
NPO法人

中津まちづくり協議会

令和３年４月２０日（火） １４時００分

中津商工会議所 ３階ホール

令和３年度通常総会



事業報告 -会議関係-
（令和2年4月1日～令和3年3月31日）



１．通常総会

令和2年5月12日（火）14:00～

中津商工会議所 ３Fホール

出席者11名

（委任状表決者196名）

計207名

第１号議案 令和元年度事業報告について

第２号議案 令和元年度収支決算並びに監査報告について

第３号議案 令和2年度事業計画（案）について

第４号議案 令和2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令和２年１１月１７日（火）１４：００～中津商工会議所 ２F 出席者２８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令和２年 ７月２１日（火）１４：００～中津商工会議所 ２F 出席者２７名
【主な議題】 環境ポスターコンクールについて他

②令和２年 ９月２３日（水）１４：００～中津商工会議所 ２F 出席者３０名
【主な議題】 花の植栽・花いっぱい運動事業について他

④令和３年 １月２６日（火）１７：００～中津商工会議所２F   出席者３０名
【主な議題】 助成金（協賛）依頼について他

⑤令和３年 ３月２４日（水）１４：００～中津商工会議所 ２F 出席者２４名
【主な議題】 令和３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令和２年 ８月 ４日（火）１３：３０～ 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

①令和２年 ６月 ９日（火）１３：３０～ 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について他

②令和２年 ７月１４日（火）１３：３０～ 中津商工会議所 １F 出席者９名
【主な議題】 会員サービス事業について他

④令和２年 ９月 ８日（火）１３：３０～ 中津商工会議所 １F 出席者９名
【主な議題】 花の植栽・花いっぱい運動事業について他

⑤令和２年１０月６日（火）１３：３０～ 中津商工会議所 １F 出席者９名
【主な議題】 中津を代表する祭りへの支援について他

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令和３年 １月１２日（火）１３：３０～ 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

⑥令和２年１１月１７日（火）１３：３０～ 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について他

⑦令和２年１２月１５日（火）１３：３０～ 中津商工会議所 １F 出席者６名
【主な議題】 環境に優しいエコ袋無料配付事業について他

⑨令和３年 ２月 ９日（火）１３：３０～ 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について他

⑩令和３年 ３月 ９日（火）１３：３０～ 中津商工会議所 １F 出席者７名
【主な議題】 令和３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令和２年１２月１６日（水）１５：００～ 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

①令和２年 ８月２５日（火）１６：００～ 中津商工会議所 １F 出席者１０名
【主な議題】 花の植栽・花いっぱい運動について他

②令和２年１０月２９日（木）１４：００～ 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令和３年 ２月 ２日（火）１５：００～ 中津商工会議所 １F出席者１０名
【主な議題】 令和３年度事業計画（案）について他



４．委員会

③令和２年１０月２８日（水）１１：００～ 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について他

①令和２年 ６月 ５日（金）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者８名
【主な議題】 環境ポスターコンクールについて他

②令和２年 ９月１６日（水）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者４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令和３年 １月１３日（水）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者４名
【主な議題】 令和３年度事業計画（案）について他

⑤令和３年 ３月２２日（月）１１：００～ Ｚｏｏｍ開催 出席者３名
【主な議題】 助成金（協賛）依頼について他

（２）もったいない運動推進委員会
-全５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。



４．委員会

③令和２年１１月１９日（木）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者４名
【主な議題】 地域の魅力発掘ＰＲ事業について他

①令和２年 ７月２２日（水）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者５名
【主な議題】 地域の魅力発掘ＰＲ事業について他

②令和２年 ９月１５日（火）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者６名
【主な議題】 地域の魅力発掘ＰＲ事業について他

④令和３年 １月１８日（火）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者３名
【主な議題】 令和３年度事業計画（案）について他

（３）地域の魅力発見委員会
-全５回-

主な議案は、中津の情報発信の充実を図る
ために、新たな魅力を発掘したり、中津のＰＲ
に繋がる事柄について協議。

⑤令和３年 ３月１６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）依頼について他



４．委員会

③令和２年１０月 １日（木）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者 ７名
【主な議題】 当協議会が支援する祭り関係中止に伴う今年度の状況について他

①令和２年 ７月 ３日（金）１１：００～ 中津商工会議所 １F 出席者１０名
【主な議題】 会員ｻｰﾋﾞｽ事業（案）について他

②令和２年 ７月２９日（水）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令和２年１１月 ４日（水）１４：００～ 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について他

（４）総務企画委員会
-全８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令和２年１２月 ４日（金）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者 ６名
【主な議題】 環境に優しいエコ袋無料配付事業について他



４．委員会

⑧令和３年 ３月 ４日（木）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者６名
【主な議題】 令和３年度事業計画（案）について他

⑥令和３年 １月 ７日（木）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令和３年 ２月 ５日（金）１４：００～ 中津商工会議所 １F 出席者５名
【主な議題】 令和３年度事業計画（案）について他

（４）総務企画委員会
-全８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-
（令和２年4月1日～令和３年3月31日）

写真／マイ箸の推進と正しい箸の使い方講座



①花の植栽・花いっぱい運動事業

１．環境整備推進事業

景観や環境の改善、緑化、明るいまちづくりとして、多くの人が訪れる場所に
プランターを設置。１１月１３日（金）、ダイハツ九州アリーナにプランター３５個
（ガザニア１４０株）、大幡コミュニティセンターにプランター５２個（ガザニア２０８株）、

合計８７個を施設関係者、当協議会理事、委員会メンバー（５９名）で作製し設置した。

ダイハツ九州アリーナの作業風景／プランター３５個（ガザニア１４０株）を設置

大幡コミュニティーセンターの作業風景／プランター５２個（ガザニア２０８株）を設置



１．環境整備推進事業
②中津・桜ともみじの里づくり

■桜ともみじの植樹に対する整備等、植樹した桜の維持管理
と桜ともみじの植樹のため、支援自販機の売上で得た
収益金を支出。
令和２年度支援自販機収益金 ６０４，１２６円

■桜ともみじの植樹事業

合計植樹本数・・・桜18，199本 もみじ20，630本



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２５０億膳
（１人あたり約２００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」を箸
に刻印。
市内の私立幼稚園（東九州短期大学附属幼

稚園、双葉ヶ丘幼稚園）の２園、年長組園児
９６名に実施した。
また、新型コロナ感染症対策として、講師

の笹良先生は、マウスシールドを装着し園児
には接触をせず短時間で指導していただいた

笹良先生

もったいない鳥

講座の様子



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

部環境政策課と共催で実施。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。
２５４作品が提出され、今年度は特別賞を１５点増やし計２１点の
優秀作品を選定。１月２８日(木)中津市役所５階会議室において
表彰式を行った。

表彰式記念撮影

審査会の様子

大分合同新聞
令和３年１月３０日（土）朝刊



３．地域の魅力発見事業
①団体等支援事業
（１）中津の郷土史を語る会 20,000円



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、当協議会会員に会員証と会員章
ステッカーを発行。
また、令和２年度はペンスタンドメモ帳
の配付も行った。

ペンスタンドメモ帳



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。

下曽木いこいの家の会 ＪウイングＪＶＣ 中津市地域婦人団体連合会 山移地区自治委員会 本耶馬渓町観光
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞの会

和田小学校父親部会 中津アマチュア無線 アンフィニＪＶＣ 中津北部ネイビーブルー
赤十字奉仕団



５．その他
歴史と伝統を誇る中津を代表する祭りへの支援
■コロナ禍の中で、当協議会が例年応援している祭りやイベントのほとんど
が開催中止となったが、中津祇園と鶴市花傘鉾祭りについては、歴史と伝
統を誇る中津を代表する祭りでもあり、大分県指定無形民俗文化財の永
久保存や伝承者の養成などを通じて、民俗芸能の魅力や地域コミュニ
ティの振興について、今後ますますの活躍を期待し応援したいと考え支
援を行った。

中津祇園保存協議会 300,000円
鶴市花傘鉾保存振興会 200,000円

環境に優しいエコ袋無料配付事業
■世界中で問題となっている海洋プラスチックごみ問題をはじめ環境
保全への意識の醸成を図ろうと、海洋において１年前後で水と二酸
化炭素になり、形が消滅する海洋生分解性プラスチック素材を１００
％使用したエコ（レジ）袋を導入。当協議会の会員事業所と市内小
中学校に無料で配付する予定で配付時期は新学期が始まる令和３
年４月を予定。


