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草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）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：（再掲）北中西・

栄町地区市街地再開発事

業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：宿場街道景観形成

事業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：東海道草津宿本陣

通り景観重点地区形成事

業 

 

内容：本陣周辺の東海道筋

の建物などの修景整備費

用の支援 

 

実施期間： 

平成２９年度～ 

草津市 東海道草津宿本陣通りを景観重

点地区として指定し、重点地区

内における歴史的なまちなみを

活かした景観形成を推進するた

めの建物・工作物等の修景整備

に対して補助を行うことで、良

好な街並み景観の創出につなげ

ることを目的とするものであ

り、「歩いて楽しい回遊性の高

いまち」及び「幅広い世代が交

流するまち」を目標とする、中

心市街地活性化に必要な事業で

ある。 

支援措置の内

容：社会資本整

備総合交付金

（都市再生整備

計画事業（草津

市中心市街地地

区）） 

 

実施期間： 

平成２９年度～

平成３０年度 

 

（２）②略 

（３）略 

（４）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）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：（再掲）北中西・

栄町地区市街地再開発事

業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：宿場街道景観形成

事業（略） 
（略） （略） （略） （略） 

新設     

（２）②略 

（３）略 

（４）略 
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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：（再掲）アニマー

ト跡地賑わい空間整備事

業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：街あかり・華あか

り・夢あかり事業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：草津宿場まつり 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：魅力店舗誘致事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：草津駅前イルミネ

ーション事業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：東海道・草津宿テ

ナントミックス事業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：観光案内所改修事

業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：草津川跡地テナン

トミックス事業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名： 

中心市街地公共空間賑わ

い創出事業 

 

内容： 

中心市街地の公共空間に

おける賑わい創出事業 

 

実施期間： 

平成２９年度～ 

 

草津市、草

津まちづく

り株式会社 

中心市街地の公共空間におい

て、都市再生推進法人である草

津まちづくり株式会社と行政が

連携し、賑わいを創出するイベ

ント等の取り組みを行うこと

で、他の民間事業者にも公共空

間を有効に活用いただくことを

促し、恒常的に賑わいを創出す

るものであり、「歩いて楽しい

回遊性の高いまち」を目標とす

る、中心市街地活性化に必要な

事業である。 

支援措置の内

容： 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

実施期間： 

平成２９年度

～平成３０年

度 

 

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：（再掲）アニマー

ト跡地賑わい空間整備事

業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：街あかり・華あか

り・夢あかり事業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：草津宿場まつり 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：魅力店舗誘致事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：草津駅前イルミネ

ーション事業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：東海道・草津宿テ

ナントミックス事業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：観光案内所改修事

業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：草津川跡地テナン

トミックス事業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

新設 
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事業名： 

（仮称）くさつ健幸ウォー

ク 

 

内容：草津川跡地公園イベ

ント広場を拠点とした、子

どもから高齢者まで誰も

が気軽に参加できるウォ

ーキングイベント 

 

実施期間： 

平成２９年度～ 

（仮称）く

さつ健幸ウ

ォーク実行

委員会 

スポーツを生涯にわたって取り

組むためには、ライフステージ

に応じて、誰でも気軽にスポー

ツに取り組むことができる機会

の充実を図ることが必要であ

る。 

その中でもウォーキングは、ラ

ンニングとともに多くの方に取

り組まれており、草津川跡地公

園イベント広場を拠点として、

市内を舞台に健幸ウォークを開

催し、ウォーキングを通じたス

ポーツ健康づくりを推進するこ

とは、「歩いて楽しい回遊性の

高いまち」及び「幅広い世代が

交流するまち」を目標とする、

中心市街地活性化に必要な事業

である。 

支援措置の内

容： 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

実施期間： 

平成２９年度

～平成３０年

度 

 

事業名： 

草津川跡地公園健幸ウォ

ーキング＆ランニング事

業 

 

内容：子どもや働く世代、

高齢者等多世代をターゲ

ットにした健康イベント 

 

実施期間： 

平成２９年度～ 

草津市、民

間事業者 

草津川跡地公園が普段使いの健

康づくりの場として、多様な世

代に利用されるよう、公園内に

整備される商業テナントミック

ス等とも連携しながら、ウォー

キング＆ランニング、運動教室

等の健康イベントを行うもので

あり、「歩いて楽しい回遊性の

高いまち」及び「幅広い世代が

交流するまち」を目標とする、

中心市街地活性化に必要な事業

である。 

支援措置の内

容： 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

実施期間： 

平成２９年度

～平成３０年

度 

 

事業名： 

まちなか情報発信事業 

 

内容： 

中心市街地にデジタルサ

イネージを設置 

 

実施期間： 

平成２９年度～ 

草津市 中心市街地の集客拠点である草

津駅前や草津川跡地公園、野村

運動公園等にデジタルサイネー

ジを設置し、リアルタイムに情

報を提供することで、回遊性の

向上を目的とするものであり、

「歩いて楽しい回遊性の高いま

ち」及び「幅広い世代が交流す

るまち」を目標とする、中心市

街地活性化に必要な事業であ

る。 

支援措置の内

容： 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（草津市

中心市街地地

区）） 

 

実施期間： 

平成２９年度

～平成３０年

度 

 

（３）～（４）略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     新設 

    

 

 

 

 

 

新設 

    

 

 

 

 

 

     新設 

    

（３）～（４）略 
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■７に掲げる事業及び措置の実施箇所 

 

 

■７に掲げる事業及び措置の実施箇所 
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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 

◇事業数と事業及び位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

◇事業数と事業及び位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中
心
市
街
地
活
性
化
に
向
け
た
具
体
的
な
事
業 

・協議会プロジェクト会議推進事業 

・「まめバス」まちなか循環線運行事業 

・「まめバス」利用促進事業 

・「まめバス」路線駅接続化 

・協議会プロジェクト会議推進事業 

○（仮称）草津宿本陣歴史館整備事業 

・つどいの広場「まめっこ」運営事業 

・赤ちゃんの駅推進事業 

・宿場街道景観形成事業 

・住宅・空き店舗等情報ストックバンク事業 

・宿場街道のれん看板プロジェクト 

・商店街ガーデンストリート事業 

○商店街テナントミックス事業 

○魅力店舗誘致事業 

・東海道・草津宿テナントミックス事業 

・中心市街地情報発信事業 

・まちなかバルの開催 

・商店街活性化事業 

○草津川跡地テナントミックス事業 

○草津川跡地賑わい空間整備事業 

○（仮称）野村スポーツゾーン整備事業 

・アニマート跡地賑わい空間整備事業 

・草津駅周辺地区バリアフリー化整備事業 

活
性
化
の
目
標 

歩 い て 楽 し い 

回 遊 性 の 高 い ま ち 

（ 4 1 事 業 ） 

 

個 性 的 で 魅 力 の あ る 

店 舗 が 集 積 す る ま ち 

（ 2 0 事 業 ） 

 

幅 広 い 世 代 が 

交 流 す る ま ち 

（ 3 8 事 業 ） 

 

市街地の 

整備改善 

（５事業） 

都市福利 

施設の整備 

（12事業） 

まちなか 

居住の推進 

（11事業） 

商業の 

活性化 

（20事業） 

公共交通の 

利便性促進等 

（４事業） 

○草津川跡地賑わい空間整備事業 

○（仮称）野村スポーツゾーン整備事業 

○アニマート跡地賑わい空間整備事業 

・北中西・栄町地区市街地再開発事業 

・草津駅周辺地区バリアフリー化整備事業 

○草津川跡地賑わい空間整備事業 

・（仮称）野村スポーツゾーン整備事業 

○アニマート跡地賑わい空間整備事業 

・北中西・栄町地区市街地再開発事業 

・草津駅周辺地区バリアフリー化整備事業 

○（仮称）草津宿本陣歴史館整備事業 

・草津宿本陣保存整備事業 

○（仮称）市民総合交流センター整備事業 

・つどいの広場「まめっこ」運営事業 

・赤ちゃんの駅推進事業 

・パワフル交流市民の日イベント 

・くさつ市民アート・フェスタ 

○（仮称）草津宿本陣歴史館整備事業 

・「草津宿本陣」保存整備事業 

・公立幼稚園と公立保育所の役割と機能検討事業 

○（仮称）市民総合交流センター整備事業 

・つどいの広場「まめっこ」運営事業 

・子育て支援センター「ぽかぽかタウン」運営事業 

・赤ちゃんの駅推進事業 

・市民創作ミュージカルの上演事業 

・移動図書館まちなか巡回事業 

・コミュニティｃａｆé ゆかい家運営事業 

・パワフル交流市民の日イベント 

・くさつ市民アート・フェスタ ・宿場街道景観形成事業 

・住宅・空き店舗等情報ストックバンク事業 

・（仮称）大路区民まつり 

・宿場街道のれん看板プロジェクト 

・商店街ガーデンストリート事業 

・野村市営住宅跡地周辺利活用検討事業 

・木造住宅耐震・バリアフリー改修事業 

・宿場街道景観形成事業 

・住宅・空き店舗等情報ストックバンク事業 

・（仮称）大路区民まつり 

・渋川記憶絵を生かした愛着あるまちづくり事業 

・地域まちづくり計画策定事業 

・草津記憶絵作成プロジェクト 

・宿場街道のれん看板プロジェクト 

・大路区安全なまちづくりプロジェクト 

・商店街ガーデンストリート事業 

 

・「まめバス」まちなか循環線運行事業 

・「まめバス」利用促進事業 

・「まめバス」路線駅接続化 

・協議会プロジェクト会議推進事業 

○商店街テナントミックス事業 

○魅力店舗誘致事業 

○中心市街地情報発信事業 

・東海道・草津宿テナントミックス事業 

・まちなかバルの開催 

・納涼まつり 

・街あかり・華あかり・夢あかり事業 

・草津宿場まつり 

・草津駅前イルミネーション事業 

・草津川跡地桜ライトアップ事業 

・「夢本陣」交流・おもてなし事業 

・草津とくとくガイドブック”くさポン”発行事業 

・手づくり草津宿本陣周辺散策マップ作成事業 

・観光案内所運営事業 

・観光案内所改修事業 

・街道筋観光ガイド事業 

・商店街活性化事業 

・商店街クリスマスブーツギャラリー 

・駅西口夏まつりインエイスクエア 

○草津川跡地テナントミックス事業 

・納涼まつり 

・街あかり・華あかり・夢あかり事業 

・草津宿場まつり 

・「夢本陣」交流・おもてなし事業 

・商店街クリスマスブーツギャラリー 

・駅西口夏まつりインエイスクエア 

○草津川跡地テナントミックス事業 

基
本
的
な 

方
針
の
要
素 

・宿場街道景観形成事業 

・住宅・空き店舗等情報ストックバンク事業 

・宿場街道のれん看板プロジェクト 

・商店街ガーデンストリート事業 

中
心
市
街
地
活
性
化
に
向
け
た
具
体
的
な
事
業 

活
性
化
の
目
標 

○商店街テナントミックス事業 

○魅力店舗誘致事業 

・東海道・草津宿テナントミックス事業 

・中心市街地情報発信事業 

・まちなかバルの開催 

・商店街活性化事業 

○草津川跡地テナントミックス事業 

 

・「まめバス」まちなか循環線運行事業 

・「まめバス」利用促進事業 

・「まめバス」路線駅接続化 

・協議会プロジェクト会議推進事業 

・協議会プロジェクト会議推進事業 

・「まめバス」まちなか循環線運行事業 

・「まめバス」利用促進事業 

・「まめバス」路線駅接続化 

・協議会プロジェクト会議推進事業 

○（仮称）草津宿本陣歴史館整備事業 

・つどいの広場「まめっこ」運営事業 

・赤ちゃんの駅推進事業 

○草津川跡地賑わい空間整備事業 

○（仮称）野村スポーツゾーン整備事業 

・アニマート跡地賑わい空間整備事業 

・草津駅周辺地区バリアフリー化整備事業 

 

 

歩 い て 楽 し い 

回 遊 性 の 高 い ま ち 

（ 4 6 事 業 ） 

個 性 的 で 魅 力 の あ る 

店 舗 が 集 積 す る ま ち 

（ 2 0 事 業 ） 

 

幅 広 い 世 代 が 

交 流 す る ま ち 

（ 4 2 事 業 ） 

 

市街地の 

整備改善 

（5事業） 

都市福利 

施設の整備 

（12事業） 

まちなか 

居住の推進 

（12事業） 

商業の 

活性化 

（24事業） 

公共交通の 

利便性促進等 

（４事業） 

○草津川跡地賑わい空間整備事業 

○（仮称）野村スポーツゾーン整備事業 

○アニマート跡地賑わい空間整備事業 

・北中西・栄町地区市街地再開発事業 

・草津駅周辺地区バリアフリー化整備事業 

○草津川跡地賑わい空間整備事業 

・（仮称）野村スポーツゾーン整備事業 

○アニマート跡地賑わい空間整備事業 

・北中西・栄町地区市街地再開発事業 

・草津駅周辺地区バリアフリー化整備事業 

○（仮称）草津宿本陣歴史館整備事業 

・草津宿本陣保存整備事業 

○（仮称）市民総合交流センター整備事業 

・つどいの広場「まめっこ」運営事業 

・赤ちゃんの駅推進事業 

・パワフル交流市民の日イベント 

・くさつ市民アート・フェスタ 

○（仮称）草津宿本陣歴史館整備事業 

・「草津宿本陣」保存整備事業 

・公立幼稚園と公立保育所の役割と機能検討事業 

○（仮称）市民総合交流センター整備事業 

・つどいの広場「まめっこ」運営事業 

・子育て支援センター「ぽかぽかタウン」運営事業 

・赤ちゃんの駅推進事業 

・市民創作ミュージカルの上演事業 

・移動図書館まちなか巡回事業 

・コミュニティｃａｆé ゆかい家運営事業 

・パワフル交流市民の日イベント 

・くさつ市民アート・フェスタ 

・宿場街道景観形成事業 

・住宅・空き店舗等情報ストックバンク事業 

・（仮称）大路区民まつり 

・宿場街道のれん看板プロジェクト 

・商店街ガーデンストリート事業 

・東海道草津宿本陣通り景観重点地区形成事

業 
・野村市営住宅跡地周辺利活用検討事業 

・木造住宅耐震・バリアフリー改修事業 

・宿場街道景観形成事業 

・住宅・空き店舗等情報ストックバンク事業 

・（仮称）大路区民まつり 

・渋川記憶絵を生かした愛着あるまちづくり事業 

・地域まちづくり計画策定事業 

・草津記憶絵作成プロジェクト 

・宿場街道のれん看板プロジェクト 

・大路区安全なまちづくりプロジェクト 

・商店街ガーデンストリート事業 

・東海道草津宿本陣通り景観重点地区形成事

業 

○商店街テナントミックス事業 

○魅力店舗誘致事業 

○中心市街地情報発信事業 

・東海道・草津宿テナントミックス事業 

・まちなかバルの開催 

・納涼まつり 

・街あかり・華あかり・夢あかり事業 

・草津宿場まつり 

・草津駅前イルミネーション事業 

・草津川跡地桜ライトアップ事業 

・「夢本陣」交流・おもてなし事業 

・草津とくとくガイドブック”くさポン”発行事業 

・手づくり草津宿本陣周辺散策マップ作成事業 

・観光案内所運営事業 

・観光案内所改修事業 

・街道筋観光ガイド事業 

・商店街活性化事業 

・商店街クリスマスブーツギャラリー 

・駅西口夏まつりインエイスクエア 

○草津川跡地テナントミックス事業 

・中心市街地公共空間賑わい創出事業 

・（仮称）くさつ健幸ウォーク 

・草津川跡地公園健幸ウォーキング＆ランニ

ング事業 

・まちなか情報発信事業 

・納涼まつり 

・街あかり・華あかり・夢あかり事業 

・草津宿場まつり 

・「夢本陣」交流・おもてなし事業 

・商店街クリスマスブーツギャラリー 

・駅西口夏まつりインエイスクエア 

○草津川跡地テナントミックス事業 

・（仮称）くさつ健幸ウォーク 

・草津川跡地公園健幸ウォーキング＆ランニ

ング事業 

・まちなか情報発信事業 

基
本
的
な 

方
針
の
要
素 
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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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９．４から８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］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）中心市街地活性協議会の概要 

基本計画の策定において幅広い意見を反映させるために意見を述べ、活性化に必要な取り組みについて協

議し、基本計画に掲げる目標実現につなげていくため、草津商工会議所および草津まちづくり株式会社は、

中心市街地活性化法第 15条に基づく「草津市中心市街地活性化協議会」を共同で設置した。 

平成 25年 3月 27日の設立総会を持って、「草津市中心市街地活性化協議会」の設立とした。 

２）～７）略 

８）中心市街地活性化協議会の開催状況について 

回数 開催年月日 議題 

第１回 平成 25年 3月 27日 

[設立総会] 

・草津市中心市街地活性化協議会設置規約（案）の承認について 

・草津市中心市街地活性化協議会役員選任について 

・草津市中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況について 

第２回 平成 25年 7月 18日 

[勉強会] 

・草津市中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況について 

・草津市中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見について 

第３回 平成 26年 2月 17日 

[臨時総会] 

・草津市中心市街地活性化協議会役員等の選任 

・草津市中心市街地活性化基本計画（変更）について意見聴取 

・平成 25年度タウンマネジメント会議及びプロジェクト会議経過報告 

第４回 平成 26年 4月 22日 

【総会】 

・草津市中心市街地活性化協議会設置規約の改正について 

・平成 25年度草津市中心市街地活性化協議会収支決算について 

・平成 26年度草津市中心市街地活性化協議会収支予算（案）について 

・草津駅前賑わい創出プロジェクト会議の設置について 

第５回 平成 26年 7月 7日 

【平成 26年度第 1回全体会議】 

・（仮称）市民総合交流センター1階交流機能検討プロジェクト会議の設置に

ついて 

・まちなか情報発信プロジェクト会議の設置について 

・商店街ガーデンストリートプロジェクト会議の設置について 

第６回 平成 26年 9月 10日 
【平成 26年度第 2回全体会議】 

・東海道・草津宿テナントミックスプロジェクト会議の設置について 

第７回 平成 26年 12月 3日 

【平成 26年度第 3回全体会議】 

・草津市中心市街地活性化基本計画（変更）について意見聴取 

・草津川跡地テナントミックスプロジェクト会議の設置について 

第８回 平成 27年 3月 27日 

【平成 26年度第 4回全体会】 

・野村スポーツゾーン利活用促進プロジェクト会議の設置について 

・（仮称）市民総合交流センター１階機能検討プロジェクト会議の廃止につい

て 

・平成 27年度 草津市中心市街地活性化協議会収支予算（案）について 

第９回 平成 27年 5月 12日 

【総会】 

・役員等の選任について 

・平成 26年度の収支決算について 

・平成 27年度事業計画（案）と収支予算（案）について 

９．４から８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］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）中心市街地活性化協議会の概要 

基本計画の策定において幅広い意見を反映させるために意見を述べ、活性化に必要な取り組みについて

協議し、基本計画に掲げる目標実現につなげていくため、草津商工会議所および草津まちづくり株式会社

は、中心市街地活性化法第 15条に基づく「草津市中心市街地活性化協議会」を共同で設置した。 

平成 25年 3月 27日の設立総会を持って、「草津市中心市街地活性化協議会」の設立とした。 

２）～７）略 

８）中心市街地活性化協議会の開催状況について 

回数 開催年月日 議題 

第１回 平成 25年 3月 27日 

[設立総会] 

・草津市中心市街地活性化協議会設置規約（案）の承認について 

・草津市中心市街地活性化協議会役員選任について 

・草津市中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況について 

第２回 平成 25年 7月 18日 

[勉強会] 

・草津市中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況について 

・草津市中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見について 

第３回 平成 26年 2月 17日 

[臨時総会] 

・草津市中心市街地活性化協議会役員等の選任 

・草津市中心市街地活性化基本計画（変更）について意見聴取 

・平成 25年度タウンマネジメント会議及びプロジェクト会議経過報告 

第４回 平成 26年 4月 22日 

【総会】 

・草津市中心市街地活性化協議会設置規約の改正について 

・平成 25年度草津市中心市街地活性化協議会収支決算について 

・平成 26年度草津市中心市街地活性化協議会収支予算（案）について 

・草津駅前賑わい創出プロジェクト会議の設置について 

第５回 平成 26年 7月 7日 

【平成 26年度第 1回全体会議】 

・（仮称）市民総合交流センター1階交流機能検討プロジェクト会議の設置に

ついて 

・まちなか情報発信プロジェクト会議の設置について 

・商店街ガーデンストリートプロジェクト会議の設置について 

第６回 平成 26年 9月 10日 
【平成 26年度第 2回全体会議】 

・東海道・草津宿テナントミックスプロジェクト会議の設置について 

第７回 平成 26年 12月 3日 

【平成 26年度第 3回全体会議】 

・草津市中心市街地活性化基本計画（変更）について意見聴取 

・草津川跡地テナントミックスプロジェクト会議の設置について 

第８回 平成 27年 3月 27日 

【平成 26年度第 4回全体会】 

・野村スポーツゾーン利活用促進プロジェクト会議の設置について 

・（仮称）市民総合交流センター１階機能検討プロジェクト会議の廃止につい

て 

・平成 27年度 草津市中心市街地活性化協議会収支予算（案）について 

第９回 平成 27年 5月 12日 

【総会】 

・役員等の選任について 

・平成 26年度の収支決算について 

・平成 27年度事業計画（案）と収支予算（案）について 
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第１０回 平成 27年 7月 17日 
【平成 27年度第 1回全体会議】 

・大学との連携について 

第１１回 平成 27年 10月 5日 

【平成 27年度第 2回全体会議】 

・草津駅前賑わい創出プロジェクト会議について 

・まちなか情報発信プロジェクト会議について 

・東海道・草津宿テナントミックスプロジェクト会議について 

第１２回 平成 28年 2月 10日 
【平成 27年度第 3回全体会議】 

・草津市中心市街地活性化基本計画（変更）について意見聴取 

第１３回 平成 28年 4月 28日 

【総会】 

・平成 27年度の収支決算について 

・平成 28年度の収支予算（案）について 

第１４回 平成 28年 7月 13日 
【平成 28年度第１回全体会議】 

・各整備事業の進捗状況について 

第１５回 平成 28年 10月 4日 
【平成 28年度第 2回全体会議】 

・各プロジェクトの活動報告 

第１６回 平成 29年 1月 16日 
【平成 28年度第 3回全体会議】 

・草津市中心市街地活性化基本計画（変更）について意見聴取 

（以下略） 

第１０回 平成 27年 7月 17日 
【平成 27年度第 1回全体会議】 

・大学との連携について 

第１１回 平成 27年 10月 5日 

【平成 27年度第 2回全体会議】 

・草津駅前賑わい創出プロジェクト会議について 

・まちなか情報発信プロジェクト会議について 

・東海道・草津宿テナントミックスプロジェクト会議について 

第１２回 平成 28年 2月 10日 
【平成 27年度第 3回全体会議】 

・草津市中心市街地活性化基本計画（変更）について意見聴取 

新設  

 

新設  
 

新設  
 

新設  
 

（以下略） 

 

 


