
◇準備会
NO 日時 曜日 場所 表題 議題 出席者 備考

19.11.13 山形グランドホテル 第１回設立準備会 1.「改正まちづくり三法と中心市街地活性化協議会について」 関係者22名
13:00 　　8階　「アドリア」 　講師:独立行政法人中小企業基盤整備機構東北支部 機構　2名
～ 　　　中心市街地サポート・マネージャー　松浦忠雄氏 事務局等12名

14:40 2.今後の取り組みについて その他　１名
　計　　37名

19.12.27 山形市役所 第２回設立準備会 1.協議会規約、構成員について 関係者2１名
13:00 　　10階　「1002会議室」 2.平成１１年基本計画について 事務局等12名
～

14:45 　計　　33名

◇協議会・幹事会
20.3.4 山形グランドホテル 設立総会 1.協議会の役割について 構成員　22名
10:00 　　3階　「白　鳥」 2.協議会規約、幹事会規程、構成員について オブザーバー3名

～ 構成員・幹事合同会議 3.協議会会長、副会長、監事の選任について 機構　　　1名
11:45 4.事業計画（案）、収支予算（案）について 幹事　　19名

　　　－　幹事会との合同会議　－ 事務局等　12名

5.今後のスケジュールについて その他　　　3名
6.山形市中心市街地活性化基本計画素案について 　計　　60名

20.4.15 山形グランドホテル 1.基本計画素案についての意見 構成員　18名
13:30 　　2階　「サンリヴァ」 第２回 2.今後の進め方について オブザーバー3名

～ 構成員・幹事合同会議 機構　　　3名
15:30 幹事　　19名

事務局等　13名
その他　　　4名

　計　　60名
20.4.30 山形保健センター 1.山形市中心市街地活性化基本計画について 構成員　21名
13:30 　　「大会議室」 第３回 2.その他 オブザーバー2名

～ 霞城セントラル３階 構成員・幹事合同会議 ※協議会として基本計画案は、概ね妥当なものとした。 機構　　　2名
15:00 幹事　　15名

事務局等　13名
その他　　　7名

　計　　60名
20.7.22 山形グランドホテル 1.山形市中心市街地活性化基本計画素案の経過報告 構成員　15名
13:30 　　8階　「アドリア・エーゲ」 第４回 2.現場視察 オブザーバー3名

～ 構成員・幹事合同会議 　　「山形一小(本町)」→「マルタニ(十日町)」→「御殿堰周辺(七日町)」 幹事　　13名
17:00 3.意見交換 事務局等　13名

　　高村山形県土木部長との懇談 　計　　44名
20.8.19 山形グランドホテル 1.これまでの経過報告
13:30 　　8階　「アドリア」 第１回 2.基本計画素案についての意見交換 幹事　　14名
～ 　　幹事会 事務局等　13名

15:30 　計　　27名
20.8.27 山形グランドホテル 1.高村山形県土木部長による講話 構成員　14名
15:30 　　2階　「サンリヴァ」 第５回 　　「山形市中心市街地活性化の提案」 オブザーバー3名

～ 構成員・幹事合同会議 2.山形市中心市街地活性化基本計画の内容の検討について 幹事　　8名
17:30 事務局等　13名

※協議会として修正なった基本計画案は、概ね妥当なものとした。 その他　４名
※平成20年9月10日　意見書を山形市へ提出 　計　　42名

21.3.23 山交ビル 1.「山形市中心市街地活性化基本計画」の進捗状況について 構成員　20名
16:00 　　7階　「中ホール」 第６回 2.構成員・幹事の改選について オブザーバー４名

～ 構成員・幹事合同会議 3.今後の進め方について 幹事　16名
16:50 事務局等　11名

　計　　51名

◆平成２１年度
21.9.9 山形商工会議所 平成21年度 1.平成20年度事業報告・収支決算について 構成員　16名
15:30 　　5階　「大ホール」 第1回 2.平成21年度事業計画・収支予算（案）について オブザーバー４名

～ 構成員・幹事合同会議 3.街なか観光・イベント推進組織の整備について 幹事　15名
17:15 事務局等　15名

　計　　50名
21.11.16 山形商工会議所 平成21年度 1.基本計画進捗状況について

13:00 　　5階　「大ホール」 第１回 　・山形まるごと館運営事業・その他の事業について 幹事　 　 17名
～ 　　幹事会 2.街なか観光・イベント推進組織の整備について 事務局等11名

15:40 　計　　 　28名
22.1.15 山形商工会議所 平成22年度 1.「山形市中心市街地活性化基本計画」の変更について 構成員　17名
14:30 　　5階　「502・503」 第2回 2.「山形まるごと館 紅の蔵」の運営について オブザーバー2名

～ 構成員会議 3.「第一小学校旧校舎活用事業」について 事務局等14名
16:00 　計　　33名

◆平成２２年度
22.6.23 山形商工会議所 平成22年度 1.平成21年度事業報告・収支決算について
10:00 　　5階　「502・503」 第１回 2.平成22年度事業計画・収支予算（案）について 幹事　 　 19名
～ 　　幹事会 3.街なか観光・イベントの組織について 事務局等10名

11:45 　計　　 　29名
22.7.26 山形商工会議所 平成22年度 1.平成21年度事業報告・収支決算について 構成員　17名
13:30 　　5階　「502・503」 第1回 2.平成22年度事業計画・収支予算（案）について オブザーバー４名

～ 構成員会議 3.基本計画の進捗状況について 事務局等９名
14:30 　計　　30名

22.12.13 山形まるごと館　紅の蔵 平成22年度 1.街なか賑わい推進委員会経過報告について 構成員  19名
10:30 　　「紅山水」 第2回 2.平成22年度予算執行について
～ 構成員会議 3.基本計画の進捗状況について 事務局等11名
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12:30 　計　　30名
◆平成２３年度

23.9.16 山形商工会議所 平成2３年度 1.平成22年度事業報告・収支決算について 構成員　18名
14:00 　　5階　「502・503」 第1回 2.平成23年度事業計画・収支予算（案）について オブザーバー3名

～ 構成員・幹事合同会議 3.基本計画の進捗状況について 幹事　16名
15:00 事務局等　8名

　計　　45名
◆平成２４年度

24.9.24 山形商工会議所 平成2４年度 1.平成23年度事業報告・収支決算について 構成員　16名
13:30 　　5階大ホール 第1回 2.平成24年度事業計画・収支予算（案）について オブザーバー4名

～ 構成員・幹事合同会議 3.基本計画の進捗状況について 幹事　16名
14:30 事務局等　7名

　計　　43名
◆平成25年度

25.10.24 山形商工会議所 平成25年度 1.平成24年度事業報告・収支決算について 構成員　20名
14:00 　　5階大ホール 第1回 2.構成員の改選について オブザーバー3名

～ 構成員・幹事合同会議 3.平成25年度事業計画・収支予算（案）について 幹事　18名
15:30 4.基本計画の進捗状況について 事務局等　11名

　計　　52名
26.2.3 山形商工会議所 平成25年度 1.基本計画の概要について 構成員　21名
13:30 　　5階大ホール 第1回 2.第一期認定計画の変更について オブザーバー3名

～ 構成員会議 3.協議会規約の変更について 事務局等　11名

15:00 　計　　35名
◆平成26年度

26.6.10 平成26年度 1.平成25年度事業報告・収支決算について 構成員　18名
14:00 第1回 2.平成25年度事業計画・収支予算（案）について オブザーバー3名

～ 山交ホール 構成員・幹事合同会議 3.一期計画の総括と二期計画について 幹事　18名
15:30 事務局等　11名

　計　　50名
26.7.15 平成26年度 1.第二期山形市中心市街地活性化基本計画(案)について 構成員　19名
14:00 第2回 オブザーバー3名

～ 山交ホール 構成員・幹事合同会議 幹事　16名
15:30 事務局等　11名

　計　　49名
◆平成27年度

27.8.26 平成27年度 1.平成26年度事業報告・収支決算について 構成員　18名
13:30 第1回 2.山形市中心市街地活性化協議会構成員の改選についてオブザーバー4名

～ 山形グランドホテル 構成員・幹事合同会議 3.平成27年度事業計画・収支予算（案）について 幹事　12名
15:00 事務局等　14名

　計　　48名

28.2.16 平成27年度 1.新規事業ついて 構成員　9名
13:00 第2回 2.主な事業の進捗状況について オブザーバー5名

～ 山形商工会議所 構成員・幹事合同会議 幹事　17名
15:00 事務局等　13名

　計　　44名
◆平成28年度

28.4.26 平成28年度 1.平成27年度事業報告・収支決算について 構成員　17名
15:00 第1回 2.平成28年度事業計画・収支予算（案）について オブザーバー5名

～ 山形グランドホテル 構成員・幹事合同会議 3.平成27年度基本計画のフォローアップについて 幹事　12名
17:00 事務局等　13名

　計　　47名
◆平成29年度

29.4.27 平成29年度 1.平成28年度事業報告・収支決算について 構成員　17名
15:00 第1回 2.平成29年度事業計画・収支予算（案）について オブザーバー5名

～ 山形グランドホテル 構成員・幹事合同会議 3.基本計画７月・１１月変更認定の内容について 幹事　9名
17:00 4.主な事業の進捗状況について 事務局等　12名

5.山形市中心市街地活性化基本計画フォローアップについて 　計　　47名
◆平成30年度

30.4.26 平成30年度 1.平成29年度事業報告・収支決算について 構成員　17名
14:00 第1回 2.平成30年度事業計画・収支予算（案）について オブザーバー4名

～ 山形グランドホテル 構成員・幹事合同会議 3.中心市街地活性化基本計画7月・3月変更認定の内容について 幹事　9名
16:00 4.主な事業の進捗状況について 事務局等　13名

5.山形市中心市街地活性化基本計画フォローアップについて

6.平成30年度中心市街地活性化戦略事業について
7.山形市中心市街地商業活性化診断サポート事業調査について 　計　　43名

30.12.17 平成30年度 1.事業の進捗状況について 構成員　16名
10:00 第2回 2.中心市街地活性化基本計画３月変更箇所の内容について オブザーバー3名

～ 山形商工会議所 構成員・幹事合同会議 3.第２期中心市街地活性化基本計画の期間の延長について 幹事　12名
12:00 4.山形市中心市街地グランドデザイン(案)について 事務局等　10名

5.山形市中心市街地活性化戦略推進事業の進捗状況について 　計　　41名
◆平成31年度・令和元年度

31.4.24 平成31年度 平成30年度事業報告・収支決算について 構成員　16名
10:30 第1回 平成31年度事業計画・収支予算(案)について オブザーバー3名

～ 構成員・幹事合同会議 主な事業の進捗状況について 幹事　11名
12:00 山形市中心市街地活性化基本計画フォローアップについて 事務局等　14名

山形エリアマネジメント協議会の設立について 　計　　44名
01.12.7 令和元年度 構成員　16名
10:00 第2回 オブザーバー1名

～ 構成員・幹事合同会議 山形市中心市街地活性化基本計画の計画期間延長及び計画変更について 幹事　15名
11:00 事務局等　14名

　計　　46名

26

水

火

山形商工会議所

山形商工会議所

22 火

24 木

24 木

25

14 水

21 水

13 月

15

16 水

水

17 水

18 火

19 火

20 水

23 木



01.6.19 中活協議会　19名

14:00 「まちづくり会社の役割について」 エリマネ協議会4名

～ まちづくりセミナー 　　株式会社金沢商業活性化センター まち賑わい委員会5名

15:30 　　常務執行役員　高　本　泰　輔　氏 商店街関係9名
事務局19名

◆令和２年度
令和2年度 令和元年度事業報告・収支決算について 賛成　21
第1回 令和２年度事業計画・収支予算(案)について 反対　　0
構成員・幹事合同会議 第３期中心市街地活性化基本計画（案）について 未回答 4

山形市中心市街地活性化基本計画のフォローアッ
02.7.27 令和2年度 第３期山形市中心市街地活性化基本計画（案）について 構成員　19名
14:00 第2回構成員会議 事務局等　14名

～ 　計　33名
15:30
03.2.9 令和2年度 第３期山形市中心市街地活性化基本計画について 構成員　20名
14:30 第3回構成員会議 事務局等　16名

～ 　計　36名
15:30

◆令和3年度
令和3年度 令和２年度事業報告・収支決算について 賛成　22
第1回 令和３年度事業計画・収支予算(案)について 反対　　0
構成員・幹事合同会議 令和２年度最終フォローアップ報告について 未回答 4

令和２年度定期フォローアップ報告について
中心市街地活性化基本計画の変更について
第３期中心市街地活性化基本計画事業進捗一覧

03.12.20 令和3年度 第３期山形市中心市街地活性化基本計画（案）について

13:30 第2回構成員会議
～

15:30

◇その他の会議等
20.10.9 ホテルメトロポリタン山形 1.「山形市中心市街地活性化基本計画」について意見交換 協議会より
13:00 　　5階　「はやま」 内閣官房地域活性化統合事務局 　　　内閣官房地域活性化統合事務局
～ との意見交換 　　　　次長　酒匂宗二氏、主査　中本　亨氏

14:00 ※意見交換後、山形市の案内により現地視察、市長との意見交換

20.11.13 レストラン十一屋 経済産業省 1.「山形市中心市街地活性化基本計画」について懇談 会議所
16:00 　　2階　「会議室」 中心市街地活性化室長 　　商工会議所、まちづくり関係者、市との懇談 武田副会頭、舟山専務他

～ との懇談    中心市街地活性化室長  田所　創氏、　林　　順和氏
17:00 　　東北経済産業局　商業・流通サービス産業課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳能邦幸氏
　　　　〃　中心市街地活性化専門官　藤原亜輝子氏 市関係部課長
　※懇談前後、山形市の案内により現地視察、市長との懇談

27.5.11 北見商工会議所 「山形市中心市街地活性化について」視察研修
9:45 視察来所
～ 山形商工会議所

12:00

27.9.4 山形グランドホテル 山形商工会議所まち賑わい委員会主催 【第1部】基調講演「民間主導によるまちづくり」
13:00 　　2階　「サンリヴァ」 山形市中心市街地活性化協議会共催 　　　　　　講師：香川県丸亀町商店街振興組合 シンポジウム参加者

～ 「まちづくりシンポジウム」 　　　　　　　　　理事長　古川康造氏 139名
18:40 【第2部】パネルディスカッション

　　　　　　テーマ「山形市中心街のまちづくりについて」
◆コーディネーター
㈲コンサルティングハウス大野　代表取締役　大野勉
◆パネリスト
山形市中心市街地活性化協議会　会長　多田一夫氏
城下町やまがた探検隊　隊長　新関芳則氏
特定非営利活動法人やまがた育児サークルランド　代表　野口比呂美氏

◆オブザーバー
㈱山形まちづくりサポートセンター　常務取締役　佐藤克也氏

28.10.20 山形グランドホテル 東北地域中心市街地活性化 テーマ『今、あらためて考える民間プロジェクトの力』
～ 　　2階　「サンリヴァ」 協議会等交流会　後援 ■山形市中心市街地の２０年

28.10.21 　山形商工会議所　理事　設楽健也氏
■山形市中心市街地活性化基本計画の概要
　山形市山形ブランド推進課
■七日町御殿堰 歴史資源を活かした古くて新しい街
づくり
　七日町御殿堰開発㈱　代表取締役　結城康三氏
■とんがりビル　産学連携による新たな文化の拠点
　㈱マルアール　取締役　竹内昌義氏
■紅の蔵　まちなかからの山形ブランド発信
　山形まるごと館紅の蔵　コーディネーター　堀野秀子

29.4.13 山形商工会議所 中心市街地商業活性化 七日町第６ブロック御殿堰北側整備事業にかかる調査事業 山形市
～ 　　5階会議室 診断サポート事業 平成２９年　４月１３日（水）午後１時３０分～３時００分 山形商工会議所

30.3.13 平成２９年　５月１７日（水）午後１時３０分～３時００分 山形市都市振興公社

平成２９年　６月１６日（金）午後１時３０分～３時００分 中小機構東北本部

平成２９年　７月１４日（金）午後１時３０分～３時００分 七日町商店街(振)

平成２９年　９月２２日（金）午後１時３０分～３時００分 中小機構アドバイザー

平成２９年１０月１３日（金）午後１時３０分～３時００分
平成２９年１１月２９日（水）午後１時３０分～３時００分
平成３０年　３月１３日（火）午後１時３０分～３時００分

山形グランドホテル

書面決議

32 月

書面決議31

山形グランドホテル

山形商工会議所

27 火 山形グランドホテル

火

月

30

29

4 金

28

多田(街づくり
協議会)、

佐藤(七日町

1 木

2 木

武田会長、舟
山・茅原副会
長、多田(街づ
くり協議会)、

5 木～金

3 月

6



29.10.26 山形商工会議所 須賀川まちづくり推進協議会 山形市中心市街地活性化基本計画について 構須賀川まちづくり

10:30 　　5階会議室 視察来所 推進協議会１５名

～ 山形市２名
12:00 山形商工会議所３名

31.2.20 キャッシュレス事業についての研修 まち賑わい委員会

～ 石川県金沢市 視察研修会 講師：㈱金沢商業活性化センター 都市振興公社
31.2.21 ゼネラルマネージャー　高本泰輔氏 山形市・会議所

会場：ハルモニー ９名
「シャッター街を4年で再生“油津”がてっじする商店街の新しいかたち」 山形エリマネ協議会

仙台合同庁舎 ㈱油津応援団　代表取締役　黒田泰裕氏 山形市
01.10.18 東北経済産業局 東北地域中活交流会 「地域を再生させる、地域の人材、地域の会社」 山形商工会議所

中小機構中心市街地サポートアドバイザー　大橋賢也氏 ４名
中小機構巡回コーディネーター　石上遼氏

9 金

8

7 水


