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川越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

３．中心市街地の活性化の目標

［１］略

［２］数値目標

（１）「歩行者・自転車通行量」数値目標

①～② 略

③ 数値目標の考え方

ア） 略

イ）旧鶴川座・旧川越織物市場整備による効果

買物客の多い南部地域と観光客の多い北部地域の中間に位置する結節地域に、新たな集客、

交流機能を有した施設を整備し、回遊の拠点とする。歴史的、文化的建造物にギャラリー、コ

ミュニティスペース等を整備することから、多方面の交流が期待でき、通行量の増加が見込ま

れる。

【当該事業に関連して実施する事業】

・4- 8 歴史的地区環境整備街路（立門前線）

・4-19 中央通り線（連雀町交差点～仲町交差点）の整備検討

・7- 1 旧鶴川座再生・利活用事業

・7- 6 旧川越織物市場保存整備事業

【取組による増加分】

ⅰ）旧鶴川座

旧鶴川座は、「まちのにぎわい拠点」としての機能を継承し、交流機能を有する商業施設とし

て整備する。そこで実施されるイベントの内容により利用者（集客）が左右されるため、休日・

平日を同数として、川越市やまぶき会館の実績に基づき推計する。

・イベント開催

150 席 × 稼働率 70％ × 満席率 54％ × 1回転 ＝ 56 人（Ａ）

ⅱ）略

ウ）～エ） 略

④ 略

（２）「観光客の立ち寄り観光地点数」の数値目標

①～② 略

③ 数値目標の考え方

ア）旧鶴川座、旧川越織物市場の整備による増加見込み

【当該事業に関連して実施する事業】

・7- 1 旧鶴川座再生・利活用事業

・7- 6 旧川越織物市場保存整備事業

【取組による増加分】 略

イ）～ウ） 略

④ 略

（３） 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 略

３．中心市街地の活性化の目標

［１］略

［２］数値目標

（１）「歩行者・自転車通行量」数値目標

①～② 略

③ 数値目標の考え方

ア） 略

イ）旧鶴川座・旧川越織物市場整備による効果

買物客の多い南部地域と観光客の多い北部地域の中間に位置する結節地域に、新たな集客、

交流機能を有した施設を整備し、回遊の拠点とする。歴史的、文化的建造物にギャラリー、コ

ミュニティスペース等を整備することから、多方面の交流が期待でき、通行量の増加が見込ま

れる。

【当該事業に関連して実施する事業】

・4- 8 歴史的地区環境整備街路（立門前線）

・4-19 中央通り線（連雀町交差点～仲町交差点）の整備検討

・7- 1 旧鶴川座保存活用事業

・7- 6 旧川越織物市場保存整備事業

【取組による増加分】

ⅰ）旧鶴川座

旧鶴川座は、かつて芝居小屋であったことを踏まえ、文化交流施設（ホール）を整備する。

ホールについては、そこで実施されるイベントの内容により利用者（集客）が左右されるため、

休日・平日を同数として、川越市やまぶき会館の実績に基づき推計する。

・貸館・イベント開催

150 席 × 稼働率 70％ × 満席率 54％ × 1回転 ＝ 56人（Ａ）

ⅱ）略

ウ）～エ） 略

④ 略

（２）「観光客の立ち寄り観光地点数」の数値目標

①～② 略

③ 数値目標の考え方

ア）旧鶴川座、旧川越織物市場の整備による増加見込み

【当該事業に関連して実施する事業】

・7- 1 旧鶴川座保存活用事業

・7- 6 旧川越織物市場保存整備事業

【取組による増加分】 略

イ）～ウ） 略

④ 略

（３） 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 略
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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 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 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

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 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 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

措置の内容及び

実施時期

その他

の事項

●事業名 7-1

旧鶴川座再生・利活用事業

●事業内容

・賑わい創出の拠点となる

商業施設整備

・導入機能

交流機能

●実施時期

平成28年度～

・TKM 株式会

社（民間事業

者・地元商店

会）

・明治期に建てられた芝居小

屋・旧鶴川座は、芝居公演、活

動写真、映画館など大衆娯楽の

変遷に合わせて、「まちのにぎ

わい拠点」として、長年にわた

り市民から親しまれてきた。

・しかしながら、旧鶴川座は、

建物・設備の老朽化に加え、来

街者減少に伴う集客力不足など

から閉館され、この界隈の商店

街の空洞化の象徴となってい

る。

・このため、来街者が滞在でき

る空間を備え、かつ地域との交

流機能を有する「まちのにぎわ

い拠点」としての機能を継承し

た商業施設を整備し、この界隈

ににぎわいと活力を創出する象

徴として再生させる必要があ

る。

・更に、旧川越織物市場や周辺

一帯の未活用の歴史的建造物・

空き店舗と連動した総合的・包

括的な活用を図ることにより、

本市の歴史・文化を生かした新

たな価値を創造するまちづくり

を推進する。

・本事業により、この界隈の個

店との連動性が高まり、まち歩

きの楽しさが生まれるほか、に

ぎわいも創出され、基本方針で

ある「魅力あるまちなみづく

り」、「にぎわいの創出」に寄

与する中心市街地活性化に必要

●支援措置の

内容

・特定民間中心

市街地経済活

力向上事業計

画の経済産業

大臣認定

●実施時期

平成 31 年度

・地域・

ま ち な

か 商 業

活 性 化

支 援 事

業 費 補

助金（中

心 市 街

地 再 興

戦 略 事

業）のう

ち 先 導

的・実証

的事業

・実施時

期

平成 31

年度

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

措置の内容及び

実施時期

その他

の事項

●事業名 7-1

旧鶴川座保存活用事業

●事業内容

・歴史的建造物の保存・活

用の検討

・導入機能（施設）

◎文化交流機能（ホール）

●実施時期

平成28年度～

・川越市

・民間事業者

・商店街等

・明治期に建てられた芝居小

屋・旧鶴川座は、芝居公演、活

動写真、映画館など大衆娯楽の

変遷に合わせて、「まちのにぎ

わい拠点」として、長年にわた

り市民から親しまれてきた。

・しかしながら、旧鶴川座は、

建物・設備の老朽化に加え、来

街者減少に伴う集客力不足など

から閉館され、この界隈の商店

街の空洞化の象徴となってい

る。

・このため、大衆娯楽・文化芸

術の発信などを通じて集える空

間・活性化の拠点として再生し、

この界隈ににぎわいと活力を創

出していく必要がある。

・更に、旧川越織物市場や周辺

一帯の未活用の歴史的建造物・

空き店舗と連動した総合的・包

括的な活用を図ることにより、

本市の歴史・文化を生かした新

たな価値を創造するまちづくり

を推進する。

・本事業により、この界隈の個

店との連動性が高まり、まち歩

きの楽しさが生まれるほか、に

ぎわいも創出され、基本方針で

ある「魅力あるまちなみづく

り」、「にぎわいの創出」に寄

与する中心市街地活性化に必要

な事業である。

※写真（略）

●支援措置の

内容

・特定民間中心

市街地経済活

力向上事業計

画の経済産業

大臣認定

●実施時期

平成 30 年度

・地域・

ま ち な

か 商 業

活 性 化

支 援 事

業（中心

市 街 地

再 興 戦

略事業）

の う ち

先 導

的・実証

的事業
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（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 （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

な事業である。

※写真（略）

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

旧鶴川座再生・利活用事業

（再掲）

●事業内容

・賑わい創出の拠点となる

商業施設整備

・導入機能

交流機能

●実施時期

平成28年度～

・TKM 株式会

社（民間事

業者・地元

商店会）

・明治期に建てられた芝居小

屋・旧鶴川座は、芝居公演、活

動写真、映画館など大衆娯楽の

変遷に合わせて、「まちのにぎ

わい拠点」として、長年にわた

り市民から親しまれてきた。

・しかしながら、旧鶴川座は、

建物・設備の老朽化に加え、来

街者減少に伴う集客力不足など

から閉館され、この界隈の商店

街の空洞化の象徴となってい

る。

・このため、来街者が滞在でき

る空間を備え、かつ地域との交

流機能を有する「まちのにぎわ

い拠点」としての機能を継承し

た商業施設を整備し、この界隈

ににぎわいと活力を創出する象

徴として再生させる必要があ

る。

・更に、旧川越織物市場や周辺

一帯の未活用の歴史的建造物・

空き店舗と連動した総合的・包

括的な活用を図ることにより、

本市の歴史・文化を生かした新

たな価値を創造するまちづくり

を推進する。

・本事業により、この界隈の個

店との連動性が高まり、まち歩

きの楽しさが生まれるほか、に

ぎわいも創出され、基本方針で

ある「魅力あるまちなみづく

り」、「にぎわいの創出」に寄

与する中心市街地活性化に必要

な事業である。

※写真（略）

●支援措置の

内容

・地域・まちな

か商業活性化

支援事業費補

助金（中心市街

地再興戦略事

業）のうち先導

的・実証的事業

●実施時期

平成 31 年度

・特定民

間 中 心

市 街 地

経 済 活

力 向 上

事 業 計

画 の 経

済 産 業

大 臣 認

定

・実施時

期

平成 31

年度

●事業名 7-2

チャレンジショップ事業

（略）

（略） （略） （略）

●事業名 7-3

小江戸川越春まつり（略）

（略） （略） （略）

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

旧鶴川座保存活用事業（再

掲）

●事業内容

・歴史的建造物の保存・活

用の検討

・導入機能（施設）

◎文化交流機能（ホール）

●実施時期

平成28年度～

・川越市

・民間事業

者

・商店街等

・明治期に建てられた芝居小

屋・旧鶴川座は、芝居公演、活

動写真、映画館など大衆娯楽の

変遷に合わせて、「まちのにぎ

わい拠点」として、長年にわた

り市民から親しまれてきた。

・しかしながら、旧鶴川座は、

建物・設備の老朽化に加え、来

街者減少に伴う集客力不足など

から閉館され、この界隈の商店

街の空洞化の象徴となってい

る。

・このため、大衆娯楽・文化芸

術の発信などを通じて集える空

間・活性化の拠点として再生し、

この界隈ににぎわいと活力を創

出していく必要がある。

・更に、旧川越織物市場や周辺

一帯の未活用の歴史的建造物・

空き店舗と連動した総合的・包

括的な活用を図ることにより、

本市の歴史・文化を生かした新

たな価値を創造するまちづくり

を推進する。

・本事業により、この界隈の個

店との連動性が高まり、まち歩

きの楽しさが生まれるほか、に

ぎわいも創出され、基本方針で

ある「魅力あるまちなみづく

り」、「にぎわいの創出」に寄

与する中心市街地活性化に必要

な事業である。

※写真（略）

●支援措置の

内容

・地域・まちな

か商業活性化

支援事業（中心

市街地再興戦

略事業）のうち

先導的・実証的

事業

・特定民間中心

市街地経済活

力向上事業計

画の経済産業

大臣認定

●実施時期

平成 30 年度

●事業名 7-2

チャレンジショップ事業

（略）

（略） （略） （略）

●事業名 7-3

小江戸川越春まつり（略）

（略） （略） （略）
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（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 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 略

●事業名 7-4

川越百万灯夏まつり（略）

（略） （略） （略）

●事業名 7-5

川越まつり

（略） （略） （略）

●事業名 7-41

KAWAGOE RIMIX食と音と灯

りの融合

（略） （略） （略）

●事業名 7-4

川越百万灯夏まつり（略）

（略） （略） （略）

●事業名 7-5

川越まつり

（略） （略） （略）

●事業名 7-41

KAWAGOE RIMIX食と音と灯

りの融合

（略） （略） （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

事業位置が特定されない事業
4-10 景観重要建造物・ 7-13 空き地・空き店舗活用支援事業 7-27 創作門松装飾事業

　　　　都市景観重要建築物の活用 7-14 テナントミックス事業 7-28 二升五合市（商い益 繁々盛市）

4-11 まちづくりアドバイザーの派遣 7-15 経営力向上・創業等支援 7-29 英語でおもてなし事業

4-12 新築修景補助事業 7-16 若手人材育成事業 7-30 にぎわいづくり推進事業

5- 1 地域子育て支援拠点事業 7-17 大規模小売店舗撤退時の 7-31 中心市街地文化活動の推進

6- 1 建築物耐震化促進事業 　　　　　　　　　　　 セーフティネット 7-33 小江戸川越トリエンナーレ展

6- 2 住環境改善事業 7-18 中小企業向け融資事業 7-35 路上喫煙防止条例推進事業

6- 3 住宅改修支援事業 7-19 川越ものづくりブランドKOEDO 7-36 エコストア・エコオフィス認定制度

6- 4 共同住宅低層階への商業施設 　　　　　　　　　　　E-PRO認定事業 7-37 街なか花壇の充実

　　　　　　　　　　　　　等入居啓発 7-20 パッサージュ（横道・小道）の演出 7-38 東京2020オリンピック・

7- 2 チャレンジショップ事業 7-21 商店街一店逸品運動推進事業 　　　　　　　 パラリンピックの推進

7- 3 小江戸川越春まつり 7-22 中心商店街魅力創出事業 7-39 川越観光ツアーの企画・実施

7- 4 川越百万灯夏まつり 7-23 シャッターアート事業 7-40 観光振興計画推進

7- 5 川越まつり 7-24 イルミネーション事業 7-41 KAWAGOE RIMIX 食と音と灯りの融合

7-11 空き店舗情報登録制度 7-25 サテライトスタジオ設置事業 8- 2 交通円滑化方策

7-12 空き店舗対策事業 7-26 素人ちんどんフェスティバル 8- 3 川越市自転車シェアリング

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所

事業位置が特定されない事業
4-10 景観重要建造物・ 7-13 空き地・空き店舗活用支援事業 7-27 創作門松装飾事業

　　　　都市景観重要建築物の活用 7-14 テナントミックス事業 7-28 二升五合市（商い益 繁々盛市）

4-11 まちづくりアドバイザーの派遣 7-15 経営力向上・創業等支援 7-29 英語でおもてなし事業

4-12 新築修景補助事業 7-16 若手人材育成事業 7-30 にぎわいづくり推進事業

5- 1 地域子育て支援拠点事業 7-17 大規模小売店舗撤退時の 7-31 中心市街地文化活動の推進

6- 1 建築物耐震化促進事業 　　　　　　　　　　　 セーフティネット 7-33 小江戸川越トリエンナーレ展

6- 2 住環境改善事業 7-18 中小企業向け融資事業 7-35 路上喫煙防止条例推進事業

6- 3 住宅改修支援事業 7-19 川越ものづくりブランドKOEDO 7-36 エコストア・エコオフィス認定制度

6- 4 共同住宅低層階への商業施設 　　　　　　　　　　　E-PRO認定事業 7-37 街なか花壇の充実

　　　　　　　　　　　　　等入居啓発 7-20 パッサージュ（横道・小道）の演出 7-38 東京2020オリンピック・

7- 2 チャレンジショップ事業 7-21 商店街一店逸品運動推進事業 　　　　　　　 パラリンピックの推進

7- 3 小江戸川越春まつり 7-22 中心商店街魅力創出事業 7-39 川越観光ツアーの企画・実施

7- 4 川越百万灯夏まつり 7-23 シャッターアート事業 7-40 観光振興計画推進

7- 5 川越まつり 7-24 イルミネーション事業 7-41 KAWAGOE RIMIX 食と音と灯りの融合

7-11 空き店舗情報登録制度 7-25 サテライトスタジオ設置事業 8- 2 交通円滑化方策

7-12 空き店舗対策事業 7-26 素人ちんどんフェスティバル 8- 3 川越市自転車シェアリング

7-32 川越スカラ座整備運営事業

4- 5 （都）市内循環線（宮下町）

7- 9 旧山崎家別邸及び周辺歴
史的建造物利活用7- 8 旧小林斗あん宅跡地整備事業

7- 6 旧川越織物市場保存整備事業

4-24 街区公園等整備事業

4-25 川越城富士見櫓跡整備4- 7 伝統的建造物群保存地区
保存整備事業

7- 1 旧鶴川座保存活用事業

4-19 中央通り線（連雀町交差点～
仲町交差点）の整備検討

4- 8 歴史的地区環境整備街
路（立門前線）

4-23 松江町交差点改良事業

4-13 中央通り地区整備事業
4-20 中央通りまちなみ整備

7- 7 川越市蔵造り資料館耐震化事業

4- 9 歴史的地区環境整備街路
（喜多院門前通り線）

4-2 市道 1311 号線ほか（（仮称）
本川越西口駅前通り線））

7-10 川越市産業観光館（小江戸
蔵里）管理運営事業

4-22 連雀町新富町線
道路整備事業

4-21 高質空間形成施設（市道
1320 号線歩道整備）

4- 6 （都）本川越駅前通線

5- 3 子育て安心施設整備事業

4-4 （都）市内循環線（脇田町）

7-34 クレアモール周辺地区
違反広告物等是正指導

4-30 川越駅東口駅前広場（市道
0007 号線）

4-31 川越駅東口駅前広場サイン
4-32 川越駅東口歩行者用デッキ床

タイル
4-33 川越駅東口歩行者用デッキ歩

行支援施設
4-34 川越駅東口駅前広場公衆便所
4-35 川越駅東口駅前広場エスカレ

ーター
8-1 市道 0006・0007 号線（エレベ

ーター改修工事）

4-17 川越駅西口市有地利活用

4-16 川越駅西口周辺地区整備
（（都）川越所沢線）

5-2 川越市文化芸術振興・市民活
動拠点施設運営管理事業

4-14 三駅周辺地区整備

4-1 本川越駅西口開設工事

4-28 川越駅西口歩行者用デッキ
4-29 川越駅西口歩行者用デッキ

シェルター
4-36 川越駅西口歩行者用デッキ

エスカレーター

4-27 市道 1526 号線

4-26 市道 0009 号線

7-1 旧鶴川座再生・利活用事業

7-32 川越スカラ座整備運営事業

4- 5 （都）市内循環線（宮下町）

7- 9 旧山崎家別邸及び周辺歴史
的建造物利活用7- 8 旧小林斗あん宅跡地整備事業

7- 6 旧川越織物市場保存整備事業

4-24 街区公園等整備事業

4-25 川越城富士見櫓跡整備4- 7 伝統的建造物群保存地区

保存整備事業

7- 1 旧鶴川座保存活用事業

4-19 中央通り線（連雀町交差点～仲
町交差点）の整備検討

4- 8 歴史的地区環境整備街路
（立門前線）

4-23 松江町交差点改良事業

4-13 中央通り地区整備事業
4-20 中央通りまちなみ整備

7- 7 川越市蔵造り資料館耐震化事業

4- 9 歴史的地区環境整備街路
（喜多院門前通り線）

4-2 市道 1311 号線ほか（（仮称）
本川越西口駅前通り線））

7-10 川越市産業観光館（小江戸
蔵里）管理運営事業

4-22 連雀町新富町線
道路整備事業

4-21 高質空間形成施設（市道
1320 号線歩道整備）

4- 6 （都）本川越駅前通線

5- 3 子育て安心施設整備事業

4-4 （都）市内循環線（脇田町）

7-34 クレアモール周辺地区
違反広告物等是正指導

4-30 川越駅東口駅前広場（市道 0007
号線）

4-31 川越駅東口駅前広場サイン
4-32 川越駅東口歩行者用デッキ床タ

イル
4-33 川越駅東口歩行者用デッキ歩行

支援施設
4-34 川越駅東口駅前広場公衆便所
4-35 川越駅東口駅前広場エスカレー

ター
8-1 市道 0006・0007 号線（エレベー

ター改修工事）

4-17 川越駅西口市有地利活用

4-16 川越駅西口周辺地区整備
（（都）川越所沢線）

5-2 川越市文化芸術振興・市民活動
拠点施設運営管理事業

4-14 三駅周辺地区整備

4-1 本川越駅西口開設工事

4-28 川越駅西口歩行者用デッキ
4-29 川越駅西口歩行者用デッキ

シェルター
4-36 川越駅西口歩行者用デッキ

エスカレーター

4-27 市道 1526 号線

4-26 市道 0009 号線

7-1 旧鶴川座保存活用事業

凡例

赤字 新規事業

黒字 継続事業

凡例

赤字 新規事業

黒字 継続事業
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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

（１）川越市中心市街地活性化協議会

【新計画策定に向けた検討状況】

（略）

【協議会の開催状況】

平成２７年 ５月２２日 第 １回 ・平成２６年度認定中心市街地活性化基本計画フォローアップに関する

報告書の件

平成２７年１１月１１日 第 ２回 ・中心市街地活性化基本計画の進捗状況について

平成２８年 ２月１５日 第 ３回 ・中心市街地活性化基本計画の変更について

・中心市街地活性化基本計画のフォローアップについて

平成２８年 ５月１２日 第 ４回 ・中心市街地活性化基本計画変更に関する認定について（報告）

・中心市街地活性化基本計画のフォローアップについて（報告）

平成２８年１０月２７日 第 ５回 ・中心市街地活性化基本計画の進捗状況について

・ワーキンググループの進捗状況について

平成２９年 ２月 ６日 第 ６回 ・中心市街地活性化基本計画の変更について

・中心市街地活性化基本計画のフォローアップについて

平成２９年 ５月１１日 第 ７回 ・中心市街地活性化基本計画の変更認定およびフォローアップ報告に

ついて（報告）

・ワーキンググループの進捗状況について（報告）

平成２９年１１月 １日 第 ８回 ・中心市街地活性化基本計画の進捗状況について

・ワーキンググループの進捗状況について

平成３０年 ２月 ５日 第 ９回 ・中心市街地活性化基本計画の変更について

・中心市街地活性化基本計画のフォローアップについて

平成３０年 ５月１６日 第１０回 ・中心市街地活性化基本計画の変更及びフォローアップについて

・旧鶴川座の利活用について

・ワーキンググループの進捗状況について

（２）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

［１］～［３］略

［４］都市機能の集積のための事業等

４．～６．略

７．商業の活性化のための事業

7- 1 旧鶴川座再生・利活用事業

7- 2 ～ 7-41 略

８．４から７までの事業及び措置と一体的に推進するための事業 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

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）川越市中心市街地活性化協議会

【新計画策定に向けた検討状況】

（略）

【協議会の開催状況】

平成２７年 ５月２２日 第 １回 ・平成２６年度認定中心市街地活性化基本計画フォローアップに関する

報告書の件

平成２７年１１月１１日 第 ２回 ・中心市街地活性化基本計画の進捗状況について

平成２８年 ２月１５日 第 ３回 ・中心市街地活性化基本計画の変更について

・中心市街地活性化基本計画のフォローアップについて

平成２８年 ５月１２日 第 ４回 ・中心市街地活性化基本計画変更に関する認定について（報告）

・中心市街地活性化基本計画のフォローアップについて（報告）

平成２８年１０月２７日 第 ５回 ・中心市街地活性化基本計画の進捗状況について

・ワーキンググループの進捗状況について

平成２９年 ２月 ６日 第 ６回 ・中心市街地活性化基本計画の変更について

・中心市街地活性化基本計画のフォローアップについて

平成２９年 ５月１１日 第 ７回 ・中心市街地活性化基本計画の変更認定およびフォローアップ報告に

ついて（報告）

・ワーキンググループの進捗状況について（報告）

平成２９年１１月 １日 第 ８回 ・中心市街地活性化基本計画の進捗状況について

・ワーキンググループの進捗状況について

平成３０年 ２月 ５日 第 ９回 ・中心市街地活性化基本計画の変更について

・中心市街地活性化基本計画のフォローアップについて

（２）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

［１］～［３］略

［４］都市機能の集積のための事業等

４．～６．略

７．商業の活性化のための事業

7- 1 旧鶴川座保存活用事業

7- 2 ～ 7-41 略

８．４から７までの事業及び措置と一体的に推進するための事業 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


