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第２期長浜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 

 

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7-1：中心市街地活

性化推進ライフスタイル

ブランド化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-2：アーバングラ

スコンペティション事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-3：ライフスタイ

ルショップ整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-27：地域コミュニ

ティ活動基盤施設整備事

業 

 

事業内容：多世代交流集客

施設の整備事業 

 

実施時期： 

平成26年度 

 

一般社団法

人御堂前組

諌皷山 

・本市のまちづくりの根底には、

長浜曳山祭の継承という大きな

目的があり、これまでから、周

辺自治会や商店街との関わりが

深い「山組」という本市特有の

コミュニティ組織によって支え

られてきた。山組地域では、歌

舞伎の役者や囃子方として活躍

する子ども、それを支える若衆、

祭り全体を仕切る中老、賄い等

の裏方に徹する女将衆、これら

老若男女が、祭りというハレの

日を迎えるため、普段から支え

合い暮らすといった特有のコミ

ュニティが色濃く残されてい

る。 

しかし、当該地域の現況は、

年少人口が 2 人、高齢化率が

45.1％という状況であり、この

結果、独自のコミュニティが弱

体化し、地域の活力が低下して

いる。 

このため、曳山文化、それを

担う山組組織を核として、地域

生活文化に関するワークショッ

中心市街地再

興戦略事業費

補助金 

 

実施時期 

平成26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7-1：中心市街地活

性化推進ライフスタイル

ブランド化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-2：アーバングラ

スコンペティション事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-3：ライフスタイ

ルショップ整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

プを開催するなど、周辺生活圏

からの参画を想定した幅広い層

の交流を促進し、今後ますます

進行する少子高齢化を見据えた

新たなコミュニティの構築に向

けた取組を進めるため、基盤施

設を整備する。 

当該施設を運用する中で、高

齢化が進行する中心市街地にお

ける本市ならではの持続可能な

地域コミュニティモデルを構築

し、まちの魅力を高める先導的

な取組として実施するもので、

中心市街地の活性化に必要であ

る。 

 

事業名7-4：ライフスタイ

ルブランド化推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-5：空き店舗対策

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-6：商店街起業サ

ポート事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-7：魅力ある商店

づくり推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-8：ショップバン

ク事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-9：中心市街地活

性化推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-10：体験型観光推

進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-11：ライフスタイ

ルツーリズム事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-12：長浜浪漫パス

ポート事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-13：盆梅展魅力強

化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名7-4：ライフスタイ

ルブランド化推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-5：空き店舗対策

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-6：商店街起業サ

ポート事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-7：魅力ある商店

づくり推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-8：ショップバン

ク事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-9：中心市街地活

性化推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-10：体験型観光推

進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-11：ライフスタイ

ルツーリズム事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-12：長浜浪漫パス

ポート事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-13：盆梅展魅力強

化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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事業名7-14にぎわいの街

づくり事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-15：長浜出世まつ

り開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-16：城下町グラン

プリ開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-17：CLUBナガハマ

推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-18：語り部ガイド

養成事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-19：ランチクーポ

ン事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-20：観光キャンペ

ーン推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-21：インバウンド

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-22：長浜城歴史博

物館魅力強化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名4-1：長浜駅南地区

第一種市街地再開発事業

（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名4-2：長浜駅東地区

第一種市街地再開発事業

（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名5-3：豊公園便益施

設整備事業（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

  

（２）② 略 

（３）略 

（４）略 

 

 

 

事業名7-14にぎわいの街

づくり事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-15：長浜出世まつ

り開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-16：城下町グラン

プリ開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-17：CLUBナガハマ

推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-18：語り部ガイド

養成事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-19：ランチクーポ

ン事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-20：観光キャンペ

ーン推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-21：インバウンド

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-22：長浜城歴史博

物館魅力強化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名4-1：長浜駅南地区

第一種市街地再開発事業

（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名4-2：長浜駅東地区

第一種市街地再開発事業

（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名5-3：豊公園便益施

設整備事業（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

  

（２）② 略 

（３）略 

（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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10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

［１］略 

［２］略 

［３］略 

［４］都市機能の集積のための事業等 

 

４．市街地の整備改善のための事業 

 ○ 4-01：長浜駅南地区第一種市街地再開発事業 

 ○ 4-02：長浜駅東地区第一種市街地再開発事業 

 ○ 4-08：公共歩廊整備事業 

 ○ 4-12：豊公園長寿命化事業 

５．都市福利施設を整備する事業 

 ○ 5-01：公共公益ゾーン整備事業 

 ○ 5-02：公共空間活用事業 

 ○ 5-03：公共空間活用事業 

 ○ 5-04：豊公園便益施設整備事業 

 ○ 5-05：地域密着型サービス施設整備事業 

 ○ 5-06：保育所等施設整備事業 

 ○ 6-01：長浜駅北地区整備事業（再掲） 

６．居住環境の向上のための事業 

 ○ 6-01：長浜駅北地区整備事業 

 ○ 6-02：（仮称）元浜町 13番街区第一種市街地再開発事業 

 ○ 6-06：町家活用型まちなか居住推進事業 

 ○ 4-01：長浜駅南地区第一種市街地再開発事業（再掲） 

 ○ 4-02：長浜駅東地区第一種市街地再開発事業（再掲） 

７．商業の活性化のための事業 

 ○ 7-03：ライフスタイルショップ整備事業 

 ○ 7-04：ライフスタイルブランド化推進事業 

 ○ 7-05：空き店舗対策事業 

○ 7-27：地域コミュニティ活動基盤施設整備事業 

 ○ 4-01：長浜駅南地区第一種市街地再開発事業（再掲） 

 ○ 4-02：長浜駅東地区第一種市街地再開発事業（再掲） 

○ 6-02：（仮称）元浜町 13番街区第一種市街地再開発事業（再掲） 

８．４から７までの事業と一体的に推進する事業 

 ○ 8-02：中心市街地循環バス運行事業 
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