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はじめに 

 

いわゆる中心市街地は、一朝一夕に形成されるものではなく、一定の動機を持

った人々が特定の場所に集まることによって徐々に形成されるという性格を持

っています。例えば宿場町は、人馬の往来が盛んなところに旅籠ができ、駕籠か

き・馬丁・飛脚･薬師・産婆、そして、履物・合羽・味噌･醤油・酒・桶屋・紙屋

などもろもろの職人や商人などが集まります。さらに、これらの人々の食を満た

す百姓がその周辺を取り巻くという具合です。中心市街地とはこのように周辺地

域にも好影響を与えつつ形成される一つの産業連関体系といえましょう。従って、

その体系の維持が困難になれば人々は離散します。中心市街地は社会環境や経済

構造の変化によって興亡するという性格を持っているといえます。宿場町の興隆

と、鉄道の敷設による衰退はその好例です。  
 
このような認識に立てば、中心市街地の活性化が隣接市街地の衰退を招くとい

うゼロ・サムゲームではなく、その活性化策が周辺地域の経済との間で好循環を

生むことが望まれます。さらに、地域の外に向かって地域固有の魅力を発信する

ことにより、域外の人々を引き寄せる施策を重視することが望まれます。このよ

うに中心市街地活性化の施策は、居住空間の内と外の双方に向けて同時に、そし

て全県的に整合性を保つ形で発信され、やがてはその効果が、県全体の経済や福

祉の底上げにつながる内容を持つことが望ましいと考えます。なお、以前は栄え

ていたが、今は沈滞してしまった市街地を再び活性化させようとする場合、当該

市街地が社会経済環境の変化にどのように対応してきたかを検証し、その上で、

現在人々が何を求め、何に動機付けられ、何に魅力を感じるのかを十分検討・分

析し、それらを巧みに活性化策に取り入れ実行しない限り成果は容易には期待で

きないと思われます。拙速は資金の浪費につながりかねないと考えます。  
 
以上を踏まえれば、滋賀県中心市街地活性化懇話会の存在意味は、各市町がそ

れぞれの経済･社会条件を考慮して策定する活性化策がプラス・サムの方向に作

用するよう、全県に共通する幾つかの視点を提供し、そのコーディネーターの役

割を担うことにあると考えます。その視点の幾つかは以下の通りです。  
 
（１） 今後少なくとも四半世紀は人口減少下において脱工業化が一層進み、

Computer & Communication が社会経済活動の中心を占めるといわれて
います。そのような環境下で人々は何を求めるのかを慎重に探ることが求

められます。このような社会では人々の心は乾燥し、潤いや癒しを求める

傾向が強くなることが予想されます。おそらく、単なる賑わいよりも、自

然や文化の香り、福祉や安心、知的好奇心の充足といったことがより強く

求められるのではないでしょうか。であれば、脱工業化社会現象と、地場

産業や滋賀県固有の自然や文化の活用を整合的にリンクできる施策を腰
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をすえてしっかりと構築することが肝要と考えます。  
（２） 外に眼を向けることは勿論ですが、地元や限られた範囲に眼を向けるこ

とで新しい着想が得られることがあります。観光県としての自覚を強く持

ち、県内各地が持つ有形・無形の文化遺産や自然遺産を真剣に探し、掘り

起こし、それらにストーリー性やシリーズ性を持たせ、これらを県民の誇

るべき資産として国内外の人を吸引する施策を設計し、全県規模で活性化

に活用することが強く望まれます。  
（３） 農業県であった滋賀県を今一度想起すること。工業化の進展で農家が減

少し、近江人の県外流出が続いています。この現象は、滋賀県の固有文化

や伝承文化の継承者の減少ないしは消滅につながります。これを食い止め、

中心市街地とその近隣農家との連携を強化し、有機栽培や無農薬あるいは

減農薬農産物を市街地で販売するシステムを強化すると同時に、その生産

の拡大を奨励し、安心･安全な食の中心的産地であることを環境県の名に

おいて全国に発信する意味と効果は極めて大きいと考えます。  
（４） 郷土史家・郷土画家や写真家・文筆家・伝統工芸家や NPO・大学の人材

などの「知と技」そして「洞察力」を結集・活用できる組織を構築するこ

と。  
（５） 中心市街地活性化策の作成者に長期的視野と高い見識を求めること。  
（６） 全県民が郷土を愛し、世界に誇れる、｢品格のある県｣を作ることを志向

する行政姿勢が望まれること。などです。  
 
滋賀県は工業県と言われて久しいとはいえ、依然県民の多くは、美しい四季に

恵まれた水と緑の農耕的価値観を根底に持ち、あるいはその共有を望んでいると

ころがあるように感じられます。それは、物を大切にする心と、協働して慈しみ

育てたものを皆で感謝しつつ食するという精神に支えられた価値ともいえまし

ょう。そして、幸いにも滋賀県には他の多くの県よりも、社会経済環境が変化し

ても普遍的な価値を持ち続ける豊かな自然と文化が多くあります。滋賀県におけ

る中心市街地活性化策はこれらを前提に構築すべきと考えます。その際、競争原

理や利便性あるいは機能性や合理性といった価値の追求も必要でしょうが、歴史

や伝統を尊重し、個性や誇りを大切にすることに軸足を置いた「格調のあるまち

づくり」を目指すことを忘れてはならないと思います。これこそが、高度成熟社

会、脱工業化社会において、滋賀県が求めるべきまちの姿ではないかと考えます。 
 

 
平成 20 年 3 月 18 日  
 

滋賀県中心市街地活性化懇話会  
座 長  冨 田 光 彦  
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■ 提言の全体像■ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■社会環境の変化 

●少子高齢・人口減少社会の到来  ●市街地の拡大 

●モータリゼーションの進展と都市機能の郊外化 

■県内商業の状況 

●減少傾向が続く商業販売額  ●空き店舗が増加傾向にある商店街 

●郊外への立地が進む大規模小売店舗

■中心市街地の活性化を望む県民の意識 

 

１．滋賀県の中心市街地を取り巻く現状 

２．中心市街地の現状を踏まえた課題 

３．滋賀県がめざすべき中心市街地の姿 

■基本理念■ 「“探
さが

す”“活
い

かす”“繋
つな

ぐ”滋賀のまちづくり」

 

■まちづくりを支えるソフト基盤づくり 

●商店街の自立的取組  ●まちづくり人材の発掘・育成  ●まちづくり推進体制

の整備 

■大型店の適正立地と地域貢献 

●大型店の適正立地への対応  ●「三方よし」精神による地域貢献 

★地域経済の 

循環  

★誰もが安心・安全で便利

に暮らせるまちづくり 

★「地域らしさ」の 

発揮と情報発信

●市街地の拡大と環境問題  ●既存ストックの未活用 

●生活利便性の低下とコミュニティ機能の喪失   

●高齢化、担い手不足  ●「地域らしさ」の喪失  ●大型店の出店 

■まちづくりの方向性■ 

４． 

具

体

的

な

取

り

組

み

方

向 

●農林水産業や観光等、他

産業との連携による経済

循環 

●環境共生型の取組、雨水・

間伐材等活用した市街地

整備 

●安全・便利な市街地整

備、自転車利用 

●まちなか居住・町家活用

等によるｺﾐｭﾆﾃィ再生 

●地域課題・ニーズへの対応 

●地域の魅力創出・情報発信 

●「土の人」と「風の人」「水の

人」「火の人」との連携・協働 
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１．滋賀県の中心市街地を取り巻く現状 

(１)社会環境の変化 

①少子高齢・人口減少社会の到来 

滋賀県の人口は、現在は増加傾向にあるものの、平成 27 年～32 年には

減少に転じると予測されています。 

また、老年人口（65 歳以上）の割合は増加し続けており、平成 17 年時

点で約 20％の老年人口割合は平成 42 年（2030 年）には約 28％まで上昇し、

年少人口割合は約 11％まで下がると予測されています。 

 
図表 1   滋賀県の人口推移 

0

200

400

600

800
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65歳以上

15～64歳

0～14歳

893

(9.3)

(67.7)

(23.0)

990

(9.7)

(66.2)

(24.1)

1,368

(10.5)

(65.0)

(24.5)

1,085

(11.4)

(65.4)

(23.2)

1,163

(12.8)

(66.9)

(20.2)

1,231

(15.1)

(67.1)

(17.7)

1,302

(17.4)

(66.4)

(16.1)

1,365

(18.1)

(66.5)

(15.5)

1,380

(20.5)

(64.8))

(14.7)

1,401

(24.0)

(62.5)

(13.5)

1,406

(26.1)

(61.6)

(12.3)

1,401

(27.2)

(61.2)

(11.5)

1,388

(28.4)

(60.4)

(11.2)

1,341

(29.9)

(59.2)

(10.9)

単位：人、（）内は％

資料：総務省「国勢調査」、  

国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口（平成 19 年 5 月推計）」  

 

②市街地の拡大 

滋賀県において、旧中心市街地活性化基本計画を策定した１６の中心市

街地のうち、約半数（7 つ）の中心市街地において人口が減少しています

が、中心市街地の合計では、人口・世帯数ともに増加しています。 

また、滋賀県の平成 7 年から平成 17 年にかけての人口集中地区（DID 地

区）の人口・面積・人口密度の伸び率は、それぞれ全国の数値を大きく上

回っています。 
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図表 2   中心市街地の人口・世帯数の推移 
旧中活計画 中心市街地区域内人口 中心市街地区域内世帯数

提出年月 平成7年(人) 平成17年(人) 増加率(％) 平成7年(世帯) 平成17年(世帯) 増加率(％)

102,064 102,780 0.7 35,827 40,507 13.1
① 大津市 平成12年1月 13,811 12,748 ▲ 7.7 5,511 5,561 0.9
② 彦根市 平成11年1月 10,904 9,317 ▲ 14.6 4,360 4,163 ▲ 4.5
③ 長浜市 平成10年12月 11,189 10,873 ▲ 2.8 4,035 4,408 9.2
④ 近江八幡市 平成14年3月 15,566 16,642 6.9 5,215 6,298 20.8
⑤ 草津市 平成15年5月 7,597 9,847 29.6 2,901 4,194 44.6
⑥ 栗東市 平成16年6月 3,958 4,174 5.5 1,433 1,515 5.7
⑦ 湖南市 平成17年5月 4,289 4,788 11.6 1,679 1,929 14.9
⑧ 高島市 （旧マキノ町） 平成16年5月 2,032 2,117 4.2 596 716 20.1
⑨ 高島市 （旧今津町） 平成15年4月 4,926 4,650 ▲ 5.6 1,659 1,861 12.2
⑩ 高島市 （旧安曇川町） 平成16年9月 7,537 7,790 3.4 2,190 2,670 21.9
⑪ 高島市 （旧高島町） 平成16年5月 1,832 1,733 ▲ 5.4 531 610 14.9
⑫ 東近江市 （旧八日市市） 平成13年5月 5,806 6,068 4.5 2,127 2,646 24.4
⑬ 多賀町 平成12年9月 1,851 1,966 6.2 527 590 12.0
⑭ 虎姫町 平成15年4月 4,657 4,297 ▲ 7.7 1,274 1,269 ▲ 0.4
⑮ 高月町 平成17年6月 2,457 2,613 6.3 719 978 36.0
⑯ 木之本町 平成16年6月 3,652 3,157 ▲ 13.6 1,070 1,099 2.7

 総計

旧中活計画提出

中心市街地（自治体）名

 
資料：滋賀県「滋賀県推計人口年報」より作成  

 

③モータリゼーションの進展と都市機能の郊外化 

滋賀県における一世帯当たりの自家用車の保有台数は、1.468 台で全国

15 位と全国平均に比べ非常に高く、近畿 2 府 4 県の中では一番高くなって

おり、自動車を主な移動手段とするライフスタイルが定着しています。 

また、モータリゼーションの進展を背景として、公共施設をはじめとし

た都市機能の郊外への立地や移転も進んでいます。（例：県立図書館、県

立近代美術館、県立琵琶湖博物館、水口総合庁舎、近江八幡市立総合医療

センター、彦根市立病院、ひこね市文化プラザ） 

 
図表 3   都道府県別の自家用車の普及状況（軽自動車を含む） 

平成 19 年 3 月末現在 

 

 
一世帯 

あたり台数
全国順位

滋賀県 1.468 15

京都府 0.912 44

大阪府 0.719 46

奈良県 1.158 33

和歌山県 1.191 32

兵庫県 0.966 43

全国 1.107 - 

 

資料：財団法人自動車検査登録情報協会ホームページ 

「都道府県別の自家用自動車 1 世帯当たり台数ランキング」 
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(２)県内商業の状況 

①減少傾向が続く商業販売額 

県内の商店数は、平成 3 年をピークに減少傾向が続いており、規模別に

みると、「小規模」店（従業者 1～4 人）は、昭和 63 年以降、「中規模」店

（従業者 5～49 人）も、平成 14 年から減少しています。一方、「大規模」

店（従業者 50 人以上）は、昭和 63 年以降一貫して増加しています。 

年間販売額は、平成 11 年をピークに減少傾向が続いていますが、業態

別では、「その他の小売」（百貨店、総合・専門スーパー、コンビニエンス

ストア以外）が平成 3 年をピークに減り続けている一方、「専門スーパー」

は昭和 63 年以降一貫して増加しています。 

 
図表 4   従業者規模別の商店数の推移  

（単位：箇所）  
 昭和６３  平成３  平成６  平成９  平成１１  平成１４  平成１６

小規模  12 ,559  12 ,420 11 ,297 10 ,346 10 ,064  9 ,086  8 ,658

中規模  2 ,883  2 ,944 3 ,401 3 ,543 4 ,109  4 ,037  3 ,843

大規模  64  91 120 127 158  171  175

 

合   計  15 ,506  15 ,455 14 ,818 14 ,016 14 ,331  13 ,294  12 ,676

 
 

②空き店舗が増加傾向にある商店街 

約 65％の商店街が空き店舗率５％以下となっている一方で、空き店舗率

が 20％以上ある商店街が約 16％となっています。 

空き店舗の今後の見通しについては、約４割の商店街が「増加する」と

しています。空き店舗対策について各商店街で様々な取り組みがなされて

いる一方で、約半数の商店街が何も取り組みをしていない実態となってい

ます。 

 
       図表 5   空き店舗率の状況             図表 6   空き店舗動向の見通し 

 

15.8%（21）

6.8%（9）

7.5%（10）

5.3%

（7）
64.7%（86）

～５％

５～１０％

１０～１５％

１５～２０％

２０％以上

Ｎ＝133

(　)内は商店街数

39.1%（54）

24.6%（34）

8.0%（11）

28.3%（39）

増加する

変らない

減少する

分からない

Ｎ＝138

(　)内は商店街数
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③郊外への立地が進む大規模小売店舗 

大規模小売店舗（店舗面積 1,000 ㎡以上）占有率は、事業所数（大規模

小売店舗の場合、入居事業所）では約 11％ですが、年間販売額では約 35％、

売場面積では約 55％を占めています。 

また、大規模小売店舗の新設は、平成 12～15 年度は 5 件以内でしたが、

平成 16 年度以降は 8～12 件と増加しており、その大部分が郊外への立地

となっています。 

こうした大規模小売店舗との競合を、商店街の約 6 割が課題であるとし

ており（平成 16 年度商店街実態調査）、その影響は大きいと考えられます。 

 
図表 7   大規模小売店舗の占有率 

10.6％
（1,339箇所）

29.0%
(24,843人）

34.7%
(454.975百万円）

54.9%
（899,977㎡）

89.4%
(11,337箇所）

71.0%
(60,857人）

65.3％
（856,824百万円）

45.1%
(740,683㎡）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

売場面積

年間販売額

従業者数

事業所数

大規模小売
店舗

大規模小売
店舗以外

  

注）滋賀県の大規模小売店舗数は 186。グラフ中の事業所数 1,399 箇所は、その中に入居している事業所数。  

 

図表 8    大店立地法の届出状況 
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注：大店立地法の届出受付日に従って集計している  

資料：県商業観光振興課  
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(３)中心市街地活性化に対する県民の意識 

平成 19 年度の県政世論調査では、「必要である」と「ある程度は必要で

ある」を合わせて、約 8 割の回答者が「中心市街地を活性化する取り組み

が必要である」と回答しており、中心市街地活性化を求める県民の声が多

いと考えられます。 

なお、活性化が必要な分野としては「デイサービスセンター、病院、図

書館、公民館などの公共サービス施設の充実」が最も多く約 3 割、次いで

「食料品や日用品などの「最寄り品」を扱う小売店の充実」が約 2 割とな

っており、地域住民の生活に密着したサービス分野の充実を望む声が多い

と考えられます。 

 

図表 9 「中心市街地」を活性化する取り組みの是非 （回答者数=3,395、単数回答） 

 

不明・無回答
3.5%不要である

2.2%

どちらともいえ
ない
6.8%

ある程度は必要
である
47.4%

必要である
32.1%

あまり必要では
ない
7.9%

 
 

また、新規出店する大型店に対するさらなる規制について、「必要である」

と「ある程度必要である」を合わせると、約 6 割の回答者が「必要」と回

答しています。 

 
図表 10 「新規出店する大型店への規制」に対する是非 （回答者数=3,395、単数回答） 

あまり規制すべ
きではない
12.8%

必要である
16.4%

ある程度は必要
である
44.8%

どちらともいえ
ない
15.9%規制は不要で

ある
6.4%

不明・無回答
3.6%
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２．中心市街地の現状を踏まえた課題 
 

 

 

  ■問題点・課題 

①市街地の拡大と環境問題 

滋賀県においても、市街地の拡大や都市機能の郊外化が進展し、移動手

段を自動車に頼るライフスタイルが一般化するなど、大量消費・大量廃棄

型の社会システムが進むことにより、様々な環境問題を引き起こしていま

す。 

 

②生活利便性の低下とコミュニティ機能の喪失 

都市機能の郊外化にともなう中心市街地の衰退によって、滋賀県におい

ても、自動車に頼れない高齢者等が生鮮食料品の買物を近所でできなくなる等、

生活利便性が低下しているという問題が生じています。 

滋賀県における現在の高齢化率は全国的にみると低い水準にあります

が、高齢者人口は年々増加しており、今後、この問題は一層深刻化するこ

とが予想されます。 

また、「おたがいさん」といった相互扶助の心が継承されてきた滋賀県

においても、近年、コミュニティ機能の衰退等により、地域における安全

や安心が損なわれるといった問題も生じています。 

 

③「地域らしさ」の喪失 

滋賀県はかつて東海道、中山道、北国街道などの我が国の主要街道の結

節点として発展し、ひと、もの、金、情報が行き交い、これらの交流を通

じて、新たな文化・産業・技術やノウハウなどを育んできました。 

また、これらの歴史の中で蓄積されてきた地域資源を戦火などから守り

つつ、伝統行事や祭事を大切にし、継承してきたことにより、中心市街地

にはこれらの地域資源がたくさん存在しています。 

滋賀県の中心市街地は、商業機能に加え、住宅、オフィス、公共施設等

の様々な都市機能が集積し、独自の歴史や文化を育んできた「まちの顔」

であり、また、「地域コミュニティの中心」として、地域活力の向上や豊

かな県民生活の実現に大きな役割を果たしてきました。 

しかし、モータリゼーションの進展によるライフスタイルの変化や、都

市機能の郊外化等による市街地の拡大は、商店街をはじめとする中心市街

地の衰退を招いており、地域の社会・経済やコミュニティ機能等への影響

が懸念されています。 

こうした影響により、滋賀県における中心市街地には、次のような問題

点・課題があると考えられます。 
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今後、中心市街地の衰退が一層進めば、これまで継承され、育まれてき

たこうした地域資源が損なわれ、地域らしさがなくなりかねません。 

 

④高齢化、担い手不足 

少子高齢化やライフスタイルの変化等を背景として、地域社会の課題や

地域住民のニーズが複雑かつ多様化している中で、地域の商店街では、高

齢化や担い手不足といった問題に直面しています。こうしたことから、商

店街をはじめとした「まち」の活性化やにぎわい回復を商業者だけで担う

ことは非常に困難な状況となっています。 

 

⑤既存ストックの未活用 

中心市街地にはすでにインフラや公共施設、街並みや町家を含めた建物

などのストックが存在しているものの、現在は有効活用されているとは言

えません。 

また、郊外に拡大している市街地に合わせた公共投資は、国・地方自治

体ともに財政状況が悪化している中では次第に困難な状況になりつつあ

ります。 

 
⑥大型店の出店 

大規模集客施設の郊外への立地規制と中心市街地への誘導を目指す「ま

ちづくり三法」の見直し（※２）により、大型店の郊外進出は、一定の規

制がかかってきたものの、出店については、基本的には、市町のまちづく

りの考え方、具体的には都市計画に基づく用途指定の考え方に委ねられる

ことから、１万㎡を超える大型店の出店計画が相次いでいます。 

    しかし、大型店の進出は、大型店同士の市場シェアー競争の感があり、

自由競争の原理から経済活動を規制することはできないものの、地域社会

との共存のためには一定の秩序が求められています。  
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３．滋賀県がめざすべき中心市街地の姿 

 

私たちは、「将来世代への責任者」として琵琶湖をはじめとした滋賀の地

域資源や風土を活用しながら「持続可能な滋賀」へと転換を進めていかな

ければなりません。このため、「滋賀の環境が健全に保たれ、バランスのと

れた経済発展」を通じて県民の生活の質の向上が図られるという視点を大

切にしていかなければならないと考えます。 

 

また、中心市街地の活性化を考えるにあたっては、単に商店街だけを捉

えるのではなく、地域社会のニーズを踏まえ、地域住民にとって便利で快

適な生活空間を創り上げることが、結果的に都市機能やコミュニティ機能

の再生につながるといった、地域全体の課題として考える必要があります。

 

地域経済が持続的に発展していくには、少子高齢化の進展や環境問題、

コミュニティの喪失等、今日の地域社会が抱える課題を踏まえつつ、あら

ゆる地域資源を活用した経済活動を地域において展開する「地域循環型の

経済システム」を構築していくことが重要であると考えます。こうした「経

済システム」が有効に働くことにより、中心市街地を核として経済循環が

引き起こされ、中心市街地内部だけでなく、周辺地域はもとより、県内の

他地域や県全体への経済波及効果をも生み出すものと考えられます。  
 

中心市街地は、多様な人材や主体の参画を受け入れ、自らの風土、歴史、

文化といった有形無形の資源を探し、活かして「地域らしさ」を創り出し、

住民が愛し誇れるようなまちづくりの拠点となることが必要です。また、

中心市街地は、その活性化の原動力となる人、モノ、金、情報が地域内で

循環するだけでなく、他地域との間で循環するよう、それぞれの地域や人

材、産業を繋いでいくことが必要です。 

 

こうした役割を中心市街地が果たすことによって、誰もが便利に安全・

安心に暮らせ、人々が集い交わることによりコミュニティが再生し、地域

ブランドとして内外にその個性や魅力が発信できるような、滋賀らしい品

格のあるまちづくりができると考えられます。    

 
こうしたことから、滋賀県のめざす中心市街地の姿を 

「“探
さが

す”“活
い

かす”“繋
つな

ぐ”滋賀のまちづくり」とし、具体的には次のよ

うな３つの方向性を備えたまちづくりをめざすこととします。 
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■まちづくりの方向性 

①地域経済の循環 

環境と経済が両立するためには、環境への負荷を抑えることにこだわる

ことが逆に経済の優位性につながり、これによる経済の活性化が環境負荷

のさらなる低減をもたらすという「環境と経済の好循環」を実現すること

が求められます。 

この好循環を生み出すことは一朝一夕には困難ですが、長期的な視点か

ら、かつ地域的な拡がりにつなげていくことが必要であることから、中心

市街地の活性化が周辺地域や中山間地域にも還元されることにより、地域

全体の活性化につながるとともに、環境負荷の低減にもつながるようなま

ちづくりを進めることが必要です。 

また、中心市街地は拠点性が高く、多くの産業が集積しているため、県

内の多様な産業や地域との有機的なネットワーク化を進めることにより、

地域の経済循環の基盤として機能する高い可能性を有していると考えら

れます。 

このように中心市街地を拠点として、多様な産業がそれぞれ連関した経

済活動を進めることは、環境と経済の好循環や地域内外の経済循環を生み

出す原動力になると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②誰もが安心・安全で便利に暮らせるまちづくり 

中心市街地においては、生活者の視点に立って、商業、住宅、公共サー

ビスなどの日常生活に必要な機能やコミュニティ機能を再生することが

不可欠であり、子どもや高齢者、障害者などの社会的弱者をはじめ、誰も

が安全かつ安心に、便利で快適に暮らし、地域住民のニーズに応えた商品

やサービスを提供できるようなまちづくりを進めることが必要です。 

 

 

 

 

 

☆実践事例  
 ●野洲市 地域通貨活用による地産地消と環境保全  
  ・地域通貨「すまいる」の活用を通じ、地元の農林水産物

だけでなく、住まいや暮らしに関わる商品やサービスの

地産地消を行い、その売上を太陽光発電等に利用するこ

とにより、環境保全にも貢献。  
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③「地域らしさ」の発揮と情報発信 

滋賀県には、街道文化、町家の文化、舟運の歴史を背景とした、長い歴

史と自然に培われた文化・伝統、景観、産業、技術やノウハウなどの独自

の地域資源が豊富に存在しています。 

これらをまちづくりに活用することにより地域の強みや独自性の発揮

につながり、また地域内外の人を惹きつけることができると考えられます。 

地域住民や事業者等がこうした資源の魅力に気づき最大限に活用する

ことにより、新たな価値を提供できる商品やサービスの創出をも可能にし

ます。 

また、地域における経済循環による活性化は重要である一方、長浜や彦

根の先進事例に見られるように、県外から人を呼び込むことによる活性化

という手法も中心市街地の活性化を図るためには大変重要であると考え

られます。 

このため、県内における中心市街地活性化の取り組みを紹介し、観光と

の連携による誘客のための情報発信を強化することが必要です。 

 

 

☆実践事例  
 ●長浜市 まちづくり役場  
  ・高齢者主体で、空き店舗を活用し、４つの「プラチナプ

ラザ」店舗（野菜工房、おかず工房、リサイクル工房、

井戸端道場）を運営。  
 ●青森市 青森市新町商店街  
  ・市からの委託で、子育て支援施設を運営。他商店街と共

同で宅配サービス実施。電動スクーターや買物カート等

の無料貸出サービス実施。

☆実践事例  
 ●彦根市 花しょうぶ通り商店街  
  ・市内３大学との文化イベントを合同開催。活性化拠点「寺

子屋力石」、「戦国丸」において、戦国武将を活用した観

光情報発信、学習塾・陶芸教室開催、映画上映等。  
 ●多賀町 多賀門前町商店街  
  ・門前町らしい「絵馬通り」としてファザード整備。多賀

大社との一体化したイメージで各店の個性化、空き店舗

活用による展示スペース・カフェ運営。地元大学との連

携したまちづくり拠点開設。  
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４．具体的な取り組み方向 
 

 

 
(１)「地域経済が循環するまちづくり」に向けた取り組み 

①他産業との連携による経済循環 

中心市街地の活性化が周辺地域にも波及するような、地域内での経済循

環を進めるため、商業と地場産業（綿・麻織物等）や伝統産業（信楽焼・

近江上布等）、さらに農林水産業（環境こだわり農産物・間伐材等）やサ

ービス産業（健康・福祉産業、観光産業等）を含めた多様な産業との連携

が必要です。 

 

②環境に配慮した取組 

○環境共生型の経済活動と連携のための仕組みづくり 

中心市街地において、環境配慮型商品や環境こだわり農産物の販売、地

場の農水産物利用や伝統食による飲食サービス、古着や家具等の再利用等

の環境共生型の経済活動が必要です。 

このため、県内でこうした活動をしている企業や、周辺の農村地域等と

の連携の仕組みづくりが必要です。 

○環境共生型の市街地の整備 

自然と共生する中心市街地をめざし、街路樹や壁面緑化、雨水の活用を

はじめ、県産材、間伐材、リサイクル材料を利用した建物等の改修、さら

に水と親しめる空間の再生を促進するなど、環境共生型の市街地整備を進

めることが必要です。 

○地域住民の環境意識の普及啓発 

環境こだわり農産物をはじめとした地産地消の取組や、環境配慮型商

品・資材の販売や利用等により、中心市街地から周辺地域を含む地域全体

へ住民の環境意識を普及啓発していくことができます。 

 

滋賀県のめざす中心市街地の活性化を実現していくためには、①地域経

済が循環すること、②誰もが安心・安全で便利に暮らせること、③「地域

らしさ」を発揮し、情報発信すること、の３つの視点に沿った取り組みが

必要であると考えられます。 

なお、こうしたまちづくりは、地域住民や市町をはじめとする関係者が

一体となって主体的かつ積極的に取り組んでいくことが最も重要であり、

地域内外の人材、団体、産業等との連携・協働も不可欠です。 

県はこうした滋賀らしいまちづくりの機運を醸成し、支援していくとと

もに、広域的なコーディネーターとしての役割や、市町では取り組みが難

しい広域的な観点からの取り組みを展開していくことが必要と考えます。
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(２)「誰もが安心・安全で便利に暮らせるまちづくり」に向けた取り組み 

①安全で便利な市街地整備 

○市街地の整備改善 

交通渋滞の解消、安全・安心に歩ける道路の整備など、ユニバーサルデ

ザインによる、また災害にも備えた安全かつ快適に暮らせる市街地の整備

や改善が必要です。 

○環境に配慮した公共交通機関や自転車の利便性向上 

バイオディーゼルを利用したコミュニティバス、デマンドバス等の新た

な交通システムの導入や、自転車利用促進のための自転車道・駐輪場整備

など、環境に配慮しつつ、郊外に住む人や高齢者などの中心市街地への交

通利便性を高めることが必要です。 

○公共施設・機能等の中心市街地への誘導 

既存の公共施設やインフラを有効活用することはもとより、中心市街地

の機能を再生・強化するため、新たに立地する公共施設や民間集客施設等

の中心市街地への誘導が必要です。 

 

②まちなか居住とコミュニティの再生 

○優良な住宅の整備・誘導 

まちなか居住者の増加に向けて、災害にも強く優良な住宅の整備・誘導

が必要です。 

○良好な居住環境の整備 

公園や緑地の整備をはじめ、地域住民だけでなく来訪者も交流できるコ

ミュニティの再生など、ソフト・ハードの両面から快適な居住環境の整備

が必要です。 

○町家の利活用 

       空き家となっている町家を利活用するため、所有者と利用者とを結ぶ情

報や調整等の仕組みづくりが必要です。  

 

(３)「地域らしさを発揮し、情報発信するまちづくり」に向けた取り組み 

①地域資源の活用  

○地域課題・ニーズへの対応 

地域の課題やニーズを的確に捉え、これに対応した魅力ある商品・サー

ビスを提供する取り組みが必要です。 

○地域の魅力創出 

特徴ある歴史・文化、固有の産業や伝統技術等、地域の持つ資源を再認

識し、磨き上げ、それを有効に活用することにより特産品を開発する等、

新たな魅力を創出する取り組みが必要です。 

○空き店舗対策 

空き店舗情報の発信、新たなテナントの誘致、チャレンジショップの運営など、
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空き店舗を活用する取り組みが必要です。 
○多様な人材・主体との連携・協働 

地元の商業者等（「土の人」）と、地域外から来て地域に新しい風を吹かせる大

学やＮＰＯ等（「風の人」）、また「土の人」と「風の人」とをつなぐ「水の人」や、まち

づくりのリーダーとなる「火の人」といった多様な人材や団体との連携による新たな

視点でのまちづくりへの取り組みが必要です。 
 

②地域発の内外への情報発信 

地域の魅力をまずは地域住民に知ってもらい、地域住民が誇りを取り戻

し、まちづくりの意識を高めるとともに、ストーリー性やシリーズ性を持

たせる等、来訪者に興味深く知ってもらうことにより、観光産業につなげ

ることができます。 

 

③県全体での一体的な情報発信 

県内の中心市街地の魅力を一体的に県外に情報発信することにより、滋

賀の中心市街地全体のブランド力の向上を図ります。 

 

(４)まちづくりを支えるソフト基盤づくり（（１）～（３）に共通する取り組み） 

①商店街の自立的な取り組み 

商業者の創意工夫によるサービス向上や地域特性を活かした取り組み

など、商店街の自立的な取り組みが必要です。 

 

②まちづくり人材の発掘・育成 

実効あるまちづくりを進めていくためには、まちづくりの将来像を描き、将来像に

到達するための取組みをマネジメントできる、専門的な知識・能力を持った人材

（キーパーソン）や、まちづくりを担う人材の発掘・育成が必要です。 
 

③まちづくり推進体制の整備 

商店街や地域住民、大学等の関係機関といった多様な主体が一体となり

取り組む体制の整備が必要であり、県内のまちづくり推進組織同士が連携

を強め、それぞれに蓄積されたまちづくりについてのノウハウの情報交換

が必要です。 

 
(５)大型店の適正立地と地域貢献  

①大型店の適正立地 

「まちづくり三法」の見直し（※２）において、大型店の適正な立地を

誘導するため、平成 18 年に改正された都市計画法など、土地利用に関す

る各種法制度を適正に運用することが必要です。 

また、より大規模な大型店の進出計画がある中、周辺住民の生活環境の
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観点から、広域的な視点にたった対応が求められています。  
 

②大型店の地域貢献 

大型店については、中心市街地に立地している、していないに関わらず、

地産地消の推進や、商工会議所・商工会への加入促進など、地域社会の一

員として地域との良好な関係を築いていくための方策が必要です。 

なお、近江商人の「三方よし」（「売り手よし」、「買い手よし」、「世間

よし」）の発祥の地である滋賀県は、大型店が地域社会に貢献することの

社会的意義を広く訴え、全国のモデルケースをつくりあげるのにふさわ

しい地域であると考えられます。  
 このため、大型店を受け入れている（あるいは受け入れようとする）  
各自治体は、大型店に対して企業の社会貢献のあるべきモデルとして、  
「三方よし」の精神を活かした経営を志向することにより、地域社会に

貢献してもらうよう働きかけることが望ましいと考えられます。  
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参考：具体的な取組方向（イメージ図）
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解  説 

 

※1 「中心市街地」について 

一般的には中心市街地は、概ね次のような特徴をもった区域とされています。 

・ 既に相当程度の都市機能が集積し、今後も集積が見込まれること。 

・ 既に相当程度の人口が当該区域に居住し、今後も集中が見込まれること。 

・ 既に相当程度の都市基盤施設が整備され、今後も当該施設の有効活用や

重点整備が図られること。 

・ 既に公共交通機関の結節点であり、今後も結節点として機能できること。 

・ 既に歴史、文化、経済等の分野において、拠点的役割を果たし、今後も

拠点性の維持が可能であること。 

 

※２ 「まちづくり三法の見直し」について 

平成１０年に中小小売業者との商業調整を行ってきた大規模小売店舗法

の廃止とともに、まちづくり三法が制定（大規模小売店舗立地法・中心市

街地活性化法は制定、都市計画法は改正）されました。 

その後の中心市街地における空洞化の状況を踏まえて、平成１８年に中

心市街地活性化法と都市計画法が改正され、大規模集客施設等の郊外での

立地抑制と、認定計画地区に対する重点的な支援という国による中心市街

地活性化に対する制度の枠組みが次のように変更されました。 

 

○中心市街地活性化法 

・ 中心市街地活性化本部（本部長：内閣総理大臣）の創設 

・ 基本計画の内閣総理大臣認定制度の導入 

・ 多様な民間主体が参画する中心市街地活性化協議会の法制化 

・ 認定基本計画への支援措置の拡充（選択と集中の観点による重点的 

支援） 

○都市計画法 

・ 大規模集客施設（床面積１万㎡超の店舗、映画館等）が立地可能な 

用途地域の見直し（商業地域、近隣商業地域、準工業地域に限定） 

・ 非線引き白地地域等における立地規制 

・ 用途を緩和する地区計画制度の創設 

・ 広域調整手続きの充実（県が広域的な影響を調整） 

・ 市街化調整区域内の開発許可制度の見直し 

○大規模小売店舗立地法 

・ 改正中心市街地活性化法に「大規模小売店舗立地法の特例」を規定

（出店手続きの簡素化等） 
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参 考 

 

 

１ 委員名簿 

区  分 団体および所属等名 氏   名 

座長・学識経験者  
（経済関係） 

財団法人江北図書館理事長 

滋賀大学名誉教授  

冨田 光彦 

学識経験者 

（都市計画関係） 

滋賀県立大学環境科学部教授 柴田 いづみ 

学識経験者 

（政府系金融機関） 

商工組合中央金庫大津支店長 佐藤 隆久 

 

商業関係者 堅田商工会会長 

※木之本町商工会会長 

細川 源太郎 

※橋本 圭祐 

商業関係者 滋賀県商工会議所連合会会長 

（大津商工会議所会頭） 

宮崎 君武 

商業関係者 石山商店街振興組合女性部 

「ミモザの会」会長 

古尾谷 徳子 

商業関係者 (株)平和堂常務取締役開発本部長 

（日本チェーンストア協会参与） 

中田 俊数 

行政関係者 滋賀県市長会 

（大津市長） 

目片  信 

行政関係者 滋賀県町村会会長 

（多賀町長） 

夏原  覚 

消費者団体 滋賀県地域女性団体連合会常任理事 橋本 啓子 

 

消費者団体 滋賀県生活協同組合連合会常務理事 

（滋賀県環境生活協同組合理事長） 

藤井 絢子 

まちづくり団体等 株式会社黒壁営業部黒壁ガラス館店長 佐藤  泉 

 

まちづくり団体等 有限会社とも栄菓舗専務取締役 

（高島市商工会高島ベリーフルーツの里

委員会副委員長） 

西沢 恵利 

※橋本圭祐氏は、第１回懇話会まで 

 

 

 



 22

２ 検討経過 

 

（１） 第１回懇話会 

      日 時  平成１９年７月２６日（木）９：３０～１２：００ 

      場 所  大津市 コラボしが２１ ミーティングルーム２ 

      議 題  ①懇話会の進め方について 

            ②本県の中心市街地・商業の現状と課題について 

            ③意見交換 

 

（２） 第２回懇話会 

      日 時  平成１９年９月１１日（木）１４：００～１７：００ 

      場 所  大津市 コラボしが２１ 中会議室１ 

      議 題  ①第２回懇話会での議論の方向性について 

            ②県政世論調査・市町アンケート調査結果について 

            ③ゲストスピーカーからの話題提供 

            ④意見交換 

       

（３） 第３回懇話会 

      日 時  平成１９年１１月２７日（木）１４：００～１７：００ 

      場 所  大津市 コラボしが２１ 中会議室２ 

      議 題  ①第２回懇話会までの意見整理について 

            ②ゲストスピーカーからの話題提供 

            ③懇話会提言中間とりまとめ（素案）について 

            ④意見交換 

  

（４） 第４回懇話会 

      日 時  平成２０年１月２９日（火）１４：００～１７：００ 

      場 所  大津市 コラボしが２１ 中会議室２ 

      議 題  ①懇話会提言（案）について 

            ②意見交換 

 

（５） 提言最終調整会議 

      日 時  平成２０年２月１１日（祝）１６：００～１８：００ 

      場 所  彦根市 大学サテライトプラザ 会議室 A 

      議 題  ①懇話会提言（案）について 

            ②意見交換 

      ※座長を含む４委員による 
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３ ゲストスピーカーの話題提供要旨 

（１）戸所隆氏（高崎経済大学 地域政策学部 教授） 

・近年、地域の論理で開発された地理的、歴史的資源の蓄積した中心市街地の魅力に着

目する時代になってきた。  
・人々は、知的刺激があり、欲しい商品があり、おいしい食べ物があって、公共交通の

利便性が高く、賑わいがある場所を求める。  
・人と人との出会いまでもバーチャルな世界の中で行われるようになり、人はますます

リアリティを求めて出会いの場所を求めるようになってきている。  
・中心市街地は誰もが自由に集い、交流でき、都市内でも最も接近性が良く、知的な交

流社会を支える、快適で利便性の高い空間である。中心市街地が崩壊することは、こ

れからの知的社会の中で非常に大きな損失である。  
・既存の地域整備・投資を中心市街地に重点的に行う必要がある。効率的な財政運営に

は中心市街地の活用は重要である。  
・安全・治安の確保と税収の維持という点でも中心市街地の役割は重要である。  
・公共交通が衰退し郊外化が発展すると、中心市街地が衰退化し最終的には、都市全体

を崩壊させることになる。  
・地域が求めるコンセプトを明確にし、グランドデザインを描き、知恵を出して地域が

収益事業を展開することが重要である。  
・今日の都市論では、「生活者脇役の政策から生活者主体の発想に基づく都市政策への

転換」「非効率な財政運営の排除」「公的セクターの過剰介入の抑制」「ハード偏重

の都市づくりからハード・ソフト混在型の都市づくりへの転換」が必要とされている。  
・滋賀県は独自性を持つ小さなまちがたくさんある。これらのまちが連携することが大

切である。  
・歴史性、文化性を活かしたビジター産業を創出するかが重要である。  
・地域が持続的に発展するためには、地域ブランドをつくる必要がある。  
・京阪神の外縁地域である滋賀県は、自立性と独自性の確保が課題である。  
・滋賀県が自然資源や古文化財の宝庫であることは意外と認知されていない。認知度の

向上が重要である。  
・「歩いて暮らし、人との出会いがあるまち」がコンパクトで公共交通が発達したまち

といえるのだろう。  
・滋賀県は個性的な地域が群雄割拠している。これはコンパクトシティづくりには適し

ている。  
・水田社会で培われてきた結束力・情報力・多様性に優れた県民性はコンパクトなまち

づくりには重要である。  
・少子高齢化社会の中で人口増加力・地域発展力がある滋賀県は魅力である。それをど

う活かして維持・開発するかが問題である。  
・「変わるもの・変わらないもの・変えねばならないもの」を区分けして、都市政策を

うつ必要がある。  
・車社会では中心市街地は衰退する。滋賀県は鉄道を中心とした公共交通機関が充実し

ている。人とものが結節して創造的な産物が生まれる。  
・自分が生活する地域を良くしようとする町衆の存在が中心市街地の活性化には重要で

ある。  
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（２）小杉共弘氏（ひこね「街の駅」寺子屋力石 駅長） 

・現在、彦根では「国宝・彦根城築城400年祭」を開催しており、観光客で非常に賑わっ
ている。  

・彦根市には13商店街があるが、花しょうぶ通り商店街は34店舗が振興組合に加盟して
いる小さな商店街である。  

・約10年前に県の補助金で、花しょうぶ通り商店街活性化策という若手によるイメージ
アップ事業に取り組んだ。  

・策定したコンセプトは10年経った今でもバイブルとなっている。このコンセプトを忠
実に実行するため、現在も毎週火曜日に集まり会合している。  

・「アートフェスタ勝負市」をはじめ、花しょうぶ通り商店街は毎年様々な取り組みを

行っている。  
・長浜では、地元の人を「土の人」、外から多様な風を吹き込む人を「風の人」、人を

引っ張る人を「火の人」と呼んでいる。  
・彦根市には大学が３つあり、商店街の活動に参加してもらっている。大学生から様々

な知恵をもらっている。彦根では彼らが「風の人」になっている。  
・「火の人」を見つけるのは難しい。家庭もあるので「火の人」としてまちづくりに人

生をかける人はなかなかいない。花しょうぶ通り商店街では、各人の小さな火を集め

ることで「火の人」としている。得意なことを自分達で取り組み、できないことは「風

の人」に助けてもらい活動を続けている。  
・「古い街はマイナスばかりではない」という滋賀県立大学の学生の意見をきき、きれ

いに整備されすぎた街を本当の街と呼ぶのか疑問に思った。そこで「ふるあたらしい

街、花しょうぶ通り」というコンセプトができた。  
・彦根には江戸から平成まで様々な時代に建ったものが残っている。  
・おもてなしの心が彦根の商店街には欠けていると感じ、「やさしいまちづくり」に取

り組んだ。学生や外部の方を大切にして、一緒にまちづくりに取り組んできた。その

結果、人のネットワークづくりにつながっている。  
・コンセプトを策定したとき、滋賀県立大学の柴田先生から「１０の提案よりも１の実

行」という気持ちが大事であると言われ、行動重視で取り組んできた。  
・商店街のファサード事業の際も、一軒一軒お伺いしてまわり協力を取り付けた。隣の

家も協力するという事情が分かれば、全員が協力するようになった。  
・街を良くしたいという思いは皆持っているが、行動に移すスイッチが見つからない場

合が多い。  
・大きなことはできないが、まちにある問題を一つずつ改善することが重要なのではな

いかと考え、小さな活動を積み上げ続けている。  
・ひこね「街の駅」は、出会いの場となっている。小さな建物の中に子ども達の学習塾

や陶器づくりの場所がある。  
・街の駅では近年、商店街や様々な方が参加し「LLP」という事業組合をつくった。今
後、彦根にある歴史的な資源を活かしながら、大手の流通会社にはできない取り組み

をしていこうと考えている。  
・今は「戦国」というテーマを掲げ商店街の活性化に取り組もうとしている。彦根は東

西の文化が交差しているまちであることや、２つの名城に囲まれたまちであることを

発信していきたい。  
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（３）吉井茂人氏（長浜商工会議所 理事） 

・長浜の場合は中心市街地活性化や商業の活性化というより、地方都市は商業だけの繁

栄はありえないだろうという考えに基づき、大きな幹となる都市活性化に取り組んで

きた。  
・具体的には、①人口増に向けた産業の誘致、②ホテルの誘致、③民間投資促進を目的

とした環境整備、④中心市街地活性化、に取り組んできた。  
・当初、中心市街地の活性化については、商業者救済であるという反対の意見もあった。  
・中心市街地は、昔から人が集まる場所として地域コミュニティを醸成してきた。コミ

ュニティが発展し継承、昇華されることで文化資源になる。都市魅力をつくりあげ、

継承するためには中心市街地の活性化が必要だと徹底的に理解を求めていった。  
・そして商業以外にもどのような客層をターゲットにするか考え、観光なら新しい客層

が来るという考えに到った。  
・集客を高めるためには、街をきれいにしなければならない。そのために、行政の支援

も得て、ポケットパーク整備やファサード整備等を行った。  
・昔は国の支援がなかったため、取り組み当初は県に色々な支援をしていただいた。そ

のおかげで様々な事業が実施できた。  
・外部の人的ネットワークをつくるために、小樽へ先進地視察を行った。後にガラスの

まちづくりを進めることになった際、この視察で出会った小樽のガラスの社長のネッ

トワークを活用することができた。  
・21市民会議では長浜市に必要なプロジェクトを考え3つの提案を行い、運動を起こし提
案を具現化した。  

・その提案のひとつである黒壁が昭和63年の4月5日に設立された。商店街サイドの動き
と黒壁のダイナミックな事業展開が相乗効果を発揮できたことで、長浜のまちに人が

集まり始めた。  
・現在の課題は中心市街地の居住人口の減少、地域の高齢化への対応、地元女性客の集

客である。これらの課題の解決のために、今年12月に中心市街地活性化協議会を立ち
上げ、基本計画の認定をめざしている。  

・商業の活性化は非常に難しいと考えており、3年前から若手を集めてマーケティングの
原点に戻ろうという話し合いに取り組んでいる。  

・中心市街地に15階建てのマンションが建築中で、景観形成の大きな問題が起こってい
る。商店街側が強く訴え来年の3月末までに景観条例が作られる。  

・現在は年間30万人の宿泊者数を50万人に増やすため、宿泊滞在型のまちづくりを検討
している。  

・長浜には非常に集客力の高い自然や遺産があまりない。だから自ら集客装置を創る必

要がある。10年、20年後の集客をめざし、今から山々に桜や紅葉を植えるなどの取り
組みが必要だと考えている。  

・産業間の連携では、第6次産業（第2次産業と第3次産業の連携）が非常に大事だと認識
している。  

・首尾一貫した姿勢でどういったまちを作っていくのかということを示すことがまちづ

くりでは重要である。そこに豊かな個性が出るのだと思う。  
 

 


