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資料１

第１回滋賀県中心市街地活性化懇話会での主な意見概要

■「中心市街地の課題」に関する意見
【内部的な要因】
●魅力の発信不足
・個々の地域は魅力があるが、それをうまく発信できていない。
・今は大きな仕掛けをしていかないと集客は厳しいと感じている。それが単発的な
ものではなく、継続的に地元から発信していくことができるよう魅力がないと難
しい。

●個店の努力不足
・ブランドや個性のある店は、それなりに地元と外部から買い物客を呼べる力があ
るため残ることができている。
・百貨店、大型スーパー、コンビニエンスストアー、個人店舗と競合と共生を図る
ということが重要となる。もちらん資本主義経済で法的な秩序の中で競争を行う
ことを是とするが、現実としては大中小の商業者の激しい競争が現在の既存の商
店街に大きなインパクトを与えている。そこで商店街がもっと頭を使わないとい
けない。

●人材不足・高齢化
・商店街が高齢化している。
・キーパーソンがいるだけで、まちは随分変わる。

●関係者（地権者等）の協力不足
。 、 。・チャレンジショップをするのは大変である なぜなら 持ち主が店舗を貸さない

やはりシャッターを閉めるのはまち全体にとっても問題と思う。また、まち以外
に対しても社会的な責任がある。せめて閉めた店の前を利用できるぐらい許可さ
せてもらえたらいいと思う 「行って、説得して」という繰り返しだと思う。今後。
は自助プラス共助が重要となるだろう。

●役割の不明確さ
・実は商店街は本当ならば買い回り品ができることが重要で、滋賀県は観光客のこ
としか考えていない傾向があるのではないだろうか。

●人口増加を未活用
・人口増加が商店街の売上げにつながらない現状があり困っている。

【外部的な要因】
●少子高齢化の進展
・高齢化が進みこれから先の見通しが見えてきていない
・少子化・高齢化の影響が滋賀県のエリアでどういう順番でどのように発生するか



ということを把握することがまず重要
●大型店やネットストアとの競争の激化
・滋賀県が策定している都市のマスタープランが基になり、そのマスタープランを
どう考えるかということが重要である。大型店舗もオーバーストア気味なのは間
違いない。
、 。 、・今 最も脅威となっているのはネットスーパーである 彼らが市場を占有すれば

商店街がどうこういう話ではなくなる。

■「中心市街地活性化の方向性」に関する意見
【横断的な視点】
●周辺も含めたまちづくり
・中心市街地は色々なファクターに支えられて初めて繁栄する。
・商店街だけの取組みではなく周辺環境も含めたまちづくりを行っていくかがポイ
ントとなるだろう。

●地域資源を活かしたまちづくり
・滋賀県には多くの資源があると感じている。その資源を活かしたまちづくりが必
要。

●市街地と農村部を結ぶことによる魅力
・市街地と農村部を結び、滋賀県がその魅力を発信することが必要。

●他の計画との連係
・滋賀県では以前から行われているウォーターフロント計画と絡めていかに動線を
作っていくかということが重要ではないか。

【滋賀の独自性】
●「環境や人にやさしい」というコンセプト
・滋賀県といえば環境というイメージを持っており、例えば「環境や人にやさしい
滋賀」という一つの魅力を打ち出した独自のコンセプトづくりが大事

●持続可能な社会づくり、楽しく安全で安心して暮らせる社会、ものの豊かさより心
の豊かさを求める社会
・持続可能な社会をつくるという点と楽しく安全で安心して暮らせる社会
・コンパクトなまちづくりは大きな問題であると感じている。
・ものの豊かさより心の豊かさを求める社会

【生活者の視点】
●生活者の視点から商店街を考える
・商店街は人が生きていく上で大切な場であり、生活者の観点から商店街を考える
必要がある。

●商店街の役割の多様化
・商業者自身について考えるだけでなく、生活者も含め商業環境を改善するために
商業者はどのような役割を担うのかという議論が必要であり、そのあたりの総論



的な考え方がこれからは必要
●商店街の新しい役割
・商店街も新しい役割が必要であり、例えばサロン的なもの、たまり場とかいうも
のもが考えられる。

■「中心市街地活性化のための具体的な取組方向」に関する意見
【連係】
●魅力ある地域のネットワーク化
・木之本町のようにブランドのようなあるエリアが店だけが点在しているのではな
く、ネットワークを形成することが必要だと考えている。

●新たな連係の構築
・新しい連携が必要だなと思った。どこと連携すればいいのか分かることが重要で
ある。

【情報発信・共有】
●成功事例の発信・ノウハウの共有化
・事例を具体的に発信していくことが重要。 （ノウハウの共有化）

●魅力の発信
・市街地と農村部を結び、滋賀県がその魅力を発信。

【時代への対応】
●高齢者向けの対応
・高齢化社会では、道路に関して片側を見て安全確認ができるようなシンプルなま
ちづくりができてこそ人が来る。安全に歩ける道づくりができて高齢化社会の対
策の一歩となる。
・空き店舗の活用について、今後、福祉サービス的な施策を実施するのも高齢化社
会への対策として重要であると認識している。

【規制と誘導】
●適切な規制と誘導
・適正な誘導と規制があれば活性化はかなうものであると思う。議論の余地があれ
ば行いたい。

【役割分担・自助努力】
●役割分担・商店街の自助努力
・厳しいのはどこも厳しいと思う。ありとあらゆる状況を想定して仮説を色々立て
ることが必要。
・活性化をするためには、市民や事業者、商店街の方、行政の方と各種役割分担を
して協働で進めていくことが重要だと認識している。残りは商店街自らの自助努
力が重要だと思う。



　　第２回懇話会での議論の方向性第1回懇話会での意見整理

●魅力の発信不足
●個店の努力不足（ブランド化・個性化）
●人材不足・高齢化
●関係者（地権者等）の協力不足
●役割の不明確さ
●人口増加を未活用

●少子高齢化の進展

●大型店・ネットショップとの競
    争激化

【内部的な要因】
【外部的な要因】

●周辺も含めたまちづくり
●地域資源を活かしたまちづ
　　くり
●市街地と農村部を結ぶこと
　　による魅力
●他計画との連携

●「環境や人にやさしい」というコン
　　セプト
●持続可能な社会づくり（コンパクト
　　なまち）
●楽しく安全で安心して暮らせる社会
●ものの豊かさより心の豊かさを求め

　　る社会

【横断的な視点】 【滋賀の独自性】

●生活者の視点から商店街を

　　考える
●商店街の役割の多様化
●商店街の新しい役割　（サロ
　　ン・たまり場等）
●高齢化社会への対応

【生活者の視点】

●魅力ある地域の
　 ネットワーク化
●新たな連携の構築
　（資源・人材）

【連携】

●成功事例の発
　　信・ノウハウの
　　共有化

●魅力の発信

【情報発信・共有】

●適切な規制と
　　誘導

【規制・誘導】

●事業者、商店街、
　県民、行政等の役

　割分担による協働

【役割分担・
自助努力】

■具体的な取組方向■

■中心市街地活性化の方向性■

中心市街地の抱える
課題

■中心市街地の課題■
○市町アンケート結果

○県政世論調査結果

■報告・事例■

○ゲストスピーカー
からの話題提供

○各々の視点を踏まえ、中心市街
　　　地の目指すべき方向性を
　　　明確化

○各々の方向に沿って、役割分担を
　　踏まえ、施策のあり方を議論

資料２

●高齢者向け
    対応、福祉
　　サービス

【時代への
対応】



県政世論調査結果概要

（中心市街地活性化関係）
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I． アンケート調査の概要

(1) 調査の対象

県内在住の満 20 歳以上の男女個人

(2) 調査の方法

郵送式・無記名方式

(3) 調査の期間

平成 19 年 6 月 8 日～ 平成 19 年 6 月 28 日

(4) 回収状況

発 送 数：3,000  
回 収 数：1,777 
回 収 率：59.2％



2

II． 調査結果

１． 一番よく訪れる買い物先

○ 一番よく訪れる買い物先は「自宅近く（徒歩・自転車で行ける）のスーパ ー 」（32.2％）

一番よく訪れる買い物先としては「自宅近く（徒歩・自転車で行ける）のスーパー 」が最も多く

32.2％、ついで、「自宅から離れた（徒歩・自転車で行けない）のスーパ ー 」が 28.1％となっている。

図表 II-1 一番よく訪れる買い物先 （n=3,395、SA）

不明・無回答
3.2%

自宅から離れ
た(徒歩・自転
車で行けない)
大型ショッピン

グセンター
18.1%

自宅近く(徒歩・
自転車で行け
る)のスーパー

32.2%

自宅近く(徒歩・
自転車で行け
る)の小売店

2.9%

自宅近く(徒歩・
自転車で行け
る)の商店街

0.9%

自宅から離れ
た(徒歩・自転
車で行けない)

小売店
1.0%

自宅近く(徒歩・
自転車で行け
る)の大型ショッ
ピングセンター

13.2%

自宅から離れ
た(徒歩・自転
車で行けない)

スーパー
28.1%

自宅から離れ
た(徒歩・自転
車で行けない)

商店街
0.4%

№ 回答 件数 %

1 自宅近く(徒歩・自転車で行ける)の小売店 99 2.9

2 自宅近く(徒歩・自転車で行ける)の商店街 32 0.9

3
自宅近く(徒歩・自転車で行ける)のスー
パー

1,092 32.2

4
自宅近く(徒歩・自転車で行ける)の大型
ショッピングセンター

449 13.2

5
自宅から離れた(徒歩・自転車で行けない)
小売店

34 1.0

6
自宅から離れた(徒歩・自転車で行けない)
商店街

12 0.4

7
自宅から離れた(徒歩・自転車で行けない)
スーパー

954 28.1

8
自宅から離れた(徒歩・自転車で行けない)
大型ショッピングセンター

616 18.1

9 不明・無回答 107 3.2

合計 3,395 100
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２． 「中心市街地」を活性化する取り組みの是非

○ 8 割弱が「中心市街地」を活性化する取り組みは「必要」と回答

「中心市街地」を活性化する取り組みの是非については、「ある程度は必要である」が 47.4％でもっ

と多く、続く「必要である」（32.1％）とあわせると 8 割弱が、「必要」と回答している。

図表 II-2 ２． 「中心市街地」を活性化する取り組みの是非 （n=3,395、SA）

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%

№ 回答 件数 %

1 必要である 1090 32.1

2 ある程度は必要である 1610 47.4
3 あまり必要ではない 268 7.9
4 不要である 76 2.2
5 どちらともいえない 232 6.8
6 不明・無回答 119 3.5

合計 3,395 100
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３． 活性化が必要だと思う分野

○ 最も活性化が必要だと思う分野は「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」（29.0％）

活性化が必要だと思う分野は「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 29.0％、ついで「食料品や日用品などの「最寄り品」を扱う小売店の充実」が

18.3％となっている。

図表 II-3 活性化が必要だと思う分野 （n=2,700、SA）

食料品や日用品
などの「最寄り品」
を扱う小売店の充

実
18.3%

服飾品や家電な
どの「買い回り品」
を扱う小売店の充

実
1.5%

飲食店、映画館、
診療所、スポーツ
クラブなどの民間
サービス施設（店

舗）の充実
16.1%

駐車場・駐輪場の
確保などの駐車
場対策の充実

10.5%

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
29.0%

その他
1.2%

不明・無回答
1.8%

バス・鉄道等の公
共交通機関の充

実
11.4%

地域の人々が集
まり話し合うコミュ
ニティ機能の充実

10.1%

№ 回答 件数 %

1
食料品や日用品などの「最寄り品」を扱う
小売店の充実

495 18.3

2
服飾品や家電などの「買い回り品」を扱う
小売店の充実

41 1.5

3
飲食店、映画館、診療所、スポーツクラブ
などの民間サービス施設（店舗）の充実

435 16.1

4
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

784 29.0

5
駐車場・駐輪場の確保などの駐車場対策
の充実

283 10.5

6 バス・鉄道等の公共交通機関の充実 309 11.4

7
地域の人々が集まり話し合うコミュニティ機
能の充実

273 10.1

8 その他 32 1.2
9 不明・無回答 48 1.8

合計 2,700 64
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４． 新規出店する大型店に対する規制

○ 新規出店する大型店に対するさらなる規制について、6 割強が「必要」と回答

新規出店する大型店に対するさらなる規制については「ある程度必要である」が 44.8％で最も多

く、続く「必要である」（16.4％）とあわせると、6 割強が「必要」と回答している。

図表 II-4 新規出店する大型店に対するさらなる規制 （n=3,395、SA）

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%

№ 回答 件数 %

1 必要である 556 16.4

2 ある程度は必要である 1,522 44.8
3 あまり規制すべきではない 436 12.8
4 規制は不要である 217 6.4
5 どちらともいえない 541 15.9
6 不明・無回答 123 3.6

合計 3,395 100
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５． 大型店に対するさらなる規制が必要な理由

○ 大型店に対するさらなる規制が必要な理由は「交通事故や交通渋滞の問題がある」

（32.6％）、商店街や周辺小売店への悪影響がある」（29.7％）が多い。 

規制が必要な理由としては「交通事故や交通渋滞の問題がある」が最も多く 32.6％、ついで商店

街や周辺小売店への悪影響がある」が 29.7%となっている。

図表 II-5 規制が必要な理由 （n=2,078、SA）

地元への貢献
（地域貢献）が期

待できない
9.2%

その他
0.7%

青少年への悪影
響がある

9.2%

出店計画の初期
段階からの地元
とのコミュニケー
ションが不足し

ている
7.5%

交通事故や交通
渋滞の問題があ

る
32.6%

商店街や周辺の
小売店への悪影

響がある
29.7%

ごみや騒音等の
公害問題がある

10.0%

不明・無回答
1.1%

№ 回答 件数 %

1 商店街や周辺の小売店への悪影響がある 617 29.7

2 交通事故や交通渋滞の問題がある 678 32.6
3 ごみや騒音等の公害問題がある 208 10.0
4 青少年への悪影響がある 192 9.2

5
出店計画の初期段階からの地元とのコミュ
ニケーションが不足している

155 7.5

6 地元への貢献（地域貢献）が期待できない 191 9.2
7 その他 15 0.7
8 不明・無回答 22 1.1

合計 2,078 38



中心市街地活性化に関する市町担当課

アンケート 調査結果概要
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I． アンケート調査の概要

(1) 調査の対象

県下の 26 市町。（各市町の中心市街地活性化担当課へのアンケート ）

(2) 調査の方法

県よりメール にて各市町へ送付。

(3) 調査の期間

平成 18 年８月１日～ 平成 1９年８月３０日

(4) 回収状況

発 送 数：２６通

回 収 数：２６通

回 収 率：１００％
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II． 調査結果

１． 改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の提出の予定

○ 改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の提出の予定がある自治体は 4 自治体

（15.4％）

改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の提出の予定がある自治体は 4 自治体（15.4％）で、

現在検討中の自治体が 5 自治体（19.2％）となっている。予定のない自治体は 17 自治体（65.4％）と

なっている。

図表 II-1 改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の提出の予定 （n=26、SA）

予定あり
15.4%

検討中
19.2%

予定なし
65.4%

№ 回答 件数 %
1 予定あり 4 15.4
2 検討中 5 19.2
3 予定なし 17 65.4

合計 26 100

■改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の提出の予定がある自治体

大津市（○）、長浜市（○）、守山市（－）、高月町（○）

■改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の提出を検討中の自治体

彦根市（○）、甲賀市（－）、高島市（○）、東近江市（○）、多賀町（○）

○：旧法に基づく基本計画を保有している自治体

－：旧法に基づく基本計画を保有していない自治体

■（参考）旧法に基づく基本計画は保有しているが、改正中心市街地活性化法に基づく基本計画

は提出の予定がない自治体

近江八幡市、栗東市、湖南市、虎姫町、木之本町
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２． 改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の提出に向けた取組状況

○ 改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の提出の予定がある自治体及び検討中の自

治体（計 9 自治体）のうち、中心市街地活性化協議会の準備会の設立に至っている自治

体は 1 自治体（11.1％）

改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の提出の予定がある自治体及び検討中の自治体

（計 9 自治体）のうち、中心市街地活性化協議会の設立に至っている自治体はない。中心市街地活

性化協議会の準備会の設立に至っている自治体は 1 自治体（11.1％）、内部検討中の自治体は 2
自治体（33.3％）となっている。

図表 II-2 改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の提出に向けた取組状況 （n=9、SA）

中心市街地
活性化協議
会の設立

0.0%

内部検討中
33.3%

中心市街地
活性化協議
会の準備会

設立
11.1%

その他
55.6%

№ 回答 件数 %
1 内部検討中 3 33.3
2 中心市街地活性化協議会の準備会設立 1 11.1
3 中心市街地活性化協議会の設立 0 0
4 その他 5 55.6

合計 9 100

【「その他」の回答の内容】

○素案を作成、民間事業掘り起こし

○中心市街地活性化基本計画策定委員会を設立し策定作業実施中

○課長級が商工会の主催する活性化協議会に参画
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３． 中心市街地活性化の取組の有無

○ 改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の提出の予定がない自治体（17 自治体）のう

ち、中心市街地活性化に取り組んでいる自治体は 5 自治体（29.4％）

改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の提出の予定がない自治体（17 自治体）のうち、中

心市街地活性化に取り組んでいる自治体は 5 自治体（29.4％）、取り組んでいない自治体は 12 自

治体（70.6％）となっている。

図表 II-3 中心市街地活性化の取組の有無 （n=17、SA）

取り組んでい
る

29.4%

取り組んでい
ない
70.6%

№ 回答 件数 %
1 取り組んでいる 5 29.4
2 取り組んでいない 12 70.6

合計 17 100
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４． 大型店出店に対する考え

○ 大型店の出店について、進出はやむを得ないとする自治体は 19 自治体（73.1％）、積極

的に誘致とする自治体は 2 自治体（7.7％）

大型店の出店について、進出はやむを得ないとする自治体は 19 自治体（73.1％）、積極的に誘

致とする自治体は 2 自治体（7.7％）となっている。都市計画法の活用により規制強化と回答した自

治体は 4 自治体（15.4％）となっている。

図表 II-4 大型店出店に対する考え （n=26、SA）

都市計画法の
活用により規

制強化
15.4%

その他
3.8%

積極的に誘致
7.7%

進出はやむを
得ない
73.1%

№ 回答 件数 %
1 積極的に誘致 2 7.7
2 進出はやむを得ない 19 73.1
3 都市計画法の活用により規制強化 4 15.4
4 その他 （※回答無し） 1 3.8

合計 26 100
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○ 改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の提出の予定がある自治体ほど、大型店の

出店規制に対する意識を持っている。

改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の提出の予定がある自治体ほど、大型店の出店規

制に対する意識を持っている。逆に提出の予定がない自治体ほど、大型店を積極的に誘致したい

とする考えが強い。 

図表 II-5 改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の提出予定別にみた

大型店出店に対する考え（SA）

7.7

0.0

0.0

11.8

73.1

50.0

80.0

76.5

15.4

25.0

20.0

11.8

3.8

25.0

0.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計
(n=26)

予定あり
(n=4)

検討中
(n=5)

予定なし
(n=17)

積極的に誘致 進出はやむを得ない

都市計画法の活用により規制強化 その他

合計（％）
積極的に
誘致（％）

進出はやむを
得ない（％）

都市計画法の活用
により規制強化（％）

その他（％）

合計 26（100.0） 2（ 7.7） 19（73.1） 4（15.4） 1（ 3.8）

予定あり 4（100.0） - 2（50.0） 1（25.0） 1（25.0）

検討中 5（100.0） - 4（80.0） 1（20.0） -

予定なし 17（100.0） 2（11.8） 13（76.5） 2（11.8） -
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５． 今後進出してくる大型店に求める地域貢献策

○ 今後進出してくる大型店に求める地域貢献策としては、「地産地消推進」（92.3％）、「景

観・まちづくりへの協力」（76.9％）、「商工会等への加入」（73.1％）の順 

今後進出してくる大型店に求める地域貢献策としては、「地産地消推進」が 92.3％で最も多く、次

いで「景観・まちづくりへの協力」（76.9％）、「商工会等への加入」（73.1％）となっている。

図表 II-6 今後進出してくる大型店に求める地域貢献策 （n=26、MA）

92.3

76.9

73.1

69.2

69.2

65.4

46.2

42.3

34.6

7.7

3.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

地産地消推進

景観・まちづくりへの協力

商工会等への加入

地域行事への協力

環境配慮

地域防災への協力

防犯対策推進

撤去時の対策

育児・介護事業等への協力

その他

不明

№ 回答 件数 %
1 地産地消推進 24 92.3
5 景観・まちづくりへの協力 20 76.9
2 商工会等への加入 19 73.1
3 地域行事への協力 18 69.2
8 環境配慮 18 69.2
4 地域防災への協力 17 65.4
7 防犯対策推進 12 46.2
9 撤去時の対策 11 42.3
6 育児・介護事業等への協力 9 34.6

10 その他 2 7.7
不明 1 3.8
合計 26 100

【「その他」の回答の内容】

○鉄道等公共交通機関の促進
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６． 県に求める支援

○ 県に求める支援は、「基本計画の認定を受けるのが難しい中心市街地に対する支援」が

61.5％で最も多い。 

県に求める支援としては、「基本計画の認定を受けるのが難しい中心市街地に対する支援」が

61.5％で最も多く、次いで「中心市街地活性化の先進事例や制度等の情報提供」（46.2％）となっ

ている。

図表 II-7 県に求める支援 （n=26、MA2 つまで）

61.5

46.2

23.1

23.1

7.7

3.8

7.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

基本計画の認定を受けるのが難しい
中心市街地に対する支援

中心市街地活性化の先進事例や
制度等の情報提供

中心市街地活性化に関する助言や
相談対応

中心市街地活性化のモデル的取り組み
への支援とノウハウの水平展開

中心市街地活性化に関連する
主体の意識醸造

その他

不明

№ 回答 件数 %

1
基本計画の認定を受けるのが難しい
中心市街地に対する支援

16 61.5

2
中心市街地活性化の先進事例や
制度等の情報提供

12 46.2

3
中心市街地活性化に関する助言や
相談対応

6 23.1

4
中心市街地活性化のモデル的取り組み
への支援とノウハウの水平展開

6 23.1

5
中心市街地活性化に関連する
主体の意識醸造

2 7.7

6 その他（※回答無し） 1 3.8

不明 2 7.7

合計 26 100



資料５2007.9.11. 滋賀県中心市街地活性化懇話会

再生と都市づくり中心市街地の
戸 所 隆高崎経済大学・地域政策学部・教授

１．時代の転換期における新たな都市づくりの方向性
画一的な工業化社会から地域の個性を生かした知識情報化社会への転換

⇒ 人々は様々な情報を求めて地球規模での交流を活発化

⇒ 資本の論理で開発された画一的・効率的な郊外でなく、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を求めて行動 ＝ 魅力ある中心市街地をもつ都市の繁栄

１）都市再生には中心市街地再活性化が不可欠
地方分権時代に欠かせない都市の顔①

貧富・人種・民族・宗教・文化・老若男女を問わず、誰もが自由に集い・交流できる、a.
都市内で最も接近性が良く、 知的な交流社会を支える、 快適で利便性の高い空間b. c. d.

②既存の地域整備・投資を活かした効率的な財政運営

③安全・治安の確保と税収の維持

④公共交通の衰退と郊外化を推進による中心市街地の衰退化は都市全体を崩壊

２）従来型都市開発の限界を踏まえた新たな都市論展開の必要性と基本方向

地域の人々が何を求め実施するかで地域の方向が決まる時代

知恵を出して地域が収益事業を展開⇒ 経済特区：金を使わず個性を創出させる方法

①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

②時代や生活者ニーズへ柔軟に対応するシステムの構築

③非効率な財政運営の排除と公的セクターの過剰介入を抑制

④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

⑤画一的・効率的な都市機能配置から雑然性・五感的魅力を持つ機能配置・都市構造へ

人と人が会う場の面白さ・楽しさ 界隈性・雑然性・喧騒性a. b.
美しさ・質の高さ 複合・錯綜的な土地利用（機能）展開 等c. d.

⑥人工物としての都市と自然環境との共生 など

⇒ 分権化し地域資源を活かした個性的なまちが連携交流する都市都市づくりの方向性

＝多数の歩いて暮らせるコンパクトな自立した街が水平ネットワーク化した都市

＜京都型都市開発⇒ 東京型都市開発⇒ （新都市）型都市開発の開発＞X

２．滋賀県の地理的社会的条件と課題
１）京阪神大都市圏の外縁地域(畿内でなく東山道の影と伝統＝街道文化)⇒ 自立性と独自性の確保

２）琵琶湖をはじめとする自然資源と古文化財の宝庫⇒ 認知度の向上とその活用

３）中央に琵琶湖を抱く盆地であり小藩領・天領・分割藩領等が入り乱れた歴史的空間構造

＝県域全体を統括する拠点都市がなく個性的な地域が群雄割拠⇒ コンパクトシティづくりに活用

４）水田社会と結束力・情報力・多様性に優れた県民性⇒ 知識情報社会への活用

５）薄れたとはいえ京都に対するコンプレックスと外の世界への進出力⇒ 地域内への求心力の確保

６）少子高齢化社会の中で人口増加力・地域発展力の相対的維持可能地域⇒ 魅力の維持・開発



３．時代の転換期における中心市街地の衰退要因
：変えてはならない都市の本質を変化させたため都心衰退の原因

「変わるもの・変わらないもの・変えねばならないもの・変えてはならないもの」に基づく都市政策が必要

鉄道を中心とした大量公共交通機関を１）自家用車対応のまちづくりが中心街衰退の元凶
（ 東京渋谷の繁華街）活力のある繁華街：共通点は自家用車より電車やバスを利用する人が多い ex.

⇒ ⇒ と （歩ける街が認知度を高める)認知 同化 行動 スピ－ド 店舗密度

中心商業地の衰退を助長する要因２）

①土地の非商品化

②高度成長期と変わらぬ意識構造

（後継者・地域社会のリーダー不足）③町衆不足で商人の結束もない

（地域社会への投資と配当金としての買物券：循環システム形成）④市民投資のないまちづくり

⑤市の職員も議員も市民も中心部の必要性に無理解

⑥土地の売却を望み郊外化を喜ぶ市民

⑦公共交通の必要性を理解しない市民

⑧郊外型大型ショッピングセンターでの長距離歩行を問題視しない市民

４．都市の再生・中心市街地再活性化の条件
＜知恵の時代への都市再生：自立した個人からなる市民社会・コミュニティをどう造るかが課題＞

◎ 年かかって悪化した街の再生には 年かかる。30 30
理念を持って転換点をつくり、いかに理想の街づくりを着実に追求するかにかかっている。

１）接近性・結節性・移動性・新陳代謝性・一定以上の量的なまとまり（大きさ）と密度の確保

Basic Activity Non-basic Activity２）ベーシックな活動 とノンベーシックな活動
３）資本の論理から地域の論理・生活者の論理(視点)に立った地域・社会づくり手法の開発

葬儀社が取り仕切る町でなく地域で葬儀の出せる町へ

４）人が資源であり地域の魅力は輝く人の存在

町衆の育成⇒ サラリーマン養成に偏らない社会（起業家・商人の育成）

：自分が生活する地域の過去・現在・未来を語れ、時代の変化に対応してその地域を良くしようと自己実現できる人町衆とは

５）土地利用規制によるコンパクトで公共交通中心の歩いて暮らせるまちづくりの必要性

６）年輪型都市発展（拡大型）⇒ 積み重ね新陳代謝型都市発展（安定型）

５．拡大型まちづくりからコンパクトな安定型まちづくりへの転換

都市的利便性・生活環境を備えた快適で質の高い生活空間を実現１）目標：歩いて暮らせる範囲に
小さな市街地や市街地を小さくすることだけを意味しない（市町村合併も是）

低密度の広い郊外をもつ自動車対応型都市から 歩行対応型で非拡大型の高密度都市へ転換

２）コンパクトなまちづくりへの条件
①安心・安全、基礎教育、雇用の確保、住民自治・参加の保証（努力）

②都市の本質：接近性・結節性・創造性・地域性・中心と周辺（構造 ・新陳代謝性・移動性）

③日常生活の利便性・快適性の確保

④誰もが歩きたくなる都市環境の整備（コンパクトなまち内は主として歩行空間）

⑤公共交通によるネットワーク（コンパクトなまちを相互に繋ぐ）



⑥町衆の活躍する交流空間（住み続けられる空間＝雇用とモビリティの確保）

⑦地域に適した土地利用制度の導入

６．大都市化・分都市化による水平ネットワーク型大都市構造の構築

大都市化・分都市化構造への転換＜都市圏＞ ①

＜従来の都市圏構造＞全体にスプロール化

メルティングポット的社会近郊都市 近郊都市＜都市＞

：様々な要素を溶かし一つの味に仕上げる社会周辺中心

＝強者の論理が優先都心 周辺中心

周辺中心

周辺中心

近郊都市 近郊都市

＜大都市化＞

行動圏･社会経済圏の拡大にあわせた国際的にも顔の見えるまち

サラダボール的社会)＜都市＞ 大都市化と分都市化 (

＜機関車・客車から電車編成体制に＞分都市 分都市

規模の大小・中心と周辺はあっても分都市

開放的・個性的で自立的な地域 からなる(分都市)

上下関係の無い 大都市構造分都市 都心 分都市 新たな水平ネットワーク型

：多彩な要素が自己主張しつつ一つの味を作る

＝弱者も生きるコンパクトなまち分都市

＜分都市化は地域の社会地区化とは相容れない＞分都市 分都市

（都市内分権）各分都市のコンパクト化 ② 分都市から成るモザイク都市多彩な

(戸所 隆 原図)図１ コンパクトなまち（分都市）からなる大都市化・分都市化型都市構造

７．滋賀らしいコンパクトなまちとは何か

１）湖東トライアングル都市構想

２）琵琶湖環状・放射交通体系と湖東トライアングル都市構想

３）中心地理論と公共交通を活かした軸線都市型まちづくり

市町村合併を活かしたコンパクトなまち（分都市）からなる大都市化・分都市化型都市構造

（個性的な地域が群雄割拠）

鉄道を基軸にバスを補完軸として歩ける街の連鎖を構築

（大型店と中型店の配置を核に中小零細店集積）鉄道駅周辺の拠点化と駅間における利便性の確保

ーこれからのまちづくりの方向性として問われるものー８．終わりに
①安心・安全、基礎教育、雇用の確保、住民自治・参加の保証（努力）

②具体像として＝経済的要因：多くの人を集め、消費させられる街

＝経済外的要因：楽しめる街・安らぎのある町



＜参考＞

＜アメリカ合衆国の中核都市における中心商業地の再生への取り組み＞
１）再活性化への基本コンセプト
①都市の顔としての他地域にはない資源（歴史的遺産など）を生かしたランドマークづくり。

②都市内最良のアクセス条件と中心性を生かし、量より質を重視した高次機能の集積促進。

③都市内外の人々が交流でき、人も住める安全で創造性豊かな多様性ある空間形成。

④郊外型ＳＣと差別化した質を重視した専門性豊かな小売り商業空間を都心に形成

修復した歴史的建造物を活用保存した高級アンティークショップ、レストラン、カフェex.
⑤中枢管理機能の充実と情報発信

高度情報化に対応したオフィスビルの建設（本社機能の誘致）⇒中枢管理機能の分散化

ダウンサイジングのまちづくり⇒閉鎖的な垂直ネットワーク構造から

開放的な水平ネットワーク構造の国土構造・都市構造への転換

２）再活性化への事業体系
安全で美しい街並み。特色ある美味しい料理・酒。魅力的な商品を楽しくショッピングできる商店街。

もてなしの心で満ちあふれた雰囲気。想い出に残る地域性豊かなもしくは世界的な芸術・エンターテイ

メントのある地域。人々はこうした地域での生活や訪問を望む。

ショッピング・ストリート・モール

大なインテリジェントビル①スクラップ・アンド・

新型ホテルビルド型再開発

公共交通機関の充実・ターミナル整備（新規建築）

立体駐車場 などA)建物・施設

（ハード面）

都心再活性化 ②修復・保全型再開発 歴史的建造物の活用保存

の方向性

①中枢管理機能の集積

②会議都市化とエンターテイメントの充実

B)機 能 系 ③芸術家など創造的職業の育成

（ソフト面） ④高級物販店の集積と良質な飲食店街の形成

⑤都心居住の促進と24時間空間の創造

（戸所 隆 1984）図２ アメリカ合衆国中核都市における都心再活性化の方向性

＜地域外市場産業 と地域内市場産業 のBasic Activity Non-basic Activity
バランスを考慮した地域社会づくり＞

)地域 市場産業：主に地域外の人を顧客とする産業（外貨稼ぎ）a 外

地域経済と雇用の拡大に貢献⇒ 産業規模に見合った雇用・税収

)地域 市場産業：主に地域の住民を顧客にする産業（地域内消費・循環）b 内

地域の魅力・快適性の創出に貢献⇒ 消費に見合った雇用・税収
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                                資料６   

ふふふるるるあああたたたらららしししいいい街街街
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

   花花花しししょょょうううぶぶぶ通通通りりり   
ふふふるるるくくくてててもももあああたたたらららしししいいい心心心ををを持持持つつつやややさささしししいいい街街街づづづくくくりりりををを推推推進進進しししままますすす    

   

花しょうぶ通り商店街振興組合 

滋賀県彦根市河原 2丁目 3-6 
 

【店舗数】     
33店舗  「平成 18年度 12月末
現在」 
小売業が 20 軒、サービス業 9 軒、
事業所等が 4軒、である。 
 
花しょうぶ通り商店街 URL 
http://www.packet.ne.jp/hanasyo

ubu-st/ 
 
 

 
城下町彦根の中心部に位置する花しょうぶ通り商店街は江戸時代後期より仏具関連、表

具加工等の職人が多く店を構え、後背地に歓楽街(花町)を持つ庶民的で下町らしい特色
のある文化を持っている。また、小売商業という面でも市の中心商店街に隣接し、かつ

ては市内最大の商店街である銀座街及び登町、橋本町と複数の商店街が隣接する市の顔

とも言うべき立地にある。 
当商店街は市内でも最も歴史のある商店街である。200年を超える伝統的商店もあり和
蝋燭や糀屋といった城下町特有の業種もいまだ多く残っている。その商店街活動も半世

紀以上の実績を有しているが、全国各地の商店街同様にモータリーゼイションの発達と

同時大手流通企業の市郊外への出店や複合型ショッピンセンターの開発等が相次ぎ、商

業集積力の大きい郊外へ商業機能の中心が移動する所ドーナツ現象により取り残され

た商店街になりつつある。 
しかし平成 8 年より若手商店主を中心とした組織改変を機に以前より活発な活動が出
来る組織形態となったことから弱小組織ながら、現在“１００円で買える幸せ「ナイト

バザール」“ものづくり市場「アートフェスタ勝負市」“まちのプラットフォーム「LLP
街の駅構想」などの自主的・自発的な商店街及び地域振興の促進を遂行している 

業種

事業所
11%

その他
のサー
ビス
4%

飲食
4%

旅館
4%
理美容
14%

その他
の小売
14%

たばこ
7%

医薬品
7%

その他
の飲食
料品
21%

生鮮３
品
14%

n=28
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花しょうぶ通り商店街の｢街づくり構想｣ 
１基本理念 
１商店街現状の位置付け 
 

 
１． 花しょうぶ通り ハード面の評価 

・ 高い建物や奇抜な建物は少なく、大きな景観阻害要因はない 
・ 歴史的価値が極めて高いと思われる建物は見られないが、スポット的に見ごたえの

ある建物が点在している 
・ 戦国の城下町特有の町割りである(どんつきの町) 

2. 花しょうぶ通りが良いとされる点（住民の自慢） 
・ 穏やかで平和な庶民の街の風情 
・ 住、商、業、寺などが混在している歴史的空間 
・ 伝統的コミュニティ 
・ 徒歩圏生活空間（コンビニ性） 

ハイタッチ

ハイテック

歴史的今日的

時     間     軸

機　　　能     軸

ふるあたらしい街
ネオ商店街構想

ふるあたらしい街
ネオ商店街構想

ふれあい、伝統的商いの希少性、癒しの空間
人間らしい暮らし、今となっては非日常的、
高齢化への対応、福祉機能、

ふるあたらしい街
ネオ商店街構想

従来型商店街（近隣型）
小商圏、最寄り品、徒歩圏

新業態創造型商業施設
広域商圏、ファッション

ＳＣ、量販店、
カテゴリーキラー

モータリーゼーション
高層建築
新興住宅
新たなコミュニティ

伝統的業態型施設

ダウンタウン、広域商店街、百貨店

コンビニエンスストア

伝統的コミュニティ
職住同一商店

今　日　的　ニ　ー　ズ　へ　の　対　応

新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
提
案
、
起
業
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●キャッチフレーズのイメージ 
県立大学の学生が発案。歴史的な重みを継承しつつ今日的なニーズに対応する商店街、等

身大の人間らしいほっとする空間を持つ街がふるあたらしいという言葉に凝縮されている。

また、古いだけではなく常に革新を起こしつつ再生振興を目指す花しょうぶ通りのコンセ

プトを的確に表現している。 

・欧米ファッション文化への反動 
・職縁社会から地縁や地域文化の再評価 
・伝統的コミュニティの役割評価 
・都市インフラの整備された市街地中心部の魅力の再評価 
・伝統や歴史、時代とともに価値の出るものへの憧れ（アンティーク文化）

・等身大の暮らしへの再評価（大量消費社会からの決別） 
・心のこもったサービスへのニーズ（システムでは得られない満足） 

時代の潮流 

基本理念 

チャッチフレーズ 

ふふふるるるあああたたたらららしししいいい街街街
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

   花花花しししょょょうううぶぶぶ通通通りりり   
ふふふるるるくくくてててもももあああたたたらららしししいいい心心心ををを持持持つつつやややさささしししいいい街街街づづづくくくりりりををを推推推進進進しししままますすす。。。    

１．下町文化の復興、創造にむけて歴史を尋ね古き良きものを再生する。 
２．商店街や街機能については、かつてのダイナミズムの復活。（ソフト化）

３．保守すべきもの、継承しなくてはならないものを大切にしつつ今日的ニ

ーズへの対応力を持つ商店街にする。（手段としての買い物から目的とし

てのショッピング） 
４．高齢化や福祉についてもかつての庶民文化が持っていたやさしさのある

街施策に取り組む（まちというコミュニティの中におけるサポート化）

５．下町 Renaissanceにふさわしいアンティークな街並みを目指す 

小小小江江江戸戸戸彦彦彦根根根ののの下下下町町町 RRReeennnaaaiiissssssaaannnccceee   
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●花しょうぶ通り商店街の活動スローガン 

百の愚痴より十の提案、十の提案より一の実行 

２基本方針（具現化のための） 
● 街づくり全体の方針 
基本理念に示した｢ふるあたらしい街『花しょうぶ通り』｣をつくるに当たり、以下のよう

な指針を設け理念実現のための基本的考え方とする。 
 
①古いものに新しい値打ちを見出す。 
②新しいものを創り、うまく溶け込ませる。 
③歴史の匂い、人の温もりと文化の輝きを保つ。 
④街中で商住一体及び多世代で暮らし、生活の匂い｢くらし｣のある風景があるまち 
⑤安全に美しく暮らす（都市基盤の整備、防災上のインフラ整備としての道路整備） 
⑥ホスピタリティ（もてなしの心）が感じ取れるまち 
 
（１）商店街づくり 
①近くの人も遠くの人も、昔からお付き合いのある人も初めての人も大切にもてなす。 
②老若男女誰もが喜び、交わることのできる千客万来の商店街をつくる。 
③人の営みが垣間見られる商店街 
④個店の個性を最大限に伸ばす。（個店の魅力＝店主の努力） 
⑤街づくりをニュービジネスにしていく。 
⑥祭り、イベントで賑わう商店街をつくる。 
⑦住民と商人がともに手をたずさえて街づくりに取り組む。 
⑧空店舗、空家、空地を活用する。 
 
（２）建物と街の表情づくり 
①歴史の薫りが漂う建物と町並みをつくる。 
②建物の連続した美しさを保つ。 
③極端に高い建物や、奇抜すぎるデザインや色は使わない。 
④美しい生活や商いが映える店先をつくる。 
⑤ウィンドウショッピングができる商店街演出をする。 
⑥｢花しょうぶ｣をはじめとする野花街道をつくる。 
⑦五感の演出  光・音・匂い・空気・佇まい ect. 
⑧通りと店の間をデザインする。 
⑨店と店の間をデザインする。 
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⑩のれん、看板、日除け幕などをうまく使う。 
⑪フラワーポットや小物でオシャレな演出をする。 
⑫路地空間、辻空間を素敵に演出する。 
⑬心地よくくらせる住まいをつくる。 
 
（３）魅力ある商店・商人づくり 
①経営ビジネスの研究に努める。 
②接客マナーをよくしていく。 
③商人同士の交流を活発化させる。 
④共同事業に積極的に取り組む。 
 
（４）街づくりのしくみづくり 
①ふるあたらしい街づくり協議会を設置する。 
②毎年、住民フォーラムを開く。 
③花しょうぶ通り商店街ファンクラブをつくる。 
④街づくり基金を設ける。 
情報発信、ＰＲ、ネットワーク化を推進する。 
 
（５）住民のくらしづくり 
①庭をできるだけ広くとり、美しく見せる。 
②建物の外観を美しくし、花やイルミネーションで飾る。 
③互いのコミュニケーションを深める。 
④喜びのあるコミュニティの祭りやイベントを育てる。 
 
（６）街づくりへのアプローチ手法 

【パーソナル（個々の）な解決からまちのユニバーサル（普遍的）な方法へ】 
 この通りにおいてこれから試みようとすることは、従来各地で試みられてきているお仕

着せ的なコンセプトに基づくものではなく、まち（商店街）を成り立たせている一つ一つ

の要素、関わりをもつ一人一人の意識に目を向け、そこで生まれる個々の問題に対し 
一つ一つ答えを出していくことが唯一まち（商店街）づくりにおけるユニバーサル（普遍
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

的）な答えへとたどり着ける方法
．．．．．．．．．．．．．．．

であるという考えに基づいたものです。 
そのようなプロセスを経ていくことにより掲げられた基本理念が浸透して行き、やがて

は、まちの中において好ましき効果をもたらすと考えられます。 
その地区に住む各々の人たちがまちづくりへの参加に対して納得と誇りを感じるとともに

その過程を楽しめるようなプログラムが必要です。その上で皆が自立できる手だてを見つ

けていくことが大切であると考えます。 



 
資料７－１ 

                                                              
 
■ 「道の駅」と「まち（街）の駅」の違いについて 
 

主な設置要件 
種別 施設概要 認定 

設置主体 場所 
補助 箇所数 備考 

道の駅 

国土交通省（旧建設省）により

登録された、休憩施設と地域

振興施設が一体となった道路

施設。 

国土交通省

市町村又は市町村に

代わり得る公的な団体 

※民間は設置できない

「道の駅」相互の機能

分担の観点から適切

とされる位置 

⇒基本的には幹線

道路沿いへの設置が

期待されている 

国による融資有 868 駅 ― 

まちの駅 

地域住民や来訪者が自由に

利用できる休憩場所や地域

情報を提供する機能を備え、

さらには地域内交流・地域間

連携を促進する公共的空間

である。 

まちの駅連

絡協議会

（特定非営

利活動法人

地域交流セ

ンター内） 

制限無 

制限無 

⇒既存施設を利用す

るケースが多い 

無し 

※協議会加入資

金の補助を行っ

ている自治体有

り 

1,175か所

※施設によっては「街の駅」、

「町の駅」との名称をつけている

施設もあり 

ex.ひこね「街の駅」寺子屋 力

石 

※マークは統一する必要有り 

※認定されるためには、協議会

年会費 1万円を支払う必要有り 

 



 資料７－２ 

 
大規模小売店舗と小規模事業所の販売効率について 

 
 
 

○ 従業員ひとりあたりの販売額は、大規模小売店舗のほうが小規模事業所よりも大きいものの、近年そ

の差は縮まりつつある。（平成 16年を除く） 

○ 大規模小売店舗、小規模事業所ともに、平成 6 年以降、従業員ひとりあたり販売額は減少していた
が、いずれも平成 16年に増加に転じている。 

 
※従業員 4 人以下の事業所を「小規模事業所」としている。滋賀県では商店街の実態に比較的近いデータを把握するた
めに、従業員数が 4人以下の事業所を対象とすることがある。 

 
図表１ 大規模小売店舗と小規模事業所の従業員ひとりあたり販売額比較 
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○ 一事業所あたりの販売額は、大規模小売店舗が小規模事業所を圧倒的に上回っている。 

○ 大規模小売店舗の一事業所あたり販売額は平成 3 年以降減少傾向にあり、平成 14 年に一時増加
に転じたが、平成 16年には再び減少している。 

○ 小規模事業所の一事業所あたり販売額は平成3年以降、減少傾向にあったが、平成16年に増加に
転じている。 

 
図表２ 大規模小売店舗と小規模事業所の一事業所あたり販売額比較 
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○ 従業員規模別売場面積 1 ㎡あたりの年間販売額は、「10～19 人以下」が最も高く、次いで「20～29
人以下」となっている。 

○ 平成 14年から平成 16年にかけて、従業員規模別売場面積 1㎡あたりの年間販売額が最も減少し
ているのは「30～49人以下」、次いで「50～99人以下」となっている。 

 
図表３ 従業員規模別売場面積 1㎡あたりの年間販売額 
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平成14年(万円/㎡） 平成16年(万円/㎡） 増加率（％）

2人以下 42.7 42.5 -0.47
3～4人以下 75.7 74.3 -1.85
5～9人以下 103.5 95.8 -7.44
10～19人以下 137 132.9 -2.99
20～29人以下 136 129 -5.15
30～49人以下 102.2 85.9 -15.95
50～99人以下 102.9 89.5 -13.02
100人以上 58.7 53.3 -9.20  



○ 売場面積規模別売場面積 1㎡あたりの年間販売額は、「1～10㎡未満」が最も高い。 

○ 売場面積が増加するほど 1㎡あたりの年間販売額が減少する傾向が、概ね見られる。 

○ 平成 14年から平成 16年にかけて、従業員規模別売場面積 1㎡あたりの年間販売額が最も減少し
ているのは「1～10㎡未満」、次いで「10～20㎡未満」となっている。 

 
図表４ 売場面積規模別売場面積 1㎡あたりの年間販売額 
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H14(万円/㎡） H16(万円/㎡） 増加率（％）
1～10㎡未満 238.1 151.3 -36.46
10～20㎡未満 124.5 106.7 -14.30
20～30㎡未満 89.9 88.4 -1.67
30～50㎡未満 81.2 75 -7.64
50～100㎡未満 72.4 71.9 -0.69
100～250㎡未満 69.8 70.2 0.57
250～500㎡未満 58.3 50.5 -13.38
500～1000㎡未満 47.7 47.2 -1.05
1000～1500㎡未満 74.8 68 -9.09
1,500～3,000㎡未満 62.7 56.8 -9.41
3000～6,000㎡未満 44.6 41.6 -6.73
6000㎡以上 53.3 47.8 -10.32  



市町名 商店街名 取組内容

大津市 大津駅前
空き店舗を活用したイベント開催（うまいもん市、ライブ、陶芸・香水の体験
教室等）

大津市 ナカマチ 手作り灯り教室を開催し、イベントにあわせて各商店の店頭に装飾

大津市 浜大津
ＮＰＯと「浜大津春待ち灯り」を共同開催、えびす講を周辺６商店街と共同実
施

大津市 膳所駅前 空き家をパソコン教室にし、運営に地元企業が協力

大津市 石山 大学との連携により、商店の特徴を反映したロゴを作成し、シャッターに貼付

彦根市 花しょうぶ通り
市内三大学と文化イベントを合同開催、活性化拠点「寺子屋力石」で観光情
報発信、学習塾、陶芸教室、映画上映等

彦根市
登り町グリーン
通り

おかみさんによる「店先カルチャー教室」、地元アーティストを育てる「登リ町
グリーンステージ」

彦根市
四番町スクエ
ア 観光案内施設運営、地元の食文化を題材にした「四番町ダイニング」

長浜市 ゆう壱番街
高齢者主体の運営による小売店舗運営（野菜工房、おかず工房、リサイク
ル工房、井戸端道場）、伝統歌舞伎を活用した地域交流

近江八幡市 あきんど道
空き店舗を活用して、昭和の時代を体験できる「昔遊び塾」を運営、おもちゃ
や遊び道具を展示

守山市 銀座
空き店舗を市民に貸し出し（まちなかギャラリー、市民参加型のイベント開
催）、空き店舗を利用し、高齢者が手作り品の販売、教室を開催

高島市 浜通り 空き店舗を活用した琵琶湖一望のカフェを運営

高島市 東町 空き店舗を活用したチャレンジショップ（手作り家具店、はがき絵教室）

高島市 高島びれっじ 地元の棚田や里山でとれた有機米やしそ、赤米等を利用した特産品製作

東近江市 八日市大通り 空き店舗を活用し、高齢者等の交流場所、幼児の預かり所を設置・運営

多賀町 多賀門前町
ファザード整備と同時に個店の魅力向上、空き店舗を活用した絵馬館整備
（イベント・まちづくり活動拠点、作品展示、野菜直売所等）

高月町
（旧高月中心
街）

空き店舗を活用し、高齢者向けに、地元野菜、手作り加工品、総菜、特産品
を販売

木之本町
北国街道
地蔵坂

特産品の開発・販売、空き店舗活用による情報拠点の運営、駅舎内レンタ
ルコーナーへのチャレンジショップ展開

県内商店街における活性化のための主な取組（ソフト関係）

資料７－３


