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第２期大津市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所）

変 更 後 変 更 前

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項

［１］略

［２］具体的事業の内容

（１）～（４）略

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項

［１］略

［２］具体的事業の内容

（１）～（４）略

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項

［１］略

［２］具体的事業の内容

（１）～（４）略

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項

［１］略

［２］具体的事業の内容

（１）略

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

事業名、内容及び実施時期 実施主体
目標達成のための位置づけ

及び必要性

支援措置の内容

及び実施時期

その他

の事項

事業名：イルミネーション

事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

事業名：湖岸エリアアート

プロジェクト

（略）

（略） （略） （略） （略）

事業名：空き店舗再生支援

事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

事業名：まちなか交流館運

営事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項

［１］略

［２］具体的事業の内容

（１）～（４）略

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項

［１］略

［２］具体的事業の内容

（１）～（４）略

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体と

して行う居住環境の向上のための事業等に関する事項

［１］略

［２］具体的事業の内容

（１）～（４）略

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項

［１］略

［２］具体的事業の内容

（１）略

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

事業名、内容及び実施時期 実施主体
目標達成のための位置づけ

及び必要性

支援措置の内容

及び実施時期

その他

の事項

事業名：イルミネーション

事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

事業名：湖岸エリアアート

プロジェクト

（略）

（略） （略） （略） （略）

事業名：空き店舗再生支援

事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

事業名：まちなか交流館運

営事業

（略）

（略） （略） （略） （略）
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事業名：旧大津公会堂・情

報発信室活用事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

事業名：町家等活用事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

事業名：大津駅商業施設整

備事業

内容：大津駅舎内における

商業施設の整備

実施時期：

平成28年度～平成29年度

民間事業者 アジア諸国をはじめとする広域

の観光・交流を呼び込む集いの

場としての拠点機能を大津駅に

発現させるため、新たな商業施

設を整備する事業であり、「大

津駅前・湖岸を結ぶ機能の集

約・複合化」を目指す、中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。

支援措置の内

容：地域・まち

なか商業活性

化支援事業（中

心市街地再興

戦略事業）のう

ち先導的・実証

的事業

実施期間：平成

28 年度

（２）②～（４）略

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項

［１］略

［２］具体的事業の内容

（１）～（４）略

事業名：旧大津公会堂・情

報発信室活用事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

事業名：町家等活用事業

（略）

（略） （略） （略） （略）

新規追加

（２）②～（４）略

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項

［１］略

［２］具体的事業の内容

（１）～（４）略
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◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 ◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所
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９ [２]

（２）大津市中心市街地活性化協議会の活動経過（平成２８年５月末時点）

１）中心市街地活性化協議会

平成 20 年

１月 23 日 第１回協議会 協議会設立

２月 ８日 第２回協議会 基本計画の意見聴取

２月 22 日 第３回協議会 基本計画修正（案）確認

５月 １日 第４回協議会 平成 20 年度事業確認

７月 ３日 第５回協議会 事業進捗状況報告・確認

10 月 ３日 第６回協議会 事業進捗状況報告・確認、平成 21 年度事業確認

12 月 ４日 第７回協議会 事業進捗状況報告・確認、平成 21 年度補助金協議

平成 21 年

３月 10 日 第８回協議会 平成 20 年度事業成果報告、平成 21年度事業確認

６月 10 日 第９回協議会 平成 21 年度事業・協議会予算確認

９月 ９日 第 10 回協議会 平成 21 年度事業報告・確認

平成 22 年

１月 26 日 第 11 回協議会 大規模小売店舗立地法特例措置検討

３月 24 日 第 12 回協議会 平成 21 年度事業成果報告、平成 22 年度事業確認

７月 ７日 第 13 回協議会 事業進捗状況報告・確認

平成 23 年

３月 25 日 第 14 回協議会 平成 22 年度事業成果報告、平成 23年度事業確認

９月 ６日 第 15 回協議会 事業進捗状況報告・確認

平成 24 年

３月 26 日 第 16 回協議会 平成 23 年度事業成果報告、平成 24年度事業確認

６月 29 日 第 17 回協議会 事業進捗状況報告・確認、２期計画策定状況報告

９月 ４日 第 18 回協議会 事業進捗状況報告・確認、２期計画策定状況報告

11 月 27 日 第 19 回協議会 ２期計画（案）確認、策定スケジュール報告

平成 25 年

１月 16 日 第 20 回協議会 ２期計画（案）確認・意見照会

１月 25 日 第 21 回協議会 ２期計画（案）意見回答

３月 28 日 第 22 回協議会 平成 24 年度事業成果報告、平成 24年度会計報告、２期計画（案）確認

５月 ８日 第 23 回協議会 平成 24 年度会計報告、２期計画認定報告

７月 31 日 第 24 回協議会 平成 25 年度事業・協議会予算確認

平成 26 年

２月 10 日 第 25 回協議会 JR 大津駅利用者ニーズ調査報告

３月 27 日 第 26 回協議会 平成 25 年度事業成果・会計報告、平成 26 年度事業計画・予算確認

７月 24 日 第 27 回協議会 事業進捗状況報告・確認

12 月 22 日 第 28 回協議会 事業進捗報告・確認、２期計画変更（案）報告・確認

平成 27 年

３月 26 日 第 29 回協議会 平成 26 年度事業成果・会計報告、平成 27 年度事業計画・予算確認

８月 ５日 第 30 回協議会 平成 27 年度プロジェクト会議の編成、２期計画変更（案）報告・確認

平成 28 年

３月 25 日 第 31 回協議会 平成 27 年度事業成果・会計報告、平成 28 年度予算確認、

２期計画変更（案）報告・確認

９ [２]

（２）大津市中心市街地活性化協議会の活動経過（平成２８年１月末時点）

１）中心市街地活性化協議会

平成 20 年

１月 23 日 第１回協議会 協議会設立

２月 ８日 第２回協議会 基本計画の意見聴取

２月 22 日 第３回協議会 基本計画修正（案）確認

５月 １日 第４回協議会 平成 20 年度事業確認

７月 ３日 第５回協議会 事業進捗状況報告・確認

10 月 ３日 第６回協議会 事業進捗状況報告・確認、平成 21 年度事業確認

12 月 ４日 第７回協議会 事業進捗状況報告・確認、平成 21 年度補助金協議

平成 21 年

３月 10 日 第８回協議会 平成 20 年度事業成果報告、平成 21年度事業確認

６月 10 日 第９回協議会 平成 21 年度事業・協議会予算確認

９月 ９日 第 10 回協議会 平成 21 年度事業報告・確認

平成 22 年

１月 26 日 第 11 回協議会 大規模小売店舗立地法特例措置検討

３月 24 日 第 12 回協議会 平成 21 年度事業成果報告、平成 22 年度事業確認

７月 ７日 第 13 回協議会 事業進捗状況報告・確認

平成 23 年

３月 25 日 第 14 回協議会 平成 22 年度事業成果報告、平成 23年度事業確認

９月 ６日 第 15 回協議会 事業進捗状況報告・確認

平成 24 年

３月 26 日 第 16 回協議会 平成 23 年度事業成果報告、平成 24年度事業確認

６月 29 日 第 17 回協議会 事業進捗状況報告・確認、２期計画策定状況報告

９月 ４日 第 18 回協議会 事業進捗状況報告・確認、２期計画策定状況報告

11 月 27 日 第 19 回協議会 ２期計画（案）確認、策定スケジュール報告

平成 25 年

１月 16 日 第 20 回協議会 ２期計画（案）確認・意見照会

１月 25 日 第 21 回協議会 ２期計画（案）意見回答

３月 28 日 第 22 回協議会 平成 24 年度事業成果報告、平成 24年度会計報告、２期計画（案）確認

５月 ８日 第 23 回協議会 平成 24 年度会計報告、２期計画認定報告

７月 31 日 第 24 回協議会 平成 25 年度事業・協議会予算確認

平成 26 年

２月 10 日 第 25 回協議会 JR 大津駅利用者ニーズ調査報告

３月 27 日 第 26 回協議会 平成 25 年度事業成果・会計報告、平成 26 年度事業計画・予算確認

７月 24 日 第 27 回協議会 事業進捗状況報告・確認

12 月 22 日 第 28 回協議会 事業進捗報告・確認、２期計画変更（案）報告・確認

平成 27 年

３月 26 日 第 29 回協議会 平成 26 年度事業成果・会計報告、平成 27 年度事業計画・予算確認

８月 ５日 第 30 回協議会 平成 27 年度プロジェクト会議の編成、２期計画変更（案）報告・確認


