
平成２４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２４年度は１６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 

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） 
401,009 280,706 

本事業は、当地が発祥といわれる黒田節をアピー
ルしたイベントで、毎年１０月に実施している。 
構成員は、３８名でイベントまでの企画・運営を実
施。今年度は夢サイトかほで開催し、舞踊・詩吟・ダ
ンス等を行い、約 1,000人が集まった。 

 イベントも徐々に定着しており、昨年以上の来場者

があった。嘉麻市の歴史と文化を県内外に紹介し、

民謡、黒田節がこの嘉穂が発祥の地であることを強

くアピールすることができた。また、この大会を通じて

友好の輪が更に浸透してきている。 

 今後も嘉麻市の歴史と文化をアピールするため、

市内で開催されている他のイベント等とも協力体制を

とり、黒田節のブランドで嘉麻市のイメージアップを更

に図っていきたい。 

 

２ 

ＮＰＯ法人

水土里農

えにし 

白馬霊園前市有

地芝生化事業 
524,596 300,000 

 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。団体は市民をはじめ市外・県外の３０

名で構成。 

 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。また、継続した維

持管理を行い、ボランティア参加人数を増やしていき

たい。 

３ 

宮吉区遠

賀川をきれ

いにする会 

ひまわりの里づく

り 
44,180 44,180 

宮吉区を横断する遠賀川を昔のようなきれいな川

にしようとまた、地域づくりの一環として河川の草刈り

を実施。 

 子供と地域住民の交流の手段と地域の景観を良く

するために、ひまわりを植栽しています。会員は地域

住民２５名で構成。 

宮野小学校は児童と地域の皆さんが一緒に種を

まくことで交流が深められたことと、長い期間満開の

ひまわりを観賞でき、感謝の報告がありました。 

 今後の展開として、ひまわりの植栽事業は宮野小

学校と連携をとりながら平成２５年度も実施する予定

です。他の宮吉区内の２箇所につきましても宮吉区

民の交流の一つの手段として継続して実施する予定

です。 

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 

301,220 300,000 

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
にポーチュラカ、冬季にパンジーなどを植栽。 
 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 
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１８０本

植栽。団体は地域住民５８名で構成。 

 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。 

今後の展開については、植栽箇所の草刈り等の

管理をしながら、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 
292,425 204,697 

○春のクリーン作戦 ５月１３日（日）実施 
参加者数２４４名・ゴミ量７４０ｋｇ 

○秋のクリーン作戦 １０月１４日（日）実施 
 参加者数１８４名・ゴミ量１，６７０ｋｇ 
本年度も山田中学校生徒へ環境啓発標語の作成依
頼。１０月に標語看板設置。また、スタッフジャンパー
を新たに作成。 
 団体は地域住民１７名で構成。 

 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。また、委員が実行委員会プリント
入りのスタッフジャンパーを着用した上でボランティア
に取り組むことにより、活動自体にこれまでよりも大
きな広報効果を持たせることに成功。改めて市民の
皆さんに広くこの活動を知っていただくことができた。 
 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 
49,350 49,350 

 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。 

 団体は地域住民９名で構成。 

 今までは、頂上の草刈り、登山道の整備等保全事

業を実施してまいりましたが、今年度は特に頂上標

識を新たに設置し、好評を得た。 

今後は、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

派出所北西側及

び織田廣喜美術

館前環境美化事

業 

365,070 300,000 

 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２３名で構成。平成２４年
度は６／２２、２３にジニア・マリーゴールドなど、１１
／２４、２５パンジー・ビオラなど、１２／２１にスイトピ
ーなどを植栽。 
 

 花を植えることにより、通行人や来館者の多くの

方々に大変好評で、よく声をかけられて下さり、咲い

た綺麗な花の写真を撮る方も多く、環境美化の根付

きを感じる。 

今後も花の植栽範囲を広げていき、嘉麻市の玄関

や美術館にふさわしい環境をさらに整えていきたい。 

９ 
うすい琴平

会 

郷土の歴史遺産

説明板設置事業 
50,000 50,000 

 看板の設置により、地域の生い立ちや歴史・文化を

理解することによってその土地に愛着を持ち、さらに

他地域の歴史や文化にも興味を持つようになる。ま

た観光資源としての開発も展望される。 

 本年度は、九郎原から八反田に通じる宮田堀川に

ついて解説した看板を設置する。会員は１６名で構

成。 

今後の展開としては、嘉麻市内に設置されている

多くの石碑や文献などの調査を行い、行政の手がと

どかない歴史・文化的価値のあるものについて説明

看板の設置を進めていきたい。 



10 

嘉穂町レク

レーション

研究会 

嘉穂ナイトハイク 1,528,032 165,572 

 旧嘉穂町から数え今回で２０回目の開催となるウォ

ーキングイベント。２０、４０キロのコースに 1,281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。団体構成員は１７名で

構成。 

 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 

足白地区の美化

活動及び花いっ

ぱい運動 

294,703 291,000 

 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。団体は地域住民９名で構成。 

 平成２４年度は芝桜 4,308株を植栽。 

 

 平成２４年度も前年度に引き続き芝桜の植裁を継

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。 

今後の展開については、植栽した場所の管理を地

域住民の方々と一緒に続けていき、新たに展開する

場所があれば地域を拡大していきたい。 

12 城山会 

嘉穂益富城自然

公園維持管理事

業 

260,440 190,000 

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１４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、毎年秋に同箇所で開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。 
 今後の展開としては、年間を通じて市内外から利用
者がいつも快適に訪れることができる公園づくりを目
指し、草刈、除伐等のボランティア活動を継続し、官
民協力して維持管理を行い、利用促進、質の向上を
図りたい。 

13 

大力八丁

越えを守る

会 

古八丁越え（古八

丁）の整備事業 

 

250,000 175,000 

 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。本年度は草刈り等の維持管
理を行った。団体は１８名で構成されている。 

 街道を散策される方々が安心して散策される為
にも日頃から草刈り等を心がけて、いつでも安心し
て楽しく史跡街道を喜んで利用していただければ
と思っています。 
 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。 

14 

 

長谷山を愛

する会 

新緑祭、草刈、初

日の出を見る会 
165,363 71,769 

 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、７月・１０月に清掃登山、年越しに初日の
出を見る会を開催。 
 会員は嘉麻市民を中心に愛好者２６名で構成。 
 

 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 

106,122 73,500 

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。 

 今年度は古処山での行事も開催。 

会員は嘉麻市民を中心に愛好者１７名で構成。 

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 さくらの会 
山野運動公園美

化事業 
142,350 137,252 

 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。団体は付近住民９名で構成。 

 平成２４年度は花苗 1,783株を植栽。 

 

本年度は地域の方々の要望により、公園下の元

ゲートボール場跡地が雑草地になっているため、花

を植えてほしいとの事で、花壇を２ヶ所作りました。長

年の雑草地が花壇になったので、明るくなったと喜ん

でいただきました。 

 今後の展開としては、３ヶ所となった花壇の花植

え、手入れの充実をしていきたい。 

 

問い合わせ先 企画調整課 企画調整係 

       電話  ６２－５６６１ 

       FAX  ６２－５６１０ 

 


