約４００Ｍにわ

たり一面に開花させ多くの人の目を楽しませている。 

事業実施により空き缶等のポイ捨てが減少した。

今回は散水や施肥の頻度を多くした結果、開花が順

調だったため、多くの人の目を楽しませることができ

た。また、会員以外の地域住民がボランティアに参加

してくれるようになりコミュニティの輪が広まってきて

いる。 

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 

306,441 300,000 

嘉穂牛隈地区の環境美化活動。会員は牛隈地区
住民で構成されている。 
約３３０㎡の花壇に、年間２回の花植えを実施。夏季
にマリーゴールド、冬季にパンジーなどを植栽。 

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 

５ 
小野谷あじ

さい愛好会 

小野谷「あじさい

の郷」づくり事業 
300,000 300,000 

 嘉穂小野谷地区をあじさいでいっぱいにする、緑化

推進事業。地域内の沿道約４ｋｍに渡り植栽を計画。 

 地域内の環境意識の啓発はもとより、市の新たな

名所となることを目指す。本年度は新たに約２２０本

植栽。 

 

  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。 



６ 

山田川クリ

ーン作戦実

行委員会 

山田川クリーン作

戦 
65,000 45,500 

○春のクリーン作戦 ５月８日（日）実施 
参加者数２１４名・ゴミ量１，３２０ｋｇ 

○秋のクリーン作戦 １０月９日（日）実施 
 参加者数２１１名・ゴミ量８００ｋｇ 
本年度も山田中学校生徒へ環境啓発標語の作成依
頼。１０月２１日に標語看板設置。 
 

 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。 

７ 

帝王山美

化・環境保

全会 

帝王山美化・環

境保全事業 
49,800 49,800 

 山田地区の帝王山は、標高２１４ｍで気軽に登山で

きる山として地域に愛されている。登山ブームでもあ

り多くの登山者が訪れており、同会員により年２回、

頂上の草刈、登山道の整備、道標のロープ張りなど

保全事業を実施している。 

 

 旧登山道入り口付近が隣接するボタ山の防災工事

の影響で様変わりしており、登山口の標示板の整備

と合わせて登山道・道標を更に整備するとともに、一

部に急傾斜も見受けられるので、階段等整備も予

定。 

８ 
琴平グリー

ンクラブ 

山田消防署碓井

派出署西側及び

織田廣喜美術館

前環境美化事業 

327,810 288,500 

 碓井地区山田消防署碓井派出所付近の及び織田
廣喜美術館周辺の環境美化活動。 
 会員は地域住民を中心に構成。２３年度は６／２４
にジニア・コスモスなど、９／２２にサルビア・マリーゴ
ールドなど、１２／１８にパンジー・ビオラなどを植苗。 
 

 本会活動が浸透してきている。通行者や美術館来

館者から感謝の声や写真をとる人など、環境美化の

根付きを感じる。今後も事業箇所を拡張していきた

い。 

 

９ 
うすい琴平

会 

郷土の歴史遺産

説明板設置事業 
40,000 40,000 

嘉麻市飯田諏訪神社境内にある飯田村の生い立ち

碑文を読みやすく解説した看板を設置する。 

 

 

 

今後も市内に設置されている多くの碑文などの調

査を行い、文字が消えかけているものや読みづらい

ものについて説明看板を設置する。 

10 

嘉穂町レク

レーション

研究会 

嘉穂ナイトハイク 1,211,961 71,372 

 旧嘉穂町から数え今回で１９回目の開催となるウオ

ーキングイベント。２０、４０キロのコースに１０９９人

が参加。嘉穂総合体育館をスタート、旧嘉穂町を半

周し再び運動公園にゴールする。 

 

 

 

 参加者には嘉麻市の豊かな自然に触れ好評を得

ており、また県外からの参加も多く、市のＰＲにも繋が

っている。参加者には日頃から歩くことを心がけてい

る方も多く、健康増進にも役立っている。 

 今後も継続的に県内外、年齢、性別を問わない交

流が深まるよう事業を継続したい。 

11 

足白っ子と

自然を愛す

る会 

足白地区環境美

化事業 
289,542 286,230 

 足白地区はなし・りんごの産地として知名度があ

り、秋には多くの観光客が訪れる。同事業箇所は足

白の玄関口の環境整備事業で、道路に面した花壇に

サルビア、芝桜などを植栽し、観光者を快く出迎えよ

うという事業である。 

 

 ２３年度も前年度に引き続き芝桜の植樹を継続し

た。最盛期は一帯が濃いピンク色に染められ、訪れ

た方からも好評を得た。今後についても、更に地域を

拡大し、更に見ごたえのある事業にしたいと計画中で

ある。 



12 城山会 

嘉穂益富城自然

公園維持管理事

業 

253,513 177,459 

嘉穂地区の益富城自然公園の環境美化事業。本
年度は「城山管理ボランティアの会」から団体名称を
変更。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。 

13 

大力八丁

越えを守る

会 

古八丁越え（古八

丁）の整備事業 

 

300,000 300,000 

 八丁越えは江戸期に街道として利用され、現在
も史跡として残っている。地域文化の継承を地域
挙げて取組んでいる。本年度は八丁越えの歴史な
どを記したガイドブックを６００部作成し、地域の歴
史や文化の周知を図る。 

 市内の小中学校の事業と連携し、校外活動の一
環として、多くの子どもたちに自然や文化と触れ合
ってもらう計画を予定している。 

14 

 

長谷山を愛

する会 

新緑祭、草刈、初

日の出を見る会 
119,368 68,630 

 碓井平山地区の長谷山の環境保全活動と同地区
で実施するイベントを通じたコミュニティ活動。 
 常時、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。イベント事業は５月
に新緑祭、年越しに初日の出を見る会を開催。 
 

 長谷山は３６０度眺望が開け、嘉麻市のほとんどが
見渡せるような山である。また標高が約３００ｍで手
軽に登山できることから、夏休みの山遊びや秋の遠
足、ハイキングにと幅広く利用されており、今後も清
掃登山を実施し、登山道の草刈、危険箇所の点検、
トイレの整備など利用者の安全確保を行なう。 

15 
嘉穂三山

愛会 

嘉穂地区三山活

性化及び美化事

業 

50,000 50,000 

馬見山・屏山・古処山の活性化を図るため、登山道

の整備や初日の出、ご来光登山、山開きを実施。 

  

市のＰＲと登山による健康意識の高揚と健康維持の

意識の波及や自然環境の保全の一助となった。今後

も、山愛好家との連携により、地域の活性化と登山

道の整備を通して、森林の環境保全へと繋がる環境

づくり、他の団体との交流を図りたい。 

16 

「センポ・スギ

ハァラ再び夏

へ」嘉麻市公

演実行委員会 

劇団銅鑼「センポ・ス

ギハァラ再び夏へ」嘉

麻市公演 
965,752 300,000 

 11/18 に山田白馬ホールで実施された劇団銅鑼に

よる文化公演事業。本実行委員会により劇団銅鑼招

致を行い、演劇の素晴らしさを体験してもらう。 

前売チケットは完売し、当日はほぼ満席での観劇と

なった。地元高校生と劇団とのワークショップも好評

を得た。今後も、青少年を含めた地域住民を巻き込

んだ、観劇を通した文化の醸成を図りたい。 

17 さくらの会 
山野運動公園美

化事業 
100,873 92,479 

 稲築地区山野運動公園周辺の環境美化事業。同

公園は野球場、テニスコート、ゲートボール場など複

合的運動公園で利用者が多い。また施設外周はジョ

ギングや散歩コースとなっており、快適に利用しても

らうように、環境づくりに取組んでいる。 

 活動は施設内児童遊園を中心に、花壇の手入れ、

花の苗植を実施。 

本年度は花壇予定地４０ｍの開墾と木の根３０本を

堀上達成により、花が多く植えることができた。子ど

もたちが遊ぶブランコやテニスコートの周りが更に明

るくなり環境が良くなった。 

 また当初から掲げている、環境啓発についてもゴミ

のポイ捨てなども減り、浸透してきている。 

 



問い合わせ先 企画調整課 企画調整係 

       電話  ６２－５６６１ 

       FAX  ６２－５６１０ 

 


