
NPO法人

中津まちづくり協議会

平成２７年４月２７日（月） １４時００分

中津商工会議所 ３階ホール

平成２７年度通常総会



事業報告 -会議関係-
（平成26年4月1日～平成27年3月31日）



１．通常総会

平成２６年４月２３日（水）15:00～

中津商工会議所 ３Fホール

出席者６６名

（委任状表決者１１１名）

計１７７名

第１号議案 平成２５年度事業報告について

第２号議案 平成２５年度収支決算並びに監査報告について

第３号議案 役員の選任（案）について

第４号議案 平成２６年度事業計画（案）について

第５号議案 平成２６年度収支予算（案）について



２．理事会 -全６回-

③平成２６年 ９月２４日（水）１４：００～中津商工会議所 ３Fホール出席者２２名
【主な議題】 補助金交付依頼について・委員会事業について他

①平成２６年 ５月２６日（月）１４：００～中津商工会議所 ３Fホール出席者２４名
【主な議題】 平成26年度委員会組織図（案）、年間活動予定（案）について他

②平成２６年 ７月２９日（火）１４：００～中津商工会議所 ２F会議室出席者２７名
【主な議題】 補助金交付依頼について・後援依頼について他

④平成２６年１１月２１日（金）１４：００～中津商工会議所 ３Fホール出席者２４名
【主な議題】 補助金交付依頼について・会員脱会希望事業所について他

⑤平成２７年 １月２７日（火）１７：００～たにあらし 出席者２４名
【主な議題】 補助金の交付依頼について ・会員章ｽﾃｯｶｰ及び会員証発行（案）について他

⑥平成２７年 ３月２４日（火）１1：００～中津商工会議所 ３Fホール出席者18名
【主な議題】 平成27年度事業計画・予算（案）・委員会事業について他

各委員会から提案された事業の決定や団体等
からの補助金交付依頼についての審査、また、
予算の執行状況や、提案事項など協議会運営
に関する内容について協議。



３．三役・委員長会議 -全11回-

③平成２６年 ７月 ８日（火）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者８名
【主な議題】 各委員会事業について・補助金交付依頼について他

①平成２６年 ５月 ７日（水）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者８名
【主な議題】 平成26年度事業計画・予算、委員会組織について他

②平成２６年 ６月 ６日（金）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者８名
【主な議題】 補助金交付依頼について他

④平成２６年 ８月 ５日（火）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者８名
【主な議題】 補助金交付依頼について・後援依頼について他

⑤平成２６年 ９月 ９日（火）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者８名
【主な議題】 補助金交付依頼について他

⑥平成２６年 １０月７日（火）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者８名
【主な議題】 補助金交付依頼について 他

各委員会から提案された事業内容や提案事項、
団体等からの補助金交付依頼など、理事会へ
上程する議案の精査。



３．三役・委員長会議 -全11回-

⑨平成２７年 １月 １３日（火）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者７名
【主な議題】 ・会員章ステッカー・会員証発行（案）・補助金交付依頼について他

⑦平成２６年 １１月１０日（月）１６：００～ 中津商工会議所 １F 出席者８名
【主な議題】 第4回理事会上程議案について他

⑧平成２６年 １２月 ９日（火）１５：００～ 中津商工会議所 １F 出席者８名
【主な議題】 委員会事業について・補助金交付依頼について他

⑩平成２７年 ２月 １３日（金）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者７名
【主な議題】 平成27年度事業計画・予算（案）・補助金交付依頼について他

⑪平成２７年 ３月 １０日（火）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者7名
【主な議題】 平成２７年度事業計画・予算（案）・役員の選任（案）について他

各委員会から提案された事業内容や提案事項、
団体等からの補助金交付依頼など、理事会へ
上程する議案の精査。



４．委員会

③平成２６年 ９月１７日（水）１４：００～中津商工会議所 ２F研修室出席者１3名
【主な議題】 クリーン中津運動事業について他

①平成２６年 ５月２１日（水）１０：３０～ 中津商工会議所 １F 出席者１１名
【主な議題】 平成26年度事業計画・クリーン中津運動事業（案）について他

②平成２６年 ６月２７日（金）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者1２名
【主な議題】 クリーン中津運動事業（案）・団体等支援事業について他

④平成２６年１０月 １日（水）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者９名
【主な議題】 クリーン中津運動事業・団体等支援事業について他

⑤平成２６年１１月１９日（水）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者１２名
【主な議題】 クリーン中津運動事業（案）について他

（１）環境整備推進委員会
-全７回-

主な議案は、クリーン中津運動事業について
基本理念である「おもてなしの心をもったまちづくり」
をテーマに、おもてなしベンチの設置や花の植栽
事業について協議。



４．委員会

⑦平成２７年 ３月１８日（水）１４：３０～ 中津商工会議所 １F 出席者１1名
【主な議題】 平成２７年度事業計画（案）・新規会員募集について他

（１）環境整備推進委員会
-全７回-

主な議案は、クリーン中津運動事業について
基本理念である「おもてなしの心をもったまちづくり」
をテーマに、おもてなしベンチの設置について協議。

⑥平成２７年 １月２１日（水）１６：００～ 中津商工会議所 １F 出席者1２名
【主な議題】 平成27年度事業計画（案）・補助金交付依頼について他



４．委員会

③平成２６年 ９月 １７日（水）１１：００～ 中津商工会議所 ２F 出席者６名
【主な議題】 マイ箸の推進と正しい箸の使い方講座の開催について他

①平成２６年 ５月 ２１日（水）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者５名
【主な議題】 平成２６年度事業計画・団体等支援事業について他

②平成２６年 ７月 ２３日（水）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者６名
【主な議題】 マイ箸の推進と正しい箸の使い方講座の開催について他

④平成２６年１１月 １８日（火）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者５名
【主な議題】 マイ箸の推進と正しい箸の使い方講座の開催について他

⑤平成２７年 １月 ２１日（水）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者８名
【主な議題】 平成２７年度事業計画（案）について 他

⑥平成２７年 ３月 １８日（水）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者５名
【主な議題】 平成２７年度事業計画（案）・新規会員募集について他

（２）もったいない運動推進委員会
-全６回-

主な議案は、「もったいない」をテーマとした、
マイ箸の推進と正しい箸の使い方講座の開催に
ついて協議。



４．委員会

③平成２６年 ９月 １８日（木）１０：３０～ 中津商工会議所 １F 出席者６名
【主な議題】 地域ブログの発信推進事業について他

①平成２６年 ５月 ２２日（木）１４：００～ 中津商工会議所１F 出席者１１名
【主な議題】 平成２６年度事業計画 ・情報発信事業について他

②平成２６年 ７月 ２４日（木）１７：００～ 中津商工会議所 １F 出席者３名
【主な議題】 情報発信事業・団体等支援事業について他

④平成２６年１１月 ２０日（木）１０：３０～ 中津商工会議所 １F 出席者４名
【主な議題】 中心市街地活性化支援事業について・情報発信事業について他

⑤平成２７年 １月 ２２日（木）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者４名
【主な議題】 平成２７年度事業計画（案）について他

⑥平成２７年 ３月 １９日（木）14：３０～ 中津商工会議所 １F 出席者５名
【主な議題】 平成２７年度事業計画（案）・新規会員募集について他

（３）地域の魅力発見委員会
-全６回-

主な議案は、中津の情報発信事業として立ち
上げた、中津地域ブログ「いいんじゃら」の充実
を図るため、様々な内容について協議。



４．委員会

③平成２６年 ７月 ２５日（金）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者９名
【主な議題】 補助金交付依頼について他

①平成２６年 ５月 ２３日（金）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者６名
【主な議題】 平成２６年度委員会組織図（案）・補助金交付依頼について他

②平成２６年 ７月 １日（火）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者９名
【主な議題】 各委員会事業・補助金交付依頼について他

④平成２６年 ８月 ２９日（金）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者９名
【主な議題】 後援依頼、補助金交付依頼について他

⑤平成２６年 ９月 １８日（木）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者８名
【主な議題】 各委員会事業について他

（４）総務企画委員会
-全９回-

環境整備、もったいない運動、地域の魅力発見委員会
から提案された事業内容について取りまとめを行い、
三役委員長会議、理事会へ提案するための内容を
精査。また、会員拡大による財源確保や予算など
協議会全体がスムーズに運営できるよう管理。



４．委員会

⑧平成２６年 １２月２４日（水）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者５名
【主な議題】 補助金交付依頼について他

⑥平成２６年１０月 ６日（月）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者６名
【主な議題】 後援依頼、補助金交付依頼について他

⑦平成２６年１２月 ８日（月）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者８名
【主な議題】 委員会事業、補助金交付依頼について他

⑨平成２７年 ２月 ９日（月）１４：0０～ 中津商工会議所 １F 出席者６名
【主な議題】 平成２７年度事業計画・予算（案）・年間スケジュール（案）について他

（４）総務企画委員会
-全９回-

環境整備、もったいない運動、地域の魅力発見委員会
から提案された事業内容について取りまとめを行い、
三役委員長会議、理事会へ提案するための内容を
精査。また、会員拡大による財源確保や予算など
協議会全体がスムーズに運営できるよう管理。



事業報告 -事業関係-
（平成26年4月1日～平成27年3月31日）



①クリーン中津運動事業

大河ドラマ「軍師官兵衛」放送により、
多くの観光客が中津市に訪れており、
「おもてなしの心をもったまちづくり」を
基本理念とした取り組みとして中津城
周辺を回遊する観光客に休憩できる
場所を確保できるように、７／２５（金）
おもてなしベンチを中津市に寄贈した

・きれいなまちづくり「街路樹根元の草花植栽準備」
クリーンできれいな中津市を目指し、景観整備の一環として
草花「ガザニア」350本を購入
植栽の時期が4月～5月のため事業実施の都合上、
先行して「ガザニア」の苗の確保を行った

１．環境整備推進事業

中津城公園地藤棚 ２０脚
中津城第３駐車場横 １８脚 合計３８脚を設置

大分合同新聞
平成26年7月29日

・おもてなしベンチを寄贈



１．環境整備推進事業
②中津・桜ともみじの里づくり事業

・「中津・桜ともみじの会実行委員会」の

植樹事業に対する整備等

当協議会と中津・桜ともみじの会が、平成17年度より植
樹した桜の維持管理と、桜ともみじの植樹事業のため、
中津・桜ともみじの会に補助金を実施



１．環境整備推進事業
②中津・桜ともみじの里づくり事業
・「中津・桜ともみじの会」の報告事項

ア．平成２６年度の植樹本数 ・・・・・・・ 桜 877本 もみじ 985本
発足時より合計植樹本数 ・・・・・・・ 桜 14,988本 もみじ 16,420本

イ．平成２６年度 募金等による収入状況

企業・団体
レジ袋

益金の寄付
個人・家族 募金活動 募金缶

件 数 ６８ ㈱イズミゆめタウン中津 (46．8 万）
㈱スーパー大栄 (25. 0 万）

１ - -

口 数 ９０ ２０ - -

金 額 ９００,０００ ７１８,９３６ １００,０００ １７，８５５ ９７８

補 助 金

合 計・NPO法人中津まちづくり協議会１,８００,０００
・中津商工会議所 ５００,０００
・大分県森林環境税 ５００,０００

２,８００,０００ ４,５３７,７６９

※「中津まちづくり協議会 補助金」に支援自販機収入799,352円を含む



１．環境整備推進事業
③団体等支援事業
（１）大貞公園桜まつり(４月)   45,000円

（２）二の丸公園桜まつり(４月) 45,000円

（３）中津みなとふじまつり(４月) 45,000円

（４）中津青年会議所

「山国川河川敷災害復興事業」(４月)  200,000円

（５）寺町とうろう祭り(８月)     90,000円

（６）中津商工会議所青年部

「Loveファンタジア事業」(11月～１月) 300,000円

（７）城下町中津のひなまつり(２月～３月)  180,000円



２．もったいない運動推進事業
①もったいない運動の推進事業
“地球上の全ての人やモノを愛し、

大切にし、生かしきっていこう”

日本の割り箸の消費…年間230憶膳(一人当たり180膳)
「もったいない運動」の一環と環境への配慮を目的に、
マイ箸の推進とお箸の文化の継承を行った。
対象は市内の私立幼稚園３園（東九州短期大学付属幼稚園・
めぐみ幼稚園・双葉ヶ丘幼稚園）と
公立幼稚園３園（南部幼稚園・鶴居幼稚園・北部幼稚園）
の計６園、年長組園児２８７名に実施
また、今回はマイ箸講座についてのアンケートを各幼稚園
の先生に実施、北部幼稚園については保護者も参観して
頂きアンケートを行った

②団体等支援事業
・事業支援団体への助成

（１）中津祇園保存協議会(７月)  450,000円



３．地域の魅力発見事業
①地域ブログを活用した

おもてなしのまちづくり
推進事業

・「いいんじゃらブログ」の
ポスター・ステッカーを作製

中津地域における｢いいんじゃらブログ｣の
認知度を上げ、潜在的な利用見込み者に
ブログの活用を喚起し、
情報発信の活性化を図るためにポスター
（500枚）・ステッカー（3,000枚）を作製

市内公共施設や宿泊施設、近郊の高等学校、
短期大学、道の駅、スーパーや飲食店など
に掲示してもらいＰＲを行った

ポスター（Ａ２判）

ステッカー（H10cm×W21㎝）



３．地域の魅力発見事業
②中心市街地活性化支援事業

・ 中津市民花火大会(７月)         300,000円

・ ステージ中津４９１

｢地域復興中津神楽競演会｣(９月) 100,000円

・ 仲町オープンカフェ(11月) 30,000円

③団体等支援事業

（１）東九州龍谷高等学校｢女子バレーボール｣ 100,000円

（２）中津の郷土史を語る会団体会費 20,000円

（３）中津An Die Musik(11月) 100,000円

（４）Joy Collection –Dance Festival-(３月) 50,000円
※本耶馬渓の地域おこし

・事業支援団体への助成



４．総務企画事業
①会員拡大・支援事業

中津地域のまちづくり活動を

積極的に支援・応援している

企業・団体の証として、

当協議会会員に毎年、

会員証と会員章ステッカーを

発行することにした



②団体等支援事業
（１）鶴市花傘鉾保存振興会（８月）

300,000円

（２）中津市サッカー協会
「中津FC POMATO

（Ｕ-15）全国大会出場」（１月）
50,000円

４．総務企画事業

（３）特定非営利活動法人中津文化協会
「杉山清貴・池田聡・中西圭三
Ｓｉｎｇｅｒ3コンサート in 中津」（１月）

100,000円


