
    令和３年度 巨勢まちづくり協議会 事業報告 
                                         

 
 
【本部】 

事 業 名 実施時期 事業概要（活動内容・目的・効果等） 

① ふるさと納税による寄

附募集 
通年 

今年度から拡充する事業を中心とするまち協事業の

財源確保や支援拡大を図るため実施しています。 

② 「美しいわがまちの風

景」写真募集、展示 

 

募集 6月 9日(水)～ 

12月 28日(火) 

巨勢町の「美しいわがまちの風景」写真を募集し、9

人の方から 20作品の応募がありました。  

また、アルバムや引き出しの奥に眠る昔撮った懐か

しい写真の募集も 10月から併せ行い、2人の方から 5

点の提供をいただきました。  

③ 巨勢公園の草刈り 10月 3日(日) 
巨勢公園多目的広場を日ごろ利用している 13団体

116人の参加により一斉草刈・清掃活動を行いました。 

④ 巨勢川柳まつり 
募集 10月 8日(土)

～11月 30日(火) 

コロナ禍でもできる事業として企画。23人の方から、

わが町巨勢や家族への愛情、コロナなどを反映した 67

作品の応募がありました。 

⑤ 巨勢町趣味と文化の

作品展 

展示 11月 22日(月)

～12月 3日(金) 

文化祭に代わり、サークル活動や教室、趣味の一環

として作成された作品の展示会を開催し、17人の方々

から 46点の出品があり、観覧者で賑わいました。 

⑥ 巨勢町健康ウォーキン

グ 
12月 6日(日) 

昨年に引き続き、好評により第 2回目を開催しまし

た。今年度は、5キロと 3.5キロの長短 2コースに 36人

が参加しました。 

⑦ しめ縄づくり 12月 26日(日) 

例年、餅つきと併せ開催されていましたが、昨年はコ

ロナ禍で中止となり、今年はしめ縄づくりだけでも、とい

う声に応え開催し、44人の参加となりました。 

⑧ 元気アップ事業 
通年 

元気アップカードのスタンプがいっぱいになった小学

生に図書カードと賞状をお渡ししました。また、卒業記

念に 6年生全員に図書カードを配布するとともに、6年

生 2 クラスに卒業記念のアレンジメントフラワーを贈呈

しました。 

※今年度も、コロナ禍により、巨勢まつり、体育大会、通学合宿、餅つきなど、本部所管の校区事業の大

部分が中止となりました。 

 

【運営・企画部会】 

事 業 名 実施時期 事業概要（活動内容・目的・効果等） 

① 各種事業検討 通年 

各種事業（本部活動）実施に際し、本部とともに内容

審議を行い実施するとともに、中止となった校区事業の

代替事業の検討などを行いました。 

② 広報誌発行 年２回 

6部会 2委員会の広報委員による会議を実施し、まち

づくり協議会の活動ＰＲや町民の活動への理解を深め、

参加意欲を高めることを目的とした広報誌を年２回作

成、町内全 2300世帯に配布しました。 

③ 「つながる巨勢」の 

勉強会、情報発信 
通年 

ライター勉強会を 7月 27日～29日の 3日間実施し、

佐賀市のホームページ「つながる巨勢」で、各部会等の

活動情報を通年で発信しました。 



【子ども部会】 

事 業 名 実施時期 事業概要（活動内容・目的・効果等） 

① 佐賀広域消防署見学

(防災広場体験学習)・

乗合バス乗車体験 

9月 26日(日) 

防災広場見学では希望者4人と部会員 1人で参加、

子どもたちは水害や地震の疑似体験をして防災に関

心を持つことができました。乗合バスでは楽しい貴重な

体験をしました。 

② 巨勢町探検・クリーン

作戦 
10月 24日(日) 

子ども 17人を含む 31人が参加し、巨勢公民館の南

東部にある町区の歴史的な神社、仏閣、史跡等をめぐ

りながら、道々でごみ拾いを行う清掃活動も併せて実

施しました。  

 
【福祉・健康部会】                                            

事 業 名 実施時期 事業概要（活動内容・目的・効果等） 

① サポーター研修会 10月 12日(火) 

高齢化社会の重要課題である認知症や徘徊予防に

ついて正しい知識や心構えを学ぶ研修会を、巨勢小学

校三年生の授業の一環として、「寸劇」を動画にて披露

し今後のサポーター活動の勉強会を実施しました。 

② 「交流」と「健康」講座 

11月22日(月)、 

27日(土)、 

29日(月) 

西九州大学短期大学部の留学生(ミャンマー、スリラ

ンカ、台湾、ネパール、ベトナム)を招いて、「国際交流

講座」(1回)、「健康講座」(2回)を開催。それぞれの国の

文化を学んで国際交流を行い、また、レクリエーション

を通じて参加者全員楽しく大いに盛り上がりました。 

③ 健康パークゴルフ大会 12月 4日(土) 

参加者 64名。夢の里兵庫パークゴルフ場にて賑や

かに開催しました。広大な芝生と水辺の環境の下でハ

ツラツとゲームを楽しみ健康増進、親睦交流を図りまし

た。 

④ 救急「安心カード」の 

推進 
通年 

高齢独居者概ね 75才以上の方に配布する救急「安

心カード」の更新、新規配布を行いました。(約 200枚) 

 
【移動支援部会】    

事 業 名 実施時期 事業概要（活動内容・目的・効果等） 

① 移動支援事業の実施 通年 
買物や通院が困難な町民の移動について、支援用

車両「コセべんりカー」を運行して支援するとともに、利

用希望者の募集を行いました。登録者数 101人(3月末

時点) 

② ボランティアドライバ

ーの安全運転研修

会の実施 

8月 27日 
佐賀南警察署交通課による安全運転研修会を実施

しました。 

③ 移動支援事業の広報 10月初旬 
コセコッコー通信「移動支援特集号」の発行で、町民

への事業実施状況や利用方法の周知、寄附のお願い

などの内容を掲載しました。 

 
【安心・安全部会】   

事 業 名 実施時期 事業概要（活動内容・目的・効果等） 

コロナ禍ですべて中止  
 

 



【安心・安全部会～自主防災組織設立準備会】   

事 業 名 実施時期 事業概要（活動内容・目的・効果等） 

町区の自主防災組織設置

促進及び校区の自主防災

組織設立準備 

 

 

通年 

 

町区の自主防災組織設置については、既に 7自治

会において設置され、校区の自主防災組織についても

組織体制や活動内容がまとめられ、設立の目処が立

ちました 

 

防災講演会 

 
6月 27日 

熊本地震時の避難所運営体験について、熊本県西

原村職員だった堀田直孝氏を招いて講演会を開催し、

35人の出席がありました。 

 
【環境資源部会】                                             

事 業 名 実施時期 事業概要（活動内容・目的・効果等） 

① 春～秋の花植付 5月 23日(日) 

参加者 13名。巨勢公園時計台下及び南駐車場の

横の花壇・公園西側の花壇において、全員で昨年の花

や草を取り除き、石灰と培養土で土づくりを行って、６

種類の花 300本を植付けました。毎年、小学生といっし

ょに花植えを計画していましたがコロナの影響で行え

ませんでした。 

② 水やり及び除草作業 6月～8月 
毎週日曜日に環境部会4班に分けて、水やり及び除

草作業を早朝に行いました。 

③ 秋～春の花植付 
 10月 24日(日) ・ 

11月 1～８日 

10月 24日に春植付した花を処分し、11月 1日に巨

勢公園時計台下及び南駐車場の横の花壇・公園西側

の花壇に石灰と培養土で土づくりを行いました。 

11月 8日に４種類の花 200本とチューリップ 150個

を植付けました。 

④  花壇の清掃活動 12月～3月末 

巨勢公園時計台下及び南駐車場の横の花壇・公園

西側の花壇において、月 1回から 2回、水やり及び除

草作業を早期に行いました。 

 
【環境資源部会～歴史・文化継承委員会】   

事 業 名 実施時期 事業概要（活動内容・目的・効果等） 

① 史跡等案内板の設置 
4月～10月 

巨勢町内にある 16か所の史跡や神社・寺院の由来

等を解説する案内板(新設4か所、更新10か所)の設置

を行いました。関連して、各史跡の地権者を調査し、許

可を取得しました。なお、各案内板には「つながる巨

勢」にアクセスできる QR コードを付けています。 

② 巨勢歴史マップの作成 

 

4月～9月 

巨勢町内にある 26か所の史跡や神社・寺院の場所

と由来等を説明する歴史マップ(A2判・A3判)を作成し、

巨勢町内の各世帯と巨勢小学校・城東中学校等に配

布しました。マップには、史跡めぐりウォーキングのた

めの 5 コースを用意するとともに、各史跡の説明には、

QR コードを付けています。 

③ 巨勢史跡めぐりの実施   3月 27日 

上記の史跡等案内板及び巨勢歴史マップの完成を

記念して、郷土史家の金子信二先生の引率によるウォ

ーキングを実施しました。一般参加と実行委員を合わ

せ 30名が参加し、歴史マップに記載している 5 コース

のうち、たっぷりコース(6km)を散策しました。 



 


