
 

 

 

 

 

平成２８年度 

おおいたホームタウン推進協議会 総会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ： 平成２８年５月２６日 (木) １８時開会 

会 場 ： 大分オアシスタワーホテル５階「孔雀の間」 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 

大分トリニータ 

大分三好ヴァイセアドラー 

バサジィ大分 

 

５ 議  案 

議案第１号 平成２７年度 事業報告について 

議案第２号 平成２７年度 決算報告及び会計監査報告について 

議案第３号 平成２８年度 監事選任について 

議案第４号 平成２８年度 事業計画(案)について 

議案第５号 平成２８年度 予算(案)について 

 

６ その他 

 

７ 閉  会 
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平成２８年５月２６日現在

■会長 ■特別顧問

　大分市長　佐藤　樹一郎 　大分県知事　広瀬　勝貞

■副会長 ■顧問

　大分大学長　北野　正剛 　大分市議会議長 永松　弘基

　大分市副市長　久渡　晃 　大分商工会議所会頭　姫野　淸高

■事務局長 　大分市自治委員連絡協議会会長　荒金　一義

　大分市企画部長　玉衛　隆見

■監事

　大分市議会議員　帆秋　誠悟

　一般社団法人大分青年会議所理事長　中島　土（案）

所属等 氏名 所属等 氏名

一般社団法人　大分市観光協会 幸重　綱二 大分市工業連合会 磯田　満

大分市工業連合会青年部会 小齊　啓資 大分商工会議所鶴崎支所 福本　祐二

大分商工会議所大南支所 首藤　達雄 大分商工会議所大在支所 小野　秀幸

大分商工会議所坂ノ市支所 松﨑　純一 大分商工会議所稙田支所 安部　省祐

大分商工会議所佐賀関支所 古山　信介 野津原町商工会 大久保　利美

大分商工会議所青年部 長野　史裕 大分商工会議所女性会 今川　敦子

鶴崎商工青年部 工藤　正浩 鶴崎商工女性部会 服部　富美子

大在商工青年部 中島　雅朗 坂ノ市商工青年部 大平　英主

佐賀関商工青年部 近藤　弘之 野津原町商工会青年部 板山　実

社団法人　大分市商店街連合会 矢野　利幸 株式会社　大分まちなか倶楽部 中尾　啓治

大分県立芸術文化短期大学 中山　欽吾 大分県立看護科学大学 村嶋　幸代

日本文理大学 平居　孝之 別府大学短期大学部 野村　正則

大分工業高等専門学校 古川　明徳 九州旅客鉄道株式会社 小林　宰

一般社団法人　大分県バス協会 城内　和敏 一般社団法人　大分県タクシー協会 漢　二美

有限会社　大分合同新聞社 長野　景一 朝日新聞社大分総局 村上　宣雄

毎日新聞社大分支局 安達　一成 読売新聞大分支局 福島　恭二

日本経済新聞社大分支局 藤井　利幸 西日本新聞社大分総局 緒方　哲二

社団法人共同通信社大分支局 石井　仁 時事通信社　大分支局 村岡　慎一郎

NHK大分放送局 高橋　能樹 株式会社大分放送 永田　悠三郎

株式会社テレビ大分 藤澤　民雄 大分朝日放送株式会社 上野　輝幸

株式会社エフエム大分 丸山　健 おおいたインフォメーションハウス株式会社 宮崎　和恵

大分ケーブルテレコム株式会社 佐藤　英生 大分ケーブルネットワーク株式会社 青柳　栄治

東大分システム株式会社 岡本　代一 大分ベンチャーキャピタル株式会社 田村　英司

株式会社　大分銀行 後藤　富一郎 連合大分大分地域協議会 松尾　竜二

株式会社コンベンションリンケージ 石井　直子 社団法人大分県サッカー協会 大場　俊二

大分市サッカー協会 生野　睦夫 大分県バレーボール協会 川崎　栄一

大分市バレーボール協会 柏木　正治 大分県バスケットボール協会 安部　省祐

おおいたホームタウン推進協議会　会員名簿（順不同、敬称略）
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所属等 氏名 所属等 氏名

大分市バスケットボール協会 安部　博 大分トリニータ後援会 福本　祐二

大分県議会 阿部　英仁 大分県議会 衛藤　博昭

大分県議会 油布　勝秀 大分県議会 麻生　栄作

大分県議会 後藤　慎太郎 大分県議会 木田　昇

大分県議会 守永　信幸 大分県議会 藤田　正道

大分県議会 小嶋　秀行 大分県議会 平岩　純子

大分県議会 吉岡　美智子 大分県議会 河野　成司

大分県議会 堤　栄三 大分市議会 松木　大輔

大分市議会 倉掛　賢裕 大分市議会 田島　寛信

大分市議会 二宮　博 大分市議会 藤田　敬治

大分市議会 安部　剛祐 大分市議会 野尻　哲雄

大分市議会 板倉　永紀 大分市議会 足立　義弘

大分市議会 仲道　俊寿 大分市議会 長田　教雄

大分市議会 秦野　恭義 大分市議会 阿部　剛四郎

大分市議会 松本　充浩 大分市議会 堀　嘉徳

大分市議会 福崎　智幸 大分市議会 井手口　良一

大分市議会 広次　忠彦 大分市議会 斉藤　由美子

大分市議会 福間　健治 大分市議会 松下　清高

大分市議会 宮邉　和弘 大分市議会 髙野　博幸

大分市議会 安東　房吉 大分市議会 篠田　良行

大分市議会 日小田　良二 大分市議会 指原　健一

大分市議会 堤　智通 大分市議会 スカルリーパー・エイジ

大分市議会 三浦　由紀 大分市議会 大石　祥一

大分市議会 仲家　孝治 大分市議会 荻本　正直

大分市議会 徳丸　修 大分市議会 河内　正直

大分市議会 高橋　弘巳 大分市議会 橋本　敬広

大分市議会 川邉　浩子 大分市議会 国宗　浩

大分市議会 泥谷　郁 大分市議会 佐藤　和彦

大分市議会 今山　裕之 大分市 桑田　龍太郎

大分市 三浦　享二 大分市 三重野　小二郎

■パートナーチーム

所属等 氏名 所属等 氏名

株式会社大分フットボールクラブ 榎　徹 大分三好ヴァイセアドラー 三好　博

株式会社大分スポーツプロジェクト 二階堂　雅士
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■企画運営会議委員

所属等 氏名 所属等 氏名

大分県立芸術文化短期大学 洲　雅明 （座長） 大分商工会議所青年部 長野　史裕 （副座長）

大分大学 西本　一雄 日本文理大学 三重野　克之

大分商工会議所 佐藤　寛晃 大分市工業連合会青年部会 八坂　成信

大分青年会議所 執行　大介 鶴崎商工青年部 三浦　康紀

大分まちなか倶楽部 中尾　啓治 大分合同新聞社 佐藤　良昭

ＮＨＫ大分放送局 小磯　輝也 大分放送 菊浪　俊一郎

テレビ大分 小笠原　正典 大分朝日放送 佐保　洋子

大分トリニータ後援会 古澤　進二 大分県 姫嶋　達也

大分フットボールクラブ 髙瀬　直美 大分三好ヴァイセアドラー 坂口　嘉彦

大分スポーツプロジェクト 中野　純一郎 大分市教育委員会 永田　佳也

大分市 広瀬　正具

■事務局

所属等 氏名

玉衛　隆見

広瀬　正具

安東　孝浩

若林　正策

後藤　正樹

志賀　早紀子

井川　郁加

おおいたホームタウン推進協議会事務局
（大分市役所企画部文化国際課内）

　TEL ： 097-537-5663
　FAX ： 097-536-4044
　E-mail ： info@oita-hometown.jp
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議案第１号 

平成２７年度 事業報告について 
 
 

（１）組織活動活性化事業    
 

①総会及びタウスポ交流会の開催 

日 時 平成２７年５月２８日（木） １８：００～２０：００ 

場 所 大分オアシスタワーホテル ５階「孔雀の間」 

内 容 ・報告第１号 平成２６年度 事業報告について 

・報告第２号 平成２６年度 決算報告及び会計監査報告について 

・議案第１号 平成２７年度 監事選任（案）について 

・議案第２号 平成２７年度 事業計画（案）について 

・議案第３号 平成２７年度 予算（案）について 

報告、議案について全て承認された。 

総会終了後、タウスポ交流会を開催。（参加者数７７名） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②企画運営会議の開催 

平成２７年度 ６回開催 

事業実施に向けた協議、各事業の運営方針等を協議 

※Ｐ１９ 資料①［企画運営会議開催実績］参照 

 

③現在の会員数  会員１２８名（平成２８年３月３１日現在）

< 総会の様子 > < タウスポ交流会の様子① > 

< タウスポ交流会の様子② > < 会員、パートナーチームによるガンバロー三唱 > 
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（２）パートナー支援事業    

①観戦ガイドの作成（各チーム５，０００部） ※別添資料 参照 

スポーツ観戦初心者の方が見ても分かるよう、観戦の流れやルール等を掲載した 

チームごとの「観戦ガイド」を作成し、地域交流事業や広報活動で多くの市民の 

皆さんに配布した。 

 

②会員による取り組み 

各チームのホームゲームへ市民・県民を招待するなど、様々なパートナー支援事 

業が行われた。 

※Ｐ２０、２１ 資料②［パートナー支援事業 会員による取り組み］参照 

 

（３）地域交流事業    

地域で行われる清掃活動への参加や地域交流イベント等の調整窓口となり、選手と 

市民が直接ふれ合う場を提供し、市民に親しまれ愛されるチームづくりを支援した。 
 

①「おおいたスポーツ広場２０１５」の開催 

日 時   平成２７年１０月１２日（月・祝）１３：００～１６：００ 

場 所   コンパルホール５階 体育室、柔剣道場 

来場者   １，３００名 

参加選手数 ２５名 

スタッフ数 １０７名 

（企画運営会議委員１４名、大分県立看護科学大学２５名を含む） 

内 容   競技体験コーナー、選手デモンストレーション、チーム対抗！選手 

      と一緒に列車でＧＯ、みんなで一緒にジャンケン列車・ジェンカ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< おおいたスポーツ広場2015の様子 > 
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②学校訪問、地域交流イベント 

（単位：回） 

 平成２７年度 平成２６年度 平成２５年度 平成２４年度 

学校訪問 ５８ ５９ ５９ ３１ 

地域交流イベント ６９ ８０ ６４ ８１ 

合 計 １２７ １３９ １２３ １１２ 

※Ｐ２３、２４ 資料［学校訪問、地域交流イベント］参照 

 

③地域での清掃活動に参加 

◇「クリーンアップ明野・歩こう会」への参加 

日  時  平成２７年１１月３日(火・祝) ８：５０～１０：５０ 

場  所  大分市明野地区 

参加者数  ７４名（選手１０名を含む） 

内  容  地域での清掃活動にパートナーチーム選手及び協議会会員が参加し、 

多くの地域住民と直接ふれ合い、交流を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）広報事業    

協議会事業や各チームの情報を中心とした広報活動を展開した。 
 

①各広報媒体等でのＰＲ活動 

１) 広報誌の活用 ※別添資料 参照 

協議会だよりの定期発行：４回（各１５０部） 

（第 1号：6/10、第 2号：9/15、第 3号：11/18、第 4号：3/7） 

配布先：協議会会員、企画運営会議委員 

 

< 清掃活動・交流の様子 > 
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２) 協議会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イベント、取材記事や日替りで 

「まいにち選手カレンダー」等を掲載した。 

○協議会ホームページでの各チームの試合日程等を発信した。 

 

３) 選手が登場する「まいにち選手カレンダー」の製作（平成２７年度 新規事業） 

パートナーチームの選手が登場する日めくりカレンダーを製作し、市内小学校 

全学級(約１，１００学級)等に配布し、全教室に掲示した。 

規  格：Ａ４縦半分 

内  容：パートナーチームの監督・選手・マスコットが一人ずつ登場し、 

子どもたちに向けたメッセージを掲載した日めくりカレンダー 

（８５パターン） 

配 布 先：大分市内全小学校、特別支援学校 等 

掲示期間：平成２７年９月～平成２８年３月 

作成部数：１，３２０部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< まいにち選手カレンダー > 

< 8.23大分トリニータホームゲーム前「まいにち選手カレンダー」贈呈式の様子 > 

< 小学校の様子 > 
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４) 商店街でのパートナーチーム応援横断幕掲示 

大分市中央町商店街振興組合にご協力をいただき、セントポルタ中央町に応援 

横断幕を掲示し、パートナーチームの存在を広くアピールした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５) 各種イベントにおいてパートナーチーム及び協議会の取り組みをＰＲ 

○第３４回大分七夕まつり「府内打ち水大作戦」への選手・マスコット参加 

日 時  平成２７年８月７日(金) １８：３０～ 

場 所  大分七夕まつり中央通り４８万人の広場 

参加者  １３名（選手５名、マスコット２体、チーム５名、事務局４名） 

内 容  「府内打ち水大作戦」に選手・マスコットが参加し、パートナー 

チームのＰＲを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「大分トリニータホームゲーム『大分市ホームタウンＤＡＹ』」における協議会 

ブースの設置 

日 時 平成２７年１０月２５日(日) 

Ｊ２リーグ 第３８節「大分トリニータ 対 コンサドーレ札幌」 

場 所 大分銀行ドーム 

内 容 ・パートナーチームの等身大パネル及び協議会幟・チーム旗の設置 

    ・「まいにち選手カレンダー」の展示 

         ・観戦ガイド等の設置、配布 

         ・大型ビジョンでの協議会ブースのＰＲ 

  

< 商店街パートナーチーム応援横断幕 > 

< 府内打ち水大作戦 選手・マスコットの様子 > 
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６) その他の広告媒体の活用 

○「ホルトホール大分」にご協力いただき、デジタルサイネージにてパートナー 

チームの試合日程等を告知するとともに、エントランス内に協議会のミニコー 

ナーを設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「大分駅府内中央口広場」のデジタルサイネージや、「ガレリア竹町」のビジョン 

「monita」にてパートナーチームの試合日程等を告知した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②会員による取り組み 

それぞれの会員が広報事業として、各チームのポスター掲示やチラシ配布などを 

はじめとした取り組みを行い、パートナーチームをＰＲする広報活動が展開された。 

※Ｐ２２ 資料③［広報事業 会員による取り組み］参照 

  

< 大型ビジョンでのＰＲの様子 > 

< デジタルサイネージ > < ミニコーナー > 

< 協議会ブースの様子 > 

< 大分駅府内中央口広場のデジタルサイネージ > < ガレリア竹町のビジョン「monita」> 
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 その他  

■各チームの成績 

 

チーム名 シーズン 

成  績 
ホーム 
試合数 

平均 
入場者数 

勝敗 順位 

大 分 

トリニータ 

Ｊ２リーグ 

2015シーズン 

（シーズン終了） 

8勝14分19敗 
21位 

（22チーム中） 
21試合 7,533人 

大分三好 

ヴァイセアドラー 

V･チャレンジリーグⅠ 

2015/16シーズン 

（シーズン終了） 

18勝3敗 
2位 

（8チーム中） 4試合 950人 

V・チャレンジマッチ(入替戦)出場：敗退 

バサジィ 

大 分 

Ｆリーグ 

2015-2016シーズン 

（シーズン終了） 

15勝7分11敗 
7位 

（12チーム中） 

12試合 

（うち市内） 

5試合 

860人 

（うち市内） 

969人 

大分・愛媛 

ヒートデビルズ 

ｂｊリーグ 

2015-2016シーズン 

（シーズン終了） 

16勝34敗 
10位 

(西地区：12チーム中) 

14試合 

（うち市内） 

12試合 

388人 

（うち市内） 

400人 
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議案第２号 

平成２７年度 決算報告及び会計監査報告について 

 

平成２７年度 おおいたホームタウン推進協議会 収支決算（案） 

 

【 収 入 】                                     （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 差引 摘 要 

１ 補助金 5,900,000 5,900,000 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 10,000 10,540 △540 預金利子他 

合 計 5,910,000 5,910,540 △540  

 

【 支 出 】                                     （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 差引 摘 要 

１ 事務局費 2,926,000 2,808,952 117,048  

 （１）人件費 2,322,000 2,320,245 1,755 事務局臨時職員賃金他 

 （２）通信運搬費 58,000 21,894 36,106 郵送料 

 （３）消耗品費 252,000 240,454 11,546 事務用消耗品費 

 （４）会議費 294,000 226,359 67,641 
総会・交流会、企画運営会議に係

る会場使用料他 

     

２ 事業費 2,974,000 2,878,738 95,262  

（１）地域交流事業費 1,241,000 1,149,868 91,132 
「おおいたスポーツ広場2015」に

係る開催費、清掃活動費他 

（２）広報費 1,733,000 1,728,870 4,130 

まいにち選手カレンダー製作費、

観戦ガイド作成費、ホームページ

保守費他 

     

３ 予備費 10,000 0 10,000  

     

合 計 5,910,000 5,687,690 222,310  

 

※ 収入 － 支出 ＝ 残金 222,850円については大分市へ戻入する。
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会 計 監 査 報 告 書 

 

 

おおいたホームタウン推進協議会会計平成２７年度収支決算 

について監査した結果、計数は証憑書類と符合しており、正 

確に経理され、適正であったと認める。 

 

 

平成２８年４月２０日 

 

 

 

 

監 事  帆秋 誠悟 ㊞   
 

 

監 事  山口 努  ㊞   
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議案第３号 

平成２８年度 監事選任について 

 

 

 （１）監 事 

 

退任される監事     山 口  努（大分青年会議所） 

 

 

新  監  事                        
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議案第４号 

平成２８年度 事業計画（案）について 
 
（１）組織活動活性化事業  

①組織の拡充 

取り組みを市内全域に拡大するため、会員拡大を図る。 
 
○申出者  「ＷＳＰｒｏ」 代表 明里 慎治 氏（東京都在住・大分市出身） 

（平成２８年度） 

【参考】 

大分トリニータのクラブパートナー 

大分三好ヴァイセアドラーのユニフォームスポンサー 

 

②総会及びタウスポ交流会の開催 

③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タウスポ啓発リーフレットの作成（平成２８年度 新規事業） 

新たなファン層拡大のため、高齢者を対象にパートナーチームのホームゲーム 

観戦情報、選手からの生活に役立つ情報、協議会活動情報等を掲載したリーフ 

レットを作成する。ホームタウンスポーツやチームに興味を持ってもらい、試 

合観戦のきっかけづくりとし、応援機運の醸成につなげる。 
 

内  容：①チーム情報（試合スケジュール等） 

②選手情報（取材・インタビュー記事等掲載） 

③生活に役立つ情報 

④協議会活動情報  等 

作成部数：１５，０００部 

 〈内訳〉地域ふれあいサロン           １３，０００部 

     協議会会員、各チーム、市内各施設 等   ２，０００部 

 

②会員による取り組み 

それぞれの会員がパートナーチーム支援に向けた様々な取り組みをすすめる。 

 

（３）地域交流事業  

  パートナーチームの選手と市民が直接ふれ合う場を提供し、応援の輪をさらに大きく 

広げていくことで、市民に親しまれ愛されるチームづくりを支援し、スポーツによる 

まちづくりを推進する。 
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①「おおいたスポーツ広場２０１６」の開催 

パートナーチームの選手が一堂に会し、市民とスポーツを通じて直接ふれ合える 

交流イベントを開催する。 
 

    日 程：平成２８年１０月１０日（月・祝）１３：００～１６：００ 

    場 所：コンパルホール５階 体育室・柔剣道場 

    参加者：大分市民、パートナーチーム選手 

        ※昨年度 １，３００人参加 

 

②スポーツ指導者向け「タウスポコーチングカレッジ」の開催 

（平成２８年度 新規事業） 

スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブ等の指導者向けに、コーチングをテ 

ーマにパートナーチームの監督対談を開催する。スポーツに関わる成人を対象と 

した本協議会ならではの活動を取り入れ、協議会活動の理解促進を図るとともに、 

チームの応援機運の醸成につなげる。 
 

    日 程：平成２８年１０月１０日（月・祝）１８：３０～ 

        ※「おおいたスポーツ広場２０１６」と同日開催 

    場 所：コンパルホール３階 多目的ホール 

    講 師：パートナーチーム監督 

    参加者：スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブの指導者 等 

 

③学校訪問、地域交流イベント等、市民と選手がふれ合える機会を提供する 

１) 学校等訪問の実施に向けた調整 

小・中学校、幼稚園、スポーツ少年団 、総合型地域スポーツクラブ等訪問への 

選手参加に向けて調整を行う。 

 

２) 様々な交流推進に向けた取り組み 

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。 

 

④市内で行われる地域活動等に参加（平成２８年度 新規事業） 

市内で行われる地域活動にパートナーチームの選手及び協議会会員が参加し、 

地域住民と直接ふれ合い交流するとともに地域貢献につなげる。 
 
【参加を予定している地域活動】 

「さつまいもの収穫祭」 

 主催者：大分市下水道部 

     水資源再生センター維持管理業者 

 日 程：平成２８年１０月２９日（土）予定 ※雨天時は延期 

 場 所：「原川水資源再生センター」または「弁天水資源再生センター」 

 参加者：原川資源再生センター・弁天水資源再生センターの周辺住民、 

パートナーチーム選手、協議会会員 等 
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（４）広報事業  

協議会事業や各チームの情報を中心とした広報活動を展開する。 

①各種媒体での広報活動 

１）広報誌の活用 

○協議会だよりの定期発行（年４回以上） 

 

２）協議会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イベント、取材記事や日替りで 

「まいにち選手カレンダー」等を掲載する。 

○ホームページを利用し、観戦者数増加に向けた各チームの試合日程等に関して 

広報支援活動を行う。 

○会員団体のホームページに各チームや協議会ホームページのバナーを貼り、試 

合情報やチームの自主的な地域交流事業等を広く働きかける。 

 

３）まいにち選手カレンダーの製作 

チームの監督・選手・マスコットが登場する「まいにち選手カレンダー」を製作し、 

市内の小学校全学級（約１，１００学級）等に掲示することで、子どもたちに夢 

や希望を与えるとともに、選手を身近に感じてもらい、応援機運の醸成につなげる。 
 
 規  格：Ａ４縦半分 

 内  容：パートナーチームの監督・選手・マスコットが一人ずつ登場し、 

      子どもたちに向けたメッセージを掲載した日めくりカレンダー 

 配 布 先：大分市内全小学校、特別支援学校 等 

 掲示期間：平成２８年９月～平成２９年３月 

 作成部数：１，３００部 

 

４）商店街でのパートナーチーム応援横断幕掲示 

大分市中央町商店街振興組合にご協力いただき、セントポルタ中央町に応援横断 

幕を掲示し、パートナーチームの存在を広くアピールする。 

 

５）各種イベントにおいてパートナーチーム及び協議会の取り組みをＰＲ 

【参加を予定しているイベント】 

 ・大分七夕まつり「府内打ち水大作戦」 

 ・大分市ホームタウンＤＡＹ 

 ・府内南蛮ライティング 等 

 

  

【参考：各チームの開幕予定】 

 ・大分トリニータ（Ｊリーグ：３月） 

 ・バサジィ大分（Ｆリーグ：６月） 

 ・大分三好ヴァイセアドラー（Ｖリーグ：１１月） 
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６）その他の広告媒体の活用 

○「ホルトホール大分」にご協力いただき、デジタルサイネージにてパートナー 

  チームの試合日程等を告知するとともに、エントランス内に協議会のミニコー 

ナーを設置する。 

   ○「大分駅府内中央口広場」のデジタルサイネージにて、パートナーチームの試 

     合日程等を告知する。 

   ○「ガレリア竹町」のビジョン「monita」にて、パートナーチームの試合日程等 

     を告知する。 

 

②会員による取り組み 

それぞれの会員が、パートナーチームをＰＲする様々な取り組みをすすめる。 

 



 

18 

 

 

議案第５号  

平成２８年度 予算（案）について 

 

平成２８年度 おおいたホームタウン推進協議会 収支予算（案） 

 

【収 入】                              （単位：円） 

科 目 H27決算額 H28予算額 摘 要 

１ 補助金 5,900,000 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 10,540 10,000 預金利子他 

合 計 5,910,540 5,910,000  

 

【支 出】                              （単位：円） 

科 目 H27決算額 H28予算額 摘 要 

１ 事務局費 2,808,952 2,823,000  

（１）人件費 2,320,245 2,320,000 事務局臨時職員賃金他 

（２）通信運搬費 21,894 40,000 郵送料 

（３）消耗品費 240,454 224,000 事務用消耗品費 

（４）会議費 226,359 239,000 
総会・タウスポ交流会、企画運営
会議に係る会場使用料他 

    

２ 事業費 2,878,738 3,077,000  

（１）地域交流事業費 1,149,868 1,368,000 
おおいたスポーツ広場2016に係る

開催費、地域活動費他 

（２）広報費 1,728,870 1,709,000 
まいにち選手カレンダー製作費、

啓発リーフレット費、ホームペー

ジ保守費他 

    

３ 予備費 0 10,000  

    

合 計 5,687,690 5,910,000  
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資料①  [企画運営会議開催実績] 

 ・第 1回 平成 27年 4月 23日(木) 

   議題：平成 27年度 地域で行われる清掃活動について、 

平成 27年度 総会資料について 他 

 

 ・第 2回 平成 27年 6月 30日(火) 

   議題：選手が登場する「日めくりカレンダー」の製作について、 

「おおいたスポーツ広場 2015（案）」について 他 

 

 ・第 3回 平成 27年 10月 1日(木) 

   議題：「おおいたスポーツ広場 2015」について、 

地域での清掃活動「クリーンアップ明野・歩こう会」への参加について 他 

 

 ・第 4回 平成 27年 11月 26日(木) 

   議題：平成 28年度事業の企画・アイデアについて、 

 

 ・第 5回 平成 28年 1月 21日(木) 

   議題：平成 28年度事業計画（案）について 

 

 ・第 6回 平成 28年 3月 29日(火) 

   議題：平成 28年度事業計画（案）について、 

平成 28年度「総会」及び「タウスポ交流会」について（案） 他 
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資料②  [パートナー支援事業 会員による取り組み] ※会員アンケートをもとに作成 

 

1. ホームゲームに県民・市民を無料招待。（大分県、大分市） 

 

2. ホームゲームに、親子(市民)を無料招待。（大分市） 

 

3. 大分トリニータのホームゲームに、会員を招待。（大分商工会議所） 

 

4. パートナーチームスポンサー契約。（大分朝日放送、九州旅客鉄道株式会社大分支社） 

 

5. 大分トリニータのホームゲームにて冠試合を実施。（大分県、大分市、大分商工会議所） 

 

6. バサジィ大分、大分・愛媛ヒートデビルズのホームゲームにて大分県民ＤＡＹを開催。（大分県） 

 

7. スポーツ交流地域活力創出事業の実施。（大分県） 

 

8. プロスポーツふれあい促進事業の実施。（大分市） 

 

9. 九州のＪクラブ６チームを側面支援。（大分市） 

 

10. 運動部活動総合活性化事業にてトップアスリートによる実技講習会を実施。（大分市教育委員会） 

 

11. 大分トリニータ後援会への加入支援。（大分市） 

 

12. 大分トリニータのシーズンパス販売の斡旋。（大分市、大分商工会議所、大分トリニータ後援会） 

 

13. 番組内で視聴者へチケットプレゼント。（大分朝日放送） 

 

14. チケット販売の斡旋。（大分県バレーボール協会、大分トリニータ後援会） 

 

15. パートナーチームの試合への観戦推進。（九州旅客鉄道株式会社大分支社、大分市サッカー協会） 

 

16. おおいたホームタウン推進協議会事業「おおいたスポーツ広場 2015」にボランティアスタッフ

として参加。（大分県、大分商工会議所、大分青年会議所、大分市工業連合会青年部会、大分商

工会議所青年部、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、大分合同新

聞社、ＮＨＫ大分放送局、大分トリニータ後援会） 

 

17. おおいたホームタウン推進協議会事業『地域での清掃活動への活動「クリーンアップ明野・歩

こう会」』に参加。（大分県、大分商工会議所、大分市工業連合会青年部会、大分商工会議所青

年部、大分県立芸術文化短期大学、ＮＨＫ大分放送局、大分トリニータ後援会） 

 

18. 大分トリニータホームゲームにて、観客向け健康チェックコーナーの開設。 

（大分県立看護科学大学） 
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19. コンパルホールで開催された大分三好ヴァイセアドラー、大分・愛媛ヒートデビルズの公式試

合の運営をサポート。（コンベンションリンケージ） 

 

20. コンパルホールで開催された大分三好ヴァイセアドラーの試合チケットの販売。 

（コンベンションリンケージ） 

 

21. 大分トリニータホームゲーム内イベント「こどもぱっちん」への参加。（大分商工会議所青年部） 

 

22. 「府内南蛮ライティング」にてパートナーチームの監督・選手等の紙灯篭を展示。 

（大分商工会議所青年部） 

 

23. 「第 46回明野まつり」にて大分トリニータマスコット ニータンとイベントステージを実施。 

（大分ケーブルネットワーク） 

 

24. 「コンパル 海の日市民スポーツデー2015」で大分三好ヴァイセアドラーの選手によるキッズ 

バレーボール教室を開催。（コンベンションリンケージ） 

 

25. 幼稚園・保育園巡回指導の募集および実施。（大分県サッカー協会） 

 

26. 大分三好ヴァイセアドラーの公式試合の運営をサポート。（大分県バレーボール協会） 

 

27. 大分三好ヴァイセアドラーのホームゲームで、グッズ等の観客プレゼント企画を実施。 

（大分県バレーボール協会） 

 

28. 大分トリニータへの財政支援。（大分トリニータ後援会） 

 

29. 大分トリニータ「大分総力戦」の告知協力。（大分トリニータ後援会） 

 

30. 団体会員での大分トリニータホームゲーム・アウェイゲーム観戦バスツアーの実施。 

（大分トリニータ後援会） 

 

31. 大分トリニータ「監督・選手激励会」の開催。（大分トリニータ後援会） 

 

32. 「明治安田生命選手交流会」に参加し、大分トリニータ選手トークショー等を開催。 

（大分トリニータ後援会） 

 

33. 「萬弘寺の市」に参加し、大分トリニータ選手サイン会等を開催。（大分トリニータ後援会） 
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資料③  [広報事業 会員による取り組み]  ※会員アンケートをもとに作成 
 

1. ポスター掲示、チラシ・観戦ガイド等の設置および配布。 

（大分商工会議所、大分市観光協会、大分青年会議所、大分商工会議所鶴崎支所、大分商工会議

所大南支所、大分商工会議所大在支所、大分商工会議所坂ノ市支所、大分商工会議所青年部、

大分商工会議所女性会、大分市商店街連合会、大分まちなか倶楽部、大分県立看護科学大学、

大分工業高等専門学校、九州旅客鉄道株式会社大分支社、大分県タクシー協会、読売新聞大分

支局、大分朝日放送、大分ケーブルネットワーク、東大分システム株式会社、コンベンション

リンケージ、連合大分大分地域協議会、大分トリニータ後援会、大分市） 

 

2. 試合中継・試合結果・イベント内容等を掲載・放送。 

（読売新聞大分支局、時事通信社大分支局、ＮＨＫ大分放送局、大分放送、テレビ大分、 

大分朝日放送） 

 

3. 会報・市報、ホームページ等におけるチーム情報の掲載。 

（大分商工会議所、大分市観光協会、大分県タクシー協会、大分市） 

 

4. 市役所玄関口にパートナーチームのエンブレムを掲載した応援横断幕（２０メートル）を設置。 

（大分市） 

 

5. 市役所玄関にスポーツコーナーを設置し、チーム情報の掲載。（大分市） 

 

6. ホームゲーム前に庁内放送にて、市民・職員に試合の告知。（大分市） 

 

7. おおいたホームタウン推進協議会事業「まいにち選手カレンダー」をラジオにて告知。 

（大分放送） 

 

8. バサジィ大分レギュラー応援番組「Vang Vang Vasagey TV」の放送。（テレビ大分） 

 

9. 月刊誌「シティ情報おおいた」カラー紙面にて、毎月パートナーチームを掲載。 

（おおいたインフォーメーションハウス） 

 

10. コンパルホールで実施したイベントの館内月刊イベント情報冊子、イベント案内チラシへの 

チーム情報等の掲載。（コンベンションリンケージ） 
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■学校訪問実施状況【平成27年4月1日～平成28年3月31日】

チーム 学校名 内容 事業名

大分トリニータ 1 6月8日 （月） 聖公幼稚園 サッカー交流 大分市

2 7月27日 （月） 鶴崎校区児童育成クラブ サッカー交流 大分県

3 8月24日 （月） 荏隈SSC サッカー交流 大分市

4 9月15日 （火） 大分市立桃園小学校 サッカー交流、給食 大分県

5 9月15日 （火） やまばと幼稚園 サッカー交流 大分市

6 10月20日 （火） 大分市立こうざき幼稚園 サッカー交流 大分市

7 11月9日 （月） 大分市立大道小学校 サッカー交流、給食 大分県

8 12月8日 （火） 大分市立敷戸幼稚園 サッカー交流 大分市

9 12月11日 （金） 城南サッカースポーツ少年団 サッカー交流 大分市

10 12月16日 （水） 大分市立別保幼稚園 サッカー交流 大分市

11 12月18日 （金） 大分市立寒田幼稚園 サッカー交流 大分市

12 12月22日 （火） 大分市立戸次幼稚園 サッカー交流 大分市

13 1月16日 （土） 別保SFC サッカー交流 大分市

14 1月17日 （日） 吉野中学校サッカー部 サッカー交流 大分市

15 2月23日 （火） 富士見が丘幼稚園 サッカー交流 大分市

大分三好 1 7月4日 （土） 横瀬・八幡ジュニアバレー バレーボール交流 大分市

ヴァイセアドラー 2 7月14日 （火） 大分市立中島小学校 バレーボール交流 大分県

3 7月27日 （月） 大分附小クラブ バレーボール交流 大分市

4 8月3日 （月） 大分東部なぎなたスポーツ少年団 バレーボール交流 大分市

5 8月18日 （火） 稙田地区中学生　バレーボール教室 バレーボール交流 総合型スポーツ

6 8月29日 （土） 桃園ジュニアバレーボールクラブ バレーボール交流 大分市

7 10月2日 （金） 大分市立佐賀関中学校 バレーボール交流 大分市

8 10月10日 （土） 東大分ジュニア バレーボール交流 総合型スポーツ

9 10月15日 （木） 大分市立丹生小学校 バレーボール交流 大分県

10 10月21日 （水） 大分市立東稙田幼稚園 バレーボール交流 大分市

11 11月5日 （木） みんなの森こども園 バレーボール交流 大分市

12 11月8日 （日） 大分市立東陽中学校 バレーボール交流 総合型スポーツ

13 11月26日 （木） 大分市立明治幼稚園 バレーボール交流 大分市

14 1月12日 （火） カトリック海星幼稚園 バレーボール交流 大分市

15 1月18日 （月） 大分市立南大分幼稚園 バレーボール交流 大分市

16 1月19日 （火） 大分市立敷戸小学校 バレーボール交流 大分県

17 2月24日 （水） 大分市立津留幼稚園 バレーボール交流 大分市

18 3月20日 （日） NPO法人わいわい夢クラブ バレーボール交流 大分市

19 3月26日 （土） 大分市立野津原中学校　他3校 バレーボール交流 総合型スポーツ

バサジィ大分 1 8月4日 （火） 春日サッカースポーツ少年団 フットサル交流 大分市

2 8月10日 （月） 敷戸サッカースポーツ少年団 フットサル交流 大分市

3 9月2日 （水） 大分市立宗方幼稚園 フットサル交流 大分市

4 9月7日 （月） 大分市立稙田幼稚園 フットサル交流 大分市

5 9月8日 （火） 大分市立明野東小学校 フットサル交流 大分市

6 9月15日 （火） 大分市立高田幼稚園 フットサル交流 大分市

7 9月29日 （火） 大分市立野津原東部小学校 フットサル交流 大分市

8 9月30日 （水） 大分市立桃園小学校 フットサル交流 大分市

9 10月6日 （火） 大分市立明野幼稚園 フットサル交流 大分市

10 10月7日 （水） 大分市立三佐小学校 フットサル交流 大分市

11 10月13日 （火） 大分市立東大分幼稚園 フットサル交流 大分市

12 10月14日 （水） 大分市立竹中中学校二豊学園分校 フットサル交流 大分市

13 10月21日 （水） 大分市立佐賀関幼稚園 フットサル交流 大分市

14 10月27日 （火） 大分市立明野西小学校 フットサル交流 大分市

15 11月2日 （月） ひまわり明野幼稚園 フットサル交流 大分市

16 2月19日 （金） 大分市立稙田南中学校 講演 学校・チーム

17 2月23日 （火） 大分大学教育福祉科学部附属特別支援学校 交流会、サイン会、写真撮影等 学校・チーム

大分・愛媛 1 11月12日 （土） 大分市立桃園幼稚園 バスケットボール交流 大分市

ヒートデビルズ 2 1月17日 （日） 七瀬の里クラブ バスケットボール交流 大分市

3 1月19日 （火） 大分市立東大分幼稚園 バスケットボール交流 大分市

4 1月27日 （水） 聖公幼稚園 バスケットボール交流 大分市

5 2月22日 （月） 宗方バスケットボールスポーツ少年団 バスケットボール交流 大分市

6 2月29日 （月） 大分市立南大分幼稚園 バスケットボール交流 大分市

7 3月27日 （月） 大分市立城東中学校バスケットボール部 バスケットボール交流 大分市

日付
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■地域交流実施状況【平成27年4月1日～平成28年3月31日】

チーム イベント名 内容 場所

大分トリニータ 1 4月3日 （金） 大分トリニータ後援会　明治安田生命支部交流会 トークショー、ハイタッチ コンパルホール

2 5月4日 （月祝） 第2回後藤優介カップU-11 U-11サッカー大会 大分スポーツ公園　人工芝グラウンド

3 5月21日 （木） 萬弘寺の市 サイン会、握手会 萬弘寺の市参道

4 5月28日 （木） タウスポ交流会 会員との交流 大分オアシスタワーホテル

5 6月1日 （月） 九州ジージーシー株式会社「名水美人もやし　大分トリニータ応援パック」販売記念試食会 試食宣伝会 大分市公設地方卸売市場果実競売場

6 6月13日 （土） 大分市公設市場　市民感謝デー 試食宣伝会 大分市公設地方卸売市場果実競売場

7 6月21日 （月） 明治安田生命Presents　JリーグMYサッカー教室 サッカー教室 おおいたスポーツ公園　多目的広場

8 6月28日 （日） 「7.26大分総力戦」告知PR チラシ配布 大分駅　上野の森口

9 7月5日 （日） 長浜神社夏祭り サイン会、ブースの設置 長浜神社夏祭り会場

10 7月11日 （土） 「7.26大分総力戦」告知PR チラシ配布 イオンパークプレイス大分店

11 7月19日 （日） 「7.26大分総力戦」告知PR チラシ配布 大分市内

12 7月20日 （月祝） 第46回　明野まつり ステージイベントへの参加 あけのアクロスタウン　おまつり広場

13 8月5日 （水 ） チャーリースクエア夏祭り ミニゲーム、交流会 チャーリースクエア（児童福祉施設）

14 8月7日 （金） 大分七夕まつり「府内打ち水大作戦」 一般市民と一緒に打ち水 大分七夕まつり中央通り48万人の広場

15 8月8日 （土） Net One わくわくチャレンジカップU-10 U-10サッカー大会 大分スポーツ公園　人工芝グラウンド

16 8月9日 （日） サッカーシュートスピード当てゲーム&選手記念撮影会 ゲーム、記念撮影会 スポーツオーソリティ　パークパレイス大分店

17 9月20日 （日） 第10回はんだ音楽まつり トークショー、じゃんけん大会、サイン会 高江中央公園（大分市高江南3丁目）

18 10月12日 （月祝） おおいたスポーツ広場2015 市民との交流イベント コンパルホール

19 11月1日 （日） 明治安田生命Presents　JリーグMYサッカー教室 サッカー教室 大分スポーツ公園　人工芝グラウンド

20 11月3日 （火祝） クリーンアップ明野・歩こう会 清掃活動、交流 大分市明野地区

21 11月3日 （火祝） だいぎんカップ2015　U-9大分トリニータサッカー交流会 交流会 大分スポーツ公園　人工芝グラウンド

22 11月17日 （火） 医療法人 藤本育成会 大分県立こども病院への慰問 交流会、各小児病室訪問等 大分県立こども病院内

23 11月23日 （月祝） Net One わくわくチャレンジカップU-8 U-8サッカー大会 大分スポーツ公園　人工芝グラウンド

24 12月9日 (水） 大分トリニータスクール松岡校訪問 サッカー教室・交流 大分スポーツ公園　人工芝グラウンド

25 12月9日 (水） 大分トリニータスクール駄の原校訪問 サッカー教室・交流 駄の原球技場

26 12月9日 (水） 大分トリニータスクール南大分校訪問 サッカー教室・交流 南大分スポーツパーク

27 12月9日 (水） 大分トリニータスクール海星幼稚園校訪問 サッカー教室・交流 海星幼稚園

28 12月10日 （木） Christmas Market in OITA 2015 トークショー、じゃんけん大会、サイン会 大分駅　府内中央口広場

29 12月21日 （月） 大分県立大分支援学校「クリスマスお楽しみ会」 クリスマスパーティー 大分県立大分支援学校内

30 1月24日 （日） だいぎんカップ2015　U-9大分トリニータサッカー交流会 交流会 大分スポーツ公園　人工芝グラウンド

31 2月11日 （木祝） だいぎんカップ2015　U-9大分トリニータサッカー交流会 交流会 大分スポーツ公園　人工芝グラウンド

32 2月14日 （日） 第5回府内南蛮ライティング 紙灯篭の作成 大分市内中心部

33 3月5日 （土） 大分トリニータ　リーグ開幕戦直前イベント トークショー、大抽選会、ハイタッチ等 パークプレイス大分1Ｆ　センターステージ

34 3月13日 （日） だいぎんサッカー教室 サッカー教室 大分スポーツ公園　多目的広場

大分三好 1 5月28日 （木） タウスポ交流会 会員との交流 大分オアシスタワーホテル

ヴァイセアドラー 2 6月10日 （水） 小学校教育研究会　体育部バレーボール講習会 実技指導 TOTO体育館

3 7月20日 （月祝） コンパル海の日市民スポーツデー2015 バレーボールスクール、サイン会 コンパルホール

4 7月23日 （木） 第42回清正公二十三夜祭歩行者天国　国道1BAN 出場 大分市鶴崎（国道197号線）

5 8月7日 （金） 大分七夕まつり「府内打ち水大作戦」 一般市民と一緒に打ち水 大分七夕まつり中央通り48万人の広場

6 10月11日 （日） シャングリラ秋の大運動会 交流イベント パークプレイス大分3階　シャングリラ

7 10月12日 （月祝） おおいたスポーツ広場2015 市民との交流イベント コンパルホール

8 10月18日 （日） 第21回丹生校区巡り健康ウォーキング 清掃活動、交流 大分市丹生地区

9 10月18日 （日） 総合型地域スポーツ夢ボール交流会 交流イベント 大分市滝尾地区

10 11月3日 （火祝） クリーンアップ明野・歩こう会 清掃活動、交流 大分市明野地区

11 12月21日 （月） 大分県立大分支援学校「クリスマスお楽しみ会」 クリスマスパーティー 大分県立大分支援学校内

12 12月23日 （水祝） 運動部活動総合活性化事業　バレーボール教室 バレーボール教室 南大分体育館　体育室

13 2月14日 （日） 第5回府内南蛮ライティング 紙灯篭の作成 大分市内中心部

バサジィ大分 1 5月28日 （木） タウスポ交流会 会員との交流 大分オアシスタワーホテル

2 8月2日 （日） フットサルカーニバル クリニック、県選抜チームとの試合 大分県立総合体育館

3 8月5日 （水） 大野町チャレンジサマースクール フットサル教室 のつはる少年自然の家

4 8月7日 （金） 大分七夕まつり「府内打ち水大作戦」 一般市民と一緒に打ち水 大分七夕まつり中央通り48万人の広場

5 10月12日 （月祝） おおいたスポーツ広場2015 市民との交流イベント コンパルホール

6 11月3日 （火祝） クリーンアップ明野・歩こう会 清掃活動、交流 大分市明野地区

7 12月27日 （日） フットサルゴールキーパー1DAYクリニック2015 フットサル教室 喜和屋体育館

8 2月14日 （日） 第5回府内南蛮ライティング 紙灯篭の作成 大分市内中心部

9 3月21日 （月祝） バサジィ大分2015-2016シーズン　ファン感謝デー トークショー、ゲーム、サイン会等 竹町ドーム広場

大分・愛媛 1 4月4日 （土） 選手がマクドナルドにやってくる！第3弾マクドナルドハンバーガーパーティー 交流パーティー、サイン会、記念撮影等 マクドナルド大分明野店

ヒートデビルズ 2 5月16日 （土） シーズン終了報告会　inパークプレイス大分 シーズン終了報告、トークショー等 パークプレイス大分　センターステージ

3 5月28日 （木） タウスポ交流会 会員との交流 大分オアシスタワーホテル

4 8月7日 （金） 大分七夕まつり「府内打ち水大作戦」 一般市民と一緒に打ち水 大分七夕まつり中央通り48万人の広場

5 9月23日 （火祝） 第13回豊の国健康ランド杯　ミニバスケットボール大会 表彰式、交流等 大分市立明野東小学校

6 9月27日 （日） 新店舗オープン！大分子育て応援フェア デモンストレーション、記念撮影、交流等 アパマンショップ下郡店

7 10月3日 （土） ティップオフイベント 抽選会、試合PR、ハイタッチ会等 パークプレイス大分　センターステージ

8 10月12日 （月祝） おおいたスポーツ広場2015 市民との交流イベント コンパルホール

9 11月3日 （火祝） クリーンアップ明野・歩こう会 清掃活動、交流 大分市明野地区

10 12月14日 （月） 飯島康夫バスケットボール教室 バスケットボール交流 大分市立東陽中学校

11 12月21日 （月） 大分県立大分支援学校「クリスマスお楽しみ会」 クリスマスパーティー 大分県立大分支援学校内

12 2月17日 （水） 飯島康夫バスケットボール教室 バスケットボール交流 コンパルホール

13 3月30日 （水） 飯島康夫バスケットボール教室 バスケットボール交流 南大分体育館

日付
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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ってあてる。 

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、後任者をもってあてる。 

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ってこれに充てる。 

 

(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。 

 

 


