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平成 24年度 

おおいたホームタウン推進協議会 総会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ： 平成 24年5月14日(月) 18時開会 

会 場 ： 大分オアシスタワーホテル 5階 孔雀の間 
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会 議 次 第 

 

 

 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 顧問紹介 

 

４ パートナー(チーム)あいさつ 

 

・ ㈱大分フットボールクラブ(大分トリニータ) 

・ 大分三好ヴァイセアドラー  

・ ㈱大分スポーツプロジェクト(バサジィ大分) 

・ ㈱大分ヒート(大分ヒートデビルズ) 

  

５ 報告事項  

報告第１号 平成23年度 事業報告について 

報告第２号 平成23年度 決算報告について 

 監査報告 

 

６ 議案 

議案第１号 平成24年度 監事選任(案)について 

議案第２号 平成24年度 事業計画(案)について 

議案第３号 平成24年度 予算(案)について 

 

７ その他 

 

８ 閉会あいさつ 
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報告第１号 

平成23年度 事業報告について 

 

１．事業実績  

 

（１）組織拡充事業 

 

 ◆おおいたホームタウン推進協議会事業 

①総会の開催：１回 

と き：平成23年5月16日(月) 14：00～ 

ところ：コンパルホール3階 多目的ホール 

報 告：平成22年度事業報告、平成22年度決算報告について 

議 題：平成23年度役員体制(案)、平成23年度事業計画(案)、平成23年度予算(案)について 他 

 

  

<会長あいさつ>                 <ガンバロー三唱> 

 

 

  ②企画運営会議の開催：5回 

   ・第1回 平成23年4月19日(火) 

    議題：平成23年度企画運営会議の役員体制について 他 

   ・第2回 平成23年7月 1日(金) 

    議題：「おおいたスポーツ広場2011(案)」について 他 

   ・第3回 平成23年8月 1日(月) 

    議題：「おおいたスポーツ広場2011(案)」について 他        

   ・第4回 平成23年8月23日(火)                  <4/19企画運営会議> 

議題：「おおいたスポーツ広場2011」について 他 

   ・第5回 平成24年3月26日(月) 

    議題：平成23年度事業実績の報告について 他 

 

 

③協議会だよりの発行：4回（第1号:5/20、第2号:8/31、第3号:9/28、第4号:2/29） 

④現在の会員数：131名（平成24年5月14日現在） 
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（２）パートナー支援事業 

 

◆おおいたホームタウン推進協議会事業 

 ①啓発資料の作成 

  大分トリニータ観戦ガイドの作成  

 

◆会員の取り組み事業 ※会員アンケートによる。 

①各チームのホームゲームに県民及び市民を招待した。（大分県、大分市） 

②大分トリニータのホームゲームにて冠試合を実施。（大分商工会議所、大分合同新聞社、大分銀行、大分市） 

③大分駅前広場の大友宗麟公像にトリニータのユニフォームを着用し、Ｊリーグ2012シーズン開幕のＰＲを行 

った。（大分商工会議所、大分市観光協会） 

④幼稚園・保育園等への巡回指導、総合型地域スポーツクラブへの指導者・選手の派遣を行った。 

（大分県サッカー協会） 

⑤県サッカー協会主催事業へ積極的にトリニータ・バサジィの参加協力を依頼。（大分県サッカー協会） 

⑥「協議会だより」を事務所カウンターに設置し、活動内容の周知を行った。（大分商工会議所坂ノ市支所） 

⑦大分トリニータ7.9総力戦での広報(6,200会員にチラシ配布)及び動員(49社826人動員)協力。 

（大分商工会議所） 

⑧大分トリニータシーズンパス・当日券・後援会の社内募集斡旋、取り纏め。（大分銀行） 

⑨Ｖリーグホームゲームの大会運営全般。（大分県バレーボール協会） 

⑩おおいたホームタウン推進協議会のイベントに、学生及び関係者がボランティアスタッフとして参加した。 

（大分大学、大分県立芸術文化短期大学、大分県立看護科学大学） 

⑪第6回おおいた協働ものづくり展において、クイズラリー入賞者へ大分トリニータの試合チケットを配布した。 

（大分市工業連青年部） 

⑫行事への参加や駅コンコースでのパンフレット配布協力等。（ＪＲ大分支社） 

⑬東日本大震災支援募金活動、救援物資活動、被災者支援ベルマーク活動などを実施し、大分トリニータの社会 

貢献活動を支えた。（大分トリニータ後援会） 

⑭「おおいたスポーツ広場2011」にコンパルホールの一部有料施設の無料化など協力。 

（コンベンションリンケージ） 

⑮コンパルホールで開催された大分ヒートデビルズのｂｊリーグ公式試合の運営協力。 

（コンベンションリンケージ） 

⑯大分トリニータホームゲームにて、観客に健康チェックを行った。（大分県立看護科学大学） 

 

（３）地域交流事業 

 

◆おおいたホームタウン推進協議会事業 

①全国ホームタウンサミットin大分実行委員会東日本復興支援募金活動の実施 

と  き：平成23年6月19日（日） 

と こ ろ：大分銀行ドーム 

参加チーム：大分トリニータ、大分三好ヴァイセアドラー 

内  容：東日本大震災復興支援募金活動 

募 金 額：250,545円 

※頂いた募金は、Jリーグを通じて日本赤十字社へお送りしました。 
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②「おおいたスポーツ広場2011」の開催 

◇と  き：平成23年9月19日(月祝) 13：00～16：00 

◇と こ ろ：コンパルホール 

◇内  容：パートナーチーム（大分トリニータ、大分三好ヴァイセアドラー、バサジィ大分、大

分ヒートデビルズ）の選手総勢 38名を集め、各競技を通して市民や他チームとも交流

を深めた。その他、大分青年会議所主催「おおいたホームタウンフェスタ」が同時開催

されました。また、選手に挑戦体力テストや骨の健康度チェックなど、選手が積極的に

参加して盛況でした。運営の面では企画運営会議の委員 9名を含む 87名のスタッフに

ご協力いただきました。来場者は約1,100名でした。 

     

<体力測定の様子>                       <ラジオ体操の様子>            <競技体験コーナーの様子>   

   

<玉入れの様子>             <モザイクアート>                <集合写真> 

 

③「大分トリニータホームゲーム」における協議会ブースの設置 

◇と  き：平成23年11月6日(日) 大分トリニータvsジェフユナイテッド千葉 

◇と こ ろ：大分銀行ドーム  

◇内  容： おおいたスポーツ広場2011で作成した、各チームの等身大パネルや幟の設置、 

各チームの試合日程表などを配布した。第12回全国ホームタウンサミットin 

大分(セルジオ越後氏の基調講演)のチケットの販売を行った。 

  

<等身大パネル>           <おおいたホームタウン推進協議会ブース> 
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④「第12回全国ホームタウンサミットin大分」の開催 

◇主  催：全国ホームタウンサミットin大分実行委員会 

（大分青年会議所、大分トリニータボランティアの会、おおいたホームタウン推進協議会、 

大分トリニータ後援会、大分フットボールクラブ） 

◇と  き：平成24年2月11日(土)12日(日)  

◇と こ ろ：大分文化会館、コンパルホール 

◇内  容：全国各地から J リーグを中心とするスポーツチーム、チームのボランティアや市民・

行政など 40チーム約 600名の方に参加していただき、セルジオ越後氏の基調講演から

始まり、テーマごとに分かれて意見交換する分科会や、毎年恒例の懇親会では各チーム

のPRタイムなどで盛り上がった。2日目は九州J5クラブの代表者が揃い、バトルオブ

九州さながらの熱い舌戦も繰り広げられ、大盛況の内に幕をとじました。 

 

<セルジオ越後氏>                     <分科会>            <九州J５クラブパネルディスカッション> 

<懇親会>                 <協議会のぼり設置>            <協議会ブース設置> 

 

⑤市民交流イベント 

◇目標  ６０回 

◇実績 １２７回 

 

<学校訪問>      合計 ２９回         <地域交流イベント>  合計 ９８回 

・大分トリニータ      １１回         ・大分トリニータ      ４８回  

・大分三好ヴァイセアドラー  ５回         ・大分三好ヴァイセアドラー ２０回 

・バサジィ大分        ５回         ・バサジィ大分       １１回 

・大分ヒートデビルズ     ８回         ・大分ヒートデビルズ    １９回 

※別紙１参照                    ※別紙２参照 
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（４）広報事業 

 

◆おおいたホームタウン推進協議会事業 

①おおいたホームタウン推進協議会ホームページにおける各チームのチケット情報・試合日程等の発信。 

 ②会員団体のホームページに、おおいたホームタウン推進協議会のバナー貼付及びリンク一覧への掲載 

  平成22年度閲覧数：7,908件（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

平成23年度閲覧数：8,281件（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

◇バナー                      ◇リンク 

・大分商工会議所                   ・大分市  

・大分青年会議所                   ・大分大学 

・大分放送（平成23年8月～9月）                    ・大分市観光協会 

・テレビ大分                     ・大分県芸術文化短期大学 

・大分朝日放送（平成23年8月～9月）        ・大分ケーブルテレコム 

・大分ケーブルネットワーク              ・大分ベンチャーキャピタル 

 ・連合大分                      ・大分銀行 

・大分市立明野北小学校                ・大分ケーブルテレコム 

・大分トリニータ後援会 

 

 ③おおいたホームタウン推進協議会ホームページリニューアル。 

④おおいたホームタウン推進協議会事務局員メディア出演。（もぎたてプラス、ＯＢＳラジオ） 

 

※ホームページリニューアル後の画像 
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◆会員の取り組み事業 ※会員アンケートによる。 

①各チームのポスター掲示、チラシ配布。 

（大分県、大分市観光協会、大分大学、大分県バスケットボール協会、大分ケーブルネットワーク、コンベンショ 

ンリンケージ、大分市） 

②各チームの試合・試合結果、イベントの取材・掲載・放送。  

（大分合同新聞社、ＮＨＫ大分、テレビ大分、大分朝日放送、エフエム大分、読売新聞社大分支局） 

③会報におけるチーム情報の掲載。 

（大分商工会議所、ＮＨＫ大分、大分県タクシー協会、コンベンションリンケージ） 

④番組内に４チームの情報を紹介するコーナーを設置。（ＮＨＫ大分、テレビ大分、エフエム大分） 

⑤大分トリニータの試合中継。（ＮＨＫ大分、大分ケーブルテレコム） 

⑥バサジィ大分の試合中継。（大分放送、テレビ大分、大分朝日放送） 

⑦大分ヒートデビルズの試合中継。（ＮＨＫ大分） 

⑧月刊誌「シティ情報おおいた」に、「ガチスポ」のコーナータイトルで、４チームに各 1ページずつ誌面を使い、 

選手へのインタビュ・ゲーム情報・チケットプレゼントなどを掲載。（おおいたインフォーメーションハウス） 

⑨ホームページ（ツイッター・ブログ含）を利用し、チームの情報を発信。  

（大分県、大分市、大分県バレーボール協会、大分県バスケットボール協会、大分トリニータ後援会） 

⑩「かぼすタイム」に選手出演。（4/16ヒートデビルズ、7/9トリニータ）（大分放送） 

⑪大分県情報番組「おおいた情報捕物帳」で、ヒートデビルズの活動状況を放送。（大分県） 

⑫巡回指導には、県内の幼稚園保育園へＤＭを送り募集した。（大分県サッカー協会） 

⑬全国ホームタウンサミットin大分にて、前社長である徳永淳一が、「ワールドキャッチボールクラシックの開催」 

について発表した。（大分ベンチャーキャピタル） 

⑭コンパルホールで実施した各チームのイベントのメディアへの取材依頼。（コンベンションリンケージ） 

⑮各チームへ番組への出演依頼を行い、チームや選手のＰＲをした。（エフエム大分） 

⑯7.9大分総力戦の大分トリニータホームゲームの観戦チケット（無料）の広報活動を行った。 

（連合大分大分地域協議会） 
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３．その他  

 

（１）各チームの成績 

 

 ◇大分トリニータ 

2011シーズン   12勝 14分12敗（Ｊ2リーグ 12位／20チーム中） 

 内、ホーム１試合平均入場者数 2011シーズン  8,779 人（ 19試合 ） 

 

2012シーズン （第13節 5/6終了時点） 7勝 3分 3敗（Ｊ2リーグ 5位／22チーム中） 

 内、ホーム１試合平均入場者数 2012シーズン  8,810 人（  6試合 ） 

 

 

 

◇大分三好ヴァイセアドラー（シーズン終了） 

2011～2012シーズン  3勝 18敗（Ｖ・プレミアリーグ 8位／8チーム中） 

ホーム 1試合平均入場者数  2,107人（2試合） 

 内、本市内開催分平均入場者数 2,493人（1試合）大分県立総合体育館  

  【参考】本市内開催分平均入場者数 2010～2011シーズン 1,629人（2試合） 

 

 

◇バサジィ大分（シーズン終了） 

2011シーズン  13勝 3分11敗（Ｆリーグ 4位／10チーム中） 

  ホーム 1試合平均入場者数  1,010人（12試合） 

 内、本市内開催分平均入場者数 960人（5試合）大分県立総合体育館  

【参考】本市内開催分平均入場者数 2010シーズン 1,308人（3試合） 

 

 

◇大分ヒートデビルズ（シーズン終了） 

2011-2012シーズン  23勝 29敗（ｂｊリーグ 西区7位／9チーム中） 

ホーム 1試合平均入場者数  727人（26試合） 

 内、本市内開催分平均入場者数 581人（10試合）大分県立総合体育館、コンパルホール  

【参考】本市内開催分平均入場者数 2010-2011シーズン  779人（2試合） 
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報告第２号 

平成23年度 おおいたホームタウン推進協議会 収支決算書について 

 

 

平成 23年度 おおいたホームタウン推進協議会 収支決算書 
 

（収 入）                                    （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 差引 摘 要 

１ 補助金 5,938,000 5,938,000 0 おおいたホームタウン推進協議会

運営費補助金 

２ 雑入 1,000 13,452 △12,452 預金利子等 

合 計 5,939,000 5,951,452 △12,452  

（支 出）                                    （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 差引 摘 要 

１ 事務局費 2,801,000 2,489,281 311,719  

 （１）人件費 2,178,000 2,206,317 △28,317 事務局臨時職員賃金他 

 （２）通信運搬費 111,000 32,640 78,360 郵送料 

 （３）消耗品費 219,000 188,764 30,236 事務用消耗品 

 （４）会議費 181,000 61,560 119,440 総会、企画運営会議に係る会場使用

料他 

 （５）旅 費 112,000 0 112,000 ホームタウン先進地視察 

     

２ 事業費 3,137,000 1,852,398 1,284,602  

 （１）地域交流 

事業費 

2,158,000 912,239 1,245,761 「おおいたスポーツ広場2011」に係

る施設使用料、会場設営費他 

 （２）広報費 979,000 940,159 38,841 ホームページ更新作業代他 

     

３ 予備費 1,000 0 1,000  

     

合 計 5,939,000 4,341,679 1,597,321  

 

※（収入）－（支出）残金、1,609,773円については大分市へ戻入する。 
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議案第１号 

平成２４年度 監事選任（案）について 

 

 １．平成２４年度 監事選任（案）について  

 

（１）監 事 

 

       退任される監事  平 倉 啓 貴 （大分青年会議所理事長） 

 

       新  監  事                      
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議案第２号 

平成２４年度 事業計画（案）について 

 

 ２．事業計画（案）  

 

 （１）組織拡充事業  

①組織の拡充 

取り組みを全域に拡大するため、会員拡大を図る。 

 

  ②総会の開催及び企画運営会議の定期開催 

 

 

 （２）パートナー支援事業  

  各チームの観戦者数の増加を図る。 

  ①啓発資料の作成 

４チーム別々の「観戦ガイド」を作成し、地域交流事業や広報活動等で活用する。 

    ・大分トリニータ：平成 24年3月作成済 

    ・大分三好ヴァイセアドラー：平成 24年度作成予定 

・バサジィ大分：平成 24年度作成予定 

・大分ヒートデビルズ：平成 24年度作成予定 

 

 

 （３）地域交流事業  

   選手やチームと身近に接する機会を市民に提供するための調整窓口となり、市民に親しまれ 

愛されるチーム作りを支援する。 

 

  ①「おおいたスポーツ広場２０１２」の開催（案） 

   各チームと市民とのスポーツを通じた交流イベントを行い、市民の参加を促す。 

   と き：平成24年10月 8日（月祝）13:00～16:00 

   ところ：コンパルホール 

 

②学校訪問、地域イベント、各種スポーツ教室等、市民と選手が触れ合える機会を提供する。 

目標 １４０回 

   （参考：22年度 実績 127回 ／23年度 実績 127回） 

 

1)大分市内小、中学校訪問等実施に向けた調整 

・大分市内小、中学校訪問への選手参加に向けて調整を行う。 

・公開講座や学園祭への選手参加に向けて大学との調整を行う。 

・会員団体の主催する地域交流イベントへの選手参加に向けて調整を行う。 
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 （４）広報事業  

本協議会事業や各チームの情報を中心とした各種広報活動を展開する。 

 

①各広報機関等でのＰＲ活動 

1)広報誌の活用 

○協議会だよりの定期発行（年４回以上） 

○大分商工会議所会報や市報おおいた等協議会会員が発行する広報誌において各種事業等を掲載。 

   

 2)ホームページの活用 

○ホームページに、協議会の取り組みや各チームの横顔、イベント、取材記事等を掲載する。 

○ホームページを利用して、観戦者数増加に向けた各チームの試合日程や観戦チケットの販売等 

に関して広報支援活動を行う。 

【各チームの開幕予定】 

・バサジィ大分（Fリーグ：6月） 

・大分ヒートデビルズ（ｂｊリーグ：10月） 

・大分三好ヴァイセアドラー（Ⅴリーグ：12月） 

・大分トリニータ（Jリーグ：3月)      

○会員団体のホームページに各チームや協議会のバナーを張り、試合情報やチームの自主的な地域交流 

事業等を広く広報する。 

 

   3)様々な広告媒体の活用 

     ○会員団体の有する掲示板等を活用し、各チームの情報を発信する。 
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議案第３号 

平成２４年度 予算（案）について 

 

平成 24年度 おおいたホームタウン推進協議会予算（案） 

 

（収 入）                              （単位：円） 

科 目 本年度予算額 摘 要 

１ 補助金 5,900,000 おおいたホームタウン推進協議会運営費補助金 

２ 雑入 10,000 預金利子他 

合 計 5,910,000  

 

（支 出）                              （単位：円） 

科 目 本年度予算額 摘 要 

１ 事務局費 3,155,000  

  （１）人件費 2,305,000 事務局臨時職員賃金他 

  （２）通信運搬費 35,000 郵送料 

  （３）消耗品費 247,000 事務用消耗品費 

  （４）会議費 460,000 総会、企画運営会議費 

  （５）会 費 13,000 全国ホームタウンサミット 

  （６）旅 費 95,000 ホームタウン先進地視察（横浜） 

   

２ 事業費 2,745,000  

  （１）地域交流事業費 1,658,000 市民参加型イベント「おおいたスポーツ広場」他 

 

  （２）広報費 1,087,000 観戦ガイド作成、ホームページ更新他 

   

３ 予備費 10,000  

   

合 計 5,910,000  
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おおいたホームタウン推進協議会規約 

 

(名称) 

第 1条 この会は、おおいたホームタウン推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。 

 

(目的) 

第 2条 協議会は、ホームタウンスポーツ(本市を本拠地とし、国内トップクラスのリーグに属するスポ

ーツチームが、地域住民と協働で地域への愛着や誇り、一体感を育むことなど、まちづくりに寄与す

るスポーツ活動)を地域が一体となって支える体制を構築し、全ての大分の人々がスポーツに接する

様々な機会をつくるとともに、住民の一体感の醸成や地域活性化に寄与することを目的とする。 

 

(事業) 

第 3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1)ホームタウンスポーツを活かしたまちづくり事業に関する提案、実施に向けた関係機関の調整 

(2)ファン拡大等スポーツチーム支援事業に関する提案、実施に向けた関係機関の調整 

(3)スポーツチームが行う地域交流活動等に対する支援及び協力 

(4)その他、協議会の目的達成のために必要な事業 

(組織) 

第 4条 協議会は趣旨に賛同する団体等により組織する。 

 

(役員) 

第 5条 協議会に、次の役員を置く。 

(1)会長 1名 

(2)副会長 2名 

(3)事務局長 1名 

(4)監事 2名  

2 会長は、大分市長の職にあるものをもつてあてる。 

3 副会長及び事務局長は、会員の中から会長が指名する。  

4 監事は、会員の互選により決定する。 

 

(役員の職務) 

第 6条 役員の職務は以下のとおりとする。 

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。  

4 事務局長は、協議会の議案の作成及び庶務を担当する。 

5 監事は、協議会の事務執行について監査を行う。 

6 役員は、相互に兼ねることができない。  

7 役員の任期は 2年とし、再任を妨げない。  

8 役員に異動、退職等があつた場合は、後任者をもつてあてる。 

ただし、その任期は前任者の残任期間とする。 
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(顧問) 

第 7条 協議会に、顧問を置くことができる。  

2 顧問は、会長が委嘱する。 

3 顧問は、会長の求めに応じ、協議会の事業に関し、指導及び助言を行う。 

 

(総会) 

第 8条 総会は、年 1回以上開催し、活動報告、活動計画、規則の改正、役員の選出その他必要な事項

を審議する。 

2 総会は、会員をもつて構成する。 

3 総会は、会長が招集し、その議長となる。 

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に会員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことが

できる。 

 

(企画運営会議) 

第 9条 事業を効率的に推進するため、協議会に企画運営会議(以下「会議」という。)を置く。 

2 会議は、協議会の運営及び提案付議する事項について事前に協議する。 

3 会議は、事業実施に向けた協議及び調整を行う。 

4 会議は、その他、協議会の目的達成のために必要な事業の運営に関することを行う。 

 

(事務局) 

第 10条 協議会の事務局は大分市役所内に置く。 

2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

(事業費) 

第 11条 協議会の事業費は、補助金、寄付金及びその他の収入をもつてこれに充てる。 

 

(事業年度) 

第 12条 協議会の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

 

(事業計画及び予算) 

第 13条 協議会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会に諮って決定しなければならない。 

 

(事業報告及び決算) 

第 14条 協議会の事業報告及び決算は、会長が作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければな

らない。 

 

(その他) 

第 15条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附則 

この規約は、平成 21年 7月 28日から施行する。 


