平成２５年度キラリ輝く市民活動活性化補助金 採択事業一覧
【協働推進部門】
事業分野

採択月

申請団体

事業名

事業内容

思いやり

３月

NPO法人城南健康ふれあい倶楽部

認知症予防及び医療費の削減で安全安心 認知症の予防や早期発見による治療が可能であることの普及・啓発のために、実践的な６つの講座やセ
なまち創り
ミナーを通じて市と協働しながら認知症及び医療費が限りなく少なく住みやすい医療のまちを目指す。

賑わい

３月

夢こうら・つくし

高良川、花と清流の街おこし

思いやり

５月

NPO法人権利擁護支援センターふくおか 障害者虐待防止ネットワーク・権利擁護支援 平成２４年度施行された障害者虐待防止法の趣旨について、フォーラムや小規模の研修会などを通じて
ネット
推進事業
市民への理解、浸透を図るべく地域ネットワークの構築及び啓発活動の推進を行う。

安全安心

６月

久留米市民ゲートキーパー 絆の会

ゲートキーパー活動の推進事業

ゲートキーパーの役割の理解浸透のため、月１回の研修会と年３回の講演会を開催する。また、保健所
事業の自殺対策講演会やゲートキーパー養成講座の周知活動、街頭キャンペーンの協力活動を行い、
各校区にて出前講座を開催する。

賑わい

８月

西鉄高架沿線活性会

西鉄沿線にぎわい活性化事業

魅力的な夜間景観やまちの賑わいを創出し、西鉄高架沿線のイメージアップを図るため、街路樹をイルミ
ネーションで装飾し、道路の清掃や花の植え替え、防犯パトロールを行う。

賑わい

１１月

久留米つばき振興会

「つばきの小路」おもてなし事業

日本風景街道にも登録された地域の魅力をさらに高め、全国へＰＲを図るため、地域内各所に久留米ツ
バキを植樹し、地域の魅力をＰＲするためのホームページ作成や久留米ツバキシンボルマークの草野観
光会館（ＪＲ筑後草野駅）への設置を行う。

賑わい

１１月

荒木町活性化推進協議会

荒木町元気づくり事業

賑わいを創出し、地域の活性化と訪問客の増加を図るため、ＪＲ荒木駅前にイルミネーションを設置し、
鷲塚公園に花見のための提灯を設置する。

安全安心

１２月

善導寺安全パトロール隊

校区内の空き巣や自転車・バイク盗等の犯罪や事故を未然に防ぎ校区住民を被害から守るため、青色
青色回転灯パトロール車を活用した善導寺
パトロールカーにて校区内の巡回を行い、不審者の発見時や災害時等には学校等への情報提供を行
校区安全安心活動
う。

高良川及び周辺において四季を通じた花の植栽及び維持管理としての草刈りや清掃、水遣りにより、人
がにぎわう遊歩道を作り、ウォーキングやまつりを開催するなどして、さらなる高良川流域の活性化を図
る。

【活動推進部門】
事業分野

採択月

申請団体

事業名

事業内容

思いやり

３月

エール詩音

老人施設訪問演奏活動事業

高齢者福祉施設や地域コミュニティの高齢者の皆さんに、耳なじみのある童謡や抒情歌、フォークソング
などの歌やハーモニカの出前演奏会、ハワイアンフラダンスを演じ、一緒に歌ったりなどして、通常の介
護サービスとは異なる楽しみや懐かしさを感じられる機会を提供する。

思いやり

３月

志寿来サロン

地域食堂

空き店舗を活用して、地域の高齢者、単身者、ひきこもりの方などが集い、若い世代も交えながら楽しい
時間を過ごせる癒しの場としてサロンを開設し、週に１度は食事を提供します。

安全安心

３月

西牟田校区子ども安全パトロール隊

西牟田校区では、不審者の発生や子どもに対する声掛けなど重大事件につながる恐れのある前兆事案
青色回転灯を活用した地域の安全安心活動 が数件報告されているので、子どもや高齢者、女性を含めた地域住民を犯罪から守るため青パトでの防
犯パトロールを行う。

安全安心

３月

上津校区防犯協会

上津校区内の犯罪発生要因の高いと思われる危険箇所（防犯灯や街路灯の少ない場所や上津バイパ
青色回転灯パトカーを活用した地域の安全
ス沿いなど）を中心に、青色回転灯パトカーでの防犯パトロールで、校区住民の安全を確保するととも
安心活動
に、不法広告の撤去作業による美化運動に努めます。

安全安心

３月

小森野校区子ども安全パトロール隊

青色回転灯パトカー運行事業

校区コミュニティ組織を中心としてパトロール隊を編成し、地域を青色回転灯パトカーでパトロールするこ
とによって、子ども達に限らず、高齢者や女性など地域住民を交通事故や痴漢、不審者等の危険から守
る。

賑わい

３月

みどりの里・水縄プロジェクト

水縄校区夢創り事業

水縄校区が抱える賑わいの減少と地域への参加意欲の低下という課題に対し、地域一体となって春と秋
の「人が集う地域活性化事業」や持続的な美化活動に取り組み、地域への愛着を深めるとともに、市内
外からの来訪者を呼び込む。

思いやり

４月

青峰はげましサロン

青峰はげましサロン

青峰地区県営住宅内第4ブロック集会所を利用して、近年多発した高齢者独居の孤独死を防ぐ手立てと
して、週５日の昼間に互いの近況や悩みなどを自由に語らえる場を設け、その他イベントとして毎月音楽
コンサートや体操、まちづくり講座等を開催する。大学生の演奏などの催しも企画しながら多世代交流の
機会も計画している。

思いやり

４月

平野区

生活支援手助け事業

一人暮らしの高齢者などのお宅周辺の草刈、枝切などの支援や農繁期の空き巣警戒巡回、青少年健全
育成のための夜回りを行うなど、地域の困っている方の支援を行うとともに、集会場の広場に地域住民
皆で花壇をつくり、子どもからお年寄りまでが交流できる場所にする。

安全安心

４月

地域住民一体となった自主防災体制を整備するために、要援護者の情報登録管理、自主防火講演会、
鳥飼校区まちづくり協議会 自主防災会 自主防災 防災活動の組織運営体制づくり 自主防災避難誘導訓練などを実施する。今年度は、特に昨年7月の大雨による浸水被害を教訓とした雨
天時の危険箇所探しや車両の退避ルールの確立に取り組む。

安全安心

４月

京町校区防犯協会

地域住民の安全安心を守るため、平成25年度、市安全安心推進課から譲渡を受けることとなった青色回
青色回転灯パトカーを活用した地域の安全
転灯パトカーを活用しながら、京町校区内通学路や防犯灯、街路灯が届かない暗がりなどの危険箇所に
安心活動
おいて、住民による防犯パトロールを実施する。

賑わい

４月

サイクルラリーinたのしまる実行委員会

サイクルラリーin たのしまる

思いやり

５月

久留米大学フレンズ

子どものフレンズ・カフェ（多世代が参加する 御井校区の小中学校生、および中学卒業後進路に関する支援が必要な子どもたち（引きこもりや居場所
地域居場所づくり事業）
のない子ども）を対象に、居場所づくり支援、学習・進路相談支援を実施する。

思いやり

５月

がんサロンちっご虹の会

がんサロン

思いやり

５月

いもっ子の会

高齢者・若い親・子どもとの思いやり交流の 核家族化の進行と共に地域や人との関わりが希薄化しているため、地域ボランティアによる多世代交流
場作り
の場をつくることによって、さまざまな活動を通じた地域・人との関わりを広げる。

賑わい

５月

高良山の森と環境を守る会

地域でつくる高良山賑わい事業

地域の大切な資源である高良山周辺を賑わいづくりの拠点とするため、地域の有志やボランティア協力
者と共にあじさい園やもみじ谷の手入れ、清掃を行い、手作りの参道などを整備することによって、あじさ
い祭りやもみじ狩りでのさらなる集客を図る。

賑わい

５月

エツ祭実行委員会

筑後川のエツを守る会

筑後川の恵みであり城島地域の特産物である珍魚「エツ」をさらに観光資源として活用し地域への賑わ
いにつなげるため、河川敷の芦刈りなどエツが生育するための環境作りとあわせて、イベントを開催す
る。

思いやり

６月

筑後川花火大会をみんなで見る会

筑後川花火大会等、障害者招待・バリアフ
リー化事業

筑後川花火大会の観覧を障害者とともに行い、その他のイベントも障害者が参加しやすいものとなるよう
バリアフリーについて考える研修・講演会を行う。

思いやり

６月

弓削校区 次世代人づくり実行委員会

弓削 次世代人づくり事業

家庭、学校、地域の三位一体となった青少年健全育成事業として、小学校４年生と保護者を対象に、地
域の施設を利用した通学合宿、二分の一成人式、保護者研修会を行う。

安全安心

６月

東国分校区地域安全パトロール隊

青色回転灯パトカー・徒歩巡回による地域
安全安心活動

近年東国分校区で多発している不審者の目撃や児童への声掛け、痴漢などの事案により住民の不安感
が高まっているため、校区住民ボランティアによるパトロール隊を編成し地域を青色回転灯パトカー及び
徒歩でパトロールすることによって、地域住民の安全安心の確保に努める。

安全安心

６月

千代島クラブ

水辺の安全活動

水路への人や車の落下、交通事故等を防ぐため、水路周辺の見回り活動や草刈りを行う。

安全安心

６月

南上自治会

環境パトロールと防犯パトロール

校区内の防犯・治安の向上のため、青色パトロール車で定期的なパトロールを行う。また、不法投棄防
止のため、配水路や不法投棄発生箇所の草刈り、清掃、パトロールを行う。

安全安心

６月

東国分校区女性防火クラブ

地域の絆と防災の輪を広げる事業

地域の防火意識の普及と向上のため、消防団と連携して初期消火訓練を行い、消防署から講師を招き
心肺蘇生法講習を行う。

賑わいが薄れかけているという地域課題を解決する取り組みとして、まずは市内外の皆さんに地域を
知っていただく・来ていただき田主丸町のフルーツ観光や懐かしい原風景を堪能していただくため、自転
車でルートマップに沿ったポイントを巡るサイクルラリーを実施します。

がん患者及びその家族が痛みを分かち合い励まし助け合う為、講演会及び患者とその家族、医療関係
者との交流会を実施する。

地域の荒れかけた休耕田に、地域の高齢者の生きがいづくりの一環として花を植え四季折々の花園を
開設し、市のみどりの里づくり事業と合わせた散策ルートづくりに貢献することによって賑わいづくりを目
指す。

賑わい

６月

耳納四季の花実行委員会

キラリ耳納四季の花公園

賑わい

６月

学生団体ｈｉｔｏＫＵＲＵ

学生の足が遠のいている土曜夜市に、学生を呼び込む市内四大学合同のイベントを企画・開催し、そこ
学生と地域に焦点を当てた協働ネットワーク
で築いた商店主や他団体等とのつながりを活かしてワークショップを行い、地域と学生が連携して中心市
形成
街の賑わいを形成する仕組み作りに取り組む。

思いやり

７月

ふわりネットワーク・久留米

東日本大震災による（自主）避難者交流会

東日本大震災による避難者が、地域で孤立して様々な悩みをひとりで抱えることがないように、毎月１
回、料理やアロマテラピー等様々な講師を招き、避難者同士また地域住民との交流の場として、リラック
スして参加できる交流会を開催する。

思いやり

７月

小森野ＶＣＣ（ボランティアコンビニ・クラ
ブ）

小森野ＶＣＣ（ボランティアコンビニ・クラブ）

日常生活に不便を感じている高齢者が、安心して住める地域づくりのため、依頼を受けた高齢者宅内の
照明交換、部屋の模様替え、植木剪定、話し相手、除草などを実施する。

思いやり

８月

ｇｏｃｏｃｈｉ

障がい児（者）と家族の自立支援活動及び
市民との交流事業

障がい児（者）をもつ家族どうしが集い、よりよい療育を目指すとともに、生きづらさを解消させるため、家
族の困難な問題を話し合う定例会、講師を招いた学習会、障がい者問題に関する映画の上映及び交流
会を開催する。

思いやり

８月

日向ひょっとこ踊りときめき隊

ひょっとこ＆カッパ踊りで笑顔を届ける事業

日向ひょっとこ踊りに久留米独自のカッパを取り入れ、老人ホームや養護施設等を毎月３～５施設慰問
し、施設利用者に笑顔を届ける。

安全安心

８月

防災マップ作成委員会

水縄校区手づくりハザードマップ

平成２４年度水害を教訓として、地域住民により危険箇所や課題を見つけ、校区手づくりハザードマップ
を作成し、大雨に備えた防災・減災対策を行う。

賑わい

８月

公益社団法人久留米青年会議所

久留米地域をもっと元気にする事業

まちづくり活動の中心的担い手となる人材の発掘及び育成を行い、地域活性化を図るため、まちづくりに
関する定期的な研修会「まちづくりカレッジ」を開催する。またカレッジでの活動の記録や成果を、冊子等
で配布し地域活性化のための資料とする。

賑わい

８月

けやきとアートの散歩路

歩きたくなるまち・通町界隈

通町を中心とした周辺地域について、歩きたくなるようなまち・再び訪れたいまちになるよう、自然に恵ま
れた久留米の良さに光を当て、さまざまな団体と協力してお話会やワークショップ、まち歩き等のイベント
を行う。

安全安心

９月

千代島区自治会

千代島区自治会自主防災訓練

地域の防災体制を作り、住民を災害から守るため、水害を想定し、居住地域から避難場所までの移動訓
練を実施する。

賑わい

９月

北野校区まちづくり振興会

使えるわいわいマップの作成とえびす様巡り 地域の史跡等をＰＲし、校区内外からの興味を高め、新たな観光資源とするため、地図を作成し、掲示、
スタンプラリー
配布を行う。また、地図を活用したスタンプラリーを実施し、賑わいづくりを図る。

思いやり

１０月

ツインズクラブ

みんなちがってみんないい パートⅡ
～久留米の街で多胎児育児を２倍楽し
む！！

思いやり

１０月

久留米子どもの本を読む会

子どもの読書推進活動に関わる人達が連携し、学び、地域や学校読書ボランティアのリーダーとなって、
久留米子どもの読書推進事業－「久留米子
子ども達の読書環境を整えるため、意見交換のための読書会、小学生対象の子ども文庫の開設、学校
どもの本の学校（２０１４）」
での読み聞かせ、作家を招いた講演会・交流会を行う。

安全安心

１０月

荒木校区防犯協会

青色回転灯パトカーを活用した地域の安全 校区内の空き巣や自転車・バイク盗等の犯罪発生を防ぐため、公園、コンビニエンスストア、防犯灯の少
安心活動
ない場所など、犯罪の発生する危険性が高い場所を中心に青色パトロールカーで巡回を行う。

賑わい

１０月

田主丸河童族

甦れ・かっぱ壁画の再生による賑わいのあ 町のシンボルである河童をPRし、地域の観光振興を図るため、観光案内のコースとなっている巨瀬川沿
る街づくり
いの河童壁画を修復し、観光資源として活用する。

安全安心

１１月

ＮＰＯ法人筑後地域救急医療研究会

地域に災害・救急医療活動の輪広げよう

災害や救急現場に遭遇した場合の対応方法を地域住民が学び、迅速な救急活動によってひとりでも多く
救命できる環境づくりを図るため、救急医療について医師・看護士･救急救命士による事例等の発表と救
急医学教授による講演や、救急現場での医療活動に体験参加し、実際の対応方法を学ぶことができるメ
ディカルラリー大会を実施する。

思いやり

１２月

青木校区まちづくり振興会

健康で住み易い地域づくり

校区内の健康診断受診率を向上させるとともに、ゲートキーパーの養成に取り組み健康で住み易い地域
づくりを行うため、生活習慣病と心の病について、医師による講演会を開催する。

単胎児と比べ、身体的、精神的、経済的な負担の大きい多胎児育児家庭の不安を解消し、地域からの
孤立を防ぐため、多胎児育児の情報提供や意見交換のための交流の場を設けたり、子育て支援につい
て考える講演会を行う。

思いやり

１２月

依存症から市民を守る会

依存症から市民を守る

様々な依存症の恐ろしさを伝え予防することと、依存症者本人やその家族の心のケアを行うため、チラ
シ・ポスターによる予防啓発活動と、病院や保健所から講師を招いた学習会を開催する。

思いやり

１２月

カンターレ秋桜

歌と話で元気と笑顔を届ける事業

介護施設等の高齢者に活力と元気を与え、老化の進行を防ぐため、コーラス・童謡・紙芝居・会話等によ
る慰問活動を行う。

安全安心

１２月

草野校区まちづくり振興会

「安全安心なまちづくり」事業

校区内の犯罪や事故を防止し、安全安心なまちづくりを実現するため、校区内の公園、防犯灯の少ない
場所など、犯罪の発生する危険性が高い場所を中心に青色パトロールカーで巡回を行う。

安全安心

１２月

田主丸校区まちづくり振興会

青色回転灯パトロール車を活用した地域の 校区内の犯罪や事故を防止し、地域住民の安全・安心を確保するため、校区内の公園、防犯灯の少な
安全安心活動
い場所など、犯罪の発生する危険性が高い場所を中心に青色パトロールカーで巡回を行う。

賑わい

１２月

ＢＳ通り街づくり推進協議会

ＢＳ通り並びに久留米城址を生かした賑わ
い創造事業

ＢＳ通り沿道地域の魅力ある街づくりを推進し、久留米城址を観光スポットとしてＰＲするため、地域一体
となって、久留米城址にて祭典「桜祭り」を実施するとともに、ＢＳ通り沿道の商店による出店や特別セー
ルを実施する。

賑わい

１２月

草野校区女性の会

「地産地消」おもてなし事業

耳納北麓一帯の食材を使って、地域の魅力を発信し、賑わいを創出するため、世界のつばき館の体験
交流スペースにて、料理講習会や久留米ツバキフェアへの食品の提供を行う。

