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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 

  

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

 略 

２．中心市街地の位置及び区域 

 略 

３．中心市街地の活性化の目標 

 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 

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）～（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）法に定める特別の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7-30：生活文化創造

拠点整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-31：地域間複合交

流促進事業 

 

内容：多様な交流促進事業

を通じた観光、居住人口の

拡大による中心市街地内

の商業売上高の増加を図

る 

 

 

実施時期：R1年度 

長浜まちづ

くり㈱ 

・ 長浜まちづくり株式会社で

は、地域の多様な担い手が

集うシェアスペース「湖北

の暮らし案内所どんどん」

や、本市と東京都台東区と

の都市連携協定に基づく、

地域間の人材交流プログラ

ムの企画・運営を行ってい

る。これらを通して地域内

に散在している様々な分野

からのプレイヤーを集め、

チームアップを図り、地域

民間中心市街

地商業活性化

事業計画の経

済産業大臣認

定 

 

R1年度 

地 域 ま
ち な か
活 性
化 ・魅
力 創 出
支 援 事
業 費 補
助金（中
心 市 街
地 活性
化 支 援
事業 ）
の う ち
魅 力 向
上 等 活
動事業 

 

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

 略 

２．中心市街地の位置及び区域 

 略 

３．中心市街地の活性化の目標 

 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 

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）～（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）法に定める特別の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7-30：生活文化創造

拠点整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（新規追加）  
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の担い手たちと大都市のク

リエイターたちを結びつけ

ることで、長浜市への集客

人口の増加を図りつつ、地

方都市と大都市間の交流を

通した新たな商業ビジネス

モデルの構築を進めている

ところである。 

本事業は、ツーリストが求

める地域の担い手（農家、

料理人、作家、デザイナー

など）や地域コンテンツ（有

機農業、発酵食品、ものづ

くり、リノベーションされ

た建物）に出会うきっかけ

となる場所を参加型の DIY

ワークショップによって整

備するとともに、チームア

ップした地域の担い手たち

がプロデュースしたモデル

ツアーを実施することで、

長浜市への観光、居住人口

の増大を図り、もって中心

市街地内の商業販売額の増

加に繋がる持続可能なビジ

ネスモデルを確立するもの

である。 

本事業を通じて、地域内の

様々な分野におけるコンテ

ンツの充実につなげ、地域

内の関係人口の拡大や新た

な分野における集客によ

り、商業の活性化を図るも

ので、中心市街地の活性化

に必要である。 

 

R1年度 

 

 

 

（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） 

 

事業名7-2：アーバングラス （略） （略） （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） 

 

事業名7-2：アーバングラス （略） （略） （略）  
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コンペティション事業 

 

（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）  

事業名7-27：地域コミュニ

ティ活動基盤施設整備事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-29：地域コンテン

ツ創造拠点整備事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-30：生活文化創造

拠点整備事業（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名7-31：地域間複合交

流促進事業（再掲） 

 

内容：多様な交流促進事業

を通じた観光、居住人口の

拡大による中心市街地内

の商業売上高の増加を図

る 

 

 

実施時期：R1年度 

長浜まちづ

くり㈱ 

・ 長浜まちづくり株式会社で

は、地域の多様な担い手が集

うシェアスペース「湖北の暮

らし案内所どんどん」や、本

市と東京都台東区との都市

連携協定に基づく、地域間の

人材交流プログラムの企

画・運営を行っている。これ

らを通して地域内に散在し

ている様々な分野からのプ

レイヤーを集め、チームアッ

プを図り、地域の担い手たち

と大都市のクリエイターた

ちを結びつけることで、長浜

市への集客人口の増加を図

りつつ、地方都市と大都市間

の交流を通した新たな商業

ビジネスモデルの構築を進

めているところである。 

本事業は、ツーリストが求め

る地域の担い手（農家、料理

人、作家、デザイナーなど）

や地域コンテンツ（有機農

業、発酵食品、ものづくり、

リノベーションされた建物）

に出会うきっかけとなる場

所を参加型の DIY ワークシ

地域まちなか
活性化 ・魅力
創出支援事業
費補助金（中心
市街地 活性化
支援事業 ）の
うち魅力向上
等活動事業 

 

R1年度 

 

民 間 中

心 市 街

地 商 業

活 性 化

事 業 計

画 の 経

済 産 業

大 臣 認

定 

 

R1年度 

コンペティション事業 

 

（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）  

事業名7-27：地域コミュニ

ティ活動基盤施設整備事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-29：地域コンテン

ツ創造拠点整備事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-30：生活文化創造

拠点整備事業（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（新規追加） 
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ョップによって整備すると

ともに、チームアップした地

域の担い手たちがプロデュ

ースしたモデルツアーを実

施することで、長浜市への観

光、居住人口の増大を図り、

もって中心市街地内の商業

販売額の増加に繋がる持続

可能なビジネスモデルを確

立するものである。 

本事業を通じて、地域内の

様々な分野におけるコンテ

ンツの充実につなげ、地域内

の関係人口の拡大や新たな

分野における集客により、商

業の活性化を図るもので、中

心市街地の活性化に必要で

ある。 

事業名7-4：地域コンテンツ

創造型産業育成事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-5：空き店舗対策事

業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-6：商店街起業サポ

ート事業 

 

（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）  

事業名7-8：ショップバンク

事業 

 

（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）  

事業名7-10：体験型観光推

進事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名7-4：地域コンテンツ

創造型産業育成事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-5：空き店舗対策事

業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-6：商店街起業サポ

ート事業 

 

（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）  

事業名7-8：ショップバンク

事業 

 

（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）  

事業名7-10：体験型観光推

進事業 

（略） 

（略） （略） （略）  
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事業名7-11：ライフスタイ

ルツーリズム事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-12：長浜浪漫パス

ポート事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-13：盆梅展魅力強

化事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-14にぎわいの街づ

くり事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-15：長浜出世まつ

り開催事業 

 

（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）  

事業名7-17：CLUBナガハマ

推進事業 

 

（略） 

 

（略） （略） （略）  

事業名7-18：語り部ガイド

養成事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-19：ランチクーポ

ン事業 

 

（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）  

事業名7-21：インバウンド

事業 

 

（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）  

事業名7-12：長浜浪漫パス

ポート事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-13：盆梅展魅力強

化事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-14にぎわいの街づ

くり事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-15：長浜出世まつ

り開催事業 

 

（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）  

事業名7-17：CLUBナガハマ

推進事業 

 

（略） 

 

（略） （略） （略）  

事業名7-18：語り部ガイド

養成事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-19：ランチクーポ

ン事業 

 

（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）  

事業名7-21：インバウンド

事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  
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事業名7-22：長浜城歴史博

物館魅力強化事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-28：曳山ユネスコ

推進事業 

 

（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）  

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）  

事業名5-4：豊公園便益施設

整備事業（再掲） 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名6-2：元浜町13番街区

第一種市街地再開発事業

（再掲） 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

 

（２）②～（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］具体的事業の内容 

（１）～（４）略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名7-22：長浜城歴史博

物館魅力強化事業 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名7-28：曳山ユネスコ

推進事業 

 

（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）  

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）  

事業名5-4：豊公園便益施設

整備事業（再掲） 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名6-2：元浜町13番街区

第一種市街地再開発事業

（再掲） 

 

（略） 

（略） （略） （略）  

 

（２）②～（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］具体的事業の内容 

（１）～（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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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 

 (１) 長浜市中心市街地活性化協議会の概要 

 設置目的 略 

 組織図 略 

 構成員 略 

 協議会の開催状況 

○ 平成 25 年３月 28 日 

  ・報告 １) 地域商業再生事業について 

      ２) 長浜アートセンター整備事業について 

      ３) 駅前地区商業・サービス機能ブラッシュアップ事業について 

  ・議題 １) 民間まちづくり活動促進事業について 

      ２) 長浜駅東地区まちづくり準備会の取り組みと支援について 

      ３) 第２期計画の策定について 

 ○ 平成 25年７月 26日 

・報告 １) 長浜アートセンターについて 

      ２) 商店街まちづくり事業及び地域商店街活性化事業について 

・議題 １) 駅周辺整備計画について 

      ２) 平成 25年度中心市街地活性化事業について 

        第２期計画の策定、住宅再生バンク実践プログラム、ライフスタイルブランド化推進業務、長浜中心

市街地魅力発掘事業、歴史的風致維持向上推進調査事業、中心市街地商店街再活性化検討事業 

      ３）第２期計画の骨子について 

○ 平成 25 年９月 27 日 

・報告 １）地域ニーズ調査の分析結果について 

    ２）関係者ヒアリングの結果について 

・議題 １) 第２期計画の素案について 

      ２) 駅周辺整備計画について 

      ３) 第２期計画に掲載する民間事業について 

○ 平成 26 年１月 24 日 

・議題 １) 第２期計画の案について 

    ２）第２期計画に対する意見について 

○ 平成 26 年６月 20 日 

・議題 １) 規約の一部改正について 

    ２）(一社)御堂前組諌皷山事業の承認及び基本計画の変更について 

・報告 １）平成 25年度民間まちづくり活動促進事業について 

    ２）公共空間活用事業について 

    ３）長浜駅周辺再開発事業について 

    ４）まちなか居住推進事業について 

    ５）国の支援策について 

○ 平成 27 年２月 12 日 

・議題 １) 第２期基本計画の変更について 

    ２）ライフスタイルブランド化（地域コンテンツ創造型産業育成）事業の推進について 

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 

(１) 長浜市中心市街地活性化協議会の概要 

 設置目的 略 

 組織図 略 

 構成員 略 

 協議会の開催状況 

○ 平成 25 年３月 28 日 

  ・報告 １) 地域商業再生事業について 

      ２) 長浜アートセンター整備事業について 

      ３) 駅前地区商業・サービス機能ブラッシュアップ事業について 

  ・議題 １) 民間まちづくり活動促進事業について 

      ２) 長浜駅東地区まちづくり準備会の取り組みと支援について 

      ３) 第２期計画の策定について 

 ○ 平成 25年７月 26日 

・報告 １) 長浜アートセンターについて 

      ２) 商店街まちづくり事業及び地域商店街活性化事業について 

・議題 １) 駅周辺整備計画について 

      ２) 平成 25年度中心市街地活性化事業について 

        第２期計画の策定、住宅再生バンク実践プログラム、ライフスタイルブランド化推進業務、長浜中心市街

地魅力発掘事業、歴史的風致維持向上推進調査事業、中心市街地商店街再活性化検討事業 

      ３）第２期計画の骨子について 

○ 平成 25 年９月 27 日 

・報告 １）地域ニーズ調査の分析結果について 

    ２）関係者ヒアリングの結果について 

・議題 １) 第２期計画の素案について 

      ２) 駅周辺整備計画について 

      ３) 第２期計画に掲載する民間事業について 

○ 平成 26 年１月 24 日 

・議題 １) 第２期計画の案について 

    ２）第２期計画に対する意見について 

○ 平成 26 年６月 20 日 

・議題 １) 規約の一部改正について 

    ２）(一社)御堂前組諌皷山事業の承認及び基本計画の変更について 

・報告 １）平成 25年度民間まちづくり活動促進事業について 

    ２）公共空間活用事業について 

    ３）長浜駅周辺再開発事業について 

    ４）まちなか居住推進事業について 

    ５）国の支援策について 

○ 平成 27 年２月 12 日 

・議題 １) 第２期基本計画の変更について 

    ２）ライフスタイルブランド化（地域コンテンツ創造型産業育成）事業の推進について 
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・報告 １）長浜駅東地区第一種市街地再開発事業の進捗状況について 

    ２）地域コミュニティ活動基盤施設整備事業の進捗状況について 

     ３）まちなか居住推進事業の進捗状況について 

○ 平成 27 年 10月 20日 

・議題 １) 第２期基本計画の変更について 

ア）5-2：産業文化交流拠点整備事業（事業名・実施期間・支援措置名の変更） 

       イ）7-3：ライフスタイルショップ整備事業（(１)法に定める特別の措置に関連する事業への新規追加、 

実施主体・実施期間・支援措置名の変更） 

    ２）規約の一部改正について 

・報告 １）長浜駅東地区第一種市街地再開発事業経過報告 

    ２）地域コンテンツ創造型産業育成事業経過報告 

    ３）長浜町家再生バンク認定町家制度の運用（一部変更）について 

    ４）(仮称)元浜町 13 番街区第一種市街地再開発事業経過報告 

○ 平成 28 年６月 13 日 

・議題 １) 第２期基本計画の変更について 

ア）7-30：職住一体型まちづくり推進事業（新規追加） 

     イ）7-4：地域コンテンツ創造型産業育成事業（支援措置期間の変更・支援措置の追加） 

    ２）長浜市中心市街地活性化基本計画フォローアップについて 

      社会資本総合整備計画事後評価について 

    ３）長浜市中心市街地活性化協議会委員の追加について 

    ４）まちづくりの課題と事業・組織の推進体制等について 

・報告 １）長浜駅東地区第一種市街地再開発事業経過報告 

    ２）(仮称)元浜町 13 番街区第一種市街地再開発事業経過報告 

    ３）まちなか居住推進事業経過報告 

    ４）産業文化交流拠点整備事業経過報告 

○ 平成 29 年２月１日 

・議題 １）規約の一部改正について 

    ２）第２期基本計画の変更について 

    ３）民間事業の進捗状況について 

    ４）エリアマネジメントの推進体制検討について 

・報告 １）長浜駅東地区第一種市街地再開発事業経過報告 

    ２）元浜町 13番街区第一種市街地再開発事業経過報告 

○ 平成 29 年６月１６日 

・議題 １）第２期基本計画の変更について 

    ２）中心市街地商業活性化診断・サポート事業の実施について 

    ３）エリアマネジメント推進体制について 

・報告 １）長浜市中心市街地活性化基本計画フォローアップについて 

○ 平成 30 年２月９日 

・議題 １）第２期基本計画の計画期間延長について（事前協議） 

・報告 １）元浜町 13番街区第一種市街地再開発事業経過報告 

    ２）長浜駅北地区優良建築物等整備事業及びえきまちテラス関連事業経過報告 

    ３）来街者アンケート調査報告（中心市街地商業活性化診断・サポート事業） 

    ４）北国街道沿い空き店舗活用状況 

    ５）通行量調査報告 

・報告 １）長浜駅東地区第一種市街地再開発事業の進捗状況について 

    ２）地域コミュニティ活動基盤施設整備事業の進捗状況について 

     ３）まちなか居住推進事業の進捗状況について 

○ 平成 27 年 10月 20日 

・議題 １) 第２期基本計画の変更について 

ア）5-2：産業文化交流拠点整備事業（事業名・実施期間・支援措置名の変更） 

       イ）7-3：ライフスタイルショップ整備事業（(１)法に定める特別の措置に関連する事業への新規追加、 

実施主体・実施期間・支援措置名の変更） 

    ２）規約の一部改正について 

・報告 １）長浜駅東地区第一種市街地再開発事業経過報告 

    ２）地域コンテンツ創造型産業育成事業経過報告 

    ３）長浜町家再生バンク認定町家制度の運用（一部変更）について 

    ４）(仮称)元浜町 13 番街区第一種市街地再開発事業経過報告 

○ 平成 28 年６月 13 日 

・議題 １) 第２期基本計画の変更について 

ア）7-30：職住一体型まちづくり推進事業（新規追加） 

     イ）7-4：地域コンテンツ創造型産業育成事業（支援措置期間の変更・支援措置の追加） 

    ２）長浜市中心市街地活性化基本計画フォローアップについて 

      社会資本総合整備計画事後評価について 

    ３）長浜市中心市街地活性化協議会委員の追加について 

    ４）まちづくりの課題と事業・組織の推進体制等について 

・報告 １）長浜駅東地区第一種市街地再開発事業経過報告 

    ２）(仮称)元浜町 13 番街区第一種市街地再開発事業経過報告 

    ３）まちなか居住推進事業経過報告 

    ４）産業文化交流拠点整備事業経過報告 

○ 平成 29 年２月１日 

・議題 １）規約の一部改正について 

    ２）第２期基本計画の変更について 

    ３）民間事業の進捗状況について 

    ４）エリアマネジメントの推進体制検討について 

・報告 １）長浜駅東地区第一種市街地再開発事業経過報告 

    ２）元浜町 13番街区第一種市街地再開発事業経過報告 

○ 平成 29 年６月１６日 

・議題 １）第２期基本計画の変更について 

    ２）中心市街地商業活性化診断・サポート事業の実施について 

    ３）エリアマネジメント推進体制について 

・報告 １）長浜市中心市街地活性化基本計画フォローアップについて 

○ 平成 30 年２月９日 

・議題 １）第２期基本計画の計画期間延長について（事前協議） 

・報告 １）元浜町 13番街区第一種市街地再開発事業経過報告 

    ２）長浜駅北地区優良建築物等整備事業及びえきまちテラス関連事業経過報告 

    ３）来街者アンケート調査報告（中心市街地商業活性化診断・サポート事業） 

    ４）北国街道沿い空き店舗活用状況 

    ５）通行量調査報告 
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○ 平成 30 年９月 13 日 

・議題 １）第２期基本計画の変更について（計画期間延長含む） 

 

○ 平成 31 年２月６日 

・議題 １）第２期基本計画の変更について 

 

 ○ 令和元年５月 27日 

・議題 １）第２期基本計画の変更について 

    ２）第２期基本計画の総括について 

 

 その他の取り組み 略 

(２) 第２期長浜市中心市街地活性化基本計画に対する意見（平成 26年１月 24日） 略 

［３］略 

 

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 

略  

11.その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

 略 

12.認定基準に適合していることの説明 

 略 

 

○ 平成 30 年９月 13 日 

・議題 １）第２期基本計画の変更について（計画期間延長含む） 

 

○ 平成 31 年２月６日 

・議題 １）第２期基本計画の変更について 

 

（新規追加） 

 

 

 

 その他の取り組み 略 

(２) 第２期長浜市中心市街地活性化基本計画に対する意見（平成 26年１月 24日） 略 

［３］略 

 

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 

略  

11.その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

 略 

12.認定基準に適合していることの説明 

 略 

 


