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青梅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）～（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）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： 

青梅市納涼大会事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名： 

青梅駅前観光案内所運営

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名： 

観光案内パンフ、看板作成

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名： 

旧青梅街道沿道のまちな

か再生事業 

内容： 

「アキテンポ不動産」(空

き店舗・空き家のマネジメ

(株)まちつ

くり青梅 

旧青梅街道沿道の地域特性で

ある河岸段丘の地形を利用した

景観、中庭を用意した空き店

舗・空き家を活用したまちなか

再生を推進する。具体的にはま

ちづくり会社を中心に、空き店

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

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）～（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）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： 

青梅市納涼大会事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名： 

青梅駅前観光案内所運営

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名： 

観光案内パンフ、看板作成

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②からの移設 
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ント)等によるまちなみ再

生 

実施時期： 

平成28年度～ 

舗の所有者と出店希望者のマッ

チングや斡旋を、中心市街地全

体を見据えたタウンマネジメン

トのもと行うとともに、空き店

舗・空き家の所有者からまちづ

くり会社が物件を借り受け、自

社負担で改修を行い、出店希望

者に転貸して空き店舗の活用と

新規開業を促進する「アキテン

ポ不動産」の実施等、効果的な

テナント・業種を考慮したマネ

ジメントを推進していく。

これは目標①「街なか居住の促

進」、目標②「経済活力の向上」、

目標③「回遊性の向上」の達成

に必要な事業である。 

再興戦略事業）

の う ち 先 導

的・実証的事業

実施時期： 

平成 30 年度～

平成 33年度 

事業名： 

マルシェ常設化事業 

内容： 

市有地を活用したマルシ

ェの開催 

実施時期： 

平成28年度～ 

(株)まちつ

くり青梅 

民間事業者

 まちづくり会社を中心に市

民、事業者が企画・参加し、地

域の魅力ある個々の商品や日用

品を販売するマルシェを常設化

し、広場としても整備すること

で、市街地における買い物利便

性および回遊性の向上を図る。

 これは、まちなかの賑わいを

創出し、中心市街地の魅力を向

上させることから、中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

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 30 年度～

平成 33年度

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援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： 

タウンマネージャー設置

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）①に移設 

（２）②からの移設 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援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： 

タウンマネージャー設置

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名： 

旧青梅街道沿道のまちな

か再生事業 

内容： 

「アキテンポ不動産」(空

き店舗・空き家のマネジメ

ント)等によるまちなみ再

生 

実施時期： 

平成28年度～ 

(株)まちつ

くり青梅 

旧青梅街道沿道の地域特性で

ある河岸段丘の地形を利用した

景観、中庭を用意した空き店

舗・空き家を活用したまちなか

再生を推進する。具体的にはま

ちづくり会社を中心に、空き店

舗の所有者と出店希望者のマッ

チングや斡旋を、中心市街地全

体を見据えたタウンマネジメン

トのもと行う「アキテンポ不動

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）のうち調

査事業 

実施時期： 

平成 28 年度～ 
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（２）①に移設 

事業名： 

商業・商店街活性化アドバ

イザー活用事業 

（略）

（略） （略） （略） （略） 

（３）～（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 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

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）～（２）略 

（３）開催状況 

・第１回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 25年４月 10日） 

主な内容：設立趣意書、規約制定等 

・第 2回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 25年７月５日） 

主な内容：シンポジウム開催結果、中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況等 

・第 3回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 25年 10 月 15 日） 

主な内容：中心市街地商業活性化診断・サポート事業の取組説明等 

・第 4回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 26年２月 19日） 

主な内容：中心市街地商業活性化診断・サポート事業報告等 

・第 5回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 26年６月３日） 

産」の実施等、効果的なテナン

ト・業種を考慮したマネジメン

トを推進していく。 

これは目標①「街なか居住の促

進」、目標②「経済活力の向上」、

目標③「回遊性の向上」の達成

に必要な事業である。 

平成 33 年度 

事業名： 

マルシェ事業 

内容： 

市有地を活用したマルシ

ェの開催 

実施時期： 

平成28年度～ 

(株)まちつ

くり青梅 

民間事業者

 まちづくり会社を中心に市

民、事業者が企画・参加し、地

域の魅力ある個々の商品や日用

品を販売するマルシェを定期的

に開催する。 

 これは、まちなかの賑わいを

創出し、中心市街地の魅力を向

上させることから、中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

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）のうち調

査事業 

実施時期： 

平成 28 年度～ 

平成 33 年度

事業名： 

商業・商店街活性化アドバ

イザー活用事業 

（略）

（略） （略） （略） （略） 

（３）～（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 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

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）～（２）略 

（３）開催状況 

・第１回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 25年４月 10日） 

主な内容：設立趣意書、規約制定等 

・第 2回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 25年７月５日） 

主な内容：シンポジウム開催結果、中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況等 

・第 3回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 25年 10 月 15 日） 

主な内容：中心市街地商業活性化診断・サポート事業の取組説明等 

・第 4回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 26年２月 19日） 

主な内容：中心市街地商業活性化診断・サポート事業報告等 

・第 5回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 26年６月３日） 

主な内容：中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況等 
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主な内容：中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況等 

・第 6回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 26年 12 月 18 日） 

主な内容：中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況等 

・第 7回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 27年５月 15日）【以後、法定協議会】 

主な内容：(株)まちつくり青梅設立に伴う規約変更、役員改選等 

・第 8回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 27年７月 30日） 

主な内容：中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況等 

・第 9回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 27年９月 28日） 

主な内容：中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況等 

・第 10 回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 28年１月 27日） 

主な内容：青梅市中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見書（案）協議等 

・第 11 回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 28年３月 25日） 

主な内容：青梅市中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見書協議 

・第 12 回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 28年８月５日） 

主な内容：青梅市中心市街地活性化基本計画の認定報告等 

・第 13 回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 29年４月 18日） 

主な内容：青梅市中心市街地活性化基本計画の進捗状況報告等 

・第 14 回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 29年 10月 19日） 

主な内容：青梅市中心市街地活性化基本計画の変更（案）に対する意見書協議 

（４）略 

［３］略 

・第 6回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 26年 12 月 18 日） 

主な内容：中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況等 

・第 7回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 27年５月 15日）【以後、法定協議会】 

主な内容：(株)まちつくり青梅設立に伴う規約変更、役員改選等 

・第 8回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 27年７月 30日） 

主な内容：中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況等 

・第 9回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 27年９月 28日） 

主な内容：中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況等 

・第 10回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 28年１月 27日） 

主な内容：青梅市中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見書（案）協議等 

・第 11回青梅市中心市街地活性化協議会（平成 28年３月 25日） 

主な内容：青梅市中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見書協議 

（４）略 

［３］略 


