
 １ 

平成２９年度 

福島市中心市街地活性化協議会 

事 業 報 告 
 

１．会議等の開催 

（１）協議会の開催 

開催年月日 内    容 

平２９.４.２８ 

○第２５回運営会議 

議 題 

(1)平成２８年度事業計画及び収支決算について 

(2)平成２９年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

(3)第２期基本計画の変更認定について 

(4)第２期基本計画の定期フォローアップ報告について 

(5)平成２９年度福島市中心市街地活性化協議会の開催について 

平２９.６.２６ 

○第１９回協議会 

報告事項 

(1)第２期福島市中心市街地活性化基本計画の変更認定について 

(2)第２期福島市中心市街地活性化基本計画の定期フォローアップについて 

議 題 

(1)平成２８年度事業報告について  

(2)平成２９年度事業計画（案）について 

(3)役員の選任について 

説 明 

〇第２期福島市中心市街地活性化基本計画における各種事業の状況について 

(1)福島駅前通りリニューアル整備事業 

(2)福島県立医科大学新学部整備事業 

(3)大原綜合病院移転新築事業 

(4)福島赤十字病院移転新築事業 

(5)早稲町地区複合施設整備事業 

(6)福島体育館整備事業 

説明：福島市都市政策部都市計画課 課長 森  雅彦 氏 

平３０.２.２３ 

○第２６回運営会議（書面審議） 

報告事項 

(1)無料貸し傘サービス事業「ももりん貸し傘サービス事業」について 

(2)県庁通りにおける大原綜合病院記念フラッグの設置について 

議 題 

(1)第２期中心市街地活性化基本計画の一部変更について 

(2)中心市街地まちづくり講演会の開催について 

 

（２）分科会の開催 

①福島駅前通りリニューアル推進会議 

開催年月日 内    容 

平２９．５．３０ 

〇福島駅前通りリニューアル推進会議 第１９回ワーキンググループ 

議題 

(1)福島駅前通り景観まちづくり協定に基づく修景整備の進め方について 

1)福島駅前通り景観まちづくり協定の認定について 

2)修景整備の進め方について 

(2)福島駅前通りの商業活性化施策について 

 1)国内外観光客買い物コンシェルジュサービス事業について 

(3)今年度の検討課題について 
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 1)歩道の自転車利用について 

 2)積雪時の除雪対応について 

平２９.７．６ 

〇福島駅前通りリニューアル推進会議 第２０回ワーキンググループ 

議題 

(1)福島駅前通り景観まちづくり協定に基づく修景整備ガイドライン案につい

て 

(2)福島駅前通りの商業活性化事業について 

1)国内外観光客買い物コンシェルジュサービス補助申請結果について 

(3)地下歩道シェルター（屋根）設置について 

(4)検討課題の進め方について 

1)歩道の自転車利用について 

2)積雪時の除雪対応について 

(5)福島駅前通りリニーアル推進会議の開催について 

平２９．７．２０ 

〇第１０回福島駅前通りリニューアル推進会議 

議題 

(1)景観まちづくり協定に基づくファサード整備について 

(2)今後の検討課題について 

1)歩道の自転車利用について 

2)冬季の除雪対応について 

平２９．８．３０ 

〇第１回修景整備委員会 

報告事項 

(1)修景整備委員会委員について 

(2)補助金要綱及び修景整備ガイドラインについて 

(3)意向調査等による修景整備予定箇所について 

修景整備審査（勉強会） 

(1)修景整備委員会の流れについて 

(2)修景整備内容 

(3)意見交換 

(4)チェックリスト確認 

(5)統一感を図るための仕様等について（ブラケット型看板・オーニングテン

ト） 

平３０．１．１２ 

〇福島駅前通りリニューアル推進会議 第２１回ワーキンググループ 

議題 

(1)歩道の自転車利用について 

(2)積雪時の除雪対応について 

(3)修景整備補助金交付要綱の一部改正について 

(4)オーニングテント設置に係る取り決めについて 

(5)福島駅前通りリニューアル推進会議の開催について 

平３０．３．１６ 

〇第１１回福島駅前通りリニューアル推進会議 

議題 

(1)リニューアル完成後のセレモニーについて 

(2)歩道の自転車利用について 

(3)積雪時の除雪対応について 

(4)修景整備補助金交付要綱の一部改正について 

(5)オーニングテント設置に係る取り決めについて 

(6)街路灯負担金の納入方法について 

 

②県庁通りリニューアル検討会 

開催年月日 内    容 

平２９．５．２２ 

○上町開発㈱との意見交換会 

内容 

(1)大原綜合病院に隣接する商業施設の概要について 

(2)県庁通りまちづくり計画の概要について 
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平２９．９．２１ 

○第１回県庁通りリニューアル検討会 

議題 

(1)県庁通りまちづくり計画に基づく本年度の取り組みについて 

(2)今後の進め方について 

平２９．１１．１１ 

○第２回県庁通りリニューアル検討会 

議題 

(1)ラベンダーストリート事業（仮称）について 

(2)今後の検討事項について 

(3)大原綜合病院移転開院に伴う事業について 

 

２．意見の提出 

開催年月日 内    容 

平２９. ５.１１ 

 

〇中心市街地活性化基本計画の取組に対する意見の提出 

(1)提出先 福島市長 小林  香 氏 

(2)内 容 認定中心市街地活性化基本計画の定期フォローアップに関する協

議会としての意見を提出 

 

３．事業の実施 

（１）講演会の開催 

開催年月日 内    容 

平３０.３．２０ 〇中心市街地まちづくり講演会 ～若者がつくるまちづくり～ 

(1)内容 

◇第１部 プレゼンテーション 

・テーマ 「ふくしまにぎわい大作戦」 

～地元商店街を盛り上げるために私たち小学生ができること～ 

・プレゼンター 福島大学附属小学校 ５年生 

    七島海希さん、髙橋かな恵さん 

◇第２部 講演会 

・テーマ 「協創による鯖江モデル」～地域の担い手育成～ 

・講師  特定非営利活動法人 エル・コミュニティ 

代表 竹部 美樹 氏 

(2)会場：福島テルサ ３階あぶくま 

(3)参加者数：８４名 

 

（２）無料貸し傘サービス事業の実施 

実施年月日 内容 

平３０．１．１５ 〇無料貸し傘サービス事業「ももりん貸し傘サービス事業」 

(1)目的：福島駅前通りリニューアルによるアーケード撤去に伴う歩行者の利便

性の確保と、大原綜合病院移転開院による福島駅から大原綜合病院の

区間（シンボルストリート）の回遊性の向上。 

(2)設置場所：1.福島駅東口観光案内所 2.中合 3.ＡＸＣビル（1 階ししどや

おや）4.ウィズもとまち(1 階市政情報コーナー) 5.チェンバお

おまち（1階きたさん）6.大原綜合病院 7.こむこむ 

(3)設置本数：３００本 

 

 

 

 



 ４ 

４．賑わい創出事業への支援（福島駅前から駅前通り商店街及び周辺商店街の活性化に関する事業） 

（１）福島駅前元気プロジェクト関係 

開催年月日 内    容 

 平２９.４. １ 

    ～５．３１ 

〇「Fukushimaハルフェス inえきまえ 2017」実施 

(1)スタンプラリー事業 

・実施期間 4月 1日～5月 31日 ・応募総数 1,128件 

(2)イベント事業 

・開催日時 4月 9日(日) 10：00～16：00 

・会  場 東口駅前広場、中合ツイン広場、街なか広場、パセオ通り 

・内  容 果物・野菜の直売、手づくり雑貨類の販売、飲食ブース、ステージイ

ベント 等 

・来場者数 11,000名 

 平２９.７.１４ 

   ～８．２０ 

〇「Fukushimaナツフェス inえきまえ 2017」実施 

(1)スタンプラリー事業 

・実施期間 7月 14日～8月 20日 ・応募総数 843件 

(2)イベント事業 

・開催日時 7月 16日(日) 10：00～16：00 

・会  場 東口・西口駅前広場、中合ツイン広場、街なか広場 

・内  容 果物・野菜の直売、手づくり雑貨類の販売、「ビアフェスふくし

ま」、ステージイベント 等 

・来場者数 14,000名、ビアフェスふくしま 2,500名(3日間) 

平２８.９.２３ 

   ～１０.３１ 

〇「Fukushimaアキフェス inえきまえ 2017」 

(1)スタンプラリー事業 

・実施期間 9月 23日～10月 31日 ・応募総数 629件 

(2)イベント事業 

・開催日時 9月 24日(日) 10：00～16：00 

・会  場 東口・西口駅前広場、中合ツイン広場、街なか広場、こむこむ 

・内  容 果物・野菜の直売、手づくり雑貨類の販売、ワインヴァンヴィーノふ

くしま、バーディーキッズ関連イベント 等 

・来場者数 15,000名、ワインヴァンヴィーノふくしま 6,000名(2日間) 

平２９.１１.１５ 

   ～１２．３１ 

〇「Fukushimaフユフェス inえきまえ 2017」開催 

(1)豪華プレゼントクイズ事業 

・実施期間 11月 15日～12月 31日 ・応募総数 3,648件 

(2)イベント事業 

・開催日時 11月 15日(水) 14：00～1：00 

・会  場 東口駅前広場、中合ツイン広場 

・内  容 駅前イルミネーション点灯式、メッセージキャンドル点灯、手づくり

雑貨類の販売、ボジョレーナイト inえきまえ、ステージイベント 等 

      ※午前 0時からボジョレー解禁イベント実施 

・来場者数 2,000名 

※記載の事業の他、事務局会議を１３回開催 

 

５．関係会議等への出席 

開催年月日 内   容 

平２９．  ７．２０ 福島県リノベーションまちづくりセミナー（主催：福島県） 

平２９．１１．２０ 第１回福島県まちなか活性化交流セミナー（主催：福島県） 

平２９．１１．３０ 平成２９年度地域づくり交流会（主催：福島県） 

平３０． ２．１５ 第２回福島県まちなか活性化交流セミナー（主催：福島県） 

 


