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守山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］ 

（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 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

守山市立図書館整備事業 

◎事業内容 

図書館の整備 

■実施時期 

H30年度 

守山市 【位置付け】 

文化・芸術の拠点として多世代

の利用が活発になると共に、文

化芸術交流の質的向上が図れる

よう、図書館の再整備を行う。 

【必要性】 

文化機能等の強化のために必要

な事業である。 

●支援措置 

中心市街地再

活性化特別対

策事業 

■実施時期 

H30年度 

 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

守山市立図書館整備事業 

◎事業内容（再掲） 

図書館の整備 

■実施時期 

H25～30年度 

守山市 【位置付け】 

文化・芸術の拠点として多世代

の利用が活発になると共に、文

化芸術交流の質的向上が図れる

よう、図書館の再整備を行う。 

【必要性】 

文化機能等の強化のために必要

な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備事

業） 

■実施時期 

H25～29年度 

 

 

（３）略 

（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］ 

（１）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］ 

（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 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

    

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

守山市立図書館整備事業 

◎事業内容 

図書館の整備 

■実施時期 

H25～30年度 

守山市 【位置付け】 

文化・芸術の拠点として多世代

の利用が活発になると共に、文

化芸術交流の質的向上が図れる

よう、図書館の再整備を行う。 

【必要性】 

文化機能等の強化のために必要

な事業である。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備事

業） 

■実施時期 

H25～29年度 

 

 

（３）略 

（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］ 

（１）略 
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（２）①略 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内

容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

中山道の街並み整備事業 

◎事業内容 

中山道の街並みに合致し

た修景整備に対して助成

する 

■実施時期 

H20～H34年度 

 

守山市 【位置付け】 

中山道守山宿等地区計画区域内

の沿道に面した建築物等におい

て、地区計画及び施工基準に適合

した修景整備を行った場合に助

成し、中山道の歴史的な建造物や

中山道守山宿らしい風情ある景

観を保全・再生する事により、市

民が誇りを持てる環境形成を図

る。 

【必要性】 

景観・環境等に配慮したまちづく

りの推進のために必要な事業で

ある。 

●支援措置 

社会資本整備

総 合 交 付 金

（都市再生整

備 計 画 事 業

（守山市南部

地区） 

■実施時期 

H26～29年度 

 

●支援措置 

社会資本整備

総 合 交 付 金

（都市再生整

備 計 画 事 業

（守山市南部

（第 2 期）地

区） 

■実施時期 

H30～34年度 

 

 

●支援措置 

都市再生整

備計画事業

（守山市市

街地地区） 

■実施時期 

H20～21年度 

 

●支援措置 

社会資本整

備総合交付

金（都市再生

整備計画事

業（守山市南

部地区） 

■実施時期 

H22～25年度 

 

 

 

（３）略 

（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、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案

内士育成等事業その他の経済活力の向上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）～（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］略 

（１）～（４）略 

 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 ※図表（略） 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

（２）①略 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内

容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

中山道の街並み整備事業 

◎事業内容 

中山道の街並みに合致し

た修景整備に対して助成

する 

■実施時期 

H20～H34年度 

 

守山市 【位置付け】 

中山道守山宿等地区計画区域内

の沿道に面した建築物等におい

て、地区計画及び施工基準に適合

した修景整備を行った場合に助

成し、中山道の歴史的な建造物や

中山道守山宿らしい風情ある景

観を保全・再生する事により、市

民が誇りを持てる環境形成を図

る。 

【必要性】 

景観・環境等に配慮したまちづく

りの推進のために必要な事業で

ある。 

●支援措置 

社会資本整備

総 合 交 付 金

（都市再生整

備 計 画 事 業

（守山市南部

地区） 

■実施時期 

H26～29年度 

●支援措置 

都市再生整

備計画事業

（守山市市

街地地区） 

■実施時期 

H20～21年度 

 

●支援措置 

社会資本整

備総合交付

金（都市再生

整備計画事

業（守山市南

部地区） 

■実施時期 

H22～25年度 

 

 

 

 

 

（３）略 

（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、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案 

内士育成等事業その他の経済活力の向上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）～（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］略 

（１）～（４）略 

 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 ※図表（略） 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 
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［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

 年 月 日 議 事 内 容 

1 平成 20年 11月 20日 
・中心市街地活性化協議会設置規約（案）承認について 
・中心市街地活性化協議会役員選任について 
・中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況について 

2 平成 20年 12月 12日 ・中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見について 

3 平成 21年 4月 20日 

・認定中心市街地活性化基本計画について 
・守山市が取り組む中心市街地活性化事業の概ねのスケジュールについて 
・平成 20年度事業報告 
・平成 21年度活動方針（案）並びに収支予算（案）について 

4 平成 21年 10月 29日 

・平成 21年度中心市街地活性化事業の中間報告と今後の取り組みについて 
・まちづくり会社「㈱みらいもりやま２１」経過並びに事業報告 
・タウンマネージャーの決定について 
・調査、研修事業「近畿中心市街地活性化ネットワーク研究会」について 
・先進地視察研修会の実施について 

5 平成 22年 2月 19日 
・中心市街地活性化事業の取り組みについて 
・中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・中心市街地活性化協議会研修について 

6 平成 22年 7月 6日 
・平成 21年度事業報告及び会計報告について 
・平成 22年度事業計画（案）及び予算（案）について 
・中心市街地活性化事業の取り組みについて 

7 平成 22年 11月 12日 
・歴史文化拠点の整備方針について 
・中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・中心市街地活性化事業等の取り組みについて 

8 平成 23年 10月 27日 
・平成 22年度事業報告及び会計報告について 
・平成 23年度事業計画（案）及び予算（案）について 
・中心市街地活性化事業の取り組みについて 

9 平成 24年 3月 16日 

・平成 23年度予算執行見込及び平成 24年度予算見込について 
・中心市街地活性化事業の取り組みについて 
・主な事業の取り組みについて 
・中心市街地活性化協議会事務局支援事業について 

10 平成 24年 5月 25日 

・平成 23年度収支決算及び平成 24年度予算（案）について 
・中心市街地活性化事業の取り組みについて 
・中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・主な事業の取り組みについて 

11 平成 25年 2月 19日 

・平成 24年度予算執行見込及び平成 25年度予算（案）について 
・中心市街地活性化事業の取り組みについて 
・中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・今後の中心市街地活性化の取り組みについて 

12 平成 25年 4月 26日 

・平成 24年度収支決算及び平成 25年度予算（案）について 
・中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・中心市街地活性化事業の取り組みについて 
・主な事業の取り組みについて 

13 平成 25年 8月 20日 
・今後の取り組み方針について 
・中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・中心市街地活性化事業の取り組みについて 

14 平成 25年 11月 21日 
・中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・中心市街地活性化事業の今後の取り組み方針について 

15 平成 26年 5月 27日 
・平成 25年度収支決算及び平成 26年度予算（案）について 
・新計画の取り組み概要について 

16 平成 26年 8月 27日 
・新計画（案）について 
・ＪＲ守山駅周辺地区活性化整備計画策定の取り組みについて 
・県立成人病センターへの協議会オブザーバーの就任依頼及び今後の構成員について 

17 平成 27年 1月 23日 

・ＪＲ守山駅周辺地区活性化整備計画について 
・第１期守山市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・第２期守山市中心市街地活性化基本計画（案）について 
・守山市中心市街地活性化協議会構成員の見直しについて 

18 平成 27年 5月 12日 
・平成 26年度収支決算および平成 27年度予算(案)について 
・第 1期守山市中心市街地活性化基本計画の総括および今後の取り組みについて 
・守山駅前の顔づくり事業（近江鉄道ビル建て替え事業）について 

［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

 年 月 日 議 事 内 容 

1 平成 20年 11月 20日 
・中心市街地活性化協議会設置規約（案）承認について 
・中心市街地活性化協議会役員選任について 
・中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況について 

2 平成 20年 12月 12日 ・中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見について 

3 平成 21年 4月 20日 

・認定中心市街地活性化基本計画について 
・守山市が取り組む中心市街地活性化事業の概ねのスケジュールについて 
・平成 20年度事業報告 
・平成 21年度活動方針（案）並びに収支予算（案）について 

4 平成 21年 10月 29日 

・平成 21年度中心市街地活性化事業の中間報告と今後の取り組みについて 
・まちづくり会社「㈱みらいもりやま２１」経過並びに事業報告 
・タウンマネージャーの決定について 
・調査、研修事業「近畿中心市街地活性化ネットワーク研究会」について 
・先進地視察研修会の実施について 

5 平成 22年 2月 19日 
・中心市街地活性化事業の取り組みについて 
・中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・中心市街地活性化協議会研修について 

6 平成 22年 7月 6日 
・平成 21年度事業報告及び会計報告について 
・平成 22年度事業計画（案）及び予算（案）について 
・中心市街地活性化事業の取り組みについて 

7 平成 22年 11月 12日 
・歴史文化拠点の整備方針について 
・中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・中心市街地活性化事業等の取り組みについて 

8 平成 23年 10月 27日 
・平成 22年度事業報告及び会計報告について 
・平成 23年度事業計画（案）及び予算（案）について 
・中心市街地活性化事業の取り組みについて 

9 平成 24年 3月 16日 

・平成 23年度予算執行見込及び平成 24年度予算見込について 
・中心市街地活性化事業の取り組みについて 
・主な事業の取り組みについて 
・中心市街地活性化協議会事務局支援事業について 

10 平成 24年 5月 25日 

・平成 23年度収支決算及び平成 24年度予算（案）について 
・中心市街地活性化事業の取り組みについて 
・中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・主な事業の取り組みについて 

11 平成 25年 2月 19日 

・平成 24年度予算執行見込及び平成 25年度予算（案）について 
・中心市街地活性化事業の取り組みについて 
・中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・今後の中心市街地活性化の取り組みについて 

12 平成 25年 4月 26日 

・平成 24年度収支決算及び平成 25年度予算（案）について 
・中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・中心市街地活性化事業の取り組みについて 
・主な事業の取り組みについて 

13 平成 25年 8月 20日 
・今後の取り組み方針について 
・中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・中心市街地活性化事業の取り組みについて 

14 平成 25年 11月 21日 
・中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・中心市街地活性化事業の今後の取り組み方針について 

15 平成 26年 5月 27日 
・平成 25年度収支決算及び平成 26年度予算（案）について 
・新計画の取り組み概要について 

16 平成 26年 8月 27日 
・新計画（案）について 
・ＪＲ守山駅周辺地区活性化整備計画策定の取り組みについて 
・県立成人病センターへの協議会オブザーバーの就任依頼及び今後の構成員について 

17 平成 27年 1月 23日 

・ＪＲ守山駅周辺地区活性化整備計画について 
・第１期守山市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・第２期守山市中心市街地活性化基本計画（案）について 
・守山市中心市街地活性化協議会構成員の見直しについて 

18 平成 27年 5月 12日 
・平成 26年度収支決算および平成 27年度予算(案)について 
・第 1期守山市中心市街地活性化基本計画の総括および今後の取り組みについて 
・守山駅前の顔づくり事業（近江鉄道ビル建て替え事業）について 
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・分科会（商店街ワークショップ）について 
・セルバ守山地下施設整備事業フォローアップについて 

19 平成 27年 10月 15日 

・近江鉄道株式会社 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画認定申請について 
・守山市中心市街地活性化基本計画の一部変更および火まつり交流館整備事業について 
・視察研修会（案）について 
・守山一里塚活性協議会について 
・健康・医学を考える事業について 
・もりやまバルについて 

20 平成 28年 2月 26日 

・平成 28年度事業計画及び予算（案）について 
・中心市街地活性化基本計画における民間事業の取り組みについて 
・ルシオールアートキッズフェスティバルについて 
・視察研修会について 
・中山道賑わい創出事業について 

21 平成 28年 8月 30日 

・平成 27年度決算について 
・守山市中心市街地活性化基本計画の変更について 
・中心市街地商業活性化診断・サポート事業（プロジェクト型）申請について 
・中心市街地活性化基本計画における民間事業等の取り組みについて 
・公益社団法人守山青年会議所からの活動報告について 
・ココカラフェス開催について 

22 平成 29年 2月 28日 

・平成 28年度事業計画及び予算（案）について 
・第２期中心市街地活性化基本計画における民間事業等の進捗について 
・健康と・予防医学を考える事業「ココカラＦｅｓ」について 
・勝部自治会火まつり交流館事業について 
・守山市中心市街地活性化基本計画の変更について 
・美賀未来ビル建て替え事業について 

23 平成 29年 6月 7日 

・平成 28年度収支決算について 
・守山市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・第２期中心市街地活性化基本計画の事業進捗について 
・健康と予防・医学を考える「ココカラ Fes」について 
・勝部自治会火まつり交流館整備事業について 

24 平成 30年２月 28日 
・平成 30年度事業計画及び予算（案）について 
・第２期中心市街地活性化基本計画における民間事業等の進捗について 
・全国中山道宿場会議守山宿大会について 

25 平成 30年８月 24日 ・守山市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
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・分科会（商店街ワークショップ）について 
・セルバ守山地下施設整備事業フォローアップについて 

19 平成 27年 10月 15日 

・近江鉄道株式会社 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画認定申請について 
・守山市中心市街地活性化基本計画の一部変更および火まつり交流館整備事業について 
・視察研修会（案）について 
・守山一里塚活性協議会について 
・健康・医学を考える事業について 
・もりやまバルについて 

20 平成 28年 2月 26日 

・平成 28年度事業計画及び予算（案）について 
・中心市街地活性化基本計画における民間事業の取り組みについて 
・ルシオールアートキッズフェスティバルについて 
・視察研修会について 
・中山道賑わい創出事業について 

21 平成 28年 8月 30日 

・平成 27年度決算について 
・守山市中心市街地活性化基本計画の変更について 
・中心市街地商業活性化診断・サポート事業（プロジェクト型）申請について 
・中心市街地活性化基本計画における民間事業等の取り組みについて 
・公益社団法人守山青年会議所からの活動報告について 
・ココカラフェス開催について 

22 平成 29年 2月 28日 

・平成 28年度事業計画及び予算（案）について 
・第２期中心市街地活性化基本計画における民間事業等の進捗について 
・健康と・予防医学を考える事業「ココカラＦｅｓ」について 
・勝部自治会火まつり交流館事業について 
・守山市中心市街地活性化基本計画の変更について 
・美賀未来ビル建て替え事業について 

23 平成 29年 6月 7日 

・平成 28年度収支決算について 
・守山市中心市街地活性化基本計画の一部変更について 
・第２期中心市街地活性化基本計画の事業進捗について 
・健康と予防・医学を考える「ココカラ Fes」について 
・勝部自治会火まつり交流館整備事業について 

 新規追加  

 新規追加  
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