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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 

１.～６．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、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］（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 

（略） （略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

イナズマフードグランプ

リ 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

草津川跡地公園 JR 連携イ

ベント 

【内容】 

草津川跡地公園 de 愛ひろ

ばにおいて、JR 西日本と

の協定に基づいたイベン

トを実施 

【期間】 

2021 年度～ 

草津市、草

津まちづく

り株式会社 

【位置付け】 

市と JR 西日本が駅周辺の地

域活性化と鉄道利用の促進を目

的に締結した協定に基づき、草

津川跡地公園 de 愛ひろばにお

いて、JR と連携したイベントを

実施することで、目標 1「歴史

と景観を活かした“ひとが行き

交うまち”」、目標 3「魅力あ

る店舗がつながる“にぎわいが

広がるまち”」に資する事業に

位置付けられる。 

【必要性】 

 来街者の増加につながり、歩

行者通行量の増加及び営業店舗

数の増加が見込まれること。 

 

※図表は別添 

【支援措置の

内容】 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

【実施時期】 

2021 年 5 月～

2024 年 3 月 

区域内 

（２）②～（４）略 

 

８．略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.～６．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、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］（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 

（略） （略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

イナズマフードグランプ

リ 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（２）②～（４）略 

 

８．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 

１ （仮称）市民総合交流センター整備事業 

２ 宿場街道景観形成事業 

３ 東海道草津宿本陣通り景観重点地区形成事業 

４ 草津駅周辺地区バリアフリー化整備事業 

５ 東海道沿道無電柱化事業 

６ 草津駅西口自転車駐車場整備事業 

７ 草津駅西口公衆便所更新事業 

９ 市道宮町渋川線他管理用カメラ整備事業 

10 草津市公共下水道長寿命化計画 

11 史跡草津宿本陣保存整備事業 

12 自転車道・歩道整備事業 

13 （仮称）市民総合交流センタープロムナード利活用促進事業 

14 草津宿屋号看板設置事業 

15 健幸都市づくり推進事業 

16 （仮称）草津市立プール整備事業 

17 草津アミカホールトイレバリアフリー化工事 

18 （仮称）市民総合交流センター内の子育て支援拠点施設の運営 

19 つどいの広場「まめっこ」運営事業 

20 子育て支援センター「ぽかぽかタウン」運営事業 

21 野村スポーツゾーン利活用促進事業 

22 チャレンジスポーツデー 

23 健・交フェスタ 

24 草津市民スポーツ・レクリエーション祭 

25 大学との連携 

26 赤ちゃんの駅推進事業 

27 （仮称）健幸ステーション整備事業 

28 北中西・栄町地区市街地再開発事業 

29 草津市結婚新生活支援事業 

30 草津まちイルミ 

31 草津街あかり・華あかり・夢あかり 

32 東海道・草津宿テナントミックス事業 

33 中心市街地公共空間賑わい創出事業 

34 草津宿場まつり 

35 アートフェスタくさつ 

36 魅力店舗誘致事業 

37 くさつ健幸ウォーク 

38 健幸フェア 

39 草津版ヘルスツーリズム構築検討業務 

40 駅西口夏まつりインエイスクエア 

41 観光案内所運営事業 

42 草津駅西口商店街情報誌「ウエストサイドストリート」発行事業 

43 中心市街地公共空間活用事業 

44 パワフル交流市民の日 

45 大路区民まつり 

46 草津イチゴまつり 

47 びわ湖灯り絵巻 

49 街道筋観光ガイド事業 

48 くさつ夢本陣運営事業 

50 史跡草津宿本陣楽座館運営事業 

51 手づくり草津宿本陣周辺散策マップ作成事業 

52 草津小市 

53 くさつ夢本陣前スペースの活用 

54 草津学区民ふれあい広場 

55 草津宿街道交流館 20周年記念事業 

56 草津納涼まつり 

57 くさつバル 

58 空き店舗等情報ストックバンク事業 

59 商店街ガーデンストリート事業 

60 商店街クリスマスブーツギャラリー  

61 中心市街地情報発信事業 

62 ウィークエンドコンサート 

63 クサツハロウィン 

64 京都橘大学との連携 

65 草津七福神めぐり 

66 テナントミックス事業 

67 ガーデンバーナイト 

68 得するまちのゼミナール（まちゼミ） 

69 健康推進アプリ活用事業 

70 健幸づくり交流事業 

71 「公共交通ネットワークの形成」推進事業 

72 協議会プロジェクト会議推進事業 

エリアを特定しない事業 

 

 

 

 

 

凡例 

市街地整備事業 

都市福利施設 

整備事業 

まちなか居住事業 

経済活力向上事業 

一体的推進事業 

75 イナズマフードグランプリ 

73 大路野村線道路整備事業 

74 野村運動公園防球ネット他整備事業 

76 草津川跡地公園 JR連携イベント 

76 草津川跡地公園 JR連携イベント 

 

◇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 

１ （仮称）市民総合交流センター整備事業 

２ 宿場街道景観形成事業 

３ 東海道草津宿本陣通り景観重点地区形成事業 

４ 草津駅周辺地区バリアフリー化整備事業 

５ 東海道沿道無電柱化事業 

６ 草津駅西口自転車駐車場整備事業 

７ 草津駅西口公衆便所更新事業 

９ 市道宮町渋川線他管理用カメラ整備事業 

10 草津市公共下水道長寿命化計画 

11 史跡草津宿本陣保存整備事業 

12 自転車道・歩道整備事業 

13 （仮称）市民総合交流センタープロムナード利活用促進事業 

14 草津宿屋号看板設置事業 

15 健幸都市づくり推進事業 

16 （仮称）草津市立プール整備事業 

17 草津アミカホールトイレバリアフリー化工事 

18 （仮称）市民総合交流センター内の子育て支援拠点施設の運営 

19 つどいの広場「まめっこ」運営事業 

20 子育て支援センター「ぽかぽかタウン」運営事業 

21 野村スポーツゾーン利活用促進事業 

22 チャレンジスポーツデー 

23 健・交フェスタ 

24 草津市民スポーツ・レクリエーション祭 

25 大学との連携 

26 赤ちゃんの駅推進事業 

27 （仮称）健幸ステーション整備事業 

28 北中西・栄町地区市街地再開発事業 

29 草津市結婚新生活支援事業 

30 草津まちイルミ 

31 草津街あかり・華あかり・夢あかり 

32 東海道・草津宿テナントミックス事業 

33 中心市街地公共空間賑わい創出事業 

34 草津宿場まつり 

35 アートフェスタくさつ 

36 魅力店舗誘致事業 

37 くさつ健幸ウォーク 

38 健幸フェア 

39 草津版ヘルスツーリズム構築検討業務 

40 駅西口夏まつりインエイスクエア 

41 観光案内所運営事業 

42 草津駅西口商店街情報誌「ウエストサイドストリート」発行事業 

43 中心市街地公共空間活用事業 

44 パワフル交流市民の日 

45 大路区民まつり 

46 草津イチゴまつり 

47 びわ湖灯り絵巻 

49 街道筋観光ガイド事業 

48 くさつ夢本陣運営事業 

50 史跡草津宿本陣楽座館運営事業 

51 手づくり草津宿本陣周辺散策マップ作成事業 

52 草津小市 

53 くさつ夢本陣前スペースの活用 

54 草津学区民ふれあい広場 

55 草津宿街道交流館 20周年記念事業 

56 草津納涼まつり 

57 くさつバル 

58 空き店舗等情報ストックバンク事業 

59 商店街ガーデンストリート事業 

60 商店街クリスマスブーツギャラリー  

61 中心市街地情報発信事業 

62 ウィークエンドコンサート 

63 クサツハロウィン 

64 京都橘大学との連携 

65 草津七福神めぐり 

66 テナントミックス事業 

67 ガーデンバーナイト 

68 得するまちのゼミナール（まちゼミ） 

69 健康推進アプリ活用事業 

70 健幸づくり交流事業 

71 「公共交通ネットワークの形成」推進事業 

72 協議会プロジェクト会議推進事業 

エリアを特定しない事業 

 

 

 

 

 

凡例 

市街地整備事業 

都市福利施設 

整備事業 

まちなか居住事業 

経済活力向上事業 

一体的推進事業 

75 イナズマフードグランプリ 

73 大路野村線道路整備事業 

74 野村運動公園防球ネット他整備事業 
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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 

 中心市街地活性化協議会開催状況 

  開催日 主な内容 

（略） （略） （略） 

   

2020（令和２）年度 

総会 

2020（令和２）年 

4 月 30 日 

（書面開催） 

・草津市中心市街地活性化基本計画（第２期）の変更について 

・草津市中心市街地活性化基本計画（第２期）の令和元年度フォ

ローアップの意見聴取について 

   

2020（令和２）年度

第１回全体会議 

2020（令和２）年

10 月 14 日 

（書面開催） 

・各プロジェクトについて 

・中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業の活用について 

2020（令和２）年度

第２回全体会議 

2021（令和３）年 

1 月 26 日 

（書面開催） 

・草津市中心市街地活性化基本計画（第２期）の変更について 

・各プロジェクトについて 

［３］略 

 

１０．～１２．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 

［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

 中心市街地活性化協議会開催状況 

  開催日 主な内容 

（略） （略） （略） 

   

2020（令和２）年度 

総会 

2020（令和２）年 

4 月 30 日 

（書面開催） 

・草津市中心市街地活性化基本計画（第２期）の変更について 

・草津市中心市街地活性化基本計画（第２期）の令和元年度フォ

ローアップの意見聴取について 

   

 

新規追加 

 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

［３］略 

 

１０．～１２．略 

 


