
■会議等（８回）
開催年月日 開催場所 内容等 出席人数

4月24日 茨城新聞社
【監事会】
平成２６年度事業報告及び会計監査

２人

5月13日 水戸芸術館会議場
【認定中心市街地活性化基本計画に関する意見交換会】
（１）認定中心市街地活性化基本計画について

７人

5月13日 水戸芸術館会議場

【新体制（部会）に関する打合せ会】
(1)水戸市中心市街地活性化ビジョンについて（水戸市商工課）
(2)中心市街地活性化について～水戸市での展開上のポイント～
　　講師：中小企業基盤整備機構関東本部
　　中心市街地サポートマネージャー 土肥健夫氏
(3)協議会の事業推進体制について
(4)自己紹介
(5)今後の部会運営について（部会ごとに分かれて、懇談会）

４６人

5月22日 水戸商工会議所

【運営委員会】
(1)水戸市中心市街地活性化ビジョンについて
(2)定時総会に上程する事項について
　①平成２６年度事業報告及び収支決算報告について
　②平成２７年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
(3)今後の部会運営について

１６人

5月27日 五軒市民センター

【通常総会】
(1)平成２６年度事業報告承認の件
(2)平成２６年度収支決算承認の件
(3)平成２７年度事業計画決定の件
(4)平成２７年度収支予算決定の件

２６人

12月1日 水戸商工会議所
【和田会長、三上副会長と水戸市商工課長との意見交換会】
(1)水戸市中心市街地活性化基本計画（素案）について
(2)まちづくり会社について

７人

1月28日 水戸市国際交流センター

【運営委員会】
(1)水戸市中心市街地活性化基本計画（認定計画）【素案】に対する
意見書（案）について

人

1月28日 水戸市国際交流センター

【臨時総会】
(1)水戸市中心市街地活性化基本計画（認定計画）【素案】に対する
意見書の件

人

■専門部会
【組織運営部会】（１１回）
開催年月日 開催場所 内容等 出席人数

4月15日 ぬりや

【運営委員長・部会長会議、懇談会】
(1)今後のスケジュールについて
(2)新しい部会のメンバー構成について
(3)新しい部会で想定されるプロジェクトについて

６人

5月13日 水戸芸術館会議場
【運営委員長・部会長会議】
(1)平成27年度の部会運営について

５人

5月14日 水戸商工会議所

【部会】
(1)水戸市認定中心市街地活性化基本計画について
(2)運営委員会へ提案する事項について
　①平成２６年度事業報告及び収支決算報告について
　②平成２７年度事業及び運営等について
(3)今後の部会運営について

１５人

6月8日 水戸商工会議所
【部会】
(1)各部会からの意見のとりまとめについて

１６人

6月29日 水戸商工会議所
【部会】
(1)各部会からの意見のとりまとめについて

１８人

7月28日 水戸商工会議所
【部会】
(1)各部会からの意見のとりまとめについて

１５人

平成２７年度水戸市中心市街地活性化協議会事業報告書
〔期間：平成２８年４月１日～平成２９年１月２８日〕
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8月3日 水戸商工会議所
【部会】
(1)水戸市に提案する事業の説明
(2)水戸市との意見交換

１９人

11月4日 水戸商工会議所
【運営委員長・部会長会議】
(1)水戸市へ提案した事業に対する回答
(2)今後のスケジュールについて

１２人

11月19日 水戸商工会議所
【部会】
(1)水戸市へ再提案する事業のとりまとめについて
(2)今後のスケジュールについて

１３人

11月24日 水戸商工会議所
【部会】
(1)水戸市へ再提案する事業について
(2)今後のスケジュールについて

１９人

1月14日 水戸商工会議所

【部会】
(1)水戸市中心市街地活性化基本計画（認定計画）素案に対する意
見のとりまとめについて
(2)今後のスケジュール

１８人

開催年月日 開催場所 内容等 出席人数

5月22日 水戸商工会議所
【部会】
(1)平成２６年度に水戸市に提出した事業について
(2)新事業のアイデアや提案した事業の優先順位について

1４人

6月3日 県水戸生涯学習センター
【部会】
(1)水戸市に提案する事業について

１２人

6月12日 南町二丁目商店会館

【部会】
(1)６/８の組織運営部会の報告について
(2)水戸市に提案する事業について

１０人

6月24日 南町二丁目商店会館
【部会】
(1)水戸市に提案する事業について

１１人

7月2日 水戸商工会議所
【部会】
(1)組織運営部会の報告について
(2)水戸市に提案する事業について

１２人

7月23日 水戸商工会議所
【部会】
(1)水戸市に提案する事業について

１１人

8月21日 レストラン　マロン 【懇親会】 ９人

11月12日 南町二丁目商店会館
【部会】
(1)水戸市に再提案する事業について

１０人

12月16日 レストランマロン
【部会、懇親会】
(1)水戸市中心市街地活性化基本計画（認定計画）素案に対する意
見について

１０人

開催年月日 開催場所 内容等 出席人数

5月25日 ビレッヂ３１０
【部会】
(1)水戸市に提案する事業について

11人

6月1日 ビレッヂ３１０
【部会】
(1)水戸市に提案する事業について

11人

6月11日 ビレッヂ３１０
【部会】
(1)水戸市に提案する事業について

１３人

6月25日 ビレッヂ３１０
【部会】
(1)水戸市に提案する事業について

１６人

7月7日 ビレッヂ３１０
【部会】
(1)水戸市に提案する事業について

11人

7月23日 ビレッヂ３１０
【部会】
(1)水戸市に提案する事業について

１７人

11月10日 ビレッヂ３１０
【部会】
(1)水戸市に再提案する事業について

11人

11月12日 ビレッヂ３１０
【部会】
(1)水戸市に再提案する事業について

１２人

12月17日 山翆
【部会、懇親会】
(1)水戸市中心市街地活性化基本計画（認定計画）素案に対する意
見について

１０人

【プロモーション部会】（９回）

【デザイン部会】（９回）
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開催年月日 開催場所 内容等 出席人数

6月2日 水戸商工会議所
【部会】
(1)水戸市への提案事項について

６人

6月17日 水戸商工会議所
【部会】
(1)水戸市への提案事項について

８人

7月14日 水戸商工会議所
【部会】
(1)水戸市への提案事項について

９人

11月12日 水戸商工会議所
【部会】
(1)水戸市に再提案する事業について

６人

■リノベーションまちづくり関係会議（２回）
5月27日 五軒市民センター 水戸まちなかリノベーション事業意見交換会 ２３人

12月21日 水戸文化交流プラザ リノベーションスクール＠水戸実行委員会　　※水戸市と共催 １４人

■事業等（４回）
開催年月日 開催場所 内容等 出席人数

11月17日 水戸文化交流プラザ
第１回リノベーションまちづくり塾＠水戸　　※水戸市と主催
  テーマ：あなたでなければ　ここでなければ　今でなければ
　講　師：大島 芳彦　氏　（ブルースタジオ専務取締役）

２２０人

11月20日 茨城県立図書館

中心市街地活性化特別講演会　　※水戸商工会議所と主催
　テーマ：商店街再生！奇跡の復活術！
　　　　　～１００年先を見据えた高松丸亀町商店街のまちづくりを学ぶ～

　講　師：古川康造氏（高松丸亀町商店街振興組合理事長）

１２０人

12月10日 水戸文化交流プラザ

第２回リノベーションまちづくり塾@水戸　　※水戸市と主催
　テーマ：ぼくらのリノベーションまちづくり
　講　師：　嶋田 洋平　氏　（らいおん建築事務所：株式会社リノベリン
グ代表取締役）

２２０人

1月26日 水戸文化交流プラザ

第３回リノベーションまちづくり塾@水戸　　※水戸市と主催
　テーマ：現代の家守たれ！
　講　師：清水 義次　氏
 　　　（株式会社アフタヌーン・ソサエティ代表取締役
 　　　　　　　　　　　　　：3331ArtsChiyoda代表）

２３０人

■事業案及び基本計画に対する意見の水戸市への提出等（９回）
8月5日 - 各専門部会から基本計画に反映してほしい事業案を提出 -

8月25日 - 各専門部会から追加修正事業案を提出 -
10月30日 - 提案した事業案に対する回答を受領 -

11月5日 水戸商工会議所

【合同部会】
(1)水戸市に提案した事業に対する回答（水戸市商工課が説明）
(2)今後のスケジュール
【各専門部会】
(1)再提案する事業について

３０人

11月24日
-

各専門部会から修正事業案を提出
※最終的に提案した事業７４件。
　 基本計画素案に反映された事業３８件。

-

12月11日 県産業会館大会議室
【水戸市中心市街地活性化基本計画（認定計画）素案説明会】
(1)水戸市中心市街地活性化基本計画（認定計画）素案の説明
(2)質疑応答

４４人

12月22日 - 基本計画素案に対する各専門部会からの事前意見を提出 -
1月14日 - 基本計画素案に対する各専門部会からの事前意見の回答を受領 -
2月4日 水戸市役所 高橋市長に「水戸市中心市街地活性化基本計画（認定計画）【素案】に対する意見書」を提出

【産業創生部会】（４回）
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