
 

 

平成 22 年度  

おおいたホームタウン推進協議会 総会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ： 平成 22年 5月 28 日(金) 14時開会 

会 場 ： 大分県労働福祉会館 ソレイユ 7階 カトレア 

 

 

 

 



会 議 次 第 

 

 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 特別顧問あいさつ 

 

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 おおいたホームタウン推進協議会事務局の設置について 

  報告第２号 おおいたホームタウン推進協議会事業報告について 

 

  企画運営会議 座長報告 

 

６ 議案 

第１号議案 平成 22年度おおいたホームタウン推進協議会事業計画(案) 

      について 

第２号議案 平成 22年度おおいたホームタウン推進協議会予算(案)について 

 

 

７ その他 

 

 

８ 閉会あいさつ 

 

 

９ ガンバロー三唱 
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報告第１号 

おおいたホームタウン推進協議会事務局の設置について 

 

 おおいたホームタウン推進協議会規約第１０条の規定により、おおいたホームタウン

推進協議会の事務局を当分の間、大分市役所文化国際課内に置くことといたしました。 

事務局運営にあたり、臨時的任用職員を下記のとおり１名採用しています。 

 

 

記 

 

 

採用者氏名  牛島 直樹(うしじま なおき) 

 

採用期間   平成 22年 4月 14日から平成 23 年 4月 13日 
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報告第２号 

おおいたホームタウン推進協議会事業報告について 

 

１．組織拡充事業  

(１)おおいたホームタウン推進協議会発会式 

  ○平成 21年 7月 28日(火) 

   コンパルホール多目的ホール 

・協議会の規約、役員体制及び平成 21 年度事業計画を承認 

・パートナーシップ協定書締結（平成 21年 7月 28日及び平成 21年 9月 7日） 

 
発会式風景              パートナーシップ協定書締結 

 

(２)企画運営会議の実施 ５回 

  ①平成 21年 9月 2日(水) 

   大分市役所第 2 庁舎 6階大研修室 

   ・チームへの支援とまちづくりの進め方について 

   ・「結成記念イベント」について 

   

②平成 21年 11月 10日(火) 

   大分文化会館第１会議室 

   ・おおいたホームタウン推進協議会結成記念イベントの開催状況について報告 

   ・平成 22年度事業計画の作成について 

・当面の事業日程等について 

   

③平成 21年 12月 24日(木) 

   大分市役所議会棟 3階課長控室 

   ・大分トリニータ応援募金について 

   

④平成 22年 2月 5日(金) 

   大分市役所本庁舎 401会議室 

・トリニータ応援募金について報告 
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   ・九州Ｊホームタウン担当者会議の報告 

(福岡市、北九州市、鳥栖市、熊本市、大分市での集まり) 

・大分三好ヴァイセアドラーホームゲーム、大分ヒートデビルズホームゲームの 

市民無料招待事業について 

・平成 22年度事業計画の作成について 

   

⑤平成 22年 4月 13日（火） 

   大分市役所本庁舎 9階 902会議室 

   ・平成 22年度総会の開催について 

   ・平成 22年度事業計画（案）について 

   ・平成 22年度予算（案）について 

 

(３)会員の拡大 

   取り組みを市全域に拡大するため会員の拡大を図った。 

 

 

※ 会員数 127 (平成 22年 3月 31日現在) 

 

    

※会員数 ６８団体 １３１名(平成 22 年 5月 28日 現在) 

 

  

平成 21年  9 月 16日(水)  株式会社キャリン 

平成 21年 10 月 29日(木)  大分ベンチャーキャピタル株式会社 

平成 21年 11 月 18日(水)  株式会社大分銀行 



 4 

２．パートナー支援事業 

(１)観戦者拡大の取り組み 

○ホームゲーム無料招待事業の実施(大分市主催) 

   ①大分三好ヴァイセアドラーホームゲーム(09/10シーズン) 

   ・対象試合 平成 22年 1月 16日(土) 

   ・招待者数 ペア 50組 100名 

   ・応募者数 373 名 

    

vs ＦＣ東京 

②大分ヒートデビルズホームゲーム(09 シーズン) 

・対象試合 平成 22年 2月 20日(土)、21日(日) 

   ・招待者数 ペア 80組 160名 

・応募者数 221 名  
    
 

vs 高松ファイブアローズ 

③大分トリニータホームゲーム(09シーズン) 

・対象試合 10 試合 

・招待者数 12,290 名 

・応募者数 16,832 名 

・ボランティア招待者数 2,493名 

 

(２)支援チームへの応援機運を高め地域の活性化を図る 

  ○「スタジアムクリーン大作戦」の実施 

平成 21年 12月 5日(土) 

大分ホームタウンＤＡＹの開催日にスタジアム椅子拭きを実施 

・参加者数 450 名 

 
(スタジアムクリーン大作戦) 
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(３)大分トリニータ応援募金活動 

  ○募金期間 平成 21年 12月 15日～平成 22年 2月 28日 

○目標額  5,000 万円 

○募金額  24,714,952 円(平成 22年 5 月 18日現在) 

 

○ 大分トリニータ応援募金の贈呈 

・と き 平成 22年 3月 28日(日)  

   ・場 所 大分銀行ドーム 

   ・概 要 募金の一部 400万円の目録を贈呈 

・使 途 選手の育成及び強化を図るため、アイシングマシンの購入や選手のミニ

キャンプの経費及び大分銀行ドーム周辺の幟製作代に使用。 

 

   

大分トリニータ応援募金の贈呈式            大分銀行ドーム周辺に幟 
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３．地域交流事業 

(１)地域交流事業の推進 

  ○各チームと小・中学校等との交流実績 

 

※大分県ふれあい教室事業 4回 (宇佐市立四日市小、杵築市立護江小、佐伯市立上野小、九重町立野上小) 

 

チーム名 交流内容 回数 備 考 

大分トリニータ 

児童と選手が交流会や交流

給食を行ない、「早寝、早起

き、朝ごはん」の大切さを呼

びかけた。 

６ 

日岡小、寒田小、東大分小、明野東小、田

尻小、大在西小 

バサジィ大分 

児童と選手が交流会や交流

給食を行ない、礼儀作法など

を学んだ。 

９ 

春日小、由布市立由布院小、日田市立鎌手

小、宇佐市立駅館小、別府市立朝日小、別

府市立東山小、大分大学附属特別支援学

校、大分養護学校 

大分三好ヴァイセア

ドラー 

園児と選手がやわらかいボ

ールを使ってバレーボール

を行ったり、一緒に給食を食

べた。 

２ 

坂ノ市保育園 

小中島保育園 

スポーツに関する講演会を

行った。 
２ 

大分中 

大分附属中 

大分ヒートデビルズ 

児童・生徒が選手の講義や間

近で見る実技を通じて、バス

ケットの楽しさを体感した。 

２ 

中津市立沖代小 

佐伯市ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 

就職を目指す生徒に対して

就職や社会生活に関する講

演を行った。 

２ 

賀来中 

別府市立朝日中 
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４．広報事業 

(１)「おおいたホームタウン推進協議会」結成記念イベントの実施 

本協議会について、広く市民に知ってもらうため、結成記念イベントを実施した。 

「スポーツ文化はどこから来るか」と題してスポーツジャーナリストの木村元彦

さんの基調講演、4チーム総勢 70人の監督、選手参加による記念セレモニー(チーム

紹介、サイン入りボール投込み、選手代表決意表明)、市民代表による大分スポーツ

応援宣言が行われた。 

・と  き  平成 21年 10月 28日(水) 

・場  所  大分文化会館大ホール 

・入場者数  約 1,200人 

 
木村さん講演風景             4チーム参加によるセレモニー 

  
サイン入りボール投げ             大分スポーツ応援宣言風景 

  

閉会式                選手たち握手でお見送り 
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（２）情報発信 

   ○協議会のホームページ開設 

   ホームページアドレス http://www.oita-hometown.jp/index.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議会ホームページトップ画面 

 

 
 

 

協議会ホームページトピックス画面 

 

http://www.oita-hometown.jp/index.shtml
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５．その他 

(１)チームの成績 

◇大分三好ヴァイセアドラー （シーズン終了） 

   09～10シーズン 4勝 24敗（Ｖリーグ 7位／8チーム） 

 入れ替え戦 2連勝で残留決定 

ホーム 1試合平均入場者数 1,480人（12試合） 

内、本市内開催分 1,785人（1試合）大洲総合体育館 

 

 

◇バサジィ大分 （シーズン終了） 

09シーズン   10勝 9分 8敗（Ｆリーグ 5位／10チーム） 

ホーム 1試合平均入場者数  1,029人（12試合） 

内、本市内開催分  1,101人（ 5試合）大洲総合体育館 

 

 

◇大分ヒートデビルズ （シーズン終了） 

09シーズン    25勝 27敗 （bj 西カンファレンス 5位／7チーム） 

ホーム 1試合平均入場者数  1,354人（26試合） 

内、本市内開催分    869人（ 4 試合）コンパル体育室、大洲総合体育館 

 

 

◇大分トリニータ  (10シーズン) 

第 14節（5月 22日）終了時  5勝 2分 6敗 (Ｊ2リーグ 11位／19チーム) 

ホーム 1試合平均入場者数  10年度 10,918人（ 7試合） 

【参考】09年度 18,428人（17試合） 
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議案第１号 

平成 22年度 おおいたホームタウン推進協議会事業計画(案)について 

 

平成 22年度おおいたホームタウン推進協議会の事業を次のように計画したいので、 

おおいたホームタウン推進協議会規約第 8条の規定により次のとおり協議会の承認を求

めます。 

 

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)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) 協議会ホームページを利用して、観戦者数増加に向けたシーズンパス、観戦チケッ 

   トの販売等の広報支援活動を行う。 

○Ｆリーグ開幕(8月予定) 

○ｂｊリーグ開幕(10月予定) 

○Ｖリーグ開幕(12月予定) 

○Ｊリーグ開幕(3月開幕) 

 

(２) 啓発資料の作成 

  各チーム共通の「観戦ガイド」を作成し、地域交流事業等で活用する。 

 

(３) 各チームのホームゲームへ市民 1万 2千人以上を無料招待する。(大分市) 

 

(４) 転入者無料招待事業 

   ・１ゲーム 20世帯 120人 15ゲーム 

   ・実施主体 スカパージェイサット㈱、㈱大分フットボールクラブ 

・大分市に転入された市民が対象(市民課、支所等窓口で対応) 
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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) スポーツ交流イベントの実施 

     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 22年 9月 18日(土) 

・場 所   大分銀行ドーム及びその周辺広場(案) 

・内 容   今後、企画運営会議にて具体化を図る。 

 

(２) 全国ホームタウンサミットの誘致 

全国ホームタウンサミットは、「Ｊリーグホームタウンサミット」と称して平成１１ 

年に平塚市でスタートして以来、毎年開催されている。今では、「全国ホームタウンサ

ミット ｉｎ ○○」としてＪクラブに限らずホームタウンとしてのまちづくりに興

味のある方々を幅広く受け入れている。 

１２回目となる全国ホームタウンサミットを大分市に誘致し、４つのトップチーム

が存在する本市の特徴を活かした内容により、市民・企業・行政が一体となり応援気

運の高揚につなげていきたい。 

   ・と き   平成２３年９月～１０月(案) 

   ・主 催   おおいたホームタウン推進協議会を中心とした実行委員会を組織 

 

(３) 市民交流イベント(各 4チーム参加)の実施 

◇目標 40回 

①ＮＨＫパブリックビューイングの実施 

 ・と き   平成 22年 4月 25日（日） 

 ・場 所   ＮＨＫ大分放送局 スタジオホールキャンバス 

 ・参加チーム 大分三好ヴァイセアドラー 

 ・内 容   大分トリニータのホームゲームを各チームの選手と一緒に観戦し、

応援する。解説者「山本浩」氏のシンポジウムも開催された。 

 

②社団法人日本青年会議所九州地区大分ブロック協議会 

第 43回大分ブロック会員大会大懇親会への選手参加 

 ・と き   平成 22年 5月 29日(土) 

 ・場 所   若草公園 

 ・参加チーム 大分三好ヴァイセアドラー、大分ヒートデビルズ 

 ・内 容   大分ブロック会員大会大懇親会に選手が参加し、イベントを行う。 

        当日はチームのブースも出店予定。 
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③法心寺二十三夜祭への選手参加に向けた調整 

 ・と き   平成 22年 7月 23日(金) 

 ・場 所   法心寺 

 

④大分七夕まつりへの選手参加に向けた調整 

 ・と き   平成 22年 8月 6日(金)、7日(土)、8日(日) 

 

⑤大分市内小・中学校訪問実施に向けた調整 

・6月上旬に大分市内小中学校長宛に 4チームとの交流希望調査を実施予定。 

 

⑥自治会等地域訪問実施に向けた調整 

 

⑦大学等との交流推進実施に向けた調整 

・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。 

   

【参考】各大学の学園祭実施予定日 

◇大分大学  

「医学部祭」 平成 22年 10月 9日(土)、10日(日) 

「聡明祭」  平成 22年 10月 29日(金)、30日(土)、31日(日) 

◇大分県立芸術文化短期大学 

「芸短祭」  平成 22年 10月 23日(土)、24日(日) 

    ◇大分県立看護科学大学 

「若葉祭」  平成 22年 5月 22日(土)、23日(日) 

◇日本文理大学 

「一木祭」  平成 22年 10月 16日(土)、17日(日) 

◇別府大学短期大学部 

「秋桜祭」  平成 22年 11月 13日(土) 

◇大分工業高等専門学校 

「高専祭」  平成 22年 10月 30日(土) 
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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) 協議会の愛称とシンボルマークの作成 

市民の皆さんに親しまれるよう、愛称とシンボルマークを作成し、広報活動 

に活用する。 

   ○愛称とシンボルマークの募集 

地域の皆さんに協議会を広く知ってもらい、パートナーチーム支援の機運を図る。 

・募集期間 7月 1日(木)から 7月 31日(土) 消印有効  

・発表時期 9月のスポーツ交流イベントで発表予定  

 

(２) 各広報機関等でのＰＲ活動 

①広報紙の活用 

○新聞・テレビ・ラジオの広報活動 

    新聞・テレビ・ラジオ各社に協力を求め、協議会事業や各チームの応援、チーム 

    の活動状況の広報支援を図る。 

○『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。 

○協議会会員が作成するポスター、イベント用チラシ、パンフレット等に各チーム

のマスコットなどを使用し、市民の目に触れる機会を増やす。 

 

②ホームページの活用 

○ホームページにおいて、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。 

   ○会員団体のホームページに各チームのバナーを張り、試合情報やチームの自主的

な地域交流事業等を見やすくする。 
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議案第２号 

平成 22年度 おおいたホームタウン推進協議会予算（案）について 

 

（収 入）                              （単位：円） 

科 目 本年度予算額 摘 要 

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

２ 雑収入 1,000 預金利子 

合 計 5,939,000  

 

（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 2,111,000 事務局臨時職員賃金他 

  ２ 通信運搬費 177,000 郵送料、電話料 

  ３ 消耗品費 83,000 事務用消耗品 

  ４ 備品費 340,000 パソコン、プリンター他 

  ５ 会議費 223,000 総会、企画運営会議 

  ６ 旅 費 221,000 全国ホームタウンサミット参加 

   

２ 事業費 2,783,000  

  １ 地域交流事業費 1,143,000 市民参加型イベント 

  ２ 広報費 1,640,000 愛称、シンボルマーク作成、ホームページ構築 

   

３ 予備費 1,000  

   

合 計 5,939,000  
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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) 

■会長  ■特別顧問  

大分市長 釘宮 磐  大分県知事 広瀬 勝貞  

 

■副会長 
 

 

■顧問 
 

大分大学長 羽野 忠  大分市議会議長 仲道 俊寿  

大分市副市長 磯﨑 賢治  大分商工会議所会頭 姫野 淸高 

大分市自治委員連絡協議会会長 伊東 龍一 

■事務局長  

 大分市企画部長 小出 祐二  

■監事 

大分県議会議員 首藤 隆憲  

大分青年会議所理事長 三宮 康司 

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 安部 武士 

大分市工業連合会青年部会 南 公憲 大分商工会議所鶴崎支所 篠田 公明 

大分商工会議所大南支所 柴田 悌範 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 武士 

大分商工会議所佐賀関支所 上野 輝芳 野津原町商工会 大久保 利美 

大分商工会議所青年部 久保田 哲 大分商工会議所女性会 今川 敦子 

鶴崎商工青年部 松井 和美 鶴崎商工女性部会 吉本 キクヱ 

大在商工青年部 戸部 孝史 坂ノ市商工青年部 大平 英主 

佐賀関商工青年部 白石 聡 野津原町商工会青年部 田浦 一功 

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 矢野 利幸 

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 草間 朋子 

日本文理大学 平居 孝之 別府大学短期大学部 金子 進之助 

大分工業高等専門学校 大城 桂作 九州旅客鉄道株式会社 橋本 親徳 

社団法人 大分県バス協会 幸重 綱二 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 髙谷 秀男 

毎日新聞大分支局 宮本 勝行 読売新聞大分支局 小林 寛 

日本経済新聞社大分支局 近藤 英次 西日本新聞社大分総局 津田 祐一 

社団法人共同通信社大分支局 備前 猛美 時事通信社 大分支局 矢野 英樹 

NHK大分放送局 伴 直也 株式会社大分放送 首藤 伊佐樹 

株式会社テレビ大分 結城 宣孝 大分朝日放送株式会社 宮本 隆偉 

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 

佐賀関テレビ株式会社 岡本 代一 株式会社 キャリン 梅木 稔一 

大分ベンチャーキャピタル株式会社 徳永 淳一 株式会社 大分銀行 小倉 義人 

連合大分大分地域協議会 戸髙 佳到 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 石橋 健司 大分県バレーボール協会 川崎 裕一 

大分市バレーボール協会 安部 詔一 大分県バスケットボール協会 安部 省祐 
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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 坂本 休 

大分ヒートデビルズ大分地区後援会 飯村 昭雄 大分県議会 麻生 栄作 

大分県議会 渕 健児 大分県議会 安部 省祐 

大分県議会 阿部 英仁 大分県議会 平岩 純子 

大分県議会 吉田 忠智 大分県議会 梶原 九州男 

大分県議会 内田 淳一 大分県議会 河野 成司 

大分県議会 竹中 万寿夫 大分県議会 高村 清志 

大分県議会 堤 栄三 大分市議会 小野 仁志 

大分市議会 堀 嘉徳 大分市議会 二宮 純一 

大分市議会 廣次 忠彦 大分市議会 河野 広子 

大分市議会 福間 健治 大分市議会 大久保 八太 

大分市議会 帆秋 誠悟 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 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 永松 弘基 大分市議会 板倉 永紀 

大分市議会 足立 義弘 大分市議会 三浦 由紀 

大分市議会 河越 康秀 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 福崎 智幸 大分市議会 衛藤 良憲 

大分市議会 小嶋 秀行 大分市議会 井手口 良一 

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 藤沢 達夫 

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 

大分市議会 吉岡 美智子 大分市議会 渡部 義美 

大分市 久渡 晃 大分市 足立 一馬 

大分市 渕野 善之 株式会社大分フットボールクラブ 青野 浩志 

株式会社 大分スポーツプロジェクト 二階堂 雅士 大分三好ヴァイセアドラー 三好 博 

株式会社大分ヒート 三牧 雅明 

 

所属等 氏名 

おおいたホームタウン推進協議会事務局 

(大分市役所文化国際課内) 

ＴＥＬ ０９７－５３７－５６６３ 

ＦＡＸ ０９７－５３６－４０４４ 

Ｅ－Ｍａｉｌ info@oita-hometown.jp  

合沢 陽一 

玉野井 雄二 

山岡 登喜夫 

今井 孝英 

牛島 直樹 

 


