
令和４年８月

年度 回
開催年月日
開催場所

検討内容

・堺市中心市街地活性化協議会設立について

・協議会規約について

・平成１９年度事業計画（案）、予算（案）

・堺市中心市街地活性化基本計画の策定について

・平成１９年度事業報告、決算報告

・平成２０年度事業計画（案）、予算（案）

・堺市中心市街地活性化基本計画の策定について（骨子案）

・堺東イルミネーション２００８事業報告

・民間活性化事業の協議報告ならびに事業提案

・堺市中心市街地活性化基本計画策定スケジュール

・平成２０年度事業報告、決算報告

・平成２１年度事業計画（案）、予算（案）

・監事の補充選任について

・協議会規約の一部改正について

・平成２２年度事業報告、決算報告

・平成２３年度事業計画（案）、予算（案）

・協議会規約の一部改正について

・平成２３年度事業報告、決算報告

・平成２４年度事業計画（案）、予算（案）

・財団法人堺市都市整備公社の解散について（報告）

・中心市街地活性化基本計画の策定について（報告）

・財団法人堺市都市整備公社解散に伴う中心市街地活性化協議会

　事務局の変更等について（報告）

・平成２４年度事業報告、決算報告

・平成２５年度事業計画（案）、予算（案）

・堺東駅南地区市街地再開発事業について（報告)

・市民交流広場の整備について（報告）

・市民会館の建て替えについて（報告）

・堺市中心市街地活性化基本計画の進捗について（報告）

・堺市中心市街地活性化協議会委員の追加について

・堺市中心市街地活性化協議会の公開について

・堺市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について（報告）

・堺市中心市街地活性化協議会幹事会幹事の追加について（報告）

・合同ワーキンググループ会議等の開催状況について（報告）

・堺東駅周辺地域での各事業について（報告）

 　　堺市中心市街地活性化協議会の開催経過

平成２１年７月２３日
　　　（書面表決）

第４回

平成
１ ９
年度

平成１９年１１月３０日

ホテル第一堺
　　３階ノースの間

平成２０年８月２６日

堺商工会議所
　　２階大会議室

設立

第１回

第２回

第３回

平成２１年３月２７日

堺市民会館
　　４階小集会室

・平成２１年度事業報告、決算報告
・平成２２年度事業計画（案）、予算（案）

・協議会規約の一部改正について

平成２３年１０月３日
　　　（書面表決）

第６回
平成
２ ３
年度

第９回

・協議会規約の一部改正について
平成２５年３月２７日
　　　（書面表決）

第１０回

平成
２ ４
年度

平成２４年１０月１日
　　　（書面表決）

平成
２ ０
年度

平成
２ １
年度

平成２２年９月２８日
　　　（書面表決）

第５回
平成
２ ２
年度

第７回

平成２４年１２月１８日

堺市役所高層館２０階
　　第１特別会議室

第８回

平成２５年３月１８日
　　　（書面表決）

平成２５年８月２１日

堺市役所高層館２０階
　　第１特別会議室

第１１回

平成２６年３月１９日

堺市役所高層館２０階
　　第１特別会議室

第１２回

平成
２ ５
年度



年度 回
開催年月日
開催場所

検討内容

・平成２５年度事業報告、決算報告

・平成２６年度事業計画（案）、予算（案）

・堺市中心市街地活性化基本計画の進捗状況について

・堺市中心市街地活性化協議会委員の追加について

・平成２７年度事業報告、決算報告

・平成２８年度事業計画（案）、予算（案）

・空き店舗活用について

・堺市中心市街地活性化協議会幹事会幹事の追加について（報告）

・専門部会の設置について（報告）

・中心市街地での事業の進捗状況について（報告）

・堺市中心市街地活性化基本計画の変更について

・堺市中心市街地活性化協議会幹事会幹事の追加について（報告）

・専門部会の経過について（報告）

・堺市中心市街地活性化協議会委員の追加について

・平成２８年度事業報告、決算報告

・平成２９年度事業計画（案）、予算（案）

・堺市中心市街地活性化協議会幹事会幹事の指名について（報告）

・平成２８年度まちづくり部会の報告について（報告）

・中心市街地での事業について（その他）

・堺まちづくり株式会社について（その他）

・まちづくり部会の取組内容について（報告）

・「博愛ビル活用事業」について（報告)

・「堺桜彩イルミネーション事業」について（報告)

・堺市中心市街地活性化基本計画の変更について

・平成２９年度事業報告、決算報告

・平成３０年度事業計画（案）、予算（案）

・堺市中心市街地活性化協議会規約の一部改正について（報告）

・中心市街地での事業について（その他）

・情報提供（その他）

・堺市中心市街地活性化協議会規約の一部改正について

・堺市中心市街地活性化基本計画の変更について

・堺市中心市街地活性化協議会幹事会規程の一部改正について（報告）

・中心市街地での事業について（その他）

・情報提供（その他）

平成
２ ６
年度

平成
２ ７
年度

平成２６年７月２日
　
ダイワロイネットホテル
　　堺東１階会議室

第１３回

平成２８年７月２６日

堺市役所高層館１２階
　　　農業委員会室

第１６回

平成３１年２月１日

ダイワロイネットホテル
　　堺東１階会議室

第２１回

平成
３ ０
年度

平成
２ ８
年度

平成２９年１１月１３日

ダイワロイネットホテル
　　堺東１階会議室

第１９回

平成
２ ９
年度

平成２８年１０月３１日

ダイワロイネットホテル
　　堺東１階会議室

第１７回

平成２９年７月１８日

ダイワロイネットホテル
　　堺東１階会議室

第１８回

平成３０年７月１８日

ダイワロイネットホテル
　　堺東１階会議室

第２０回

・中心市街地の活性化に関する法律第１５条第９項に基づく堺市中心市街地
　活性化基本計画（案）に定める事項についての意見について

平成２６年９月３０日

ダイワロイネットホテル
　　堺東１階会議室

第１４回

・平成２６年度事業報告、決算報告
・平成２７年度事業計画（案）、予算（案）

平成２７年７月１４日

ダイワロイネットホテル
　　堺東１階会議室

第１５回



年度 回
開催年月日
開催場所

検討内容

・堺市中心市街地活性化協議会規約の一部改正について

・平成３０年度事業報告、決算報告

・令和元年度事業計画（案）、予算（案）

・堺市との間の協定について

・堺市中心市街地活性化協議会監事の交代について（報告）

・堺市中心市街地活性化協議会幹事会幹事の交代について（報告）

・中心市街地での事業について（その他）

・博愛ビル活用事業について（その他）

・堺市中心市街地活性化基本計画の変更について

・堺市中心市街地活性化協議会幹事会幹事の交代について（報告）

・堺市中心市街地活性化協議会幹事会副幹事長の交代について（報告）

・まちづくり部会の取組報告について

・中心市街地での事業について（その他）

・堺市中心市街地活性化協議会委員の交代について（報告）

・堺市中心市街地活性化協議会幹事会幹事の交代について（報告）

・堺市中心市街地活性化基本計画の変更及び内閣総理大臣認定

　について（報告）

・令和元年度事業報告、決算報告

・令和２年度事業計画（案）、予算（案）

・令和２年度事業報告、決算報告

・令和３年度事業計画（案）、予算（案）

・堺市中心市街地活性化協議会委員の交代について（報告）

・堺市中心市街地活性化協議会幹事会幹事の交代について（報告）

・中心市街地での事業について（堺東駅南地区第一種市街地再開発事業/

博愛ビル活用業/大浜体育館建替え（武道館併設）事業）

・堺市中心市街地活性化基本計画の取組等に対する意見について

・堺市中心市街地活性化基本計画の数値目標の結果について（報告）

・中心市街地での事業について（報告）

　「堺東駅南地区市街地再開発事業」、「市民会館建替え事業」

　「大浜体育館建替え（武道館併設）事業」、「博愛ビル活用事業」

・堺市中心市街地活性化協議会規約の一部改正について

・令和３年度事業報告、決算報告

・令和４年度事業計画（案）、予算（案）

・堺市中心市街地活性化協議会委員の交代について（報告）

・堺市中心市街地活性化協議会監事の交代について（報告）

・堺市中心市街地活性化協議会幹事会幹事の交代について（報告）

・堺・モビリティ・イノベーション－SMIプロジェクト－（その他）

・SMIプロジェクトにかかる市民意見募集資料（その他）

・（仮称）堺都心未来創造ビジョン方針（案）（その他）

令和３年６月２４日
（書面開催）

令和２年１月３０日

フェニーチェ堺
　　大スタジオ

第２３回

令和
元

年度

令和元年６月１８日

ダイワロイネットホテル
　　堺東１階会議室

第２２回

第２７回

令和４年６月２７日

フェニーチェ堺
３階文化交流室

令和
４

年度

・「堺イルミネーション2020」の共催による実施について

令和
２

年度

・堺市中心市街地活性化協議会規約改正について臨時
令和２年４月２４日
（書面開催）

第２４回
令和２年５月２７日
（書面開催）

臨時
令和２年１０月２３日
（書面開催）

第２６回
令和４年３月１８日
（書面開催）

令和
３

年度

第２５回


