
１１２ 

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) 「中心市街地活性化推進室」の設置（平成15年度～） 

 本市では、当初の中心市街地活性化基本計画を平成 10 年に策定し、各種プロジェクトを推進

してきた。平成 15 年度には、より一層の活性化に取り組むため、企画部に「中心市街地活性化

推進室」を設置し、関係部局の一本化による推進体制の強化を図っている。  

 平成19年度時点における要員は６名である。 

 

(2) 「新中心市街地活性化基本計画策定体制」（平成17～18年度） 

 新たな中心市街地活性化基本計画の策定に当たっては、都市の持つ機能に着目し４つの専門部

会を設置し、各都市機能の増進を図る観点から施策構築の議論を行った。 

 加えて、専門部会の議論を集約・調整する組織として合同部会、計画案を最終的に承認する組

織として対策委員会を設置しており、それぞれの委員は、商業者団体、ＮＰＯ、市民団体、学識

経験者、関係行政機関等により構成している。なお、これらの検討組織は基本的に中心市街地活

性化協議会へ移行している。 

 このほか、市内部に部長級による庁内推進会議と、課長級からなる同幹事会を設置している。

（参照P109「中心市街地活性化基本計画策定体制」） 

（各委員会開催数と検討項目） 

 ・専門部会        ２５回 － 都市機能を高めるプロジェクトの作成 

 ・合同部会         ５回 － 専門部会の集約・調整 

 ・対策委員会        ２回 － 最終的な計画案の承認 

 ・庁内推進会議・同幹事会  ２回 － 行政施策との調整 

 

(3) 議会関係「地域活性化対策特別委員会」（平成15年～） 

 中心市街地及び地域の活性化と基幹産業の振興策に対する調査・研究を目的に設置されてい

る。市が取り組んでいる施策の内、「中心市街地活性化基本計画の見直し」については、「中心市

街地を取り巻く環境の変化を十分に踏まえたものとするとともに、商店街や市民の意見を反映さ

せ、実現可能な施策を十分に盛り込まれたい」と報告されており、また、「橘通東３丁目の駐車

場整備」については、「その緊急性を十分認識され、早急な実現に向け鋭意取り組まれたい」と

しており、「橘通西３丁目地区（仮称アートセンター）」については、「地元商店街の意向をでき

る限り尊重するとともに、ハード・ソフトの両面にわたり市が果たすべき役割を整理しながら、

中心市街地の活性化に寄与する効果的な施設となるよう、より具体的な検討を進められたい」と

の報告がなされている。（平成17年5月「中間報告」） 

 

(4) 中心市街地活性化基本計画のパブリックコメントの実施 

 平成18年度において、中心市街地活性化基本計画（案）のパブリックコメントを実施。 
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（中心市街地活性化基本計画策定体制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画策定合同部会

市　長

宮崎市

庁内推進会議幹事会

宮崎商工
会議所

基本計画策定専門部会

　都市景観・居住 　都心交通

　

　産業 　まちづくり市民

・都市景観 居住専門部会正副部会長
・都心交通専門部会 正副部会長
・産業専門部会 正副部会長
・まちづくり市民専門部会 正副部会長

庁内推進会議
・会　 長 事務助役
・副会長 技術助役
・委　 員 企画部長
　　　　　 総務部長
　　　　　 財務部長
　　　　　 市民部長
　　　　　 環境部長
　　　　　 福祉部長
　　　　　 健康管理部長
　　　　　 農政部長
　　　　　 観光商工部長
　　　　　 建設部長
　　　　　 都市整備部長
　　　　　 教育局長
　　　　　 上下水道局管理部長

 中心市街地活性化対策委員会
・宮崎産業経営大学教授
・南九州大学教授
・宮崎商工会議所
・宮崎市商店街振興組合連合会
・宮崎商工会議所 女性会
・まちづくり協議会
・ニシタチまちづくり協同組合
・宮崎駅前活性化連合会
・宮崎県環境情報センター（市民公募）
・NPO 宮崎福祉のまちづくり協議会
・NPO 宮崎文化本舗
・NPO ドロップインセンター
・策定合同部会 正副部会長
・宮崎河川国道事務所
・宮崎県警察本部
・宮崎県地域産業振興課
・宮崎県都市計画課

・幹事長 中心市街地活性化推進室長
・幹　 事 関係課長

・南九州大学助教授
・橘通りフラワード推進協議会
・ギャゼットテナント会
・㈱宮崎産業開発
・(財)宮崎県公園協会
・社団法人建築士会
・宮崎県マンション管理士会

・事務局
　都市景観課
　住宅建築課

・宮崎大学助教授
・橘通中央商店街振興組合
・NPOドロップインセンター
・宮崎交通株式会社
・社団法人宮崎県タクシー協会
・宮崎河川国道事務所
・宮崎県都市計画課
・九州運輸局宮崎運輸支局
・宮崎県警察本部
　
・事務局
　都市計画課

・宮崎産業経営大学助教授
・橘通中央商店街振興組合
・宮崎駅前商店街振興組合
・橘通名店街商店街振興組合
・ニシタチまちづくり協同組合
・宮崎県ホテル旅館生活衛生
  同業組合宮崎支部

・事務局
　商工労政課
　観光課

・宮崎大学助教授
・ハイカラ通り商店街振興会
・NPOこども文化センター
・宮崎市青年ネットワーク
・宮崎市男女共同参画推進委員会

・NPO宮崎スポーツ振興会

・事務局
　地域コミュニティー課
　文化振興課
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(財)宮崎市花のまちづくり公社 

(中心市街地整備推進機構) 
宮崎商工会議所 

[２] 中心市街地活性化協議会に関する事項  

 本市では、従来から多様な主体の参加によって基本計画の策定を行ってきたが、中心市街地

活性化協議会の法制化により、その仕組みと役割が明確化された。 

 必須構成員については、「経済活力の向上の柱」として宮崎商工会議所、「都市機能の増進の

柱」となる組織については、「財団法人宮崎市花のまちづくり公社」を中心市街地整備推進機

構に指定し、任意構成員については、現行の「中心市街地活性化対策委員会等」をベースに、

幅広い主体の参画により構成した。 

平成19年 2月 8日設立の「宮崎市中心市街地活性化協議会」において、本計画（案）につ

いて説明を行い、委員から意見を聴取した。幹事会が３回開催され、協議会意見書の内容につ

いての協議・調整が行われ、第2回協議会において承認された。3月28日、「宮崎市中心市街

地活性化基本計画（案）」についての意見が提出された。 

 ●「対策委員会等」と「協議会」の役割及び構成 

 対策委員会・合同部会・専門部会  

 

 

 協議会 

役

割 

専門部会で具体案を練り上げ、合同部会で整合性が

検討された基本計画(案)について、協議を行う。 

役

割

･市町村が作成する基本計画、認定基本計画の実施等につ

いて、市町村に意見を述べる。 

･民間事業者が事業計画を作成する際の協議。 

構

成 

学識経験者や各種団体、関係機関、市民代表等によ

り構成。 

構

成

・商業の活性化を担う主体、市街地の整備を行う主体、各

種の事業に関係する事業者など、幅広い多様な主体の参

画。 

 

 ●活性化協議会のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「対策委員会」は基本計画策定の諮問機関としての役割を終え、「協議会」に移行した。「協議会」は、市が策定する基本計画

に対して意見を述べるとともに、民間事業者の策定する事業計画（特定民間事業計画）についても協議を行う。 

「協議会」のメンバーは、「専門部会」「合同部会」「対策委員会」をベースに、市民やＮＰＯ、学識者、関係行政機関等で構成

され、基本計画のフォローアップを行う場として設立されるとともに、まちづくりの調整役としての機能も発揮する。 

必須構成員（共同設置者） 

都市機能の増進 経済活力の向上 

○基本計画に記載された  

 事業を実施しようする 

 事業者 

 ○認定基本計画及びその 

  実施に関し密接な関係 

  を有する者 

 ○市町村  

 ○関係行政機関等  

 ○協議会が特に必要と認 

  める者 

参加要請

参加申出

任意構成員 

・規約を定め、協議会を組織 

・協議会を組織した旨を公表 

宮崎市中心市街地活性化協議会の組織 

●協議会の開催に関すること 

●幹事会に対する審議事項の指示及び承認 

●各種規程等の策定、承認 

●その他規約に規定された事項 

 

●会長職務の代理 

●会計に係る監査 

会 長 １名 

副会長 １名 

委員 ４９名 

監事 ２名 

幹事会（１２名） 

幹事長、副幹事長 各１名 

●協議会の活動に係る事項について

の協議又は調整 

●協議会の運営に関し必要な事項に

ついての協議又は調整 
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 ●宮崎市中心市街地活性化協議会委員（平成19年2月23日現在） 

 

団体名 根拠法令 職　名 氏　名
法第15条 副会頭 手塚　剛一 会長
第1項 専務理事 倉掛　正志 幹事長

副理事長 小田原　員人 副会長
専務理事 大島　時夫 副幹事長

3 橘通東３丁目地区第一種市街地再開発事業施行者会 法第15条 代表 佐多　芳大 幹事
4 橘通東２丁目地区市街地再開発準備組合 第4項 理事長 山口　耕司 監事
5 橘通西３丁目地区市街地再開発準備協議会 第1号･2号 代表 日髙　晃
6 宮崎駅前商店街振興組合 理事長 小田　照夫
7 宮崎市商店街振興組合連合会 理事長 宮下　廣計
8 Ｄｏまんなかモール委員会 委員長 村岡　浩司 幹事
9 宮崎市観光協会 専務理事 松浦　俊典
10 ニシタチまちづくり協同組合 理事長 岩元　久俊
11 中央通商店街振興会 会長 野村　利弘
12 ひふみ会 会長 清水　岩生
13 宮崎駅前活性化連合会 顧問 川畑　清嗣 幹事
14 まちづくり協議会 会長 日髙　耕平

自動車運送部

自動車企画課課長補佐

16 社団法人宮崎県タクシー協会 宮崎支部長 吉本　悟朗
法第15条 企画部長 高瀬　晶介

第4項第3号
企画部参事兼中心市街
地活性化推進室長 山田　義郎 幹事

18 国土交通省宮崎河川国道事務所 法第15条 調査第二課長 次郎丸　敬太 幹事
19 国土交通省九州運輸局宮崎運輸支局 第7項 首席運輸企画専門官 福山　二也
20 宮崎県警察本部 交通規制課課長補佐 大野　正人
21 宮崎北警察署 交通課長 前田　礼司
22 宮崎県商工観光労働部 地域産業振興課長 工藤　良長 幹事
23 宮崎県土木部 都市計画課長 河野　大樹
24 法第15条 宮崎市市政推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 田中　薫
25 第8項 宮崎大学助教授 出口　近士 幹事
26 宮崎大学助教授 根岸　裕孝 幹事
27 宮崎産業経営大学教授 眞嶋　一郎 幹事
28 宮崎産業経営大学教授 日髙　光宣
29 南九州大学教授 北川　義男
30 ＮＰＯ宮崎福祉のまちづくり協議会 理事長 土肥　雅郎
31 ＮＰＯ宮崎文化本舗 代表理事 石田　達也
32 ＮＰＯドロップインセンター 理事 門田　紀子
33 ＮＰＯみやざき子ども文化センター 代表理事 片野坂　千鶴子 幹事
34 ＮＰＯ宮崎スポーツ振興会 副理事長 兵頭　健一
35 ＮＰＯみやざき 事務局長 松田　慎介
36 みやざきフラワーロード・ネットワーク 代表 若松　茂
37 宮崎市男女共同参画推進員会 会長 小城　久美子
38 財団法人宮崎県公園協会 事務局次長 吉田　晋弥
39 宮崎県マンション管理士会 会長 松尾　雄一
40 宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合宮崎支部 支部長 松下　龍夫 監事
41 中央東地区自治会連合会 副会長 佐原　俊雄
42 社団法人宮崎青年会議所 理事 井上　弘之
43 宮崎商工会議所青年部 村上　晶彦
44 宮崎商工会議所女性会 会長 日髙　美恵子
45 宮崎商工会議所不動産業部会 部会長 長友　孝允
46 国民生活金融公庫宮崎支店 法第15条第7項 融資第一課長 高橋　公一

構成員 協議会委員

1 宮崎商工会議所

備考

鳩山　政秀

17 宮崎市

2 財団法人宮崎市花のまちづくり公社

15 宮崎交通株式会社

No.
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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 

 （参照P9「中心市街地の現状分析」、P19「市民意向の把握」） 

①ニーズ分析に基づく事業 

 ニーズ分析によると、中心市街地に求められる役割として、「買物をする場」「県都の顔・シン

ボル」に次いで、「情報発信の場(a)」、「文化・創造活動の場(b)」が上位となっており、必要な

活性化策としては、「魅力的な店舗」に次いで「大型駐車場の整備(c)」が多く、「イベントの開

催(d)」「交通機関の利便性(e)」「商店街の活気(f)」「市民・行政・商業者の協働活動(g)」と続

いている。 

 

(a･b)⇒仮称・アートセンター整備（橘通西三丁目地区第一種市街地再開発事業）／参照P65,66,67 

(c) ⇒官民共同による立体駐車場整備（橘通東三丁目地区第一種市街地再開発事業）／参照P51,54 

(d) ⇒中心市街地にぎわい事業等（中心市街地イベント事業等）／参照P72,80,84,85 

(e) ⇒駐輪場整備／参照P51,57 交通機関の利便性増進に関する事業／P89～91,93,94,101～103 

(f) ⇒空店舗対策事業等／参照P72,P80～83 

(g) ⇒中心市街地にぎわい事業及び市民によるまちなか緑化の推進等／参照P89,96～99,103～106 

 

②事業・措置の集中実施の方針 

（第一段階「にぎわいの回復」） 

 平成 18 年 9 月、橘通３丁目に宮崎山形屋が増床オープンしており、このにぎわいを中心市街

地の活性化にいかすことが重要である。そのため、橘通西・東三丁目地区における２つの再開発

事業及び、駐車場共同利用システム構築事業（参照P72,79）を、【トリガー事業１】として早期

に事業着手する。 

 また、「Ｄｏまんなかモール委員会」のイベント活動等を引き続き支援し、にぎわいを維持す

るとともに、将来的なまちづくりに向けて「橘通りの公園化」の社会実験を行う(参照P89,95)。 

 以上のハード・ソフト事業を、橘通３丁目周辺において集中的に実施することで、新たな魅力

を創出し中心市街地活性化の起爆剤とする。 

（第二段階「昼間人口と夜間人口の増加、及び中心市街地公園化への基礎づくり」） 

 次に、宮崎駅前西口拠点整備（複合交通センター）事業（参照P51,57,58,64,89～91,93,94,101）

により、交通結節機能の強化と商業・文化・情報・交流など、多面的な都市機能の充実を図り新

たな交流の拠点とする。また、この新たな拠点を含む高千穂通り沿道等に対して、産業誘致育成

事業(参照P87）を推進し従業者人口の増加を図る。 

 これらの事業を【トリガー事業２】と位置付ける。 

 このトリガー事業１、２で創出した新たな拠点を、有機的に連携する回遊空間整備として、バ

リアフリーな歩行空間整備（参照 P51,55,59,60,62）や緑のネットワーク整備（参照

P51,55,59,61）を実施し、併せて沿道の空き店舗の有効活用（参照P72,80～83）を行う。 
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 これらの事業を、総合的・一体的に実施することによって、魅力的で美しい街並み・都市景観

を創出し、中心市街地活性化基本計画の基本理念『橘通りを中心とした公園化』の具現化と目標

の達成を目指す。 

 

(2) 様々な主体の巻き込み及び各種事業との連携・調整について 

 中心市街地活性化基本計画の基本理念『橘通りを中心とした公園化』の具現化に向けた様々な

主体の巻き込みによる各種事業との連携・調整については次のとおりである。 

 

① 橘通り公園化プロジェクトチーム（平成16年度） 

（商業者、ＮＰＯ、学識経験者、関係行政機関） 

 「橘通りの公園化」の骨格は、橘通り沿道の商店街を中心とした検討組織において平成３年に

「橘通デザイン基本計画」（平成３年）としてまとめられていたが、平成16年、地元商店街に市

民団体等を加えて「橘通り公園化プロジェクトチーム」が結成され、関係行政機関や学識経験者

等をゲストとして招きながら、約１年間のワークショップを行っている。 

 この中で、橘通りの公園化のアイディアの抽出や実現に向けた条件についての一定の整理がな

され、橘通りは幹線道路としての重要な役割を持ち、道路・交通管理者との綿密な協議が必要で

あり、もとより、橘通りを利用する市民の理解が不可欠であることから、実施に当たっては解決

すべき多くの課題があることが認識された。 

② みやざきフラワーロードネットワーク（平成16年度～） 

（商業者、ＮＰＯ、市民ボランティア） 

 しかし、出来ることから始めることが大切ということで、“百の議論より一輪の花”を合言葉

に、市民を巻き込んで橘通り周辺における花の植栽ボランティア活動が始まった。 

 本事業については、「まちんなかフラワーパーク」の名称で、市民事業として引継がれ、現在

も年２回の事業が実施されている（参照P96）。 

③ 橘通り公園化検討会（平成15年度～） 

（国土交通省、宮崎県、宮崎県警、宮崎市） 

 一方、行政側の対応として、関係行政機関からなる「橘通り公園化検討会」を設置し、この中

で、新たな中心市街地活性化基本計画においては、『橘通りを中心とした公園化』をコンセプト

とすることについて了承された。 

 橘通りは本県の重要な幹線道路であり、現在でも１日４万台を超える交通量があることから、

先ずは、社会実験に向けた調査（参照P95）を行うこととしている。 

 

(3) 市民等を対象とした主なフォーラム等 

・「イオンショッピングセンター出店構想と中心市街地の活性化を考えるフォーラム」（平成 14

年2月27日） 

・「元気なまちづくりフォーラム」（平成18年10月19日） 

・「まちづくりシンポジウム－新生宮崎市のまちづくりを考える－」（平成19年1月19日） 

 

 


