
 

 

    

    

平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度    

おおいたホームタウン推進協議会おおいたホームタウン推進協議会おおいたホームタウン推進協議会おおいたホームタウン推進協議会    総会総会総会総会    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

日日日日    時時時時    ：：：：    平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年５５５５月月月月２６２６２６２６日日日日    ((((月月月月))))        １８１８１８１８時開会時開会時開会時開会    

会会会会    場場場場    ：：：：    大分オアシスタワーホテル大分オアシスタワーホテル大分オアシスタワーホテル大分オアシスタワーホテル５５５５階階階階「「「「孔雀の間孔雀の間孔雀の間孔雀の間」」」」    
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会会会会    議議議議    次次次次    第第第第    

    

    

１１１１    開開開開        会会会会    

    

２２２２    会長あいさつ会長あいさつ会長あいさつ会長あいさつ    

    

３３３３    顧問紹介顧問紹介顧問紹介顧問紹介    

    

４４４４    パートナーチームあいさつパートナーチームあいさつパートナーチームあいさつパートナーチームあいさつ    

大分トリニータ大分トリニータ大分トリニータ大分トリニータ    

大分三好ヴァイセアドラー大分三好ヴァイセアドラー大分三好ヴァイセアドラー大分三好ヴァイセアドラー        

バサジィ大分バサジィ大分バサジィ大分バサジィ大分    

大分ヒートデビルズ大分ヒートデビルズ大分ヒートデビルズ大分ヒートデビルズ    

        

５５５５    議議議議        案案案案    

報告第１号報告第１号報告第１号報告第１号    平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度    事業報告について事業報告について事業報告について事業報告について    

報告第２号報告第２号報告第２号報告第２号    平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度    決算報告及び会計監査報告について決算報告及び会計監査報告について決算報告及び会計監査報告について決算報告及び会計監査報告について    

    

議案第１号議案第１号議案第１号議案第１号    平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度    監事選任監事選任監事選任監事選任((((案案案案))))についてについてについてについて    

議案第２号議案第２号議案第２号議案第２号    平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度    事業計画事業計画事業計画事業計画((((案案案案))))についてについてについてについて    

議案第３号議案第３号議案第３号議案第３号    平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度    予算予算予算予算((((案案案案))))についてについてについてについて    

    

６６６６    その他その他その他その他    

    

７７７７    閉会あいさつ閉会あいさつ閉会あいさつ閉会あいさつ    
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平成２６年５月２６日現在

■会長■会長■会長■会長 ■特別顧問■特別顧問■特別顧問■特別顧問

　大分市長　釘宮　磐 　大分県知事　広瀬　勝貞

■副会長■副会長■副会長■副会長 ■顧問■顧問■顧問■顧問

　大分大学長　北野　正剛 　大分市議会議長　板倉　永紀

　大分市副市長　右田　芳明 　大分商工会議所会頭　姫野　淸高

■事務局長■事務局長■事務局長■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　佐藤　耕三

■監事■監事■監事■監事

　大分県議会議員　首藤　隆憲

　一般社団法人大分青年会議所理事長　山口　努

所属等所属等所属等所属等 氏名氏名氏名氏名 所属等所属等所属等所属等 氏名氏名氏名氏名

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 松崎　広志 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 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　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 佐藤　理沙 大分商工会議所女性会 今川　敦子

鶴崎商工青年部 北川　卓郎 鶴崎商工女性部会 服部　富美子

大在商工青年部 田中　剛 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 後藤　亘由

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 衛藤　嘉幸

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 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 津髙　守

一般社団法人　大分県バス協会 幸重　綱二 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

毎日新聞大分支局 山本　泰久 読売新聞大分支局 佐田　弘美

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 遠藤　信二

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 桑代　百合子 株式会社大分放送 首藤　伊佐樹

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

佐賀関テレビ株式会社 岡本　代一 大分ベンチャーキャピタル株式会社 阿知波　孝典

株式会社　大分銀行 姫野　昌治 連合大分大分地域協議会 神田　健一

株式会社コンベンションリンケージ 米田　正行 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）（案）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）（案）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）（案）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）（案）
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所属等所属等所属等所属等 氏名氏名氏名氏名 所属等所属等所属等所属等 氏名氏名氏名氏名

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

大分ヒートデビルズ大分地区後援会 御手洗　茂 大分県議会 麻生　栄作

大分県議会 油布　勝秀 大分県議会 阿部　英仁

大分県議会 平岩　純子 大分県議会 小嶋　秀行

大分県議会 吉岡　美智子 大分県議会 竹内　小代美

大分県議会 河野　成司 大分県議会 守永　信幸

大分県議会 藤田　正道 大分県議会 堤　栄三

大分県議会 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 永松　弘基

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 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 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 小出　祐二

大分市 足立　一馬 大分市 神矢　寿久

■パートナーチーム

所属等所属等所属等所属等 氏名氏名氏名氏名 所属等所属等所属等所属等 氏名氏名氏名氏名

株式会社大分フットボールクラブ 青野　浩志 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 株式会社バスケで 安部　省祐
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■企画運営会議

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） 大分青年会議所 渡邉　亮祐　（副座長）

大分大学 西本　一雄 日本文理大学 三重野　克之

大分商工会議所青年部 佐藤　理沙 鶴崎商工青年部 三浦　康紀

大分市工業連合会青年部 小齊　啓資 大分まちなか倶楽部 牧　昭市

大分合同新聞社 河野　徹 ＮＨＫ大分放送局 島田　貢吉

大分放送 黒田　隆司 テレビ大分 小笠原　正典

大分朝日放送 小林　憲一 大分トリニータ後援会 甲斐　省二

大分県 三澤　亮治 大分商工会議所 森崎　文

大分フットボールクラブ 吉門　恵美 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 乾　生一 バスケで 松岡　亮太

大分市教育委員会 有馬　徹 大分市 玉野井　雄二

■事務局

所 属 等 氏　名

おおいたホームタウン推進協議会事務局 玉野井　雄二

（大分市役所文化国際課内） 緒方　賢一郎

TEL ： 097-537-5663 若林　正策

FAX ： 097-536-4044 吉良　裕司

E-mail ： info@oita-hometown.jp 佐藤　歩

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

    

    

報告第１号報告第１号報告第１号報告第１号

平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度

１．事業１．事業１．事業１．事業

（１）組織活動活性化事業（１）組織活動活性化事業（１）組織活動活性化事業（１）組織活動活性化事業

①総会及び①総会及び①総会及び①総会及び

日 

場 

内 

   

              

    

               

   ②企画運営会議の開催②企画運営会議の開催②企画運営会議の開催②企画運営会議の開催

平成２５年度

各事業の運営、協議会の今後のあり方等を協議

     

③現③現③現③現在の会員数在の会員数在の会員数在の会員数

    

報告第１号報告第１号報告第１号報告第１号        

平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度    事業報告・決算報告について事業報告・決算報告について事業報告・決算報告について事業報告・決算報告について

１．事業１．事業１．事業１．事業報告報告報告報告        

（１）組織活動活性化事業（１）組織活動活性化事業（１）組織活動活性化事業（１）組織活動活性化事業

①総会及び①総会及び①総会及び①総会及びタウスポタウスポタウスポタウスポ

 時 平成２５年５月２７

 所 大分オアシスホテルタワーホテル

 容 ・報告

・報告第２号

・議案第１号「

     ・議案第２号

          ・議案第３号

    ・議案第４号

報告、議案

総会終了後、

               <総会の様子

  <タウスポ

②企画運営会議の開催②企画運営会議の開催②企画運営会議の開催②企画運営会議の開催

平成２５年度

各事業の運営、協議会の今後のあり方等を協議

    ※Ｐ１６ 

在の会員数在の会員数在の会員数在の会員数        

事業報告・決算報告について事業報告・決算報告について事業報告・決算報告について事業報告・決算報告について

（１）組織活動活性化事業（１）組織活動活性化事業（１）組織活動活性化事業（１）組織活動活性化事業            

タウスポタウスポタウスポタウスポ交流会の開催交流会の開催交流会の開催交流会の開催

平成２５年５月２７

大分オアシスホテルタワーホテル

報告第１号 平成２４年度

・報告第２号 平成２４年度

議案第１号「㈱

・議案第２号 平成２５年度

・議案第３号 平成２５年度

・議案第４号 平成２５年度

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

総会の様子>                 

タウスポ交流会の様子>

②企画運営会議の開催②企画運営会議の開催②企画運営会議の開催②企画運営会議の開催 

平成２５年度 ７回開催

各事業の運営、協議会の今後のあり方等を協議

 資料①[企画運営会議開催実績

        会員１２

事業報告・決算報告について事業報告・決算報告について事業報告・決算報告について事業報告・決算報告について

                

交流会の開催交流会の開催交流会の開催交流会の開催    

平成２５年５月２７日（月）

大分オアシスホテルタワーホテル

平成２４年度

平成２４年度

㈱バスケで」とのパートナーシップ協定書の締結（案）について

平成２５年度

平成２５年度

平成２５年度

について全て承認された。

タウスポ交流会を開催

                 

>           

７回開催 

各事業の運営、協議会の今後のあり方等を協議

企画運営会議開催実績

会員１２８名（平成
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事業報告・決算報告について事業報告・決算報告について事業報告・決算報告について事業報告・決算報告について    

日（月） １８：００

大分オアシスホテルタワーホテル ３階

平成２４年度 事業報告について

平成２４年度 決算報告及び会計監査報告について

バスケで」とのパートナーシップ協定書の締結（案）について

平成２５年度 監事選任（案）について

平成２５年度 事業計画（案）について

平成２５年度 予算（案）について

について全て承認された。

タウスポ交流会を開催。

                 

             <会員、パートナーチームによる

各事業の運営、協議会の今後のあり方等を協議

企画運営会議開催実績] 

名（平成２６年３

００～２０

３階 紅梅の間

事業報告について

決算報告及び会計監査報告について

バスケで」とのパートナーシップ協定書の締結（案）について

監事選任（案）について

事業計画（案）について

予算（案）について

について全て承認された。 

タウスポ交流会を開催。（参加者数６７名）

                 <「㈱バスケで」との調印の様子

会員、パートナーチームによる

各事業の運営、協議会の今後のあり方等を協議 

 参照 

３月３１日現在）

２０：００    

の間    

事業報告について 

決算報告及び会計監査報告について

バスケで」とのパートナーシップ協定書の締結（案）について

監事選任（案）について 

事業計画（案）について 

予算（案）について 

（参加者数６７名） 

「㈱バスケで」との調印の様子

会員、パートナーチームによる

日現在）    

決算報告及び会計監査報告について 

バスケで」とのパートナーシップ協定書の締結（案）について

 

「㈱バスケで」との調印の様子> 

会員、パートナーチームによるガンバロー三唱

バスケで」とのパートナーシップ協定書の締結（案）について 

 

ガンバロー三唱>                

 

                                



 

    

 

  

    

    

    

    

    

    

（２）パートナー支援事業（２）パートナー支援事業（２）パートナー支援事業（２）パートナー支援事業

①観戦ガイドの作成①観戦ガイドの作成①観戦ガイドの作成①観戦ガイドの作成

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

４チーム

の皆さんに

②会員②会員②会員②会員

それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・

県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。

 ※Ｐ

（３）地域交流事業（３）地域交流事業（３）地域交流事業（３）地域交流事業

「おおいたスポーツ広場２０１３」の開催や地域交流イベント等の調整窓口となり、選

手と市民が直接触れ合う場を提供し、市民に親しまれ愛されるチーム

組みました

①「おおいたスポーツ広場①「おおいたスポーツ広場①「おおいたスポーツ広場①「おおいたスポーツ広場

日

場

来場者数

参加選手数

スタッフ数

内

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

（２）パートナー支援事業（２）パートナー支援事業（２）パートナー支援事業（２）パートナー支援事業

①観戦ガイドの作成①観戦ガイドの作成①観戦ガイドの作成①観戦ガイドの作成

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

４チーム毎の「観戦ガイド」を作成し、

の皆さんに配布いたしました

②会員②会員②会員②会員によるによるによるによる取り組み取り組み取り組み取り組み

それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・

県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。

※Ｐ１６、１７

（３）地域交流事業（３）地域交流事業（３）地域交流事業（３）地域交流事業

「おおいたスポーツ広場２０１３」の開催や地域交流イベント等の調整窓口となり、選

手と市民が直接触れ合う場を提供し、市民に親しまれ愛されるチーム

組みました。    

①「おおいたスポーツ広場①「おおいたスポーツ広場①「おおいたスポーツ広場①「おおいたスポーツ広場

日 時     

場 所     

来場者数    

参加選手数  

スタッフ数  

内 容   

 

 

（２）パートナー支援事業（２）パートナー支援事業（２）パートナー支援事業（２）パートナー支援事業                

①観戦ガイドの作成①観戦ガイドの作成①観戦ガイドの作成①観戦ガイドの作成（各チーム５，０００部）（各チーム５，０００部）（各チーム５，０００部）（各チーム５，０００部）

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

の「観戦ガイド」を作成し、

配布いたしました

取り組み取り組み取り組み取り組み    

それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・

県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。

６、１７ 資料②

（３）地域交流事業（３）地域交流事業（３）地域交流事業（３）地域交流事業                

「おおいたスポーツ広場２０１３」の開催や地域交流イベント等の調整窓口となり、選

手と市民が直接触れ合う場を提供し、市民に親しまれ愛されるチーム

    

①「おおいたスポーツ広場①「おおいたスポーツ広場①「おおいたスポーツ広場①「おおいたスポーツ広場２０１３２０１３２０１３２０１３

     平成２５年９月１６

     コンパルホール

     １，３００名（過去最高）

   ２５名 

   ９２名 

（企画運営会議委員１３名、大分県立看護科学大学１６名を含む）

    競技体験コーナー、選手デモンストレーション、チーム対抗デカ

パンツ競争、みんなで一緒にジャンケン列車・ジェンカ等

    

（各チーム５，０００部）（各チーム５，０００部）（各チーム５，０００部）（各チーム５，０００部）

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

の「観戦ガイド」を作成し、

配布いたしました。 

それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・

県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。

資料②[パートナー支援事業

「おおいたスポーツ広場２０１３」の開催や地域交流イベント等の調整窓口となり、選

手と市民が直接触れ合う場を提供し、市民に親しまれ愛されるチーム

２０１３２０１３２０１３２０１３」の開催」の開催」の開催」の開催

平成２５年９月１６

コンパルホール ５階

１，３００名（過去最高）

 

 

（企画運営会議委員１３名、大分県立看護科学大学１６名を含む）

競技体験コーナー、選手デモンストレーション、チーム対抗デカ

パンツ競争、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
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（各チーム５，０００部）（各チーム５，０００部）（各チーム５，０００部）（各チーム５，０００部）        

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

の「観戦ガイド」を作成し、地域交流事業や広報活動

それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・

県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。

パートナー支援事業 

「おおいたスポーツ広場２０１３」の開催や地域交流イベント等の調整窓口となり、選

手と市民が直接触れ合う場を提供し、市民に親しまれ愛されるチーム

」の開催」の開催」の開催」の開催    

平成２５年９月１６日（月・祝）１３：００～１６：００

５階体育室、柔剣道場

１，３００名（過去最高）  

（企画運営会議委員１３名、大分県立看護科学大学１６名を含む）

競技体験コーナー、選手デモンストレーション、チーム対抗デカ

パンツ競争、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

        ※別添資料

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

地域交流事業や広報活動

それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・

県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。

 会員による

「おおいたスポーツ広場２０１３」の開催や地域交流イベント等の調整窓口となり、選

手と市民が直接触れ合う場を提供し、市民に親しまれ愛されるチーム

日（月・祝）１３：００～１６：００

体育室、柔剣道場

 

（企画運営会議委員１３名、大分県立看護科学大学１６名を含む）

競技体験コーナー、選手デモンストレーション、チーム対抗デカ

パンツ競争、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2013の様子> 

※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

地域交流事業や広報活動で、

それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・

県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。

による取り組み

「おおいたスポーツ広場２０１３」の開催や地域交流イベント等の調整窓口となり、選

手と市民が直接触れ合う場を提供し、市民に親しまれ愛されるチームとなるよう取り

日（月・祝）１３：００～１６：００

体育室、柔剣道場 

（企画運営会議委員１３名、大分県立看護科学大学１６名を含む）

競技体験コーナー、選手デモンストレーション、チーム対抗デカ

パンツ競争、みんなで一緒にジャンケン列車・ジェンカ等

     

 

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

で、多くの市民

それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・

県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。

取り組み] 参照 

「おおいたスポーツ広場２０１３」の開催や地域交流イベント等の調整窓口となり、選

となるよう取り

日（月・祝）１３：００～１６：００ 

（企画運営会議委員１３名、大分県立看護科学大学１６名を含む）

競技体験コーナー、選手デモンストレーション、チーム対抗デカ

パンツ競争、みんなで一緒にジャンケン列車・ジェンカ等 

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 

市民 

それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・それぞれの会員がパートナー支援事業として各チームのホームゲームへの市民・    

県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。県民の招待などの事業を展開し、４チームを支援する様々な取り組みが行われた。    

「おおいたスポーツ広場２０１３」の開催や地域交流イベント等の調整窓口となり、選 

となるよう取り 

（企画運営会議委員１３名、大分県立看護科学大学１６名を含む）    

競技体験コーナー、選手デモンストレーション、チーム対抗デカ 
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②学校訪問、地域交流イベント②学校訪問、地域交流イベント②学校訪問、地域交流イベント②学校訪問、地域交流イベント    

（単位：回） 

    

 

 

 

 

※Ｐ.１９、２０ 資料 [学校訪問、地域交流イベント]参照 

 

③各種イベントにおいて４チーム及び協議会の取り組みをＰＲ③各種イベントにおいて４チーム及び協議会の取り組みをＰＲ③各種イベントにおいて４チーム及び協議会の取り組みをＰＲ③各種イベントにおいて４チーム及び協議会の取り組みをＰＲ    

◇第３２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２５年８月２日(金) １８時３０分～１８時４０分 

場 所 大分市中央通り 

内 容 府内打ち水大作戦に選手５名・マスコット３体が参加し、４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２５年８月１０日(土) 

Ｊ１リーグ 第２０節「大分トリニータ 対 柏レイソル」 

場 所 大分銀行ドーム 

内 容 ・４チームの等身大パネル及び協議会幟・旗の設置 

    ・観戦ガイドの配置・配布 

    ・おおいたスポーツ広場２０１３チラシの配布及び大型ビジョンによるＰＲ 

 

    平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度    平成２４年度 平成２３年度 平成２２年度 

学校訪問 ５９５９５９５９    ３１ ２９ ４２ 

地域交流イベント ６４６４６４６４    ８１ ９８ ７５ 

合 計 １２３１２３１２３１２３    １１２ １２７ １１７ 

<打ち水の様子> 

<協議会ブースの様子>                <ビジョンでのＰＲの様子> 
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（４）広報事業（４）広報事業（４）広報事業（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①各広報①各広報①各広報媒体媒体媒体媒体等でのＰＲ活動等でのＰＲ活動等でのＰＲ活動等でのＰＲ活動    

１１１１))))広報誌の活用広報誌の活用広報誌の活用広報誌の活用    

協議会だよりの定期発行：４回  ※別添資料 参照  

（第 1号:6/10、第2号:8/20、第 3号:10/20、第 4号:1/22） 

 

   ２２２２))))協議会協議会協議会協議会ホームページの活用ホームページの活用ホームページの活用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、取材記事等を掲載した。 

○協議会ホームページでの各チームのチケット情報・試合日程等を発信した。 

○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した。 

※Ｐ．１７ 資料③[バナー貼付及びリンクへの掲載一覧] 参照 

 

３３３３))))その他のその他のその他のその他の広告媒体の活用広告媒体の活用広告媒体の活用広告媒体の活用 

      「ホルトホール大分」のデジタルサイネージを活用し、４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。 

   

 

 

 

 

    

    

 

 <デジタルサイネージ>                  <ミニコーナー>                     

 

４４４４) ) ) ) 各種メディアを通じたＰＲ活動各種メディアを通じたＰＲ活動各種メディアを通じたＰＲ活動各種メディアを通じたＰＲ活動    

マスメディアを通じて４チームを広くＰＲした。    

・ＮＨＫ大分「好きっちゃ大分」 

・テレビ大分「フレッシュ大分」 

・大分ケーブルテレコム「もぎたてプラス」 

※協議会事務局員出演分 

    

    

    

    

    

    



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

   

 

    

    

５５５５））））

    選手の等身大パネルを作成し、

を行った。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

６６６６））））

       ４チームの選手写真と試合日程を入れたタウスポオリジナルクリアファイルを作成

し、大分市内小学校全児童（２７，２００枚）、おおいたスポーツ広場２０１３来場

者（１，３００枚）等に配布し４チームのＰＲを行った。

                          

       

               

    

②会員②会員②会員②会員

   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、４チームを

※Ｐ．１

 

 

 

））））等身大パネル等身大パネル等身大パネル等身大パネル

選手の等身大パネルを作成し、

を行った。 

    

））））タウスポタウスポタウスポタウスポオリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成

４チームの選手写真と試合日程を入れたタウスポオリジナルクリアファイルを作成

し、大分市内小学校全児童（２７，２００枚）、おおいたスポーツ広場２０１３来場

者（１，３００枚）等に配布し４チームのＰＲを行った。

                          

       

         

②会員②会員②会員②会員によるによるによるによる取り組み取り組み取り組み取り組み

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、４チームを

Ｐ．１８ 資料④

等身大パネル等身大パネル等身大パネル等身大パネルの作成の作成の作成の作成 

選手の等身大パネルを作成し、

 

オリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成

４チームの選手写真と試合日程を入れたタウスポオリジナルクリアファイルを作成

し、大分市内小学校全児童（２７，２００枚）、おおいたスポーツ広場２０１３来場

者（１，３００枚）等に配布し４チームのＰＲを行った。

                          

         

         <クリアファイル表

取り組み取り組み取り組み取り組み    

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、４チームを

資料④[広報事業

 

選手の等身大パネルを作成し、地域交流

<４チーム選手等身大パネル

オリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成

４チームの選手写真と試合日程を入れたタウスポオリジナルクリアファイルを作成

し、大分市内小学校全児童（２７，２００枚）、おおいたスポーツ広場２０１３来場

者（１，３００枚）等に配布し４チームのＰＲを行った。

                          

クリアファイル表>         

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、４チームを

広報事業 会員
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地域交流イベントや試合会場等に設置し４チームのＰＲ

４チーム選手等身大パネル

オリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成

４チームの選手写真と試合日程を入れたタウスポオリジナルクリアファイルを作成

し、大分市内小学校全児童（２７，２００枚）、おおいたスポーツ広場２０１３来場

者（１，３００枚）等に配布し４チームのＰＲを行った。

                           

         <

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、４チームをＰＲする広報活動が展開された。

会員による取り組み

イベントや試合会場等に設置し４チームのＰＲ

４チーム選手等身大パネル > 

オリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成（平成２５年度（平成２５年度（平成２５年度（平成２５年度

４チームの選手写真と試合日程を入れたタウスポオリジナルクリアファイルを作成

し、大分市内小学校全児童（２７，２００枚）、おおいたスポーツ広場２０１３来場

者（１，３００枚）等に配布し４チームのＰＲを行った。

 

<クリアファイル裏

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

する広報活動が展開された。

取り組み] 参照

イベントや試合会場等に設置し４チームのＰＲ

（平成２５年度（平成２５年度（平成２５年度（平成２５年度    新規事業）新規事業）新規事業）新規事業）

４チームの選手写真と試合日程を入れたタウスポオリジナルクリアファイルを作成

し、大分市内小学校全児童（２７，２００枚）、おおいたスポーツ広場２０１３来場

者（１，３００枚）等に配布し４チームのＰＲを行った。  ※別添資料

クリアファイル裏> 

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

する広報活動が展開された。

参照 

イベントや試合会場等に設置し４チームのＰＲ

新規事業）新規事業）新規事業）新規事業） 

４チームの選手写真と試合日程を入れたタウスポオリジナルクリアファイルを作成

し、大分市内小学校全児童（２７，２００枚）、おおいたスポーツ広場２０１３来場

※別添資料 参照

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

する広報活動が展開された。 

イベントや試合会場等に設置し４チームのＰＲ 

４チームの選手写真と試合日程を入れたタウスポオリジナルクリアファイルを作成 

し、大分市内小学校全児童（２７，２００枚）、おおいたスポーツ広場２０１３来場 

参照 

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 
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２２２２．．．．その他その他その他その他        

        ■■■■各チームの成績各チームの成績各チームの成績各チームの成績    

    

◇大分トリニータ◇大分トリニータ◇大分トリニータ◇大分トリニータ    

2013シーズン   2勝8分24敗（Ｊ1リーグ 18位／18チーム中） 

うち、ホーム１試合平均入場者数 2013シーズン  11,915人（ 17試合 ） 

 

2014シーズン （第 14節 5/18終了時点） 6勝4分 4敗（Ｊ2リーグ 8位／22チーム中） 

うち、ホーム１試合平均入場者数 2014シーズン  7,533人（  7試合 ） 

 

 

 

◇大分三好ヴァイセアドラー◇大分三好ヴァイセアドラー◇大分三好ヴァイセアドラー◇大分三好ヴァイセアドラー（シーズン終了） 

2013-2014シーズン  17勝 3敗（Ｖ・チャレンジリーグ 2位／11チーム中） 

ホーム1試合平均入場者数  757人（4試合） 

うち、本市内開催分平均入場者数 854人（2試合）コンパルホール  

    【参考】本市内開催分平均入場者数2012-2013シーズン 1,555人（2試合） 

 

 

◇バサジィ大分◇バサジィ大分◇バサジィ大分◇バサジィ大分（シーズン終了） 

2013-2014シーズン  19勝4分13敗（Ｆリーグ 2位／10チーム中） 

     ホーム1試合平均入場者数 1,045人（14試合） 

うち、本市内開催分平均入場者数 1,140人（4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 2012-2013シーズン 787人（3試合） 

 

 

◇大分ヒートデビルズ◇大分ヒートデビルズ◇大分ヒートデビルズ◇大分ヒートデビルズ（シーズン終了） 

2013-2014シーズン  20勝 32敗（ｂｊリーグ 西地区8位／10チーム中） 

ホーム1試合平均入場者数  998人（26試合） 

うち、本市内開催分平均入場者数 1,039人（12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 2012-2013シーズン 1,019人（4試合） 
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報告第２号報告第２号報告第２号報告第２号        

平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度    決算報告及び会計監査報告について決算報告及び会計監査報告について決算報告及び会計監査報告について決算報告及び会計監査報告について        

    

平平平平成成成成２５２５２５２５年度年度年度年度    おおいたホームタウン推進協議会おおいたホームタウン推進協議会おおいたホームタウン推進協議会おおいたホームタウン推進協議会    収支決算書収支決算書収支決算書収支決算書    

    

（収 入）                                         （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 差引 摘 要 

１ 補助金 
5,900,000 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 9,953 47 預金利子他 

合 計 5,910,000 5,909,953 47  

 

（支 出）                                        （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 差引 摘 要 

１ 事務局費 3,070,000 2,804,748 265,252  

 （１）人件費 2,210,000 2,205,123 4,877 事務局臨時職員賃金他 

 （２）通信運搬費 42,000 36,670 5,330 郵送料 

 （３）消耗品費 248,000 243,719 4,281 事務用消耗品 

 （４）会議費 458,000 319,236 138,764 
総会・交流会、企画運営会議に係

る会場使用料他 

（５）会 費 15,000 0 15,000  

 （６）旅 費 97,000 0 97,000  

     

２ 事業費 2,830,000 2,719,460 110,540  

（１）地域交流事業費 1,145,000 1,061,574 83,426 
「おおいたスポーツ広場 2013」

に係る施設使用料、会場設営費他 

（２）広報費 1,685,000 1,657,886 27,114 

観戦ガイド作成費、等身大パネル

作成費、タウスポクリアファイル

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 5,524,208 385,792  

※（収入）－（支出）＝ 残金 385,745円については大分市へ戻入する。
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議案第１号議案第１号議案第１号議案第１号    

平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度    監事選任（案）について監事選任（案）について監事選任（案）について監事選任（案）について    

    

    

 （１）監 事 

 

退任される監事     小 間 喜  広 通（大分青年会議所理事長） 

  

     

新  監  事                         
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議案議案議案議案第２号第２号第２号第２号        

平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度    事業計画（案）について事業計画（案）について事業計画（案）について事業計画（案）について    

 

（１）組織活動活性化事業（１）組織活動活性化事業（１）組織活動活性化事業（１）組織活動活性化事業        

①組織の拡充①組織の拡充①組織の拡充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。    

    ②総会及び②総会及び②総会及び②総会及びタウスポタウスポタウスポタウスポ交流会の開催交流会の開催交流会の開催交流会の開催    

③企画運営会議の定期開催③企画運営会議の定期開催③企画運営会議の定期開催③企画運営会議の定期開催    

 

（２）パートナー支援事業（２）パートナー支援事業（２）パートナー支援事業（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。 

①①①①観戦ガイドの作成観戦ガイドの作成観戦ガイドの作成観戦ガイドの作成    

４チーム毎の「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こ 

とで新たな観戦者の増加を図る。    

 

②会員による取り組み②会員による取り組み②会員による取り組み②会員による取り組み    

それぞれの会員が、４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（３）地域交流事業（３）地域交流事業（３）地域交流事業        

    選手と市民が直接触れ合う場を提供し、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作りを支援し、スポーツによるまちづくりを推進する。 

    

①「おおいたスポーツ広場２０１４①「おおいたスポーツ広場２０１４①「おおいたスポーツ広場２０１４①「おおいたスポーツ広場２０１４」の開催」の開催」の開催」の開催    

     ４チームの選手と市民がスポーツを通じて直接触れ合える交流イベントを開催する。 

      日 程：平成２６年１０月１３日（月・祝）午後  

      場 所：コンパルホール 

    

②学校訪問、地域②学校訪問、地域②学校訪問、地域②学校訪問、地域交流交流交流交流イベント等、市民と選手が触れ合える機会を提供するイベント等、市民と選手が触れ合える機会を提供するイベント等、市民と選手が触れ合える機会を提供するイベント等、市民と選手が触れ合える機会を提供する。。。。    

 １１１１))))学校学校学校学校等等等等訪問訪問訪問訪問のののの実施に向けた調整実施に向けた調整実施に向けた調整実施に向けた調整    

小・中学校、幼稚園、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団等訪問への 

選手参加に向けて調整を行う。 

２２２２))))様々な交流推進に向けた様々な交流推進に向けた様々な交流推進に向けた様々な交流推進に向けた取り組み取り組み取り組み取り組み    

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。 

    

③地域での清掃活動に参加（平成２６年度③地域での清掃活動に参加（平成２６年度③地域での清掃活動に参加（平成２６年度③地域での清掃活動に参加（平成２６年度    新規事業）新規事業）新規事業）新規事業）    

   地域で行われる清掃活動に、４チームの選手及び協議会会員が参加し、地域住民と 

直接触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清掃活動>  

「クリーンアップ明野歩こう会」  

  日 程：平成２６年１１月 ３日（月・祝）午前      
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（４）広報事業（４）広報事業（４）広報事業（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各広報媒体等でのＰＲ活動①各広報媒体等でのＰＲ活動①各広報媒体等でのＰＲ活動①各広報媒体等でのＰＲ活動    

１１１１))))    広報誌の活用広報誌の活用広報誌の活用広報誌の活用    

○協議会だよりの定期発行（年４回以上） 

○会員が発行する広報誌において各種事業等を掲載。 

       

２２２２))))    協議会協議会協議会協議会ホームページの活用ホームページの活用ホームページの活用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。 

○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働きかける。 
 

  

 

 

３３３３））））等身大パネル等身大パネル等身大パネル等身大パネルの作成の作成の作成の作成 

        選手の等身大パネルを作成し、地域交流イベントや試合会場等に設置し４チームを 

ＰＲする。シーズン終了後はチームにおいて活用する。 

    

４４４４））））タウスポタウスポタウスポタウスポオリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成オリジナルクリアファイルの作成 

       ４チームの選手写真と試合日程を掲載したタウスポオリジナルクリアファイルを 

作成し、大分市内小学校全児童、おおいたスポーツ広場２０１４来場者等に配布 

し４チームをＰＲする。    

    

５）５）５）５）商店街での４チームＰＲ横断幕掲示商店街での４チームＰＲ横断幕掲示商店街での４チームＰＲ横断幕掲示商店街での４チームＰＲ横断幕掲示（平成２６年度（平成２６年度（平成２６年度（平成２６年度    新規事業）新規事業）新規事業）新規事業）    

      セントポルタ中央町に４チームＰＲ横断幕を掲示し、市民の応援機運を高める。       

    

６）各種イベントにおいて４チーム及び協議会の取り組みをＰＲする。６）各種イベントにおいて４チーム及び協議会の取り組みをＰＲする。６）各種イベントにおいて４チーム及び協議会の取り組みをＰＲする。６）各種イベントにおいて４チーム及び協議会の取り組みをＰＲする。    

    

７７７７))))    各種メディアを通じたＰＲ各種メディアを通じたＰＲ各種メディアを通じたＰＲ各種メディアを通じたＰＲ    

新聞、テレビ、ラジオ等各種メディアを通じて、４チームをＰＲする。 

    

８８８８))))    その他のその他のその他のその他の広告媒体の活用広告媒体の活用広告媒体の活用広告媒体の活用    

「ホルトホール大分」のデジタルサイネージを活用し、４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。   

    

②会員による取り組み②会員による取り組み②会員による取り組み②会員による取り組み    

 それぞれの会員が、４チームをＰＲする様々な取り組みをすすめる。

【参考：各チームの開幕予定】【参考：各チームの開幕予定】【参考：各チームの開幕予定】【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：１１月） 
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議案第３号議案第３号議案第３号議案第３号        

平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度    予算（案）について予算（案）について予算（案）について予算（案）について    

    

平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度    おおいたホームタウン推進協議会おおいたホームタウン推進協議会おおいたホームタウン推進協議会おおいたホームタウン推進協議会    収支計画収支計画収支計画収支計画（案）（案）（案）（案）    

 

（収 入）                              （単位：円） 

科 目 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 予算額 摘 要 

１ 事務局費 2,847,000  

  （１）人件費 2,210,000 事務局臨時職員賃金他 

  （２）通信運搬費 43,000 郵送料 

  （３）消耗品費 252,000 事務用消耗品 

  （４）会議費 230,000 総会・交流会、企画運営会議に係る会場使用料他 

  （５）会 費 15,000 全国ホームタウンサミット会費 

  （６）旅 費 97,000 全国ホームタウンサミット旅費 

   

２ 事業費 3,053,000  

  （１）地域交流事業費 1,162,000 
おおいたスポーツ広場2014に係る施設使用料、会場

設営費他 

  （２）広報費 1,891,000 
観戦ガイド作成費、等身大パネル作成費、タウスポ

クリアファイル作成費、ホームページ保守費他 

   

３ 予備費 10,000  

   

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

・第1回 平成25年 4月 24日(水) 

    議題：平成25年度総会について 他 

 

 ・第 2回 平成 25年 6月 11日(火) 

    議題：平成25年度新規事業について、おおいたスポーツ広場2013について 他 

 

 ・第 3回 平成 25年 7月 2日(火)                

    議題：おおいたスポーツ広場2013について、平成25年度新規事業について 他        

 

 ・第4回 平成25年 8月 23日(金)               

議題：おおいたスポーツ広場2013について 他 

 

 ・第 5回 平成 25年 11月 20日(水) 

    議題：おおいたホームタウン推進協議会の今後のあり方について 他 

 

・第 6回 平成 26年 1月 28日(火) 

    議題：協議会の今後の協議会のあり方、平成26年度事業計画（案）について 他 

  

・第 7回 平成 26年 2月 27日(木) 

    議題：平成26年度 事業計画（案）について 他 

    

資料②資料②資料②資料②        [[[[パートナーパートナーパートナーパートナー支援支援支援支援事業事業事業事業    会員会員会員会員によるによるによるによる取り組み取り組み取り組み取り組み]]]]    ※会員アンケートをもとに作成 

1.各チームのホームゲームに県民・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、会員・行員を招待した。（大分商工会議所、大分銀行） 

 

3.４チームスポンサー協賛（大分銀行）  

 

4.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、大分銀行） 

 

5.バサジィ大分のホームゲームにて、大分県民デーを開催した。（大分県）  

 

6.大分ヒートデビルズのホームゲームにて、大分県民デーを開催した。（大分県）  

 

7.各支部による、大分トリニータのアウェイゲーム観戦バスツアー実施。（大分トリニータ後援会） 

 

8.大分トリニータ後援会支部結成。（大分銀行） 

 

9.大分トリニータ後援会への加入支援。（大分市、大分トリニータ後援会） 

 

10.チケット販売の斡旋。（大分銀行） 
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11.大分トリニータのシーズンパス販売促進（大分市、大分銀行、大分トリニータ後援会） 

 

12.大分トリニータホームゲームにて、ハーフタイム抽選会実施。（大分トリニータ後援会） 

 

13.大分トリニータホームゲーム会場にて、アウェイサポーターを対象に、市内飲食店の特典など

を受けることができる「おもてなＣｉｔｙ大分カード」の発行。（大分市） 

 

14.5/5 子供の日コンパル市民スポーツデーにて、市民の方々に大分ヒートデビルズへの応援メッセ

ージを書いてもらった。（コンベンションリンケージ） 

 

15.おおいたホームタウン推進協議会のイベント「おおいたスポーツ広場2013」に、学生がボラン 

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）  

 

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） 

 

17.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Ｖ・チャレンジリーグ公式試合の運

営をサポート。（コンベンションリンケージ） 

 

18.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サポート。 

（コンベンションリンケージ）  

 

19.コンパルホールで開催された「おおいたスポーツ広場2013」に、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）  

 

    

資料③資料③資料③資料③    [[[[バナー貼付及びリンクへの掲載一覧バナー貼付及びリンクへの掲載一覧バナー貼付及びリンクへの掲載一覧バナー貼付及びリンクへの掲載一覧]]]]    

◇バナー 

・大分商工会議所          ・テレビ大分 

・大分青年会議所          ・大分ケーブルネットワーク 

・大分市工業連合会青年部会     ・連合大分 
 

◇リンク 

・大分商工会議所青年部       ・大分市立大在中学校 

・大分大学             ・大分市立竹中中学校 

・大分県芸術文化短期大学      ・大分市立竹中小学校 

・大分ケーブルテレコム       ・大分市立東稙田小学校 

・大分市観光協会          ・大分市立高田小学校 

・大分市              ・大分市立川添小学校 

・大分銀行             ・大分市立豊府小学校 

・大分ベンチャーキャピタル     ・大分市立野津原中部小学校 

・大分市立野津原東部小学校 
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資料④資料④資料④資料④        [[[[広報事業広報事業広報事業広報事業    会員会員会員会員によるによるによるによる取り組み取り組み取り組み取り組み]]]]     ※会員アンケートをもとに作成    

1.各チームのポスター掲示、チラシ配布。 

（大分県、大分商工会議所、大分県タクシー協会、大分市商店街連合会、大分銀行、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。（ＮＨＫ大分、テレビ大分、大分朝

日放送、毎日新聞大分支局、読売新聞大分支局、共同通信社大分支局、ＦＭ大分、大分市） 

 

3.会報・市報及びメール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、大分市、佐賀関テレビ） 

 

4.市役所玄関に、４チームのロゴを掲載した看板を設置。（大分市） 

 

5.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） 

 

6.大分トリニータの試合中継。（ＮＨＫ大分、ＦＭ大分） 

 

7.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） 

 

8.大分トリニータホームゲームスカパー委託制作。（テレビ大分） 

 

9.県内外のスポーツ情報コーナー「VIVA! Oita Sports」の放送。（ＦＭ大分） 

 

10.バサジィ大分レギュラー応援番組「Vang Vang Vasagey Radio」の放送。（ＦＭ大分） 

 

11.大分トリニータレギュラー応援番組「trinita.jp」の放送。（テレビ大分） 

 

12.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） 

 

13.「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） 

 

14.月刊誌「シティ情報おおいた」カラー紙面にて、毎月４チームを掲載。 

（おおいたインフォーメーションハウス） 

 

15.ホームページを利用し、各チームの情報を発信。（大分市、大分県タクシー協会） 

 

16.コンパルホールで実施したイベントの各メディアへの取材依頼。（コンベンションリンケージ）  

 

17.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 

掲載や、館外の無料情報誌への掲載依頼。（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25年4月1日～平成26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18日 （火） 大分市立高田小学校 サッカーの授業、交流、給食 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

2 10月22日 （火） 大分市えのくま幼稚園 サッカー交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

3 10月29日 （火） 春日サッカースポーツ少年団 サッカー交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

4 11月5日 （火） 大分市立稙田幼稚園 サッカー交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

5 11月5日 （火） 荏隈サッカースポーツ少年団 サッカー交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

6 11月11日 （月） 大分市立東稙田小学校 サッカーの授業、交流、給食 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

7 12月10日 （火） 大分市立明野幼稚園 サッカー交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

8 12月11日 （水） 大在サッカースポーツ少年団 サッカー交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

9 12月11日 （水） 大分市立津留幼稚園 サッカー交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

大分三好 1 6月25日 （火） 宗方幼稚園 バレーボール交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

ヴァイセアドラー 2 7月18日 （木） 城南中学校 バレーボール交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

3 7月24日 （水） 大在Ｊｒバレー バレーボール交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

4 7月25日 （木） 大分附小クラブ バレーボール交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

5 7月27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　プロスポーツふれあい促進事業

6 7月27日 （土） 中島ジュニアバトミントンクラブ バレーボール交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

7 9月4日 （水） 桃園幼稚園 バレーボール交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

8 9月12日 （木） 坂ノ市中学校 バレーボール交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

9 9月14日 （土） ＮＰＯ法人賀来衆倶楽部 バレーボール交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

10 10月10日 （木） 大分市立丹生小学校 バレーボールの授業、交流、給食 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

11 10月29日 （火） 春日町幼稚園 バレーボール交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

12 11月18日 （火） 大分市立明治小学校 バレーボールの授業、交流、給食 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

13 1月29日 （水） カトリック海星幼稚園 バレーボール交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

14 3月16日 （日） わいわい夢クラブ バレーボール交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

バサジィ大分 1 6月25日 （火） 大分市立野津原中部小学校 フットサルの授業、交流、給食 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

2 7月22日 （月） 判田すこやか倶楽部 フットサル交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

3 7月29日 （月） 住吉サッカースポーツ少年団 フットサル交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

4 8月5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　プロスポーツふれあい促進事業

5 8月12日 （月） 明野東サッカースポーツ少年団 フットサル交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

6 8月26日 （月） 日岡サッカースポーツ少年団 フットサル交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

7 9月9日 （月） 大分市立明野西小学校 フットサルの授業、交流、給食 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

8 9月30日 （月） 大分市立判田小学校 フットサルの授業、交流、給食 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

9 10月21日 （月） 大分市立判田幼稚園 フットサル交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

10 10月28日 （月） 大分市立吉野小学校 フットサルの授業、交流、給食 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

11 10月28日 （月） 大分市立寒田小学校 フットサルの授業、交流、給食 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

12 10月29日 （火） 大分市立三佐小学校 フットサルの授業、交流、給食 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

13 10月29日 （火） 大分市立別保幼稚園 フットサル交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

14 11月11日 （月） 大分市立富士見が丘幼稚園 フットサル交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

15 11月25日 （月） 大分市立東大分幼稚園 フットサル交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

16 12月4日 （水） 大分市立寒田幼稚園 フットサル交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

17 12月16日 （月） 大分市立こうざき幼稚園 フットサル交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

18 2月12日 （水） 大分大学教育福祉科学部附属特別支援学校フットサル交流、握手・サイン会等 学校訪問

19 2月14日 （金） 大分市立稙田南中学校 進路指導学習 学校訪問

大分 1 6月7日 （金） 大分市立野津原西部小学校 バスケットボールの授業、交流 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

ヒートデビルズ 2 6月8日 （土） 明治ミニバスケットボールスポーツ少年団 実技指導 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

3 6月12日 （水） 大分市立滝尾中学校男子バスケットボール実技指導 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

4 6月20日 （木） 大分市立野津原東部小学校 バスケットボールの授業、交流、給食 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

5 6月25日 （火） 大分市立佐賀関小学校 バスケットボールの授業、交流 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

6 8月7日 （水） 宗方ミニバスケットボールスポーツ少年団 実技指導 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

7 8月31日 （土） 春日町ミニバスケットボール男子 実技指導 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

8 11月25日 （月） 大分市立南大分小学校 バスケットボールの授業、交流 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

9 12月9日 （月） ごとう幼稚園 バスケットボール交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

10 1月22日 （水） 大在ミニ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　プロスポーツふれあい促進事業

11 1月29日 （水） 大分市立竹中小学校 バスケットボールの授業、交流、給食 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

12 1月29日 （水） 大分市立日岡小学校 バスケットボールの授業、交流、給食 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

13 2月17日 （月） 大分市立長浜小学校 バスケットボールの授業、交流 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

14 2月17日 （月） 明治北ミニバスケット バスケットボール交流 大分市　プロスポーツふれあい促進事業

15 2月19日 （水） 川添ミニ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　プロスポーツふれあい促進事業

16 2月24日 （月） 大分市立上戸次小学校 バスケットボールの授業、交流、給食 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

17 2月24日 （月） 大分市立大在小学校 バスケットボールの授業、交流 大分県　地域密着型プロチーム普及促進事業

日付
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■地域交流実施状況【平成25年4月1日～平成26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 5月4日 （土） 第２回高松大樹カップＵ－９ Ｕ-９サッカー大会 スポーツ公園人工芝グラウンド

2 5月8日 （水） トリニータ後援会ＮＴＴ西日本大分グループ支部設立セレモニー 会員との交流 NTT西日本大分支店

3 5月19日 （日） 万弘寺の市 サイン会、ステージイベント 万弘寺

4 5月26日 （土） 大分トリニータ後援会大分銀行支部設立セレモニー 会員との交流 大分銀行

5 5月27日 （月） 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

6 6月1日 （土） 第３回宮沢正史カップＵ－１０ Ｕ-１０サッカー大会 スポーツ公園人工芝グラウンド

7 6月8日 （土） 松原健カップＵ－１１ Ｕ-１１サッカー大会 スポーツ公園人工芝グラウンド

8 6月24日 （月） 大分トリニータ高齢者水中介護予防教室 水中運動 ルネサンス大分　屋内プール

9 6月30日 （日） スカパー！Ｐｒｅｓｅｎｔｓ「ゴール裏フォーラム２０１３」 トークショー 大分銀行ドーム

10 7月5日 （金） 長浜神社夏祭り サイン会、じゃんけん大会 長浜神社夏祭り会場

11 7月22日 （月） 第４４回明野まつり ステージ上にて来場者とミニゲーム参加 明野まつり会場　ステージ

12 8月2日 （金） 府内打ち水大作戦 一般の市民の方と一緒に打ち水 おおいた七夕まつり大分中央通り

13 8月14日 （水） 「大分トリニータグッズをゲット！キックターゲット大会」 キックターゲット大会 スポーツオーソリティ パークプレイス大分店

14 8月31日 （土） 大分トリニータ　大分県民DAY　 サイン会、ふれあいコーナー等 大分銀行ドーム

15 9月16日 （月祝） おおいたスポーツ広場２０１３ 市民との交流イベント コンパルホール

16 10月7日 (月） 大分トリニータ高齢者水中介護予防教室 高齢者水中介護予防運動 ルネサンス大分

17 10月13日 （日） 第３５回大分県障がい者・児「秋の交歓会」 サイン会　等 大分市平和市民公園多目的広場

18 12月16日 （月） 大分県立大分支援学校クリスマスパーティー クリスマスパーティー 大分県立大分支援学校内 体育館

19 1月25日 （土） 第１３回みらい信金同友会大在・坂ノ市支部チャリティイベント サイン、握手会 アムス大在駐車場内

20 1月25日 （土） 大分トリニータ　選手トークショー＆抽選会 トークショー、抽選会 スポーツオーソリティ パークプレイス大分店

21 2月22日 （土） 大分トリニータ　リーグ戦開幕直前イベント ２０１４新ユニフォームお披露目、トークショー等 パークプレイス大分 １Ｆセンターステージ

22 3月8日 （土） 豊後にわさき市場２周年祭 トークショー、じゃんけん大会等 大分駅上野の森口広場　

大分三好 1 5月25日 （土） ファン感謝DAY 紅白戦、ファッションショー、選手出し物等 TOTO体育館

ヴァイセアドラー 2 5月27日 （月） 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

3 7月15日 （月祝） 海の日市民スポーツデー2013　 バレーボール教室 コンパルホール

4 7月23日 （火） 第3回 国道1BAN「国道最速決定戦！」 オープンの部第3組に出場 大分市鶴崎（国道197号線沿い、鶴崎商店街）

5 8月2日 （金） 府内打ち水大作戦 一般の市民の方と一緒に打ち水 おおいた七夕まつり大分中央通り

6 8月2日 （金） おおいた七夕まつり 府内戦紙一般踊り隊 おおいた七夕まつり大分中央通り

8 8月3日 （土） バレーボールクリニック バレーボールクリニック コンパルホール

7 8月4日 （日） １２０万人県民一斉ごみゼロ大行動 ごみ拾い 丹生地区周り

9 8月31日 （土） 大分県民DAY　 サイン会、ふれあいコーナー等 大分銀行ドーム

10 9月16日 （月祝） おおいたスポーツ広場２０１３ 市民との交流イベント コンパルホール

11 10月5日 （土） 大人のためのバレーボール教室 バレーボール教室 TOTO体育館

12 10月20日 （日） コスモスウォーク 地域の方とウォーキングしながらゴミ拾い 丹生地区

13 11月2日 （土） 個人会員パーティー 選手とふれあいパーティー 大分アリストンホテル

14 12月15日 （日） ホームゲーム告知イベント ホームゲーム告知 スポーツオーソリティーパークプレイス店

15 12月16日 （月） 大分県立大分支援学校クリスマスパーティー クリスマスパーティー 大分県立大分支援学校内 体育館

バサジィ大分 1 5月27日 （月） 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31日 （土） 大分トリニータ　大分県民DAY　 サイン会、ふれあいコーナー等 大分銀行ドーム

3 9月16日 （月祝） おおいたスポーツ広場２０１３ 市民との交流イベント コンパルホール

4 3月23日 （日） バサジィ大分2013シーズン ファン感謝デー トークショーやクイズ等 トキハわさだタウン　フェスタ広場

大分 1 4月29日 （月） 大分ヒートデビルズファン感謝祭 シーズン終了の報告会、ふれあいイベント パークプレイス大分　１Ｆセンターステージ

ヒートデビルズ 2 5月20日 （月） １DAYスキルアップ講座in滝尾中学校 滝尾中学校男女バスケットボール部実技指導 大分市立滝尾中学校　体育館

3 5月27日 （月） 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 7月7日 （日） [バスケしようよ!!」inスポーツオーソリティーパークプレイス大分店 ミニリング、ストラックアウト、ゴルフ等 スポーツオーソリティーパークプレイス大分店

5 7月23日 （火） 第3回 国道1BAN「国道最速決定戦！」 オープンの部第3組に出場 大分市鶴崎（国道197号線沿い、鶴崎商店街）

6 7月27日 （土） ななせの火群まつり ゴールを設置!!バスケットボールで遊びましょう。 大分市　七瀬川自然公園 

7 8月2日 （金） 府内打ち水大作戦 一般の市民の方と一緒に打ち水 おおいた七夕まつり大分中央通り

8 8月2日 （金） おおいた七夕まつり 府内戦紙一般踊り隊 おおいた七夕まつり大分中央通り

9 8月3日 （土） 祭り・DA・OBS 「九州ミスご当地プレゼントクイズ」マスコット参加 若草公園

10 8月3日 （土） ゆるきゃらフェスタ（おおいた市民おどりの祭典) イベント内ゆるキャラ紹介に参加 おおいた七夕まつり大分中央通り

11 8月10日 （土） ヒートアップ! デビルズと一緒にトリニータを全力応援しようぜっ! 大分トリニータの観戦 大分銀行ドーム

12 8月31日 （土） 大分トリニータ　大分県民DAY　 サイン会、ふれあいコーナー等 大分銀行ドーム

13 9月15日 （日） 浜の市「みなとのフードフェスタ2013」 トークショー、ブース出展等 大分市生石 かんたん港園

14 9月16日 （月祝） おおいたスポーツ広場２０１３ 市民との交流イベント コンパルホール

15 9月29日 （日） 2013-14シーズン Tip Offセレモニー　 トークショー パークプレイス大分　センターステージ

16 9月29日 （日） 2013-14シーズン Tip Offセレモニー サイン会 スポーツオーソリティーパークプレイス大分店

17 10月26日 （土） ブースター感謝祭 リレーゲーム、車椅子バスケットボールチームによる講話等 大分銀行ドーム

18 11月4日 （月祝） 選手と一緒に！チラシ配り大作戦 選手と一緒に！チラシ配り大作戦 大分駅、ガレリア竹町、別府駅

19 11月19日 (火) 選手が駅にやってくる！チラシ配り大作戦 チラシ配布 大分駅、別府駅

20 12月16日 （月） 大分県立大分支援学校クリスマスパーティー クリスマスパーティー 大分県立大分支援学校内 体育館

21 1月13日 （月祝） コンパル成人の日市民スポーツデー バスケットボール教室、サイン会 コンパルホール

22 1月25日 （土） 「選手をみつけて抽選会に参加しよう！」 抽選会等 スポーツオーソリティーパークプレイス大分店

23 1月25日 （土） 選手が街にやっってくる！PR大作戦 ホームゲームPR活動 コンパルホールを中心とした府内・大手町近隣

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。 

 

 


