
平成 27 年度田原市中心市街地活性化協議会総会 
平成 27 年度第 1 回田原市中心市街地活性化協議会 

 
 
日 時： 平成 27 年 5 月 13 日（水） 

午後 2 時～午後 3 時 
場 所： 田原市役所 北庁舎 1 階大会議室 

 
 

 次 第  
 
 
■開会のことば                        
 
 
■田原市中心市街地活性化協議会長挨拶              
 
 
■議長指名                           
 
 
■議事録署名人の指名 
  
 
■議事 
 

1. 新年度に伴う協議会新規構成員について 
 

2. 協議会の会計及び監事指名について 
 

3. 協議会タウンマネージャーの指名について 
    

4. 田原市中心市街地活性化基本計画（素案）について 
 
・ゾーニング図の確認について 
 
・具体的事業の内容について 
 

5. 平成 27 年度事業計画（案）について 
 
      
■その他連絡事項                          
 
 
■閉会のことば                           



１号議案　　新年度に伴う協議会新規構成員について　　

構成員

所属 役職名 旧 新

田原中部校区コミュニティ協議会 会長 加藤　武紀 河合　潤二

萱町自治会 会長 大久保　寛 石原　一秀

新町自治会 会長 杉浦　拡

オブザーバー

所属 役職名 氏　　名

独立行政法人中小企業基盤整備機構 サポートマネージャー 小口　英二

２号議案　　協議会の会計及び監事指名について　　

・田原市中心市街地活性化協議会の会計は事務局が担当

・監事指名

田原金融協会 会長 柏野浩太郎 地域経済

田原市産業振興部 部長 小川　金一 行政

３号議案　　協議会タウンマネージャーの指名について　　

・タウンマネージャー指名

株式会社あつまるタウン田原 タウンマネージャー 丸山　尚孝



構成員

役　名 所属 役職名 氏　名 区　分 法令根拠

会　長 田原市商工会 会長 河合　利則 経済活力の向上 法第15条第1項関係

副会長 株式会社あつまるタウン田原 代表取締役 安田　幸雄 都市機能増進 法第15条第1項関係

構成員 渥美商工会 会長 石本　健一 経済活力の向上 法第15条第1項関係

構成員 田原市商工会 副会長 杉田　鐘一 経済活力の向上 法第15条第1項関係

構成員 田原市商工会商業部会 部会長 花井　勝朗 商業活性化 法第15条第1項関係

構成員 田原市商工会女性部 部長 杉山　礼子 商業活性化 法第15条第1項関係

構成員 一般社団法人田原青年会議所 理事長 冨田　宗邦 商業活性化 法第15条第1項関係

構成員 田原中部校区コミュニティ協議会 会長 河合　潤二 住民代表 法第15条第4項関係

構成員 萱町自治会 会長 石原　一秀 住民代表 法第15条第4項関係

構成員 新町自治会 会長 杉浦　　拡 住民代表 法第15条第4項関係

構成員 豊橋鉄道株式会社 事業部付部長 中嶋　信夫 公共交通機関 法第15条第4項関係

監事 田原金融協会 会長 柏野浩太郎 地域経済 法第15条第8項関係

構成員 愛知みなみ農業協同組合 代表理事専務 高瀬与志彦 地域経済 法第15条第8項関係

構成員 田原市都市建設部 部長 太田　次男 行政 法第15条第4項関係

監事 田原市産業振興部 部長 小川　金一 行政 法第15条第4項関係

オブザーバー

役職名 氏　　名 区　分 法令根拠

関係行政機関 法第15条第7項関係

審議役 元木　　茂 関係行政機関 法第15条第7項関係

課長 浅田　英宣 関係行政機関 法第15条第7項関係

中心市街地活性化アドバイザー 杉谷第士郎 関係行政機関 法第15条第7項関係

サポートマネージャー 小口　英二 関係行政機関 法第15条第7項関係

事務局

役職名 氏　　名

事務局長 小久保伸也

事務局次長 杉原　実善

タウンマネージャー 丸山　尚孝

平成27年度　田原市中心市街地活性化協議会名簿（案）

所属

経済産業省中部経済産業局 産業部 流通・サービス産業課

独立行政法人中小企業基盤整備機構　中部本部 経営支援部

株式会社あつまるタウン田原

愛知県産業労働部　商業流通課

独立行政法人中小企業基盤整備機構

所属

田原市商工会

田原市商工会

独立行政法人中小企業基盤整備機構



５号議案  150513

基本計画策定

（田原市） 協議会 商業施設開発事業 事業

2015
4

事業構想検討 事業構想策定

5 記載事項提示 記載事項提示

6
基本計画記載項目仮決定
内閣府とのヒアリング

タウンマネージメント会議
運営委員会での検討

7
計画内容の調整 タウンマネージメント会議

運営委員会での検討

8
タウンマネージメント会議
運営委員会での検討

概算予算請求
（地方局との調整）

9
タウンマネージメント会議
運営委員会での検討

10
タウンマネージメント会議
運営委員会での検討

事業計画提示

11

12

2016
1

基本計画申請
タウンマネージメント会議
運営委員会での検討

2
タウンマネージメント会議
運営委員会での検討

3 基本計画認定 戦略補助金申請

4

「田原市中心市街地活性化協議会」

事業化検討会議

総会及び第１回協議会の開催

（基本計画エリア確定・記載項目確認）

第２回協議会の開催

（基本計画記載内容の検討・承認）

第３回協議会の開催

（計画認定を受け各事業の予定確

事業計画検討

事業計画検討

地
方
支
部
局
・
各
省
庁
と
の
調
整

事業推進体制整備
事業計画ブラッシュアップ

・まちなか居住

・経済活力支援

・公共交通機関の利便性向上

にかかわる関連事業に対して

検討



■　今後の進め方（組織）

～民間主体による活性化事業の推進組織と官民一体となった新基本計画の策定推進～

※ワーキングチャート
意見具申

実施促進

　　　策定

　　　田原市中心市街地活性化協議会  　　田原市

　　　　　　多面的

　　　　　　　検討

　　  　　計画整合

　　　　　計画調整　　　

活性化事業計画提案 　

協議会

（会長・副会長･構成員）

運営委員会
（田原市・商工会・あつまるタウン田原）

ﾀｳﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ会議

田原市基本計画
検討委員会

田原市中心市街地基本計画

田原市

1 事業化検討組織を組成し、民間主体による活性化事業を事業化検討会議にて検討する

2 事業化検討会議で検討された事業の基本計画への反映可能性についてＴＭ会議にて検討

3 ＴＭ会議にて了承を得た事業計画について運営委員会（商工会・田原市・あつまる）にて調整

5 審議承認を得られた事業計画を田原市基本計画に意見具申をする

4 整合後の事業計画について活性化協議会において審議・検討を行う

事業化検討会議会議


