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2020 年度末報告書（実⾏団体⽤） 
※報告書内の⻘⽂字は説明内容、⾚⽂字は⽂字数上限になりますので提出時には削除してください。 

 
１年⽬ 年度末報告書 

1．事業名 多様なコミュニティの形成による地域の居場所と活躍の場の創出 
2．実⾏団体名 特定⾮営利活動法⼈唐津環境防災推進機構ＫＡＮＮＥ 
3．実施期間 2020 年 4 ⽉ 1 ⽇〜2023 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
4. 報告期間 2020 年 10 ⽉ 1 ⽇〜2021 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
5.事業進捗に関する報告（概要）  進捗状況 
中⻑期アウトカム 
唐津市⺠及び唐津市にゆかりや関⼼のある都市部などの住⺠が虹の松原
に関する活動にかかわることで（１）地域課題の解決の担い⼿として、⽣
きがいを感じたり、また居場所を感じることができる、（２）主体的に地
域活動に参加する担い⼿が増加することで、地域コミュニティが継続的に
活性化する⼟壌をつくる 

 

短期アウトカム 
 
A) ユーチューブ、地元メディア、SNS 等の多様な情報発信により、虹の

松原の保全活動を知る地域住⺠（主に唐津市）が増える。 
 

B) 虹の松原の保全活動に参加する地域住⺠（主に唐津市）が増える。 
 
C) 九州圏内、⾸都圏、関⻄地区など佐賀県以外の地域において、県外在

住の佐賀出⾝者を中⼼に現在関わりがない⼈々の新たなコミュニティ
の⼟壌が⽣まれている。 

 
D) 寄付等、直接的なボランティア参加以外の⽅法による活動への参加（⽀

援）をする⼈が増えている。 
 

E) D)の参加（⽀援）をした⼈たちが、虹の松原への貢献の実感を持って
いる。 

 
F) 松原へ何かしたいと思っている⼈との交流が増えることで郷⼟愛を起

こしたり、コミュニティへの帰属意識が向上している。 

 
A）計画どおり進んでいる 
 
 
B）計画より進んでいる 
 
C）計画どおり進んでいる 
 
 
D)計画どおり進んでいる   
 
 
E)その他（当報告年度では貢献の実感を持つ⼈を増やすための整備（寄付受⼊設計
など）に取り組んだ） 
 
 
F)その他（意識の向上度を図るため、当報告年度では初期値を測定した ） 
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アウトプット 
 
１．情報発信 
 
２．寄付等の新たな参加の仕⽅の創出 
 
３．ステークホルダーの交流の場の創出 

 
 
１．計画どおり進んでいる  
 
２．計画どおり進んでいる 
 
３．計画より遅れている 

6.事業進捗に関する報告（詳細）  
これまで自組織は、虹の松原の再生保全活動に主軸を置いて活動をしてきており、このことは今も変わっていない。現在、この活動に携わって

いただいているボランティアの人数では、この課題解決のためにはまだ足りない状況にある。そのために新たな視点でステークホルダーを獲得す
る手法を検討していた。そこで考えたのが、虹の松原をキーワードとしたコミュニティをつくり、そこからこれまで関係を持てなかった価値観の
方々への広がりを狙うことにしていた。このような状況から休眠預金事業で取り組むことになった。 

 しかし、これまで虹の松原に関心がなかった方々にいきなり虹の松原のことを説明しても振り向いてくることは困難。そこで気軽に参加するこ
とができるボランティア活動を通して、主体的に地域活動に参加する担い手を増やすことによって、地域コミュニティが継続的に活性化する土壌
をつくり、そこから虹の松原に興味を持って頂くことを狙うことにした。 
そのための成果指標は、地域課題への関心の高まりを測定することにして、その数値はアンケートによって行うことにした。 

 そこで、初期値を測るために気軽に参加できるイベント型ボランティア活動（KPP、以下同じ）でアンケートを行ったが、この時の参加者の反
応が、自組織を環境系の組織色の強いものを思っていらっしゃる方が多くいて、地域課題に関するアンケートに戸惑いや違和感を訴える方がいら
っしゃった。そのための説明で本事業の意義を伝えることができた。 
 アウトプットの一つに「ステークホルダーの交流の場の創出」を掲げており、これに対する活動として首都圏での「アンバサダー」「オンライ
ンコミュニティ」の設置を実施することにしている。 
 コロナ禍で県域を超えた移動、地元では特に首都圏への旅行は控えるような状況下に置かれていた。そこで一つの代替策として、首都圏の飲食
店とオンライン交流会を開催することにした。お互いの会場で、合わせて約 20人の参加があった。人数的にも満足でき、今後のヒントを得る機
会にもなった。さらには、このオンライン交流会がきっかけで寄付をいただく流れにもつながった。 

 反省点を挙げれば、首都圏の会場には、オンライン交流会の趣旨を理解しそれに向けて会をコントロールするものがいなかったこと。会話は、
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原則、一対一で行うもの。隣にいる者、あるいは目の前にいる者とが主となって会話しその側にいる者が口を挟むというスタイルが盛り上がるも

のだと気づかされた。このことは、会の運営方法などを工夫したり、モニターの台数を増やすなど、オンラインでの Face to Face!の環境を整え

ば盛り上がる可能性があると感じた。 

 評価指数を測定するためのアンケートをKPP で実施することにしていたが、コロナ禍でKPP の開催自体が危ぶまれた。しかし、休眠預金の緊
急助成により必要備品を準備するなど関係団体等とも協議を重ねながら万全な安全対策を講じて開催することができた。その結果、想定していた
以上の参加者数が叶った。 
 結局、４回開催の予定だったが 2回しか実施できなかったものの、実施した 2回とも参加者がこれまでの最高となる結果になった。このことは、
コロナ禍により、外出の自粛による巣篭もりやオンラインでの在宅勤務の増加、イベントの中止等による外出機会の喪失によるものと推測できる。 
 また、この参加者から多くのボランティア証明書の発行を求められた。これは、以前から中高生からあったが、今回から大人からも申請があっ
た。事情を聞くと技術者などの資格に CPDという制度が導入されており、これを取得するために地域貢献活動が必要だということだった。 
 コロナ禍で大人数集まるボランティアが中止もしくは避けるためにこの活動を頼りにされたことは、自組織を信用して頂いているためだと思わ
れ、今後も信用され続けてもらうための努力が必要だと実感するとともに、このボランティア証明をコミュニティ創出に利用できるのではと考え
た。 
 この他、中止をせざるを得ないかった KPPを補完するものとして、少人数でのボランティア活動を開催した。これは、あえて少人数になるよ

うに開催告知も地域を限定し開催日を平日の午前中にするなどの工夫をした。果たして参加者がいるかのかと心配したが、見込み通りに毎回、10
名ほどの参加者があった。少人数の参加者ということで密集を避ける手間がかからず、参加者のコミュニティを図ることができた。まずまずの成

果として評価できるが、新たなコミュニティへと発展させるには人数が少なすぎるが、長引くコロナ禍での事業推進のためには、何らかの方策を

示してくれたものと言える。 
7.資⾦計画に関する報告 
① 資⾦計画どおりの執⾏状況ですか。 ： 計画どおり進んでいる 
② 報告年度に⽤意する予定だった⾃⼰資⾦は集めることができましたか。： その他（特例申請により、当報告年度の⾃⼰資⾦は計上なし） 
8.報告期間における課題と次年度にむけた取り組み 
報告期間における課題として大きく分けて取り上げると 

  ・コミュニティ形成に向けたステークホルダーの確保 

  ・寄付行為への誘導、インセンティブの提供 
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となる。 

 

 コミュニティ形成は、オンライン交流会ではある程度の絆を感じ取ることができるが、居心地の良さを実感できるコミュニティ形成にはリアル

な人との繋がりが必要と考えている。この繋がりは「face to face」であったり、同じ空間で過ごすことによる肌感覚が重要ではないかと思える。 

 ところで、現在、高齢者が増加しているものの老人クラブの会員が減少し、老人クラブそのものが消滅してきている。これは、価値観の多様化、

クラブ運営の担い手不足から生じているもので、このことはこれまで地域を支えてきたコミュニティ全体の衰退の要因とも言える。 

 そこで、本事業で「虹の松原」というキーワードを共通の価値観としたコミュニティを形成することにして、その運営は自組織が担うことで、

気軽に参加できる環境を整えることにした。 

 しかし、コロナ禍において人との繋がりが実感できる状態を提供できる状況ではなったため、少しでもこの様な環境を提供しよう新たな試みと

して少人数での繋がりづくりができる活動を行った。 

 この試みは、ある程度の成果があった。しかしコミュニティ形成には人数が少な過ぎる。少人数でのコミュニティを形成することは可能である

が、コミュニティが持っている機能である居場所の提供や共助の仕組みの維持が困難になってくる。少人数だとお互いの繋がりが強くなり排他的

な組織になりがちである。そのためにお互いのズレが生じた時に修復するのが困難になったり、窮屈感が生じたりしてコミュニティが衰退してく

る。そうなってしまうと修復が困難になってしまうことは、これまでの経験から言えることである。 

 この様にならないためにも、ある程度の規模をもった緩やかな繋がりがあり、居心地がいいコミュニティを創出する必要がある。 

 これまでの寄付してもらう活動を通して、企業からだけではなく、個人からも寄付を受けるには、寄付をする側にもメリットが必要なことだと

教えられた。単に篤志家が社会正義のために行うようなことではなく、寄付する者、寄付を受ける者とお互いが目指す社会の実現に向けたインセ

ンティブが必要となる。 

 そのためには、自組織のビジョンであり、本事業で目指すものを明確に寄付する側に伝える必要がある。そのためには、リーフレットを作成し

たもののこの部分に関しては、内容に不足していることに気づいた。これについては、すぐにでも改める必要があると考えている。 

 自組織の存在は、多くの方に伝わっているものの、ビジョンなり活動内容については知られていない。そのためにも自組織のビジョンなり本事

業で目指す社会を伝えていく作業は、自組織の弱点を克服するとともにステークホルダーの確保にも繋がるものと考えている。 
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 延いては、ステークホルダーが増えていくことで自組織の存在価値や信用にもつながることであり、自組織を応援していることが自慢であり、

ステータスとなる状態を目指していくことにする。 

 以上の２点の課題解決には、自組織のステークホルダーを増やすことが大前提となる。これを達成するには、前述の通り自組織のビジョンなり

本事業で目指す社会を正しく伝えるとともに、虹の松原をキーワードにした共通した価値観から緩やかな繋がりで愛着が持てるコミュニティの可

視化が必要と感じている。 

 そのためには、コロナ禍においてオンラインだけではなく、これまでの自組織のステークホルダーの属性を考慮しながら、オフラインでの情報

発信をうまく融合させながら取り組んでいくことにしている。そこで、現在、SNS 戦略改善に向けた指導を受けており、当分の間、Try & Error

を繰り返しながら活動を展開していくことにしている。 

また当初計画では、インフルエンサーを１名確保することにしていたが、コロナにより都市部での PR 活動が実施できなかった。その状況下での改案として、

様々な SNS やオフラインで、より効果的な情報発信ができるように、複数名のアンバサダーを発掘することにした。徐々に協力者を確保しつつ、アンバサダー

の数を増やしていきたいと考えている。 

 さらに、開催することが困難な「虹の松原フェスティバル（仮称）」の開催を Web 上で開催することにしており、これを融合させた形で 「寄
付者が集えるオンラインコミュニティの場づくり」も行えるものを準備していき、来年度には本格運用ができる状態にすることを目指している。 
 
9.広報に関する報告 
以下に該当する内容がある場合には、概要を記載してください。提出可能な場合は PDF データ等を添付してください。 
〇メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等）：⽇付、記事名、媒体、制作⽬的、概要、リンク先、部数等を記載してください。 
佐賀新聞（2020/10/20） 
「美しい松原に」過去最多 650 ⼈が清掃 虹の松原クリーン⼤作戦 
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/589557 
 
唐津市公式チャンネル YouTube（⾏政放送）（2020/10/26） 
唐津市ニュース（令和 2 年 10⽉ 19⽇〜10⽉ 23 ⽇放送）7 分 23 秒〜8分 40秒 
虹の松原を⽩砂⻘松の姿で次世代へ！ 
https://www.youtube.com/watch?v=lXJeUm5dyK0 
 
佐賀新聞（2020/11/11） 
＜⾼校⽣記者＞虹の松原クリーン作戦 ⽩砂⻘松を次世代につなぐ 
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https://www.saga-s.co.jp/articles/-/598593 
 
唐津市公式ちゃんねる YouTube（⾏政放送）（2021/02/15） 
唐津市ニュース（令和 3年 2⽉ 8⽇〜2⽉ 12⽇放送）5 分 43 秒〜7分 23 秒 
⼦どもたちが虹の松原の魅⼒を発信 
https://www.youtube.com/watch?v=ADsbaC2p_a8 
 
サガテレビ（2021/02/16） 
虹の松原作品展【佐賀県】 
https://www.sagatv.co.jp/news/archives/2021021605072 
 
⻄⽇本新聞（2021/2/21） 
「虹の松原」テーマに作品展 唐津の児童・⽣徒 
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/691386/ 
 
サガテレビ(2021/03/22） 
松原を守る⼤切さを知って ⾼校⽣が「虹の松原」で清掃活動【佐賀県唐津市】 
https://www.sagatv.co.jp/news/archives/2021032205386 
 
朝⽇新聞（2021/03/23） 
唐津商⾼⽣、虹の松原で保全活動 
https://www.asahi.com/articles/ASP3Q6TSGP3QTTHB001.html 
 
佐賀新聞（2020/4/3） 
休眠預⾦でＮＰＯなど⽀援 佐賀県内４団体に 7000万円助成 
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/507912 
 
〇広報制作物等：当該事業費を使って製作したもの（出版物、印刷物、被服等、事業費を使って対外的に当事業を訴求するために制作されたもの）につい 
て制作物の種類、発⾏・製作時期、概要リンク先、部数等を記載してください。 
 →別添「リーフレット」（200 部） 
10.規定類の整備に関する報告 
① 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。： 整備中 
② 整備が完了した規程類を webサイト上で広く⼀般公開していますか。： 全て公開した  
→②で「⼀部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定⽇： 
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③ 変更があった規程類に関して資⾦分配団体に報告しましたか。： はい（変更なし） 
→③で「いいえ」を選択した場合の理由： 

11.ガバナンス・コンプライアンスに関する報告 
① 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。： はい 
→①で「いいえ」を選択した場合の理由： 
② 内部通報制度は整備されていますか。： はい  
→②で「はい」の場合は、設置⽅法（複数選択可）： 内部に窓⼝を設置 
③ 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏っていますか。： はい   
→③で「いいえ」を選択した場合の理由： 
④ 関連する規程の定めどおり情報公開を⾏っていますか。： はい  
→④で「いいえ」を選択した場合の理由：    
⑤ コンプライアンス委員会（※）は定期的に開催されていますか。： 該当なし 
※コンプライアンス委員会を設置していない実⾏団体は、担当部署または担当者に報告の対象となる不正⾏為を資⾦分配団体に報告済かを回答してください。 
報告の対象となる不正⾏為とは、資⾦分配団体-実⾏団体間の資⾦提供契約書第 15 条に定めるものです。 
→⑤で「いいえ」を選択した場合の理由： 
⑥ 報告年度の内部監査⼜は外部監査を実施予定ですか。（実施済みの場合含む）： 内部監査を実施 
→⑥で「実施する予定がない」を選択した場合の理由： 
 

  
14.活動の写真 
活動の写真がある場合には貼り付けてください。（画像データは 1枚 2MG以下で 3-4枚程度としてください。） 
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Keep Pine Project 〜虹の松原クリーン⼤作戦〜（愛称：KPP）の様⼦（2020 年 12⽉ 20⽇開催） 
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オンライン交流会の様⼦（2020 年 11 ⽉ 2⽇開催） 
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虹の松原作品展の様⼦ 
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ショッピングセンターのサービスカウンター等に募⾦箱の設置 


