
別 紙 

1 

大分市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

末広東大道線街路事業 

（略） 

（略） （略） 

 

（略） （略） 

小鹿児童公園リニューア

ル事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

高架下駐輪場整備事業（駐

輪場設置） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

金池南公園整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

市道中央住吉１号線修景

整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

市道中央住吉２号線修景

整備事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

大分城址公園修景整備事

業 

 

○大分城址公園の整備を

行い、中心市街地における

憩いやにぎわいの場を創

出する 

 

●平成29年度 

～平成30年度 

大分市 中心市街地において、歴史的特

性を有した城址公園の帯曲輪、

大手門側入口等の整備を行うこ

とで、観光資源としての魅力を

向上させ、中心市街地における

回遊性の向上につなげる。 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業(大分市

中心市街地地

区)） 

 

平成 29 年度 

～平成 30 年度 

 

 

（２）②～（４）略 

 

 

 

 

 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

末広東大道線街路事業 

（略） 

（略） （略） 

 

（略） （略） 

小鹿児童公園リニューア

ル事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

高架下駐輪場整備事業（駐

輪場設置） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

金池南公園整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

市道中央住吉１号線修景

整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

市道中央住吉２号線修景

整備事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

（２）②～（４）略 
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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）～（４）略 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体

として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）～（４）略 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］（略） 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業等 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

第一種大規模小売店舗立

地法特例区域の設定 

○法第37条に基づく大規

模小売店舗立地法の特例

を活用 

●平成22年度～

大分市 大規模小売店舗立地法の手続き

を簡略化し、中心市街地におけ

る迅速な店舗誘致を図ること

で、中心市街地の活性化を図る。 

大規模小売店

舗立地法の特

例（第一種大規

模小売店舗立

地法特例区域）

平成 29年度～ 

（２）① ～（４）略 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）～（４）略 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）～（４）略 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体

として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）～（４）略 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］（略） 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業等 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

新規追加 

（２）① ～（４）略 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）～（４）略 
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♢４から８までに掲げる事業及び措置の実施個所 

 

 

 

♢４から８までに掲げる事業及び措置の実施個所 
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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

 

［１］ 市町村の推進体制の整備等 

（１） 大分市における内部の推進体制 

本市では、第 1 期 基本計画策定に際し、庁内の 12 部からなる「大分市中心市街地活性化基本計画策定・推進委

員会」を設置しており、第 2期基本計画の策定についても引続き当委員会で、第 1期の検証や施策などの取りまとめ、

県事業や民間事業との連携などについて、計画策定に必要な検討を行った。第 2期基本計画の策定後も、この組織に

より計画の進ちょく管理を行うとともにフォローアップ体制を整備していく。 

また、委員会の下部組織として幹事会（課長級）、作業部会（主に課長補佐、係長級）を設置しており、具体的な

事業の推進について調整を行う。 

 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

 

[１]市町村の推進体制の整備等 

（１）大分市における内部の推進体制 

本市では、第 1 期 基本計画策定に際し、庁内の 12 部からなる「大分市中心市街地活性化基本計画策定・推進委

員会」を設置しており、第 2期基本計画の策定についても引続き当委員会で、第 1期の検証や施策などの取りまとめ、

県事業や民間事業との連携などについて、計画策定に必要な検討を行った。第 2期基本計画の策定後も、この組織に

より計画の進ちょく管理を行うとともにフォローアップ体制を整備していく。 

また、委員会の下部組織として幹事会（課長級）、作業部会（主に課長補佐、係長級）を設置しており、具体的な

事業の推進について調整を行う。 

 

 

中心市街地活性化基本計画策定・推進委員会名簿

委員長　副市長

総務部長 防災危機管理課長 参事

企画部長 企画課長 参事補
公共施設マネジメント推進室専門員

 主任

情報政策課長

文化国際課長

 新規追加  新規追加

財務部長 財政課長 主査

管財課長

市民部長 市民協働推進課長

福祉保健部長 福祉保健課長

 子育て支援課長  企画担当班参事補

長寿福祉課長 高齢者福祉サービス担当班参事補

障害福祉課長 管理担当班参事補

保健総務課長

 新規追加
 新規追加  新規追加

 新規追加  新規追加

環境部長 環境対策課長

商工労働観光部長 商工労政課長  政策監

商業にぎわい担当班参事補
商業にぎわい担当班主査

商業にぎわい担当班主事

創業経営支援課長  経営金融担当班主事

観光課長 シティプロモーション担当班主事

農林水産部長 農政課長

生産振興課長 農村整備担当班参事補

林業水産課長 森林セラピー担当班参事補

土木建築部長 土木管理課長  参事補

土木計画担当班専門員

道路建設課長  参事補

東部建設担当班参事補

街路建設担当班参事補

住宅課長

 次長兼中活推進担当

都市計画課長  計画調整担当班参事補

計画調整担当班参事補

 新規追加  新規追加

 新規追加

都市交通対策課長 新規追加

交通政策担当班参事補

自転車総合対策担当班参事補

開発建築指導課長 建築指導担当班参事

まちなみ整備課長

 企画調整担当班参事

 駅周辺総合整備課長  換地工務担当班参事補

 換地工務担当班専門員

公園緑地課長

緑化推進担当班参事補

下水道部長 下水道経営企画課長

下水道建設課長

 管理担当班主幹

下水道施設課長

教育委員会事務局教育部長 学校施設課長 管理担当班主査

文化財課長 参事

史跡整備担当班主査

史跡整備担当班主査

消防局長 警防課長 施設担当班参事補

委員（13 名） 幹事会員（35 名） 作業部会員（55 名）

情報化推進担当班 参事補

文化企画担当班 主査

庁舎管理担当班 主事

市民協働推進担当班参事

総務担当班 参事補

総務企画担当班 参事

管理担当班参事

商業にぎわい担当班 主査

農産品流通担当班 主事

西部建設担当班参事補

工務担当班 主任

都市計画部長

建築事業推進担当班 専門員

庶務担当班 参事

管理企画担当班 専門員

企画調整担当班参事補

西部担当班 参事補

管理担当班 参事

維持担当班参事補

施設担当班 参事

中心市街地活性化基本計画策定・推進委員会名簿

委員長　副市長

総務部長 防災危機管理課長 参事

企画部長 企画課長 参事補
公共施設マネジメント推進室専門員

 主査

情報政策課長

文化国際課長

 スポーツ振興課長  国際スポーツ誘致担当班主査

財務部長 財政課長 主査

管財課長

市民部長 市民協働推進課長

福祉保健部長 福祉保健課長

 子育て支援課長  企画担当班参事補

長寿福祉課長 高齢者福祉サービス担当班参事補

障害福祉課長 管理担当班参事補

保健総務課長

 子どもすこやか部長
 子ども企画課長  参事

 子育て支援課長  管理・自立支援担当班参事補

環境部長 環境対策課長

商工労働観光部長 商工労政課長  参事補

商業にぎわい担当班参事補
商業にぎわい担当班主査

商業にぎわい担当班主事

創業経営支援課長  企業立地創業担当班主事

観光課長 シティプロモーション担当班主事

農林水産部長 農政課長

生産振興課長 農村整備担当班参事補

林業水産課長 森林セラピー担当班参事補

土木建築部長 土木管理課長  土木計画担当班参事補

道路建設課長  参事

東部建設担当班参事補

街路建設担当班参事補

住宅課長

 次長兼中活推進担当

都市計画課長  参事

計画調整担当班参事補

 まちなみ企画課長  企画調整担当班参事補

 景観推進担当班専門員

都市交通対策課長  参事

交通政策担当班参事補

自転車総合対策担当班参事補

開発建築指導課長 建築指導担当班参事

まちなみ整備課長
 浜町・芦崎・新川地区整備担当班参事

 駅周辺総合整備課長  換地工務担当班参事補

 換地工務担当班専門員

公園緑地課長

緑化推進担当班参事補

下水道部長 下水道経営企画課長

下水道建設課長

 事業推進担当班専門員

下水道施設課長

教育委員会事務局教育部長 学校施設課長 管理担当班主査

文化財課長 参事

史跡整備担当班主査

史跡整備担当班主査

消防局長 警防課長 施設担当班参事補

委員（14 名） 幹事会員（36 名） 作業部会員（58 名）

情報化推進担当班 参事

文化企画担当班 主事

庁舎管理担当班 参事補

市民協働推進担当班参事

総務担当班 参事

総務企画担当班 参事補

管理担当班参事

商業にぎわい担当班 主任

農産品流通担当班 主任

土木計画担当班 参事補

西部建設担当班参事補

工務担当班 参事補

都市計画部長

建築事業推進担当班 参事補

庶務担当班 主査

管理企画担当班 参事補

企画調整担当班参事補

西部担当班 参事

管理担当班 参事補

維持担当班参事補

施設担当班 主査
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（２）大分市における取り組み状況 

▲平成 24 年 4 月 16 日 作業部会 

 第 2 期 大分市中心市街地活性化基本計画の策定に向けて作業部会をはじめとする庁内関係課に事業継続並びに

新規事業の掘り起しについてヒアリングを実施。 

 

▲平成 24 年 5 月 28 日 作業部会 

 現在の中心市街地の状況、第 1期 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 2期 基本計画に向けた庁内の事

業の抽出状況、民間事業の抽出状況、スケジュールなどにより、第 2期計画の策定に向けて協議。 

 

●平成 24 年 6 月 1日 委員会・幹事会合同会議 

現在の中心市街地の状況、第 1期 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 2期 基本計画に向けた庁内の事

業の抽出状況、民間事業の抽出状況、スケジュールなどにより、第 2期計画の策定に向けて協議。 

 

▲平成 24 年 7 月 13 日 作業部会  

 第 2 期 基本計画の組み立てと各課が担当する事業の確度の確認、及び民間事業との連携による活性化の推進につ

いて協議。 

 

◆平成 24 年 8 月 10 日 幹事会 

 第 2 期 基本計画の組み立てと各課が担当する事業の確度の確認、及び民間事業との連携による活性化の推進につ

いて協議。 

 

●平成 24 年 8 月 31 日 委員会 

 第 2 期 基本計画の組み立てと各課が担当する事業の確度の確認、及び民間事業との連携による活性化の推進につ

いて協議。 

 

▲平成 24 年 10 月 30 日 作業部会 

 第 2 期 基本計画（素案）、今後の中心市街地における課題について協議 

 

◆平成 24 年 11 月 6 日 幹事会 

 第 2 期 基本計画（素案）、今後の中心市街地における課題について協議 

 

●平成 24 年 11 月 14 日 委員会 

第 2期 基本計画（素案）、今後の中心市街地における課題について協議 

 

●平成 26 年 6 月 5日 委員会・幹事会合同会議 

第 2期 基本計画、平成 25 年フォローアップ及び事業の進捗状況の報告。今年度の取り組みについて協議 

 

●平成 29 年 3 月 9日 委員会・幹事会合同会議 

基本計画に関するこれまでの取組、第 3期基本計画の策定について協議 

 

 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）本市では、「大分商工会議所」と「株式会社 大分まちなか倶楽部」が共同設置者として、平成２０年４月に

「大分市中心市街地活性化協議会」が設置された。 

   第２期 基本計画においても、第１期 基本計画と同様に活度を行っていく。 

 

（２）大分市における取り組み状況 

▲平成 24 年 4 月 16 日 作業部会 

 第 2 期 大分市中心市街地活性化基本計画の策定に向けて作業部会をはじめとする庁内関係課に事業継続並びに

新規事業の掘り起しについてヒアリングを実施。 

 

▲平成 24 年 5 月 28 日 作業部会 

 現在の中心市街地の状況、第 1期 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 2期 基本計画に向けた庁内の事

業の抽出状況、民間事業の抽出状況、スケジュールなどにより、第 2期計画の策定に向けて協議。 

 

●平成 24 年 6 月 1日 委員会・幹事会合同会議 

現在の中心市街地の状況、第 1期 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 2期 基本計画に向けた庁内の事

業の抽出状況、民間事業の抽出状況、スケジュールなどにより、第 2期計画の策定に向けて協議。 

 

▲平成 24 年 7 月 13 日 作業部会  

 第 2 期 基本計画の組み立てと各課が担当する事業の確度の確認、及び民間事業との連携による活性化の推進につ

いて協議。 

 

◆平成 24 年 8 月 10 日 幹事会 

 第 2 期 基本計画の組み立てと各課が担当する事業の確度の確認、及び民間事業との連携による活性化の推進につ

いて協議。 

 

●平成 24 年 8 月 31 日 委員会 

 第 2 期 基本計画の組み立てと各課が担当する事業の確度の確認、及び民間事業との連携による活性化の推進につ

いて協議。 

 

▲平成 24 年 10 月 30 日 作業部会 

 第 2 期 基本計画（素案）、今後の中心市街地における課題について協議 

 

◆平成 24 年 11 月 6 日 幹事会 

 第 2 期 基本計画（素案）、今後の中心市街地における課題について協議 

 

●平成 24 年 11 月 14 日 委員会 

第 2期 基本計画（素案）、今後の中心市街地における課題について協議 

 

●平成 26 年 6 月 5日 委員会・幹事会合同会議 

第 2期 基本計画、平成 25 年フォローアップ及び事業の進捗状況の報告。今年度の取り組みについて協議 

 

 

 

 

 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）本市では、「大分商工会議所」と「株式会社 大分まちなか倶楽部」が共同設置者として、平成２０年４月に

「大分市中心市街地活性化協議会」が設置された。 

   第２期 基本計画においても、第１期 基本計画と同様に活度を行っていく。 
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＜１＞協議会の構成員 

 協議会は、大分市中心市街地の都市機能の増進や経済活力の向上、にぎわいの創出などについて、総合的に推進

するために、大分商工会議所や商店街、大型店等の商業関係者、バス事業者などの交通事業者、銀行などの金融機

関、福祉や教育、自治会や NPO 法人などまちづくりに関する団体等、多様な主体からの代表者を構成員として位置

づけている。 

 

○大分市中心市街地活性化協議会構成員（順不同） 

 

 

＜１＞協議会の構成員 

 協議会は、大分市中心市街地の都市機能の増進や経済活力の向上、にぎわいの創出などについて、総合的に推進

するために、大分商工会議所や商店街、大型店等の商業関係者、バス事業者などの交通事業者、銀行などの金融機

関、福祉や教育、自治会や NPO 法人などまちづくりに関する団体等、多様な主体からの代表者を構成員として位置

づけている。 

 

○大分市中心市街地活性化協議会構成員（順不同） 

 

 

所　　属　　先 所属先役職

1 大分商工会議所 会頭
経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るにふ

さわしい者（第15条第1項第2号）

2 ㈱大分まちなか倶楽部 代表取締役
都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るにふ

さわしい者（第15条第1項2号）

3 大分大学 名誉教授 学識経験者

4 大分商工会議所 副会頭
経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るにふ

さわしい者（第15条第1項第2号）

5 大分工業高等専門学校 教授 （法第15条第８項関係）

6 日本文理大学 教授 　　　　〃

7 大分県立芸術文化短期大学 専任講師 　　　　〃

8 大分市商店街連合会 会長 商店街

9 大分市竹町通商店街振興組合 副理事長 （法第15条第4項関係）

10 大分市中央町商店街振興組合 理事長 　　　　〃

11 大分市府内五番街商店街振興組合 理事長 　　　　〃

12 サンサン通り商店街振興組合 理事長 　　　　〃

13 大分市ポルトソール商店街振興組合 理事長 　　　　〃

14 ㈱トキハ 本店長 地域内大型店

15 ㈱ＯＰＡ　大分フォーラス 館長 （第15条第4項関係）

新規追加

16 (公社)大分県不動産鑑定士協会 会長 不動産業者（第15条第8項関係）

17 大分市大分中央地区自治委員連絡協議会 会長 （第15条第8項関係）

18 がんばれ大分社会貢献ファンド 運営委員会会長 地域活動団体

19 大分都心まちづくり委員会 代表幹事 （第15条第8項関係）

20 府内町協議会 会長 　　　　〃

21 （一社）大分青年会議所 副理事長 　　　　〃

22 ㈱大分銀行 取締役会長 金融機関

23 ㈱豊和銀行 取締役専務 （第15条第8項関係）

24 大分信用金庫 常勤理事・業務部長 　　　　〃

25 大分県信用組合 理事長 　　　　〃

26 九州旅客鉄道㈱大分支社 取締役大分支社長 交通事業者

27 大分バス㈱ 代表取締役社長 （第15条第4項関係）

28 大分交通㈱ 代表取締役社長 　　　　〃

29 （一社）大分県タクシー協会 会長 　　　　〃

30 九州電力㈱ 大分支社 執行役員支社長 居住促進・環境向上

31 大分県建設業協会大分支部 支部長 　　　　〃

32 ㈲大分合同新聞社 代表取締役社長 報道・放送関係

33 ＮＨＫ大分放送局 局長 （第15条第8項関係）

34 ㈱大分放送 代表取締役社長 　　　　〃

35 ㈱テレビ大分 代表取締役社長 　　　　〃

36 大分朝日放送㈱ 代表取締役社長 　　　　〃

37 ㈱エフエム大分 取締役社長 　　　　〃

38 大分ケーブルテレコム㈱ 代表取締役 　　　　〃

39 大分県中心市街地活性化支援会議 会長 オブザーバー・アドバイザー（第15条第7項）

新規追加

40 大分市都市計画部 部長 　　〃　（第15条第6項）

41 大分市商工労働観光部 部長 　　〃　（第15条第6項）

42 大分県大分中央警察署 署長 　　〃　（第15条第8項)

43 経済産業省九州経済産業局 流通・サービス産業課長 　　〃　（第15条第7項）

44 国土交通省九州地方整備局 建政部都市・住宅整備課長 　　〃　（第15条第7項）

45 （独）中小企業基盤整備機構九州本部 地域振興課長 　　〃　（第15条第7項）

46 ㈱日本政策投資銀行大分事務所 事務所長 　　〃　（第15条第8項)

47 ㈱大分まちなか倶楽部 参与

48 大分商工会議所 専務理事

大分市中心市街地活性化協議会構成

所　　属　　先 所属先役職

1 大分商工会議所 会頭
経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るに

ふさわしい者（第15条第1項第2号）

2 ㈱大分まちなか倶楽部 代表取締役
都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るに

ふさわしい者（第15条第1項2号）

3 大分大学 名誉教授 学識経験者

4 大分商工会議所 副会頭
経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るに

ふさわしい者（第15条第1項第2号）

5 大分工業高等専門学校 教授 （法第15条第８項関係）

6 日本文理大学 教授 　　　　〃

7 大分県立芸術文化短期大学 専任講師 　　　　〃

8 大分市商店街連合会 会長 商店街

9 大分市竹町通商店街振興組合 副理事長 （法第15条第4項関係）

10 大分市中央町商店街振興組合 理事長 　　　　〃

11 大分市府内五番街商店街振興組合 理事長 　　　　〃

12 サンサン通り商店街振興組合 理事長 　　　　〃

13 大分市ポルトソール商店街振興組合 理事長 　　　　〃

14 ㈱トキハ 本店長 地域内大型店

15  ㈱ＯＰＡ　大分フォーラス  館長  （第15条第4項関係）

15 ㈱ＪＲ大分シティ 代表取締役社長 　　　　〃

16 (公社)大分県不動産鑑定士協会 会長 不動産業者（第15条第8項関係）

17 大分市大分中央地区自治委員連絡協議会 会長 （第15条第8項関係）

18 がんばれ大分社会貢献ファンド 運営委員会会長 地域活動団体

19 大分都心まちづくり委員会 代表幹事 （第15条第8項関係）

20 府内町協議会 会長 　　　　〃

21 （一社）大分青年会議所 理事長 　　　　〃

22 ㈱大分銀行 取締役会長 金融機関

23 ㈱豊和銀行 取締役専務 （第15条第8項関係）

24 大分信用金庫 常勤理事・業務部長 　　　　〃

25 大分県信用組合 理事長 　　　　〃

26 九州旅客鉄道㈱大分支社 取締役大分支社長 交通事業者

27 大分バス㈱ 代表取締役会長 （第15条第4項関係）

28 大分交通㈱ 代表取締役社長 　　　　〃

29 （一社）大分県タクシー協会 会長 　　　　〃

30 九州電力㈱ 大分支社 執行役員大分支社長 居住促進・環境向上

31 大分県建設業協会大分支部 支部長 　　　　〃

32 ㈲大分合同新聞社 代表取締役社長 報道・放送関係

33 ＮＨＫ大分放送局 局長 （第15条第8項関係）

34 ㈱大分放送 代表取締役社長 　　　　〃

35 ㈱テレビ大分 代表取締役社長 　　　　〃

36 大分朝日放送㈱ 代表取締役社長 　　　　〃

37 ㈱エフエム大分 取締役社長 　　　　〃

38 大分ケーブルテレコム㈱ 代表取締役 　　　　〃

39 大分県中心市街地活性化支援会議 会長 オブザーバー・アドバイザー（第15条第7項）

40 （一社）大分市観光協会 会長 観光協会

41 大分市都市計画部 部長 オブザーバー・アドバイザー（第15条第6項）

42 大分市商工労働観光部 部長 　　〃　（第15条第6項）

43 大分県大分中央警察署 署長 　　〃　（第15条第8項)

44 経済産業省九州経済産業局 流通・サービス産業課長 　　〃　（第15条第7項）

45 国土交通省九州地方整備局 建政部都市整備課長 　　〃　（第15条第7項）

46 （独）中小企業基盤整備機構九州本部 審議役 　　〃　（第15条第7項）

47 ㈱日本政策投資銀行大分事務所 事務所長 　　〃　（第15条第8項)

48 ㈱大分まちなか倶楽部 参与

49 大分商工会議所 専務理事

大分市中心市街地活性化協議会構成
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 また、本市では、活性化基本計画に関連する取組みを具体的に検討するために、下部組織としてワーキング委員会

を設置しており、さらに課題の解決や新たな取り組みについて専門的に研究するための各種専門部会を設置し、活性

化への取組みを推進している。 

 

○大分市中心市街地活性化協議会ワーキング委員会構成員（順不同） 

 

 

 

 

 また、本市では、活性化基本計画に関連する取組みを具体的に検討するために、下部組織としてワーキング委員会

を設置しており、さらに課題の解決や新たな取り組みについて専門的に研究するための各種専門部会を設置し、活性

化への取組みを推進している。 

 

○大分市中心市街地活性化協議会ワーキング委員会構成員（順不同） 

 

 

 

 

所　　属　　先 所属先役職

1 大分商工会議所 副会頭 協議会副会長

新規追加

2 〃 専務理事

3 大分大学工学部 助教 学識経験者

4 大分市竹町通商店街振興組合 副理事長 地域商業者

5 大分市中央町商店街振興組合 副理事長 　　　〃

6 府内町協議会 会長 　　　〃

新規追加

新規追加

新規追加

7 ㈱トキハ 執行役員本店長 地域内大型店

8 新大分土地㈱ 代表取締役 権利者等

9 大分地区地域活性化協働推進会議 委員長 地域活動団体

新規追加

10 大分都心まちづくり委員会 代表幹事 　　　〃

11 大分市社会福祉協議会 事務局長 　　　〃

12 ㈱大分銀行
法人営業支援部

地域支援室長
金融機関

新規追加

13 （社）大分県建設業協会大分支部 副支部長 建設業関係

14 九州旅客鉄道㈱大分支社 支社長 交通事業者

15 （社）大分県バス協会 会長 　　　〃

16 （社）大分県タクシー協会 会長 　　　〃

新規追加

17 大分合同新聞社 戦略室SD部長 報道機関

18 大分市商工農政部 商工労政課長 行政関係者

19 大分市都市計画部 都市計画課長 　　　〃

20 ㈱大分まちなか倶楽部 参与 まちづくり会社

21 　　　〃 タウンマネージャー まちづくり会社

22 大分商工会議所青年部 特別理事

23 大分商工会議所 中小企業相談部長

●アドバイザー

大分大学工学部 教授 学識経験者　　協議会副会長

大分県企画振興部景観まちづくり室 室長 行政関係者

新規追加

大分県商工労働部商業・サービス業振興課 主幹 　　　〃

大分県土木建築部建設政策課 企画調整監 　　　〃

大分県土木建築部都市計画課 課長補佐 　　　〃

新規追加

●オブザーバー

新規追加

新規追加

●事務局

大分商工会議所中小企業相談部専門指導課

新規追加

大分市中心市街地活性化協議会ワーキング委員会

所　　属　　先 所属先役職

1  大分商工会議所  副会頭  協議会副会長

1 大分市商店街連合会 会長 協議会副会長

2 大分商工会議所 専務理事 商工会議所

3 大分大学 助教 学識経験者

4 大分市竹町通商店街振興組合 副理事長 地域商業者

5 大分市中央町商店街振興組合 理事長 地域商業者

6  府内町協議会  会長  　　　〃

6 大分市府内５番街商店街振興組合 理事長 地域商業者

7 サンサン通り商店街振興組合 理事長 地域商業者

8 大分市ポルトソール商店街振興組合 理事長 地域商業者

9 ㈱トキハ 本店業務部長 地域内大型店

8  新大分土地㈱  代表取締役  権利者等

9  大分地区地域活性化協働推進会議  委員長  地域活動団体

10 ㈱ＪＲ大分シティ 取締役営業部長 地域内大型店

11 大分都心まちづくり委員会 代表幹事 地域活動団体

11  大分市社会福祉協議会  事務局長  　　　〃

12 ㈱大分銀行 地域創造部副推進役 金融機関

13 ㈱豊和銀行
お客さま支援部ｿﾘｭｰｼｮ

ﾝ支援室副調査役
金融機関

14 一般社団法人大分県建設業協会大分支部 副支部長 建設業関係

15 九州旅客鉄道㈱大分支社 総務企画課担当課長 交通事業者

16 一般社団法人大分県バス協会 専務理事 交通事業者

17 一般社団法人大分県タクシー協会 専務理事 交通事業者

18 一般社団法人大分市観光協会 専務理事 観光協会

19 大分合同新聞社
経営戦略室次長兼戦略

ﾃﾞｻﾞｲﾝ部長兼財務室長
報道機関

18  大分市商工農政部  商工労政課長  行政関係者

19  大分市都市計画部  都市計画課長  　　　〃

20 ㈱大分まちなか倶楽部 参与 まちづくり会社

21 ㈱大分まちなか倶楽部 事業統括部長 まちづくり会社

22  大分商工会議所青年部  特別理事

23  大分商工会議所  中小企業相談部長

●アドバイザー

 大分大学工学部  教授  学識経験者　　協議会副会長

 大分県企画振興部景観まちづくり室  室長  行政関係者

大分県企画振興部観光・地域局観光・地域振興課 主幹 行政関係者

大分県商工労働部商業・サービス業振興課 副主幹 行政関係者

 大分県土木建築部建設政策課  企画調整監  　　　〃

 大分県土木建築部都市計画課  課長補佐  　　　〃

大分県土木建築部都市・まちづくり推進課 課長補佐 行政関係者

●オブザーバー

大分市商工労働観光部 次長兼商工労政課長 行政関係者

大分市都市計画部 次長兼都市計画課長 行政関係者

●事務局

大分商工会議所中小企業相談部専門指導課 課長

大分商工会議所中小企業相談部専門指導課 係長

大分市中心市街地活性化協議会ワーキング委員会
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○各専門部会 

 略 

＜２＞株式会社 大分まちなか倶楽部の概要 

略 

 

（２）略 

 

平成２４年度会議等の開催状況 

▲平成 24 年 4 月 27 日 第 1回次期計画策定部会  

現在の中心市街地の状況、第 1期 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 2期 基本計画に向けた公共事業

と民間事業の抽出状況、スケジュールなどにより、第 2期計画の策定に向けて協議。 

▲平成 24 年 6 月 6日 第 2回次期計画策定部会 

現在の中心市街地の状況、第 1期 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 2期 基本計画に向けた公共事業

と民間事業の抽出状況、スケジュールなどにより、第 2期計画の策定に向けて協議。 

●平成 24 年 6 月 22 日 平成 24 年度 第 1回 大分市中心市街地活性化協議会 

現在の中心市街地の状況、第 1期 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 2期 基本計画に向けた公共事業

と民間事業の抽出状況、スケジュールなどにより、第 2期計画の策定に向けて協議。 

▲平成 24 年 7 月 24 日 第 3回次期計画策定部会 

第 2期 基本計画に向けた公共事業と民間事業の抽出状況と新規事業の抽出、官民の事業連携の検討。 

▲平成 24 年 8 月 20 日 第 4回次期計画策定部会 

 第 2 期 基本計画に向けた民間事業の新たな取り組みと官民の事業連携の検討。 

▲平成 24 年 11 月 7 日 第 5回次期計画策定部会 

 第 2 期 大分市中心市街地活性化基本計画（素案）について検討 

◆平成 24 年 11 月 26 日 第 1回 ワーキング委員会 

次期計画策定部会の検討結果に基づく第 2期大分市中心市街地活性化基本計画（素案）について検討 

●平成 24 年 11 月 28 日 第 2回 大分市中心市街地活性化協議会 

下部組織等からの検討結果を踏まえた第 2期大分市中心市街地活性化基本計画（案）について協議。 

 大分市中心市街地活性化基本計画案に関する意見については下記の通りまとめられ、大分市へ提出された。 

●平成 25 年 3 月 29 日 第 3回 大分市中心市街地活性化協議会 

第 2期大分市中心市街地活性化基本計画の認定報告及び第 2期基本計画の概要を報告し、併せて今後の協議会のあ

り方について協議。 

 （平成 25 年 5 月 大分市中心市街地活性化協議会） 

  第 2 期基本計画に位置づけられた事業の追加等について協議。 

 （平成 26 年 1 月 大分市中心市街地活性化協議会） 

  第 2 期基本計画に位置づけられた事業の追加等について協議 

●平成 26 年 3 月 27 日 平成 25 年度第 1回 大分市中心市街地活性化協議会 

 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 2期基本計画に位置づけられた事業の追加等について協議。 

●平成 26 年 10 月 平成 26 年度第 1回 大分市中心市街地活性化協議会 

 第 2 期基本計画に位置づけられた事業の追加等について協議 

●平成 27 年 7 月 23 日 平成 27 年度第 1回 大分市中心市街地活性化協議会 

 基本計画の取り組み状況等の報告 

●平成 28 年 2 月 19 日 平成 27 年度第 2回 大分市中心市街地活性化協議会 

 第 2 期基本計画に位置づけられた事業の追加等について協議 

●平成 28 年 5 月 11 日 平成 28 年度第 1回 大分市中心市街地活性化協議会 

 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 2期基本計画に位置づけられた事業の変更等について協議 

●平成 28 年 10 月 4 日 平成 28 年度第２回 大分市中心市街地活性化協議会 

○各専門部会 

 略 

＜２＞株式会社 大分まちなか倶楽部の概要 

略 

 

（２）略 

 

平成２４年度会議等の開催状況 

▲平成 24 年 4 月 27 日 第 1回次期計画策定部会  

現在の中心市街地の状況、第 1期 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 2期 基本計画に向けた公共事業

と民間事業の抽出状況、スケジュールなどにより、第 2期計画の策定に向けて協議。 

▲平成 24 年 6 月 6日 第 2回次期計画策定部会 

現在の中心市街地の状況、第 1期 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 2期 基本計画に向けた公共事業

と民間事業の抽出状況、スケジュールなどにより、第 2期計画の策定に向けて協議。 

●平成 24 年 6 月 22 日 平成 24 年度 第 1回 大分市中心市街地活性化協議会 

現在の中心市街地の状況、第 1期 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 2期 基本計画に向けた公共事業

と民間事業の抽出状況、スケジュールなどにより、第 2期計画の策定に向けて協議。 

▲平成 24 年 7 月 24 日 第 3回次期計画策定部会 

第 2期 基本計画に向けた公共事業と民間事業の抽出状況と新規事業の抽出、官民の事業連携の検討。 

▲平成 24 年 8 月 20 日 第 4回次期計画策定部会 

 第 2 期 基本計画に向けた民間事業の新たな取り組みと官民の事業連携の検討。 

▲平成 24 年 11 月 7 日 第 5回次期計画策定部会 

 第 2 期 大分市中心市街地活性化基本計画（素案）について検討 

◆平成 24 年 11 月 26 日 第 1回 ワーキング委員会 

次期計画策定部会の検討結果に基づく第 2期大分市中心市街地活性化基本計画（素案）について検討 

●平成 24 年 11 月 28 日 第 2回 大分市中心市街地活性化協議会 

下部組織等からの検討結果を踏まえた第 2期大分市中心市街地活性化基本計画（案）について協議。 

 大分市中心市街地活性化基本計画案に関する意見については下記の通りまとめられ、大分市へ提出された。 

●平成 25 年 3 月 29 日 第 3回 大分市中心市街地活性化協議会 

第 2期大分市中心市街地活性化基本計画の認定報告及び第 2期基本計画の概要を報告し、併せて今後の協議会のあ

り方について協議。 

 （平成 25 年 5 月 大分市中心市街地活性化協議会） 

  第 2 期基本計画に位置づけられた事業の追加等について協議。 

 （平成 26 年 1 月 大分市中心市街地活性化協議会） 

  第 2 期基本計画に位置づけられた事業の追加等について協議 

●平成 26 年 3 月 27 日 平成 25 年度第 1回 大分市中心市街地活性化協議会 

 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 2期基本計画に位置づけられた事業の追加等について協議。 

●平成 26 年 10 月 平成 26 年度第 1回 大分市中心市街地活性化協議会 

 第 2 期基本計画に位置づけられた事業の追加等について協議 

●平成 27 年 7 月 23 日 平成 27 年度第 1回 大分市中心市街地活性化協議会 

 基本計画の取り組み状況等の報告 

●平成 28 年 2 月 19 日 平成 27 年度第 2回 大分市中心市街地活性化協議会 

 第 2 期基本計画に位置づけられた事業の追加等について協議 

●平成 28 年 5 月 11 日 平成 28 年度第 1回 大分市中心市街地活性化協議会 

 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 2期基本計画に位置づけられた事業の変更等について協議 

●平成 28 年 10 月 4 日 平成 28 年度第２回 大分市中心市街地活性化協議会 
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 第 2 期基本計画に位置づけられた事業の追加等について協議 

●平成 28 年 12 月 22 日 平成 28 年度第３回 大分市中心市街地活性化協議会 

 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 2期基本計画に位置づけられた事業の変更等について協議 

●平成 29 年 3 月 29 日 平成 28 年度第４回 大分市中心市街地活性化協議会 

 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 3期基本計画の策定方針等について協議 

●平成 29 年 5 月 10 日 平成 29 年度第１回 大分市中心市街地活性化協議会 

 基本計画の取り組み状況等の報告を行い、第 2期基本計画に位置づけられた事業の変更等について協議 

 第 2 期基本計画に位置づけられた事業の追加等について協議 

 

 

 

 


