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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）庁内の連携体制 

中心市街地活性化基本計画の施策を総合的かつ一体的に推進するため、平成19年

7月に、副市長を会長とし、部課長等で構成する「中心市街地活性化推進対策会議」

及び13課の係長級等の18名の職員で構成する「中心市街地活性化推進プロジェク

トチーム」を設置した。 

平成２２年７月に、新たに副市長２名をトップに、７部１６課の部課長で構成する

「日南市まちづくり庁内推進会議」を設置し、これまでの組織を発展的に解消し、新

たな庁内連携体制の充実を図っている。平成24年4月の組織再編等に伴い、現在は

副市長を会長に、９部の部長で組織を構成している。 

 

○ 開催状況（平成2４年３月末時点） 

① 中心市街地活性化推進対策会議      … １１回 

② 中心市街地活性化推進プロジェクトチーム …  ５回 

③ まちづくり庁内推進会議         …  ８回 

 

 

（２）中心市街地活性化担当部署の設置 

中心市街地活性化プラン及び基本計画の作成、施策・事業の検討、担当部署間の連

携を図るため、平成2０年9月、商工観光課内に中心市街地活性化推進室を設置し、

商工観光課及び建設課職員5名の兼務職員を配置した。 

平成21年3月の市町合併に伴い、商工課内に中心市街地活性化推進室を設置し、

商工課、企画政策課及び建設課職員10名の兼務職員を配置した。 

平成22年4月には、本市のまちづくり施策を一元的に管理する「まちづくり推進

室」を総務部内に設置し、総務部長が室長を兼務するほか、専任職員 3名（うち 1

名は技術職）を配置した。また、平成24年4月の組織再編に伴い、公共交通や移住

定住、地域振興を所管する企画政策課地域振興係と統合した「まちづくり課」を設置

した。 

平成26年4月の組織再編により、市民協働や自治会関係業務を所管する協働課と

統合した「地域振興課」を設置した。また、部長制廃止に伴い日南市まちづくり庁内

推進会議の構成も変更した。 
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【日南市まちづくり庁内推進会議の構成】 

区分 所属・役職

会長 　総括副市長

副会長 　特命副市長

委員
　総合戦略課長、地域振興課長、総務課長、財務課長、市民生活課長、
　福祉課長、農政課長、商工観光課長、建設課長、学校教育課長、
　生涯学習スポーツ課長、北郷町総合支所長、南郷町総合支所長

事務局 　地域振興課  

 

[２] 中心市街地活性化協議会に関する事項  

（１）日南市中心市街地活性化協議会の概要 

中心市街地活性化協議会は、平成19年4月に、日南商工会議所が中心となり設立

に向けて準備会を立ち上げ、平成21年1月28日に発足した。 

協議会の構成員は、都市機能の増進、経済の活力向上に総合的に資することができ、

調整が図れる39団体42名の代表、有識者及び地権者である。 

協議会の役割は、中心市街地の活性化に向けた取組の実効性を確保するため、基本

計画に定める事項について市に意見を述べるとともに、中心市街地活性化に関する事

業を実行すべく、多様な構成員が議論を行い、総合調整を図ることである。 

準備会発足時には、中心市街地活性化事業を効果的かつ効率的に運営するため、「居

住環境」、「産業」、「市街地」の3つの委員会を設置し、具体的かつ専門的な協議・調

整を行った。 

また、協議会へ移行後は、協議会の下部組織として「商業活性化懇談会（旧商業地

部会）」、「ランドオーナー部会」、「暮らし部会」、「賑わい部会」、「岩崎 3丁目地区優

良建築物等整備事業地権者会」を設置するとともに、市と協議会事務局が定期的に会

議を開催し、活性化の実現性を、より高めるための協議・調整を行った。 

 

① 準備会の開催状況（平成19年4月から平成21年1月まで） 

ア 全体会     … ８回 

イ 幹事会     … ６回 

ウ 居住環境委員会 … ４回 

エ 産業委員会   … ６回 

オ 市街地委員会  … ６回 

 

②  協議会の開催状況（平成21年1月から平成2８年１１月まで） 

ア 総会・全体会                 … ２１回 

イ 幹事会                    … ２１回 

ウ 商業活性化懇談会（旧商業地部会）       … ６０回 

エ ランドオーナー部会              …  ４回 
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オ 暮らし部会                  …  ５回 

カ 賑わい部会                  …  ５回 

キ 岩崎３丁目地区優良建築物等整備事業地権者会  …  ８回 

 

   ③ 本計画認定後の協議会総会・全体会の開催状況 

開催日 議題及び報告内容 

平成25年1月29日 

[報告①]日南市中心市街地活性化基本計画の内閣総理大臣認定につい

て 

[報告②]食の交流事業における診断・サポート事業報告について 

平成25年6月28日 

[議題①]平成24年度事業報告・収支決算について 

[議題②]平成25年度事業計画・収支予算について 

[議題③]協議会規約の一部改正について 

[議題④]日南市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 

[報告①]テナントミックスサポート事業について 

[報告②]複合機能ビル等の建設計画について 

[報告③]油津まちづくり会議の本年度活動について 

[報告④]日南市中心市街地魅力発掘事業について 

平成26年2月7日 

[議 題]日南市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 

[報告①]油津まちづくり会議の組織見直しについて 

[報告②]空き店舗対策事業並びに商店街景観整備事業について 

[報告③]複合機能ビル等の建設計画について 

平成26年4月28日 

[議題①]平成25年度事業報告・収支決算について 

[議題②]平成26年度事業計画・収支予算について 

[議題③]役員改選について 

[報告①]商店街にぎわいづくりについて 

[報告②]複合機能ビル等の建設計画について 

[報告③]日南市中心市街地魅力発掘事業について 

平成26年6月2日 

[議題①]議案追加に伴う議案変更について 

[議題②]役員等変更について 

[議題③]㈱油津応援団による多世代交流施設整備、運営の事業計画に

ついて 

[議題④]日南市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 

平成26年10月23日 [議題]日南市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 

平成２７年２月２５日 [議題]日南市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 

平成27年4月30日 

[議題①]平成26年度事業報告書承認について 

[議題②]平成26年度収支決算書承認について 

[議題③]平成27年度事業計画書（案）承認について 

[議題④]平成27年度収支予算書（案）承認について 

[議題⑤]日南市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
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平成２８年２月２６日 [議題]日南市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 

（平成28年2月12日：幹事会にて協議会への意見を取得済み） 

平成２８年５月２７日 

[議題①]平成2７年度事業報告書承認について 

[議題②]平成2７年度収支決算書承認について 

[議題③]平成2８年度事業計画書（案）承認について 

[議題④]平成2８年度収支予算書（案）承認について 

[議題⑤]役員改選について 

[議題⑥]その他 

平成２８年１０月４日 [議題]日南市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 

 

④ 市と中心市街地活性化協議会事務局との小プロジェクト会議 

    基本計画策定にあたり、平成２１年１月に組織された中心市街地活性化協議会の

事務局と、月２回程度プロジェクト会議を開催し、各種事業の検討と事業主体との

調整を行ってきた。 

    会議の内容は、協議会事務局より幹事会へ報告され、幹事会での意見等を更に協

議するなどして、民間事業者等との連携を図った計画策定を行っている。 

    

   ⑤ 構成員 

 構 成 員 
法令根拠 

（第15条） No 役職 団 体 名 
所属団体 

役職名 

1 会長 日南商工会議所 会頭 第１項関係 

2 副会長 日南まちづくり株式会社 代表取締役 第１項関係 

３ 副会長 日南市油津商店街振興会 会長 第４項関係 

4 副会長 NPO法人日南市まちづくり市民 協議会 会長 第８項関係 

5 委員 （株）日南山形屋 専務取締役 第４項関係 

6 委員 （協）日南ショッピングセンター 理事長  第４項関係 

7 委員 宮崎交通（株）日南営業所 所長 第４項関係 

8 委員 宮崎県タクシー協会 日南支部 支部長 第４項関係 

9 委員 日南商業開発（株） 代表取締役 第４項関係 

10 委員 油津一番街商店街振興組合 理事長 第４項関係 

11 委員 岩崎商店街振興組合 理事長 第４項関係 

12 委員 岩崎２丁目商店会 会長 第４項関係 

13 委員 一般社団法人 日南市観光協会 副会長 第４項関係 

14 委員 油津地区自治会 会長 第４項関係 

15 委員 地権者 （個人） 第４項関係 
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16 委員 (有)日南大丸 代表取締役 第４項関係 

17 委員 (有)オリンピア 代表取締役 第４項関係 

18 委員 日南学園高等学校 校長 第８項関係 

19 委員 宮崎県立日南振徳高等学校 校長 第８項関係 

20 委員 日南商工会議所女性会 会長 第８項関係 

21 委員 日南商工会議所青年部 会長 第８項関係 

22 委員 王子製紙（株）日南工場 工場長代理 第８項関係 

23 委員 日本郵便（株）日南郵便局 局長 第８項関係 

24 委員 はまゆう農業協同組合 常務理事 第８項関係 

25 委員 日南市漁業協同組合 代表理事組合長 第８項関係 

26 委員 （株）大洋商会 代表取締役 第８項関係 

27 委員 日南石油（株） 代表取締役 第８項関係 

28 委員 京屋酒造(有) 代表取締役 第８項関係 

29 委員 丸山物産（株） 代表取締役 第８項関係 

30 委員 日南市自治会連合会 会長 第８項関係 

31 委員 油津みなと街づくり委員会 会長   第８項関係 

32 委員 日南市地域婦人連絡協議会 会長 第８項関係 

33 委員 日南市社会福祉協議会 会長 第８項関係 

34 委員 西日本電信電話(株)宮崎支店 日南エリア統括部長 第８項関係 

35 委員 日南市産業活性化協議会 会長 第８項関係 

36 委員 株式会社油津応援団 取締役 第４条関係 

37 委員 日南市 総括副市長 第４項関係 

38 委員 日南市 特命副市長 第４項関係 

39 委員 日南市 地域振興課 課長 第４項関係 

40 委員 日南市 商工政策課 課長 第４項関係 

41 委員 日南市 観光・スポーツ課 課長 第４項関係 

42 委員 日南市 建設課 課長 第４項関係 

43 監事 （株）宮崎銀行 油津支店 支店長 第４項関係 

44 監事 （社）日南青年会議所 理事長 第８項関係 

     

●オブザーバー 

1 九州経済産業局 流通･サービス産業課 課長 第７項関係 

2 国土交通省九州地方整備局 建政部 都市･住宅整備課 課長 第７項関係 

3 中小企業基盤整備機構 九州支部 地域振興課 課長 第７項関係 



207 

 

4 国土交通省宮崎河川国道事務所日南国道維持出張所 所長 第７項関係 

5 宮崎県 商工観光労働部 商工政策課 課長 第７項関係 

6 宮崎県 商工観光労働部 商工政策課 経営金融支援室 室長 第７項関係 

7 宮崎県 県土整備部 都市計画課 課長 第７項関係 

8 宮崎県 日南県税・総務事務所 所長 第７項関係 

9 宮崎県 日南土木事務所 所長 第７項関係 

10 宮崎県 油津港湾事務所 所長 第７項関係 

（２）法第15条第3項の規定の適合 

内閣府令第一条に定める①協議会の構成員の氏名又は名称、②規約の内容について

は、事務局である日南商工会議所で閲覧できるとともに、インターネットによって公

表している。 

日南商工会議所内 日南市中心市街地活性化協議会ホームページ 

http://www.miyazaki-cci.or.jp/nichinan/tyuukatu/nichinan-tyuukatu.htm 

 

（３）日南市中心市街地活性化協議会からの意見 

本基本計画（案）に対して、日南市中心市街地活性化協議会が市長に提出した意見

は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miyazaki-cci.or.jp/nichinan/tyuukatu/nichinan-tyuukatu.htm
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[３] 基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進  

 

（１）客観的現状分析、ニーズ分析に基づく事業・措置の集中実施 

① 客観的現状分析 

中心市街地の現状を把握するため、各種統計データを用いて、客観的に現状分析

を行った。 

統計データを用いた現状分析については、１．[２]中心市街地の概要・現状分析

に記載している。 

 

② 市民ニーズ等の分析 

中心市街地活性化の方向性を探ることを目的とし、中心市街地への来街者アンケ

ートや市民アンケート、地域住民との意見交換会を実施した。 

市民のニーズ等については、１．[３]市民ニーズ等の把握・分析に記載している。 

 

 

（２）様々な主体との相互連携 

基本計画に基づく各種事業の円滑な推進のためには、市民・事業者・学識者・専

門家・行政などの様々な主体が協働で取り組む必要がある。 

本計画の事業実施においても、関連する関係者等との連携を図ることが必要であ

ることから、計画策定段階から、協議会の各部会、油津地区自治会長会、商業者団

体、地域住民、地域の専門学校生、油津地区・都市デザイン会議及び油津まちづく

り会議との意見交換等を行っており、今後もこれらの団体等との連携を中心に、他

の団体との連携を強化する必要がある。 

 

  ① ワークショップの開催 

    中心市街地の活性化に向け、必要と思われる事業の提案と、それらを確実に実施

するための課題等の整理を行うため、市内のまちづくり活動団体や商業者など、

様々な主体に参加いただき、平成１９年５月から７月にかけて、計４回開催した。 

 

  ② 商店街関係者との意見交換 

    平成２０年度より月１回実施し、中心市街地活性化に向けた、商店街の役割につ

いての認識の共有を図るとともに、自らの手でイベント等を実施するための協議を

行うことで、商店街組織の強化も図られている。 

 

  ③ 油津地区自治会長会との意見交換 

    平成２１年度より毎月１回程度実施している。 

油津地区住民が求める活性化のあり方などについて提言をいただきながら、中心

市街地活性化の必要性について、認識の共有を図っている。 
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  ④ 油津地区住民との意見交換 

    平成２２年６月３日から１５日の間、油津１４地区８会場で意見交換会を開催

し、中心市街地を活性化させるために必要な事業等について、住民目線からの意見

を多数いただいた。 

    今後も、定期的な意見交換の場を設けることで、住民のまちづくりに対する意識

の向上が図られるとともに、より生活しやすい中心市街地の形成が図られると考え

る。 

 

  ⑤ 専門学校生との意見交換 

    平成２２年７月に、中心市街地エリアに立地する日南看護専門学校生と意見交換

を行い、若い世代の視点から、中心市街地の活性化のあり方を提案していただいた。 

    今後も、定期的な意見交換の場を設けることで、若い世代のまちづくりに対する

意識の向上が図られるとともに、自ら参画するきっかけづくりになると考える。 

 

  ⑥ 油津地区・都市デザイン会議 

    中心市街地である油津地区の活性化に向け、堀川運河などの歴史的資産を活かし

たまちづくりを基軸とし、統一したデザイン等の検討を行うため、平成１５年に、

学識者や専門家、行政、市民が一堂に会する「油津地区・都市デザイン会議（委員

長：篠原修東京大学名誉教授、事務局：日南市建設部建設課）」を発足した。 

    これまでの堀川運河周辺の整備に関しては、この会議で方針等を議論のうえ、展

開してきており、これまでに整備されたストックを活用していくために、更なる連

携が必要である。 

 

  ⑦ 油津まちづくり会議 

    中心市街地である油津地区のまちづくりを円滑にかつ効果的に推進することを

目的に、日南市中心市街地活性化協議会及び油津地区・都市デザイン会議の２団体

を中心に、関連する組織・団体や市民、国・県・市の行政機関が一堂に会して議論

する場として、「油津まちづくり会議（委員長：吉武哲信宮崎大学工学部准教授、

事務局：日南市総務部まちづくり課）」を平成２４年８月に設立した。 

    今後、中心市街地活性化基本計画に位置づけられた事業等を円滑に推進し、中心

市街地（油津地区）の活性化を図るため、多くの主体が参画し、効果的な戦略を議

論する場とする。 

 

（３）パブリックコメントの実施 

   募集期間： 平成２４年９月５日～９月１９日（１５日間） 

   実施方法： 市ホームページでの公開及び市役所本庁、総合支所、支所・出張所 

での閲覧 

   周知方法： 市ホームページ、閲覧箇所での掲示及び新聞（地元紙）への掲載 

   意 見 数： ２名 ５件 

   意見内容： 市ホームページにて公開 
 


