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宗像市市民サービス協働化提案制度採択事業一覧 

【平成１９年度採択事業】 

 事業の名称 左記事業の概要 提案団体 

① 

市民アンケートの集計と

調査分析と報告書作成事

業 

市民アンケートの集計、調査分析

及び報告書作成を行う。 

東海大学福岡短期大学地域総合

連携研究室 

② 

韓国との行政文書及び韓

国金海市の広報紙翻訳業

務 

金海市から送付された行政文書、

金海市の広報紙のなかで本市との

交流につながる記事を翻訳する。 

福岡教育大学 船津研究室 

③ 

むなかた１０万人／住み

たくなる PR 冊子（情報

誌）制作事業 

宗像市への「定住化促進」の PRを

目的とする小冊子（情報誌）を制

作する。 

特定非営利活動法人 九州コミ

ュニティ研究所 

④ 

家庭介護教室「安全に、

安楽に出来る介護の仕組

みを学ぼう」、「原理を

知ろう」 

家庭においてより安全・安楽に、

また自立につながる介護を行うこ

とができる講座を行う。 

特定非営利活動法人 あすか 

⑤ 人権講演会 

障害者、高齢者等を含めた実行委

員会を立ち上げ、委員会が企画運

営し、人権講演会を開催する。 

むなかた市民大学 ゆめおり 

 

【平成２０年度採択事業】 

 事業の名称 左記事業の概要 提案団体 

① 介護者の悩み相談 

在宅介護に関する悩み相談を受け

る。来所での相談が困難な場合には

訪問相談を行う。相談の内容に応

じ、関係機関等につなぐ。 

在宅介護者の会 ひまわり 

② 
宗像市民への認知症啓

発事業 

認知症に関する認知症サポーター

養成講座、キャラバンメイト養成講

座を実施する。また、初期段階で認

知症に気づくための講座を開催す

る。 

みぢかネットワーク 
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③ 
ファシリテーション入

門講座 

市民活動団体のスキルアップを図

るため、会議等を効果的に運営する

ファシリテーターを養成するため

の講座を行う。 

むなかた市民フォーラム 

④ 

「宗像市成人式＆大同

窓会」～成人としての自

覚、社会人としての責任 

地域のＯＢ・ＯＧであり、先輩であ

る同会が地域の先輩としてエー

ル・メッセージを送り、社会に送り

出す成人式を企画運営する。 

宗像青年会議所有志の会 

⑤ 
花・緑のあるまちづくり

事業の実施 

①花いっぱい運動で使用する花苗

の植付け・配布、②花いっぱい運動

を行っている登録団体の管理、③花

いっぱいコンクールの実施を行う。 

株式会社正助ふるさと村 

⑥ 
赤間コミュニティふれ

あい公園除草事業 

地域の公園を地域で守っていくた

め、赤間コミュニティふれあい公園

の除草作業を行う。 

赤間地区コミュニティ運営協議

会 

⑦ 
市民連携ポイ捨て防止

環境美化事業 

個人の清掃活動やボランティア美

化活動を指導・声かけ等を行い、市

域ボランティア活動の活性化と拡

大を図る。 

クリーンアップむなかた 

⑧ 

宗像市営住宅（平原団

地、南郷団地、荒開団地）

営繕業務協働事業 

宗像市営住宅（平原・南郷・荒開団

地）の管理修繕、管理工事、空室改

修を行う。 

住まいと暮らしの地域情報セン

ター 

 

【平成２１年度採択事業】 

 事業の名称 左記事業の概要 提案団体 

① 権利擁護普及啓発事業 
成年後見制度等に関する啓発を演

劇により行う。 

コミュニティケア研究会いわし

雲 

② 
市民活動団体のための

税務等支援講座 

市民活動団体等を対象とした税

務・労務知識の講座を行う。 

九州北部税理士会香椎支部有志

の会 

③ 
市民活動交流館情報誌

の作成 

市民活動交流館情報誌の編集、原稿

作成、印刷を行う。 
むなかた市民フォーラム 

④ 
歴史観光ボランティア

ガイド養成講座 

宗像の歴史観光資源の案内と説明

ができる市民ボランティアガイド

養成講座を行う。 

宗像歴史観光ボランティアの会 



 ３ 

⑤ 
こねっとのもったいな

いコーナー 

子育て関連グッズの「もとめます」

情報の市広報への掲載、掲示板管理

運用、イベントを行う。 

宗像子育てネットワークこねっ

と 

⑥ 
宗像市営住宅営繕業務

協働事業 

宗像市営住宅の営繕業務（管理修

繕、管理工事、空室改修）を代行す

る。 

住まいと暮らしの地域情報セン

ター市民公益活動団体「住マイむ

なかた」 

⑦ 
コミュニティから広が

る生ごみ減量大作戦 

生ごみ堆肥化講座、フォロー講座の

開講、相談対応等を行う。 

ゴミ問題を考える住民の連合

会・宗像 

 

【平成２２年度採択事業】 

 事業の名称 左記事業の概要 提案団体 

① 地島イノシシ対策事業 

地島の島民有志で結成した団体が

イノシシの捕獲を行い、島民の生

命・財産を守るとともに、来島者の

安全確保を図る。 

地島イノシシ対策グループ 

② 

里山再生事業～里山荒

廃に気付き、実践しよう

～ 

竹害による里山の荒廃について関

心を高める講座、竹林整備の手法を

学ぶ講座等を実施して、竹の伐採等

ができる人材育成を行い、市民によ

る里山保全活動を推進する。 

特定非営利活動法人宗像里山の会 

③ 
大島における読書推進

事業 

①大島でブックスタート事業、②大

島の市民図書館コーナー図書入替

え時の運搬作業、③市民図書館コー

ナーの島民への周知・読書の推進を

実施する。 

にじの会 

④ 

市民による国際交流事

業「ワールドフェスティ

バル 世界の味横丁」 

「食」を通した市民レベルでの国際

交流イベントを行い、草の根の交流

を促進する。また、カザンラック市

とのパートナー都市交流推進の一

翼を担う。 

宗像地域国際交流連絡協議会 
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⑤ 

市民活動交流館を拠点

とした市民活動サポー

ト事業 

市民活動交流館を中心に、市民活動

交流室の業務の一部を中間支援組

織が担い、より専門性が高く、ネッ

トワークを活用した市民活動の支

援等を行う。 

むなかた市民フォーラム 

⑥ 

（１）狂犬病予防集団注

射会場での犬鑑札及び

注射済票の装着義務啓

発及び装着補助 

（２）狂犬病予防集団注

射会場での犬鑑札及び

注射済票交付事務 

狂犬病予防注射会場で犬鑑札及び

注射済票の交付事務、これらの装着

義務の啓発と装着の補助を行い、装

着率及び市民の動物愛護意識の向

上を図ることにより、迷い犬の殺処

分数の減少につなげる。 

アニマルレスキューむなかた 

⑦ 
市花「カノコユリ」再生

事業 

市の花であるカノコユリをコミュ

ニティ・センター、学校等の公共施

設等に配布し、育成指導等を行い、

美しく咲かせることで市民の環境

保全意識の高揚を図る。 

むなかた水と緑の会 

⑧ 
ひとしぼりで５３

ご み
グラ

ム減量！ 

市内１３地区コミュニティにおい

て、「生ゴミの水切り方法と効果」

及び「ゴミ減量によるＣＯ２削減効

果」についての講座を実施し、ゴミ

減量を進める。 

葉山ヘルスケア・省エネ共和国 

⑨ 
赤ちゃんのいる家庭の

ための食事づくり教室 

離乳期の子を持つ保護者に対し、日

常の食事づくりのための調理実習

を実施し、食生活に関する基本的知

識の向上、仲間づくりの場を提供

し、子育てにおける不安解消を図

る。 

むなかた食育クラブ 

⑩ 子育てハンドブック 

利用者のニーズ等を踏まえ、「子育

てハンドブック」の企画・編集・デ

ザインを行い、より利活用しやすい

ものとする。 

特定非営利活動法人九州コミュニ

ティ研究所 
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【平成２３年度採択事業】 

 事業の名称 左記事業の概要 提案団体 

① 宗像市成人式事業 
宗像市成人式の企画立案、運営を

行う。 
社団法人 宗像青年会議所  

② 
田島汚水中継ポンプ場

植栽管理事業 

当該ポンプ場に係る草刈、寄植刈

込等の植栽管理業務を、当該施設

の地域のコミュニティ運営協議会

が担い、自分たちの手で地域の美

観を保持する。 

田島地区コミュニティ運営協議会 

③ 
安全で快適な野球場づ

くり事業 

明天寺球場、市営球場（何れも通

称）の内野部分の整備について、

野球の審判員によって構成した団

体において定期的に行い、安全で

快適な野球場づくりを行う。 

安全で快適な野球場をつくる会 

④ 成年後見人育成事業 

提案団体の専門的な知識や経験を

活かし、成年後見研究会の開催及

び成年後見に関わる研修会等を開

催し、後見制度の普及啓発及び人

材育成等を図る。 

特定非営利活動法人 

高齢者･障害者安心サポートネッ

ト 

⑤ 

新米ママパパ子育て支

援推進事業「赤ちゃんく

らぶ」 

第一子の０歳から１歳前後を子育

て中の保護者を対象に、育児不安

の軽減や育児力の向上などを目指

した、子どもと一緒に参加できる

学びの場を提供する。 

宗像子育てネットワークこねっと 

 

【平成２４年度採択事業】 

 事業の名称 左記事業の概要 提案団体 

① 

宗像市レクリエーショ

ン・インストラクター養

成講座 

公益財団法人日本レクリエーショ

ン協会公認「レクリエーション・

インストラクター」資格取得に必

要な履修科目をプログラムとし、

各コミュニティや自治会をはじめ

とした地域イベントのスタッフと

して活躍できる人材を養成する。 

宗像市レクリエーション協会 
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② 
岬公園トイレ清掃外除

草業務 

岬公園に係るトイレ清掃、草刈、

除草等の維持管理業務を、当該施

設の地域コミュニティ運営協議会

が担うことで、コミュニティ活動

の推進等を図る。 

岬地区コミュニティ運営協議会 

③ 

花いっぱい運動花苗配

布及び花いっぱいコン

クールの実施 

（再提案） 

提案団体の専門的なノウハウを活

かし、花いっぱい運動に係る一連

の業務及びコンクールを実施し、

潤いのある住環境の形成及び参加

者の健康増進等を行う。 

株式会社 

正助ふるさと村 

④ 

ポイ捨てごみの集積お

よび環境美化ボランテ

ィア活動への指導等業

務 

（再提案） 

登録団体等が収集した不法投棄ご

みの回収、搬入や地域の活動者と

連携しながらの環境美化活動の活

性化及び活動者の掘り起こしを行

うことで、人づくりや地域づくり

につなげる。 

クリーンアップむなかた 

⑤ 

宗像市営住宅営繕監理

業務委託 

（再提案） 

提案団体の高い専門性を活かし、

市営住宅の営繕監理業務（修繕監

理、工事監理、空室改修監理）を

代行することで、市民サービスの

効率化を図る。 

住まいと暮らしの地域情報センタ

ー市民公益活動団体 

住マイむなかた 

⑥ 初任層職務支援研修 

採用 1年目、3年目の職員を対象と

する市民活動及びコミュニティ運

営協議会の現場体験研修における

コーディネートを行い、現場感覚

を持つ職員を育成する。 

むなかた市民フォーラム 

 

【平成２５年度採択事業】 

 事業の名称 左記事業の概要 提案団体 

① 地島読書支援事業 

地島内に、２ヶ所あるじのしま来

ぶらりに図書の運搬を行い、住民

に利用促進を行うことで、住民の

読書推進を図る。 

じのしまキャラバン 
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② 
子どもの居場所づくり

事業 

提案団体のノウハウを生かし、プ

レーパークの運営や青少年の居場

所づくり事業、出張プレーパーク

の実施、子どもの遊び場や遊びに

関する実態調査を行うことで、子

どもの居場所づくりを支援する。 

With Wind 

③ 

もっともっとダンボー

ルコンポスト家族にな

ろう！ 

（再提案） 

生ごみ堆肥化講座やダンボールコ

ンポストの資材あっせんを実施す

ることで、市民にダンボールコン

ポストを普及し、生ごみ減量に取

り組む。 

ゴミ問題を考える住民の連合会・

宗像 

④ 宗像市動物相談室 

畜犬に関する業務を、市の窓口に

常駐勤務して実施することで、団

体の専門性を生かし、紛争解決や

畜犬登録状態の改善などを図る。 

アニマルレスキューむなかた 

⑤ 
むなかた電子博物館運

営業務 

むなかた電子博物館のサイト運

営、紀要の編集、北斗の水くみ写

真展や観望会などのイベントを実

施し、宗像の歴史や文化、自然な

どの情報を発信する。 

むなかた電子博物館運営業務 

⑥ 

男女共同参画推進事業

の実施及びセンター管

理運営業務 

男女共同参画推進センターを拠点

として、啓発講座など、様々な事

業を実施することで、男女共同参

画社会への推進を図る。 

男女共同参画推進事業の実施及び

センター管理運営業務 

 

【平成２６年度採択事業】 

 事業の名称 左記事業の概要 提案団体 

① 
宗像市成人式事業 

    （再提案） 

宗像市成人式の企画立案、運営を

行う。 
公益社団法人宗像青年会議所 

② 

市民活動・NPOボランテ

ィアセンターにおける

市民活動支援並びに協

働促進事業 

中間支援組織として宗像市におけ

る市民活動の活性化、支援を行い、

市民活動団体と行政、企業等との

協働を推進する。 

むなかた市民フォーラム 
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【平成２７年度採択事業】 

 事業の名称 左記事業の概要 提案団体 

① 

ポイ捨てごみの集積及

び環境美化ボランティ

ア活動への指導等業務 

    （再提案） 

集積された不法投棄ごみの回収、

回収用ネットの配達。 

環境美化活動団体の支援、不法投

棄監視パトロールなど。 

クリーンアップむなかた 

 

【平成２８年度採択事業】 

 事業の名称 左記事業の概要 提案団体 

① 

宗像市営住宅営繕監理   

業務委託 

    （再提案） 

市営住宅の営繕監理業務（修繕監

理、工事監理、空室改修監理）を

代行することで、市民サービスの

効率化を図る。 

一般社団法人住マイむなかた 

② 

花いっぱい運動花苗配

布及び花いっぱいコン

クールの実施 

    （再提案） 

花いっぱい運動に係る一連の業務

及びコンクールを実施し、潤いの

ある住環境の形成及び参加者の健

康増進等を行う。 

株式会社正助ふるさと村 

③ 

子どもの居場所づくり

事業 

    （再提案） 

プレーパークの運営や青少年の居

場所づくり事業、出張プレーパー

クの実施、子どもの遊び場や遊び

に関する実態調査を行うことで、

子どもの居場所づくりを支援する

もの。 

With Wind 

 


