
第２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
●人材不足・高齢化
・商店街は高齢化や後継者の問題もあり、活発な活動に結びつけるのが
難しい。

●組織
・商店街活動費が少なく、活性化の取り組みを行うのが難しい状況であ
る。

・商店街の力が弱くなってきている中、市町や商工会等への働きかけを
行うだけの発言力のある組織の構築が必要である。

■「中心市街地活性化の方向性」について
□横断的な視点
●地域資源を活かす
・滋賀県の伝統産業や自然、文化等、工業全般とも結びつけて大きなか
たちで滋賀県の活性化につながればいいが。

、 、 、・商業の活性化も一つの要素として捉え 滋賀県全体にある環境 観光
歴史の資源を有機的につなぎながら補完、補強していくことが重要で
ある。

、 。 、・倉敷ではテーマを明確にし まちづくりを行っていると聞く 例えば
バリアフリーや利便性の向上などエリアごとに特色のある施策を行っ
ている。また、観光施設と連携した取り組みを行っている。

●周辺も含める
・全体での取り組みも重要であるが、まず中心市街地が商業の活性化を
目指すだけでは機能を果たさない点を押える必要がある。

□滋賀の独自性
●拠点性
・滋賀県には様々な拠点があるということを実感した。

●独自性
・全国が注目するような全県的なユニークな活性化を試みることができ
ないか。

・環境や人にやさしい等、滋賀県が持つ独自のテーマを議論することが
できればと思っている。

・イベントはまちの優しさを感じさせてくれる。滋賀県の独自性を発揮
したイベントを各地域で開催し、活性化の気運を盛り上げることも重
要だ。



●地域資源の活用
・林業や農業、琵琶湖特産の漁業が滋賀県にはあり、伝統工芸技術など
の文化的資源を活用しながら地域が相乗効果的に発展していくかたち
が理想である。

□生活者の視点
観光だけでなく、改めて生活者の視点が重要だと感じた。

■「具体的な取組方向」について
□連携
●人の連携
・商店街振興組合の加盟率を考える場合、例えば3人でも楽しく何かや
ることが大切である。周りからみて楽しいと感じれば、参加する人も
増えるだろう。

・外部からの人を受け入れる土壌がある商店街は、１０の提言より１の
実行をした人に対して感謝している。

・商店街の枠を離れると、危機感を持ち地元に愛着を持っている人がい
る。キーパーソンが中心になり、地元に愛着のある数人に呼びかけ、
地元の活性化のために貢献してくれる人のネットワークづくりが重要
と考えている。

●地域との連携
・地元スーパーでは、近年、地産地消を進めているが （地域性を分類、
せずに）近隣の農家と連携して滋賀県全体を活性化させる方法も考え
られるだろう。

・外部から進出してきた大型店舗と商店街との共存は重要である。例え
ば、地元スーパーが商店街や農家等の他のセクターと連携しながら、
地域全体を底上げすることも期待されている。

・ある商工会は、お祭りを実施する際、今まで見向きもしなかったお菓
、 。子屋さんに協力してもらい たくさんのお客さんが来るようになった

・地域の人が何かを作りながら商店街と連携することが大きな課題だと
思われる。

●他業種との連携
・商店街単独での活性化方策を検討するのではなく、多様な機関（例え
ば農林水産等の関係機関等）と相互補完しあいながら機能強化するよ
うな活性化方策を考えられないか。

□情報発信・共有
●魅力の発信
・商店街でやりたい人がこの指止まれ方式で、冊子を作成したり朝市を
行ったりしている。その取り組みから何かを発信できればと思ってい



る。
・例えば 「源氏物語千年祭」で催しが終了したとき、催しで使った衣、
装などが展示品として商店街等で再利用され、その展示品が話題を呼
んで人が集まるかもしれない。

□規制・誘導
●大型店の規制と誘導
・グローバル化が進む中、全国展開するチェーン店や外資系の大型店が
滋賀県に進出してくる機会も増えるものと考えられる。今後、こうい
った大型店・チェーン店に、どのように対応するかが課題となる。行
政指導まで行うのか、それともガイドラインによる規制にとどめるの
か、といったことについても検討する必要がある。

・文化や歴史といった滋賀県の独自性を失わないためにも、大型店への
対応は重要である。

・日本は資本主義、自由経済を建前としている以上、拘束力のある規制
は難しい。

・県でも中小企業振興条例等の枠組みで大型店の地域貢献策を考えてほ
しい。

・市でまちづくり条例を作成し、大型店の出店の際には「商工会に加入
する」や「地域行事に参加」する等の要綱を作ってほしい。

・条例は各市区町村の裁量に関わるので、今後は各市町での話し合いを
期待したい。

・近年のマンションの建設ラッシュが商店街の環境に悪影響を及ぼさな
いよう条例等で義務づけできないか。例えば商店街に面したマンショ

、 。ンの1階部分を マンションの出入り口にしないように義務づける等
・横浜の馬車道商店街は市民ホールが設立される際に、ホールの一部に
公設の店舗を入れた。また、出店する銀行は1階では営業できず、建
物の3階以上に出店を促すよう規制するなど、現場からの働きかけで
まちを壊さない結果を生んだ。

・商店街組合、商工会議所等、どこかの組織に加入することを義務づけ
た要綱をまちづくり条例で明文化する方法も考えられる。

□役割分担・自助努力
●商店・商店街の役割（自助努力）
・個店の必死な自助努力による意識改革が必要だ。
・長浜や花しょうぶ通り商店街にしても最初は補助金に頼らず取り組ん
でいた。まずは自助の努力があり、その次に独自のまちづくりの法則
を見つけ、そして外部からの補助等の優遇制度を活用する方向であっ
た。自発的な活動を行うために、どの障害を除去するのかという議論
を行っていければいいと考えている。



・地域がどれだけのことができるか、ハードとソフトの面からまとめて
いく必要がある。

●行政の役割
・国の認定が難しい中心市街地については、県の補助等で支援すること
が重要だ。

・滋賀県は全県的には人口が増加しているが、人口が減少している自治
体では、商業やサービス業の経営が成り立たなくなることも想定され
る。中心市街地のあり方については基本的に市町が考えるものであろ

、 、 。うが こうした状況の中 県として全県的なあり方を示す必要がある

■「とりまとめの方向性」について
・まちづくりの現場の意見を吸い上げ、一般化することができる方策を
考えることが重要ではないか。

・議論をとりまとめる方向の一つにコンパクトシティという考え方があ
る。

・県内の各拠点にある個性的な資源をどううまくネットワーク化しコン
パクトにまとめ、県全体で特色を出した取り組みができるか議論する
ことが重要である。
・ 自然環境にやさしい」等の滋賀県の特徴ある性質を横軸に取り、縦「
軸には拠点ごとにプロットし、滋賀県全体でまずは各地域を位置付け
る方法もある。その図を活用し、まちづくりのガイドライン的なもの
を発信できればいいのではないか。

・県のなかでも拠点を整理し、なかなか個別では特色の分からないよう
な活動を統括するテーマを設定することが重要ではないだろうか。

・滋賀県全体の構造から中心市街地を捉えるというアプローチと、個別
の中心市街地から県全体の中心市街地の在り方を捉えるというアプロ
ーチがあると思う。

・最終的に特定の中心市街地にあてはめ考えるのは無理だろう。中心市
街地という言い方をするから問題となる。滋賀県の全体像のなかで地
域がそれぞれどのようにすれば活性化するか考え、そのなかで何がネ
ットワーク化できるのかについて考えることができるだろう。地域ご
との特色のなかで共通項が出てきたらいいのかなと思う。

・改正中心市街地活性化法には縛られず、どのように全体が活性化する
か一般論で議論してもよいと思う。方向の整理をしなければ懇話会の
出口を間違う。

・中心市街地だけを活性化する取組みは労が大きく功が期待できない。
・各中心市街地とも、置かれた環境・条件が違うので、一般論は出せな
いだろう。しかし、滋賀県全体としてみた場合、改正中心市街地活性
化法から離れて、どういった活性化の方法があるのかについて議論す
る必要がある。



戸所教授講演内容

滋賀県は昭和43年以降、草津市と付き合いがあり今回懇話会にお呼びいた・
だき感謝している。

１市町村で中心市街地の認定は１つに限定されるのかという質問があった・
が、最終的にはどうなるか分からない。中心市街地活性化に真剣に取り組む

ための理念と計画づくりができれば、内閣府は中心市街地として認めると言っ

ている。

例えば、堅田は中心地から距離が離れているが、中心的な機能を示すことが・
できれば認定の可能性はある。ただ、地域全体で将来に向けてどういう体系

を作るかという問題がある。

レジュメに沿って説明する。１番にある「時代の転換期における新たな都市づ・
くりの方向性」には最も言いたい部分が集約されている。

様々な問題に対して時代の転換期における新たな都市づくりの方向性が求・
められている。例えば、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という現象がある。ここでは、人々は様々な情報を求め

て地球的規模で交流し、活発化することが求められる。

工業化社会は198０年代中ごろまでに資本の論理で画一的・効率的であり、・
そのなかで郊外ができた。今日、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行動する時代になってきた。

魅力ある中心市街地が結局繁栄する。例えば、政令指定都市の中心市街地・
を見ても分かるように、中心市街地が活性化している場所は都市全体も活性

化している。これは諸外国でも同様である。

人々が求めていることは、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、賑わいがある場所である。

人と人との出会いがバーチャルな世界の中で、ますますリアリティを求めて出・
会いの場所を求めるだろう。

１）は都市再生には中心市街地活性化が不可欠であると述べている。地方分・
権時代に欠かせないと都市の顔がある。

中心市街地は貧富・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、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なかで非常に大きな損・
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。税ばかり使ってリターンがなければ中心市街地に投資する価値はない。

だから、公共交通体系の基盤整備ができ、効率よく税収を維持することが重

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。

２）の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・
方向について述べる。

地域の人々が何を求めて実施するかによって地域の方向性が決まる時代だ・
ということである。要は、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・
政策への転換が必要とされている。また、「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。

「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」についての要素としては、aからdまでの要素がある。

滋賀県は小さなまちがたくさんある。それぞれ独自性を持っているので連携・
することが必要である。都市づくりの方向性として分権化し、地域資源を活か

したまちが連携・交流する都市が方向性であるだろう。

「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。

また、歴史性、文化性を活かしたビジター産業をいかに生かすかということに・
なる。都市観光ということも考える必要がある。

しかし、都市観光の発展には交通の安全性で問題があった。行政はある程・
度基盤整備を集中的に投資する必要がある。

新しい形での都市の形成が必要である。その中で、地域が持続的に発展す・
るために、地域ブランドをつくる必要がある。地域ブランドができれば都市観

光も実現するだろう。

地域ブランドに必要なのは、他の地域との差異化である。２つ目は、地域で・
何かを得るという約束性と確実性。その結果、顧客満足性が生まれる。そし

て、その地域が誇る一流性が必要である。

滋賀県に住んだ経験から感じたことは、京阪神大都市圏の外縁地域であると・
いうことである。外縁地域のなかで東海道だから街道文化がある。そのなか

で、自立性と独自性の確保が問題となる。人材流出が激しいので、人材の集

積地に変える。例えば、立命館の琵琶湖草津キャンパスづくりで、自主性と独



自性の確保が必要だと思った。

琵琶湖をはじめとする自然資源と古文化財の宝庫であることは意外と認知さ・
れていない。例えば、石山寺や比叡山は京都にあると思われている。認知度

の向上が重要である。

また、中央に琵琶湖を抱く盆地であり、そのなかで歴史的に領土が小藩領・・
天領・分割藩領等分かれていた歴史があり、また階層文化もある。こういった

自然や歴史的資源も、この知識情報化社会では強みになる。

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している。こ・
れはある意味、コンパクトシティづくりに活用するには適している。

水田社会ならではの結束力・情報力・多様性に優れた県民性がある。水田社・
会は群馬の畑作社会と構造的な違いがある。水田社会は共同しなければ成

立たない。共同性はコンパクトなまちづくりには重要である。

少子高齢化社会のなかで人口増加力・地域発展力の相対的維持可能地域・
として滋賀県は魅力である。それをどう活かして維持・開発するか問題となる。

3の時代の転換期における中心市街地の衰退要因について説明する。・
都心衰退の原因は変えてはならない都市の本質を変化させたために起こる。・
「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。

要は車社会では中心市街地は衰退するという意味である。・
滋賀県は群馬県と比べ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。

買い物では、歩いていると欲しいものを認知し、たまらなくなって買う（同化）と・
いう行動になる。認知・同化から行動へのパターンができる。

中心市街地の衰退を助長する原因として土地の非商品化がある。一番の問・
題は、閉店しても土地を売らないことにある。その結果、空き店舗により商業

の連続性がなくなる問題が出る。

京都を勉強し感じたことで言えば、町衆とは自分が生活する地域の過去・現・
在・未来を訪れ、時代の変化に対応してその地域を良くしようという自己実現

できる人である。多くの町衆の存在が中心市街地の活性化に重要になるかと

思う。

最後に滋賀らしいコンパクトなまちとは何かについて、「湖東トライアングル都・
市構想」という考え方を私が提案したことがある。立命館大学琵琶湖草津キャ

ンパスを作ったときに提案した構想である。

滋賀県として一体性を持ちながら、一方で北陸や畿内と対峙するかたちで中・
心市街地を形成していく。そこに富をもたらすものと快適さをもたらすものがあ

り、そのバランスを取る必要がある。そのなかで自立性を保ちながら、一方で



北陸や京阪神と交流性を高めながら、交流のなかで滋賀の独自性を高める。

そのためには中心市街地をどのように活性化するかということが課題となって

こよう。

（戸所教授）

資本の論理から地域の論理へ変換することが重要だと述べた。グローバル化・
では、地域が何も言わなければ資本の論理が押し寄せる。

改正中心市街地活性化法は、まちづくり組織の設立を規定する条件がある。・
地域の論理へ変換するためには組織の設立も重要である。

次に石山商店街に大型店舗が入って来た場合、同じような過ちを防ぐための・
取り組みを行い、取り組みのなかで商工会議所や商店街振興組合等の加入

率・加盟率を上げていく。加入することのメリットを示すことができなければ問

題は解決しないだろう。

まず地域の論理で動かしながら、市の条例等に結びつけていくことが必要で・
ある。

中心市街地活性化法は大きな枠組みしか示していない。そのため、細かい・
部分は地域で調整していく必要がある。細かい調整は条例レベルの拘束力

が必要となる。その細かな調整をするために、まちづくり組織の役割が重要で

ある。

（戸所教授）

国の認可が受けることができる中心市街地は市内では基本的に1箇所にな・
り、そこを集中的に支援するという考え方がある。しかし、各市町は、国の法律

にとらわれず、まち全体をどういう構造にするのか考えるべきである。

滋賀県方式のコンパクトシティという考え方を明確化することが必要である。・

（戸所教授）

滋賀県は商業機能が充実していると思われが、地元購買率は減っていること・
が分かった。「市町担当課アンケート調査結果概要」を見れば、自宅近くで買

い物する方と、他で買い物する方との二極分化しているようだ。

滋賀県は市町で交流する傾向がある。1970年代から始まり近年さらに傾向が・
強まっている。滋賀県全体として資源を分配し各都市を特色づけていくかが

問われる。そのなかで個人店舗と大型店との関係を考える必要がある。

外部の人間からみると、滋賀県は構造的には非常にポテンシャルがある。・



小杉駅長講演内容

本日お招きいただき感謝する。・
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。一方で、新聞によると彦根市は一番借金が多い市だと報道

されていた。

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年前に県からの補助金により、花しょうぶ通り商店街活性化策というイメ・
ージアップ事業に取り組んだ。

「花菖蒲」は彦根市の有名な花で、商店街の通りの名前に使った。名前を決・
めるとき、初めて若者が集まって何かを取り組みたいという話になり、花しょう

ぶ通り商店街のまちづくりコンセプト策定に取り組んだ。

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・
を忠実に行動するため、現在も、毎週火曜日に皆で会合し続けている。

現在、日本の地方都市の商店街は疲弊している。シャッター商店街や悪く言・
えば墓場商店街と言われる程ひどい状態かもしれない。疲弊していく状況の

なか、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。

近隣の長浜市はまちづくりで有名であるが、まちづくり活動が活発な理由の・
ひとつとして、自分たちのまちは自分たちでつくるという町衆の文化が根付い

ていることがあると考えている。彦根市は京都と同様、殿様によって守られて

いた城下町であり、町衆の文化がない。

しかし、こういった文化が無くとも、活性化をしたいと考え、例えば、「アートフ・
ェスタ勝負市」という、ものづくり作家を集めるイベントを行った。「アートイン長

浜」を見て自分達も実施したいという気持ちになり長浜に相談に行った。その

とき全部ノウハウを教えていたいただき、非常に丁寧な対応していただいた印

象が残っている。

長浜では、地元の人を「土の人」と呼んでいる。「風の人」は外から多様な風を・
呼んでくる人を指し、例えば、経営コンサルタントや学生、観光客等を含む。

「火の人」は長浜では笹原さんであるが、全員をひっぱっていくように情熱あ

ふれえる人を指している。火がつきかけたら消しに来る「水の人」はよく言われ

ている。

彦根市には大学は３つあり、学生は外交官として見ている。学生から様々な・
知恵をいただいた。知らず知らずに彼らは「風の人」になる。

「火の人」を見つけるのは難しい。家庭もあるので「火の人」として人生をかけ・
燃えることはできない。



花しょうぶ通り商店街の場合、小さな火を集めて、「火の人」を起こそうとした。・
得意なことを自分達で取り組み、できないことは「風の人」に助けていただき活

動を続けることができた。

滋賀県立大学の学生がまちをみて、古いまちというのはマイナスばかりでは・
ないと感じたという。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

残った。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。

江戸から平成まで様々な時代に建ったもの残っているのが彦根のまちであ・
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、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、事業実施のために組合員の半分以上の合意・
が必要であった。ファサードを改修したところで売上につながるのかという疑

問の声があった。

協力を得るのは大変であったが、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。

まちをよくするという気持ちは皆持っているが、実行する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・
ではないかと考えている。何もやらないよりましだと思い、小さな活動を積み上

げ続けている。

「しまさこにゃん」というキャラクターが今、非常に人気がある。青森や九州など・
の遠方からも買いに来る。「戦国無双」というプレーステーションの人気ソフト

の中で、彦根にゆかりのある島左近や石田三成が出てくることが関係している

ようだ。

「しまさこにゃん」を買うのは20代後半の女性が多い。彼女たちは、自分たち・
のためにお金の余裕があるようだ。

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、「LLP」という事業組合をつくった。このLLPには商店街だ・
けでなく、様々な方が参加しており、参加者が20名となっている。今後、まち

の駅の運営を進めていく中で、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やっ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。

自分たちのしたいことを自分達の手で作る。彦根400年祭に来ていない人は・
来て欲しい。

我々の商店街は、中心商店街の本通りから外れている場所にある。・
ただ彦根では回遊している女性観光客が増えているので、我々の商店街は・
非常にポテンシャルの高い場所に位置していると考えている。

長浜も我々と同様、地元には何の資源もない。そのなかで長浜が取り組まれ・
てきたことを参考にしている。

悪い点に目を向けず、良い点を重視することが大切だと感じた。・
結局は子供を育てるのと一緒で、まちづくりでもそのまちの良い点を見つける・
のが大切である。10年経って我々のまちを誇れるようになった。悪い点は少

々目をつむり、良い点を見つけるスタンスを持てば、どのまちも良いまちづくり

ができると思われる。



第２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
●人材不足・高齢化
･商店街は高齢化や後継者の問題もあり、活発な活動に結びつけるのが難し

い。

●組織
・商店街活動費が少なく、活性化の取り組みを行うのが難しい状況である。

・商店街の力が弱くなってきている中、市町や商工会等への働きかけを行うだ

けの発言力のある組織の構築が必要である。

■「中心市街地活性化の方向性」について
□横断的な視点
●地域資源を活かす
・滋賀県の伝統産業や自然、文化等、工業全般とも結びつけて大きなかたち

で滋賀県の活性化につながればいいが。

・商業の活性化も一つの要素として捉え、滋賀県全体にある環境、観光、歴

史の資源を有機的につなぎながら補完、補強していくことが重要である。

・倉敷ではテーマを明確にし、まちづくりを行っていると聞く。例えば、バリアフ

リーや利便性の向上などエリアごとに特色のある施策を行っている。また、観

光施設と連携した取り組みを行っている。

●周辺も含める
・全体での取り組みも重要であるが、まず中心市街地が商業の活性化を目指

すだけでは機能を果たさない点を押える必要がある。

□滋賀の独自性
●拠点性
・滋賀県には様々な拠点があるということを実感した。

●独自性
・全国が注目するような全県的なユニークな活性化を試みることができない

か。

・環境や人にやさしい等、滋賀県が持つ独自のテーマを議論することができ

ればと思っている。

・イベントはまちの優しさを感じさせてくれる。滋賀県の独自性を発揮したイベ

ントを各地域で開催し、活性化の気運を盛り上げることも重要だ。

●地域資源の活用
・林業や農業、琵琶湖特産の漁業が滋賀県にはあり、伝統工芸技術などの文

化的資源を活用しながら地域が相乗効果的に発展していくかたちが理想であ



る。

□生活者の視点
改めて生活者の視点が重要だと感じた。観光だけでなく、

■「具体的な取組方向」について
□連携
●人の連携
・商店街振興組合の加盟率を考える場合、例えば3人でも楽しく何かやること

が大切である。周りからみて楽しいと感じれば、参加する人も増えるだろう。

・外部からの人を受け入れる土壌がある商店街は、１０の提言より１の実行をし

た人に対して感謝している。

・商店街の枠を離れると、危機感を持ち地元に愛着を持っている人がいる。キ

ーパーソンが中心になり、地元に愛着のある数人に呼びかけ、地元の活性化

のために貢献してくれる人のネットワークづくりが重要と考えている。

●地域との連携
・地元スーパーでは、近年、地産地消を進めているが、（地域性を分類せず

に）近隣の農家と連携して滋賀県全体を活性化させる方法も考えられるだろ

う。

・外部から進出してきた大型店舗と商店街との共存は重要である。例えば、地

元スーパーが商店街や農家等の他のセクターと連携しながら、地域全体を底

上げすることも期待されている。

・ある商工会は、お祭りを実施する際、今まで見向きもしなかったお菓子屋さ

んに協力してもらい、たくさんのお客さんが来るようになった。

・地域の人が何かを作りながら商店街と連携することが大きな課題だと思われ

る。

●他業種との連携
・商店街単独での活性化方策を検討するのではなく、多様な機関（例えば農

林水産等の関係機関等）と相互補完しあいながら機能強化するような活性化

方策を考えられないか。

□情報発信・共有
●魅力の発信
・商店街でやりたい人がこの指止まれ方式で、冊子を作成したり朝市を行った

りしている。その取り組みから何かを発信できればと思っている。

・例えば、「源氏物語千年祭」で催しが終了したとき、催しで使った衣装などが

展示品として商店街等で再利用され、その展示品が話題を呼んで人が集まる

かもしれない。



□時代への対応

□規制・誘導
●大型店の規制と誘導
・グローバル化が進む中、全国展開するチェーン店や外資系の大型店が滋

賀県に進出してくる機会も増えるものと考えられる。今後、こういった大型店・

チェーン店に、どのように対応するかが課題となる。行政指導まで行うのか、そ

れともガイドラインによる規制にとどめるのか、といったことについても検討する

必要がある。

・文化や歴史といった滋賀県の独自性を失わないためにも、大型店への対応

は重要である。

・日本は資本主義、自由経済を建前としている以上、拘束力のある規制は難

しい。

・県でも中小企業振興条例等の枠組みで大型店の地域貢献策を考えてほし

い。

・市でまちづくり条例を作成し、大型店の出店の際には「商工会に加入する」

や「地域行事に参加」する等の要綱を作ってほしい。

・条例は各市区町村の裁量に関わるので、今後は各市町での話し合いを期

待したい。

・近年のマンションの建設ラッシュが商店街の環境に悪影響を及ぼさないよう

条例等で義務づけできないか。例えば商店街に面したマンションの1階部分

を、マンションの出入り口にしないように義務づける等。

・横浜の馬車道商店街は市民ホールが設立される際に、ホールの一部に公

設の店舗を入れた。また、出店する銀行は1階では営業できず、建物の3階以

上に出店を促すよう規制するなど、現場からの働きかけでまちを壊さない結果

を生んだ。

・商店街組合、商工会議所等、どこかの組織に加入することを義務づけた要

綱をまちづくり条例で明文化する方法も考えられる。

□役割分担・自助努力
●商店・商店街の役割（自助努力）
・個店の必死な自助努力による意識改革が必要だ。

・長浜や花しょうぶ通り商店街にしても最初は補助金に頼らず取り組んでい

た。まずは自助の努力があり、その次に独自のまちづくりの法則を見つけ、そ

して外部からの補助等の優遇制度を活用する方向であった。自発的な活動を

行うために、どの障害を除去するのかという議論を行っていければいいと考え

ている。

・地域がどれだけのことができるか、ハードとソフトの面からまとめていく必要が

ある。



●行政の役割
・国の認定が難しい中心市街地については、県の補助等で支援することが重

要だ。

・滋賀県は全県的には人口が増加しているが、人口が減少している自治体で

は、商業やサービス業の経営が成り立たなくなることも想定される。中心市街

地のあり方については基本的に市町が考えるものであろうが、こうした状況の

中、県として全県的なあり方を示す必要がある。

■「とりまとめの方向性」について
・まちづくりの現場の意見を吸い上げ、一般化することができる方策を考えるこ

とが重要ではないか。

・議論をとりまとめる方向の一つにコンパクトシティという考え方がある。

・県内の各拠点にある個性的な資源をどううまくネットワーク化しコンパクトにま

とめ、県全体で特色を出した取り組みができるか議論することが重要である。

・「自然環境にやさしい」等の滋賀県の特徴ある性質を横軸に取り、縦軸には

拠点ごとにプロットし、滋賀県全体でまずは各地域を位置付ける方法もある。

その図を活用し、まちづくりのガイドライン的なものを発信できればいいのでは

ないか。

・県のなかでも拠点を整理し、なかなか個別では特色の分からないような活動

を統括するテーマを設定することが重要ではないだろうか。

・滋賀県全体の構造から中心市街地を捉えるというアプローチと、個別の中心

市街地から県全体の中心市街地の在り方を捉えるというアプローチがあると思

う。

・最終的に特定の中心市街地にあてはめ考えるのは無理だろう。中心市街地

という言い方をするから問題となる。滋賀県の全体像のなかで地域がそれぞ

れどのようにすれば活性化するか考え、そのなかで何がネットワーク化できる

のかについて考えることができるだろう。地域ごとの特色のなかで共通項が出

てきたらいいのかなと思う。

・改正中心市街地活性化法には縛られず、どのように全体が活性化するか一

般論で議論してもよいと思う。方向の整理をしなければ懇話会の出口を間違

う。

・中心市街地だけを活性化する取り組みは労が大きく功が期待できない。

・各中心市街地とも、置かれた環境・条件が違うので、一般論は出せないだろ

う。しかし、滋賀県全体としてみた場合、改正中心市街地活性化法から離れ

て、どういった活性化の方法があるのかについて議論する必要がある。




