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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］～［２］（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の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 

道路のバリアフリー化（古

高川田線道路改良工事） 

◎事業内容 

道路のバリアフリー化 

■実施時期 

H24～29年度 

守山市 
【位置付け】 

歩道のバリアフリー化を行い、

回遊性の向上を図る。 

【必要性】 

都市基盤施設の整備充実のため

に必要な事業である。 

●社会資本整

備総合交付金

（都市再生整

備計画事業） 

■実施時期 

H24～28年度 

 

●事業名 

勝部１号線通学路安全対

策事業 

◎事業内容 

水路の暗渠化に伴う歩行

者の安全性向上 

■実施時期 

H26～30年度 

守山市 【位置付け】 

JR守山駅の西側と東側を結ぶ勝

部１号線沿線において、現状は

開渠である水路を暗渠にするこ

とによって、安全・安心に歩け

る歩行スペースを確保し、住み

続けたくなる環境を創出する。 

【必要性】 

都市基盤施設の整備充実のため

に必要な事業である。 

●支援措置 

防災・安全交付

金（道路事業） 

■実施時期 

H26～28年度 

 

（４）略 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］（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 

●守山市立図書館整備事

業 

◎事業内容 

図書館の整備 

■実施期間 

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

市再生整備計

画事業） 

■実施時期 

H25～29年度 

 

 

 

 

 

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］～［２］（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の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 

道路のバリアフリー化（古

高川田線道路改良工事） 

◎事業内容 

道路のバリアフリー化 

■実施時期 

H24～28年度 

守山市 
【位置付け】 

歩道のバリアフリー化を行い、

回遊性の向上を図る。 

【必要性】 

都市基盤施設の整備充実のため

に必要な事業である。 

●社会資本整

備総合交付金

（都市再生整

備計画事業） 

■実施時期 

H24～28年度 

 

●事業名 

勝部１号線通学路安全対

策事業 

◎事業内容 

水路の暗渠化に伴う歩行

者の安全性向上 

■実施時期 

H26～28年度 

守山市 【位置付け】 

JR守山駅の西側と東側を結ぶ勝

部１号線沿線において、現状は

開渠である水路を暗渠にするこ

とによって、安全・安心に歩け

る歩行スペースを確保し、住み

続けたくなる環境を創出する。 

【必要性】 

都市基盤施設の整備充実のため

に必要な事業である。 

●支援措置 

防災・安全交付

金（道路事業） 

■実施時期 

H26～28年度 

 

（４）略 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］（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 

●守山市立図書館整備事

業 

◎事業内容 

図書館の整備 

■実施期間 

H25～29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

市再生整備計

画事業） 

■実施時期 

H25～29年度 
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（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地活性化を実現するた

めの位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

●事業名 

守山市図書館整備事業（再

掲） 

◎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 

地方創生拠点整

備交付金 

■実施時期 

H28年度～ 

 

 

（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］～［２］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］～［２］（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 

●火まつり等伝統行事継

承事業 

（火まつり交流館整備事

業）（再掲） 

◎事業内容 

火まつり交流館の整備 

■実施時期 

H22年度～ 

勝 部 自 治

会・守山市

中心市街地

活性化協議

会 

【位置付け】 

由緒ある伝統行事・歴史文化の

継承と市内外への情報発信なら

びに交流館整備によるさらなる

地域活性化、交流の拠点づくり、

文化の発信を喚起し、「火まつ

り」・「地域のコミュニティ」

をもとに他施設とも連携を図

り、活性化の範囲を広げる。 

【必要性】 

「火まつり」・「地域のコミュ

ニティ」をツールとした地域経

済の活性化のために必要な事業

である。 

●支援措置 

中心市街地商

業 活 性 化 診

断・サポート事

業 

■実施時期 

H28年度～ 

 
 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

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 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

守山駅前の顔づくり事業

近江鉄道㈱ 【位置付け】 

守山駅前広場に隣接する近江鉄

 
 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他

の事項 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

（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］～［２］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］～［２］（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 

●火まつり等伝統行事継

承事業 

（火まつり交流館整備事

業）（再掲） 

◎事業内容 

火まつり交流館の整備 

■実施時期 

H22年度～ 

勝 部 自 治

会・守山市

中心市街地

活性化協議

会 

【位置付け】 

由緒ある伝統行事・歴史文化の

継承と市内外への情報発信なら

びに交流館整備によるさらなる

地域活性化、交流の拠点づくり、

文化の発信を喚起し、「火まつ

り」・「地域のコミュニティ」

をもとに他施設とも連携を図

り、活性化の範囲を広げる。 

【必要性】 

「火まつり」・「地域のコミュ

ニティ」をツールとした地域経

済の活性化のために必要な事業

である。 

●支援措置 

中心市街地商

業 活 性 化 診

断・サポート事

業 

■実施時期 

H28年度 
 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

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 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

守山駅前の顔づくり事業

近江鉄道㈱ 【位置付け】 

守山駅前広場に隣接する近江鉄
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（近江鉄道ビル建て替え

事業） 

◎事業内容 

近江鉄道ビルの建て替え 

■実施時期 

H26～29年度 

道ビルについて、ニーズ・マー

ケティング調査を実施の上、守

山駅の顔として、ニーズに合わ

せた利活用と高度化を図り、ま

ちの顔となる場所に立地する施

設の利用増進を図ることによっ

て、訪れたくなる環境を創出す

る。 

【必要性】 

魅力ある商業・集客機能の強化

のために必要な事業である。 

●事業名 

平和堂守山店建て替え事

業 

（略） 

    

●事業名 

セルバ守山１・２階活性化

事業 

（略） 

    

●事業名 

商業交流機能強化による

健康・予防医学の取り組み 

（略） 

    

●事業名 

健康・予防医学の取り組み

と連携した店舗誘致検討 

（略） 

    

●事業名 

飲食店と連携した食環境

づくり 

（略） 

    

●事業名 

文化・芸術によるコミュニ

ティの活性化 

（略） 

    

●事業名 

ご当地グルメ開発事業 

（略） 

    

●事業名 

もーりーブランド化事業 

（略） 

    

●事業名 

卑弥呼のＰＲ事業 

（略） 

    

（近江鉄道ビル建て替え

事業） 

◎事業内容 

近江鉄道ビルの建て替え 

■実施時期 

H26年度～ 

道ビルについて、ニーズ・マー

ケティング調査を実施の上、守

山駅の顔として、ニーズに合わ

せた利活用と高度化を図り、ま

ちの顔となる場所に立地する施

設の利用増進を図ることによっ

て、訪れたくなる環境を創出す

る。 

【必要性】 

魅力ある商業・集客機能の強化

のために必要な事業である。 

●事業名 

平和堂守山店建て替え事

業 

（略） 

    

●事業名 

セルバ守山１・２階活性化

事業 

（略） 

    

●事業名 

商業交流機能強化による

健康・予防医学の取り組み 

（略） 

    

●事業名 

健康・予防医学の取り組み

と連携した店舗誘致検討 

（略） 

    

●事業名 

飲食店と連携した食環境

づくり 

（略） 

    

●事業名 

文化・芸術によるコミュニ

ティの活性化 

（略） 

    

●事業名 

ご当地グルメ開発事業 

（略） 

    

●事業名 

もーりーブランド化事業 

（略） 

    

●事業名 

卑弥呼のＰＲ事業 

（略） 
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●事業名 

中山一七めぐり 

（略） 

    

●事業名 

輝く女性プロジェクト 

（略） 

    

●事業名 

アートギャラリープロジ

ェクト 

（略） 

    

●事業名 

マーケット事業 

（略） 

    

●事業名 

中心市街地観光客誘致プ

ロジェクト 

（略） 

    

●事業名 

守山まちゼミキッズ 

（略） 

    

●事業名 

中山道を軸とした観光促

進プロジェクト 

（略） 

    

●事業名 

今宿歴史資源情報発信事

業 

（略） 

    

●事業名 

守山100円商店街 

（略） 

    

●事業名 

もりやまバル 

（略） 

    

●事業名 

得する街のゼミナール 

（略） 

    

●事業名 

空店舗対策事業 

（略） 

    

●事業名 

もりやまいち 

    

●事業名 

中山一七めぐり 

（略） 

    

●事業名 

輝く女性プロジェクト 

（略） 

    

●事業名 

アートギャラリープロジ

ェクト 

（略） 

    

●事業名 

マーケット事業 

（略） 

    

●事業名 

中心市街地観光客誘致プ

ロジェクト 

（略） 

    

●事業名 

守山まちゼミキッズ 

（略） 

    

●事業名 

中山道を軸とした観光促

進プロジェクト 

（略） 

    

●事業名 

今宿歴史資源情報発信事

業 

（略） 

    

●事業名 

守山100円商店街 

（略） 

    

●事業名 

もりやまバル 

（略） 

    

●事業名 

得する街のゼミナール 

（略） 

    

●事業名 

空店舗対策事業 

（略） 

    

●事業名 

もりやまいち 
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（略） 

●事業名 

銀座夜市 

（略） 

    

●事業名 

もりやま冬ホタル 

（略） 

    

●事業名 

守山音楽コンサート 

（略） 

    

●事業名 

中心市街地情報発信事業 

（略） 

    

●事業名 

アンテナショップの設置 

（略） 

    

●事業名 

セルバパワーアップ計画 

（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］～［２］（４）略 

 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

目標 評価指数 施策分野 事業 

目標１ 

新たなサー

ビ ス に よ

り、にぎわ

いが感じら

れるまち 

新規出店

店舗数 

a.魅力ある商

業・集客機

能の強化 

守山銀座ビル地区第一種市街地再開発事業、守山駅前の顔づ

くり事業（近江鉄道ビル建て替え事業）、平和堂守山店建て

替え事業、セルバ守山 1・2 階活性化事業、中心市街地振興

イベント支援事業、商業交流機能強化による健康・予防医学

の取り組み、ご当地グルメ開発事業、空店舗対策事業、セル

バパワーアップ計画、守山駅前のサードプレイス事業（美賀

未来ビル建て替え事業） 

b.商業施設等

の連携の強

化 

健康・予防医学の取り組みと連携した店舗誘致検討、飲食店

と連携した食環境づくり、中山道一七めぐり、マーケット事

業、中心市街地観光客誘致プロジェクト、守山まちゼミキッ

ズ、もりやま夏まつり、守山 100円商店街、もりやまバル、

得する街のゼミナール、もりやまいち、銀座夜市、もりやま

冬ホタル、アンテナショップの設置 

 

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 

［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

■新計画に関する意見（平成 27年１月諮問） 略 

■中心市街地活性化協議会の構成員 

（略） 

●事業名 

銀座夜市 

（略） 

    

●事業名 

もりやま冬ホタル 

（略） 

    

●事業名 

守山音楽コンサート 

（略） 

    

●事業名 

中心市街地情報発信事業 

（略） 

    

●事業名 

アンテナショップの設置 

（略） 

    

●事業名 

セルバパワーアップ計画 

（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］～［２］（４）略 

 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

目標 評価指数 施策分野 事業 

目標１ 

新たなサー

ビ ス に よ

り、にぎわ

いが感じら

れるまち 

新規出店

店舗数 

a.魅力ある商

業・集客機

能の強化 

守山銀座ビル地区第一種市街地再開発事業、守山駅前の顔づ

くり事業（近江鉄道ビル建て替え事業）、平和堂守山店建て

替え事業、セルバ守山 1・2 階活性化事業、中心市街地振興

イベント支援事業、商業交流機能強化による健康・予防医学

の取り組み、ご当地グルメ開発事業、空店舗対策事業、セル

バパワーアップ計画、新規追加 

 

b.商業施設等

の連携の強

化 

健康・予防医学の取り組みと連携した店舗誘致検討、飲食店

と連携した食環境づくり、中山道一七めぐり、マーケット事

業、中心市街地観光客誘致プロジェクト、守山まちゼミキッ

ズ、もりやま夏まつり、守山 100円商店街、もりやまバル、

得する街のゼミナール、もりやまいち、銀座夜市、もりやま

冬ホタル、アンテナショップの設置 

 

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 

［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

■新計画に関する意見（平成 27年１月諮問） 略 

■中心市街地活性化協議会の構成員 
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平成 29年８月現在 

No. 役職 所属団体 職名 委員名 

1 会長 立命館大学 教授 及川 清昭 

2 副会長 守山商工会議所 会頭 清原 健 

3 副会長 株式会社みらいもりやま２１ 代表取締役社長 大崎 裕士 

4 副会長 守山市自治連合会 会長(幸津川自治会中洲学区長） 伊藤 五作 

5 副会長 守山市商店街連盟 会長 堀井 隆彦 

6 副会長 守山市観光物産協会 会長 中西 隆彦 

7 監事 旭化成株式会社守山製造所 守山製造所長 榎園 博文 

8 監事 守山市金融協議会 （滋賀銀行） 幹事 四方 清文 

9 構成員 守山銀座商店街振興組合 理事長 北田 照夫 

10 構成員 ほたる通り商店街 会長 新野 富美夫 

11 構成員 中央商店街 会長 堀井 隆彦    

12 構成員 銀座一番街 会長 田野 真一 

13 構成員 今宿商工会 会長 池田 眞二 

13 構成員 株式会社平和堂 店長 園田 高士 

14 構成員 公益社団法人守山青年会議所 理事長 藤本 進矢 

15 構成員 おうみ冨士農業協同組合 代表理事理事長 西田 直樹 

16 構成員 近江守山ライオンズクラブ 会長 藤本 一矢 

17 構成員 守山ロータリークラブ 会長 杉江 文雄 

18 構成員 西日本旅客鉄道株式会社 野洲駅長 大島 三郎 

19 構成員 
日本貨物鉄道株式会社 

事業開発本部関西事業開発支店 
副支店長 高野 賢一 

20 構成員 近江鉄道株式会社 あやめ営業所 所長 近藤 宏二 

21 構成員 近江タクシー株式会社 守山営業所 所長 山口 晃弘 

22 構成員 守山タクシー株式会社 代表取締役 三品 勝裕 

23 構成員 日本郵便株式会社 近江守山郵便局 局長 長谷川 誠 

24 構成員 社会福祉法人守山市社会福祉協議会 会長 本城 眞佐一 

平成 29年５月現在 

No. 役職 所属団体 職名 委員名 

1 会長 立命館大学 教授 及川 清昭 

2 副会長 守山商工会議所 会頭 清原 健 

3 副会長 株式会社みらいもりやま２１ 代表取締役社長 大崎 裕士 

4 副会長 守山市自治連合会 会長(幸津川自治会中洲学区長） 伊藤 五作 

5 副会長 守山市商店街連盟 会長 堀井 隆彦 

6 副会長 守山市観光物産協会 会長 中西 隆彦 

7 監事 旭化成株式会社守山製造所 守山製造所長 榎園 博文 

8 監事 守山市金融協議会 （滋賀銀行） 幹事 四方 清文 

9 構成員 守山銀座商店街振興組合 理事長 北田 照夫 

10 構成員 ほたる通り商店街 会長 新野 富美夫 

11 構成員 中央商店街 会長 堀井 隆彦    

12 構成員 銀座一番街 会長 田野 真一 

13 構成員 今宿商工会 会長 池田 眞二 

14 構成員 株式会社平和堂 店長 原 聖一 

15 構成員 公益社団法人守山青年会議所 理事長 藤本 進矢 

16 構成員 おうみ冨士農業協同組合 代表理事理事長 西田 直樹 

17 構成員 近江守山ライオンズクラブ 会長 藤本 一矢 

18 構成員 守山ロータリークラブ 会長 杉江 文雄 

19 構成員 西日本旅客鉄道株式会社 野洲駅長 大島 三郎 

20 構成員 
日本貨物鉄道株式会社 

事業開発本部関西事業開発支店 
副支店長 高野 賢一 

21 構成員 近江鉄道株式会社 あやめ営業所 所長 岩下 真悟 

22 構成員 近江タクシー株式会社 守山営業所 所長 山口 晃弘 

23 構成員 守山タクシー株式会社 代表取締役 三品 勝裕 

24 構成員 日本郵便株式会社 近江守山郵便局 局長 長谷川 誠 

25 構成員 社会福祉法人守山市社会福祉協議会 会長 本城 眞佐一 
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25 構成員 守山市文化体育振興事業団 常務理事 田井 繁好 

26 構成員 緑のもりやまを創る会 会長 小林 均 

27 構成員 中山道守山宿歴史文化保存会 会長 川端 美臣 

28 構成員 NPO法人びわこ豊穣の郷 理事長 金崎 いよ子 

29 構成員 これから行動隊 
代表 笠原 吉孝  代理 細谷 

卓爾 
笠原 吉孝 

30 構成員 滋賀県南部土木事務所 所長 村井 孝義 

31 構成員 守山市 副市長 川那辺 守雄 

32 構成員 守山商工会議所  専務理事 松永 之和 

33 構成員 近江鉄道株式会社 不動産部 部長 和辻 勉 

34 構成員 株式会社平和堂 開発部 開発一課長 田中 義雄 

35 構成員 セルバ守山店舗等部会 副部会長 山口 常夫 

36 構成員 セルバ SEED 会長 太田 智真 

37 構成員 元町商店街   林 忠広 

38 構成員 守山商工会議所 青年部 会長 今井 貴善 

39 構成員 チカ守山 総支配人 岡田 和也 

40 構成員 すこやかもりやま実現隊 代表 村上 瞳 

41 構成員 勝部自治会 自治会長 小嶋 宣秀 

42 
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ

ｰ 
守山警察署 地域課長 重松 洋二 

43 
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ

ｰ 
中小機構近畿本部 地域振興課課長 根来 義将 

44 
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ

ｰ 
滋賀県立成人病センター 

滋賀県病院事業庁経営管理課 課長

補佐 
薮内 路也 

 

 

■中心市街地活性化協議会の開催状況 

 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 

26 構成員 守山市文化体育振興事業団 常務理事 田井 繁好 

27 構成員 緑のもりやまを創る会 会長 小林 均 

28 構成員 中山道守山宿歴史文化保存会 会長 川端 美臣 

29 構成員 NPO法人びわこ豊穣の郷 理事長 金崎 いよ子 

30 構成員 これから行動隊 
代表 笠原 吉孝  代理 細谷 卓

爾 
笠原 吉孝 

31 構成員 滋賀県南部土木事務所 所長 村井 孝義 

32 構成員 守山市 副市長 川那辺 守雄 

33 構成員 守山商工会議所  専務理事 松永 之和 

34 構成員 近江鉄道株式会社 不動産部 部長 和辻 勉 

35 構成員 株式会社平和堂 開発部 開発一課長 田中 義雄 

36 構成員 セルバ守山店舗等部会 副部会長 山口 常夫 

37 構成員 セルバ SEED 会長 太田 智真 

38 構成員 元町商店街   林 忠広 

39 構成員 守山商工会議所 青年部 会長 今井 貴善 

40 構成員 チカ守山 総支配人 岡田 和也 

41 構成員 すこやかもりやま実現隊 代表 村上 瞳 

42 構成員 勝部自治会 自治会長 小嶋 宣秀 

43 
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ

ｰ 
守山警察署 地域課長 重松 洋二 

44 
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ

ｰ 
中小機構近畿本部 地域振興課課長 阪上  哲 

45 
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ

ｰ 
滋賀県立成人病センター 

滋賀県病院事業庁経営管理課 課長

補佐 
薮内 路也 

 

■中心市街地活性化協議会の開催状況 

 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 



8 

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 
・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 

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 
・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 
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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」事業について 
・勝部自治会火まつり交流館事業について 

 

■中心市街地活性化協議会 検討委員会の開催状況 

■中心市街地活性化協議会 検討委員会の構成員 

[３]略 

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 

 新規追加  

 

■中心市街地活性化協議会 検討委員会の開催状況 

■中心市街地活性化協議会 検討委員会の構成員 

[３]略 

 

 


