
第３回中心市街地活性化懇話会 次第
日時：平成19年11月27日(火)

14:00～17:00

場所：コラボしが中会議室２

１．開会

２．議 事

（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について

長浜商工会議所理事 吉井 茂人 氏

（３）懇話会提言中間とりまとめ（素案）について

（４）意見交換

３．その他

４．閉会

配布資料

１ 第２回懇話会までの意見整理

２ 歴史的要素と個性的まちづくり（ゲストスピーカー資料）

３ 長浜のまちづくり（ゲストスピーカー資料）

４ 滋賀県中心市街地活性化懇話会提言中間とりまとめ（素案）



資料１

第２回懇話会までの意見整理

【内部環境】 【外部環境】

【連携・協働を促進する】

【新たな役割・拠点性の創出】 【滋賀ブランドを高める全体の取組】

【地域の自助努力を高める】

■中心市街地活性化の取組内容■

■中心市街地活性化の方向性■

中心市街地の抱える
課題

■中心市街地をとりまく
　　　　　　　　　　　現状と課題■

●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
●※その他統計分析等より

●人と人の連携・協働
●市街地と農村部の連携・協働
●外からの新たな風との連携・協働
●他計画・他事業との連携
●多様な機関・団体との連携・協働

●地域資源を最大限に活用する
●「環境や人にやさしい」コンセプトを表現
●新たな社会システムの提案
●便利で快適な地域づくり（コンパクトなまち）
●安全で安心して暮らせる地域づくり
●心の豊かさを表現する

●近隣住民の生活の視点に立つ
　－人が集い、交わる要素を発見する
●物販だけでない地域ニーズへの対応
　－地域の不足要素の補完機能をもつ
　－サロン的なもの、たまり場　等
●キーパーソンの活動拠点性を強化

●地域発主体の魅力的な資源の発掘・活用
　－農業・林業・漁業、伝統工芸、景観・風景、
　　　歴史資源、建造物、大学、研究機関　等
●環境を切り口にした県全体での取組の推進
●成功事例の発信・ノウハウの共有化
●独自の魅力を有する地域の情報発信

●個店の意識改革
●個店のブランド力の強化
●楽しんでやる、この指とまれ方式
●１０の提言より１の実行
●キーパーソンを中心にしたネットワーク化
●地域ごとのまちづくり法則の発見

●地域経済への協力依頼（地域貢献）
　－商工会議所への加盟依頼　等
●地産地消の促進
　－地域産業との連携　等
●大型店立地の規制と誘導

【地域と大型店との関係づくり】

【滋賀の独自性を発揮するまちづくり】





                                    資料２ 

歴史的要素と個性的まちづくり 
１． 中心市街地の概況 
 イ．衰退から賑わい性の高まり             
    三つの流れとタウンマネージメントの体制(11の組織)  

※三つの流れ①商店街･市･会議所 ②21市民会議 ③黒壁 
    投資のきっかけ→市制４０周年長浜城の再興（博物館都市構想） 

⇒賑わい性の演出…イベントの創出 
 ロ．課題・問題点 
    商業環境の激変（平成８年～）居住人口の減少、高齢者比率の高まり、若い女性の入込減 
     大店法→大店立地法 
 
２． 商業近代化地域計画からＴＭＯ構想へ 
 昭和６０年・・・中心市街地の衰退要因…都市構造の変化と重心移動(市域の拡散・機能の分散) 

･複合機能から単一機能 
                      【仕掛けと施策】 
            
    大義名分…地域コミュニティと地方文化 
    来街テーマ…観光と商業 
 
 
 
 平成３年  都市の重心移動をどこまで容認するか（大店法改正スケジュールと高度集積法） 
       定住化促進・都市の交通体系、公共施設の配置対策（垂直型から水平型） 
 
※ 昭和６２年１１月・・・市街地核再生プロジェクト構想 
             H８年 3月 市議会請願書採択 
             H12年 10月 1日 曳山博物館グランドオープン 
 
※ 昭和６２年度より CI事業とイベント、各商店街のプランづくり  CI事業（意志統一） 
各商店街コンセンサス形成 

 平成１０年度 中心市街地活性化基本計画 １２５ｈａ （平成１１年 中小企業基本法） 
        ＴＭＯ構想（まちづくり三法の総合的で一体的取組みの必要）単一機能⇒複合機能 
          都市機能の維持・・・都市の集積 ・・・人・物・情報 
                    魅力ある都市・・・住む・働く・遊ぶ・学ぶ 
                  ↓ 
          多様な職種・多様な年齢層の定住（地域居住者の生活支援） 

住居機能・商業機能・コミュニティー機能（文化） 
          高齢者住宅・災害時対応・地球環境－ユニバーサルデザイン 

◇ まちかど整備事業 
◇ 商業ﾊﾟｲﾛｯﾄ推進事業 
◇ 民間交流使節団 
◇ 駐車場支援策 
◇ 統一改装支援 
◇ 空店舗改装支援 



          改正都市計画法→特別用途区域←まちづくり条例 
                 経済･社会･自然環境維持→ゾーニング 
 
３． まちづくりの留意点とキーワード 
◇ 垂直型から水平型思考そして時の流れ 

  都市活性化…工業誘致・ホテル誘致・都市の基盤整備・商業集積の配置と中心市街地活性化 
◇ 首尾一貫性・洞察力・知的好奇心・豊かな個性 （プラン） 
◇ 方向性の確立 （投資） 
◇ 開放型 （意志統一・合意形成） 
◇ 女性の参画 （女性の視点と決断力） 
◇ 共に夢を語る （具現化の力） 
◇ 行動 （きっかけづくり・フレキシブル） 
◇ 継続性 （まちづくりは永遠に終わらない） 
◇ 行政との連携 （地元の熱意と新メニューづくり） 

 
４． 商店街基盤整備 
 中央駐車場・・・多目的広場と仕掛        Ｓ62.11月末 
 ながはま御坊表参道・・・山門がみえる空間づくり Ｓ63～H元年 
 大手門通り商店街・・・アーケードはひとつの門  H元年、H９年 
 ゆう壱番街御堂前地区・・・バリアフリーと開放性（H９年空店舗対策モデル事業・プラチナプラザ） 
 博物館通り・・・伝統的町家と近代的建築物の融合（ショーウィンドウ） 
 北国街道・・・伝統的町家            S62～ 
 ゆう壱番街祝町地区・・・商店街のリズムと面的開発、回遊性のキーポイント H1５ 
 曳山博物館・・・長浜らしさ（文化） 
 
５． 中心市街地整備 
 御堂前地区ファサード整備 H10 
 博物館通り H７～H12 
 曳山博物館                H12 
 特優賃住宅 H13 
 やわた夢生小路（空店活用） H14 
 金屋公園 H14 
 テナントミックス（新長浜計画） H8～ 
 駐車場整備（新長浜計画） H12 
 ゆう壱番街祝町地区アーケード大改修    H15 
（絹免品館 実験的事業…ﾌｨﾌﾞﾛｲﾝとｾﾘｼﾝ）   H15 
 まち家 SUCCÈS 横町             H16.9.29～H19.3.31（H19.4.1～建物管理者に運営移行） 
 駅前通り電線地中化事業          H17～ 
 長浜駅舎改築（JR直流化敦賀まで）     H18.10 
 



６．  改正まちづくり三法への対応 
 診断・助言事業              H18 
 基本計画策定               H19.1.10～ 都市機能の集約とコンパクトシティー 
 都市再生モデル事業（住生活基本法）    H18 
 （まち中居住・長浜新町家スタイル） 
 長浜市基本構想策定            H19.7 
 景観形成策定会議             H19.9～ 
 都市マスタープラン策定          H19.8～ 
 観光イノベーション戦略事業        H19.7～ 
 

【長浜 CCI吉井茂人作成】 
H１９．８   
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長浜のまちづくり 
                                                    

 
・はじめに 
大型店問題に端を発した長浜のまちづくりは、早くから垂直型から水平型思考により、都市活

性化の視点で総合的なまちづくりを官民一体となって行なってきた。結果飛躍的な入込客様の増

加となり、ビジネスチャンスが生まれ、空き家空き店舗がショップへと転換していった。このこ

とは第３セク黒壁のダイナミックな事業展開が大きな要因であり、さらに面的な展開を商店街が

行なってきた結果といえる。そして多くの方々の投資により継続した事業を積み重ねてきた成果

である。 
 
〇中心市街地再生の流れ 
・留意点 …… 都市魅力 → 住む・働く・遊ぶ・学ぶ 

         都市   → 人・物・情報の集積 
         衰退要因 → 都市構造の変化（重心移動） 
                市域の拡散 
                複合機能 → 単一機能 
         活性化  → 都市活性化 
                大義名分と仕掛 
                プラン・施策・CI・イベント 
                ストーリー性、持続性 
         首尾一貫性・洞察力・知的好奇心・豊かな個性 
 
〇商店街の流れと変化 
・アーケード設置       昭和 33年（御堂前・御堂筋） 
               昭和 36年（祝町）昭和 50年（大手） 
               昭和 51年（浜京極） 

※昭和 23年先進地視察（香川県） 
商店街組織の確立（商店街連盟） 

 
 ・防災街区          昭和 40年代整備計画 

※大規模な計画（末整備） 
 

・高度成長          昭和 30年代～40年代 
国８バイパス       ※何もしなくても売れる時代 

                 スーパーの出現（昭和 36年～） 
                 田中コマチェーンストアー（昭和 41年→46年西友） 

現:曳山博物館 
                 平和堂（昭和 44年） 

資料３ 
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                 共同店舗パウワース（昭和 45年） 
                         現:ｵﾙｺﾞｰﾙ堂、海洋堂、まち家横町 
 

・中心市街地の       ※御売・事務所・専門店の移転 
    衰退化傾向        公共施設の移転 
                 空き店舗の増加 
 

・国８バイパスへの      西友・平和堂（昭和 54年 9月、10月） 
   大型店出店申請       昭和 58年 2月結審 
                 一店集約 
                 西友 → 長浜楽市（昭和 63年 3月 31日） 
                 平和堂 → アルプラザ（平成 8年 11月） 
 
〇再生への取り組み 
・都市活性化          地方都市では都市全体が活性化しないことには商業繁栄

あり得ない 
                都市活性化の４項目 
                  工場・ホテル誘置 
                  都市の基盤整備 
                  商業集積の配置対策と中心市街地商店街活性化 

 
・市政 40周年         昭和 58年 4月長浜城の再建 
                市民の寄付 1億 5千万に始まり、4億 3千万集まる 
                博物館都市構想（昭和 59年）都市魅力創出理念 
 
・商業近代化地域計画      昭和 60年度 
                観光と商業・ローコスト 
                点から線そして面的な整備 
                景観形成・入込客数 
                期限設定 
・具現化の仕掛         昭和 61年 まちかど整備 
                昭和 62年 商業パイロット推進事業 
                昭和 61年 民間交流使節団 
 
・市街地核再生         昭和 61年 11月   
プロジェクト構想        曳山博物館建設（平和 12年 10月） 

 
・中央駐車場整備        昭和 62年 11月末 
                商店街と民間駐車場のドッキング 
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（民家３軒の立ち退き） 
 
・長浜楽市オープン       西友の郊外型大型店 
                昭和 63年 3月 31日 
                S・Cの実験店舗として全国的に注目 
                先がけて昭和 60年 3月には長浜楽市隣接地に面的開発の

キャンスがオープン 
 
・表参道の整備         大通寺前御堂筋商店街のアーケード撤去とセット 
（昭和 63 年―平成元年）    バックによる整備（161m）針屋橋の架け替え拡幅、融雪

装置 
                CI 事業により昭和 62 年度にながはま街坊表参道商店街

に名称変更（昭和 60年に開発の為銀座商店街 
          より分離する） 

                完成後 馬酔木展・文化塾始める 
 
・大手門通り石畳化       平成元年黒壁の四つ角まで 300mの石畳舗装を整備する 
                （平成元年） 
 
・黒壁ガラス館オープン     平成元年 7月 1日本館、工房、レストランオープン 
                その後 10 年間で 29 号館まで増殖（直営・テナント・共

同経営・冠方式） 
                初年度 12万人 ⇒ 220万人 
 
・第 2弾の商業近代化      大店法改正スケジュール 
地域計画策定         小売商業振興五法、高度商業集積法 

 （平成３年）         郊外大規模開発計画 
                長浜楽市未だ力をつけてない。 
                中心市街地投資の始まり、開発支援は行政の市民への裏

切り行為となる。 
                大店法運用穏和への対応準備（理論武装） 
                住環境の整備、公共施設の配置対策等国の調査事業 

 
・各商店街の対応        昭和 62年からの CI事業の推進、プランづくり・イベン

トの創出、法人化 
 
・商業環境の変化        外的・内的要因 
                平成 8 年 4 月以降商圏とする各町と競合都市彦根市に大

規模開発 
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                平成 9 年度小売商業調査において小売販売額が平成 3 年
を下回る。 

 
・基盤整備           平成 7年により 12年にかけて、アイジオー商店街（博物

館通り）の景観形成 
                平成 9 年に大手門通りアーケード大改修、空き店対策モ

デル事業（ゆう壱番街） 
                プラチナ・プラザ 4店舗（ゆう壱番街） 

 
〇まちづくり三法          平成 10年度 
中心市街地活性化法       中心市街地活性化基本計画・TMO事業構想・TMO 
改正都市計画法          事業計画 
大店立地法           単一機能 → 雑多な複合機能 
                時代対応への理論式装 
 
・基盤整備           平和 10年度ゆう壱番街商店街御堂前地区個店整備・共同

施設事業 
                平成 11年 5月 感響フリマーケットガーデン 
                平成 12年 10月 曳山博物館 
                平成 12年 9月 ジャスコ（インターチェインジ） 
                平成 14年度 川崎屋整備 
                平成 15年 3月末 B.K跡地金屋公園 
                平成 15年度  ゆう壱番街祝町地区アーケード 

改修・フットライト整備 
                        実験店舗シルク館運営（旧パウ） 
                平成 18年度  ゆう壱番街消雪装置工事 
 
・大型空き店舗活用       平成 16年度 10年間シャッターが閉じられていた共同店

舗 1階 1,066㎡活用 
                まち家 SUCCES横町 9月 29日 20ブースで 

オープン 
                平成 17年 6月 18日、9月 7日にはｵﾙｺﾞｰﾙ堂・海洋堂  

フィギュアミュージアムと一体となる。平成 19年 
4月 1日より管理運営は新長浜計画㈱に移行 
16年 10月には四つ居邸が湖北観光茶屋として整備オープン 
すずらんグループ街路灯整備 
駅前通り電線地中化事業と駅舎改築工事が着工される 
平成 18年 10月 14日 新駅舎 
平成 18年 10月 21日 敦賀まで直流化 
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・まちづくり三法の改正     コンパクトシティー、都市機能の集約 

                  （市町村合併 平成 18年 2月） 
                  診断･助言事業（18年度） 
                  新基本計画策定委員会（19年 1月 10日～） 
                  都市再生モデル事業「商業開発から住宅開発へ」（18年度） 
                                     （住生活基本法） 
                  平成 18年度 診断・助言事業 
                         新基本計画策定スタート（19.1.10～） 
                         都市再生モデル事業（商業開発から住宅開発へ） 
 
〇まちづくりにおける 
・雑感 
イマジネーションとクリェイティビティ 
地域コミュニティー 
地方文化 
理想・理念・プラン 
アグレッシブなチャレンジ 

 
夢の共有 
地域資源 
会議の持ち方 
オープン性 

持続性・継続性 再投資 
フレキシブル 相乗効果 
女性の参画 

 
 

  ・アイドマ 
  ・暗闇のウィンク 
  ・理想は古代から（古代都市シュメール人） 
  ・歴史に対応しながら少しずつ変化していく 
  ・未来は時間の延長 
  ・イマジネーションと刺激            

 ・風景は人と時間が作り上げる 
  ・歴史あるまちは緑が深い 
  ・今までの道とこれからの道 
  ・豊かさ、利便性とは 
  ・入込み客数を高める⇒住環境を高める  
  ・和敬清寂  

・空間の神はディテールに宿る          ・縮小礼賛 
 

資料作成 
平成 18年 1月 
加筆 19年 6月 
吉井 茂人 



                           資料４ 

 

 

 

 

滋賀県中心市街地活性化懇話会 
提言中間とりまとめ（素案） 

 

 

（仮称）「歩いて暮らせる元気で魅力あふれる滋賀のまちづくり」 

をめざして 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年１１月 

 

滋賀県中心市街地活性化懇話会 
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※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。 
 
 

 

中心市街地は、これまでの長い歴史の中で、様々な都市機能が集積され
た「まちの顔」であり、地域経済の活力源として、地域の中心的な役割を
果たすとともに、地域住民に多大な便益やコミュニティの場を提供してき
ました。 
しかし、戦後の人口増加や地価高騰、モータリゼーションの発達等を背

景として、病院や図書館等の公共施設、大型商業施設などの郊外立地が進
むとともに、郊外での住宅地開発により市街地が拡散し、かつての中心市
街地の様相は大きく変わってきています。 
このような状況の中、国では「コンパクトでにぎわいあふれるまちづく

り」の実現に向け、まちづくり三法の見直しが行われ、郊外における大規
模集客施設の立地抑制と、国の認定による中心市街地への集中的な支援を
行う制度が整備されました。 
本県においても、都市機能の拡散とあわせて、中心市街地のにぎわいや

利便性、コミュニティ機能の喪失等の現象が問題となっています。 
当懇話会は、こうした状況に対し、将来的な滋賀県のまちづくりを考え

る上で中心市街地の役割をもう一度見直し、この機能を再生するための方
策等について検討することを目的としています。 
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１．本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 
本県の人口は、現在は増加傾向にあるものの、平成 22 年～27 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。 
 

②市街地の拡大 
本県において、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、本県の平成 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。 
 

③モータリゼーションの進展と都市機能の郊外化 
本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） 
 

(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。 
 

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
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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。 
 

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。 
 

(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。 

 
(４)改正まちづくり三法の施行  

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 
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○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 

・ 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 
・ 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） 

 
 
２．中心市街地の現状を踏まえた活性化の必要性 
 

 

 
①少子高齢化の進展など地域課題への対応 
都市機能の郊外化や中心市街地の衰退によって、自動車に頼れない高齢

者の生活利便性が低下しているという問題をはじめ、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が生じ
ています。 
これからの中心市街地は、こうした地域が抱える課題を解決していくた

めの、生活利便性の向上、コミュニティの再生や、安全・安心の確立とい
った役割を担う地域の核としての役割を期待されていると考えられます。 

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、今後も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
民生活の実現に果たす役割は非常に大きいと考えられ、県民世論調査で
も、多くの県民が中心市街地の活性化を望んでいます。 
このように「まちの顔」であり拠点である中心市街地は、商業者のみ

ならず、地域住民全体の生活に深い関わりを持っていることから、その
活性化を単に商店街の再生として捉えるのではなく、都市機能やコミュ
ニティ機能の強化を同時に図りながら、県民にとって便利で快適な生活
空間を創り上げるという視点が重要です。 
とりわけ、少子高齢・人口減少社会の進展による地域課題への対応や

環境問題等への対応を図るため、地域の構成員自らが一体となり、多様
な主体との連携・協働により個性的で魅力あふれるまちづくりを進める
ことが必要であり、このことが今後の本県における持続可能な社会づく
りにつながるものであると考えます。 
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②環境問題への対応 
市街地の拡大や都市機能の郊外化とモータリゼーションの進展があい

まって、環境への負荷は増え続けており、地球温暖化等の環境問題が深刻
化しています。 
本県においても、市街地の拡大や都市機能の郊外化により、移動手段を

自動車に頼るライフスタイルが一般化しています。 
また、中心市街地にはすでにインフラや公共施設が整備されており、建

物などのストックが存在します。これらを有効活用することで、郊外に市
街地を拡大し続けるよりも、環境負荷を低減することができます。 
本県は、琵琶湖を中心とした豊かな自然環境に恵まれ、環境先進県とし

て様々な取組を展開してきていますが、持続可能な発展のためには、まち
づくりにおいても地球環境や琵琶湖への環境負荷をできるだけ抑えてい
くことが必要であり、中心市街地でこそそうした取組が率先して取り組ま
れるべきだと考えられます。 
 

③地域の個性創出への対応 
経済のグローバル化や地方分権の進展などを背景として、地域間や業態

間の競争が激化する中で、地域産業や地域が自らのアイデンティティを見
出し、いかに固有の魅力を発揮できるかが重要となってきています。 
これまで、中心市街地では、ひと、もの、金、情報が行き交い、これら

の交流を通じて文化・伝統・産業・技術やノウハウなどの地域資源が継承・
発展されることにより活力が生み出されてきました。 
これからの中心市街地は、地域住民自らが埋もれている資源を掘り起こ

し、「まちの顔」として固有の魅力を創出するための地域の核となる役割
が期待されていると考えられます。 
 

④多様な主体との連携・協働への対応 
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

地域住民のニーズは、複雑かつ多様化している中で、これからの中心市街
地は、地域外の新たな人材や大学等の団体を積極的に受け入れ、多様な主
体との連携・協働により、新たな役割を担う拠点となるべき場所だと考え
られます。 
 

⑤地域経済の持続的発展への対応 
中心市街地が元気なまちはそのまち全体も元気であると言われ、中心市

街地はかつて多様な産業や地域と結びつき、地域の経済的基盤としての機
能を担ってきましたが、その衰退とともにその結びつきは弱まり、経済基
盤としての機能も低下しています。 



 6

地域の経済を持続的に発展させていくためには、多様な産業や地域との
有機的な交流・連携により、相乗効果が発揮され、経済を好循環させる役
割が期待されていると考えられます。 
 

⑥財政的な制約への対応 
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。 
本県においても、地元市町や県が持続可能な財政運営を行うためには、

中心市街地における既存のインフラや公共施設等の有効活用、コンパクト
な市街地に対する効率的かつ効果的な投資等が求められていると考えら
れます。 

 
 
３．本県がめざすべき中心市街地の姿（基本理念） 
 

 
 
①安全・安心で便利に暮らせる生活 
中心市街地において、商業、住宅、公共サービスなどの生活に必要な機

能やコミュニティ機能を再生し、子どもや高齢者、障害者など誰もが安
全・安心に便利で快適に暮らし、地域住民のニーズに応えたサービスを提
供できるまちをめざします。 
 

②地域内外の人々を惹きつける魅力 
中心市街地には、長い歴史と自然に培われた文化・伝統、産業、技術や

ノウハウなどの地域資源が豊富に存在しています。地域住民自らがこうし
た資源を最大限に活かしながら、その魅力に気づき、磨いていくことで、
地域内外の人々が魅せられ、惹きつけられるまちをめざします。 
 

③連携・協働による地域の持続的発展 
持続可能な地域づくりのためには、地域内で生産されたものを地域内で

消費する「地産地消」をはじめとした地域の経済を循環させる仕組みが必
要となっています。 

社会経済環境の変化や新たなまちづくりの潮流を踏まえ、今後は誰も
が便利に安全・安心に暮らせ、多様な交流が展開され、環境や経済、コ
ミュニティの側面において持続可能なまちを形成していくことが求め
られます。 
こうしたことから、本県のめざす中心市街地の姿を「歩いて暮らせる

元気で魅力あふれる滋賀のまち」とし、具体的には次のような３つの視
点を備えたまちづくりをめざすこととします。 
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地場産業や伝統産業と異業種の産業との連携や、地域の商店街と様々な
主体との連携など、多様な結びつきにより地域に持続的な発展をもたらす
まちをめざします。 

 
 
４．具体的な取り組み方向 
 

 

 
(１)まちづくりを支えるソフト基盤づくり  
①まちづくり人材の発掘・育成 
まちづくりの取組みを統括的にマネジメントできる、専門的な知識・能

力を持った人材の発掘・育成が必要です。 
②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。 

 

(２)地域課題や地域ニーズへの対応  
①地域課題・ニーズへの対応 
地域の課題やニーズに対応した魅力ある商品・サービスを提供するため、

課題やニーズを的確に捉える仕組みづくりが必要です。 
②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。 
③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など、

本県のめざす中心市街地の姿である「歩いて暮らせる元気で魅力あふれ
る滋賀のまち」づくりのためには、地域自らの努力を高めるとともに、地
域内外の人材、団体等との連携・協働により、県内それぞれの地域の個性
を発揮するための取り組みが必要です。 
また、地域住民の生活の視点にたって、中心市街地を、人々が集い、交

わる拠点として、地域内外にその魅力を発信し、地域ブランド力を高める
地域の核としていくための取り組みが必要であり、具体的には、次のよう
なことが必要と考えられます。 
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不可欠であり、県
はそうしたまちづくりの機運を醸成し、支援していくことが必要です。 
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空き店舗を活用する取り組みが必要です。 
 

(３)地域経済の再生 
①地域資源の活用推進 
特徴ある歴史・文化、固有の産業や伝統技術等、地域の資源を再認識し、

磨き上げ、それを有効に活用することにより、新たな魅力を創出する取り
組みが必要です。 
②他産業との連携強化 
地域内での経済循環を進めるため、商業と地場産業や伝統産業を含めた

多様な産業との連携強化が必要です。 
 

(４)安全で便利な市街地整備 
①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

ザインによる安全かつ快適に暮らせる市街地の整備が必要です。 
②公共交通機関の利便性向上 
コミュニティバスを導入するなど、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。 
③公共施設・機能等の中心市街地への誘導 
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。 
 

(５)まちなか居住の促進 
①優良な住宅の整備・誘導 
まちなか居住者の増加に向けて、優良な住宅の整備・誘導が必要です。 

②良好な居住環境の整備 
公園や緑地の整備、地域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。 
 

(６)大規模集客施設への対応 
①大規模集客施設の適切な立地 
大規模集客施設の適正な立地を誘導するため、昨年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効果的に運用する方策が必要です。 
②大規模集客施設と地域との関係づくり 
大規模集客施設での地産地消の推進や、商工会議所・商工会への加入促

進など、大規模集客施設と地域の関係づくりが必要です。
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(１)社会環境の変化 

①少子高齢・人口減少社会の到来 

②市街地の拡大 

③モータリゼーションの進展と都市機能の

郊外化 

(２)県内商業の状況 

①減少傾向が続く商業販売額 

②空き店舗が増加傾向にある商店街 

③郊外への立地が進む大規模小売店

舗 

(３)中心市街地活性化に対する県民の意識 (４)改正まちづくり三法の施行 

 

 

 

 

 

 

①少子高齢化の進展など地域課題への対応 

②環境問題への対応 

③地域の個性創出への対応 

④多様な主体との連携・協働への対応 

⑤地域経済の持続的発展への対応 

⑥財政的な制約への対応 

(１)まちづくりを支えるソフト

基盤づくり 

①まちづくり人材の発掘・育成 

②まちづくり推進体制の整備 

(２)地域課題や地域ニー

ズへの対応 

①地域課題・ニーズへの対応 

②商店街の自立的な取り組み

③空き店舗対策 

(３)地域経済の再生 

①地域資源の活用推進 

②他産業との連携強化 

 

(４ )安全で便利な市街地

整備 

①市街地の整備改善 

②公共交通機関の利便性向上 

③公共施設・機能等の中心市街

地への誘導 

(５)まちなか居住の促進 

①優良な住宅の整備・誘導 

②良好な居住環境の整備 

 

(６ )大規模集客施設への

対応 

①大規模集客施設の適切な立地

②大規模集客施設と地域との関

係づくり 

 

１．本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活性化の必要性 

４．具体的な取り組み方向 

３．本県がめざすべき中心市街地の姿（基本理念） 

 

①安全・安心で便利に暮らせる生活 

②地域内外の人々を惹きつける魅力 

③連携・協働による地域の持続的発展 

（仮称）「歩いて暮らせる元気で魅力あふれる滋賀のまちづくり」 


