
NPO法人

中津まちづくり協議会

２０１９年４月２４日（水） １４時００分

中津商工会議所 ３階ホール

２０１９年度通常総会



事業報告 -会議関係-
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）



１．通常総会

平成３０年４月２４日（火）14:00～

中津商工会議所 ３Fホール

出席者５６名

（委任状表決者１７９名）

計２３５名

第１号議案 平成２９年度事業報告について

第２号議案 平成２９年度収支決算並びに監査報告について

第３号議案 平成３０年度事業計画（案）について

第４号議案 平成３０年度収支予算（案）について

第５号議案 役員の選任（案）について



２．理事会 -全５回-

③平成３０年 ９月２５日（火）１４：００～中津商工会議所 ３Fホール出席者２４名
【主な議題】 マイ箸の推進と正しい箸の使い方講座、花の植栽・花いっぱい運動事業について他

①平成３０年 ５月２９日（火）１４：００～中津商工会議所 ３Fホール出席者２１名
【主な議題】 助成金（協賛）依頼について他

②平成３０年 ７月２６日（木）１４：００～中津商工会議所 ３Fホール出席者２３名
【主な議題】 環境ポスターコンクールについて他

④平成３１年 １月２１日（月）１７：００～焼肉平安 出席者２８名
【主な議題】 助成金（協賛）依頼について他

⑤平成３１年 ３月２６日（火）１４：００～中津商工会議所 ３Fホール 出席者２５名
【主な議題】 ２０１９年度事業計画・予算（案）他

各委員会から提案された事業の決定や団体等
からの助成金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10回-

③平成３０年 ７月１０日（火）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者９名
【主な議題】 環境ポスターコンクール、助成金（協賛）依頼について他

①平成３０年 ５月 ８日（火）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者９名
【主な議題】 新規会員獲得、助成金依頼について他

②平成３０年 ６月１２日（火）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者９名
【主な議題】 助成金（協賛）依頼について他

④平成３０年 ８月 ７日（火）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者９名
【主な議題】 広告宣伝、まちづくり応援助成金について他

⑤平成３０年 ９月１１日（火）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者９名
【主な議題】 マイ箸の推進と正しい箸の使い方講座、花の植栽・花いっぱい運動について他

各委員会から提案された事業内容や提案事項、
団体等からの助成金依頼など、理事会へ上程
する議案の精査。



３．三役・委員長会議 -全10回-

⑧平成３１年 １月 ８日（火）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者９名
【主な議題】 まちづくり応援助成金、助成金（協賛）依頼について他

⑥平成３０年 １１月 ７日（水）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者９名
【主な議題】 助成金（協賛）依頼について他

⑦平成３０年 １２月１１日（火）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者８名
【主な議題】 広告宣伝、まちづくり応援助成金について他

⑨平成３１年 ２月１２日（火）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者９名
【主な議題】 ２０１９年度事業計画・予算（案）について他

⑩平成３１年 ３月１２日（火）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者９名
【主な議題】 ２０１９年度事業計画・予算（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、
団体等からの助成金依頼など、理事会へ上程
する議案の精査。



４．委員会

③平成３０年１１月２１日（水）１５：００～ 中津商工会議所 １F出席者 ６名
【主な議題】 助成金（協賛）依頼について他

①平成３０年 ５月１６日（水）１５：００～ 中津商工会議所 １F 出席者１０名
【主な議題】 新規会員獲得、花の植栽・花いっぱい運動について他

②平成３０年 ７月１８日（水）１５：００～ 中津商工会議所 １F 出席者１２名
【主な議題】 助成金（協賛）依頼、花の植栽・花いっぱい運動について他

（１）環境整備推進委員会
-全４回-

主な議案は、クリーン中津運動事業として、
花の植栽・花いっぱい運動の実施について協議。

④平成３１年 １月１６日（水）１５：００～ 中津商工会議所 １F出席者 ７名
【主な議題】 ２０１９年度事業計画（案）について他



４．委員会

③平成３０年 ９月 ３日（月）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について他

①平成３０年 ５月１６日（水）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者５名
【主な議題】 環境ポスターコンクールについて他

②平成３０年 ７月１８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について他

④平成３０年１０月２９日（月）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者６名
【主な議題】 環境ポスターコンクールについて他

⑤平成３１年 １月１６日（水）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者５名
【主な議題】 ２０１９年度事業計画（案）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や
環境ポスターコンクールの実施について協議。

⑥平成３１年 ３月２０日（水）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者５名
【主な議題】 新規会員獲得、環境ポスターコンクールについて他



４．委員会

③平成３０年 ７月１７日（火）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者７名
【主な議題】 地域の魅力発見推進事業について他

①平成３０年 ４月２４日（火）１５：００～ 中津商工会議所 １F 出席者５名
【主な議題】 助成金（協賛）依頼について他

②平成３０年 ５月１５日（火）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者５名
【主な議題】 新規会員獲得、地域の魅力発見推進事業について他

④平成３０年 ９月１８日（火）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者７名
【主な議題】 地域の魅力発見推進事業について他

（３）地域の魅力発見委員会
-全７回-

主な議案は、中津の情報発信の充実を図る
ため、インターネット等を活用した動画の作製
やＰＲ方法について協議。

⑤平成３０年１１月２０日（火）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者６名
【主な議題】 助成金（協賛）依頼、地域の魅力発見推進事業について他



４．委員会

⑥平成３１年 ２月 ６日（水）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者５名
【主な議題】 ２０１９年度事業計画（案）について他

⑦平成３１年 ３月１９日（火）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者５名
【主な議題】 ２０１９年度事業計画（案）について他

（３）地域の魅力発見委員会
-全７回-

主な議案は、中津の情報発信の充実を図る
ため、インターネット等を活用した動画の作製
やＰＲ方法について協議。



４．委員会

③平成３０年 ７月 ５日（木）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者７名
【主な議題】 環境ポスターコンクール、広告宣伝について他

①平成３０年 ５月 ７日（月）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者６名
【主な議題】 新規会員獲得、助成金（協賛）依頼について他

②平成３０年 ６月 ４日（月）１６：００～ 中津商工会議所 １F 出席者５名
【主な議題】 助成金（協賛）依頼について他

④平成３０年 ８月 １日（水）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者６名
【主な議題】 広告宣伝、助成金（協賛）依頼について他

（４）総務企画委員会
-全１０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。

⑤平成３０年 ９月１０日（月）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者７名
【主な議題】 マイ箸の推進と正しい箸の使い方講座、花の植栽・花いっぱい運動について他



４．委員会

⑧平成３０年１２月２７日（木）１２：００～ 中津商工会議所 １F 出席者８名
【主な議題】 まちづくり応援助成金、助成金（協賛）依頼について他

⑥平成３０年１１月 ２日（金）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者６名
【主な議題】 助成金（協賛）依頼について他

⑦平成３０年１２月１０日（月）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者５名
【主な議題】 助成金（協賛）依頼について他

（４）総務企画委員会
-全１０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。

⑨平成３１年 ２月 ８日（金）１４：００～ 中津商工会議所 １Ｆ出席者６名
【主な議題】 ２０１９年度事業計画（案）、収支予算（案）について他

⑩平成３１年 ３月１１日（月）１４：００～ 中津商工会議所 １Ｆ出席者８名
【主な議題】 ２０１９年度事業計画（案）、収支予算（案）について他



事業報告 -事業関係-
（平成３０年4月1日～平成３１年3月31日）

写真／花の植栽・花いっぱい運動



①クリーン中津運動事業
■きれいなまちづくり「草花の植栽」

１．環境整備推進事業

大分合同新聞 朝刊
平成30年11月18日（日）

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
実施。１１月１４日（水）に市道豊田・牛神線（ヴィラルーチェ
から花ごろも）までの街路樹１０５ヶ所にガザニア３１５株を、
地域住民や隣接する事業所、当協議会理事及び委員会
メンバー（５１名参加）で植栽した。

②花いっぱい運動事業
景観や環境の改善、緑化、明るいまちづくりとして観光客や
市内外から訪れる「道の駅なかつ」の休憩スペースに置く
プランター３０個を製作。１１月１４日（水）に道の駅なかつの
職員さんと当協議会理事及び委員会メンバー（４３名参加）
でプランターにガザニア６０本を植え替えて設置した。



１．環境整備推進事業
③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

植樹事業に関する整備や植樹、桜の

維持管理のため、支援自販機の売上

で得た収益金を

中津・桜ともみじの会実行委員会へ支出



１．環境整備推進事業
③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３０年度の植樹本数 ・・・・・・・ 桜 ６６５本 もみじ ７４１本
発足時より合計植樹本数 ・・・・・・・ 桜１７,７７３本 もみじ２０,０１２本

イ．平成３０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 ７３
㈱イズミゆめタウン中津

－ － －

口 数 １２０．５ － － －

金 額 １，２０５,０００ ３７２,５５８ － ５，０９１ －

支援自販機 補 助 金

合 計NPO法人中津まちづくり
協議会より

大分県森林環境税

１，３０２，３８１ ５００，０００ ３，３８５，０３０



１．環境整備推進事業
④団体等支援事業

（１）大貞公園桜まつり(４月)   45,000円

（２）二ノ丸公園桜まつり(４月) 45,000円

（３）中津みなとふじまつり(５月) 45,000円

（４）なかつ寺町とうろうまつり（８月） 50,000円

（５）鶴市花傘鉾保存振興会(８月) 270,000円

（６）中津商工会議所青年部

「Loveファンタジア」(１０月～１月)   270,000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
マイ箸の推進と正しい箸の使い方講座を開催

“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194憶膳
(一人あたり約150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。お箸には、園児の名前ともったいない
運動推進キャラクター「もったいない鳥」と
マイ箸事業１０周年を記念し「１０」の文字を
箸に刻印。市内の私立幼稚園（めぐみ幼稚園、
東九州短期大学附属幼稚園、双葉ヶ丘幼稚園）
と公立幼稚園（和田幼稚園、南部幼稚園）の
計５園、年長組園児２０９名に実施。

園児達と記念撮影

笹良先生

もったいない鳥

大分合同新聞 朝刊
平成31年1月19日（土）

朝日新聞 朝刊
平成30年11月20日（火）



２．もったいない運動推進事業
②環境ポスターコンクール事業

「もったいない」に対する意識向上を目的に、
中津市生活保健部生活環境課と連携して実施。
市内の小学校１年生から６年生を対象に「もったい

ない」をテーマにポスターを募集。
１２７作品が提出され、優秀作品６点を選定。
１月２９日(火)、中津市役所３階ホールにおいて

表彰式を行った。
また、今回提出された１２７点のポスターは、

３月１３日（水）から１８日（月）までの６日間、
小幡記念図書館ロビーにおいて展示を行った。

③団体等支援事業

（１）中津祇園保存協議会(７月)  405,000円

（２）なかつ100㎞徒歩の旅実行委員会(８月) 70,000円

表彰式記念撮影

審査会の様子



３．地域の魅力発見事業

②団体等支援事業
（１）中津の郷土史を語る会団体会費 20,000円

（２）中津市民花火大会（７月） 270,000円

（３）仲町オープンカフェ（11月） 30,000円

（４）中津An Die Musik(12月) 70,000円

（５）ｼﾞｮｲｺﾚｸｼｮﾝｷｯｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019(３月) 50,000円

①地域の魅力発見推進事業
中津の魅力発信動画を製作
中津のＰＲ動画を製作。国内向けの動画として、多くの人に見て頂く為、

インターネット上の動画投稿サイトやＳＮＳに投稿しＰＲを行った。

動画タイトル：中津市サイクルツーリズム



４．総務企画事業
①会員拡大・支援事業
（１）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、会員証と会員章

ステッカーを発行。

（２）組織強化のため会員拡大を行い、４委員会と事務局の５チーム、

１チーム２件増、合計１０件を目標に実施。５月末を期限に

増強を図り１１件が入会し、全会員数が３６０件となった。



②まちづくり応援助成金
４．総務企画事業

町内会や子ども会、個人などを対象に、地域貢献やまちづくり活動を行っている人
に対し、年１回の申請に限り１万円を助成し支援を行った。

耶馬渓町下郷地域等安全安心活動隊 新博多町清掃隊 和田小学校父親部会

下曽木自治会 いこいの家の会



４．総務企画事業
③協議会ＰＲ

（１）中津祇園祭り（7月） 50,000円

（２）なかつ寺町とうろう祭り（7月） 30,000円

（３）鶴市花傘鉾祭り（8月） 50,000円

（４）Loveﾌｧﾝﾀｼﾞｱ中津2018（10月～1月） 50,000円

（５）北原人形保存会（2月） 50,000円

（６）ｼﾞｮｲｺﾚｸｼｮﾝｷｯｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2019（3月） 50,000円

市内イベント会場のステージ上や来場者の目に触れる場所に、準備期間中から
イベント当日まで当協議会の名前を記した横断幕を設置してＰＲを行った。



５．その他

株式会社スーパー細川様より

有料レジ袋に伴う収益金をまちづくり活動に役立てて頂きたいと

当協議会へ寄附を賜りました

また、同様の趣旨で（公社）中津青年会議所様より

寄附を賜りました


