
１　事業実施の方針　

２　事業の実施に関する事項 

特定非営利活動に係わる事業

　自然観察会 トンボ観察会 5/4 野依地区 市民他

春の干潟観察会 5/9 大新田 市民他

山国川おｻｶﾅ観察会 7/25 山国川 10名 市民他 60名

アカテガニ観察会 8/1 大新田 6名 市民他 30名

秋の干潟観察会 10/17 大新田 15名 市民他 100名

ｽﾞｸﾞﾛｶﾓﾒと冬鳥観察会 12/6 東浜 6名 市民他 30名

　その他行事 海の絵コンテスト 夏休み 中津市内 4名 児童 600名

子どもアカデミア 8/22 今津ｺﾐｭﾆﾃｨ 20名 市民他 100名

夏休みﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 夏休み ひがたらぼ 5名 市民他 60名

ひがたかふぇ 奇数月第4木曜 ひがたらぼ 3名 市民他 30名

　小中学校での環境学習指導 25回 中津市･外 50名 児童 1500名

　中学校での環境学習指導 3回 中津市･外 3名 生徒 200名

　短大・大学の環境学習講師 3回 中津市･外 5名 学生 250名

　社会教育の場などでの講師 10回 中津市･外 15名 児童・市民他 約400名

　企業･その他団体他での講師 3回 中津市･外 3名 市民他 約200名

12/21 小楠ｺﾐｭﾆﾃｨ 15名 児童・市民他 約200名

15回 中津干潟 30名 学生・市民他 15名

10回 中津干潟 30名 学生・市民他 30名

3回 中津干潟他 10名 学生・市民他 20名

20回 野依地区他 20名 学生・市民他 30名

　その他 中津干潟 学生・市民他

12回 中津干潟他 3名 不特定 80名

大新田海岸 5/31･9/13･12/6 大新田 25名 市民他 550名

三百間海岸 3/21 三百間 8名 市民他 160名

漂着物調査 2回 大新田 6名

学生への指導 4/10 大新田 学生

　海ごみ講演会・ワークショップ 12月 中津市内 10名 市民他 100名

一般参加作業 5/31･9/13･12/6 大新田 3名 市民他 150名

春の干潟観察会 5/9 大新田 児童・市民他

秋の干潟観察会 10/17 大新田 15名 児童・市民他 100名

専門作業 10回 大新田 15名 学生・市民他 15名

学生への指導 1回 大新田 2名 児童･学生他 80名

２０２０年度事業計画書

２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日まで

特定非営利活動法人 水辺に遊ぶ会

(重点目標）
　・持続可能な経営を目指した体制の確立。
　・中津干潟の社会的価値と保全の必要性を多くの人に伝え、保全への理解を深める。
　・新型コロナウイルス問題への事業及び経営対応。
　・中津干潟アカデミアを通じ未来を担う若手人材の育成。
(具体的な取り組み）
　・新型コロナウイルス問題に対応した観察会、学習会、研究発表会等屋内外のイベントの安全な開催。
　・広報活動の活発化。市内各所に看板、ポスター、パンフレットの設置。ノベルティの配布。
　・目標の獲得会員数　一般会員：200名　特別会員：30名。寄附金100万円。
　・基盤整備について見直しを図るとともに、理事や事務局スタッフが現状や課題を共有する。
　・調査や活動における大学機関との連携を積極的に行う。
　・活動を下支えするボランティアスタッフの獲得と育成を図る。

定款の事業名　   　  

事業内容 実施月日 実施場所
従事者の

人数
受益対象
者の範囲

受益対象
者の人数

支出額
(円）

①　自然に関する理解を深めるための啓発活動の推進

2,641,085

　中津干潟アカデミア

②　調査研究活動 

　生物調査（カブトガニ）

2,059,242

　生物調査（シギチドリ類他）

　生物調査（ＲＤＢ見直し調査）

　生物調査（ベッコウトンボ・環境）

　他機関との協働

③　海岸清掃ほか環境美化や廃棄物問題に関する啓発活動

209,506

松林
景観再生

ビーチ
クリーン



帝王紫ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 5/3 ひだまり 児童・市民他

海苔漉き体験 3月 北部公民館 8名 児童・市民他 50名

小学校水産教室 2回 中津市内 10名 児童・市民他 100名

3回 国内 3名 国内 1500名

通年 国内 2名 不特定

通年 国内 3名 不特定

2回 中津市内 10名 不特定

11月 野依地区 8名 市民他 40名

通年 中津市内 2名 市民他

通年 中津市内 4名 行政・市民

通年 中津市内 2名 行政・市民

通年 ひがたらぼ 5名 不特定

通年 ひがたらぼ 5名 不特定

通年 中津市･外 3名 不特定

④　ブルーツーリズムなどの地域振興を推進する活動

　魚食推進

226,646

⑤　自然環境に関する情報の収集・蓄積・発信

　会報誌発行

10,000
　ホームページ維持管理

　生物データベース管理

　環境イベント出展

⑥　民間および公共団体の環境に関する事業に対する支援・提言など 

　野依新池ベッコウトンボ保全作業

10,000
　五十石川連携ほか

　海岸事業に関する検討

　ﾍﾞｯｺｳﾄﾝﾎﾞ保全に関する検討

⑦　持続可能な社会を追究するためのその他の活動

　「ひがたらぼ」運営

577,052　NPO基盤整備

　商品（ｶﾌﾞﾄｶﾞﾆｻﾌﾞﾚ・海苔他）販売


