
平成２７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】

９月
久留米市西部エリアの既存イベントなどを活用し、観光客等が回遊する仕組みと受け入れ体制づくりを行い、交流人口の増
加を図るため、サイン(立看板)の製作・設置を行う。

賑わい 久留米市西部ツーリズム協議会 久留米市西部地域の観光振興

事業名 事業内容

３月 依存症から市民を守る会 依存症から市民を守る
アルコールやギャンブルなど様々な依存症について、市民が依存症になることを防ぐため、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セミナーやフォーラムを開催する。また、アルコール依存を原因とする飲酒運転の撲
滅に取組む。

採択月 申請団体

認知症予防のための音楽による健康づ
くり活動

高齢者の認知症予防と健康増進のため、音楽を活用した認知症予防講座を開催する。また、支援者の増加を図り、活動を各
地域へ広げるために、指導スタッフ養成講座を開催する。

３月 ＮＰＯ法人城南健康ふれあい倶楽部
厚労省新オレンジプラン“認知症カフェ
（ほっとカフェ）”の展開

認知症の予防、啓発と、早期発見に寄与し、医療費が少なく安全安心なまちを目指すため、脳トレ、リズム体操、認知症相
談、おしゃべり、歌により認知症を予防する「認知症カフェ」を開催する。

３月 ♪メモリー・ケア♪

４月 gocochi
発達障害理解促進・障害者と家族自立
事業

障害特性の解りづらい「発達障害」に対する市民理解を促進し、障害者が地域の中で生きやすい環境を作るため、発達障害
の特性や有効な対応法等についての学習会を開催する。また、学習会終了後も参加者がつながるネットワークを形成し、支
援者の拡大を図る。

５月
特定非営利活動法人　おせっかい工
房咲風里

こころの健康づくり事業
こころの健康不調の予防、早期発見のために、気軽に悩みを打ち明けられる相談会の開催や専門知識を必要とせず誰でも
受講可能なカウンセリング講座（基礎講座・発展講座）を開催し相談の担い手を養成する。

７月 荒木町活性化推進協議会

５月 高良内校区まちづくり振興会
地域資源再生による高良内・杉谷多世
代交流促進事業

地域のつながりの希薄化の解消、過疎化対策のため、明治時代の僻地教育の先駆者である戸田友次郎氏が残し、荒廃して
いた高良内校区杉谷地区にある田を活用し、花植えや農業体験など多世代交流や教育の場づくりを行う。

７月 一般社団法人アカルカ福祉協会 第２回キラリ☆マルシェ
障害者の自立を促進し、障害者の就労や福祉作業所の活動内容の周知を図るため、福祉作業所の活動や障害者が手がけ
た商品を紹介するプチマルシェを市庁舎にて開催する。また、障害者就労の先進地の市長による講演、就労系福祉事業所に
よる物販などの「キラリ☆マルシェ」を久留米ビジネスプラザにて開催する。

８月 西鉄高架沿線活性会

荒木町元気づくり事業
荒木校区において賑わいを創出し、地域の活性化と訪問客の増加を図るため、JR荒木駅前にてイルミネーションの設置と点
灯式を開催するとともに鷲塚公園に夜桜鑑賞のための提灯を設置して「桜まつり」を開催する。

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。

８月 けやきとアートの散歩路 五感に響くまちづくり
久留米シティプラザの完成を見越し、中心市街地から通町周辺へと循環する賑わいを創出するため、通町、寺町を中心に自
然や歴史等の久留米の魅力をＰＲする様々なイベントを開催する。

８月 Chietsuku project 「ちくごじまん。」プロモーション事業
久留米市の自然・文化・食の魅力は十分に伝わっているとは言えないことから、ツアーを通して市内外の方々に魅力を伝えて
いくため、市を中心にした筑後地方の魅力を発見するためのツアーと次年度に活用するチラシの撮影会の開催や広報に生
かすためのデザインセミナー、モニターツアーを実施する。

８月 ツインズクラブ
久留米の街で多胎児を安心して生み育
てよう！！

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づくりや子育て支援について考える学習会を開催する。

事業分野
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件数補助要望額件数補助要望額件数補助要望額
思いやり1件585,950円5件1,227,670円6件1,813,620円
安全安心1件211,587円1件211,587円
賑わい創造1件731,250円2件262,600円3件993,850円
合計2件1,317,200円8件1,701,857円10件3,019,057円

活動推進部門協働推進部門合計



【活動推進部門】

事業名 事業内容

３月 塚崎自治会 塚崎生活支援事業
地域の高齢者の生活支援や、地域の危険箇所の減少などにより、地域の困っている方の不安を減少させるため、地域の高
齢者宅を訪問し、安否確認、買い物や除草などの生活支援を行う。また、補導員や消防団員と連携した夜間パトロールや避
難訓練を行う。

採択月 申請団体

３月 エール詩音 老人施設訪問演奏活動事業 高齢者に活力と元気を与え、老化の進行を防ぐため、高齢者福祉施設等に音楽とハワイアンフラによる慰問活動を行う。

３月 筒井区自治会
子どもからお年寄りまで、多世代間交流
事業

高齢化が進む当該地域において、独居高齢者の安否確認や地域の健康増進、多世代交流を図るため、健康体操や多世代
交流イベントを開催する。また、独居高齢者への声かけ巡回などパトロールを行う。

３月 がんサロンちっご虹の会 がんサロン
がん患者及びその家族や支援者が、がんについて学び、励まし助け合える場を作るため、「最新がん医療の紹介」や「食と健
康」等の講演及び交流会を実施する。

３月 言葉の森後援会
地域で広げよう！手話でコミュニケーショ
ン！

手話ボランティアの増加や育成と、聞こえない人と聞こえる人との交流を図るため、久留米聴覚特別支援学校での放課後ク
ラブにおける障害者との交流の場づくりや、成人ろう者による講演会を開催する。

３月 安武塾運営委員会
中学生の学習習慣定着と、豊かな市民
性の育成を図る事業

中学生の家庭学習の習慣化と学習意欲の向上、地域社会への帰属意識の向上を図るため、毎週土曜日に、授業の予習復
習および宿題に取り組む補充学習の場を設ける。また、安武校区出身の社会人を講師に招き、様々な職業におけるやり甲斐
や苦労、中学生当時に描いていた夢などを生徒と保護者に伝える講演会を開催する。

３月 子と親・花花の会
不登校者・中退者・引きこもりとその家族
の相談会

不登校者・中退者・引きこもりとその家族の悩みを受け止め、学校復帰ができるように導き、自立に結びつけるため、専門の
カウンセラーによる無料相談会および勉強会を開催する。

３月 善導寺安全パトロール隊
青色回転灯パトロール車を活用した善
導寺校区安全安心活動

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う。

３月 田主丸校区まちづくり振興会
青色回転灯パトカーを利用した地域の安
全安心活動

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。

３月 鳥飼校区防犯協会 地域でできる安全安心事業
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、３班体制による夜間徒歩巡回と、２台の青色パトロールカーに
よる校区内の巡回を行う。

３月 京町校区防犯協会
青色回転灯パトカーを活用した地域の安
全安心活動

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。

３月 西牟田校区子ども安全パトロール隊
青色回転灯パトカーを活用した地域の安
全安心活動

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。

３月 きたの再発見委員会
北野地域みんなで創る地域密着観光事
業

北野地域の観光資源やコスモスフェスティバルなどのイベントを活用し、地域の魅力づくりに取り組み観光客の増加を図るた
め、地域の商店街や学校等と連携しイベント「きたの表参道端午の節句まつり」を開催する。また、既存のイベントにおいて、
野菜収穫体験等のプラグラムを提供し実施する。
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３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。

３月 文化街地区発展期成会 文化街地区を明るく元気な街にする事業
文化街の環境改善や元気な賑わいを創出し、地域の魅力向上と観光振興を図るため、地酒や地域からの出演者等による、
おもてなしイベント「文化街さくら祭り」を開催する。

４月 上津校区防犯協会
青色回転灯パトロカーを活用した地域の
安全安心活動

地域の犯罪や事故を抑止し、治安を向上させ安心して住める生活環境をつくるため、青色パトカーによる地域内パトロールを
実施する。

４月 柴刈校区まちづくり振興会 柴刈安全安心事業
地域の犯罪や事故を抑止し、治安を向上させ安心して住める生活環境をつくるため、青色パトカーによる地域内パトロールを
実施する。

４月 合川校区防犯安全対策委員会 合川校区青色パトロール車巡回事業
地域の犯罪や事故を抑止し、治安を向上させ安心して住める生活環境をつくるため、パトカーによる地域内パトロールを実施
する。

４月 津福校区自主防災会 津福校区自主防災活動
地域住民の自主防災への意識を向上させ、災害による人的・物的被害の発生及びその拡大を防ぐため、校区の運動会時
に、防災用具の展示・デモンストレーション、バケツリレーの実施等により意識啓発を図る。また、各自治会単位での救命訓練
や防災マップの作成を行う。

４月 大城校区まちづくり振興会 青色回転灯パトロールカーを活用した安心安全活動
地域の犯罪や事故を抑止し、治安を向上させ安心して住める生活環境をつくるため、青色パトカーによる地域内パトロールを
実施する。

４月 特定非営利活動法人　にじいろキャップ子どもの「もしも」に備えられる人・増強事業
児童に対する虐待、特に性虐待について、その予防を目指す。性虐待の相談を子どもから受けるための技術を持つ市民を増
やし、ネットワークの形成を図るため、性虐待初期対応研修を開催し、その後参加者同士が研修の振り返りや情報交換を行
う会議を開催する。

４月 青木校区まちづくり振興会
健康で住みやすい地域づくり（青木校区
ゲートキーパー推進活動）

地域住民がゲートキーパーについて学び、地域全体で自殺予防への取り組みを進めるため、「ゲートキーパー講習会」を開
催する。また各自治会単位の講習会を開催する。

４月 ＤＩＣ（ディック） ＤＩＣわくわくキャンプ
子どもの引きこもりやうつ病を予防するため、子ども達が人と関わる機会を設け、自主性や自立性を育てる。小学生対象の野
外キャンプを開催し、子ども達に共同生活や自然体験を経験させる。また、子どもの野外活動の支援者増加のために、安全
管理等について学ぶ研修会を開催する。

４月 はっぴー子育てくるめ はっぴー子育てくるめ
子育てに不安を抱える親が孤立して悩まないよう、前向きに子育てに取り組める技術を伝え、親同士のつながりを作るため、
子どもの問題行動の要因の特定や、対応するための子育てプランを作成する等の子育て講座を開催する。また個別の事例
に対応するための個人向け講座を開催する。

４月 コールスイートピー
歌による訪問で高齢者とのきずなを深め
る事業

高齢者や介護施設入所者に対して、歌などの楽しみにより活力を与え、老化を防ぐため、高齢者・介護施設にコーラスやお
しゃべりによる慰問活動を行う。

４月 西青木地区ボランティアグループ
西青木地区ボランティアグループ　みん
なの家事業

地域の高齢者の交流の減少や健康に対する心配を解消するため、多世代が交流し、健康づくりについて学べる場をつくる。
毎月１回、地域の公民館にて、市の出前講座や歯科医師等の講師を招いた健康講座を開催する。また、地域の保育園児と
の交流を図るレクレーションを実施する。

４月 くるめ傾聴ボランティア　ろばの耳 くるめ傾聴ボランティア活動の推進
高齢者の話を「受容・共感・信頼」を持って聴くことで、高齢者の不安や寂しさの解消を図る。在宅や施設入所者の高齢者に
対し、傾聴による慰問活動を行う。また、市民向けの傾聴講座を開催する。
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４月 持続可能なまちづくり研究会
“まち・チャリ”～「自転車＋公共交通」活
性化フォーラム～

都市、特に中心市街地での自転車交通の活用のあり方について、先進地域の考え方や実情を学ぶ機会を市民に提供するた
め、コンパクトシティとモビリティ（移動手段）、自転車交通政策についてのフォーラムや、交通政策課と連携した「コミュニティ・
サイクル」お試し会を開催する。

４月 耳納四季の花実行委員会 キラリ耳納四季の花公園
地域の高齢化、後継者不足による耕作放棄地の増加の解消を図り、地域の魅力を向上させ、散策者等による賑わいをつくる
ため、みどりの里ルート沿いの休耕田に四季の花を植栽し、訪問者の楽しめる景観づくりに取り組む。

４月 エツ祭実行委員会 エツによる賑わいづくり活動
地域の特産物である「エツ」をＰＲし、訪問者の増加を図り、地域の賑わいを創出するため、６月１４日にエツやその逸話につ
いての説明や、エツの骨切り実演、投げ網体験等を行うエツ祭を開催する。また、エツの生育環境を守るためのヨシ刈りを実
施する。

４月 荘島校区まちづくり委員会
青色回転灯パトカーを活用した地域の安
全安心活動

地域の犯罪や事故を抑止し、治安を向上させ安心して住める生活環境をつくるため、青色パトカーによる地域内パトロールを
実施する。

４月 みなくる田主丸 皆が寄り添う田主丸づくり事業
地域の商店街を中心に賑わいを創出し、子どもから高齢者まで地域の内外から訪問者の増加を図るため、空き店舗のシャッ
ターのペイント、夜市支援、憩いの場の提供による賑わいづくりと、訪れやすいまちづくりのための環境美化作業や地域ぐる
みの子育て支援、認知症サーポートに取り組む。

４月 小森野子ども安全パトロール隊 青色回転灯パトカー運行事業
地域の犯罪や事故を抑止し、治安を向上させ安心して住める生活環境をつくるため、青色パトカーによる地域内パトロールを
実施する。

５月
久留米工業大学　学生防犯ボランティ
ア団体「輪導」

久留米工業大学の学生による地域の安
全安心活動

大学生も含め校区住民が安心して生活できるよう、犯罪の発生を防ぐため、上津校区防犯協会と連携し、月2回程度、青色パ
トロール車や徒歩での夜間防犯パトロールを実施する。

５月 親と子のこころの対話研究会 子どもの安全安心ネットワーク事業
安心して子育てできる環境づくりの理念と機運を形成し、児童虐待を防止するため、子どもの人権を学ぶための定例会や連
続講座を開催するとともに、講座内容をまとめた冊子を作成し子どもの安全安心を支援するネットワークを構築する。

５月 金丸校区まちづくり振興会
金丸校区　あいさつ推進による安全・安
心事業

校区の課題であるコミュニケーションの希薄化を解決するため、募集したあいさつ推進標語を活用し、看板やのぼり等で啓発
を行う。また、通学路やゴミ集積所の立ち番等によるあいさつ促進活動を行う。

５月
音声訳ボランティアグループ　せせら
ぎ

目の不自由な方などのための録音図書
の製作及び周知活動

視覚障害者のために、日常生活に必要な情報や図書等を読み上げた音声を、専用の機材により吹き込んだＣＤを作成して提
供し、視覚障害者の生活の向上や社会参加へと繋げる。

５月 環境福祉教育研究会 大学生による異年齢交流活動
大学生と小中高生の高良山の自然体験、竹を使った遊具作成や、大学生と高校生によるステージイベント等の異年齢交流
により、子どものコミュニケーション能力を育み、いじめや不登校・引きこもり等の問題を予防する。

５月 青峰励ましサロン 青峰励ましサロン
地域住民の交流を活発に行い、独居高齢者の孤独死を防ぐために、青峰地区県営住宅内第4ブロック集会所を利用して、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、月に１度健康講座や音楽会を開催する。

５月 カンターレ秋桜
歌と話しと手遊び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。

６月 さつき会 地域で支えあう助け合い事業
地域のつながりの希薄化の解消、一人暮らしなどの高齢者の支援のため、野菜の植え付けや花植えを通した高齢者の見守
りや校区住民を講師に招いた親子学習会などの多世代交流の場づくりを行う。

安全安心

安全安心

賑わい

賑わい

賑わい

賑わい
(たねまき
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思いやり
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安全安心
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６月 Ｄｒ．ブンブン実行委員会 Ｄｒ．ブンブン～オトナにチャレンジ！～
子ども達の健全育成及び郷土愛を育むとともに、中心商店街への来街者促進を図るため、子どもが医療について学ぶ「子ど
も医学部」を中心商店街などに開設するとともに、様々な職業を体験できる「お仕事体験」を東町公園などで実施する。

６月 南校区国分自治会 「わんわんパトロール」隊
住民の防犯意識を向上させ、地域の「目」としての役割を通して犯罪を未然に防ぐため、犬の散歩の際に、腕章を着用して防
犯パトロールを行い、不審者、違法駐車、放置自転車等を見かけた際には記録を残し、通報する。また地域の防犯意識の向
上のための研修を行う。

６月 南上自治会 地域防犯及び環境パトロール
治安に対する住民の不安の高まりを解消するため、青色回転灯付きパトロール車での校区内巡回や不法投棄発生箇所など
の草刈り、通学路の安全確保のために独居高齢者宅の樹木剪定などを行う。

６月 千代島クラブ 水辺の安全活動
事故の発生を防止するため、ガードレールのない水路周辺の草刈りや樹木剪定や・子どもたちの集う公園周辺の除草、農道
などで帰宅後の子どもの見回りを行う。

７月 善導寺団地ひまわり女性の会
高齢者の生きがいづくり・孤独防止のた
めのサロン事業

高齢者の方の引きこもりや孤独死、認知症を防ぐために、サロンをつくり、教養や趣味、健康づくり活動や食事を通して参加
者の交流を図る。

７月 市民公益活動団体hitoKURU 学生による地域でのコミュニティ形成
学生と地域の協働事業のきっかけをつくり、中心市街地の活性化を図るため、土曜夜市に学生を呼び込むための市内５大学
合同のイベントを企画し開催する。また、地域と学生がつながり、ともに課題解決に取り組むためのきっかけ作りの場として、
会議やワークショップを開催する。

７月 草野校区吉木西区自治会 まさよし通り銘木活性化事業
まさよし通りの基点となる久留米つばきの銘木を守り、賑わいづくりを図るため、久留米つばきの銘木に悪影響を与えている
楓を伐採し、裁断木の運搬と軽微な作業などを行う。

７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

筑後川花火大会に、障害者が参加し楽しめる場を作るため、筑後川花火大会を観覧する障害者のサポートや障害者が参加
しやすいイベントとなるようバリアフリーについて考える研修会を実施する。

７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
災害や救急現場で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などを実施する。

７月 ハッピーママくらぶ
発達障害児の保護者と地域をむすぶ居
場所作り

発達障害児の認知を深めることと障害を持つ子どもを含むあらゆる子ども達が健全に成長するため、発達障害児の保護者を
含む子育て中の方の交流会や発達障害についての講演会、「料理教室」「栄養学講座」などを開催する。

７月 安武百祥会 地域で花作り・野菜づくり事業
高齢者を含む多世代の住民交流促進のため、・安武校区コミュニティセンターに隣接する休耕田を活用し、生ゴミを堆肥化し
た土作りや住民同士で花植え、野菜収穫、共同調理、食事会などを実施する。

７月 日向ひょっとこ踊り　ちっご愛好会
地域でお年寄りに楽しんで生活して貰い
たい事業

高齢者が明るく健康な生活を送り、孤独死などがない地域づくりを目的として、市内の介護施設や地域行事等でひょっとこ踊
りを披露し、参加者と一緒に踊りを楽しむ。

７月 久留米大学　ふれんず
子どもの居場所づくり(フレンズ・カフェ)と
学習支援

小中学生、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のない子ども）を対象に、大学生と
の交流によって、支援が必要な子どもたちの居場所づくり、学習支援を実施する。

８月
特定非営利活動法人
新現役の会ちくごセンター

タブレットを活用しての高齢者の仲間作
りと、孤立化防止および認知症予防事業

高齢者が、元気で心豊かな生活を送れるよう、認知症予防と孤立化防止を図るため、タブレット端末を活用した脳トレ教室の
開催と仲間作りを行う。
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地域の防災体制を作り、住民を災害から守るため、水害を想定して居住地域から避難場所までの移動訓練やＡＥＤを使った
救命訓練を実施する。

自主防災意識を高めるために、校区の防災士を講師として迎え、毎月防災勉強会を実施する。また、消化訓練や誘導避難等
の活動を取り入れた防災運動会を開催する。

８月

８月

９月

９月

高齢者の孤立防止や認知症予防を図るため、三潴駅の駅前広場などで花苗植えなどを通した交流会を開催する。また会員
が花植えを通じて知り合った高齢者などの自宅へ見守りのための訪問を行う。

安全で住みやすい地域づくり（青木校区
自主防災推進活動）

｢花と緑」で高齢者孤立化防止事業

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、青色パトロールカーにて校区内の巡回を行い、地域
住民による監視体制をアピールし、地域の犯罪抑止、治安の向上を図る。

青色回転灯パトカーを活用した地域の安
全安心活動

千代島区自治会自主防災訓練安全安心 千代島区自治会

安全安心 草野校区 防犯協会

８月 Ｆｕｒｕｒｕ
子どもたちへフルート演奏や読み聞か
せ･ゲームなどのふれあい事業

核家族化の進展や地域のつながりの希薄化により、子育て家庭が支援を得ることが困難な状況であることから、音楽を通し
て子どもの育ちや子育てを支援していくことを目的とし、校区の子育て委員会や学童保育所などで、子どもたちにフルート演
奏や読み聞かせ、数遊びゲームなどを行う。

８月 夢こうら　つくし 高良川花と清流の街おこし
ごみが捨てられ荒れていた高良川沿いに花を植え、美しい風景を作り、地域の賑わい創造と活性化を図るため、高良川沿い
の除草・清掃を行い、花等を植え、９月に「彼岸花まつり」を開催する。

８月 ほとめきイベント実行委員会
ほとめき商店街でイベントによる賑わい
づくり事業

まちなかに空き店舗が増え、人通りが少ないという課題を解決するため、市民が集まりコミュニケーションを図れる場づくりを
行うため、１０月３１日ハロウィンにあわせ、仮装による賑わいイベントを開催し、子どもが商店街をまわりお菓子をもらうスタン
プラリーや、マジックショー、大道芸、仮装コンテストなどを行う。

８月 みどりの里･水縄プロジェクト みどりの里・地域の活性化事業
「みどりの里・耳納風景街道」散策ルートの魅力を向上させることにより、散策者の増加を図るため、市が設置したサイン（案
内板、誘導板）に合わせ、散策ルート沿いに水仙、彼岸花の植え付けを行う。

８月 水分校区まちづくり振興会 水分校区名所旧跡の散策活性事業
校区のウォーキングマップをリニューアルし、校区にある地域資源などを知り、地域の賑わいづくりを図るため、ウォーキング
マップと名所旧跡看板を作成し、賑わい創出のための意見交換会などを行う。

８月 青峰竹灯ろう祭り保存会 竹灯ろう祭りを通じた多世代交流事業
地域の高齢化により存続が危惧されている地域行事を、若い親世代が中心となって継承し、多世代の交流を生み出し、地域
の活性化を図るため、竹灯ろう祭りの準備から開催に至るまで関わり、お茶会でのおもてなし等にて多世代の交流を行う。

８月 水縄校区自主防災会 地域で防災訓練を行い安全安心事業
土砂災害の危険や高齢化による災害時要援護者の増加に備えるため、防災マップを活用し、自治会単位での避難訓練と校
区全体での防災訓練を実施する。

８月 サロン人の和 異年令の交流をめざすサロン事業
サロンを通して、介護をしている方や子育て中の方の悩みの軽減を図るため、月２回程度、サロンを開所する。また、サロン
の拡大版としてコミュニティセンターでコンサートなどを開催する。

８月 大依おたのしみ会 大依おたのしみ会
高齢化が進む当該地域において、高齢者の健康増進、多世代交流を図るため、竹灯ろうづくりと点灯、そば打ち、作法の講
座、レクリエーションなどを行う。

８月 西国分校区まちづくり委員会 校区福祉啓発推進事業
校区の地域福祉に関する取り組みの啓発を行うため、校区の地域福祉活動をビデオに記録し、啓発活動を行う。各自治会で
ビデオを活用した座談会を開催する。また、こども民生委員活動への教材としてビデオを活用する。

思いやり

思いやり

思いやり

思いやり

安全安心

賑わい

賑わい

賑わい

賑わい

思いやり
(たねまき

枠)

思いやり
(たねまき

枠)
みづま花の会

安全安心
(たねまき

枠)
青木校区自主防災会



９月

１０月

１０月

１１月

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、校区内の子ども安全見守り箇所や犯罪の発生する
危険性が高い場所を中心に、青色パトロールカーにて巡回を行い、地域の犯罪抑止、治安の向上を図る。

ダウン症児を持つ家庭の状況を伝え、「いのちの価値」について考える機会を提供するため、ダウン症児・者本人や家族の体
験談をもとに冊子を作成し、病院や公共施設等で活用するとともに、映画上映会やシンポジウムなどを行う。

1万人笑顔健康長寿・認知予防教室
団塊の世代が後期高齢者となると言われる２０２０年を見据えて、認知症と生活習慣病を予防するために、食の改善と運動
の重要性について啓発を行う。

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「ブリヂストン通りさくらまつり音楽祭」を開催する。

９月

「ぼくたちはうまれてきたよ」～1人1人が
大切な命～

つばきの花｢キラリ｣開花事業
地域の名産である久留米つばきにより、地域の魅力を向上させ、賑わいの創出を図るため、「久留米つばき園」と「久留米市
世界のつばき館」を結ぶ「つばきの小径」に休憩所を設置し、地域住民とともに適切な維持管理を行う。

市庁舎及びＪＲ久留米駅に地域資源である植木の魅力をＰＲするための箱庭を展示し、百年公園にて開催される「久留米植
木まつり」において寄せ植え体験教室を開催する。

久留米植木を活用した賑わいづくり事業

高齢者・障がい者・病気の方に対するソ
シオエステティック事業

高齢者や障害者の方など困難を抱える方のQOL（生活の質）の向上を図り、本来のその人らしさを取り戻すために、医療や
福祉に関する知識に基づいた心と身体のケアを行うソシオエステティックを提供する。

自治会内の世帯数の増加に伴い、近所付き合いが乏しくなり、独居世帯も増加したことから、多世代の相互交流を図るため、
さぎっちょを行う。

五郎丸地域多世代交流事業

難聴や吃音など、きこえやことばに困難さを持つことについて、当事者家族や一般市民への理解と認知向上を図るため、学
習会や座談会を実施する。

日常的に地域を案内できるガイドを育成し、さらなる賑わいの創出を図るため、実践につなげるための観光ボランティア養成
講座の開催や酔芙蓉の植栽、酒蔵びらきにて観光資源の展示・ＰＲを行う。

ガイド育成による観光資源を活かした賑
わいづくり事業

｢冬場のほとめき通り賑わいづくり事業｣
店舗の短期間撤退を防止し、中心商店街への来街者を増やすため、イベントの少ない冬場の商店街を会場として、人前結婚
式をメインに、ライブやワンデーショップなどを行う「ＷＩＮＴＥＲフェスタ」を開催する。

乳がんに対する正しい知識を広め、早期検診などを推進するために、子どもから高齢者まで取り組むことができる運動教室
などを通して、ピンクリボンの配布、相談会などの乳がんの啓発活動を行う。

乳がんに対する意識付け活動推進事業

青色回転灯パトカーを活用した地域の安
全安心活動

草野総合ガイドマップの作成
地域の賑わいづくりを図るため、校区内にある観光資源を網羅し、年間を通して活用できる｢観光案内地図」を作成し、配布す
る。また、草野まちなみ写真コンテストを開催する。

賑わい BS通り街づくり推進協議会
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枠)
くおん健康認知予防教室

１２月

１２月

賑わい 久留米植木まつり実行委員会

賑わい 久留米つばき振興会

１２月

１２月

思いやり
(たねまき

枠)
五郎丸区

思いやり 特定非営利活動法人　ソシオの杜

１１月

１２月

思いやり ピンクリボンちくご・ぴんくる

賑わい
キラリ久留米DE ＷＩＮＴＥＲフェスタ実
行委員会

１１月

思いやり ダウン症児・者親の会｢翼の会｣

安全安心 篠山校区まちづくり振興会

思いやり
(たねまき

枠)
久留米ことばを育てる親の会

きこえとことばに困難さをもつ子供達へ
の理解を深める学習会

９月

賑わい 草野校区イベント実行委員会

賑わい 城島観光検討会

安全安心
(たねまき

枠)
犬塚校区自主防災会 防災研修訓練事業１月

校区内の防災意識の向上と地震等の災害による被害防止・軽減と校区住民の防災意識の向上を図るため、防災研修訓練を
定期的に行うとともに、災害時要援護者名簿を活用した図上訓練を実施する。


