平成２６年度宗像市人づくりでまちづくり事業補助金採択一覧
No.

団体名

事業名

事業の概要

決定額(円（ 事業期間

関連部署

岬地区コミュニティセンターにおいて、小・中学生を対象にした

地域が寺子屋！コ
自主学習会を毎週火曜日開催。PTA関係者、地域の有志及
1 みさき寺子屋の会 ミュニティ寺子屋運
び大学生が講師となり、児童と生徒の学力向上と自主学習の
動 事業

子ども育成
500,000 3年/3年 課

習慣を定着させる。

玄海寺子屋にじい 玄海寺子屋事業
2
＇にじいろ教室（
ろの会

玄海地区コミュニティ・センターにおいて、地域のボランティ
ア、および教育大学生が講師となり、児童を対象にした学習
の基礎基本を身につけ、わかる喜びを味わうことができる寺
子屋＇にじいろ教室（を実施します。

NPO法人 幸せな
3 家庭環境をつくる
会 宮若支部

子育てQ－BU つ
みきであそぼ

自然素材のつみきの力を用いて、親子の触れ合いで得ること
のできる幸せな時間から、楽しい家庭・幸せな家庭をつくるた
めの環境＇場（を考え、親子関係、家庭環境の重要性を改め
て気づいてもらう場を提供する。

子ども育成
92,000 3年/3年 課

4 あおぞらくらぶ

子どもが、同世代から大人まで幅広い世代と関わることによっ
て交流を持ち、互いに支え合い、豊かな人間関係を作る。ま
あおぞらくらぶ
た、子どもが自然体験活動をすることで、豊かな人間性を育
む。

子ども育成
195,000 初年/3年 課

子ども育成
500,000 初年/3年 課

東海大五高・宗像 第2回ザ・マッチ・オ 東海大学付属第五高等学校と宗像高等学校の運動部＇平成
ブ東海大五高VS宗 ２５年度においては野球部のみ（の定期対抗戦と市民参加型
5 高定期戦
像高
実行委員会
のスポーツ体験事業を実施する。

88,000 2年/3年

特別な技術や体力を必要としないニュースポーツを通じて、幅
玄海ニュースポー ニュースポーツを通 広い年齢層＇特に高齢者（の市民同士の交流を促すと共に、
6
じた地域交流会
ツを楽しむ会
健康増進を図る。草の根の活動につながるよう地域のリー
ダーを育て、実践の場を提供する。

54,000 3年/3年 ポーツ推進

7 ＭＶＣ

むなかた人の和プ
ロジェクト

大学生が主体となり食育・宗像地域を愛する心・自然・歴史文
化を大切にする心などを育む活動を行います。

文化・スポー
ツ推進課

文化・ス
課

429,000 初年/3年

コミュニティ・
協働推進課

宗像市内の消費者を対象とした講座を年間8回開催する。内
宗像市消費者交流 明るく楽しく学ぶ消 講演会4回石油備蓄基地などの現地見学研修を2回、世界遺
8
費者講座
会
産となった和食の良さを認識するための料理教室1回および
行政課題である都市計画について1回開催する。

138,000 2年/3年 商工観光課

地元人による地元人のための地元産物直売。地域内の空き
鐘崎マルシェ企画 青空市場「鐘崎マル 地や空き家を利用し、青空市場や小規模店舗を定期的に開
9
シェ」で元気づくり 設し、地元産の農産物を生産者から直接購入できる仕組みを
運営委員会
つくる。

379,000 初年/3年

10 笑顔

11

宗像音楽倶楽部
ふれあい

高齢者支援
課

コミュニティなどの公的施設で、介護福祉士・ケアマネー
ジャー・社会福祉士・精神福祉士・栄養士・保育士などの専門
職スタッフが、地域の人達の近い所で相談を受ける。地域の
方達に、いつも気軽に来て頂く。

高齢者支援
253,000 2年/3年 課/福祉課

高齢者身障者等の 閉じこもりがちな身障者や高齢者が音楽活動に参加できるよ
音楽活動支援《共 うにする。音楽を通して健康づくりに貢献する。月2回の音楽
に音楽を楽しもう》 活動と年１回の音楽発表会をする。

高齢者支援
154,000 3年/3年 課/福祉課

介護と福祉の相談
や支援

宗像市内の福祉・介護事業所の現場従事者を対象にしたネッ
12 Ｅｇブランダー

宗像市福祉事業所 トワーク作りを行う。圏域の従事者が顔の見える関係を作り、
従事者ネットワーク 福祉専門職としてのスキルアップのための研修や合同でのイ

206,000 2年/3年 福祉課

ベントを開催する。
教育・研究機関としての本学の特徴を生かし、宗像＇旧宗像
国立大学法人 福 講座「むなかた！ム
郡（の歴史・文化等の普及を図り、地域文化の継続的な底上
13
ナカタ！宗像！Ⅴ」
岡教育大学
げを目指して実施する特別公開講座。
1,里山の自然観察と清掃 2,発刊した２冊のルートマップの活
用による山歩きの普及 3,環境に関する講座や研修会の開催
4,「宗像の山とその周辺の山」の歴史・史跡の調査研究 5,登
山による健康づくり
絶滅の危機にある宗像固有種のカノコユリの復活を図るた
宗像カノコユリ研 市の花カノコユリの め、カノコユリの普及によるまちづくりに共感する人で研究会
15
普及推進事業
究会
を組織し、カノコユリの増殖や普及方法等の研究を行いなが
ら人材育成を図る。
里山歩きの会 SUN 里山を護る活動を
14
市民に広げる
愛MUNAKATA

334,000 3年/3年

郷土文化交
流課
コミュニティ・
協働推進課

90,000 3年/3年 環境課

500,000 初年/3年 環境課

1,玄海地区江口に生息するクワコ観察をし自然界の生物とヒ

16 福岡やま繭の会

クワコを通して次世
トとの関わりを伝える 2,宗像市主催の「夏の課外授業inむな
代に自然の大切さ
かた」に参加して、市内外からの子供達を迎えて「蚕とクワコ
を伝える

160,000 3年/3年 環境課

展」を開催する

遊んで学べる「親子防犯教室」・市民参加型「防犯教室」地域

がんばれ 宗
17
像！！

親子で遊んで学べ
清掃活動、兼防犯パトロール。安心・安全なまちづくりと市民
る防犯教室＆清掃
啓発活動、及び発達障害・知的障害・不登校の子と保護者へ
活動

の支援活動

環境課/生
237,000 2年/3年 活安全課

No.
18

団体名

事業名

事業の概要

決定額(円（ 事業期間

次世代の地域を担う若者が活躍できる機会の創出をミッショ
NPO法人 改革プロ 若者主体の新しい
ンとし、本年度は以下の事業を展開する。 １（自然環境保全
地域づくり事業
ジェクト
活動 ２（ランニングによる安全なまちづくり事業

関連部署

環境課/生
500,000 3年/3年 活安全課

5人位で、町内を徒歩でパトロールしながら、行き交う人に「こ
んにちは」などと挨拶をし、声をかける。適宜メガフォンで「あ
いさつ運動」の趣旨を広報する。よって防犯に効果をあげ、
「元気で明るい」街づくりをする。

143,000 初年/3年

生活安全課

がん検診受診者率は５０％を大きく下回っているのが現状で
シャイニングハー がん検診の普及啓 ある。がん検診受診率向上の普及啓発を行うための街頭ＰＲ
21
発、受診率向上
トむなかた
活動、がんに関する講演会、視察を行い市民のがん検診へ
の関心を深め、がん検診受診率が高まるよう活動を行う。

98,000 初年/3年

健康づくり課

19 あいさつ運動

あいさつ運動

２００８年から５年間金海市親善大使として交流に携わった経

宗像市・金海市市
験を踏まえ昨年度より３ヵ年計画で交流を図る。両市の多くの
民交流＇草の根（事
市民に姉妹都市交流を身近に感じてもらえる活動を目的とし
業

500,000 2年/3年 秘書政策課

宗像の魅力を活かし独身者の出逢い応援事業を展開する。
特定非営利活動法 宗像の魅力を活か 市内の独身男女を対象に、出逢いづくりの一環として、婚活セ
した交流事業「むな ミナー、地産の食材を使った料理体験、レクリエーションなどを
23 人 ゆめみらい
恋」
NIPPON
行い、参加者同士の親睦を深めていただくとともに、宗像の魅
力を発信する。

426,000 3年/3年 秘書政策課

金海・むなかた親
22
善の会

て未来を担う子どもの交流事業に取り組む。

発達障害や不登校、引きこもりなど様々な理由で学習面に遅
れのある児童生徒や、サポートの必要な児童生徒を対象に、
メンタル面と学習面のサポートを行い、児童生徒の成長に貢
献する。

メイクハッピー＆
24
ピース

学習サポート事業

25 プリズム

ハンディキャップ・発
市民にも開かれた発達障がい児とその親との交流・サポート
達障がいの≪今≫
の場づくりと発達障がい児のサポートスタッフの養成
を学ぶ

26

地域 freepaper
smell

500,000 2年/3年

子ども家庭課

500,000 初年/3年

子ども家庭課

118,000 初年/3年

コミュニティ・
協働推進課

赤間地区での開催を中心に年２回、宗像市、また宗像市近郊

まちめぐりマーケッ
の店が出店するミニーマーケットを開催する。また、開催地区
トinむなかた

の特色を含んだミニマーケットにする。

計 7,094,000

