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(法第28条第1項関係「前事業年度の事業報告書」）

                                        
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 ベッコウトンボ観察会 5/3 野依地区 tt� 市民他 20名
春の干潟観察会 5/8 大新田 tx� 市民他 215名
山国川おｻｶﾅ観察会 {ru ,"/ tu� 市民他 ut�

アカテガニ観察会 {rz &;S tu� 市民他 46名
�£©�¢¶ {rtt ����� tu� 市民他 x{�

真夏のトンボ観察会 {rut 野依地区 {� 市民他 tw�

秋の干潟観察会 tsrty 大新田 tt� 市民他 |s�

ｽﾞｸﾞﾛｶﾓﾒと冬鳥観察会 12/6 東浜 tu� 市民他 tv�

�その他行事 ¬¢£³²�X²=�+ yrtu�zrz ��±�� |� 1C� 不特定
�F3J�<¢£±¥�±� zrt �F1 |� 1C� 不特定
¬¢£³²�X+ zrt�zrtu 1]!>n u� 1C� 不特定
g�T^'���+ zrty�tz �F1(@ tt� 1C� tss�

海の絵コンテスト 夏休み 中津市内 w� 児童 {xt�

ひがたかふぇ 中止 ひがたらぼ 市民他
�保育園での環境学習指導 u� 中津市 {� 園児 yv�

�小学校での環境学習指導 us� 中津市･外 vz� 児童 |sy�

�中学校での環境学習指導 1回 �F1 t� 学生 uzz�

�短大・大学の環境学習講師 1回 中津市･外 x� 学生 tys�

�社会教育の場などでの講師 w� 中津市･外 y� 児童・市民他 zt�

�企業･その他団体他での講師 y� 中津市･外 tv� 児童・市民他 twy�

turt| 小楠ｺﾐｭﾆﾃｨ wx� 児童・市民他 不特定
u� 中津市 u� 市民他 不特定

②�調査研究活動 
uy� 中津干潟 w|� 市民他 不特定
ut� 中津干潟 x{� 市民他 不特定
t|� 野依地区他 uw� 市民他 不特定

����´¸Â¹ºÄÀ·I#$�²»¸ÀÁ²¿ÄÃ¾¼µ vx� 中津干潟 wx� 市民他 不特定

ビーチクリーン 大新田海岸 xruv²|rtu²turtu 大新田 vz� 市民他 wws�

三百間海岸 vruz �Uk tu� 市民他 zs�

漂着物調査 1回 大新田 u� 市民他 不特定

受益対象
者の範囲

事業内容 

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

�中津干潟NETアカデミア

2,856,315

2,691,804

���0&²-A&²L?W]&²j.&²

令和3年度事業報告書

①�自然に関する理解を深めるための啓発活動の推進

受益対象
者の人数

ws�

�生物調査（シギチドリ類他）

特定非営利活動法人 水辺に遊ぶ会

�生物調査（ベッコウトンボ・生息地）

�マスコミ対応（主なもの）

��Bl���p&�QMfe	²DR&²<?:O&

�生物調査（カブトガニ）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

実施月日
支出額
(円）

実施場所

定款の事業名�   �  
6�`�
�9

tv� �F3J� tv� &(�

1,722,436



学生への指導 u� &;S� v� 学生 wuy�

�児童向海ごみ学習用冊子編集 1月 大分県内 t� 児童・県民他 不特定
一般参加作業 xruv²|rtu²turtu 大新田 v� 市民他 ws�

専門作業 |� 大新田 ts� 市民他 不特定
学生への指導 u� 大新田 v� 児童･学生他 txy�

®§³�®³± cK/ t� cK/ u� 市民他 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

�2N_°³� ¤ª wru| ���� y� 1C� y�

�Gb��
o vrus ���� tv� 1C� uv�

⑤�自然環境に関する情報の収集・蓄積・発信
4回 国内 {� 国内 tyss�

�ホームページ維持管理 通年 国内 t� 市民他 vtqt|w¸º½¼

�生物データベース管理 通年 国内 u� 研究機関等 不特定
��5	�� u{� "� u{�

��V���5	 t� 今津 x� 市民他 ts�

�P%�«±¦�+´Y��~}����µ tsrvt 8a\Z	n w� 不特定

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 
�G�<?ª¯¡��¦�� {rz²{r{ *[IH u� 1C� v{�

�野依新池ボウリング調査助言 yruy²{rt{ らぼ・新池 v� 行政・団体 6名
��±�³¦��´����µ ts� ひがたらぼ ts� 行政・市民 不特定
�E/�� 
 通年 ひがたらぼ u� 行政・市民 不特定
�野依新池ベッコウトンボ保全作業 ttrut 野依地区 ts� 行政・市民 vs�

�(@¨�®±��� w� ����� y� (Q tx�

� 
¨�®±��� {� ひがたらぼ {� 団体 ts�

�五十石川連携ほか 通年 中津市内 u� 市民他 不特定
�cK/���m)7 x� cK/ x� 行政・市民 {�

�海岸事業に関する検討 通年 中津市内 u� 行政・市民 不特定
�ﾍﾞｯｺｳﾄﾝﾎﾞ保全に関する検討 通年 中津市内 t� 行政・市民 不特定

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 通年 ひがたらぼ t� 行政・市民 不特定
�NPO基盤整備 通年 ひがたらぼ x� 行政・市民 不特定
�商品（ｶﾌﾞﾄｶﾞﾆｻﾌﾞﾚ・海苔他）販売 通年 中津市･外 u� 行政・市民 不特定
��£�£4#Did�h� 通年 大新田 t� 行政・市民 不特定

17,526

�会報誌発行

�松林景観再生

63,417

487,326

86,706

1,722,436
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