
 １ 

平 成 2 0 年 度 

福島市中心市街地活性化協議会 

 事 業 報 告 
 

■協議会の開催 

開催年月日 出席者数 議   題 

H20. 6. 5 46名 □第 1回協議会 

（報告事項） 

(1) 協議会構成員、オブザーバーの変更等について 

(2) 平成 19年度事業報告について 

(3) 中心市街地活性化基本計画（素案）策定に向けた経過について 

(4) 中心市街地商業等活性化支援業務「立ち上がり支援・助言事業」報告

について 

(5) その他 

（協議事項） 

(1) 平成 20年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

(2) 中心市街地活性化の基本的な視点について 

(3) その他 

（その他） 

 (1)福島市中心部商店街活性化支援事業について 

H21. 2. 4 48名 □第２回協議会 

（報告事項） 

(1)平成 20年度活動状況報告について 

（協議事項） 

(1) 基本計画策定に関する考え方  

(2) 目標指標（案）について 

(3) 個別事業（素案）について 

(4) 基本計画エリア（案）について 

(5) 中心市街区（重点エリア）の考え方について 

  ・空き店舗対策（テナントミックス）事業について 

・福島駅東口地区における主な民間事業について 

・中心市街区（重点エリア）の街区形成の方向性について 

(6)今後のスケジュールについて 

H21. 3.27 41名 □第３回協議会 

（報告事項） 

(1)平成 20年度活動報告について 

(2)その他 

（協議事項） 

(1)個別事業等の追加・変更について 

(2)中心市街区（重点エリア）の街区形成の方向性について 

(3)今後の進め方について 

(4)その他 
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■正副会長会議等 

開催年月日 出席者数 議   題 

H20. 6. 3 8名 （報告事項） 

(1) 協議会構成員、オブザーバーの変更等について 

(2) 平成 19年度事業報告について 

(3) 中心市街地活性化基本計画（素案）策定に向けた経過について 

(4) 中心市街地商業等活性化支援業務「立ち上がり支援・助言事業」報告

について 

（協議事項） 

(1)平成 20年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

(2)中心市街地活性化について 

(3)その他 

（その他） 

 (1) 福島市中心部商店街活性化支援事業（空き店舗対策事業）について 

H21. 1. 7 15名 （報告事項） 

(1) 平成 20年度の活動報告について 

（協議事項） 

(1)基本計画エリア（案）について 

(2)活性化事業（案）について 

(3)目標指標（案）について 

(4)今後の進め方について 

(5)その他 

 

■運営会議 

開催年月日 出席者数 内   容 

H20. 4.24 12名 ■第１回運営会議 

（協議事項） 

(1) 福島市中心市街地活性化基本計画の基本コンセプト（案）について 

① 旧基本計画の課題に対する基本コンセプト（案）と目標につい

て 

② 目標指標（案）について 

(2) 活性化目標の方針に対応する事業について 

①「新中心市街地活性化事業」の事業についての確認 

 Ａ．旧計画の継続事業 

 Ｂ．新規事業（案） 

 Ｃ．その他 

H20. 7.15 15名 ■第２回運営会議 

（協議事項） 

(1) 中心市街地活性化基本計画の具体的事業（案）について 

(2) その他 
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開催年月日 出席者数 内   容 

H20.10.27 12名 ■第３回運営会議 

（報告事項） 

(1) 平成 20年度の活動状況について 

(2) その他 

（協議事項） 

(1) 分科会の設置について 

① 福島駅前通りリニューアル検討会 

② 街なか広場周辺整備検討会 

(2) 街なかイベントスタンプラリーの実施について 

(3) 今後の進め方について 

(4) その他 

（意見交換） 

H20.12.15 12名 ■第４回運営会議 

（協議事項） 

(1) 基本計画エリア（案）について 

(2) 活性化事業（案）について 

(3) 目標指標（案）について 

(4) 今後の進め方について 

(5) その他 

（意見交換） 

H21.1.29 14名 ■第５回運営会議 

（協議事項） 

(1)協議会への提出議題について 

① 個別事業（素案）について 

② 基本計画エリア（案）について 

③ 目標指標（案）について 

④ 今後の進め方について 

 (2)その他 

（意見交換） 

H21.2.25 15名 ■第６回運営会議 

（報告事項） 

 (1)第 2回協議会の内容について 

 (2)街なか広場整備について 

 (3)駅前通り意識調査結果について 

（協議事項） 

(1)個別事業の追加・変更について 

(2)今後の協議会の運営と対応について 

(3)中心市街区（重点エリア）の街区形成の方向性について 

(4)その他 

（意見交換） 

H21.3.24 17名 ■第７回運営会議 

（協議事項） 

(1)協議会への提出案件について 

① 個別事業等の追加・変更について 

(2)中心市街区（重点エリア）の街区形成の方向性について 

 (3)今後の進め方について 

(4)その他 

（意見交換） 
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■関係者との意見交換会 

開催年月日 出席者数 内   容 

H20. 5.22 26名 ■今後のまちづくりに関する意見交換会（中心市街地商店会長等） 

（報告） 

(1) 平成 19年度活動報告について 

（議題） 

(1) 中心市街地活性化の基本的な考え方について 

(2) その他 

H21. 1.20 12名 ■今後のまちづくりに関する意見交換会（市商連会長等） 

（報告） 

(1) 平成 20年度活動報告について 

（協議） 

(1) まちづくりの重点エリアと基本的な考え方について 

(2) その他 

 

■福島駅前通りリニューアル検討委員会 

開催年月日 出席者数 内   容 

H20. 8. 6 6名 ■（仮称）駅前通りリニューアル検討会設置に関する打合せ会 

（議題） 

(1) 駅前通りリニューアル検討会設置について 

(2) 駅前通りリニューアルに関する検討経過について 

(3) 今後の進め方について 

(4) その他 

H20. 8.27 20名 ■第１回福島駅前通りリニューアル検討会 

（説明） 

(1) 街づくり三法の改正と中心市街地活性化協議会について 

（議題） 

(1)駅前通りリニューアル検討会設置に関する経過について 

(2)駅前通りリニューアルに関する検討経過について 

(3)郡山駅前通りリニューアルの事例について 

(4)その他 

H20. 9.26 21名 ■第２回福島駅前通りリニューアル検討会 

（説明） 

 (1) コミュニティ道路の先進事例紹介（仙台：定禅寺通り） 

（議題） 

(1)リニューアルコンセプトについて 

(2)その他 

H20.10.15 8名 ■福島駅前通りリニューアル検討会正副会長との打合せ会 

（議題） 

(1)今後の進め方について 

(2)その他 

H20.10.21 15名 ■第３回福島駅前通りリニューアル検討会 

（議題） 

(1)リニューアルに向けた当面の課題について 

(2)街なかミニコンサートの実施について 

(3)アンケート調査の実施について 

(4)その他 
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開催年月日 出席者数 内   容 

H20.12.9 19名 ■第４回福島駅前通りリニューアル検討会 

（報告事項） 

(1) 街なかミニコンサートの結果について 

（協議事項） 

(1) リニューアルに関する意識調査の実施について 

(2) その他 

H21.3.5 17名 ■第５回福島駅前通りリニューアル検討会 

（協議事項） 

(1)リニューアルに関する意識調査の結果について 

(2)その他 

（意見交換） 

 

■意識調査の実施 

内   容 

◇駅前通りのリニューアルに対する意識調査 

(1)調査の目的：県都の顔である駅前通りを消費者ニーズに対応した魅力ある通りとするための基礎

調査として実施 

(2)調査の方法：アンケート調査 

(3)調 査 期 間：平成 20年 12月 20日（土）～平成 21年 1月 6日（火） 

(4)回 収 期 間：平成 21年 1月 6日（火）～13日（火） 

(5)調 査 対 象：駅前通りで事業を営んでいる店舗の経営者及び従業員 

(6)回 収 状 況：配布数 700票  

         回収数 420票（内訳：経営者 115票、従業員 305票） 

        回収率 60.0％ 

 

■広報ＰＲ 

掲載月等 内   容 

H20.4 平成 19年度活動報告並びに業種別懇談会意見集約表の送付 

 

 


