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〓 平成２４年度 事業報告 〓 
 ■自：平成２４年４月１日 ～ ■至：平成２５年３月３１日  

 

【通常総会・監査会】 

開 催 月 日 開  催  内  容 開催場所 出席者数 

H24. 4.25 
【監査会】 

① 収支決算監査 
当所 ４名 

 

 5.7 
 

【総 会】 

①平成２３年度事業報告の件 

②平成２３年度収支決算報告の件 

③平成２４年度事業計画（案）の件 

④平成２４年度収支予算（案）の件 

【講 演】 

 ＜テーマ＞ 

  元気が出る商店街 

 ＜講 師＞ 

  商業ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 小柳 剛照 氏 

ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ

３階 

「雲水峰」 

２５名 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会議関係】 

開 催 月 日 開  催  内  容 開催場所 出席者数 

H24. 4.15 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 当所 ２２人 

4.26 

【元気応援！!郡山わくわくﾌｪｽﾀ実行委員会】 

(1) H24事業計画（案）予算（案） 

(2) 役員選出  

当所 １９人 

5.18 

【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 

（2）まちなか綱引き合戦について 

まざっせ 

プラザ 
２５人 

6.21 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 当所 ２３人 
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開 催 月 日 開  催  内  容 開催場所 出席者数 

7.17 

【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 

（2）「整備された公共無線 LANがもたらす中心

市街地活性化」について 

（郡山情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校学生） 

当所 ３１人 

7.24 

【まちなか音ステージ実行委員会】  

(1)事業概要及び収支予算書（案）の件 

(2)実行委員会会則の件 

(3)平成２４年度実行委員会委嘱の件 

当所 １６人 

8.9 

【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

(1)「まちなかの日」事業について 

（2）まちなか宝さがし合戦について 

まざっせ 

プラザ 
１９人 

9.20 

【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

(1)「まちなかの日」事業について 

（2）まちなかフェアについて 

当所 ２１人 

10.17 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 当所  ２１人 

11.12 

【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 

（2）まちなか縄跳び合戦・ﾊﾞﾄﾙｽﾋﾟﾘｯﾂｶｰﾄﾞ合

戦について 

当所 ３２人 

12.18 

【まちなか音ステージ まちなかミュージック

コンテスト審査会】 

(1) 事業報告・経過説明 

(2) 音源審査及び映像上映 

(3) グランプリ選出 

FMふくしま ９人 

12.19 

【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 

（2）「まちなか循環バス」について 

（福島交通・郡山市総合交通政策課） 

当所 ２５人 

H25. 1.17 

【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 

（2）まちなか鍋合戦について 

当所 ２５人 

2.8 

【まちなか音ステージグランプリ受賞式】 

(1)まちなかミュージックコンテスト 

グランプリ受賞式 

新酒まつり

郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ 

ｱﾈｯｸｽ 

８００人 

2.18 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 当所 １７人 

3.19 
【中心部商店街と関係団体との懇談会】 

 (1)「まちなかの日」事業について 当所 １９人 
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イベント 開催場所 開催風景

４月 まざっせアーケット～夜桜を楽しもう～ まざっせプラザ

まざっせアーケット～春のうまいもの市～ まざっせプラザ

おおまち笑・show・商 大町商店街

こおりやまおもちゃフェスティバル うすい百貨店

まちなか綱引き合戦 なかまち夢通り

元気応援!!わくわくフェスタ なかまち夢通り

まざっせアーケット～おやつ大集合～ まざっせプラザ

おおまち笑・show・商 大町商店街

ＲＡＫＵＢＡＲＩ チャレンジショップ

ふだん着のコンサート まざっせプラザ

まちなかうたふく 西口広場ほか

まざっせアーケット～キラキラ七夕まつり～ まざっせプラザ

おおまち笑・show・商 大町商店街

ＲＡＫＵＢＡＲＩ チャレンジショップ

ＦＬＯＷＥＲ　ＳＨＯＷ 駅前大通商店街

８月 まざっせアーケット～花火の時間～ まざっせプラザ

５月

６月

7月

【事業関係】 

１． まちなかの日 

毎月第１日曜日に中心部商店街（中町、駅前、大町など）と関係団体が一

斉かつ面的にまちなかで合同イベントを継続的に開催することにより、中心

市街地の賑わい創出を図る事業。イベント開催にあたり、各団体のイベント

をとりまとめ、一元化し、情報を発信する。平成２１年から実施。 

当協議会では、『合戦シリーズ』①鍋合戦②綱引き合戦③縄跳び合戦④宝

さがし合戦⑤バトルスピリッツカード合戦を企画し、多くの親子連れに参加

いただいている。 
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まちなか宝さがし合戦 中心市街地各所

まざっせアーケット～小さい秋みつけた～ まざっせプラザ

おおまち笑・show・商（雨天中止） 大町商店街

まちなか音ステージ なかまち夢通り・駅なか　ほか

郡山秋の味覚まつり なかまち夢通り

おおまち笑・show・商 大町商店街

まざっせアーケット まざっせプラザ

北海道物産展 うすい百貨店

鉄道まつり 郡山駅西口広場

ウィンターフェスティバル なかまち夢通り

まざっせアーケット まざっせプラザ

おおまち笑・show・商 大町商店街

奥州街道こおりやま光の回廊プロジェクト まちなか各所

まちなか縄跳び合戦 なかまち夢通り

バトルスピリッツカード合戦 駅前大通り会館

まざっせアーケット まざっせプラザ

１月 まざっせアーケット まざっせプラザ

まちなか鍋合戦 まちなか各所

まざっせアーケット まざっせプラザ

３月 まざっせアーケット まざっせプラザ

１２月

２月

９月

１０月

１１月
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２．うねめプラザ  
 

中心市街地の情報発信拠点“まざっせプラザ”を利用し、郡山市を含む県中

地域の情報を発信するとともに、まつり期間中、思い思いの色を塗ってオリジ

ナルうちわを作る“ぬりえ DE うねめ”や海老根伝統手漉和紙を使用して作る

“うちわ DE うねめ”コーナーと歴代のミス采女の時代衣装や制服などを展示

する「うねめまつりなつかし展」を開設。たくさんの親子連れなどで賑わった。

また、毎月第一日曜日に開催している「まちなかの日」のＰＲをした。 

 

【開設期間】 平成２４年８月３日（金）・４日（土） 

１０：００～２０：３０ 

【開設場所】 まざっせプラザ（郡山市駅前大通り沿い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□内 容 

【展示コーナー】 

「うねめまつりなつかし展」 

歴代のミス采女の時代衣装や制服などを展示 

「安積山の歌木簡レプリカ展」 

市内の中学生が作成した木簡レプリカを展示 

【体験ブース】   

①うちわ deうねめ 

中田町の海老根伝統手漉き和紙を使ってオリジナルうちわを作成。親子で楽しく作

る姿が見うけられた。 

 

郡
山
駅

駅前大通り

菊屋茶舗

ビューホテルアネックス

“まざっせプラザ”

奥
州
街
道

ﾁｬﾚﾝｼﾞ
ｼｮｯﾌﾟ
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②ぬりえ deうねめ 

思い思いの色にうちわの采女ちゃんを染める体験コーナー。幼稚園から小学生低学

年のお子さんがたくさん参加した。 

 

③ 安積山の歌木簡づくり 

「安積山影さへ見ゆる山の井の浅き心をわが思わなくに」の歌を木の板に書き写し

てオリジナル木簡レプリカを作成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．郡山秋の味覚まつり（まちなかフェア） 

郡山市内に在る豊富な観光資源・特産物等を集め、中心市街地から発信

することで、商品の告知機会創出と、ブランド力の向上を図った。 

 

【実施期間】 平成２４年１０月６日（土）・７日（日） 

【実施場所】 なかまち夢通り 

【実施内容】  

◆農産物・特産品（加工品）等の販売 

○新鮮高原野菜（布引大根、高原キャベツ）、はちみつ、梨、アイスク

リーム等 

◆飲食コーナー 

○湖南高原そば 

 「ざるそば」や「かけそば」を提供し、爽やかな秋空の下、子供から

年配の方まで召し上がる光景が見られた。 

○かりんとう、コロッケ、チヂミ等 

◆まちなか抽選会 

  まちなかフェアで商品を購入された方と同日開催「まちなか音ステ

ージ」演奏会場を巡るスタンプラリー参加者が対象。 

○賞品：ｽﾊﾟﾘｿﾞｰﾄﾊﾜｲｱﾝｽﾞﾁｹｯﾄ、特産品など 

うちわ deうねめ ぬりえ deうねめ 安積山の歌木簡ﾚﾌﾟﾘｶ展示 
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№ 事業所名 販売・展示品目

1 湖南町 小椋物産 物販 生しいたけ・乾燥しいたけ

2 湖南町 わらい家 物販 かりんとう・豆みそ・瀬戸物各種・どぶろく

3 湖南町 浜路そば道場 飲食 高原そば

4 湖南町 ㈲湖南精肉店 飲食 手作り餃子・メンチカツ・かりんとう・からし味噌

5 富久山町 ㈲浜翔 飲食 おにぎり、おこわ、いそべ焼き

6 安積町 三本木養蜂園 物販 はちみつ

7 安積町 ㈱アイテック「ブルーベリー物語」 物販
ブルーベリーバニラアイスクリーム
ブルーベリーアイスシャーベット

8 熱海町 熱海町商工会 物販 梨

9 大槻町 韓国料理　ソナタ 飲食 チヂミ、トッポキ、キムチ

 

□出店者 
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４．クリスマスツリーロードプロジェクト 2012 

地元の児童たちが装飾したクリスマスツリーを駅前に設置することで参

加した児童と家族をはじめ、広く市民にまちなかに繰り出していただき、

ビッグツリーページェントフェスタなど年末の催事との相乗効果によるク

リスマスのまちなか賑い創出を目指し、大震災からの復興の一助となるこ

とを願い実施しました。 

 

【設置期間】 平成２４年１２月１日（土）～２５日（火） 

【設置場所】 郡山駅前大通り 

【協力学校】 金透小学校、小原田小学校、橘小学校、赤木小学校、薫小学校、 

※もみの木は那須のキャンドルハウス・シュシュ様にご提供いただきました。 
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No. 場所 作品名 小学校名

1 チケットプラザ みんななかよし　ゆめツリー　２年生 小原田小学校

2 草野貴金属店 オリジナルツリー　１年４組 小原田小学校

3 会議所駅前大通会館 みんななかよし　ふわふわツリー　わかば学級 小原田小学校

4 清水台薬局 パワー全開　元気いっぱい　がんばろう！ 橘小学校

5 ビューホテルアネックス きらきらゆめツリー　１年２組 小原田小学校

6 WingGarden どうぶつツリー　１年３組 小原田小学校

7 つたや １ねん　きらりん☆ツリー 赤木小学校

8 エリート店舗センター Color　４年生 薫小学校

9 ミラージュ 第３学年 薫小学校

10 駅前郵便局 １年１組　ゆめのなかよしキラキラツリー 小原田小学校

11 さとうやビル 第５学年 薫小学校

12 野田呉服店 なかよし１ねん 薫小学校

13 アイハウス あしたもげんきに学校へいこう！！　１年生 橘小学校

14 寿泉堂クリニック ホワイトクリスマスツリー 金透小学校

15 郡中丸木リーシング ハピネスツリー 金透小学校

16 パナマボーイ 第３学年　未来へ羽ばたけ、夢ツリー 橘小学校

17 ギャラリー観民芸サトウ ２年生　明日に向かってジャンプ 薫小学校

18 シミズヤビル 雪のビッグツリー 薫小学校

19 新月鮨 GOGO　５年　元気ツリー 赤木小学校

20 三万石本店 金透にぎやかクリスマスツリー 金透小学校

21 文化サロン ４年　なかよしツリー 赤木小学校

22 おいしい大賞 ２年　きらきらツリー 赤木小学校

23 ジョイ美容室 ４年　ひびけ！６７のジングルベル 橘小学校

24 まざっせ郡山 ６年　スマイルMAX！ハッピークリスマス 橘小学校

25 郡山住宅情報 ２年　ぼく・わたしが笑顔になる時 橘小学校

26 倉野屋 もりだくさんツリー 金透小学校

27 菊屋茶舗 のびのびクリスマスツリー 赤木小学校

28 ホテルクラウンヒルズ ６年　AKAGI　DX 赤木小学校

29 郡山商工会議所 ゴールデンツリー 金透小学校

30 郡山商工会議所 Dream　Future　Tree 金透小学校

クリスマスツリーロードプロジェクト2012『作品一覧』
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５．まちなかＷｉ-ｆｉ（電子スタンプラリー）事業 
郡山高度情報化システム研究会と協力して実施。今後のイベントへの活

用にむけての実験的な試み。 

２月まちなかの日「まちなか鍋合戦」に合わせ、鍋販売会場３カ所に店

舗向け広域無線ＬＡＮ（Ｗｉ-ｆｉ）アクセスポイント「光ステーション（Ｎ

ＴＴ東日本）」を設置。スマートフォンやタブレットなどの通信端末から接

続し、スタンプを集めながら、まちなかを回遊していただき、完歩した方

には景品を贈呈した。ポータルサイト内では、お気に入り鍋の投票やアン

ケートや動画の配信などの情報を提供した。また、会場に通信端末「光 i

フレーム」を設置し、自由にお気に入りの鍋投票やアンケートに参加いた

だいた。 

【実施期間】 平成２５年２月３日（日）11：00～14：00 

【設置箇所】 チャレンジショップ、ワシントンホテル、まざっせプラザ 

【ｱ ｸ ｾ ｽ 数】 光ステーションアクセス数１３１件 

              光 iフレームからのアンケート回答数７３件 

 

６．郡山地域ブランド化事業 

郡山市のイメージキャラクター活用制度を利用して「がくとくん」をパ

ッケージに描いたアイスクリーム「ブルーベリー物語」（㈱アイテック）を

完成。有償の商品では初めて。がくとくんを広告塔に郡山をアピール。 

 

７．まちなかサポーター（仮称）事業 
１０月６・７日に開催した「まちなかフェア」にて、日大工学部・郡山

情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校・国際ｱｰﾄ＆ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校の学生が、イベントのＭＣ

など運営ボランティアスタッフとして参加した。 

光 iフレームで投票 がくとくん印のアイス ボランティアスタッフ 
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７．情報発信の強化 
イベントを開催する際、従来行っていたチラシ・新聞・ＨＰ告知のほか、

新たに twitter や facebookなどＳＮＳを利用して情報発信に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【共催事業 関係】 

①世界ベンチイス創作コンテスト 

 □募集期間 ：平成２４年 ６月 １日（金）～ ７月１７日（金） 

□審査会：平成２４年 ９月 ５日（水）〔第一次審査〕 場所：郡山商工会議所 

１１月２３日（金）〔最終審査会〕 場所：ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾚｯﾄ福島  

□表彰式・引渡し式：１１月２３日（金） 場所：ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾚｯﾄ福島 

□入 賞：グランプリ 「リズミカルな抑揚」（愛知県・中村恵さん） 

準グランプリ「yurara」（山形県・鈴木彩水さん） 

第３位   「Long Long NOTE」（東京都・保坂美有さん）  

 □内 容：都市の魅力向上と中心市街地に安らぎ・憩い・潤いなどを感じてもらい、交

流人口増加を目的に、「音と音楽」をテーマに創作ベンチ・イスのデザインを

募集。国内外から１２６点の応募があった。ビッグパレット福島での最終審

査会で各賞を決定した。入選作品３点のベンチを中心市街地や公共施設など

に設置する予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
リズミカルな抑揚 yurara 
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②『郡山うねめまつり 電飾広告看板』設置 

 □期 間：平成２４年７月２６日(木)～８月４日(土) 

 □内 容：うねめプラザ及び「まちなかの日」事業をＰＲ 

 

③『ゆかたＤＥうねめコンテスト』ゆかた販促事業 

 □期 間：平成２４年８月３日(金)・４日(土) 

□場 所：郡山駅西口駅前広場 特設会場 

         

 

 

 

 

         

 

 

 

 

④郡山コンベンションビューロー『郡山エリア観光地研修会』 

 □期 間：平成２４年９月１９日（水） 

 □場 所：大安場古墳・高柴デコ屋敷ほか  

 □内 容：市内の観光名所を伝えられる観光案内人になれるよう「大安場古墳」や「田

村神社」など観光資源を巡る研修会を実施。 

 

⑤『まちなか音ステージ』 

 □期 間：平成２４年１０月６日（土）７日（日） 

□場 所：中心市街地５箇所 

うすい百貨店前／ウィングガーデン前／まざっせプラザ前 

アティ郡山前／郡山駅西口広場 

 □内 容：中心市街地から「音楽都市郡山」を発信する「まちなか音ステージ」は、中

心市街地の５箇所のステージを会場に、クラシック・ゴスペル・アコーステ

ィックなどの演奏者（５３団体１８１人）が参加して実施。２日間に渡り音

楽と若者が集う活力ある郡山を中心市街地から発信した。 

第８回まちなかミュージックコンテストグランプリ：音かなえ亮品店  

 

 

 

 

 

 

 

 

電飾広告看板 ゆかた deうねめコンテスト 
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⑥『東日本大震災復興市民総決起大会』 

  □期 間：平成２４年１１月２６日(月) 

  □場 所：ホテルはまつ 

  □内 容：「築こう元気な“こおりやま”」を合言葉に復興提言と大会決議を採択。 

 

⑦『ビッグツリーページェント・フェスタ IN KORIYAMA』 

 □期 間：平成２４年１１月３０日（金）～平成２５年２月１４日（木） 

□場 所：郡山駅西口中央広場 

□内 容：広場を彩った「がくとくん」や「おんぷちゃん」、「光の扉」などのほか、前

半はクリスマスイメージ、後半はバレンタインをイメージした装飾を展開。

音楽イベントやバレンタインイベントとの相乗効果で、期間中県内外から多

くの来場者があり、中心市街地の活性化に寄与した。  

(1)広場立木・植栽、建物、グリーンの扉などへのイルミネーション 

①オープニングセレモニー・点灯式（11月 30日(金)） 

②約２０万球のＬＥＤを装飾 

(2)音楽イベントを３回開催（12月 21日(金)1月 11日(金) 2月 14日(木)） 

合唱、クラシック、アコースティックなど７団体が参加 

       (3) バレンタインイベント（2月 14日(木)） 

「郡山の中心で大声で愛を叫ぶ」ステージ上で大声で、パートナーや想い

を寄せる人、家族などに日頃思っていること、震災復興への思いなどを 

大声で叫んでもらう。江崎グリコの提供によりバレンタインのお菓子をプ

レゼント。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧郡山コンベンションビューロー『新春コンベンションセミナー』 

 □期 間：平成２５年１月２９日（金） 

 □場 所：郡山ビューホテルアネックス 

 □講 師：華道家元池坊総務所事務総長 池坊雅史氏「池坊華道会のおもてなし」 

 

 

点灯式 郡山の中心で大声で愛を叫ぶ 
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