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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

 

［１］市町村の推進体制の整備等  

 

(１) 長浜市内部の推進体制 

本市では、産業経済部長浜駅周辺まちなか活性化室（室員：５名（中心市街地活性

化専任４名））が、中心市街地活性化事業を統括しており、関係部局と連携を図りなが

ら、基本計画の取りまとめ、具体プロジェクトの実施や関連事業の進捗状況の管理を

行っています。 

また、中心市街地の活性化を全庁体制で取り組むべく、庁内推進会議を設置してい

ます。  

 長浜市中心市街地活性化推進会議 

委員長 産業経済部長 

副委員長 都市建設部長 

委員 総務部長 

企画部長 

市民生活部長 

健康福祉部長 

教育部長 

 長浜市中心市街地活性化推進会議幹事会 

幹事長 長浜駅周辺まちなか活性化室長 

幹事 総務課長 

財政課長 

庁舎整備室長 

企画政策課長 

生涯学習・文化スポーツ課長 

子育て支援課長 

高齢福祉介護課長 

商工振興課長 

観光振興課長 

都市計画課長 

道路河川課長 

建築住宅課長 

教育総務課長 

幼児課長 
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 第２期計画の策定に向けた取り組み 

○ 平成 24年 12月 20 日（幹事会） 

  ・議題 １) 第１期計画の進捗状況及び目標の達成度について 

      ２) 現状の課題について 

      ３) 第２期計画の策定について 

 ○ 平成 25年１月９日（推進会議） 

・議題 １) 第１期計画の進捗状況及び目標の達成度について 

      ２) 現状の課題について 

      ３) 中心市街地活性化の意義について 

４) 第２期計画の策定について 

 ○ 平成 25年６月 28 日（幹事会） 

・議題 １) 第２期計画の骨子ついて 

      中心市街地の現状分析、第１期計画の検証、中心市街地の課題、活

性化の目標、想定主要事業、活性化エリア 

      ２) 今後のスケジュールについて 

○ 平成 25年７月 29 日～８月 12日（庁内ヒアリング） 

・ヒアリング対象：高齢福祉介護課、観光振興課、生涯学習・文化スポーツ課、

建築住宅課、道路河川課、環境保全課、商工振興課、市民協働推進課、総務課、

子育て支援課、教育総務課、幼児課、都市計画課、長浜城歴史博物館 

○ 平成 25年 11月６日（推進会議） 

・議題 １) 第２期計画の素案について 

      ２) 今後のスケジュールについて 

○ 平成 26年２月５日（庁議） 

・議題 １) パブリックコメントの実施結果について 

      ２) 第２期計画の最終案について 
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(２) 長浜まちづくり㈱の設立 

本市では、中心市街地活性化事業を推進するにあたり、官民がこれまでよりも強い

連携を図りつつ、中心市街地のまちづくりを総合的かつ効果的に推進するための専門

組織として、平成 21年８月に長浜まちづくり㈱を設立しています。 

 設立目的 

長浜市の中心市街地エリア内におけるタウンマネジメントに関する以下の事業を

営むことを目的とする。 

  １) 市街地整備等まちづくりに関わる調査研究、企画調整、事業推進及び実施並び

にコンサルタント業務 

  ２) 駐車場、飲食店、物品販売店、文化施設等地域活性化に必要な都市施設の企画

調整、開設及び経営 

  ３) 農商工連携による地産池消を促進するための調査研究、企画調整及び商品開

発、製造販売 

  ４) 動産、不動産の活用紹介、取得、保有及び管理運営 

  ５) まちなか居住を促進するための調査研究、企画調整、設計及びコンサルタント

業務 

  ６) 地域活性化を図るための経営、技術、販売、財務等に関する指導及び情報の提

供業務 

   ７) 公共公益施設、民間整備施設等の企画調整及び管理運営 

   ８) 書籍、印刷物の企画、制作及び出版、配布並びに販売 

  ９) 各種イベントの企画、調整、運営及び受託 

  10) まちづくりに関する情報の収集、集約、処理及び提供 

   11) １)から 10)に付帯関連する一切の事業 

 事業推進体制 
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 株主構成 

出資者 持株数 出資額(千円） 出資比率(％) 

長浜市 60 30,000 41.7 

長浜商工会議所 20 10,000 13.9 

金融機関（４行） 31 15,500 21.5 

地元企業（17法人） 33 16,500 22.9 

計 144 72,000 100.0 
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［２］中心市街地活性化協議会に関する事項  

 

中心市街地の活性化に関する法律第 15 条第１項の規定に基づき、基本計画並びに

認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的か

つ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、平成 20 年１月 22日に長浜

市中心市街地活性化協議会を設立し、関係者の緊密な連携と協力体制のもと、基本計

画の策定、特定事業の実施等、中心市街地活性化に積極的に取り組む体制を整えてい

ます。 

 

(１) 長浜市中心市街地活性化協議会の概要 

 設置目的 

湖北地域における中心都市長浜として、都市機能の増進を図り、社会的・経済的及

び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある中心市街地の形成を図ることによ

って、地域経済に波及効果のある都市格の豊かな社会を築くため、民間の立場から行

政との連携を図り、その実施に必要な事項にかかる協議及び事業の推進について、総

合的かつ一体的な取り組みを行うことを目的とする。 

 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

 構成員 

法令根拠 区分 団体名 

法第 15条 

第 1項第 2号 
商工会議所 長浜商工会議所 

法第 15条 

第 1項第 1号 
まちづくり会社 

長浜まちづくり(株) 

えきまち長浜(株) 

法第 15条 

第 4項第 1号 

まちづくり会社 (株)黒壁 

民間事業者 
(株)新長浜計画 

神前西開発(株) 

法第 15条 

第 4項第 2号 

商業者 

長浜商店街連盟 

ながはま御坊表参道商店街(振) 

博物館通り商店街(振) 

観光事業者 

(公社)長浜観光協会 

(株)住文 

大和リゾート(株)長浜ロイヤルホテル 

交通事業者 湖国バス(株)長浜営業所 

自治会 長浜地区地域づくり協議会 

地域活動 

(公財)長浜曳山文化協会 

ＮＰＯ法人ギャラリーシティ楽座 

(一社)長浜青年会議所 

長浜商工会議所女性会 

コミュニティアーキテクト近江環人 

地域経済 

滋賀東北部建設業(協) 

湖北不動産事業(協) 

長浜商工会議所情報サービス部会 

長浜商工会議所青年部 

(株)滋賀銀行長浜支店 

長浜信用金庫 

大沢ホールディングス(株) 

(株)平和堂 

法第 15条 

第 4項第 3号 
市 

産業観光部商工振興課 

産業観光部観光振興課 

産業観光部長浜駅周辺まちなか活性化室 

都市建設部都市計画課 

法第 15条 

第 8項 
学識経験者 

流通科学大学商学部 

千葉大学工学部デザイン工学科 

(株)まちづくりカンパニー・シープネットワーク 
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 協議会の開催状況 

○ 平成 25年３月 28 日 

  ・報告 １) 地域商業再生事業について 

      ２) 長浜アートセンター整備事業について 

      ３) 駅前地区商業・サービス機能ブラッシュアップ事業について 

  ・議題 １) 民間まちづくり活動促進事業について 

      ２) 長浜駅東地区まちづくり準備会の取り組みと支援について 

      ３) 第２期計画の策定について 

 ○ 平成 25年７月 26 日 

・報告 １) 長浜アートセンターについて 

      ２) 商店街まちづくり事業及び地域商店街活性化事業について 

・議題 １) 駅周辺整備計画について 

      ２) 平成 25年度中心市街地活性化事業について 

        第２期計画の策定、住宅再生バンク実践プログラム、ライフスタイ

ルブランド化推進業務、長浜中心市街地魅力発掘事業、歴史的風致

維持向上推進調査事業、中心市街地商店街再活性化検討事業 

      ３）第２期計画の骨子について 

○ 平成 25年９月 27 日 

・報告 １）地域ニーズ調査の分析結果について 

    ２）関係者ヒアリングの結果について 

・議題 １) 第２期計画の素案について 

      ２) 駅周辺整備計画について 

      ３) 第２期計画に掲載する民間事業について 

○ 平成 26年１月 24 日 

・議題 １) 第２期計画の案について 

    ２）第２期計画に対する意見について 

○ 平成 26年６月 20 日 

・議題 １) 規約の一部改正について 

    ２）(一社)御堂前組諌皷山事業の承認及び基本計画の変更について 

・報告 １）平成 25年度民間まちづくり活動促進事業について 

    ２）公共空間活用事業について 

    ３）長浜駅周辺再開発事業について 

    ４）まちなか居住推進事業について 

    ５）国の支援策について 
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○ 平成 27年２月 12 日 

・議題 １) 第２期基本計画の変更について 

    ２）ライフスタイルブランド化（地域コンテンツ創造型産業育成）事業

の推進について 

・報告 １）長浜駅東地区第一種市街地再開発事業の進捗状況について 

    ２）地域コミュニティ活動基盤施設整備事業の進捗状況について 

    ３）まちなか居住推進事業の進捗状況について 

○ 平成 27年 10月 20 日 

・議題 １) 第２期基本計画の変更について 

ア）5-2：産業文化交流拠点整備事業（事業名・実施期間・支援措置名

の変更） 

       イ）7-3：ライフスタイルショップ整備事業（(１)法に定める特別の措

置に関連する事業への新規追加、実施主体・実施期間・支援措置名

の変更） 

    ２）規約の一部改正について 

・報告 １）長浜駅東地区第一種市街地再開発事業経過報告 

    ２）地域コンテンツ創造型産業育成事業経過報告 

    ３）長浜町家再生バンク認定町家制度の運用（一部変更）について 

      ４）(仮称)元浜町 13番街区第一種市街地再開発事業経過報告 

○ 平成 28年６月 13 日 

・議題 １) 第２期基本計画の変更について 

ア）7-30：職住一体型まちづくり推進事業（新規追加） 

     イ）7-4：地域コンテンツ創造型産業育成事業（支援措置期間の変更・

支援措置の追加） 

    ２）長浜市中心市街地活性化基本計画フォローアップについて 

      社会資本総合整備計画事後評価について 

    ３）長浜市中心市街地活性化協議会委員の追加について 

    ４）まちづくりの課題と事業・組織の推進体制等について 

・報告 １）長浜駅東地区第一種市街地再開発事業経過報告 

    ２）(仮称)元浜町 13番街区第一種市街地再開発事業経過報告 

    ３）まちなか居住推進事業経過報告 

    ４）産業文化交流拠点整備事業経過報告 

○ 平成 29年２月１日 

・議題 １）規約の一部改正について 

    ２）第２期基本計画の変更について 

    ３）民間事業の進捗状況について 

    ４）エリアマネジメントの推進体制検討について 

・報告 １）長浜駅東地区第一種市街地再開発事業経過報告 

    ２）元浜町 13番街区第一種市街地再開発事業経過報告 
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○ 平成 29年６月 16 日 

・議題 １）第２期基本計画の変更について 

    ２）中心市街地商業活性化診断・サポート事業の実施について 

    ３）エリアマネジメント推進体制について 

・報告 １）長浜市中心市街地活性化基本計画フォローアップについて 

○ 平成 30年２月９日 

・議題 １）第２期基本計画の計画期間延長について（事前協議） 

・報告 １）元浜町 13番街区第一種市街地再開発事業経過報告 

    ２）長浜駅北地区整備事業及びえきまちテラス関連事業経過報告 

    ３）来街者アンケート調査報告 

（中心市街地商業活性化診断・サポート事業） 

    ４）北国街道沿い空き店舗活用状況 

    ５）通行量調査報告 

○ 平成 30年９月 13 日 

・議題 １）第２期基本計画の変更について（計画期間延長含む） 

 

○ 平成 31年２月６日 

・議題 １）第２期基本計画の変更について 

 

○ 令和元年５月 27 日 

・議題 １）第２期基本計画の変更について 

    ２）第２期基本計画の総括について 

 その他の取り組み 

○ H24.９～H25.７：やわた夢生小路商店街(振)開発プロジェクト 

○ H24.10～H25.３：駅前地区商業・サービス機能ブラッシュアップ事業 

○ H24.12～H25.４：地域商業再生事業（指導） 

○ H24.12～H25.３：長浜駅周辺整備準備会（４回開催） 

○ H25.３～H26.２：歴史的風致維持向上推進調査事業（企画・手続き） 

○ H25.３～H25.12：長浜中心市街地魅力発掘事業（企画・手続き） 

○ H25.３～H25.９：商店街まちづくり事業（指導） 

○ H25.５～H25.８：空き店舗活用（指導・３件） 

○ H25.３～H25.８：長浜駅東地区まちづくり準備会（全体会２回・理事会９回） 
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(２) 第２期長浜市中心市街地活性化基本計画に対する意見（平成 26 年１月 24日） 

 

 

平成 26年１月 24日 

 

長浜市長 藤井 勇治 様 

 

長浜市中心市街地活性化協議会 

会長 草野 勉 

 

第２期長浜市中心市街地活性化基本計画 

に対する意見書 

 

 長浜市におかれましては、中心市街地活性化に関して博物館都市構想の理念に基づき、今

日まで首尾一貫した姿勢で取り組みをいただいていることに対し、商店街をはじめまちづく

り関係者一同感謝しております。特に現行長浜市中心市街地活性化基本計画では、当協議会

が提案いたしました多様な事業を採択いただき、国のご支援を得ることができ、複数の事業

を実施することができました。このことは、協議会の構成員及び関係者に、まちづくりへの

参加に対する期待感が醸成されることとなりました。今後におきましても、今まで以上のご

支援、ご指導をいただくことをお願い申しあげます。 

 さて、第２期計画の考え方、方向性につきましては、これまでと同様に博物館都市構想の

理念に基づいたものであることや、中心市街地活性化の意義、必要性や位置づけについては、

まちづくり三法の主旨に添ったものとなっており、今後、コンパクトシティを強力に推進い

ただけるものと期待しております。 

 現在、中心市街地の現状は厳しい状況であります。㈱黒壁発表の入込客数では、過去 11年

間において 200 万人を超えたのが５か年、下回ったのが６か年と一進一退の状態が続いてお

ります。平成 24年に長浜まちづくり㈱が実施した来街者に関する調査では、地元客が 42％に

対し、広域客が 58％という結果となり、広域客への依存度が高く、その中でも女性の来訪機

会が多いことがわかっております。地元客では 60 歳以上の占める割合が圧倒的に多く、若い

年齢層は極端に少ない状況となっています。また、同調査で得られた地域生活者の意見から

は、「観光対応だけではなく、地元住民に対応した機能」、「若者向けの機能」、「子どもを遊ば

せる施設や地域住民同士の交流の場」や「知的欲求を満たす快適な空間」といった多様なニ

ーズが汲み取れます。 

以上のことから、中心市街地における商業やサービスの顧客基盤が空洞化し、広域依存型

への業態転換がますます進行しているものと推察されます。 

今日まで、30 年間にわたる官民一体となった様々な取り組みにより、中心市街地の来街者

は飛躍的に増加し、賑わいが生まれてきましたが、中心市街地の厳しい現状を考えると、各

種調査及びアンケート結果から見えた地域ニーズに対応した事業を展開する必要性が非常に

高くなってきており、今後は、地域生活者対応型の商業・サービス機能の充実や都市機能の 
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創出に徐々に転換することも必要と思われます。一方で、広域客の集客については、長浜に

点在する歴史資源や観光資源、そして豊かな自然環境をネットワーク化し、提案型で滞在型

の旅行商品の造成が強く求められており、関係各位が連携した総合的な取り組みが求められ

ています。 

長浜が、固有性を維持しつつ、総合力で活力を育み、地域生活者が生き生きと楽しく暮ら

せるような都市魅力の構築が、都市の核である中心市街地の今後の活性化においては必要な

要素であると思われます。したがって、都市魅力の創出を目指して今まで以上に官民が一体

となり、必要な事業を推進する体制づくりが求められますが、経済情勢、社会情勢からみる

と地元企業は苦しい状況にあり、なお一層の行政のリーダーシップと事業展開を期待するも

のであります。 

さて、第２期計画の基本コンセプトおよび３つの基本方針についての考え方は、中心市街

地エリアを「中心市街地核」と位置付けている長浜市都市計画マスタープランと整合性がと

れており、長浜市の総合的で一体的な取組姿勢が伺えます。また、新たな区域の設定につい

ては、琵琶湖畔に立地し、長浜が誇る豊公園および諸施設と市街地の連携強化は過去様々な

場において議論がなされてきたところであり、区域内に豊公園エリアを組み込むことに賛同

します。 

なお、今後、市民プール跡地、駐車場及び新たな施設が一体的に整備される予定ですが、

駅周辺地区とのつながりを考えますと、長浜駅からの利便性と安全性を考慮したアクセス路

の整備は必須であり、今後取り組むべき事業として考えております。 

また、第２期計画の推進にあたっては、官民それぞれの投資から最大限の相乗効果が生ま

れるよう配慮いただきますとともに、核事業となる下記の事業につきましては、強固な官民

のパートナーシップのもとで推進する必要があることから、市におかれましても、それぞれ

の懸案事項を解決し、事業が着実に推進できる体制を整えていただくことを要請いたし、意

見とさせていただきます。 

１．公共空間活用事業（現市庁舎移転後の跡地活用） 

  ※複合的な機能整備 

２．長浜駅南地区・東地区第一種市街地再開発事業、長浜駅北地区整備事業 

  ※既存市街地と駅西側（豊公園エリア）との連続性、一体性 

３．まちなか居住対策の推進 

  ※官民一体となった推進体制 

４．（仮称）元浜町 13番街区第一種市街地再開発事業 

  ※まちなかの回遊性向上と既存文化施設等との連携 

５．交通体系の確立 

  ※中心市街地へのアクセス向上と地域住民の集客 

なお、現行計画では計画の認定後に９回の変更認定申請が行われ、事業の進捗等を踏まえ、

官民一体となった議論や検討を経て、具体化した事業を計画に追加していただきましたが、

第２期計画におきましても、現行計画と同様、計画の認定後も必要な事業を積極的に計画に

取り入れていただきますようお願い申しあげます。 
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［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進  

 

(１) 客観的現状分析、ニーズ分析に基づく事業及び措置の集中実施 

① 第１期計画に基づく取り組みの把握・分析 ＊参照：P42～P47 

「１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針」 

[４] 第１期計画の検証 

  (１) 第１期計画の概要 

  (２) 第１期計画の数値目標の達成状況 

  (３) 第１期計画の効果と課題 

  (４) 新たな計画の必要性 

の中で、取り組みに対する評価、成果及び課題について整理しています。 

② 統計的データ等による客観的な把握・分析 ＊参照：P3～P16 

「１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針」 

[２] 中心市街地活性化の必要性 

(１) 中心市街地ととりまく全国的な傾向と本市の状況 

[３] 中心市街地の概況 

(１) 中心市街地の現況 

の中で、統計的データにより把握・分析を行っています。 

③ 地域住民のニーズ等の客観的な把握・分析 

(ア) 長浜市民満足度調査 ＊参照：P24～P35 

  地域住民に対し、中心市街地の都市機能やサービス機能に関するニーズ調査及び

居住意向に関する調査を実施し、把握・分析を行っています。 

(イ) 長浜まちなか魅力調査 ＊参照：P36～P41 

  地域就業者に対し、中心市街地の商業機能に関するニーズ調査及びライフスタイ

ルや中心市街地に求める将来像に関する調査を実施し、把握・分析を行っています。 

(ウ) パブリックコメント 

平成 25 年 11 月 28 日から平成 25 年 12 月 27 日までの１か月間、「第２期長浜市

中心市街地活性化基本計画（素案）」に関してパブリックコメントを実施した結果、

２人から７件の意見が寄せられ、基本計画の策定にあたって参考としました。 

(エ) まちづくり関係者ヒアリング 

 実施日：平成 25年９月 17日・18日・20日（参加延べ 30人） 

  商店街等のまちづくり関係者に対して、ヒアリングを実施し、第２期計画におい

て実施すべき事業等に関するニーズ調査を行いました。 

(オ) まちづくりシンポジウム 

 実施日：平成 25年 11 月 25日（参加 68人） 

 講 師：新雅史氏、足立基浩氏 
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(２) 様々な主体の巻き込み及び各種事業等との連携・調整等 

 本市の中心市街地は、昭和 63 年に設立した黒壁が、空き店舗や空き地の活用を積

極的に進め、オールドタウンを再生したことにより、来街者数が飛躍的に増えました。

一方、商店街においては、黒壁の活動に牽引される形で、街並み景観形成事業、まち

かど整備事業、道路修景事業や趣向を凝らしたイベント等が連鎖的に行わるようにな

り、面的な魅力創出が図られたことで、賑わい性が高まりました。来街者の増加はビ

ジネスチャンスにつながり、その結果、空き家や空き店舗が魅力あるショップへと転

換していきました。 

 本市のまちづくりの特徴として、市民自らが出資などの形で資金を出し合い、事業

組織を多数立ちあげていることが挙げられ、これら多様な主体が、それぞれの分野で

活動を展開し、それが重なり合いながら中心市街地の魅力を形成していると言えま

す。これらの主体は、出資、運営支援、業務委託などの関係で相互に密接に関係して

おり、全体として一つのまちづくり組織が生成されています。こうしたコミュニティ

による出資と事業化、利益のまちづくり活動への還元といったモデルが構築され、機

能しています。 

第２期計画においては、これまでの取り組みを継承しつつ、まちづくり会社による

エリアマネジメント機能を強化し、統一性を持った一体的なまちづくりを推進し、よ

り大きな相乗効果が発揮できるよう取り組みを進めます。 

 

 図：長浜市のまちづくり相関図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


