
令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■協働パートナー部門

採択月 特別枠 団体名 事業名 内容

【事業目的】

ギャンブル依存症に苦しみ、悩んでいる家族が連帯して、ギャンブル依存症に関する問題の解決を図ると共に、
関係機関と連携して依存症者の社会復帰を図る。また、ギャンブル依存症に関する情報を広く社会に発信すると
共に依存症の予防を図ることを目的とする。

【主な活動内容】

・ギャンブル依存症者の家族対象の学習及び情報交換ミーティング
・ギャンブル依存症者を持つ家族対象の相談会
・関係機関（医療・行政・教育）との意見交換会
・依存症専門家を招いての講演会
・久留米大学にて学生対象の依存症予防教育セミナー
・のぞえ総合診療病院と連携した患者さんとのコーディネート

【事業目的】

地域の大切な資源である宝の山「高良山」を賑わいづくりの拠点とするため、あじさい園の手入れ、遊歩道の手
入れをしながらあじさいまつりやもみじまつりなどを実施する。特にオルレで訪れる人を増やす。また、日ごろ
のアジサイの手入れやイベントの開催等を通じ、子どもたちも含めた地域住民の絆を強いものにする。

【主な活動内容】

・あじさい祭り　6月
・紅葉狩り　11月

【事業目的】

久留米市では、認知症約1万2千人超と予備軍1万人超あまりをかかえている。この現状を悪化させないために音
楽を取り入れた認知症予防の場を広げて行くことを目指す。この事業を行うことにより、市内の高齢者の認知症
予防と健康増進、ひいては医療費削減に繋げることを目的とする。

【主な活動内容】

・健康歌声フレンズ（音楽を活用し、体を動かして脳の活性化を行う）
・出前・健康音楽講座（楽器演奏・歌唱、スマホなどの活用講座）
・フォローアップ講座（パソコンや音響・映像機器等の活用講座）
・出前・健康音楽教室＆歌声フレンズ
・健康音楽教室（田主丸地域、介護事業所）

【事業目的】

認知症ご本人・家族・心配な方々への進行防止・早期発見・予防で気軽に集う居場所づくりを実施し、認知症の
方が限りなく少なく、医療費・介護費が限りなく少ないまちづくり久留米に寄与する。

【主な活動内容】

・ほっとカフェ（毎日10～15時　認知症進行防止・予防プログラム実施）
・家族相談会、当事者の集い、セミナー研修　毎月１回企画
・市民サポーターの研修（認知症を学び、接し方を学ぶ）

なし ギャンブル依存症予防・啓発事業

なし
認知症予防のための音楽による健康づ
くり活動

なし
認知症の進行防止・早期発見・予防で
気軽に集う認知症予防カフェ

なし 地域でつくる高良山賑わい事業

4月

4月

4月

4月

全国ギャンブル依存症家族の会福岡

高良山の森と環境を守る会

♪メモリー・ケア♪

一般社団法人久留米健康くらぶ



令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■協働パートナー部門

採択月 特別枠 団体名 事業名 内容

【事業目的】

記録的集中豪雨の激増、生物多様性の崩壊等、久留米市を取り巻く自然環境は様々な課題が山積している。本事
業は、身近な環境や身の回りの防災に関する体験型学習会の実施を通して、子ども達の地域への興味・関心を高
め、地域防災、自然環境保全、持続可能な社会システムの構築、SDGsに資する視点や考え方の醸成を行うととも
に、子どもと地域コミュニティ組織などとの交流・子ども目線での発信を通じて、地域に広くSDGsに関する意識
啓発を行うことを目的として実施する。

【主な活動内容】

R4は多様な主体に参画してもらいながら、２園で実施予定。将来的に園単独で事業を実施できるような仕組みづ
くりについても支援を行う。
プログラム案
・身近な地域を知る学習　　　　　　・水を通じて山・川・海などの繋がりを考える学習
・生物多様に関する学習　　　　　　・山を通じて水・川・海などの繋がりを考える学習
・身近な地域の様子を絵に描く
・筑後大堰見学、成果発表・園の交流

【事業目的】

筑後川河川敷を会場としたエツ祭を開催することで、関心を持つ報道機関等を通じて広域的に「エツ」を周知で
き、城島地域に多くの人々が訪れ、城島地域の活性化につなげる。また、エツの減少には筑後川においてエツの
住みやすい環境の減少も要因の一つであるため、筑後川河川敷のヨシ刈りを行い、水質浄化と環境美化を実施す
る。

【主な活動内容】

・エツ料理教室
・エツ祭　６月下旬
・ヨシ刈り

【事業目的】

令和元年地域の中でゆるやかなつながりを作っていく交流の場「ラボ会（おしゃべり会）」がスタート。月に一
度自分たちの住むエリアの縁のある場所に集い、おしゃべり会を開催している。そこでは、何気ない会話の中か
ら、個人の困りごとや地域の課題が吐露されており、地域でのゆるやかな繋がりが少しずつ形成されている。こ
の場所(ラボ会)でなら話をしてもいいかも、あの人になら相談できるという人が増加。更に参加者はそれぞれが抱
える問題だけでなく、地域の中で見過ごされている課題にも少しずつ着目し、「地域暮らし研究」として自分た
ちの地域に興味、関心を持つ方が増えている。　今年度はより豊かな久留米暮らしを実現するために、次の「地
域暮らし研究」に取り組む。

【主な活動内容】

・ラボ会（21校区で実施）
・地域暮らし研究
　【地域を知る】 校区まち探検（２校区予定）
　【地域の人を知る】 障害を持つ家族をテーマとした上映会、シンポジウム、意見交換交流会

【事業目的】

発達障害について、学校の先生や保護者間、地域全体で正しく理解してもらうことにより、子どもの自己肯定感
の低下を防ぎ不登校を少しでもなくすことを目的とする。理解者と話せる機会をつくり、保護者が孤独な子育て
にならないようにサポートしていく。

【主な活動内容】

・子どもの行動分析学講座
・保護者のおしゃべり会
・久留米大学人間健康学部学生による学習支援
・久留米大学教授による学習支援講座（YouTube配信）

5月 なし
地域暮らし研究～地域を知る、地域の
人を知る～

6月 なし
発達障害の啓発活動、発達障害児の学
習支援、保護者支援

特定非営利活動法人久留米10万人女子
会

NPO法人ハッピーママくらぶ

5月 なし 未就学児を対象にしたSDGs教育

5月 なし エツによる賑わいづくり活動

NPO法人筑後川流域連携倶楽部

エツ祭実行委員会
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【事業目的】

・ギャンブル、アルコール、薬物などの依存症になる人を減少させること
・依存症で苦しんでいる本人、及びその家族の回復を手助けすること
・飲酒運転撲滅

【主な活動内容】

・飲酒運転撲滅、薬物使用防止活動
・依存症市民フォーラム
　依存症についての講演会、依存症者と家族の体験発表
・久留米大学での依存症講演会（学生向け）
・依存症相談会

【事業目的】

自閉スペクトラム症児・者が生きやすい久留米を目指し、「支援の広がり」と「実践力の向上」を目指した研修
会を実施する。店舗やクリニックへ訪問し、自閉スペクトラム症児・者が理解しやすいツールの提供を行う。障
害者や発達面での支援が必要な子どもに関する包括的な支援を、幼保小の区別なく一貫して行う体制の検討・整
備を図る。

【主な活動内容】

・ついんくる★★講座２０２２　全９回
　協働する関係部局からも参加いただき、取組みに対する行政の考え方を伝えてもらい、
　参加者に理解を深めてもらう。
・美容室利用時の手順カード（試作版）の周知と、歯科利用時の手順カードの作成を行う。
　協力を得られた店舗にはステッカーを貼ってもらう予定。

【事業目的】

子育て中の親と子供、子育て支援に興味を持つ機関、子育て支援団体、行政などの交流・学び・協働を目的とし
た「くるめ子どもフェスティバル」を開催する。久留米市で子育て支援をしている仲間が集まり、行政も民間も
かかわりなく学びあい励ましあい、そして久留米市民にそれぞれの活動をアピールする機会を作る。

【主な活動内容】

・プレゼン作り
　各団体がフェスティバル当日に会場に掲示するパネル等の作成、プレゼンの共有によって、
　各団体の強みを確認するワークショップ
・くるめこどもフェスタ
　演劇上演「かあちゃん取扱説明書」、各団体ステージプレゼン
・こどもレポート作成
　今後の協働推進を進めるツールとして当日の参加団体のパネルやステージでの
　プレゼンの内容を冊子にまとめる。

【事業目的】

高良山は自然・歴史的環境に恵まれ、観光・学習・健康増進など、市内外から多くの方々が訪れる。高良山の来
訪・誘客の拡大に貢献するとともに、その来訪者の満足度を一層高め、さらには久留米のにぎわいを高め、情報
を発信していくことを主たる目的とする。

【主な活動内容】

・学校の高良山魅力体験事業（良山中、御井小）
・観光案内看板整備　コース保全活動(随時)
・観光ガイドマニュアル（手引き）の作成
・講演会
・観光案内マップ作成

7月 なし くるめ子どもフェスティバル

7月 なし 高良山観光ボランティアガイド事業

7月 なし 依存症の予防啓発事業

7月 なし 発達障害理解促進事業

特定非営利活動法人依存症から市民を
守る会

gocochi-Next

特定非営利活動法人　にじいろCAP

高良山観光ボランティアガイドの会
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採択月 特別枠 団体名 事業名 内容

【事業目的】

「子ども達の未来のために。ふるさと久留米のために。」をキーワードとし、子ども達の健全な「こころ」と
「からだ」を育むため、～医療の町久留米・商人の町久留米～にふさわしい「子ども医学部」と「くらし体験
（お仕事体験）」の２本柱を中心として、子ども達がふるさと久留米に対して愛着と誇りを持ち、将来にわたる
久留米の担い手として期待できるような真に豊かな社会の創造を目指すことを目的として開催する。

【主な活動内容】

Dr.ブンブンの開催
・子ども医学部
　医療従事者から医療現場について学び、職業としての興味や関心を育む。
・くらし体験（お仕事体験）
　久留米特有（地場産業）を含め、幅広い職業を体験することで職業感を醸成する。
・スポーツブンブン
　子どもたちが夢見るプロ競技の体験会を行う。

【事業目的】

多胎児の妊娠・出産・育児に伴う、身体的、精神的な負担や経済的な問題、社会からの孤立を解決するため、久
留米版ネウボラ（妊娠期から切れ目のない支援）を行政の保健師と多胎育児経験者が共に行うことで、虐待の防
止、産後うつの予防・早期発見を目指す。また、ピアサポーター（多胎育児の経験者で研修を受けた者）を増や
し、循環型多胎支援システムの起動、地域に多胎育児理解者を増やすことで安心した育児に取り組める環境づく
りを目指すもの。

【主な活動内容】

・定例会（月1回程度）
・多胎育児学習会
・多胎ファミリー交流会　2回
・ちびっこツインズフェスティバル
・クリスマス交流会
・多胎育児フォーラム
・オンラインお喋り会（必要に応じて）

【事業目的】

地域内に存する竹薮跡地の荒廃地化防止と広場づくりによる地域活性化を目的とする。合楽の指出神社横にある
大きなクスノキの下に地域の憩いのオアシスを作り、植物の香りが高気圧の風のように広がっていく、草木花の
不思議な力が背中を後押ししてくれる、そのような香りの広場を地域で守り育てていく。

【主な活動内容】

・フェスタの開催
　ギンバイカやポポーを主軸にワークショップや音楽演奏、マルシェ等を企画
・ドライフラワーづくりワークショップ
・苗づくりワークショップ

【事業目的】

久留米市西部エリアは、筑後川の恵みに育まれた食材や酒、工芸や水辺環境、および古墳群などの資源に恵まれ
ている。既に開催されている、これらを活かしたイベント等については、多くの誘客につながっているものの、
日常的な交流人口の増加に向けた観光客等の受け入れ態勢づくりは十分とは言えない。そこで観光客等の回遊の
仕組みづくりを行うことによって、地域経済の活性化を促進するもの。

【主な活動内容】

・筑後川遺産として提案するためのワーキング及び現地調査
・筑後川遺産への提案
・観光案内サイン補修

7月 なし
循環型子育て支援システムによる多胎
家庭支援パートⅣ

8月 なし 合楽“香気圧広場”づくり

7月 なし
第10回　Dr.ブンブン　～オトナにチャ
レンジ！～

8月 なし 久留米西部地域の観光振興

Dr.ブンブン実行委員会

ツインズクラブ

(大橋町指出自治会2班)合楽“香気圧広
場”づくりの会

久留米西部ツーリズム協議会
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採択月 特別枠 団体名 事業名 内容

【事業目的】

多様化するまちづくりに関わるボランティア活動が活性化するように、その活動団体への支援及びネットワーク
づくりを支援する。そして、ボランティア活動へ誰でも・できるときに・できるだけ・気軽に参加できる心豊か
な支えあいの地域社会の創生をめざす。

【主な活動内容】

・ボランティア研修講座の開催
　①コロナと災害に備える社会貢献活動
　②こどもの貧困Ⅵ
　③三潴の古代史
・情報誌の発行

【事業目的】

『久留米市まちなか美術館』を文化のコンテンツとしてイベントを開催し、市内外の方にまちなかを回遊しても
らうことで、久留米のまちの良さを再発見していただき、賑わいを取り戻していくことを目的とする。

【主な活動内容】

・通町周辺のカフェやレストランでの絵画展示（10月・11月）
・久留米まちなか美術館（11月19日・20日）
・久留米の魅力を高めるシンポジウム（2月）

【事業目的】

西鉄高架沿線において、道路清掃活動や花を植えて華やかに彩ることにより、歩きたくなるような魅力的な道路
とする。また、イルミネーションを点灯し来街者を増加させることで、まちのにぎわいを創出する。
このような取り組みをすることで、国土交通省及び久留米市が推奨する「まちなかウォーカブルの推進」に寄与
し、居心地がよく歩きたくなるまちを創出する。来街者が増えることで、集客・経済効果の向上と同時に事業を
実施する中において、近隣住民、沿線商店、事業者間での情報交換の場が生まれ、地域内の交流をさらに高め
る。

【主な活動内容】

・道路清掃（毎月第1土曜日）
・道路周辺への花植え（6月・11月）、手入れ（随時）
・イルミネーションチラシ配布（10月22日、23日）
・イルミネーション点灯（R4.11.6～R5.1.31）

【事業目的】

課題を抱える市民だけが地域課題の「当事者」ではなく、市民の誰しもが介護や育児における孤立、生活困窮、
身寄りの問題、認知症など、予期せぬライフコースの変化によって「課題の当事者」となる恐れがある。　そこ
で、自らが暮らす地域を自らの力（市民力）でより良くし、その体制づくりを行うことを目的として、２団体で
協働し事業を行う。多様化する地域課題の解決や地域の活性化に向けて、特性を活かしながらそれぞれの活動領
域を越えて連携する。また、両団体と他の市民団体、企業、行政（関係機関）などとの連携や協働事業を促進す
ることで、市民の多様なニーズや価値観に即した選択肢を増加させる。

【主な活動内容】

・合同拠点化と新規合同拠点の増加
・LINEによる情報発信
・さまざまな個人や組織との合同開催による研修の実施
・実例や効果をまとめた冊子の作成

8月 なし
やさしさと思いやりで、安全・安心で
元気な地域づくり

9月 なし
アートのたねまきVol.11　めぐって繋が
るまちづくり『久留米まちなか美術
館』

9月 なし 西鉄沿線にぎわい活性化事業

10月 なし
本業+α×そなえるくるめを通じた地域
で見守り育て、自主防災・自主防疫す
る体制構築事業

三潴町総合ボランティアセンター

けやきとアートの散歩路

西鉄高架沿線活性会

「本業+α」×「そなえるくるめ」



令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■協働パートナー部門

採択月 特別枠 団体名 事業名 内容

【事業目的】

本市の玄関口であるJR久留米駅に近接し、歴史的観光資源が豊富な「BS通り」沿道地域を、より多くの方々に
知って頂くとともに、地域の活性化・賑わいづくりを目的とする。

【主な活動内容】

久留米城址において、昔から親しまれている桜や珍しい御衣黄桜を背景に、市内の中学生、高校生、大学生など
が演奏する音楽を鑑賞してもらう「BS通りさくら祭り音楽祭」を開催する。

【事業目的】

　就労系事業所と利用者の自立に繋げるため、当事者や保護者と地域や一般企業との接点をつくるための周知活
動を行うとともに、キラリ☆マルシェの開催により就労施設の活動を紹介し障害・難病のある人に将来の進路を
考えるきっかけとしてもらう。

【主な活動内容】

・障害当事者や保護者に就労系事業所を知ってもらい将来の進路の参考としてもらう。
・地域や一般企業との接点をとりもつ場として「キラリ☆マルシェ」を開催し、
　障害者就労に関する理解の促進を図る。

【事業目的】

久留米市においては近年毎年のように水害の被害を受けており、災害が発生したときに迅速かつ的確に支援活動
を実施していく必要がある。
そのため、久留米市内における床下浸水被害に対応できる専門的技術を有する人材を養成していく。また水害被
害に対する対応の仕方などについて、住民の皆さんに対して正しい知識、スキルを持ってもらうための啓発活動
を実施する。

【主な活動内容】

・災害支援人材育成講座
　住宅模型を用いた床下浸水家屋における技術的支援方法に関する講座
・住民向け床下浸水対応講座（草野校区、田主丸校区）
　①被災者の生活再建のための法律講座
　②住宅模型を用いた床下浸水時の対応について実技を踏まえた講習
　③被害を受けた住宅の修繕の考え方に関する講座

【事業目的】

２年以上続くコロナ禍で、気付かないうちに「我慢」や絶え間ない「努力」を強いられる状況に置かれ、辛くて
も弱音を吐きづらく、ストレスや疲れを溜め込み、病気になる一歩手前の人が増えている。そこで、自らの力で
ストレスを緩和しこころの健康度を上げる体験型ワークショップを実施し、こころの健康不調を未然に防ぐこと
を目的とする。

【主な活動内容】

・ワークショップを２回開催
①マインドフルネスと音楽を活用したリラックスの方法について
②アートを取り入れたこころの健康を促す方法について

11月 なし 第9回BS通りさくら祭り音楽祭

12月 なし 第７回キラリ☆マルシェ

12月 なし
水害時の復旧・復興活動における人材
育成及び住民に対する啓発事業

12月 なし
あなたのこころをサポート！「自分を
癒す」を体験する

一般社団法人アカルカ福祉協会

くるめ災害支援ネット（ハッシュ＃）

特定非営利活動法人おせっかい工房
咲風里

BS通り街づくり推進協議会



令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■かなえるニーズ部門

採択月 特別枠 団体名 事業名 内容

【事業目的】

共働き家庭や母子・父子家庭の小学生の子どもたちの毎日の放課後や学校休業日の居場所づくりの役割を団体が
担い、親の働く権利と家族の生活を守ることを目的とする。
高齢者の孤立化や買い物に出かけることが出来なくなるなどの社会課題に対し、高齢者を”取り残さない”為に
ケータイ・スマートホン・パソコンを使ってのコミュニケーションのやり方やインターネットを使った買い物方
法を　優しく個々人に分かり易く学ぶ場を作る。また、認知症予防にも取り組む。高齢者をデジタルデバイド
（デジタル難民）から守り、高齢者も参加できるデジタル社会の実現を目指す。

【主な活動内容】

・子どもの居場所づくりプログラミング教室　2ヶ月に１回
・シニア向けスマートフォン教室　2ヶ月に1回

【事業目的】

「認知症になっても安心して暮らせる地域」を目指すために、認知症の方やそのご家族、地域住民、介護職員な
ど誰もが関わり、サポートしていける場を提供し、認知症についての理解を深めることで、認知症になっても安
心して話せる場所、一人暮らしの方もくつろげる場所をつくる。

【主な活動内容】

・認知症予防カフェ　毎月2回　10～12時
　専門サポーターとして看護師、栄養士を招き、悩み相談も実施する。
・認知症予防セミナー

【事業目的】

弓削校区の高齢化率は３２％と大きな課題を抱えている。高齢者の多くは、外出や交流の機会が少なく認知症予
備軍だと思われる。そこで、活動や相互の交流ができる「居場所」として、住民一人ひとりが安心して、自分ら
しく、イキイキと生活できるように、体操や脳トレ、趣味の教室をおこない、楽しく学びながら、楽しい時間を
過ごす場をつくる。

【主な活動内容】

・認知症予防カフェ　火曜～金曜
・イベントの開催　毎週土曜日
　体操、脳トレ、趣味の教室、各種セミナーなど

【事業目的】

グリーフを抱えた方は、話す人がいなかったり、周りに理解してもらえないことにより、うつ病や認知症を発症
したり、死を選択してしまう方も多い。
そのため、グリーフを抱えた方への傾聴や講座を通して、早期に日常生活を取り戻す支援をすることで、発症や
自殺を防ぐ。
※グリーフ：大切な人と死別・離別された方に起きる悲嘆とそれに伴う心や身体の反応

【主な活動内容】

・グリーフケア・ペットロスケア　月１回
　当事者同士の悩みを共有できる場づくり。講師によるセルフケア・ストレスケアの講話

なし 認知症予防カフェ（Y・Y・Y)

なし
久留米グリーフケアCafé～やすらぎの
部屋～

なし 筑後を守るドローン隊

なし 認知症予防カフェ　なごみ

4月

4月

4月

4月

筑後を守るドローン隊

認知症予防カフェ　なごみ

友遊クラブ弓削

久留米グリーフケアCafé～やすらぎの
部屋～



令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■かなえるニーズ部門

採択月 特別枠 団体名 事業名 内容

【事業目的】

校区に住む住民が将来も住み続けたいと思えるまちづくり、校区を離れた人たちが、将来戻ってきたいと思える
まちづくり、校区とは無縁な第三者が校区を知りたい、訪れたい、そして住んでみたいと思えるまちづくりを目
的に、イベントや様々な活動・情報を発信していく。

【主な活動内容】

・にんにく収穫体験
・環境美化活動とＢＢＱ
・下田舎マルシェ（出店、体験教室、ステージショー）
・あおぎり荘まつり参加（城島町のグループホーム）
・味噌づくり体験教室
・空き家調査と空き家バンク登録への呼びかけ

【事業目的】

視覚障害児・者のＱＯＬ向上。当事者やその家族、支援者が共に学び合う場をつくる。また、視覚障害者が情報
を得にくい立場であることを課題認識し、防災に視点を置いた活動で、多様な機関との連携体制づくりを推進す
る。また、それを広く市民に周知することで安全で住みやすい環境作りを目指す。

【主な活動内容】

・災害支援学習会（備えあいフェスタ　年2回）
・視覚支援制度・機器学習会
・視覚障害者理解啓発活動（電車のホーム転落防止、点字ブロックなど）

【事業目的】

様々な理由により外出ができないことによって、意欲が下がり引きこもりの原因になってしまう。高齢者や障が
いのある方が気軽に外出し、ボランティアの介添えをすることで、街中での買い物のサポートをしていく。高齢
者や障がいのある方の孤立や引きこもりをなくし、やさしい街になることを目指す。

【主な活動内容】

・買い物等のサポート　毎週月～水・金（木・土要相談）

補助活用外
・交流の場
・イベント（食事会など）

【事業目的】

福祉や介護、子育て、地域づくりなど市民主体の支え合い活動や課題解決の取り組みの推進が求められている
が、いずれの分野でも事業・活動を担う人財不足が深まっている。
こうした状況改善の一助として、いきがいづくりや支え合い活動などに興味のある市民に呼びかけ、地域活動へ
の参加を促進・応援する事業を実施することで、一人親家庭、単身者等の孤立防止や高齢者等の認知症防止など
につながると考える。

【主な活動内容】

・校区コミセンオンライン活用学習会　（３校区：御井、田主丸、江上の予定）
　校区コミセンを配信スタジオにし、コミセン職員・校区住民向けにオンライン学習会を実施。

・居場所づくり学習会　４回実施
・地域の活動の力をつける学習会　２回実施
※事業の前に、みんくる職員によるオンライン初心者向け相談会・学習会を実施

なし タウンモビリティ

なし
市民の地域活動への新たな参加・応援
事業

なし
地域の活性化を目指しマルシェや環境
美化によるまちおこし活動

なし
誰もが暮らしやすい社会を目指して～
見えない・見えにくい大人や子どもと
の学習会や交流会～

4月

4月

5月

5月

下田校区まちおこし隊

心眼ハート♡あいず

特定非営利活動法人高齢者快適生活つ
くり研究会

地域活動応援塾・くるめ



令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■かなえるニーズ部門

採択月 特別枠 団体名 事業名 内容

【事業目的】

アルコール依存症からの脱却を目指している人たちに、自分たちの体験談を語り、同じ悩みを共有し本音を話せ
る居場所づくりをする。また、巻き込まれた家族たちの苦しみも軽減できるようにアドバイスをしていく。

【主な活動内容】

・断酒継続に向けての勉強会　月２回

以下、補助金活用外
・飲酒運転撲滅キャンペーンのチラシ配り
・のぞえ病院にて院内ミーティング（入院患者、病院スタッフ、断酒会会員とその家族）
・聖ルチア病院にて家族の会

【事業目的】

ひきこもり当事者が社会的繋がりを持つことで社会的・経済的自立ができるよう、当事者、またその家族が交流
できる居場所づくりを行う。交流を重ねていくことで、当事者と関係機関との信頼関係を構築し、自立に向けた
支援を行う。

【主な活動内容】

・居場所の開設　週１回程度
・ひきこもりに関する研修会　年１回

以下、補助金活用外
・家族の会　月１回

【事業目的】

当事者親子が悩みを軽減し、自分達らしく前に進める一助になる事を目的として、同じ悩みを抱える親同士が不
登校ひきこもりについて「知る」「語る」「繋がる」機会を作る。

【主な活動内容】

・茶話会形式の相談・意見交換会　隔月１回実施
・勉強会　年１回
　不登校の現状や教育に関する制度、多様な学びに関する情報を知る・学ぶ・繋がる勉強会

【事業目的】

高齢化社会が加速する中で、特に男性の社会福祉活動に遅れが出ていると思われる。そのため、男性の介護者に
焦点をおき、「仲間作り、健康づくり、生きがい作り」の輪を広げる活動を実施する。

【主な活動内容】

・男の介護教室　（６、９、２月）
　セミナー、介護体験、料理教室を実施

【事業目的】

地域の高齢者が元気で過ごすため、気軽に集える場（たのしか農園）をつくり、高齢者支援活動を行う。年間を
通して野菜を栽培し、日常的に土に触れ、草取りなどをしながらかいわができる場づくりに努め、収穫した野菜
の料理を楽しむ。高齢者の身体機能の維持のため健康づくり講座や子どもたちとの交流事業を行う。

【主な活動内容】

・たのしか農園の手入れ
・健康講座、認知症・介護予防講座
・ミニ収穫祭（収穫野菜を使った料理づくり）
・高齢者と子どもの交流（収穫祭、餅つき）

なし
知る・語る・繋がる不登校ひきこもり
を考える親と子の茶話会

なし 男の介護教室（久留米教室）

なし 久留米断酒友の会

なし ひきこもりの人の居場所づくり事業

5月

5月

5月

6月

久留米断酒友の会

虹の会

ダンデライオン　不登校ひきこもりを
考える親の会

プロジェクトX

なし 揚田たのしか会高齢者支援事業6月 揚田たのしか会



令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■かなえるニーズ部門

採択月 特別枠 団体名 事業名 内容

【事業目的】

国民病と呼ばれるようになった糖尿病の重症化を予防し、健康寿命を延ばす。栄養士がいないクリニックや介護
施設等へ通院・通所している患者さんや家族を対象に、糖尿病への理解を深め、食の不安軽減のために講話や調
理実習を実施する。

【主な活動内容】

・１０月　講話、調理実習
　講話内容「糖尿病と食事療法」　講師：糖尿病療養指導士
・１２月　講演会
　講演内容「血糖値と糖尿病」　　 講師：糖尿病専門医

　※両日、フードモデルによるモデル献立の展示、希望者への個別相談を実施

【事業目的】

性情報があふれる中で、子どもたちが自分や他者を傷つけない行動を選択する力を身につけられるように、子ど
もたちと一緒に考え、共に生きる大人であるために、大人が人権に根差したからだと性に関する知識を学ぶ。ま
た、性暴力被害が多発する中で、加害者の攻撃を自ら回避するための理論と具体的なスキルを身につけるための
機会を提供する。

【主な活動内容】

・ワークショップ「子どもに伝える体と性の話～自分も相手も大切に～」
　暴力防止の観点から制の捉え方や人権教育としての性に関する理論、
　性的な基礎知識・情報の伝え方を授業の実践を通して解説。
・ワークショップ「女性のための護身術」
　性暴力を予防するためのスキルとその前提であるおかしいことに気づく感性、
　自分の感覚や選択を信じる力をワークを通して身につける。
　併せて、被害に遭いそうになった時に使える具体的な護身術のスキルを実践的に学ぶ。

【事業目的】

柴刈校区は高齢化率も高く、また山辺の地域に比べて賑わいもなく、取り残された地域になってきている。しか
し、川の駅や仏閣・伝統行事など、賑わいづくりのきっかけとなる地域資源が数多く存在している。そのため地
域資源の磨き上げや魅力の発信を通して、地域の活性化につなげる。

【主な活動内容】

・神社仏閣や伝統行事を撮影し、PR動画を作成
・景観のための整備（桜、紫陽花並木の草刈り、施肥）
・地元の特産品モリンガ等を用いたワークショップ
・桜祭りの開催

【事業目的】

日々仕事や家事に忙しい保護者は、子育てについて考える時間や子どもと向き合う時間を思うように取れておら
ず、また、仕事と子育ての両立などの悩みや不安などを気軽に相談する繋がりを持っていない。子どもとの向き
合い方を学び、取り組みを通して保護者の孤立を防ぎ、ゆるやかに長く続くつながりを構築する。

【主な活動内容】

・おうちSTEAM 探求プログラム（10月～12月）
・おうちSTEAM 探求プログラム（1月～3月）
・プログラムの内容は、ワークシート活用の子どもの遊び実践、参加者交流、専門家等を交えた意見交換会の開
催など

なし
子どもに伝える体と性のはなし～自分
も相手も大切に～

なし 柴刈校区地域資源活用・魅力発信事業

なし 糖尿病と食と生活6月

8月

8月

NPO法人栄養ケア・ちっご

NO!SHくるめ

ぎゅったの会

なし おうちSTEAMプロジェクト9月 STEAM KIDS JAPAN



令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■かなえるニーズ部門

採択月 特別枠 団体名 事業名 内容

【事業目的】

就職活動に悩む学生や若者、就職しても仕事への目標を見つけられない若者を対象に自分の価値観を知り、自信
をつけ、これからの活動のモチベーションを上げたり、仕事の目標を見つける手助けすることを目標とする。

【主な活動内容】

・カラバリューカードを使った自己分析交流イベント（9月、12月）の開催

【事業目的】

自治会の休会に伴い、人との付き合いが希薄になってしまった。そんな中であの手この手を考えながら何とか
『繋がり』だけは保持していくための事業を展開し、みんな一緒に楽しく笑顔で過ごせる日々を取り戻す事を目
的としています。

【主な活動内容】

・スマホ教室の開催
・動画、心のアルバム投影会の開催

【事業目的】

田主丸地域は、山苞の道を中心とした山辺や筑後川の川辺エリアに多くの観光資源を有しているが、山辺エリア
の方が賑わいがあり、川辺エリアの活性化が課題となっている。
川辺エリアの川の駅を中心に、地域コミュニティ組織や住民と一体となって活性化を図ることで、田主丸地域の
活性化につなげていく。

【主な活動内容】

・田主丸地域のブランディングのための情報発信
・子どもや親子向けふれあいイベント
・薬草の「魅せる栽培ブース」DIYワークショップ
・参加型ワークショップ（薬草の育ち方、食べ方や川の生物など）

【事業目的】

これまで、「おはなしの語り」「絵本の読み聞かせ」「紙芝居」などを通しておはなしの楽しさを伝え、地域住
民の豊かな心を育む活動に取り組んできた。活動を続ける中で、最近は地域のことをきちんと知っている人が少
ないと感じており、もっと地域のことを知ってもらいたいと思うようになった。そこで、地域文化の伝承と郷土
愛をはぐくむ取り組みが必要と感じ、地域の住人（大人子供）に対して、紙芝居・DVDを活用して物語と地域の
関わりを分かりやすく伝える活動を行い、地域への興味、関心を深め、愛する気持ちを育てることを目的とした
事業を実施する。

【主な活動内容】

・明星中学校区　人権のつどいでの読み聞かせ ※中学校と連携
・地域の小学校　読み聞かせの会
・久留米手話の会
・中央図書館での読み聞かせ
・聞こえる人も聞こえない人もみんな一緒に地域の昔話おはなし会

なし
スマホで絆・オンラインで繋がり・楽
しくおしゃべり会！！

学生 田主丸地域の賑わいづくり事業

学生
若者が自己の価値観を発見し活動や仕
事に活かすためのための応援セミナー

9月

9月

9月

久留米学生イノベーションネットワー
ク「LiNK」

東合川団地菜の花会

ASURA

なし
紙芝居・DVDを活用した地域との交流
事業

10月 おはなしポケット



令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■かなえるニーズ部門

採択月 特別枠 団体名 事業名 内容

【事業目的】

コロナの影響で孤立しているお年寄りや、昨今の自粛の影響で家に引きこもってしまった人がいる。それによっ
て、体力、運動能力も落ち、生きる希望を失ってしまっている。私たちの身近にもそういった人がいることから
この現状を打破するために、身近にある道具を楽器に見立てて昔懐かしい音楽などの演奏を一緒になって行うこ
とで身近にいる同じ境遇の同世代の方とふれあい、新たな友人や仲間づくりを行う。一歩外に出ることで運動機
能も回復し脳トレやフレイル予防に繋がる。「楽しかった」と継続して交流の場に来てもらい、何か一つのこと
を一緒に学ぶことで、これからの人生を身近にいる友人と楽しんでいただくサポートを音楽を通して行う。

【主な活動内容】

・身近な道具を活用した高齢者向けの居場所づくり
　各校区３回を目安に訪問し、スコップ三味線教室を実施する。
・年度末には本事業実施校区同士の交流、また校区内の別サークルとの交流会を実施する。

【事業目的】

地域にまつわる童話や民話を、紙芝居やブラックシアターに制作し、子供たちに夢を与える活動を続けてきた。
その中で、近年は地域住民のつながりが希薄化してきたと感じている。
そこで、読み聞かせイベントを通じて子供から高齢者までの多世代交流を図り、つながりを深めるとともに、居
場所づくりを行い、明るい地域づくりにつなげていくことを目的とする。

【主な活動内容】

・通年-読み聞かせ講演会、唄う
・紙芝居、ブラックシアターの修繕・収録
・ふるさとの歌 歌詞冊子の編纂
・動画の編集・作成
・動画上映会、読み聞かせ、唄う

【事業目的】

・住民型認知症カフェの開設者と開設予定者及びサポーターの情報交換
・各地域での住民型認知症カフェの開設推進と円滑な運営の支援
・認知症になっても地域で安全安心に暮らせるまちづくりへの寄与

【主な活動内容】

・認知症カフェ開設予定の校区でのセミナーの開催（５カ所予定）
・久留米市認知症カフェ開設運営講座の開催（１２月～）
・認知症カフェ開設を推進するための啓発の実施

【事業目的】

母乳育児や離乳食が円滑にいかないことに悩む方が多く、産後うつの原因の一つにもなっている。子ども側に問
題がある場合もあり、早期発見し、子どもの口腔発達に応じた対策が必要であるが、気づかない両親も多いた
め、妊娠中から離乳食完了期までの口腔発達と食形態、食具の選択についての知識を習得する講座を開催するこ
とで両親の負担軽減を図る。
また、妊娠中の両親と両親をサポートする立場にいる多職種が交流を図り、現在行っている自身の活動の可能性
を発見し、発展させることで、両親の支援の充実を図る。

【主な活動内容】

・調理実習
　「家族の食事と取り分け離乳食」
・演習付き講演会
　「離乳食を進めるタイミングとそれまでの準備」

なし 多世代交流事業、読み聞かせ交流会

なし
住民型認知症予防カフェの情報交換と
開設推進

なし
高齢者の居場所づくり～音楽を通じた
健康づくり～

10月

11月

11月

一般社団法人ロビーナ企画

ボランティアグループ「野火」

住民型認知症予防カフェ連絡協議会

なし
多職種で支える周産期にある家族の食
と身体

12月 パパママスイッチ　プラス



令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■かなえるニーズ部門　協働のたねまき・チャレンジ枠

団体名 事業名 内容

【事業目的】

南校区には児童センターや図書館など子どもたちが休日に遊んだりする場所がなく、また、少子化や核家族化、専
業主婦の減などにより、家庭で子どもだけで過ごすことが増えているため、子どもたちが安心して友達や地域の人
と過ごせる場所を設ける。地域の大人も関わることで、地域のつながりを深め、子どもたちが安心して成長できる
まちづくりを目指す。

【主な活動内容】

・子どもの居場所設置
（毎月1回、夏休み3回、冬休み1回、春休み1回）
（昔遊び、学習支援・読み聞かせ、ワークショップなど）

【事業目的】

久留米市内小中学校の児童生徒数は減少している一方、特別支援学級数に在籍する児童生徒数は増加している。特
別支援学級に通う保護者は、子どもたちの現状だけでなく、進路先、就労先について情報が少なく大きな不安を抱
えているケースが多い。また、支援者自身も長期的な視点をもって療育等を進めている場面に乏しい。そこで、実
際に青年の発達障がいの当事者、保護者に関わる専門家が幼少期、学童期に必要なライフスキル、進路先等の情報
提供をすることで、保護者や支援者が自信をもって子どもたちと関わることができ、何より子どもたちが適切な環
境下で生き生きと生活できることを目的とする。

【主な活動内容】

・「発達障がいの子どもたちに必要なこと」セミナー　集客数80人

【事業目的】

現在子ども達の生活には、スマホやタブレットなどのデジタル機器があふれている。それら機器の使用により子ど
も達の脳に変化が起こることが多くの研究から明らかになっており、スマホやゲーム依存の子どもは増加してい
る。
この事業は、保護者や援助者が知識と対処法を学びあうことで、子ども達をデジタル機器による心身の不調や依存
症から守ることを目的にする。

【主な活動内容】

・勉強会（毎月１回）
　スマホ・ゲームなど電子機器（電子スクリーン）が、心身の成長過程にある子どもに
　どのような影響を及ぼすのかを学ぶ。
・講演会（年１回）
　スマホ依存とESSに関する脳科学の知見、海外・国内の状況など最新情報を学ぶ

ミナミナこどもきち 南校区における子どもの居場所づくり

特定非営利活動法人PORT
リハビリ専門医が語る「発達障がいの
子どもたち

まなびあい・久留米
スマホ等デジタル機器にまつわる子ど
も達の問題を学びあう活動



令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■かなえるニーズ部門　協働のたねまき・チャレンジ枠

団体名 事業名 内容

【事業目的】

長引くコロナ禍で、親子参加型のイベントや保育園等での行事、また産院での面会、プレパパママ教室等の中止が
続いている。そのため、親同士が悩みを共有できる場がなくママ友を作ることができず1人で悩んだり、子どもと
のコミュニケーションの取り方が分からない親が増加。この活動は、食育を主な活動とし、その他にも運動会、制
作活動を行う予定。食育についてはママ友作り、悩み共有の場となるだけでなく、親子のコミュニケーションの構
築や子どもの成長発達を促すことが期待できる。また、運動会やパパ会には、パパにも参加してもらうことでパパ
参加型の子育てを推進。全体の活動を通して、普段触れ合うことのできない近い月齢の子ども同士で集まること
で、子どもたちの社会性を身につけることもできる。

【主な活動内容】

・台所育児（調理実習＋プチ講座）　全３回
・スマッシュケーキ
・子ども運動会
・パパおしゃべり会
・手形足型アートとクリスマス会
・鬼のパンツづくり
・バレンタインデーお菓子づくり

【事業目的】

新型コロナの影響により、母子が孤立し、育児不安や産後うつといった社会問題が以前にも増している。また、子
どもたちもメディア依存も懸念される。それら、の社会問題を地域単位で解決・解消していくため、母子を対象と
した居場所づくり・五感を大切にした外遊び・知恵（簡単なお手当等）の継承を行う。

【主な活動内容】

・子育て講演会
・屋外活動月３回程度（～３月）

【事業目的】

65歳以上の5人に１人は認知症という時代に突入し、一人一人が認知症を理解して、安心して生活が送れることが
求められている。さらに、新型コロナウィルス感染拡大による自粛生活が増して、地域での人と人とのふれあう機
会や繋がりも激減し、認知症の本人だけでなく、家族の生活の疲弊感に繋がっていると思われる。そこで、住民主
体型の認知症予防カフェを設置して、認知症に関する学習の機会、情報発信を行い、地域での認知症の良き理解者
を多くして、人々の心身の健康づくりをサポートし、医療費及び介護費削減と、地域の明るく元気で安心なまちつ
くりに資することを目的とする。

【主な活動内容】

・認知症予防カフェ　年度内6回
・従事者（協力者）研修　1回

たのしまある親子くらぶ 子育て支援事業

みんな大丈夫会
認知症の予防や情報発信の拠点の認知
症予防カフェ

くるぴよ
子育て、食育、親子コミュニティ広が
るつながる気分上がる事業



令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■かなえるニーズ部門　協働のたねまき・チャレンジ枠

団体名 事業名 内容

【事業目的】

水生生物が豊富に生息する水辺の環境を好む里山生物の象徴である「ほたる」を守り育てることを通じて、山本校
区の豊かな自然環境を守るとともに、作業を通じて多世代交流にも繋いでいく。そして、自然豊かな環境が地域資
源であることを周知し、山本校区の魅力として地域住民に誇りをもってもらう。そのため、地域住民と協働して、
農村地域の生物多様性に配慮した環境保全活動に取り組んでいく。除草などにより地域の豊かな水辺を守り、河
川・水路にほたるの餌であるカワニナを放流することで、ほたるを増加させ、ほたるの里を作っていく。

【主な活動内容】

環境保全課からアドバイスを受けて、生物多様性に配慮しながら、ほたるが育つ河川・水路の環境整備を進めてい
く。
まずは、柳坂区内水路でオオバコ・カワニナを採取して、該当する河川・水路にオオバコの植え付け、カワニナの
放流及び除草を継続的に行う。

【事業目的】

共働き世帯の増加やデジタル化、親や地域の大人が子どもに関わる時間減、学校以外で子どもを育む場所が限られ
るなど、社会が変化するなかで、自己肯定感、自己有用感がともに低く、不登校児童の割合も増える傾向にある。
どんな境遇の子どもも自分に自信を持ち、やりがいをもって日々学び育つことができる環境が必要。一人ひとりが
持つ可能性や潜在力を引き出す機会づくりとして、探求学習をベースに子どもが自ら考え、行動のきっかけとする
ワークを展開し、自己肯定感を高め、主体的に自分が学びたいことや将来やりたいことを考えられる児童を増や
す。

【主な活動内容】

対象である小学生（主は4-6年生）が、自分の興味や関心を認識し、自らの力で考え行動する力を身につけること
をゴールに、①関心を探る、②調べる・人に出会う、③参加児童同士で発表するというステップに取り組む。

山本校区ほたるの里づくり実行委員会 山本校区ほたるの里づくり

Shine 小学生向け探求体験プログラム



令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■地域まちづくり活動活性化部門

採択月 特別枠 団体名 事業名 内容

【事業目的】

地域住民の健康維持、増進のため、高齢者を対象にした認知症予防等の講演会や健康フェスティバルでの健康講
座、また中高年層の健康維持のためのコアリズム体操をおこなっていく。

【主な活動内容】

・コアリズム体操　毎週火曜日
・健康講演会（成人病・認知症予防等について）
・健康フェスティバル

【事業目的】

地域のつながりの希薄化、杉谷地区の高齢化に伴い、後継ぎ減少という課題がある。そこで久留米藩士であり、
明治時代には杉谷地区の子どもたちのため教育に身を捧げた戸田友次郎先生（戸田祭り）を永代活性化させるた
めに戸田フラワー園を完成させ、久留米市にふさわしい“水と緑の人間都市久留米”の観光名所にしたい。杉谷
地区との連携のもと、同地区にある戸田友次郎先生由来の水田を花園、花畑として再生させ、多世代が交流し、
地域の歴史も継承できるような事業を通して、地域の向上と活性化を図る。

【主な活動内容】

・フラワー園草刈り、整備、管理、パトロール
・あじさい園開園（6/6～6/13）
・しいたけ栽培づくり体験

【事業目的】

青峰校区は、高齢化や少子化が進んでいるが、多世代のつながりや世代間の交流が希薄化しているため、アイ
パッド講習を通じて、世代を超えた多世代交流を図る。

【主な活動内容】

・iPad講習会（毎月２回）　※NPO法人新現役の会と連携

【事業目的】

新町自治会として災害時に「重傷者」ゼロを目指し自治会住民の絆つくりや各自の「予防啓発」を進め、多くの
住民が参加できる行事を計画実施する。結果、新町に住んでよかった！と思う事が出来る自治会作りを目指す。

【主な活動内容】

・つどいの会（さまざまな分野の事業を実施し、つながりづくりを行うもの）
　遺言、遺産相続、健康、防災講座、防災訓練、インターネット利用講座

【事業目的】

地域の中高年が活躍し、高齢者の見守りや環境維持活動、小学生登下校の見守りを通して、地域の活性化と住民
同士のつながりを強化していく。

【主な活動内容】

・高齢者見守り活動　　週2～3回
・小学生登下校見守り活動　　毎日
・環境整備　年２回

4月 なし iPad講習を通じた多世代交流事業

4月 なし

「こども、高齢者、ハンディキャップ
のある方、介護家族」等への安全・安
心を手助けする予防啓発・絆つくり事
業

4月 なし
健康講座や健康体操等による地域住民
の健康づくり活動

4月 なし
地域資源再生による高良内・杉谷多世
代交流促進事業

4月 なし 塚崎生活支援事業

下田校区まちづくり振興会

高良内校区まちづくり振興会

青峰校区まちづくり振興会

善導寺校区新町自治会

塚崎自治会



令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■地域まちづくり活動活性化部門

採択月 特別枠 団体名 事業名 内容

【事業目的】

町が筑後川をはさんで分断されているため、南北地域間の交流と、希薄になりがちな世代間の交流を目的に年間
を通じて世代間交流事業を実施する。

【主な活動内容】

・ふれあいサロン筒井茶話会・・・高齢者の居場所づくり毎週１回
・花壇ボランティア活動　年２回
・元気しちょる会・・・地域交流と世代間交流
・地域の清掃や樹木剪定
・防災講演会と訓練
・ふれあい交流会・・・子どもと高齢者のふれあい
・ふれあい伝統行事・・・凧・竹とんぼ・しめ縄づくり、地域の高齢者にあてた年賀状づくりなど

【事業目的】

校区（自治会）住民の自発的な防災活動への意識向上を図る。
地域の連携と相互協力の精神に基づいて訓練を実施することで、災害による被害の防止・軽減を図る。

【主な活動内容】

・避難訓練・防災講座・図上訓練　　８自治会で実施

【事業目的】

江上校区では、様々な社会変化の影響で生活利便性の低下により、地域の魅力が薄れてきている。地域の人が地
域を知り、地域に親しみ、地域愛の醸成を図るため江上の魅力の再発見を行う。それに続き江上の魅力の情報発
信を行い、人口減少の歯止め・移住者の増・イベント時の交流人口を増やすことにより地域活性化を図り、安心
して暮らせる安全な地域づくりを目指す。

【主な活動内容】

・情報発信事業…広報誌の充実・活用、まち連HP掲示板・フェイスブック活用
・魅力発信事業…「和傘」の活用、魅力発信チラシの発行
・防災活動事業…防災ハンドブックを活用した研修会の実施
・地域支え合い事業…夏休み子供向け講座、染色体験講座、ICT活用の魅力発信、
　コミセン写真館、新春のつどい

【事業目的】

竹野校区はほとんどが土砂災害警戒区域であり、災害時には被害が大きくなる可能性が高い。
そのため、自治会ごとの研修を行う事で地域の防災意識の向上を目指し、災害から身を守る事を目的とする。

【主な活動内容】

・防災研修　計４回
　災害学習会2回、防災まち歩き、防災マップの作成

【事業目的】

空き地を活用し、住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。
また、高齢者の社会参加や子どもの居場所づくりなど多世代での交流にも取り組む。

【主な活動内容】

・広場の整備（草刈り、砂利入れ、柵設置）、花壇整備
・ソーラーライト作成・設置
・UKIUKIフリーマーケット　集客者100名
　地元で採れた農産物販売、手作り雑貨、その他出店
・展望デッキ作成

7月 なし 竹野校区自主防災研修事業

7月 なし UKIUKI広場賑わいづくり

5月 なし 自主防災研修・訓練事業

7月 なし 江上の魅力情報発信事業

三潴校区自主防災会

江上校区まちづくり委員会

竹野校区まちづくり振興会

浮島自治会

5月 なし
子どもからお年寄りまで、多世代間交
流事業

筒井区自治会



令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■地域まちづくり活動活性化部門

採択月 特別枠 団体名 事業名 内容

【事業目的】

地域の火災、風水害、地震等での人的、物的被害の軽減及び抑止力を高め、地域住民の災害による不安を軽減す
ることを目的とする。

【主な活動内容】

・防災フェア in かみつ2022　集客数150名
　校区住民に人命救助（AED）実演、地震・煙・消火体験等による啓発、防災グッズ展示など
・校区運動会での競技・展示
・小学生への防災・防犯危険個所研修会

【事業目的】

犬塚校区自主防災会では校区内の防災意識の向上と大雨や地震等の災害による被害の防止・軽減を図ることを目
的に、本年度も提案事業の「防災研修・訓練」をすすめていきたい。

【主な活動内容】

・犬塚校区　防災研修・訓練　年２回
・各自治会単位での　防災研修・訓練
　実施する研修等は各自治会と打合せしながら決定する。
・校区運動会での防災競技（防災クイズ、バケツリレー等）

【事業目的】

市政運営の基本的視点の１つである「みんなが安全に安心して暮らせるまちづくり」を実践的に学ぶ場を多面的
に提供し、校区民の自治意識（自分の住んでいる地域を大切にする心）の一層の理解と発揚を目的とする。

【主な活動内容】

・公民館 de 防災カフェ（校区内全自治会で実施）
・セーフコミュニティ研修会
・認知症・介護予防講座
・自殺予防講演会
・防災カフェ

【事業目的】

池の谷自治会では防犯上、鬱蒼（うっそう）な場所となりつつある戦争遺跡「円形野外講堂」「遥拝台」を、子
ども地域のため、多くの人に知ってもらうとりくみをしていくことで、戦争遺跡の理解を深め、平和を語る場に
し、少しでも明るいイメージにする。

【主な活動内容】

・池の谷音楽会、戦跡めぐり出前講座（文化財保護課）
　自治会内にある戦争遺跡を知ってもらい明るいイメージに改善することで
　戦争遺跡の理解を深め、防犯にもつなげる。
・平和学習会
　市の出前講座による学習会、音楽会・出前講座の動画鑑賞

【事業目的】

自治区内各団体の活動をサポート及びコーディネートしながら、共助・協働意識を醸成し、特に世帯の1/3を占
める転入世帯も含めたまちづくり活動の活性化と共に、自治会加入促進を図る。

【主な活動内容】

・環境美化サポート、機器操作実習
・安全安心、高齢者見守りサポート（既存団体の活動サポート）
・情報紙発行
・ごみ搬出支援体制の確立（高齢者世帯などのゴミ出しの支援体制づくり）

8月 なし
多世代交流促進事業（C・PLAT－
KUSABA）

草場自治会

8月 なし
青木校区セーフコミュニティ推進事業
（みんなでつくる安全安心な青木校
区）

8月 なし
戦争遺跡を明るいイメージに改善する
事業

7月 なし
防災士PRで住民の自主防災意識を高め
る活動

7月 なし 防災研修・訓練事業

上津校区自主防災会

犬塚校区自主防災会

青木校区まちづくり振興会

池の谷自治会



令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■地域まちづくり活動活性化部門

採択月 特別枠 団体名 事業名 内容

【事業目的】

弓削校区振興会は、あいさつや登下校の見守りといった日常の地域活動を通じて、地域ぐるみで子どもたち（弓
削っ子）の育成に取り組んでいる。地域人の温かい眼差しは、子どもたちに伝わり、次世代を担う子供たちに郷
土愛を育むことができると考える。歴史作家・書評家である浦辺登氏による講演を聞くことで、古き良き伝統を
想起し子どもたちが健やかに成長できる環境づくりと、地域での支え合い活動を通してまちづくりに連動させ、
人のつながりを深めることを目的として、歴史教育・子育て支援講演会を実施する。

【主な活動内容】

・歴史教育・子育て支援講演会
　郷土「福岡（北野・（弓削）」の歴史を学び、昔からアジア地域の交流拠点だった郷土の歴史を現代の状況の
視点で捉え、素晴らしい業績のある先人に学び、郷土に誇りを持つ雰囲気を醸成し、青少年健全育成をはじめと
した地域活動で地域共生社会の実現に向けた講演を目指す。

【事業目的】

　大城校区は住民の2極化と共に、世代のふれあいが希薄になっており、筑後川の河川改修で地域が大河で分断さ
れ南北の住民の交流が全く見られなった。毎年起こる内水氾濫による水害問題もある。これらの課題克服のため
今年度から「大城くさぐさ」をスタート。住民の世代間交流と地域間交流、災害時の取組を目的とする。

【主な活動内容】

大城ふるさと歴史散歩コース策定活動、ふれあい歴史教室「有馬家と大城」
ふれあい防災講座「救命救急講習」、ふれあい歴史教室「大城くさぐさ」
ふれあい文化講座「防災、久留米昔話落語」　、「大城くさぐさ」小冊子作成

【事業目的】

地域住民の高齢化が進むなか、近年、風水害等の災害が多発している。地域の安全は地域ぐるみで守るという意
識が自然と芽生えるように、本自治会を縦断する楢津交差点より城崎橋までのメイン通りに親しみやすい 通り名
（愛称）をつけると共にオープンスペース等の設置を行い、日頃から住民どうしの 「ふれあい」 が生まれる環境
作りを行う事で、交通環境の改善並びに地域住民のつながり・助け合い・支え合う 　こころを育て、高齢者・児
童の見守り、地域の防犯活動、災害時の協力活動につなげる運動とする。

【主な活動内容】

・愛称の募集、決定
・標識の製作、設置
　標識は地域住民の参加・協力のもと、手作りする。

【事業目的】

・地域住民が協働で事業を実施することで校区内の多世代交流や校区の一体感醸成につなげる
・荒木校区の持続可能なイベントとして、JR荒木駅前や鷲塚公園の活性化につなげる
・荒木校区の魅力をSNS等で発信し、新たな観光スポットとして他地域から人を呼び込むことで
　賑わいづくりを行い、校区の活性化を図る

【主な活動内容】

・JR荒木駅駅舎や駅前広場に地域住民と協働してイルミネーションを設置し点灯する
・鷲塚公園の桜の開花時期にさくら祭りを開催する

【事業目的】

水分校区は公園など人が集まるスポットが少ない地域。令和4年3月、浮羽バイパスの枝垂れ桜がはじめて満開と
なった。1550mの区間に203本の枝垂れ桜は、校区の浮羽バイパス緑化事業部が年間を通して剪定や消毒を行い
管理しているもの。桜の名所として水分校区を知ってもらい、地域内外から人が集まり活性化するよう、賑わい
づくりイベントとして桜まつりを開催するもの。

【主な活動内容】

・みずわけ桜まつりの開催
（スタンプラリーやフォトコンテスト、これまでの経緯の展示など）

12月 なし 荒木町元気づくり事業

12月 なし みずわけ桜まつり

荒木校区まちづくり振興会

水分校区まちづくり振興会

8月 なし 地域ふれあい活動「大城くさぐさ」

10月 なし 通り名で地域を元気に

8月 なし 歴史教育・子育て支援講演会弓削校区まちづくり振興会

大城校区まちづくり振興会

楢津の２自治会



令和4年度　市民活動・絆づくり推進事業費補助金採択事業一覧

■地域まちづくり活動活性化部門

採択月 特別枠 団体名 事業名 内容

【事業目的】

金島校区は高齢化率が約４割、また小学校の児童数が１００名を下回り、少子高齢化が大きな地域課題となって
いる。そこで、金島校区の魅力を地域内外に発信することで子育て世代の定住及び他地区からの移住や金島出身
の子供たちが大人になってÚターンを希望するような地域づくりを目指す事を目的とする。

【主な活動内容】

・「希望の桜」設置
・金島駅前広場周辺の桜並木のライトアップ
・金島桜まつり開催

12月 なし 金島桜まつり金島校区まちづくり振興会


