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２．中心市街地の位置及び区域 

 

［１］位置 

位置設定の考え方 

本市の市街地は、天正３年（1575年）頃に豊臣秀吉公が「今浜」の地名を「長浜」に

改め、長浜城を築城し、小谷城下の商人や寺院を長浜に移して城下町としての礎を築い

たことに始まります。豊臣家滅亡後、江戸時代には、廃城となり彦根藩領となりました

が、秀吉公時代の町屋敷年貢米三百石免除の特権が継続して認められ、彦根藩は長浜町

を領内の中心的商業都市として位置付け、町運営のほとんどを町人が担う町人自治のま

ちとして大いに繁栄しました。 

 明治初期には、日本で３番目に官営鉄道が敷設されたことにより、江戸時代から比べ

ると市街地は琵琶湖側に若干の広がりを見せます。また、昭和15年には、市街地の東に

名敦産業道路（旧国道８号）が整備され、昭和27年には、市役所が、さらに市街地の東

へ移転し、徐々に市街地が広がってきました。 

 高度経済成長期以降は、国道バイパスの整備により、その沿道に新たな市街地が形成

され、中心市街地は衰退していましたが、歴史資源を活かしたまちづくりの展開とＪＲ

北陸線の直流化などにより、現在は、多くの観光客が訪れる観光のまちとして活況を呈

しています。 

 現在の中心市街地の区域は、江戸時代

初期の町割りと現在の主要道路がほぼ

一致し、昭和18年に市制施行する以前の

旧長浜町の区域とほぼ同じ区域となっ

ています。 

 このように、琵琶湖から長浜駅を経て

市役所周辺に拡がる市街地とその間に

位置する中心商店街は、約 400年以上に

わたり、都市基盤である町割りが安定し

て保たれ、湖北地域の中心都市として独

自の経済圏域を形成し、発展してきた地

域であることから、今回の基本計画にお

いても中心市街地として位置づけます。 

 

 

 

 

（位置図） 
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［２］区域 

区域設定の考え方 

交通結節点機能を持ち地域内外から人が集まる長浜駅周辺から、観光客が訪れている

中心商店街を経て、市役所周辺の公共公益ゾーンまで、さらに活性化の取り組みを進め

る必要があります。 

 第２期計画期間において重点的に活性化する区域としては、第１期計画の区域を概ね

踏襲しつつ、今後、新たな取り組みが想定され、駅周辺整備事業との相乗効果が見込め

る豊公園エリアを取り込む一方で、第１期計画において、保育園や幼稚園の整備事業が

完了した北エリアの一部及び東エリアの一部を第２期計画区域より除外することとし、

第１期計画の区域を一部見直します。 

 

（区域図） 

 中心市街地区域：約 180ha 
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［３］中心市街地要件に適合していることの説明 

要 件 説 明 

第 1号要件 

当該市街地に、相当

数の小売商業者が集

積し、及び都市機能が

相当程度集積してお

り、その存在している

市町村の中心として

の役割を果たしてい

る市街地であること 

市域の可住地面積16,440haに対し、中心市街地区域は約180ha

で、対市面積割合としては1.1％であるものの、以下のように小

売商業者や行政、文化施設など公共公益施設等が集積していま

す。 

① 小売商業等の集積 ＊資料：平成24年経済センサス活動調査 

・本市の中心市街地には、７つの商店街があり、市全体の小売

業・卸売業及び宿泊業・飲食サービス業のうち約26％の事業所

が集積し、約21％の従業者が就労しています。 

 中心市街地 市域全体 対市域割合 

事業所数 523 2,038 26％ 

従業者数（人） 3,073 14,769 21％ 

② 行政、文化施設など公共公益施設等が立地 

・中心市街地には、市役所をはじめ、以下の都市福利施設等が

集積しています。特に観光施設については48％が中心市街地に

集積しています。 

 中心市街地内の公共公益施設 

医療福祉施設 長浜西部福祉ステーション、長浜市社会福祉協議会、大

谷保育園、長浜愛児園、長浜赤十字病院 

行政機関 長浜市役所（本庁、別館、東別館）、長浜税務署、大津地

方裁判所長浜支部、大津地方検察庁長浜支部 

文化施設 長浜図書館、長浜市武徳殿、長浜市民弓道場、長浜城歴

史博物館 

教育施設 長浜公民館、西中学校、長浜小学校、長浜幼稚園、長浜

北幼稚園 

観光施設 慶雲館、長浜鉄道スクエア、湖北観光情報茶屋四居家、

曳山博物館、真宗大谷派長浜別院大通寺、長浜八幡宮、

黒壁ガラス館、海洋堂フィギュアミュージアム、成田美

術館、長浜アートセンター、長浜城歴史博物館＊再掲、北国

街道安藤家、ヤンマーミュージアム、今重屋敷能舞館 

③ 人口の集積 ＊資料：平成25年３月31日時点住民基本台帳 

・中心市街地では対市域割合8.04％の人口、9.45％の世帯数が

居住しています。 

 中心市街地 市域全体 対市域割合 

人口（人） 9,912 123,335 8.04％ 

世帯数（世帯） 4,183 44,275 9.45％ 
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第 2号要件 

 当該市街地の土地

利用及び商業活動の

状況等からみて、機能

的な都市活動の確保

又は経済活力の維持

に支障を生じ、又は生

ずるおそれがあると

認められる市街地で

あること 

中心市街地では、近年、人口の減少が著しく、高齢化が進む

とともに、中心商店街での売上や観光入込客数が伸び悩み傾向

にあるため、機能的な都市活動や経済活力の維持に支障を生じ

る恐れがあります。 

① 人口減少と高齢化の進展 

・中心市街地では平成元年から平成24年までの23年間で人口が

約20％減少し、高齢化率は市全体約24％に対し、中心市街地で

は約30％と非常に高い数値を示している。このため、限界集落

ならぬ限界自治会と称される状況で、地域コミュニティに支障

をきたす恐れがあります。 

 図：中心市街地の人口・高齢化率（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 空き店舗の残存 

・中心市街地での空き店舗数は30店舗（平成20年）から23店舗

（平成25年）と一定解消されつつあるものの、依然として空き

店舗が残存していることは、商業機能の低下やまちなみの連続

性に影響することが危惧されます。 

 図：空き店舗数（再掲） 
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③ 小売商業の活力の停滞  

・中心市街地のまちづくりを牽引してきた株式会社黒壁の年商

は、客単価の低下等の影響から、平成10年をピークに減少傾向

にあり、推定来街者数も約20万人余り減少しています。 

 図：㈱黒壁の売上高・来街者数（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 観光消費額の減少 

・近年の消費者の意識や嗜好の多様化、デフレ経済の振興によ

り、観光客の消費単価が減少しています。 

 図：消費単価[黒壁ガラス館実績]（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

第 3号要件 

 当該市街地におけ

る都市機能の増進及

び経済活力の向上と

総合的かつ一体的に

推進することが、当該

市街地の存在する市

町村及びその周辺の

地域の発展にとって

有効かつ適切である

と認められること 

「長浜市基本構想」、「都市計画マスタープラン」、「琵琶湖東

北部地方拠点都市地域基本計画」および「長浜市定住自立圏構

想」において、中心市街地の都市機能、都市構造、土地利用な

どの位置付けは以下のように示しており、中心市街地の活性化

を図ることが、長浜市全体の発展に有効かつ適切です。 

① 「長浜市基本構想」（平成19年６月策定、平成23年９月変更） 

 土地利用の考え方 

自然とひととの共生を多様に育む「共生ゾーン」を基礎的な

ゾーンとして位置付け、そのうえに、地域の個性を生かした活

力ある都市活動が営まれる「都市ゾーン」を設定し、さらには、

広域的、あるいは地域間のまちとひとのつながりを支える交通

網を中心とした「連携軸」を設定します。 

これらにより、そ

れぞれの地域が相互

に有機的な関係を持

ち、全体として高い

一体性を有するとと

もに拠点性を兼ね備

えた都市構造の形成

をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施策の大綱(11)「住み良さを高めるまちづくり」 

・中心市街地の活性化を図ります 

商業の活性化とともに多様な都市機能がコンパクトに集積す

るなど、にぎわいのある住み良い中心市街地の形成を図ります。 
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② 「長浜市都市計画マスタープラン」（平成21年６月策定、平

成25年３月変更） 

 地域別構想（地域区分の設定） 

地域区分としては、次の考え方

から、旧長浜市域（長浜地域の４

区分、浅井地域、びわ地域）で６

地域、合併した旧６町で６地域の

合計 12地域を設定します。 

・旧行政界や字界、都市計画の状

況等を考慮します。 

・まちづくりの目標となる将来都

市構造上の生活圏の中心範囲は、

自転車で10分程度・徒歩で30分程

度の範囲（半径2.5㎞四方）としま

す。 

 地域別まちづくりの主要方針 

－中心市街地生活圏－ 

 県北部の玄関口にふさわしい多様な都市機能を持つ市街地の

中心核の形成とともに、長浜らしい歴史文化を感じられる質の

高い居住空間の形成をめざします。 

 整備の方針（抜粋） 

・長浜駅周辺は、まちのにぎわいを創出する商業・サービス業

の振興と多様な都市機能の誘導を図り、県北部の玄関口にふさ

わしい景観形成に配慮した都市空間の形成を図ります。 

・高齢化が進む市街地中心部では、歴史的なまちなみとの調和

を維持しつつ、現代の生活様式にあった町家再生や共同住宅の

供給等、まちなか居住による定住化を促進します。 

・空閑地の適正な市街化の促進を図るとともに、低・未利用地

の有効活用を誘導します。 

・県北部の玄関口として多様な都市機能を持つ中心市街地の形

成に向けて、市民サービスの向上をはじめ、防災拠点づくりや

情報化社会に対応した高度な行政サービスの提供、行政機能の

効率化、市民活動の拠点となる市庁舎の建設を推進します。 

・歴史まちづくりを進める重点区域に指定した大通寺周辺地区

については、歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計

画により、歴史的な資産を活用したまちづくりを推進します。 
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③ 「琵琶湖東北部地方拠点都市地域基本計画」（平成９年１月

策定、平成25年４月変更） 

 ゾーン別整備の考え方 

彦根市から長浜市にかけての地域は、一定の都市機能が集積

していることから、今後さらに都市機能の強化・充実を進め、

圏域の発展を牽引する「淡海みらい都市創造リーディングゾー

ン」として位置づけます。 

 ゾーン別整備方針（抜粋） 

圏域の発展を牽引し、県下第２の都市圏の中核となるゾーン

であり、商業・業務、教養文化、学術研究等の多様な都市機能

の集積を図ります。 

都市機能の集積を誘導するため、面的な整備として駅周辺に

おいて土地区画整備事業や市街地再開発事業を推進するととも

に、自由通路の整備や商業核施設の誘致等により、都市機能の

高度化を図ります。 

 拠点地区の設定 

 都市機能の集積や居住環境の整備等を重点的に進める地区と

して、「長浜駅周辺都市拠点地区」を含め８箇所を設定します。 

拠点地区においては、交

通および情報ネットワー

クの整備等と相まって、

拠点地区相互間の連携の

もとに、相乗的な効果を

全体に波及していくよう

整備を進めることとしま

す。 
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④ 「長浜市定住自立圏構想」（平成22年11月策定） 

 中心市宣言（抜粋） 

合併後の長浜市は、その市域全体において、一つの生活文化

圏を形成していると捉えることができますが、地域住民の生活

を支え高次な都市機能を充実させていく旧長浜市地域と、生活

を守る上で必要不可欠な地域交通の維持確保や食糧の供給機能

など、生活機能の充実が求められる旧６町地域が、それぞれ担

うべき機能を分担しつつ、同時に有機的に連携することによっ

て、地域に「定住」するために必要な諸機能を確保し、「自立」

するための経済基盤を培い、圏域全体としての魅力を高めてい

く必要があります。 

このため、ここに、旧長浜市を中心地域とし、旧６町を周辺

地域とした「長浜市定住自立圏構想」の構築を掲げ、圏域の生

活機能の強化や、結びつき・ネットワークの強化、圏域全体の

総合的なマネジメントを行うことにより、圏域の将来像「協働

でつくる 輝きと風格のあるまち 長浜」の実現を目指すこと

を宣言します。 

 形成方針（抜粋） 

中心地域においては、商業・サービス、医療、福祉、教育、

居住環境など様々な都市機能の集積を図ります。また、中心市

街地活性化基本計画に基づき、市街地の整備改善やまちなか居

住を推進し、社会、経済及び文化活動の拠点としての都市魅力

の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


