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高知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）     

事業名：「食のイベント」

事業 

（略） 

    

事業名：緑化推進事業 

 

 

事業内容：都市緑化の推進

及び「春花まつり」等イベ

ントの開催 

 

実施時期：平成 25～令和 4

年度 

 

高知市、 

(株)高知市

中心街再開

発協議会、

高知市都市

整備公社 

中心市街地における都市緑化を

推進するとともに、商店街と連携

した「春花まつり」や、展示即売

会、体験教室及び庭造り相談会等

を開催する「みどりの週間」、「緑

化祭」など、集客力のあるイベン

トの実施により、来街のきっかけ

づくりと交流人口の拡大を図る。 

よって、「『多くの人が回遊す

るまち』の実現」、「『また訪

れたいと思うまち』の実現」に

必要な事業である。 

支援措置の内

容 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

実施時期 

平成 25 年 4 月

～令和 5年 3月 

 

（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］～［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 

事業名：観光周遊バス運行

事業 

 

事業内容：市内の観光地を

経由するバス及び観光バ

スターミナルの運営、中心

市街地の飲食店や店舗と

の連携 

 

実施時期：平成 25～令和 4

年度 

(公財)高知

県観光コン

ベンション

協会 

高知駅と桂浜を発着点として市

内の観光スポットを回る観光周

遊バス「ＭＹ遊バス」の運行及

び市中心部の交通結節点である

はりまや橋観光バスターミナル

の運営を行うもの。あわせて，

「ＭＹ遊バス」利用者には観光

施設・宿泊施設・飲食店や店舗

での特典を付与したサービスを

行い、来街促進を図る。 

よって、「『また訪れたいと

支援措置の内

容 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

実施時期 

平成 25 年 4 月

～令和 5年 3月 

 

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）     

事業名：「食のイベント」

事業 

（略） 

    

事業名：「春花まつり」事

業 

 

事業内容：都市緑化の推進

と商店街活性化を図るた

めの「春花まつり」の開催 

 

実施時期：平成 25～令和 4

年度 

 

 

 

高知市、 

(株)高知市

中心街再開

発協議会、

高知市都市

整備公社 

都市緑化の推進と商店街活性化

を図るため、「春花まつり」を開

催し、来街のきっかけづくりと交

流人口の拡大を図る。 

よって、「『多くの人が回遊す

るまち』の実現」、「『また訪

れたいと思うまち』の実現」に

必要な事業である。 

支援措置の内

容 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

実施時期 

平成 25～令和 4

年度 

 

（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］～［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 

事業名：観光周遊バス運行

事業 

 

事業内容：市内の観光地を

経由するバスの運営、中心

市街地の飲食店や店舗と

の連携 

 

実施時期：平成 25～令和 4

年度 

 

(公財)高知

県観光コン

ベンション

協会 

高知駅と桂浜を発着点として市

内の観光スポットを回る観光周

遊バス「ＭＹ遊バス」の運行及

び観光施設・宿泊施設・飲食店

や店舗での特典を付与したサー

ビスを行い、来街を促進させる

事業である。 

よって、「『また訪れたいと

思うまち』の実現」に必要な

事業である。 

 

支援措置の内

容 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

実施時期 

平成 25～令和 4

年度 
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 思うまち』の実現」に必要な

事業である。 

事業名：公共交通利用促進

事業 

（略） 

    

（２）②～（４）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 

■開催経過  

○第１回中心市街地活性化協議会（平成 23年 12月 6日（火）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画の策定の現状について 

・その他 

○第２回中心市街地活性化協議会（平成 24年 2月 23日（木）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画の素案について 

○第３回中心市街地活性化協議会（平成 24年 8月 31日（金）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画（案）について 

・その他 

○第４回中心市街地活性化協議会（平成 26年 11月４日（火）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画の進捗等について 

・その他 

○第５回中心市街地活性化協議会（平成 27年５月 11日（月）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画に係る平成 26年度定期フォローアップについて 

・その他 

 ○第６回中心市街地活性化協議会（平成 27年 11月 10日（火）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画に係る変更について 

・その他 

○第７回中心市街地活性化協議会（平成 28年４月 26日（火）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画に係る平成 27年度定期フォローアップについて 

・その他 

○第８回中心市街地活性化協議会（平成 29年４月 18日（火）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画に係る平成 28年度定期フォローアップについて 

・その他 

○第９回中心市街地活性化協議会（平成 29年 11月 24日（金）） 

・第二期高知市中心市街地活性化基本計画（案）の説明 

  ・第二期高知市中心市街地活性化基本計画（案）に対する高知市中心市街地活性化協議会の意見書について 

  ・その他 

○第 10回中心市街地活性化協議会（平成 30年４月 26日（木）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画（第一期）に係る最終フォローアップに関する報告（案）について 

 ・高知市中心市街地活性化基本計画（第二期）の認定について 

 ・その他 

○第 11回中心市街地活性化協議会（平成 31年４月 26日（金）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画に係る平成 30年度定期フォローアップについて 

 

 

事業名：公共交通利用促進

事業 

（略） 

    

（２）②～（４）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 

■開催経過  

○第１回中心市街地活性化協議会（平成 23年 12月 6日（火）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画の策定の現状について 

・その他 

○第２回中心市街地活性化協議会（平成 24年 2月 23日（木）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画の素案について 

○第３回中心市街地活性化協議会（平成 24年 8月 31日（金）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画（案）について 

・その他 

○第４回中心市街地活性化協議会（平成 26年 11月４日（火）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画の進捗等について 

・その他 

○第５回中心市街地活性化協議会（平成 27年５月 11日（月）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画に係る平成 26年度定期フォローアップについて 

・その他 

 ○第６回中心市街地活性化協議会（平成 27年 11月 10日（火）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画に係る変更について 

・その他 

○第７回中心市街地活性化協議会（平成 28年４月 26日（火）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画に係る平成 27年度定期フォローアップについて 

・その他 

○第８回中心市街地活性化協議会（平成 29年４月 18日（火）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画に係る平成 28年度定期フォローアップについて 

・その他 

○第９回中心市街地活性化協議会（平成 29年 11月 24日（金）） 

・第二期高知市中心市街地活性化基本計画（案）の説明 

  ・第二期高知市中心市街地活性化基本計画（案）に対する高知市中心市街地活性化協議会の意見書について 

  ・その他 

○第 10回中心市街地活性化協議会（平成 30年４月 26日（木）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画（第一期）に係る最終フォローアップに関する報告（案）について 

 ・高知市中心市街地活性化基本計画（第二期）の認定について 

 ・その他 

○第 11回中心市街地活性化協議会（平成 31年４月 26日（金）） 

・高知市中心市街地活性化基本計画に係る平成 30年度定期フォローアップについて 
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・その他 

○第 12回中心市街地活性化協議会（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，書面にて意見聴取） 

・高知市中心市街地活性化基本計画に係る令和元年度定期フォローアップについて 

 

■その他 

  ・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 25年３月変更認定分） 

    平成 25年３月８日  協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 25年７月変更認定分） 

    平成 25年５月 30日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 25年 11月変更認定分） 

    平成 25年 10月 21日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 26年３月変更認定分） 

    平成 26年１月 20日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 26年 11月変更認定分） 

    平成 26年 10月 20日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 27年３月変更認定分） 

    平成 27年２月 19日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 27年 11月変更認定分） 

    平成 27年 10月 16日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

 ・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 28年７月変更認定分） 

    平成 28年６月 17日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 29年７月変更認定分） 

   平成 29年６月 23日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 30年 11月変更認定分） 

   平成 30年 10月 23日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（令和元年 11月変更認定分） 

   令和元年 10月 16日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（令和２年３月変更認定分） 

   令和２年２月 28日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（令和２年 11月変更認定分） 

   令和２年 10月 26日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

 

１０．～１２．略 

  

・その他 

○新規追加 

 

 

■その他 

  ・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 25年３月変更認定分） 

    平成 25年３月８日  協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 25年７月変更認定分） 

    平成 25年５月 30日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 25年 11月変更認定分） 

    平成 25年 10月 21日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 26年３月変更認定分） 

    平成 26年１月 20日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 26年 11月変更認定分） 

    平成 26年 10月 20日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 27年３月変更認定分） 

    平成 27年２月 19日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 27年 11月変更認定分） 

    平成 27年 10月 16日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

 ・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 28年７月変更認定分） 

    平成 28年６月 17日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 29年７月変更認定分） 

   平成 29年６月 23日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（平成 30年 11月変更認定分） 

   平成 30年 10月 23日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（令和元年 11月変更認定分） 

   令和元年 10月 16日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・高知市中心市街地活性化基本計画の変更について（令和２年３月変更認定分） 

   令和２年２月 28日 協議会委員から変更申請の承認を得た。 

・新規追加 

 

 

１０．～１２．略 

 

 


