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11．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

 

［１］基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 

 個別事業に関連した実践的・試行的な活動及び実行可能性についての調査 

(１) 市街地の整備改善に関する取り組み 

① 駅周辺整備に関する検討事業 

 ＊実施主体：長浜市中心市街地活性化協議会 

(ア) 長浜駅周辺整備基本構想（平成 22年度） 

湖北地域の玄関口にふさわしく、地域の文化、産品、情報、サービスなど多様なモ

ノやコトが集結する地域のターミナルポイントとなるよう、地域の魅力を十分に際立

たせながら、今後の更なる活性化と持続的なまちづくりを実現するためのメインプロ

ジェクトとして、基本構想を策定しました。 

 検討内容 

駅周辺整備における課題改善、機能向上等に関するテーマ 
・地理的歴史的中心性、・交通ではなく人のための広場、・伊吹山を展望するペデストリアンデッキ、・

豊公園へのアクセス（琵琶湖と市街地の親密化）、・市内交通環境のハブ機能、・求心力のある商業や

サービス、・若い世代が暮らしたくなる環境、・都市型住宅、・エリア全体を包括する集約型の駐車場 

 基本方針 

Ⅰ) 長浜の中心性をあらわすこと 

Ⅱ) 郊外へ流出する消費者を惹きつける魅力とパワーを持つこと 

Ⅲ) 快適な住宅を提供すること 

 空間イメージ 

地域文化、産品、サービス、情報、、、多様な事柄が集結する中心点 
・まとまった緑のある人のための広場、・人の溜まり場になる大階段、・子育て世代をサポート機能、・

食材、クラフト、サービス等の集積、・地域の素材に横断的なプロデュースを施した「湖北スタイ

ル」の構築 

 事業ダイアプログラム 

Ⅰ) できるところからの段階的な事業推進（小規模連鎖型事業） 

Ⅱ) 支援制度の利点を最大限に活用する 

Ⅲ) 土地費を顕在化させない事業スキーム 

(イ) 長浜駅周辺地区地区計画（平成23年度） 

長浜駅周辺整備推進準備会が、国土交通省のまちづくり計画策定担い手支援事業を

活用し、平成24年1月に長浜市へ地区計画を提案。平成24年3月に長浜駅周辺地区地区

計画が都市計画決定されました。 
＊地区の整備、開発及び方針に関する方針：南・東・北地区（南呉服町、北船町、元浜町の一部） 

＊地区整備計画：長浜駅南地区（約0.6ha） 

 ※東地区、北地区については、計画の進捗に応じて地区整備計画を決定する方針 
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② 長浜駅周辺エリアマネジメント調査・検討事業（平成 24年度） 

＊国土交通省：民間まちづくり推進事業  

＊実施主体：長浜市中心市街地活性化協議会 

「湖北・長浜のライフスタイルを育み、強め、発信する拠点づくり」を目的として、

先行する南地区のほか、東および北地区を含む全体のエリアをマネジメントする体制

について、次のような検討を行いました。 

 目指すべき方向 

長浜市全体を舞台に「伝統と自然を暮らしのなかに生かして美しく住む」ことを実

践する「ライフスタイルのブランド化」の展開にあわせて、長浜駅周辺では、適切な

エリアマネジメントのもとで、地域固有の資源を活かし、その魅力を強め、発信する

拠点づくりに取り組み、交通結節点機能を持つまちの核に、新たなまちづくりスタイ

ルの確立を目指しています。 

 取り組み 

地区の再整備後を見据えた、施設の管理・運営、景観誘導、地域プロモーションな

どのエリアマネジメントを実践できるよう、ライフスタイルのブランド化事業や市街

地再開発事業を展開するなかにマネジメントの仕組みと体制づくりを取り込み、以下

の内容に取り組みます。 

Ⅰ) 中心市街地をショウケースとしたライフスタイルのブランド化の実現に向け

て、駅周辺地区がその中核を担うエリアとして、企画開発・人材育成・情報発信

などの中心的機能を果たせるよう事業を展開します。 

Ⅱ) 地域のポテンシャルを有効に活用し波及効果を高めるため、地区を３つに分け

各地区の特性を活かした都市機能の向上や景観形成の推進に向けた複数の事業を

連続的に実施します。 

Ⅲ) 土地の利用と所有の分離を図り、ディベロッパー型の「まちづくり会社Ａ」が

必要に応じて土地の取得や施設の整備を担い、プロデュース型の「まちづくり会

社Ｂ」が施設の管理・運営を担うとともに、地区の関係者と連携してエリア全体

をマネジメントし、ライフスタイルのブランド化事業を展開します。 

 図：長浜駅周辺のエリアマネジメント体制検討案 
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③ 駅前地区商業・サービス機能ブラッシュアップ事業（平成 24年度） 

＊中小企業基盤整備機構：中心市街地商業活性化診断・サポート事業 

＊実施主体：長浜まちづくり㈱ 

長浜まちづくり㈱より、中小企業基盤整備機構へ、現状における長浜の商業ポテン

シャルの検証や駅前に相応しい商業業態の提案等、専門家による助言を要請し、以下

のような助言を得ました。 

 調査・検証方法 

○ 既存統計資料等による商業ポテンシャル精査 

○ 郊外立地大型商業施設踏査 

○ 近隣住民を対象としたグループインタビュー調査 

○ 商店街利用者を対象としたアンケート調査 

 成立可能な商業機能の提言 

現状の市場規模を鑑みると、駅前商業に決して潤沢な需要があるとは云えず、売場

面積等に関する計画には精査が求められる。また、地域住民をベースとしながらも、

現状においてそれだけでは市場規模が小さい。観光市場にも継続した注力が必要であ

る。ただし一般観光においても過当競争が顕在化しており、既定路線の継続ではなく、

新たな需要を喚起する姿勢が重要である。 

○ 客層：総花的な商業ではなく、主要な対象客層を高齢者・子育て世代・40 代女性   

として、具体的な需要を喚起するサービス提供を描く。 

○ プレイヤー：地元に潜在する商品開発者（プロデューサー、デザイナー等）や生   

産者らに起業の機会を提供して活力を生み出す。 

○ 地域資源：地域と観光の両軸が必要。マルシェをはじめとして地域に根ざし、か   

つ地域のいいモノゴトを各地へ発信できる施設であるとともに、地域に根ざして行

動してゆくことが次代に繋ぐ自身の役割であることを自覚する人々が集う施設づく

り。 

 駅周辺と中心商店街との連携強化の提言 

駅周辺に限らず、黒壁スクエアや商店街エリアなど、既存の商業集積ゾーンとの連

携を強め、まちなか全体での心地良い環境づくりを重視すべき。 

 最終報告会における専門家による助言 

○ 立地環境が必ずしも良くないとしても、まだまだ未着手の可能性がある。地域住

民の中でも、特に子育て世代、中高年、女性、どこをメインに考えているのか、タ

ーゲットを具体的にイメージしてゆくことが大切。しかしそれだけではボリューム

が足りす、観光市場も十分検討すべき。訪れてくれる大勢に迎合するのではなく、

地域住民も活用できるような機能をどのように組み立てるかがポイントとなる。 

○ 今までの商売の仕方ではなく、一歩進んだ需要創造型。物の売買だけでなく、そ

こにいるだけで楽しいという、時間消費型と言われる環境づくり。 
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○ 旧駅舎跡地が開発された後の地元の方の意見として、駅前に全国チェーン店が出

店したことを喜んでいる方は一人もいなかったが、結果としてかなり利用されてい

る。これは長浜が、他の多くの都市と同じ波に埋もれるのか、独自の魅力を高めら

れるのか、過渡期にあることを物語っている。 

○ 地域資源の発掘と魅力強化による潜在的な可能性は大きいが、「ブランド化」を先

行しようとすると、押し付け感が生じて受け入れられにくい可能性もある。先ずは

地元に暮らす方自身の日常の暮らしが、一歩進んで豊かになる、質を上げてゆく、

といった視点を大事にしてほしい。訪れた人がそれを見て「長浜は立派だな、ステ

キだな」と感じていただけるるような。ブランド化はそれからで良い。 

○ 広域からの接点となる駅と、200m先には既存商業の中心部がある。これをうまく

結びつけることが出来れば、低迷する賑わいを底上げするチャンスになろう。 

○ そういった意味でこの場所は商業だけでなく、ビスタや環境を楽しめるなど、「長

浜」のアイデンティティになる場所になってほしい。 

○ 商業環境そのものは低迷している。近接する大都市商業との時間距離も短縮され

ていて、単純な比較にさらされる。よって従来的な駅前拠点的 GMS 作戦は成立しな

い。 

○ 生活スタイルのブラッシュアップは可能性のある切り口だと感じる。ナショナル

チェーンに頼るのではなく、地元から良いモノゴトをつくりあげてゆく。それには

環境を活かしてくつろげる空間づくりも良い。「商業」「観光」に特化せずに「地元」

「環境」の視点を併せ持つべき。 

○ こういった産業に希望を感じるが、つくりあげたとしても、足腰のしっかりした

ものにはなりにくい。行政や会議所が適切に支援することは必須だろう。そしてこ

うしたことは、言うは易しの非常に難しいこと。満を持して決め撃てることではな

く、様々な協力を得てゆかないと実現しにくい。したがって資源を拾い上げること

と同時に、柔らかな推進体制づくりをしてもらいたい。 
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(２) 都市福利施設の整備に関する取り組み 

○ 公共公益ゾーンの整備に関する検討事業（平成 19～20年度） 

 ＊実施主体：長浜市 

 市民ワークショップ等による検討（公共公益ゾーン） 

○ 庁舎建替については、平成 19 年度より庁内で検討が始まり、平成 20 年度に学識

経験者、市民代表などを含む「庁舎のあり方検討委員会」が組織され基本構想が検

討されました。並行して庁内では検討会、研究会が開催され、検討が行われてきま

した。 

○ 更に平成20年度にはこれらの動きと並行して市民ワークショップによる公共公益

ゾーンの検討が行われました。 

・平成 20年 10月 31 日：第 1回ワークショップ 

・平成 20年 12月 13 日：第 2回ワークショップ 

・平成 21年 2月 27 日：第 3回ワークショップ 

○ 市民ワークショップにより複数の条件下における公共公益ゾーン整備のあり方に

ついて検討が行われ、「公共公益ゾーン整備事業」として本計画に組み込まれていま

す。 
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(３) 居住環境の向上に関する取り組み 

① まちなか居住「長浜新町家スタイル」（平成 18年度） 

＊国土交通省：全国都市再生モデル調査 

＊実施主体：長浜商工会議所 

○ 「平成 18 年度都市再生モデル調査」の認定を受け、商工会議所が主体となって調

査検討を実施しました。既存の町家を保全・活用しつつ、「まちなか居住」の受け皿

となる実現可能な住宅開発の手法と不動産の証券化等の高度な不動産開発手法を活

用した事業スキームが提案されました。 

○ 「平成 18 年度都市再生モデル調査」は、中心市街地活性化の主要事業として想定

され、当初段階から中心市街地活性化基本計画策定委員会およびワーキングにおい

て途中経過や調査結果を随時報告し、連携を図ってきました。 

・平成 18年 9月～11 月：基礎調査、居住者候補ヒアリング調査 

・平成 18年 11月～平成 19年 1月：モデルケースにおける建築計画、事業計画の検

討、地権者ヒアリング 

・平成 19年 2月～3月：事業スキームの検討、まとめ 
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②  町家活用型共同住宅パイロット事業（平成 25年度） 

 ＊実施主体：長浜まちづくり㈱/長浜市 

○ (３)①の調査を踏まえ、歴史ある地域独特の景観を形成する「町家」を現代の住

宅として再生しながら、新たな居住者を迎えるための検討を継続的に行う一方で、

長浜市においても、町家活用の新たな支援措置を創設しましたが、民間投資が進ん

でいないのが現状です。 

○ 長浜まちづくり㈱では、平成 23年度からインターネットサイトで空き家情報を扱

う「住宅再生バンク」を開設し、空き家のオーナーとまちなかへの転居を希望する

新たな住人双方から、情報掲載と問い合せを受け付けてきました。転居希望者によ

る問い合せは複数存在したものの、魅力的な空き家情報のストックが乏しいなどの

理由から、なかなかマッチングが図られていない状況です。 

○ このような状況を踏まえ、長浜まちづくり㈱及び長浜市は、空き町家の再稼働に

向けたより積極的な取組みとして、平成 25 年 4月から町家活用型共同住宅パイロッ

ト事業（住宅再生バンク実践プログラム）に着手し、空き町家の流動化に向けた取

り組みを進めています。 

・町家リノベーションビジネス先進事例等調査（プランニングおよび運営） 

・マーケティング調査（具体的ユーザーとなり得る層へのヒアリング等） 

・パイロット事業実施建物の実測調査 

・モデルプランの作成および事業性の検証 

・パイロット事業に関する実施計画の作成 
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③ 空き町家の維持管理と再稼働を促す仕組みづくり（平成 25年度） 

＊国土交通省：歴史的風致維持向上推進等調査 

  ＊実施主体：長浜まちづくり㈱ 

○ (３)②のとおり、情報サイトによるマッチングの実績が向上しない状況を踏まえ、

長浜まちづくり㈱では、パイロット事業と並行して、空き町家の維持管理と再稼働

を促す仕組みづくりに向けた調査事業を実施しています。 

○ 空き町家が不動産市場に流通しないまま放置される背景のひとつに、郊外に新た

な生活拠点を構えた方が、生まれ育った実家を相続等によって取得するといった不

在オーナーの増加が挙げられます。この場合、家財道具等が残されたまま放置され

ていることが多々あることから、オーナーは物件を貸しづらい状況にある一方で、

家屋を十分に管理できないことや、腐朽が進む事によって近隣に迷惑をかけること

が精神的負担となっているケースも少なくありません。 

○ 一方、新たに町家への居住を希望する候補者が、空き家の下見に訪れた場合に、

長年戸を閉め切ったままの暗く湿った建物内に、従前の家財道具が放置され、更に

腐朽が確認されることによって転居を躊躇するといったケースがあります。 

○ 本取り組みでは、長浜まちづくり㈱が、オーナーや住まい手の候補者に代わる第

三者として空き町家を維持管理する「風通し」を行いながら、新たにそこに暮らし

てみたいという方への「橋渡し」をすることによって、町家を現代の暮らしの器と

して再生するための試行的な取り組みを進めています。 

・空き町家等の実態調査（調査対象区域内空き町家の分布、所有状況等） 

・「風通し」の試行及び効果等の把握（風通しの実施およびオーナーへのアンケート

調査、下見会の実施および入居希望者へのアンケート調査） 

・風通しサービスの本格実施に向けた検討 

・現代の社会情勢等に対応する町家等の利用形態と必要となる改修方法の把握 

・現代の社会情勢等に対応する町家等の改修、運営事業のあり方検討 
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(４) 商業の活性化に関する取り組み 

① 市民ディベロッパー（まちづくり会社）による取り組み（平成元年度～） 

＊実施主体：㈱黒壁/㈱新長浜計画/神前西開発㈱ 

 不動産の所有と利用の分離の実践 

中心市街地では不動産所有権が細分化していることから、小規模不動産経営で再投

資が行われず、新たな利用の合意が進まないまま建物が老朽化し、空き家や空き店舗

が増加する傾向にあります。 

そこで、空き地や空き店舗の所有者から、市民ディベロッパー（まちづくり会社）

等の利用能力の高い者が、建物の利用権を一括で取得し、不動産の合同運用により、

地域のニーズ及び実情に応じたテナントミックス・リーシングを実践しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ㈱黒壁は、昭和 63 年に設立した後、平成元年から、１号館である黒壁ガラス館を

拠点に北国街道周辺の建物を、借家契約等によって利用権を集約化しながらガラスシ

ョップやレストラン等を整備し、継続的に運営してきました。 

○ ㈱新長浜計画は、平成８年に設立して以降、黒壁スクエア周辺において新たに空き

が出た町家の利用権を取得し、改修投資を行ったうえで地域ニーズを勘案しながら新

規出店者へ転貸するディベロッパー業務を担ってきました。 

○ 長浜市中心市街地活性化基本計画策定後（平成 21年）、㈱新長浜計画及び神前西開

発㈱は、特定民間中心市街地活性化事業計画の認定及び戦略的中心市街地商業等活性

化事業の支援を受けて、特定のエリア内における複数の町家に対し再投資と再稼働に

よるテナントミックス事業を行ってきました。 

○ 第１期計画に基づき実施された事業数 

・平成 21年：㈱新長浜計画 ７事業、神前西開発㈱ ３事業 

・平成 22年：㈱新長浜計画 ５事業、神前西開発㈱ １事業 

・平成 23年：神前西開発㈱ ２事業            

合   計：㈱新長浜計画 12事業、神前西開発㈱ ６事業 
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② 伝統的街並み景観を生かした商業観光ゾーンの創出 

＊実施主体：民間事業者/長浜市 

 商業観光パイロット推進事業（昭和 62年度～） 

○ 商店街組織によるアーケードの撤去や道路修景整備等の再生事業と連動して、伝

統的建築様式の建物が連たんする景観を再形成するため、個店のファサード整備事

業に対する助成制度を昭和 62年に創設しました。現在では、まちづくりファンドの

運用による住民まちづくり事業として引き継がれています。 

○ これまでに、約 70 店舗が当該制度を活用しています。結果、空き店舗が解消され、

面的な回遊性が生まれるとともに、パラペットにより損なわれていた町家の連続性

が蘇り、魅力ある商業空間が創出されています。 

 

 

                ⇒ 

 

 

 

 景観まちづくり事業（平成 19年度～） 

○ 長浜らしい良好な景観を、市民共通の財産として次代に引き継いでいくため、景

観法に基づく「長浜市景観まちづくり計画」を策定し、街並み景観の保全に取り組

んでいます。 

・平成 20年３月：長浜市景観まちづくり計画策定 

・平成 20年４月：長浜市景観条例公布 

・平成 20年９月：長浜市景観条例施行 

・平成 23年１月：長浜市景観まちづくり計画変更 

○ 中心市街地内の６つの通りを特定景観形成重点区域に指定し、建物の高さを制限

するとともに、一定の行為を行う場合には、通りごとの景観形成方針や色彩などの

基準に基づいた事業計画を事前に届け出るよう義務付けています。 

 図：特定景観形成重点区域図 
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③ 長浜中心市街地魅力発掘事業（平成 25年度） ＊参照：P36～P41 

＊経済産業省：中心市街地魅力発掘・創造支援事業費補助金 

 実施主体：長浜まちづくり㈱ 

「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 

  (５) 中心市街地に対する地域住民のニーズ 

  ②長浜まちなか魅力調査 

の中で、地域住民ニーズ調査の分析結果に基づいた、中心市街地の目指すべき方向

性について整理しています。 
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［２］都市計画との調和等 

(１) 長浜市基本構想との整合について（再掲） 

２度の市町合併により広くなった市域において、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

形成をめざすこととしています。 

施策の大綱(11)「住み良さを高めるまちづくり」のなかで、中心市街地は、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ることとしています。 

(２) 長浜市都市計画マスタープランとの整合について（再掲） 

 市域を12地域に区分し、地域別のまちづくり方針を定めています。そのうち中心市

街地は、「中心市街地生活圏」として位置づけられており、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すこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［３］その他の事項 

 


