
別 紙

1

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

１.中心市街地の活性化に関する基本的な方針

２．中心市街地の位置及び区域

３．中心市街地の活性化の目標

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）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

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針

２．中心市街地の位置及び区域

３．中心市街地の活性化の目標

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）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 4-26

市道 0009 号線

●事業内容

・道路整備

延長 250ｍ

幅員 11ｍ

●実施時期

平成 29 年度～32 年度

・川越市 ・本路線は、川越駅西口周辺に

おける補助幹線道路として、増

加する交通需要への対応や交通

円滑化に向けた整備の必要性が

高い。

・また、他の補助幹線道路（市

道 1526 号線）や都市計画道路

（川越所沢線）等とともに川越

駅西口周辺の既存・計画中・構

想中の各都市拠点（川越駅、ウ

ェスタ川越、川越駅西口市有地、

川越地方庁舎跡地等）を有機的

に結ぶことによる歩行者の回遊

性の向上、沿道の土地利用の活

性化によるにぎわいの創出が期

待される路線である。

・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の

活性化に必要な事業である。

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

平成 30 年度～

32 年度

●事業名 4-27

市道 1526 号線

●事業内容

・道路整備

延長 150ｍ

幅員 12ｍ

●実施時期

平成 29 年度～33 年度

・川越市 ・本路線は、川越駅西口周辺に

おける補助幹線道路として、増

加する交通需要への対応や交通

円滑化に向けた整備の必要性が

高い。

・また、他の補助幹線道路（市

道 0009 号線）や都市計画道路

（川越所沢線）等とともに川越

駅西口周辺の既存・計画中・構

想中の各都市拠点（川越駅、ウ

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

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 4-26

市道 0009 号線

●事業内容

・道路整備

延長 250ｍ

幅員 11ｍ

●実施時期

平成 29年度～32年度

・川越市 ・本路線は、川越駅西口周辺に

おける補助幹線道路として、増

加する交通需要への対応や交通

円滑化に向けた整備の必要性が

高い。

・また、他の補助幹線道路（市

道 1526 号線）や都市計画道路

（川越所沢線）等とともに川越

駅西口周辺の既存・計画中・構

想中の各都市拠点（川越駅、ウ

ェスタ川越、川越駅西口市有地、

川越地方庁舎跡地等）を有機的

に結ぶことによる歩行者の回遊

性の向上、沿道の土地利用の活

性化によるにぎわいの創出が期

待される路線である。

・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の

活性化に必要な事業である。

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

平成 29 年度～

32 年度

●事業名 4-27

市道 1526 号線

●事業内容

・道路整備

延長 150ｍ

幅員 12ｍ

●実施時期

平成 29年度～33年度

・川越市 ・本路線は、川越駅西口周辺に

おける補助幹線道路として、増

加する交通需要への対応や交通

円滑化に向けた整備の必要性が

高い。

・また、他の補助幹線道路（市

道 0009 号線）や都市計画道路

（川越所沢線）等とともに川越

駅西口周辺の既存・計画中・構

想中の各都市拠点（川越駅、ウ

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●実施時期
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ェスタ川越、川越駅西口市有地、

川越地方庁舎跡地等）を有機的

に結ぶことによる歩行者の回遊

性の向上、沿道の土地利用の活

性化によるにぎわいの創出が期

待される路線である。

・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の

活性化に必要な事業である。

平成 29 年度～

32 年度

●事業名 4-28

川越駅西口歩行者用デッ

キ （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-29

川越駅西口歩行者用デッ

キシェルター

●事業内容

・整備面積 684 ㎡

●実施時期

平成 29 年度～31 年度

・川越市 ・本施設は、川越駅西口歩行者

用デッキ等に設置するシェルタ

ーであり、新たなにぎわいを創

出する川越駅西口市有地へのメ

インアクセスルートにおいて、

安全かつ良質な歩行空間を提供

するものであることから、歩行

者の回遊性の向上、にぎわいの

創出が期待される施設である。

・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の

活性化に必要な事業である。

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

平成 29 年度～

31 年度

●事業名 4-30

川越駅東口駅前広場（市道

0007 号線）

●事業内容

・駅前広場ロータリー部の

整備

整備面積 6,000 ㎡

●実施時期

平成 29 年度～32 年度

・川越市 ・川越駅東口第一種市街地開発

事業として平成 2年に完成して

から 23 年の月日が過ぎ、その

間、川越駅東口は「川越市の玄

関口」として多くの人々が利用

する駅となった。しかし、歩道

幅や車道部の段差等が現在のバ

リアフリー基準を満たさないた

め、改修が必要である。

・交通広場の改修を行うことに

より、基本方針である「魅力あ

るまちなみづくり」に寄与する

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

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

平成 29 年度～

32 年度

●事業名 4-31

川越駅東口駅前広場サイ

ン

●事業内容

・案内情報板の設置

・川越市 ・川越駅東口は、「川越市の玄

関口」として多くの人々が利用

する駅であり、海外からの観光

客が多く到着するターミナルで

あることから、これらの利用者

に対するサイン整備が必要であ

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

ェスタ川越、川越駅西口市有地、

川越地方庁舎跡地等）を有機的

に結ぶことによる歩行者の回遊

性の向上、沿道の土地利用の活

性化によるにぎわいの創出が期

待される路線である。

・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の

活性化に必要な事業である。

平成 29 年度～

33 年度

●事業名 4-28

川越駅西口歩行者用デッ

キ （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-29

川越駅西口歩行者用デッ

キシェルター

●事業内容

・整備面積 700 ㎡

●実施時期

平成 29年度～32年度

・川越市 ・本施設は、川越駅西口歩行者

用デッキ等に設置するシェルタ

ーであり、新たなにぎわいを創

出する川越駅西口市有地へのメ

インアクセスルートにおいて、

安全かつ良質な歩行空間を提供

するものであることから、歩行

者の回遊性の向上、にぎわいの

創出が期待される施設である。

・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の

活性化に必要な事業である。

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

平成 29 年度～

32 年度

●事業名 4-30

川越駅東口駅前広場（市道

0007 号線）

●事業内容

・駅前広場ロータリー部の

整備

整備面積 6,000 ㎡

●実施時期

平成 29年度

・川越市 ・川越駅東口第一種市街地開発

事業として平成 2年に完成して

から 23 年の月日が過ぎ、その

間、川越駅東口は「川越市の玄

関口」として多くの人々が利用

する駅となった。しかし、歩道

幅や車道部の段差等が現在のバ

リアフリー基準を満たさないた

め、改修が必要である。

・交通広場の改修を行うことに

より、基本方針である「魅力あ

るまちなみづくり」に寄与する

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

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

平成 29 年度

●事業名 4-31

川越駅東口駅前広場サイ

ン

●事業内容

・案内情報板の設置

・川越市 ・川越駅東口は、「川越市の玄

関口」として多くの人々が利用

する駅であり、海外からの観光

客が多く到着するターミナルで

あることから、これらの利用者

に対するサイン整備が必要であ

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市
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地上部 8基

デッキ部 15基

●実施時期

平成 31 年度～32 年度

る。

・サインの再配置や多言語対応

等を行うことにより、基本方針

である「にぎわいの創出」に寄

与する中心市街地の活性化に必

要な事業である。

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

平成 31 年度～

32 年度

●事業名 4-32

川越駅東口歩行者用デッ

キ床タイル

●事業内容

・デッキ部床タイル敷設替

整備面積 1,500 ㎡

●実施時期

平成 30 年度～32 年度

・川越市 ・川越駅東口第一種市街地開発

事業として平成 2年に完成して

から 23 年の月日が過ぎ、その

間、ペデストリアンデッキ床面

の経年劣化や破損が進んでいる

ほか、転倒事故を予防すること

を含め、バリアフリー基準に適

合した床面に改修することが必

要である。

・歩行者支援施設の整備と併せ、

基本方針である「魅力あるまち

なみづくり」に寄与する中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

平成 30 年度～

32 年度

●事業名 4-33

川越駅東口歩行者用デッ

キ歩行支援施設

●事業内容

・駅前広場デッキ部の整備

整備面積 1,500 ㎡

●実施時期

平成 30 年度～32 年度

・川越市 ・川越駅東口第一種市街地開発

事業として平成 2年に完成して

から 23 年の月日が過ぎ、その

間、ペデストリアンデッキ施設

の経年劣化が進み、耐震性の検

討も必要である。

・また、デッキ上に歩行者シェ

ルターを設置し、歩行者動線を

整備することで、安全性と利便

性の向上を図る必要がある。

・デッキ床面の整備と併せ、基

本方針である「にぎわいの創出」

に寄与する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

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

平成 30 年度～

32 年度

●事業名 4-34

川越駅東口駅前広場公衆

便所

●事業内容

・公衆便所 1棟

面積 51 ㎡

●実施時期

平成 30 年度～31 年度

・川越市 ・公共交通利用者の多い川越駅

東口に 24 時間利用可能なトイ

レを設置することにより、利便

性の向上を図る。

・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の

活性化に必要な事業である。

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

平成 30 年度～

31 年度

地上部 8基

デッキ部 15 基

●実施時期

平成 31年度

る。

・サインの再配置や多言語対応

等を行うことにより、基本方針

である「にぎわいの創出」に寄

与する中心市街地の活性化に必

要な事業である。

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

平成 31 年度

●事業名 4-32

川越駅東口歩行者用デッ

キ床タイル

●事業内容

・デッキ部床タイル敷設替

整備面積 1,500 ㎡

●実施時期

平成 31年度

・川越市 ・川越駅東口第一種市街地開発

事業として平成 2年に完成して

から 23 年の月日が過ぎ、その

間、ペデストリアンデッキ床面

の経年劣化や破損が進んでいる

ほか、転倒事故を予防すること

を含め、バリアフリー基準に適

合した床面に改修することが必

要である。

・歩行者支援施設の整備と併せ、

基本方針である「魅力あるまち

なみづくり」に寄与する中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

平成 31 年度

●事業名 4-33

川越駅東口歩行者用デッ

キ歩行支援施設

●事業内容

・駅前広場デッキ部の整備

整備面積 1,500 ㎡

●実施時期

平成 30年度～31年度

・川越市 ・川越駅東口第一種市街地開発

事業として平成 2年に完成して

から 23 年の月日が過ぎ、その

間、ペデストリアンデッキ施設

の経年劣化が進み、耐震性の検

討も必要である。

・また、デッキ上に歩行者シェ

ルターを設置し、歩行者動線を

整備することで、安全性と利便

性の向上を図る必要がある。

・デッキ床面の整備と併せ、基

本方針である「にぎわいの創出」

に寄与する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

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

平成 30 年度～

31 年度

●事業名 4-34

川越駅東口駅前広場公衆

便所

●事業内容

・公衆便所 1棟

面積 46.5 ㎡

●実施時期

平成 31年度

・川越市 ・公共交通利用者の多い川越駅

東口に 24 時間利用可能なトイ

レを設置することにより、利便

性の向上を図る。

・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の

活性化に必要な事業である。

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

平成 31 年度
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（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 （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 4-35

川越駅東口駅前広場エス

カレーター （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-36

川越駅西口歩行者用デッ

キエスカレーター

●事業内容

・エスカレーター

1基

●実施時期

平成 31 年度

・川越市 ・本施設は、川越駅西口市有地

利活用において整備する新たな

拠点へのメインアクセスルート

となるものである。

・新たなにぎわいを創出する川

越駅西口市有地への安全かつ良

質な歩行空間を提供するもので

あることから、歩行者の回遊性

の向上、にぎわいの創出が期待

される施設である。

・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の

活性化に必要な事業である。

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●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

支援措置の内容

及び実施時期

その他

の事項

●事業名 4-1

本川越駅西口開設工事

（略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-2

市道 1311 号線ほか（（仮

称）本川越西口駅前通り

線） （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-4

都市計画道路 市内循環

線（脇田町） （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-5

都市計画道路 市内循環

線（宮下町） （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-6

都市計画道路 本川越駅

前通線 （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-8

歴史的地区環境整備街路

（立門前線）

●事業内容

・道路整備（美装化）

延長 200ｍ

幅員 6ｍ

●実施時期

・川越市 ・歴史的な建造物の町並みが続

く地区において、町並みと調和

のとれた景観に配慮した道路整

備を行うことによって、地域の

魅力の向上や居住環境を高める

とともに、観光客の回遊性を高

める。

・基本方針である「魅力あるま

ちなみづくり」に寄与する中心

市街地の活性化に必要な事業で

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（街

なみ環境整備事

業）

●実施時期

平成 29 年度～

31 年度

●事業名 4-35

川越駅東口駅前広場エス

カレーター （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-36

川越駅西口歩行者用デッ

キエスカレーター

●事業内容

・エスカレーター

2基

●実施時期

平成 31年度

・川越市 ・本施設は、川越駅西口市有地

利活用において整備する新たな

拠点へのメインアクセスルート

となるものである。

・新たなにぎわいを創出する川

越駅西口市有地への安全かつ良

質な歩行空間を提供するもので

あることから、歩行者の回遊性

の向上、にぎわいの創出が期待

される施設である。

・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の

活性化に必要な事業である。

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●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

支援措置の内容

及び実施時期

その他

の事項

●事業名 4-1

本川越駅西口開設工事

（略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-2

市道 1311 号線ほか（（仮

称）本川越西口駅前通り

線） （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-4

都市計画道路 市内循環

線（脇田町） （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-5

都市計画道路 市内循環

線（宮下町） （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-6

都市計画道路 本川越駅

前通線 （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-8

歴史的地区環境整備街路

（立門前線）

●事業内容

・道路整備（美装化）

延長 200ｍ

幅員 6ｍ

●実施時期

・川越市 ・歴史的な建造物の町並みが続

く地区において、町並みと調和

のとれた景観に配慮した道路整

備を行うことによって、地域の

魅力の向上や居住環境を高める

とともに、観光客の回遊性を高

める。

・基本方針である「魅力あるま

ちなみづくり」に寄与する中心

市街地の活性化に必要な事業で

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（街

なみ環境整備事

業）

●実施時期

平成 29 年度～

31 年度
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（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

（４）国の支援措置がないその他の事業

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

（４）国の支援措置がないその他の事業

平成 23 年度～ ある。

●事業名 4-9

歴史的地区環境整備街路

（喜多院門前通り線）（略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-10

景観重要建造物・都市景観

重要建築物の活用 （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-11

まちづくりアドバイザー

の派遣 （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-12

新築修景補助事業 （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-16

川越駅西口周辺地区整備

（略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-22

連雀町新富町線道路整備

事業 （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 4-7

伝統的建造物群保存地区

保存整備事業

●事業内容

・伝統的建造物等家屋整備

・伝統的建造物保存対策調

査

・伝統的建造物群保存地区

防災計画策定事業

●実施時期

平成 12 年度～

・川越市 ・伝統的建造物群保存地区の保

存整備を図るため、伝統的建造

物の保存修理に対してその費用

を助成する。

・また、特定された伝統的建造

物及び特定候補物件に対して、

個別調査を実施し、具体的な修

理方法を検討する。

・地域コミュニティの強化や地

区内伝統的建造物の耐震対策な

どを推進するため、平成 13年度

に策定した防災計画を平成 28

年度に見直し、さらに周知を図

る。

・本事業により、伝統的建造物

群保存地区の保存整備と町並み

の連続性や魅力が向上すること

から、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

地の活性化に必要な事業であ

る。

●支援措置の

内容

・国宝重要文化

財等保存・活用

事業費補助金

（重要伝統的

建造物群保存

地区・保存修理

事業）

●実施時期

平成 12 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

国以外の支援

措置の内容及

その他

の事項

平成 23年度～31年度 ある。

●事業名 4-9

歴史的地区環境整備街路

（喜多院門前通り線）（略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-10

景観重要建造物・都市景観

重要建築物の活用 （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-11

まちづくりアドバイザー

の派遣 （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-12

新築修景補助事業 （略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-16

川越駅西口周辺地区整備

（略）

（略） （略） （略）

●事業名 4-22

連雀町新富町線道路整備

事業 （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 4-7

伝統的建造物群保存地区

保存整備事業

●事業内容

・伝統的建造物等家屋整備

・伝統的建造物保存対策調

査

・伝統的建造物群保存地区

防災計画策定事業

●実施時期

平成 12年度～

・川越市 ・伝統的建造物群保存地区の保

存整備を図るため、伝統的建造

物の保存修理に対してその費用

を助成する。

・また、特定された伝統的建造

物及び特定候補物件に対して、

個別調査を実施し、具体的な修

理方法を検討する。

・地域コミュニティの強化や地

区内伝統的建造物の耐震対策な

どを推進するため、平成 13 年度

に策定した防災計画の見直しを

行う。

・本事業により、伝統的建造物

群保存地区の保存整備と町並み

の連続性や魅力が向上すること

から、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

地の活性化に必要な事業であ

る。

●支援措置の

内容

・国宝重要文化

財等保存整備

費補助金（重要

伝統的建造物

群保存地区・保

存修理事業）

●実施時期

平成 12 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

国以外の支援

措置の内容及

その他

の事項
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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）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

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）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

び実施時期

●事業名 4-13

中央通り地区整備事業

（略）

（略） （略）

●事業名 4-14

三駅周辺地区整備 （略）

（略） （略）

●事業名 4-17

川越駅西口市有地利活用

（略）

（略） （略）

●事業名 4-19

中央通り線（連雀町交差点

～仲町交差点）の整備検討

（略）

（略） （略）

●事業名 4-20

中央通りまちなみ整備

（略）

（略） （略）

●事業名 4-21

高質空間形成施設（市道

1320 号線歩道整備）（略）

（略） （略）

●事業名 4-23

松江町交差点改良事業

●事業内容

・詳細設計

・交差点暫定改良

・延長 30m

●実施時期

平成 24 年度～

・川越市 ・２つの都市計画道路が交差す

る当該交差点は東京川越線が未

整備ということもあり、南北方

向に交通渋滞を引き起こしてい

る。

・改良による交通渋滞の軽減に

より、北部地域における他の交

通施策の検討及び実施に寄与す

る。

・基本方針である「魅力あるま

ちなみづくり」に寄与する中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。

●事業名 4-24

街区公園等整備事業

（略）

（略） （略）

●事業名 4-25

川越城富士見櫓跡整備

（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

び実施時期

●事業名 4-13

中央通り地区整備事業

（略）

（略） （略）

●事業名 4-14

三駅周辺地区整備 （略）

（略） （略）

●事業名 4-17

川越駅西口市有地利活用

（略）

（略） （略）

●事業名 4-19

中央通り線（連雀町交差点

～仲町交差点）の整備検討

（略）

（略） （略）

●事業名 4-20

中央通りまちなみ整備

（略）

（略） （略）

●事業名 4-21

高質空間形成施設（市道

1320 号線歩道整備）（略）

（略） （略）

●事業名 4-23

松江町交差点改良事業

●事業内容

・詳細設計

・交差点暫定改良

・延長 30m

●実施時期

平成 24年度～31年度

・川越市 ・２つの都市計画道路が交差す

る当該交差点は東京川越線が未

整備ということもあり、南北方

向に交通渋滞を引き起こしてい

る。

・改良による交通渋滞の軽減に

より、北部地域における他の交

通施策の検討及び実施に寄与す

る。

・基本方針である「魅力あるま

ちなみづくり」に寄与する中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。

●事業名 4-24

街区公園等整備事業

（略）

（略） （略）

●事業名 4-25

川越城富士見櫓跡整備

（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



7

（２）②略

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

（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）略

（２）②略

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

（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）略

●事業名 5-3

子育て安心施設整備事業

●事業内容

・子育て安心施設の整備

床面積 1,822.76 ㎡

導入機能

①保育機能（送迎保育ステ

ーションなど）、②子育て

支援施設、③乳幼児相談、

産前・産後相談の場、④健

康教育・健康相談の場、⑤

地域包括支援センター

●実施時期

平成 30 年度～32 年度

・川越市

・これからのまちづくりに必要

な都市機能の集約や、子育て世

代の利便性を高めるため、駅周

辺に子育て安心施設を設置す

る。

・保育機能や相談機能とともに、

子育て世代を中心に多世代が集

う場の充実を図る。

・基本方針である｢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。

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

平成 30 年度～

32 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

支援措置の内容

及び実施時期

その他

の事項

●事業名 5-1

地域子育て支援拠点事業

（略）

（略） （略） （略）

●事業名 5-3

子育て安心施設整備事業

（再掲）

●事業内容

・子育て安心施設の整備

床面積 1,822.76 ㎡

導入機能

①保育機能（送迎保育ステ

ーションなど）、②子育て

支援施設、③乳幼児相談、

産前・産後相談の場、④健

康教育・健康相談の場、⑤

地域包括支援センター

●実施時期

平成 30 年度～令和 3年度

・川越市 ・これからのまちづくりに必要

な都市機能の集約や、子育て世

代の利便性を高めるため、駅周

辺に子育て安心施設を設置す

る。

・保育機能や相談機能とともに、

子育て世代を中心に多世代が集

う場の充実を図る。

・基本方針である｢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。

●支援措置の

内容

・次世代育成支

援対策交付金

●実施時期

令和元年度～2

年度

●事業名 5-3

子育て安心施設整備事業

●事業内容

・子育て安心施設の整備

床面積 1,500～1,800 ㎡

導入機能

①保育機能（送迎保育ステ

ーションなど）、②子育て

支援施設、③乳幼児相談、

産前・産後相談の場、④健

康教育・健康相談の場、⑤

地域包括支援センター

●実施時期

平成 30年度～32年度

・川越市

・これからのまちづくりに必要

な都市機能の集約や、子育て世

代の利便性を高めるため、駅周

辺に子育て安心施設を設置す

る。

・保育機能や相談機能とともに、

子育て世代を中心に多世代が集

う場の充実を図る。

・基本方針である｢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。

●支援措置の

内容

・社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（川越市

中心三駅周辺

地区））

●実施時期

平成 30 年度～

32 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

支援措置の内容

及び実施時期

その他

の事項

●事業名 5-1

地域子育て支援拠点事業

（略）

（略） （略） （略）

新規追加
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（２）①略

（２）②略

（３）略

（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、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

（２）①略

（２）②略

（３）略

（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、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 7-1

旧鶴川座再生・利活用事業

（再掲） （略）

（略） （略） （略） （略）

●事業名 7-2

チャレンジショップ事業

●事業内容

・空き店舗等の借り上げに

より、新規起業家の立ち上

げを支援、経営指導の実

施、中心市街地エリアでの

開業支援

●実施時期

平成 25 年度～

・㈱まちづ

くり川越

・前計画に位置付けていた「チ

ャレンジショップ事業」は 2年

間で 3組が卒業し、1名（1組）

が市内で開業しており、空き店

舗対策及び商業創業者支援に一

定の成果を挙げており、引き続

き事業を継続する。

・本事業は、中心市街地商店街

の空き店舗を借り上げて、チャ

レンジショップとして出店を希

望する新規開業者等に対し貸し

出し、経営指導等を行い、独立

開業を支援していくものであ

る。

・旧ＴＭＯの結果からは、空き

地・空き店舗の発生要因の分析

等から、それらの貸手・借手を

それぞれ支援する機能、商店街

やまち全体からの出店企画する

機能が求められている。

・そのため、空き地・空き店舗

活用支援事業との情報連携やテ

ナントミックスの考え方も加味

し、卒業生の中心市街地エリア

での開業も併せて支援する。

・本事業は、商業の担い手の育

成と空き店舗解消、ひいては商

店街の活性化に資する事業であ

ることから、基本方針である「に

ぎわいの創出」に寄与する中心

●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 27 年 4 月

～令和 2 年 3

月

区域内

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） （略）

（略） （略） （略） （略）

●事業名 7-2

チャレンジショップ事業

●事業内容

・空き店舗等の借り上げに

より、新規起業家の立ち上

げを支援、経営指導の実

施、中心市街地エリアでの

開業支援

●実施時期

平成 25年度～

・㈱まちづ

くり川越

・前計画に位置付けていた「チ

ャレンジショップ事業」は 2年

間で 3組が卒業し、1名（1組）

が市内で開業しており、空き店

舗対策及び商業創業者支援に一

定の成果を挙げており、引き続

き事業を継続する。

・本事業は、中心市街地商店街

の空き店舗を借り上げて、チャ

レンジショップとして出店を希

望する新規開業者等に対し貸し

出し、経営指導等を行い、独立

開業を支援していくものであ

る。

・旧ＴＭＯの結果からは、空き

地・空き店舗の発生要因の分析

等から、それらの貸手・借手を

それぞれ支援する機能、商店街

やまち全体からの出店企画する

機能が求められている。

・そのため、空き地・空き店舗

活用支援事業との情報連携やテ

ナントミックスの考え方も加味

し、卒業生の中心市街地エリア

での開業も併せて支援する。

・本事業は、商業の担い手の育

成と空き店舗解消、ひいては商

店街の活性化に資する事業であ

ることから、基本方針である「に

ぎわいの創出」に寄与する中心

●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 27 年度～

31 年度
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市街地活性化に必要な事業であ

る。

●事業名 7-3

小江戸川越春まつり

●事業内容

・毎年 3月下旬から 5月上

旬にかけて、オープニング

イベント、縁日大会、謎解

きゲーム等様々なイベン

トの開催

●実施時期

平成 2年～

・小江戸川

越観光事業

実行委員会

・（公社）

小江戸川越

観光協会

・昭和 40年から実施されてきた

さくら祭りが平成 2年に小江戸

川越春まつりとなった。

・蔵造りの町並みにおいて、春

まつり開催式典のほか、川越藩

火縄銃鉄砲隊の演武やマーチン

グバンドパレードなどのオープ

ニングイベントが行われる。ま

た、蓮馨寺、熊野神社の境内に

おいて、まつり囃子やステージ

イベントが楽しめる縁日大会、

市内各所を巡って数々の謎を解

いていく謎解きゲーム、蓮馨寺

での民踊大会のほか、期間中に

様々な協賛事業等が実施され

る。

・中心市街地で行われ、大勢の

見物人が訪れる本事業は、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。

●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 30 年 5 月

～令和 2 年 3

月

区域内

● 事業名 7-4

川越百万灯夏まつり

●事業内容

・夏祭りとして中心市街地

の商店街に提灯の飾り付

けのほか、パレード、手づ

くりみこし行進、OH!通り

ゃんせ KAWAGOE、地元商店

街のイベント等の開催

●実施時期

昭和 57 年～

（7月下旬）

・川越百万

灯夏まつり

実行委員会

（川越商工

会議所内）

・嘉永 3 年（1850）、城主松平

斉典の徳をしのび、軒先に灯ろ

うを掲げたことが起源とされて

いる。

・昭和 35年に百万灯ちょうちん

祭りが始められたが、昭和 57 年

から百万灯夏まつりと名称を変

えて、市民まつりとして川越駅

から一番街までとその周辺にお

いて提灯の飾り付けのほか、パ

レード、手づくりみこし行進、

OH!通りゃんせ KAWAGOE、地元商

店街のイベントなどが行われて

いる。

・中心市街地で行われ、大勢の

見物人が訪れる本事業は、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。

●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 27 年 7 月

～令和元年 7

月

区域内

●事業名 7-5

川越まつり

・川越まつ

り協賛会

・川越まつりは、慶安元年

（1648）、川越城主松平伊豆守

●支援措置の

内容

区域内

市街地活性化に必要な事業であ

る。

●事業名 7-3

小江戸川越春まつり

●事業内容

・毎年 3月下旬から 5月上

旬にかけて、オープニング

イベント、縁日大会、謎解

きゲーム等様々なイベン

トの開催

●実施時期

平成 2年～

・小江戸川

越観光事業

実行委員会

・（公社）

小江戸川越

観光協会

・昭和 40 年から実施されてきた

さくら祭りが平成 2年に小江戸

川越春まつりとなった。

・蔵造りの町並みにおいて、春

まつり開催式典のほか、川越藩

火縄銃鉄砲隊の演武やマーチン

グバンドパレードなどのオープ

ニングイベントが行われる。ま

た、蓮馨寺、熊野神社の境内に

おいて、まつり囃子やステージ

イベントが楽しめる縁日大会、

市内各所を巡って数々の謎を解

いていく謎解きゲーム、蓮馨寺

での民踊大会のほか、期間中に

様々な協賛事業等が実施され

る。

・中心市街地で行われ、大勢の

見物人が訪れる本事業は、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。

●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 30 年度～

31 年度

● 事業名 7-4

川越百万灯夏まつり

●事業内容

・夏祭りとして中心市街地

の商店街に提灯の飾り付

けのほか、パレード、手づ

くりみこし行進、OH!通り

ゃんせ KAWAGOE、地元商店

街のイベント等の開催

●実施時期

昭和 57年～

（7月下旬）

・川越百万

灯夏まつり

実行委員会

（川越商工

会議所内）

・嘉永 3年（1850）、城主松平

斉典の徳をしのび、軒先に灯ろ

うを掲げたことが起源とされて

いる。

・昭和 35 年に百万灯ちょうちん

祭りが始められたが、昭和 57年

から百万灯夏まつりと名称を変

えて、市民まつりとして川越駅

から一番街までとその周辺にお

いて提灯の飾り付けのほか、パ

レード、手づくりみこし行進、

OH!通りゃんせ KAWAGOE、地元商

店街のイベントなどが行われて

いる。

・中心市街地で行われ、大勢の

見物人が訪れる本事業は、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。

●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 27 年度～

31 年度

●事業名 7-5

川越まつり

・川越まつ

り協賛会

・川越まつりは、慶安元年

（1648）、川越城主松平伊豆守

●支援措置の

内容
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（２）②略

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

（２）②略

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

●事業内容

・約 370 年の歴史があり、

江戸との交流に合わせ、江

戸天下祭りの様式を取り

入れた川越の総鎮守であ

る氷川神社の祭礼行事

●実施時期

毎年 10 月の第 3土曜日、

日曜日

信綱が祭礼用具を寄進したこと

に始まり、次第に江戸の「山王

祭」「神田祭」の様式を取り入

れながら変遷を重ね、およそ 360

年にわたって受け継がれてき

た。

・昭和 43年から川越まつり協賛

会へ運営が変わったことなどに

より全市的なまつりとしての意

味合いが強くなり、平成 17 年 2

月には川越氷川祭の山車行事と

して、国の重要無形民俗文化財

に指定され、平成 28 年 12 月に

はユネスコ無形文化遺産に登録

された。

・本川越駅から蔵造りの町並み

周辺を中心とした市街地におい

て山車を曳き廻して、激しいテ

ンポで囃子の掛け合いが行われ

る。また、市の所有する山車の

曳き回しを小学生が体験するこ

とでまつりへの参加意識を高め

ている。

・中心市街地で行われ、大勢の

見物人が訪れる本事業は、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。

中心市街地活

性化ソフト事

業

●実施時期

平成 27年 10月

～令和元年 10

月

●事業名 7-41

KAWAGOE REMIX食と音と灯

りの融合

●事業内容

・ライトアップ、ライブパ

フォーマンス、川越蔵まち

バル

●実施時期

平成 30 年度～31 年度

・食と音と

灯りの融合

実行委員会

・観光客数は増加傾向にあるも

のの、滞在時間は短く、また夕

方以降のにぎわいが不足してい

るという現状を踏まえ、夜のに

ぎわいの創出のため、当初、民

間有志により「小江戸川越ライ

トアップ実行委員会」が組織さ

れ、市や関係団体も協力してラ

イトアップ事業が実施された。

・中心市街地で行われ、大勢の

見物人が訪れる本事業は、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。

●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 30 年 9 月

～令和元年9月

区域内

●事業内容

・約 360 年の歴史があり、

江戸との交流に合わせ、江

戸天下祭りの様式を取り

入れた川越の総鎮守であ

る氷川神社の祭礼行事

●実施時期

毎年 10 月の第 3土曜日、

日曜日

信綱が祭礼用具を寄進したこと

に始まり、次第に江戸の「山王

祭」「神田祭」の様式を取り入

れながら変遷を重ね、およそ 360

年にわたって受け継がれてき

た。

・昭和 43 年から川越まつり協賛

会へ運営が変わったことなどに

より全市的なまつりとしての意

味合いが強くなり、平成 17 年 2

月には川越氷川祭の山車行事と

して、国の重要無形民俗文化財

に指定され

た。

・本川越駅から蔵造りの町並み

周辺を中心とした市街地におい

て山車を曳き廻して、激しいテ

ンポで囃子の掛け合いが行われ

る。また、市の所有する山車の

曳き回しを小学生が体験するこ

とでまつりへの参加意識を高め

ている。

・中心市街地で行われ、大勢の

見物人が訪れる本事業は、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。

中心市街地活

性化ソフト事

業

●実施時期

平成 27 年度～

31 年度

●事業名 7-41

KAWAGOE RIMIX食と音と灯

りの融合

●事業内容

・ライトアップ、ライブパ

フォーマンス、川越蔵まち

バル

●実施時期

平成 30年度～31年度

・食と音と

灯りの融合

実行委員会

・観光客数は増加傾向にあるも

のの、滞在時間は短く、また夕

方以降のにぎわいが不足してい

るという現状を踏まえ、夜のに

ぎわいの創出のため、当初、民

間有志により「小江戸川越ライ

トアップ実行委員会」が組織さ

れ、市や関係団体も協力してラ

イトアップ事業が実施された。

・中心市街地で行われ、大勢の

見物人が訪れる本事業は、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。

●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 30 年度～

31 年度
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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） （略）

（略） （略） （略）

●事業名 7-6

旧川越織物市場保存整備

事業 （略）

（略） （略） （略）

●事業名 7-7

川越市蔵造り資料館耐震

化事業

●事業内容

・蔵造り資料館の建物の耐

震診断・耐震設計及び補強

等改修工事を実施

●実施時期

平成 26 年度～

・川越市 ・蔵造り資料館は、昭和 52 年

10 月から川越市文化財保護協会

が管理運営を任されオープンし

た。昭和 58 年 10 月からは蔵造

り資料館の管理運営を川越市教

育委員会が引き継ぎ、平成 2年

から博物館が分館的施設として

運営している。

・蔵造り資料館として活用して

いる旧小山家住宅は、明治 26 年

（1893）の建築以来、大規模な

改修工事を施していないため、

建物の歪み及び漆喰壁のクラッ

ク等が生じ、雨漏り等が確認さ

れている。

・蔵造り資料館は、年間約 7万

人の観光客が訪れるなど、川越

市を代表する観光施設でもあ

り、貴重な歴史遺産でもある。

・本事業により、この地域のに

ぎわいが創出され、新たな観光

客の流れが創出されることか

ら、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。

●支援措置の

内容

・重要伝統的建

造物群保存地

区の公開活用

事業

●実施時期

平成 26 年度～

●事業名 7-38

東京 2020 オリンピック・

パラリンピックの推進

●事業内容

・東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピックの開催

に係る周知及び開催を契

機とした市の魅力発信な

どの地域活性化に係る取

組

・川越市 ・東京 2020 オリンピック競技大

会のゴルフ競技が、川越市の霞

ヶ関カンツリー倶楽部で開催さ

れる。

・これを好機とし、国内外の観

光客を誘客するためのＰＲ活動

を行う。

・また、ハード面、ソフト面と

もに「おもてなし」を整備し、

「まちの顔」ともいうべき中心

市街地の魅力を高めることで、

来街の動機づけを行う。

●支援措置の

内容

・地域活性化・

地域住民生活

等緊急支援交

付金

●実施時期

平成 27 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

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） （略）

（略） （略） （略）

●事業名 7-6

旧川越織物市場保存整備

事業 （略）

（略） （略） （略）

●事業名 7-7

川越市蔵造り資料館耐震

化事業

●事業内容

・蔵造り資料館の建物の耐

震診断・耐震設計及び補強

等改修工事を実施

●実施時期

平成 26年度～

30 年度

・川越市 ・蔵造り資料館は、昭和 52 年

10 月から川越市文化財保護協会

が管理運営を任されオープンし

た。昭和 58 年 10 月からは蔵造

り資料館の管理運営を川越市教

育委員会が引き継ぎ、平成 2年

から博物館が分館的施設として

運営している。

・蔵造り資料館として活用して

いる旧小山家住宅は、明治 26年

（1893）の建築以来、大規模な

改修工事を施していないため、

建物の歪み及び漆喰壁のクラッ

ク等が生じ、雨漏り等が確認さ

れている。

・蔵造り資料館は、年間約 7万

人の観光客が訪れるなど、川越

市を代表する観光施設でもあ

り、貴重な歴史遺産でもある。

・本事業により、この地域のに

ぎわいが創出され、新たな観光

客の流れが創出されることか

ら、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。

●支援措置の

内容

・重要伝統的建

造物群保存地

区の公開活用

事業

●実施時期

平成 26 年度～

●事業名 7-38

東京 2020 オリンピック・

パラリンピックの推進

●事業内容

・東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピックの開催

に係る周知及び開催を契

機とした市の魅力発信な

どの地域活性化に係る取

組

・川越市 ・東京 2020 オリンピック競技大

会のゴルフ競技が、川越市内で

開催予定となっている。

・これを好機とし、国内外の観

光客を誘客するためのＰＲ活動

を行う。

・また、ハード面、ソフト面と

もに「おもてなし」を整備し、

「まちの顔」ともいうべき中心

市街地の魅力を高めることで、

来街の動機づけを行う。

・大勢の観光客が訪れることが

●支援措置の

内容

・地域活性化・

地域住民生活

等緊急支援交

付金

●実施時期

平成 27 年度
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（４）国の支援措置がないその他の事業 （４）国の支援措置がないその他の事業

●実施時期

平成 26 年度～

・大勢の観光客が訪れることが

想定される本事業は、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。

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

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期

その他

の事項

●事業名 7-8

旧小林斗あん宅跡地整備

事業

●事業内容

・旧小林斗あん宅跡地の活

用に向けた整備事業

●実施時期

平成 28 年度～令和元年度

・川越市 ・川越市出身の著名な篆刻家で

ある小林斗あんの住居があった

場所で、川越まつり会館に隣接

し、蔵造りの町並みに面してい

る。

・建物取り壊し後、川越市が土

地を取得し、にぎわいの場や、

文化創出の場としての活用を検

討している。

・川越まつり会館に隣接してい

ることから、川越まつり会館と

一体的な活用をすることで本市

の歴史・文化を生かしたまちづ

くりを推進し、中心市街地の回

遊性の向上を図る。

・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。

●事業名 7-9

旧山崎家別邸及び周辺歴

史的建造物利活用

●事業内容

・旧山崎家別邸及び周辺歴

史的建造物利活用検討

●実施時期

平成 27 年度～

・川越市

・民間事業

者

・旧山崎家別邸は大正１３年、

保岡勝也の設計によって建てら

れ、貴重な建物及び庭園が今も

なお保存されているが、一部老

朽化していることから、建物の

保存復原工事を行い、平成 28 年

4 月から一般公開を開始してい

る。

・令和元年に国の重要文化財に

指定され、新たな観光スポット

として、建物・庭園の公開等を

通じて、蔵造りの町並み界隈を

はじめとする他の観光スポット

との連携による回遊性の向上を

図っていく。

・また、旧山崎家別邸の周辺に

は、隣接して建つ市指定文化財

●実施時期

平成 26年度～

想定される本事業は、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。

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

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期

その他

の事項

●事業名 7-8

旧小林斗あん宅跡地整備

事業

●事業内容

・旧小林斗あん宅跡地の活

用に向けた整備事業

●実施時期

平成 28年度～30年度

・川越市 ・川越市出身の著名な篆刻家で

ある小林斗あんの住居があった

場所で、川越まつり会館に隣接

し、蔵造りの町並みに面してい

る。

・建物取り壊し後、川越市が土

地を取得し、にぎわいの場や、

文化創出の場としての活用を検

討している。

・川越まつり会館に隣接してい

ることから、川越まつり会館と

一体的な活用をすることで本市

の歴史・文化を生かしたまちづ

くりを推進し、中心市街地の回

遊性の向上を図る。

・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。

●事業名 7-9

旧山崎家別邸及び周辺歴

史的建造物利活用

●事業内容

・旧山崎家別邸及び周辺歴

史的建造物利活用検討

●実施時期

平成 27年度～

・川越市

・民間事業

者

・旧山崎家別邸は大正１３年、

保岡勝也の設計によって建てら

れ、貴重な建物及び庭園が今も

なお保存されているが、一部老

朽化していることから、建物の

保存復原工事を行い、新たな観

光資源としての整備を図ってい

る。

・今後は、新たな観光スポット

として、建物・庭園の公開等を

通じて、蔵造りの町並み界隈を

はじめとする他の観光スポット

との連携による回遊性の向上を

図っていく。

・また、旧山崎家別邸の周辺に

は、隣接して建つ市指定文化財

の蔵造りの建物や、歴史のある
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の蔵造りの建物やキリスト教会

があり、重要伝統的建造物群保

存地区とは趣を異にした落ち着

いたロケーションを醸し出して

いる。

・これらの歴史的資産と連携を

図りながら、川越を訪れる人た

ちにとって、本エリアが新たな

交流の場となるよう、その活用

方策を検討、推進する。

・本事業により、歴史的資産が

活かされ、この界隈ににぎわい

が生まれるほか、回遊性の向上

にもつながり、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。

●事業名 7-10

川越市産業観光館（小江戸

蔵里）管理運営事業

（略）

（略） （略）

●事業名 7-11

空き店舗情報登録制度

（略）

（略） （略）

●事業名 7-12

空き店舗対策事業 （略）

（略） （略） （略）

●事業名 7-13

空き地・空き店舗活用支援

事業 （略）

（略） （略）

●事業名 7-14

テナントミックス事業

（略）

（略） （略）

●事業名 7-15

経営力向上・創業等支援

（略）

（略） （略）

●事業名 7-16

若手人材育成事業 （略）

（略） （略）

●事業名 7-17

大規模小売店舗撤退時等

のセーフティネット

（略）

（略） （略）

●事業名 7-18

中小企業向け融資事業

（略）

（略） （略）

旅館、キリスト教会があり、重

要伝統的建造物群保存地区とは

趣を異にした落ち着いたロケー

ションを醸し出している。

・これらの歴史的資産と連携を

図りながら、川越を訪れる人た

ちにとって、本エリアが新たな

交流の場となるよう、その活用

方策を検討、推進する。

・本事業により、歴史的資産が

活かされ、この界隈ににぎわい

が生まれるほか、回遊性の向上

にもつながり、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。

●事業名 7-10

川越市産業観光館（小江戸

蔵里）管理運営事業

（略）

（略） （略）

●事業名 7-11

空き店舗情報登録制度

（略）

（略） （略）

●事業名 7-12

空き店舗対策事業 （略）

（略） （略） （略）

●事業名 7-13

空き地・空き店舗活用支援

事業 （略）

（略） （略）

●事業名 7-14

テナントミックス事業

（略）

（略） （略）

●事業名 7-15

経営力向上・創業等支援

（略）

（略） （略）

●事業名 7-16

若手人材育成事業 （略）

（略） （略）

●事業名 7-17

大規模小売店舗撤退時等

のセーフティネット

（略）

（略） （略）

●事業名 7-18

中小企業向け融資事業

（略）

（略） （略）
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●事業名 7-19

川越ものづくりブランド

KOEDO E-PRO 認定事業

（略）

（略） （略）

●事業名 6-4

共同住宅低層階への商業

施設等入居啓発（再掲）

（略）

（略） （略）

●事業名 7-20

パッサージュ（横道・小道）

の演出 （略）

（略） （略）

●事業名 7-21

商店街一店逸品運動推進

事業 （略）

（略） （略）

●事業名 7-22

中心商店街魅力創出事業

（略）

（略） （略）

●事業名 7-23

シャッターアート事業

（略）

（略） （略）

●事業名 7-24

イルミネーション事業

（略）

（略） （略）

●事業名 7-25

サテライトスタジオ設置

事業 （略）

（略） （略）

●事業名 7-26

素人ちんどんフェスティ

バル （略）

（略） （略）

●事業名 7-27

創作門松装飾事業 （略）

（略） （略）

●事業名 7-28

二升五合市（商い益々繁盛

市） （略）

（略） （略）

●事業名 7-29

英語でおもてなし事業

（略）

（略） （略）

●事業名 7-30

にぎわいづくり推進事業

（略）

（略） （略）

●事業名 7-31

中心市街地文化活動の推

進 （略）

（略） （略）

●事業名 7-32

川越スカラ座整備運営事

業 （略）

（略） （略）

●事業名 7-19

川越ものづくりブランド

KOEDO E-PRO 認定事業

（略）

（略） （略）

●事業名 6-4

共同住宅低層階への商業

施設等入居啓発（再掲）

（略）

（略） （略）

●事業名 7-20

パッサージュ（横道・小道）

の演出 （略）

（略） （略）

●事業名 7-21

商店街一店逸品運動推進

事業 （略）

（略） （略）

●事業名 7-22

中心商店街魅力創出事業

（略）

（略） （略）

●事業名 7-23

シャッターアート事業

（略）

（略） （略）

●事業名 7-24

イルミネーション事業

（略）

（略） （略）

●事業名 7-25

サテライトスタジオ設置

事業 （略）

（略） （略）

●事業名 7-26

素人ちんどんフェスティ

バル （略）

（略） （略）

●事業名 7-27

創作門松装飾事業 （略）

（略） （略）

●事業名 7-28

二升五合市（商い益々繁盛

市） （略）

（略） （略）

●事業名 7-29

英語でおもてなし事業

（略）

（略） （略）

●事業名 7-30

にぎわいづくり推進事業

（略）

（略） （略）

●事業名 7-31

中心市街地文化活動の推

進 （略）

（略） （略）

●事業名 7-32

川越スカラ座整備運営事

業 （略）

（略） （略）



15

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）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）略

●事業名 7-33

小江戸川越トリエンナー

レ展 （略）

（略） （略）

●事業名 7-34

クレアモール周辺地区違

反広告物等是正指導

（略）

（略） （略）

●事業名 7-35

路上喫煙防止条例推進事

業 （略）

（略） （略）

●事業名 7-36

エコストア・エコオフィス

認定制度 （略）

（略） （略）

●事業名 7-37

街なか花壇の充実 （略）

（略） （略）

●事業名 7-39

川越観光ツアーの企画・実

施 （略）

（略） （略）

●事業名 7-40

観光振興計画推進

●事業内容

・観光まちづくりの実現を

目指した「観光振興計画」

の事業推進

●実施時期

平成 28 年度～令和 7年度

・川越市

・民間事業

者

等

・歴史や伝統文化を生かした観

光振興に取り組むことで、市民

が誇りを持てるまち、市民が住

み続けたいと思える魅力あるま

ちを実現する。

・外国人観光客が増加する中で、

インバウンド施策を重点的に取

り組むとともに、広域連携によ

り、国内外にも認知され、持続

可能な観光を推進する。

・現計画は平成 28年度から令和

7 年度を計画期間として推進し

ている。

・各方面との連携を密にし、多

くの情報を発信する等、本計画

推進により、多くの観光客を誘

致することでまちのにぎわいを

創出することができ、基本方針

である「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。

（個別の事業については第二次

観光振興計画による）

●支援措置の

内容

・埼玉県補助金

等

●事業名 7-33

小江戸川越トリエンナー

レ展 （略）

（略） （略）

●事業名 7-34

クレアモール周辺地区違

反広告物等是正指導

（略）

（略） （略）

●事業名 7-35

路上喫煙防止条例推進事

業 （略）

（略） （略）

●事業名 7-36

エコストア・エコオフィス

認定制度 （略）

（略） （略）

●事業名 7-37

街なか花壇の充実 （略）

（略） （略）

●事業名 7-39

川越観光ツアーの企画・実

施 （略）

（略） （略）

●事業名 7-40

観光振興計画推進

●事業内容

・観光まちづくりの実現を

目指した「観光振興計画」

の事業推進

●実施時期

平成 19年度～37年度

・川越市

・民間事業

者

等

・自分が住む地域に親しみと愛

着を抱き、誇りを持って楽しく

幸せにくらしていけるまちを形

成することで、だれもが自然に

訪れてみたくなるまち、そして、

もう一度訪ねてみたくなるよう

なまちを創造する「観光まちづ

くり」を推進する。

・現計画は平成 19 年度から平成

28年度を計画期間として推進し

ているが、第四次総合計画策定

と合わせ、平成 28 年度から新計

画の運用開始を予定している。

・各方面との連携を密にし、多

くの情報を発信する等、本計画

推進により、多くの観光客を誘

致することでまちのにぎわいを

創出することができ、基本方針

である「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。

（個別の事業内容については別

掲載）

●支援措置の

内容

・埼玉県補助金

等（個別に別

掲）
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（２）①略

（２）②略

（３）略

（４）国の支援措置がないその他の事業

（２）①略

（２）②略

（３）略

（４）国の支援措置がないその他の事業

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

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期

その他

の事項

●事業名 8-2

交通円滑化方策

（略）

（略） （略）

●事業名 8-3

川越市自転車シェアリン

グ

●事業内容

・有人窓口 2箇所

・自転車 145 台

・サイクルステーション

17 箇所

●実施時期

平成 25 年度～

・川越市 ・中心市街地、特に川越駅周辺

から観光の拠点となっている北

部地域については、城下町特有

の狭い道路に多くの交通が集中

しているため、交通渋滞対策と

歩行者の安全確保を進め、歴史

的な町並み保全と歩行者が歩い

て楽しめるまちづくりが急務と

なっている。

・観光スポット間の移動時間が

短縮されることで、その分、来

街者の当該地での滞在時間を引

き延ばすことが可能となり、活

力とにぎわいの創出に繋がるも

のと考えられる。このために、

自転車シェアリング事業は有効

な方策である。

・自動車によらずとも、自転車

シェアリングにより素早く、手

軽に観光スポット間を移動でき

ることが定着すれば、来街時に

おける公共交通機関の利用促進

に繋がり、ひいては、中心市街

地における自動車交通量の削減

に資するものとなる。

・本事業により、移動手段の多

様化による都市の魅力、回遊性

向上、環境面での効果が期待で

きることから、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

中心市街地の活性化に必要な事

業である。

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

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期

その他

の事項

●事業名 8-2

交通円滑化方策

（略）

（略） （略）

●事業名 8-3

川越市自転車シェアリン

グ

●事業内容

・登録受付 2箇所

・自転車 110 台

・無人駐輪ポート 12箇所

●実施時期

平成 25年度～

・川越市 ・中心市街地、特に川越駅周辺

から観光の拠点となっている北

部地域については、城下町特有

の狭い道路に多くの交通が集中

しているため、交通渋滞対策と

歩行者の安全確保を進め、歴史

的な町並み保全と歩行者が歩い

て楽しめるまちづくりが急務と

なっている。

・観光スポット間の移動時間が

短縮されることで、その分、来

街者の当該地での滞在時間を引

き延ばすことが可能となり、活

力とにぎわいの創出に繋がるも

のと考えられる。このために、

自転車シェアリング事業は有効

な方策である。

・自動車によらずとも、自転車

シェアリングにより素早く、手

軽に観光スポット間を移動でき

ることが定着すれば、来街時に

おける公共交通機関の利用促進

に繋がり、ひいては、中心市街

地における自動車交通量の削減

に資するものとなる。

・本事業により、移動手段の多

様化による都市の魅力、回遊性

向上、環境面での効果が期待で

きることから、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

中心市街地の活性化に必要な事

業である。
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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

※図表は別紙参照

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

平成３０年１１月１９日 第１１回 ・中心市街地活性化基本計画に掲げる指標の推移

・立門前界隈まちづくり事業推進について

・中心市街地活性化基本計画の変更について

・ワーキンググループについて 他

平成３１年 ２月１３日 第１２回 ・中心市街地活性化基本計画のフォローアップについて

・旧鶴川座について

・ワーキンググループの進捗状況について 他

令 和 元 年 ５月２２日 第１３回 ・中心市街地活性化協議会 事業報告等

・ワーキンググループの進捗状況について 他

令 和 元 年１１月２１日 第１４回 ・中心市街地活性化基本計画の指標の推移について

・ワーキンググループの進捗状況について

・川越市中心市街地活性化協議会の今後の在り方について 他

令和 ２年 ２月１２日 第１５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

・ワーキンググループの進捗状況について 他

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所

※図表は別紙参照

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

新規追加

平成３１年 ２月１３日 第１１回 ・中心市街地活性化基本計画のフォローアップについて

・旧鶴川座について

・ワーキンググループの進捗状況について 他

新規追加
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（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- 1～7-40 略

7-41 KAWAGOE REMIX 食と音と灯りの融合

8.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

（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- 1～7-40 略

7-41 KAWAGOE RIMIX 食と音と灯りの融合

8.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
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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

◇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

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（商い益々 繁盛市）

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

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（商い益々 繁盛市）

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 REMIX 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


