
鹿児島市中心市街地活性化協議会 会議開催状況 

 

【平成１９年度】 

 開催日時・場所・出席 内容 

第1回 平成 19 年 5 月 31 日（木）15:00～16:15 

場所：鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席：33 名 

・規約（案）について 

・委員（案）について 

・役員の選任について 

・事業計画（案）、収支予算（案）について 

・新鹿児島市中心市街地活性化基本計画の考え方に 

ついて 

・その他 

第2回 平成 19 年 7 月 25 日（水）10:00～11:35 

場所：鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席：25 名 

・鹿児島市中心市街地活性化基本計画（案）に 

ついて 

・業務の委託について 

・その他 

（報告事項） 

・幹事会委員について 

第3回 平成19年8月10日(金)14:00～15:30 

場所：鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席：27 名 

・鹿児島市中心市街地活性化基本計画（案）に

ついて 

・その他 

第4回 平成 19 年 9 月 4日（火）10:00～11:35 

場所：鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席：26 名 

・鹿児島市中心市街地活性化基本計画（案）につい

て 

・その他 

第5回 平成 19 年 11 月 1 日（木）10:00～11:35 

場所：鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席：29 名 

・鹿児島市中心市街地活性化基本計画（案）に

ついて 

・鹿児島市中心市街地活性化協議会意見書（案）について 

・その他 

第6回 平成 19 年 12 月 19 日（水）10:00～11:10 

場所：鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席：26 名 

・副会長の選任について 

・いづろ商店街アーケード整備事業について 

・その他 

 

 

【平成２０年度】 

 開催日時・場所・出席 内容 

第１回 平成 20 年 5 月 22 日（水）13:00～14:10 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

委員 20 名、オブザーバー3名 

１）平成 19 年度事業報告について 

２）平成 19 年度収支決算について 

３）平成 20 年度事業計画（案）について 

４）平成 20 年度収支予算（案）について 

第２回 平成 20 年 11 月 6 日（木）14:30～16:10 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

委員 20 名、オブザーバー5名 

１）中心市街地の現状について 

・空き店舗の状況について 

・空き店舗がある商店街・通り会及び事業者の

現況 

・空き店舗対策（意見交換） 

２）その他 



第３回 平成 20 年 12 月 6 日（火）13:30～15:00 

鹿児島市みなと大通り別館 6階 AB 会議室 

委員 23 名、オブザーバー8名 

１）認定中心市街地活性化基本計画のフォロー

アップに関する報告について 

２）特定民間中心市街地活性化事業計画（中央

町 22 番街区テナントミックス事業） 

３）前回協議会の報告事項 

４）空き店舗対策 

５）その他 

第４回 平成 21 年 2 月 17 日（火）10:30～11:40 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

委員 22 名、オブザーバー6名 

１）中心市街地活性化基本計画の第 2 回変更申

請について 

２）平成 20 年度・調査研究事業について 

３）平成 21 年度・調査研究事業（案）について 

４）その他 

 

【平成２１年度】 

 開催日時・場所・出席 内容 

幹事会 平成 21 年 5 月 14 日（木）13:00～14:55 

鹿児島商工会議所14 階特別会議室 

幹事委員 9名、オブザーバー3 名 

１）協議会委員（案）及び役員（案）について

２）平成 20 年度事業報告(案)・収支決算(案) 

３）平成 21 年度事業計画（案）・収支決算（案） 

【報告事項】 

１）平成20年度中心市街地活性化基本計画掲載事業

実績報告 

２）小売年間商品販売額（平成19年商業統計調

査結果より） 

第１回 平成 21 年 5 月 28 日（木）13:00～14:25 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

委員 22 名、オブザーバー5名 

１）協議会委員（案）及び役員（案）について

２）平成 20 年度事業報告(案)・収支決算(案) 

３）平成 21 年度事業計画（案）・収支決算（案） 

【報告事項】 

１）平成 20 年度中心市街地活性化基本計画掲載事

業実績報告 

２）小売年間商品販売額（平成19年商業統計調

査結果より） 

第２回 平成 22 年 2 月 10 日（水）13:30～14:35 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

委員 27 名、オブザーバー5名 

１）協議会委員追加について 

２）中心市街地活性化基本計画のフォローアッ

プについて 

３）中心市街地活性化基本計画変更申請につ

いて 

 

 

 



【平成２２年度】 

 開催日時・場所・出席 内容 

第１回 平成 22 年 6 月 15 日（火）13:30～15:00 

鹿児島商工会議所14 階特別会議室 

委員 24 名、オブザーバー3名 

１）平成 21 年度事業報告(案)・収支決算

(案) 

２）平成 22 年度事業計画（案）・収支予算

（案） 

【報告事項】 

「鹿児島市中心市街地活性化基本計画」掲載事業

の進捗状況等 

第２回 平成 23 年 1 月 13 日（木）10:00～11:15 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

委員 26 名、オブザーバー3名 

１）副会長・監事選任について 

２）特定民間中心市街地活性化事業計画に

ついて 

３）平成 22 年度調査研究事業について 

【報告事項】 

鹿児島市中心市街地活性化基本計画数値

目標に係る報告 

第３回 平成 23 年 2 月 23 日（水）14:00～15:00 

ホテルレクストン鹿児島２階 

委員 22 名、オブザーバー3名 

１）鹿児島市中心市街地活性化基本計画の

フォローアップ報告について 

２）鹿児島市中心市街地活性化基本計画変

更申請について 

 

【平成２３年度】 

 開催日時・場所・出席 内容 

第１回 平成 23 年 6 月 3日（金）10：00～11：40 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

委員 21 名、オブザーバー4名 

（１）協議会委員（案）及び役員選任（案）について 

（２）平成 22 年度 事業報告・収支決算（案） 

（３）平成 23 年度 事業計画（案）・収支計画（案） 

（４）報告事項 

・平成 22 年度中心市街地活性化基本計画進捗状況 

・協議会にて協議した事業の進捗状況報告 

第２回 平成 23 年 12 月 16 日（金）15：00～16：10 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

委員 17 名、オブザーバー3名 

（１）報告事項（歩行者通行量、年間入込観光客数） 

（２）中心市街地活性化基本計画期間終了後の取扱いにつ

いて 

（３）中心市街地活性化協議会の役割 

（４）地区別意見交換会開催（案）について 

第３回 平成 24 年 2 月 23 日（金）13：30～14：50 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

委員 26 名、オブザーバー3名 

（１）平成 23 年度フォローアップ報告（案）について 

（２）第 5 回中心市街地活性化基本計画の変更（案）について 

（３）次期中心市街地活性化基本計画策定に向けて 

（４）意見交換会の中間報告について 

（５）事業経過報告 



 

【平成２４年度】 

 開催日時・場所・出席 内容 

第１回 平成 24 年 6 月 25 日（月）13:00～ 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席者 26 名 

（１）委員の変更並びに追加について 

（２）平成 23 年度中心市街地活性化基本計画進捗状況に

ついて 

（３）地区別意見交換会開催報告について 

（４）第 2期中心市街地活性化基本計画の概要案について 

（５）平成２３年度事業報告並びに収支決算（案）について 

（６）平成２４年度事業計画（案）並びに収支予算（案）

について 

第２回 平成 24 年 9 月 3日（月）14：30～ 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席者 30 名 

(1) 第 2 期中心市街地活性化基本計画策定に関わる意

見交換会について 

(2) 第 2 期中心市街地活性化基本計画素案について 

第３回 平成 24 年 9 月 10 日（月）16：15～ 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席者 27 名 

(1) 第 2 期中心市街地活性化基本計画策定の掲載内容

について 

(2) 中心市街地活性化協議会の意見について 

第４回 平成 24 年 11 月 28 日（水）16：00～ 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席者 27 名 

(1) 第 2 期中心市街地活性化基本計画素案に係るパブ

リックコメント手続の実施結果について 

(2) パブリックコメント手続結果等を踏まえた第 2 期

中心市街地活性化基本計画（案）について 

第５回 平成 24 年 12 月 26 日（水）15：00～ 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席者 25 名 

(1) 第 2 期中心市街地活性化基本計画案に対する意見

書（案）について 

 

【平成２５年度】 

 開催日時・場所・出席 内容 

第１回 平成 25 年 4 月 25 日（木）10：00～ 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席者 26 名 

(1) 協議会委員の選任について 

(2) 平成 24 年度事業報告・決算（案）について 

(3) 平成 25 年度事業計画（案）・収支予算（案）につ

いて 

第２回 平成 25 年 6 月 6日（木）14：00～ 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席者 21 名 

(1) 認定中心市街地活性化基本計画（第１期）の最終

フォローアップに関する報告について 

(2) 第 2 期中心市街地活性化基本計画第１回変更案に

ついて 



第３回 平成 26 年 2 月 18 日（火）11：00～ 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席者 16 名 

(1) 第 2 期中心市街地活性化基本計画第２回変更案に

ついて 

(2) 第 2 期中心市街地活性化基本計画中間フォローア

ップについて 

 

【平成２６年度】 

 開催日時・場所・出席 内容 

第１回 平成 26 年 5 月 9 日(金)10:30～12:05 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

委員 20 名､オブザーバー6 名 

（１）平成 25 年度の取組等に対する中活協議会の意見につ

いて 

（２）第2期鹿児島市中心市街地活性化基本計画第２回変更

の認定報告 

第２回 平成 26 年 6 月 2日（月）13：00～ 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席者 25 名 

（１）平成 25 年度事業報告・決算（案）について 

（２）平成 26 年度事業計画（案）・収支予算（案）につい

て 

（３）第２期中心市街地活性化基本計画第 3 回変更（案）

について 

（４）第２期中心市街地活性化基本計画・平成 25 年度実

績について 

第３回 平成 27 年 2 月 23 日（月）13：30～ 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席者 26 名 

（１）第 2 期中心市街地活性化基本計画第４回変更（案）

について 

（２）第 2 期中心市街地活性化基本計画中間フォローア

ップに関する報告 

 

 

【平成２７年度】 

 開催日時・場所・出席 内容 

第１回 平成27年4月28日（火）10：30～11：10 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席者 23 名 

（１）協議会員の選任について 

（２）平成 26 年度の取組等に対する中心市街地活性化協

議会の意見について 

（３）第 2 期中心市街地活性化基本計画第４回変更の認

定報告 

第２回 平成 27 年 7 月 6日（月）13：30～14：10 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

出席者 22 名 

（１）平成 26 年度事業報告並びに決算（案）について 

（２）平成 27 年度事業計画（案）並びに予算（案）につ

いて 

（３）第 2 期中心市街地活性化基本計画・平成 26 年度実

績について 

 

 

 



 

 

【平成２８年度】 

 開催日時・場所・出席 内容 

第１回 平成 28 年 5 月 9日（月）16：00～17：10 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

委員 21 名、オブザーバー2名 

（１）平成 27 年度認定中心市街地活性化基本計画のフォ

ローアップに関する報告について 

（２）平成 27 年度の取組等に対する中心市街地活性化協

議会の意見（案）について 

（３）第 2 期鹿児島市中心市街地活性化基本計画第５回

変更（案）について 

第２回 平成 28 年 6 月 30 日（木）15：00～16：10 

鹿児島商工会議所 14 階大会議室 

委員 21 名、オブザーバー2名 

（１）平成 27 年度事業報告並びに収支決算書（案）につ

いて 

（２）平成 28 年度事業計画（案）並びに収支予算書（案）

について 

（３）第 2 期中心市街地活性化基本計画・平成 27 年度実

績について 

（４）要望書の提出について 

 

 

 

 

 

 


