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３．中心市街地の活性化の目標 

 

［１］中心市街地の活性化の目指すべき方向 

 今、長浜のまちづくりは成熟期に入っているとも言えます。博物館都市として成長

し、観光客をはじめとする来街者も、量ではなく質を高める方向に転換するなどの傾

向が見られます。しかしながら、まちづくりは、終わりのない取り組みであると言わ

れるように、対処的な取り組みではなく、長期的な視点に立ってまちのあり方を考え、

それに向かって永続的に取り組むことと考えます。また、まちづくりは、まちの文化

をつくることでもあるとも言えます。積み重ねられてきた文化の層に厚みを加え、街

を作りこんでいくプロセスをまちづくりと言っているようにも思われます。そのなか

で、人が楽しみながら、感動しながら、時には、喜怒哀楽が混ざり合って、別の次元

の街へと成長させているのかもしれません。 

 これまでから長浜のまちづくりは、人々の感性に訴え、見ていて良いものを、より

良いものに仕立て上げ、さらには住みたくなるようにすることを目指し、成熟した街

と人と文化を基礎にまちづくりが進んできました。 

 一方で、市民の居住地という視点で中心市街地を展望すると、必ずしも市民のライ

フスタイルに即した市街地形成が進んでいるとは言えず、地元住民の消費の受け皿と

しての機能低下や不十分な公共交通機能、居住人口の伸び悩みや高齢化の進展が危惧

されています。まちなかに住む人にとっては、過ぎたる観光地化は歓迎されるわけで

はなく、いわゆる買回り品の調達や日常生活に必要なサービスが容易に享受できるこ

とが、まちなかに住むことの最大の利点であることから、現在のライフスタイルに即

した多様な機能が整い、適度な居住機能とまちの文化の融合した姿が中心市街地に求

められると考えます。 

 また、急速に進行する少子高齢社会にあって、市街地の人口減少は、居住者の問題

だけではなく、地域コミュニティの根幹を為す人材不足を引き起こしており、まちの

後継者づくりは、非常に大切で、深刻な問題となります。 

 本市の市域全体から中心市街地を展望すると、近世城下町のルーツとしてその姿を

現代に色濃く留める中心市街地は、都市としての骨格がコンパクトに形成されており、

その上に、これまで多様な機能が集積されてきたことから、市域にある様々なモノや

コトを集約し、市域全体のまちづくりをけん引する可能性を持つ場であると言えます。 

 こうした中心市街地の状況を踏まえ、これからのまちづくりに求められるものは、

奇をてらった発想や理屈だけで考えるのではなく、本質を見誤らず常に貪欲に集客し、

新たな取り組みにチャレンジする精神と尽きることない情熱に、これまでのまちづく

りの経験に裏打ちされた英知を加え、真の意味で誰もが住みたくなるようにまちの魅

力を高め、次代へ継承すべきまちや地域を創造し、それに真摯に取り組める人材を育

成する取り組みを繰り返すことこそが、中心市街地の活性化のまちづくりの方向性で

あると考えます。 
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(１) 中心市街地活性化の基本コンセプト 

続・博物館都市 

～ 伝統と自然をくらしのなかに生かして美しく住む ～ 

～ 新たな文化創造に挑戦し進取の気性を継承する ～ 

 長浜のまちづくりは、昭和58年に長浜城の再興を契機に「長浜出世まつり」が開催

され、これを原点として、翌、昭和59年に策定されました博物館都市構想に依拠しな

がら、町衆と呼ぶにふさわしい市民によって主体的に取り組まれてきました。 

 博物館都市構想は、地域固有の資源や暮らしのなかで培われてきた文化や知恵を現

代に生かし、新しい文化を生み出し個性と魅力のあるまちづくりを進めていこうとす

るもので、この考え方は、長浜のまちづくりのなかに根付き、第１期計画においても

基本コンセプトを博物館都市構想ステージⅡとしていました。 

 博物館都市構想の策定から30年が経過する現在、本計画においても、まちづくりの

基本的な考え方として、博物館都市構想を大切にし、まちづくりの原点を再確認する

とともに、広範になった市域のなかで、中心市街地のあり方を考え、「続・博物館都市

～伝統と自然をくらしのなかに生かして美しく住む～、～新たな文化創造に挑戦し進

取の気性を継承する～」を本計画の基本的な考え方とします。 

(２) 中心市街地の活性化に向けた基本的な取り組み方針 

これまでのまちづくりの取り組みとして、博物館都市構想の考え方を具現化し、歴

史的建造物や町家を活用したオールドタウンの再生、独自のミュージアムづくりをハ

ードソフトの両面から進めるとともに、都市景観やアメニティづくり、個性あるイベ

ントを展開し、今日、中心市街地へ多くの来街者を呼び込むこととなりました。 

 このような博物館都市構想の理念を体現化する取り組みは、今なお、継続しており、

第１期計画においても、町家ホテルの整備、ガラスを地域資源に発展させるコンペテ

ィションとその作品をまちなかに配置する取り組み、やわた夢生小路の整備など、様々

な取り組みが展開されています。 

 こうした取り組みとあわせて、新市庁舎の整備や駅前再開発事業の展開は、滋賀県

北部の中心都市としての拠点性を維持しつつ、中心市街地への求心力を高める大きな

動きとなっています。 

 今後、さらに、まちの活力を高めていくために、第１期計画における取り組みの検

証や中心市街地の現状と課題から、中心市街地の活性化に必要な視点として導き出さ

れた、「まちの活力」、「賑わいと交流」、「まちなか居住」の三つをもとに、次のとおり

基本方針を定めることとし、これにより中心市街地の活性化に向けた新たな取り組み

を進めることとします。 
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＜基本方針１＞活力とにぎわいに満ちたまちづくり 

 多様な都市機能、魅力ある商業集積や都市的な居住環境の整備が誘導されるよう、

長浜のまちの玄関口となるＪＲ長浜駅前の都市機能の再構築に取り組みます。これに

より、駅前と中心商店街が連動するとともに、市域全体の資源を中心市街地で資産化

する取り組みや、市街地内の移動手段の確保など、新たな試みを展開し、駅周辺がタ

ーミナル拠点として都市の求心性が高まるよう、活力とにぎわいに満ちた中心市街地

の再構築を進めます。 

 

＜基本方針２＞多様な人々を迎え入れ活発な交流が生まれるまちづくり 

 長浜のまちにおいては、観光入込が中心市街地の商業構造を形成する重要な要素と

なっていることから、来街者を確保し、宿泊者が増加するよう、長浜の歴史や、これ

まで築いてきたまちのストックを活用した魅力ある観光イベントの開催、夜間のにぎ

わいの創出など、中心市街地のさらなる魅力づくりを展開するとともに、高品質な旅

行商品の造成など、滞在型観光施策を促進し、多様な人々を迎え入れ活発な交流が生

まれる中心市街地づくりを進めます。 

 

＜基本方針３＞誰もが住みたくなるまちづくり 

 市街地のにぎわいと活力を維持させるため、地域生活者の確保と定住化対策を推進

します。このため、ＪＲ長浜駅前の低・未利用地の有効活用や老朽化した商業ビルの

建て替えなどによる集合住宅などの整備を促進するとともに、長浜のまちなみを構成

する重要な要素となっている町家を活かした居住環境の整備や空き町家が流動化する

仕組みづくりに取り組みます。また、市街地における公共・公益機能の拡充や多様な

都市サービスの提供に努めるなど、誰もが住みたくなる中心市街地の形成を推進しま

す。 

［２］計画期間 

計画期間は、平成 26 年４月から平成 32年３月までの６年間とします。 
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［３］目標指標の設定の考え方 

(１) 全体的な目標指標の考え方 

 本計画は、第１期計画の基本的な枠組みを踏襲しつつ、その効果を伸長させること

を主眼として策定していることから、目標指標についても、第１期計画の考え方を踏

まえ、ほぼ同様の考え方で設定することとします。 

(２) 目標指標設定の考え方 

＜基本方針１＞ 活力とにぎわいに満ちたまちづくりに関する指標 

目標① 活発に人が行き交うまちの実現 

 第１期計画では、観光客、来街者、居住者を問わず、歩行者・自転車通行量の総量

をまちのにぎわいを表す指標としており、計画期間中の大型イベントによって目標は

達成されたものの、各年度により変動が大きくなっていました。 

 このため、本計画においては、観光客による賑わいを維持する一方で、地域生活者

の来訪機会を増加させる取り組みを進めることから、目標指標は、第１期計画に引き

続き、 歩行者・自転車通行量 の総量を設定することとし、地域ニーズに基づく事業

を実施する事業箇所付近に目標指標の調査地点を増やすこととします。 

＜基本方針２＞多様な人々を迎え入れ活発な交流が生まれるまちづくりに関する指標 

目標② 新たな交流を生み出すまちの実現 

 本市では、これまでから、日帰り観光から宿泊滞在型観光への転換を推進し、第１

期計画では、その受け皿となる宿泊施設の整備が主要な事業となっていたこともあっ

て、宿泊客数を目標指標として設定し、目標は達成されたものの、情報発信力の拡大

に有効な施策を講じることができなかったことから、効果の発現が不十分でした。 

 また、宿泊滞在型観光は、地域経済への波及効果が高く、中心市街地の魅力づくり

や活力維持に連動することを踏まえ、本計画においては、第１期計画において実施し

たハード整備による効果を伸長させるため、ソフト事業を積極的に展開することで宿

泊滞在型観光をさらに推進することから、第１期計画と同様、 宿泊者数 を目標指標

として設定します。 

＜基本方針３＞誰もが住みたくなるまちづくりに関する指標 

目標③ 暮らしやすいまちの実現 

 第１期計画では、公共公益機能の整備は一定進んだものの、住宅施策は経済情勢に

よって計画事業が予定どおり進捗しなかったこともあって、目標基準時点よりも約

７％も人口が減少し、目標達成は極めて困難な状況になっています。 

 このため、本計画では、第１期計画に引き続き市街地の居住者対策に取り組むこと

とし、目標指標は、第１期計画の考え方を基本としつつ、コンパクトなまちづくりを

推進する観点に基づき、人口集積割合を適正に把握できる 市全体に占める中心市街地

の居住人口の割合 を設定します。 
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［４］具体的な目標数値の考え方 

(１) 活力とにぎわいに満ちたまちづくりに関する指標 

 目標① 活発に人が行き交うまちの実現 

   【指標】歩行者・自転車通行量  

＊11地点合計（平日・休日各１日調査合計値 /２) 

 

【現状数値】 

３５，０１８人/日 

(平成 24 年）  

【目標数値】 

３６，８００人/日 

(平成 31 年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1 目標数値設定の考え方（平成 26年３月作成時） 

平成 16 年から平成 24 年までの７地点集計実績値（※下記年は特異値のため除く）

より近似式（累乗近似）を求めると、y＝35337ｘ-0.109 となる。この近似式により、何

も対策を講じない場合の平成 30年の歩行者・自転車通行量を推計すると 26,503人/日

となります。これを第２期計画の基準値として新たに設定する 11 地点（４地点追加）

で計算すると 34,334 人/日 となります。 

第２期計画においては、市街地再開発事業による商業・サービス機能の更新及び共

同住宅の整備によって、地域住民及び観光客による賑わいの創出を基本的な考え方と

して、目標数値を設定することとします。 

※平成 17 年：愛・地球博による減少、平成 18 年：一豊・千代博による増加、平成 21 年：新型インフ

ルエンザの流行による減少、平成 23年：江・浅井三姉妹博による増加 
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 第１期計画からの変更点（調査地点の見直し） 

第１期計画では、エリア内に設けている 30 調査地点のうち、７地点をピックアップ

し、その合計値を用いて効果を検証してきました。第２期計画においては、基幹事業

による賑わい創出の効果をより適正に測定するため、事業箇所付近の４地点を加え、

計 11の調査地点を設定し、事業の効果を検証することとします。 

 図：調査地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表：歩行者・自転車通行量の推移 ＊資料：長浜商工会議所調査 

調査地点 H21 H22 H23 H24 

1 おおの履物店  1,935 2,584 4,039 3,095 

2 布工房 DEN  1,983 2,356 3,074 2,492 

3 宇根屋  1,621 2,594 2,866 2,266 

4 金屋公園  3,213 3,362 4,384 2,919 

5 宮尾商店  1,618 3,116 4,730 3,326 

6 黒壁ガラス体験工房  2,903 4,265 5,514 4,708 

7 くり原  6,871 9,147 14,230 8,225 

8 曳山博物館 追加 2,147 3,016 6,760 2,975 

9 平和堂 追加 1,249 1,534 1,823 2,621 

10 駅前交番 追加 926 1,294 2,456 1,761 

11 ヤマハ 追加 685 711 772 630 

 

  １期計画７地点 

２期計画追加４地点 

  ２期基幹事業箇所 
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 事業による想定効果 

○ 4-1：長浜駅南地区第一種市街地再開発事業による増分  314人/日  

 ＊当該事業によって、最寄品等を扱うコミュニティ商業施設が整備されることから、主に近隣住民

が施設を利用されると想定し、事業効果を推計しています。 

  ・6,000世帯※１×25％※２×2/7回※３×73.3％※３×⑪地点を１回通過 

    ※１：事業地の半径１km圏の世帯数 

    ※２：マーケットシェア 

（SMの成立出店基準：半径１km圏・世帯数 5,000世帯以上⇒20～30％のシェア獲得が必要） 

    ※３：施設への来訪頻度・回答割合 ＊参照：P26「中心市街地への訪問頻度【地域別】」 

 

 ○ 4-2：長浜駅東地区第一種市街地再開発事業による増分  1,343人/日  

  ＊当該事業によって、湖北・長浜の魅力を発信するライフスタイルショップを核とした商業交流空

間が整備されることから、これらに比較的関心が高いと思われる市内在住の 25-59 歳（女性）及び

観光客のうち３回以上来訪されているリピーターが施設を利用されると想定し、事業効果を推計し

ています。 

  ・1,430人※１×2/31 回※２×79.8％※２×⑨地点を１回通過＝74人 

  ・1,730千人※３×26％※４×47％※５÷365 日×⑨地点を１回通過＝579人 

    ・1,730千人※３×72％※６×47％※５×43％※７÷365日×⑨地点を１回通過＝690人 

    ※１：新施設への流入予測人口 ＊参照：P69「新施設への流入予測人口」 
※２：施設への来訪頻度・回答割合 ＊参照：P25「中心市街地への訪問頻度」 

    ※３：黒壁スクエアへの年間来訪者（H24実績）＊参照：P13「㈱黒壁の売上高・来街者数」 

    ※４：観光客に占める JR利用での来訪割合 ＊参照：P74「長浜市の観光特性 H23」 

    ※５：観光客に占めるリピーター（３回以上来訪）の割合 ＊参照：P74「長浜市の観光特性 H23」 
    ※６：観光客に占める JR以外の交通手段での来訪割合 ＊参照：P74「長浜市の観光特性 H23」 

    ※７：観光客に占める個人旅行者（家族を除く）の割合 ＊参照：P74「長浜市の観光特性 H23」 

 表：新施設への流入予測人口 ＊資料：平成 25年３月 31 日時点住民基本台帳人口 

地域名 人口 
25-59 歳 

女性人口 

流入割合※１ 

(身廻雑貨類) 

小売店の 

顧客吸引率※２ 
流入予測人口 

長浜地域 62,270 13,877 78.4 8.52 927 

浅井地域 13,537 2,853 68.3 8.52 166 

びわ地域 7,252 1,501 58.1 8.52 74 

虎姫地域 5,387 1,136 59.7 8.52 58 

湖北地域 9,022 1,821 45.8 8.52 71 

高月地域 10,119 2,071 34.9 8.52 62 

木之本地域 7,836 1,512 31.7 8.52 41 

余呉地域 3,512 636 29.7 8.52 16 

西浅井地域 4,400 873 21.4 8.52 16 

合計 123,335 26,280 - - 1,430 

※１：[流入割合]H18 県消費購買動向調査数値を基に国勢調査(H17→H22)の昼間人口増減率により補正 

※２：[顧客吸引率]H18県消費購買動向調査数値を基に H11以降の売り場面積の増加に伴う顧客吸引率 

の減少トレンド(H11→H24)により補正 
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 ○ 6-1：長浜駅北地区整備事業による増分  268人/日  

  ・48戸※１×2.79 人※２×⑩地点を２回通過 

    ※１：供給住戸数 ＊参照：P79 

    ※２：１世帯あたり人口（H25.3.31 時点住民基本台帳 123,335 人/44,275 世帯） 

 

 ○ 6-2：（仮称）元浜町 13番街区第一種市街地再開発事業による増分  558人/日  

  ・100戸※１×2.79 人※２×⑧地点を２回通過 
    ※１：供給住戸数 ＊参照：P79 

    ※２：１世帯あたり人口（H25.3.31 時点住民基本台帳 123,335 人/44,275 世帯） 

 

 ○ 7-12：長浜浪漫パスポート事業による増分  45人/日  

  ・5,423人※１÷365 日×①・⑦・⑧地点を各１回通過 
    ※１：長濱浪漫パスポート事業による観光客純増数 ＊参照：P75 

 

 平成 30年見込み 

以上の効果により、平成 30年における歩行者・自転車通行量は 36,862人/日となり、

数値目標 36,800人/日を達成することができる見込みです。 

【対策なし推計値】 

３４，３３４人/日 

(平成 30 年) 
＋ 

【事業効果】 

２，５２８人/日 

 
＝ 

【想定値】 

３６，８６２人/日 

(平成 30 年) 

①-2 平成 30 年 11月変更における状況 

歩行者・自転車通行量は、各事業の完了や黒壁スクエアへの来街者数の増加傾向に伴

い、近年増加傾向にありますが、平成 29年度定期フォローアップおいては、基準年（平

成 24年）の数値を下回る 34,553人/日となりました。 

要因としては、「長浜駅北地区整備事業（供給予定戸数 48戸から 93戸へ変更）」、「元

浜町 13 番街区第一種市街地再開発事業（供給予定戸数 100 戸から 42 戸へ変更）」の２

つの主要事業の遅れや「長浜駅東地区第一種市街地再開発事業」に関連する「公共歩廊

整備事業」が調査時点において未完了であったことにより、当初想定していた賑わいの

創出ができていないことによるものと考えられます。 

こうした中、計画期間を 1年延長することで、「長浜駅北地区整備事業」、「元浜町 13

番街区第一種市街地再開発事業」や当初から平成 31 年に完了する予定であった「産業

文化交流拠点整備事業」の効果が、計画期間内に発現することが見込まれます。 

「産業文化交流拠点整備事業」の効果として、整備される図書館やまちづくりセンタ

ーなど多機能型の拠点が中心市街地の新たな賑わい創出の東の核となり、これまで実施

してきた、「長浜駅南地区第一種市街地再開発事業」、「長浜駅東地区第一種市街地再開

発事業」など駅周辺整備事業による西の核との両輪により、中心市街地全体の賑わいが

創出され、通行量の増加が見込めます。 
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また、これまでに完了したハード事業の効果を最大限発現させるため、駅周辺エリア

マネジメント事業を追加することで、駅前空間の新たな賑わいを創出し、さらなる通行

量の増加を図ります。 

以上のことを踏まえ、歩行者・自転車通行量について、1 年延長後の目標数値は、当

初の計画通り 36,800人/日に据え置いて、その達成を目指すこととします。 

 

② フォローアップの考え方 

計画期間の毎年度、長浜商工会議所が 10月に実施している歩行者・自転車通行量調

査により最新の数値を把握し、目標の達成状況を確認します。また、予定事業の進捗

等を踏まえ、目標達成の見通しについて検証を行い、状況に応じて必要な措置を講じ

るものとします。 

  なお、計画期間最終年度の最終フォローアップでは、平成 31 年 10 月に実施予定の

歩行者・自転車通行量調査において、計画期間中に完了する事業の全てについての効果

の発現が確認できないと想定されることから、計画期間終了後の平成 32 年度以降も必

要に応じて調査を実施することで、事業効果の発現状況を把握するとともに、当該調査

結果を活用し、引き続き活発に人が行き交うまちの実現に向けた取組を検討するものと

します。 

 

 

  【参考指標】ライフスタイルショップの新規出店数  

＊中心７商店街※への新規出店数 
※：ゆう壱番街、大手門通り、ながはま御坊表参道、博物館通り、巴瑠夢大路、やわた夢生小路、

北国街道 

  

  【現状数値】 

 ２店 

  (平成 19～25 年合計)  

【目標数値】 

５店 

(平成 26～30 年合計) 

 

中心商店街においては、この７年間で、42 の新たな投資が生まれ、空き店舗が活用

されるとともに、商店街の新陳代謝が図られてきました。 

一方で、業績の悪化や経営者の高齢化といった理由で、年間で約２％の店舗が空き

店舗化しており、結果、中心市街地には依然として 23 の空き店舗＊参照：P14 が存在して

います。さらに、商工会議所が行った既存店舗へのヒアリング調査からは、後継者が

いないといった理由から、将来的には店を閉めると考えている店舗が 13店存在するこ

とが確認され、既存空き店舗のほか、見えない空き店舗に対する取り組みが求められ

ています。 

これらを踏まえ、第２期計画においては、空き店舗の流動化に向けた取り組みを加

速させる一方で、若者等が中心市街地においてチャレンジできる場（仕組み）を創出

する取り組みを進めます。 
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その中では、基本コンセプトの「伝統と自然を暮らしのなかに生かして美しく住む

及び新たな文化創造に挑戦し進取の気性を継承する」やマーケット（地域）ニーズに

即した店舗の参入を促し、中心商店街の新陳代謝を促進することを基本的な考え方と

し、地域内需要を掘り起こし、地域内取り引きを拡大することを将来的に目指すこと

とします。これらの取り組みの進捗状況及び効果を測る指標として ライフスタイルシ

ョップ※の新規出店数 を独自に設定します。 

 図：中心７商店街への新規出店状況 ＊資料：長浜商工会議所調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 空き店舗活用及び新規出店の誘導に関する事業 

○ 7- 4：ライフスタイルブランド化推進事業 

○ 7- 5：空き店舗対策事業 

○ 7- 6：商店街起業サポート事業 

○ 7- 7：魅力ある商店づくり推進事業 

○ 7- 8：ショップバンク事業 

○ 7-25：住民参加型まちづくり事業 

 
※ライフスタイルショップ：ライフスタイル提案型の小売業態店舗及び飲食店。地域生活者を対象に、

日々の暮らしが楽しくなる出逢いやきっかけを提案・提供する店舗。取り扱うものは、地域で育まれた

素材等を生かし、それらに付加価値を与え、地域ならではのライフスタイル素材として再構築したもの。   

単にモノを売る・提供するだけではなく、楽しく暮らすためのヒントが得られる学びの機会、より豊か

な時間を過ごすことができる空間を備えた長浜版コンセプトショップ。 
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(２) 多様な人々を迎え入れ活発な交流が生まれるまちづくりに関する指標 

 目標② 新たな交流を生み出すまちの実現 

   【指標】宿泊者数  

＊１～12月の宿泊者数 

  

  【現状数値】 

 ４１０，０００人/年 

  (平成 24 年)  

【目標数値】 

４２０，０００人/年 

(平成 31 年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1 目標数値設定の考え方（平成 26年 3月作成時） 

宿泊者数は、第１期事業効果の発現により、第１期計画の基準値としている平成 19

年と比較すると約 10％増加しています。これは中心市街地に宿泊施設が新設されたこ

とに加えて、大河ドラマの放映に合わせて大型イベントを開催するなどソフト事業を

効果的に実施した結果です。今後、何も対策を講じない場合は、第１期計画前の宿泊

者数水準に、第１期計画により整備された宿泊施設による増加分をプラスした数値と

なることが予測されます。これを基に平成 30 年の宿泊者数を推計すると 404,067 人 

（H18-H20平均値 378,767 人＋新設宿泊施設効果 25,300人）となります。 

第２期計画においては、宿泊客の直接的な増加要因となり得る施設整備事業はない

ものの、地域の強みを伸ばし、弱みを改善するソフト事業を実施することにより、更

なる集客を図ることを基本的な考え方とし、目標数値を設定することとします。 

 

 

 

 



 74 

 

 第１期計画からの変更点（調査対象の見直し） 

第１期計画では、２度目の市町合併（H22.1.1）以前の市域にある宿泊施設を調査の

対象とし、その合計値を用いて効果を検証してきましたが、第２期計画おいては、現

市域内の宿泊施設を調査対象とし、事業の効果を検証することとします。 

※平成 23 年に実施した宿泊旅行者へのアンケート調査において、今回の旅行の立ち寄り先を問いかけ

た（N=548）ところ、中心市街地にある観光施設に立ち寄ったという回答が 942（複数回答可）あり、１

グループあたり 1.7施設に立ち寄った後に宿泊施設に向かって（宿泊翌日に観光なら次の目的地に向か

って）いることが明らかとなりました。このことから、中心市街地区域内の宿泊施設に限らず、すべて

の宿泊施設を調査対象としても中心市街地の活性化効果が適正に測定できると見込めるため。 

 表：長浜市の観光特性 ＊資料：市観光動態調査 

 H17 H18 H20 H23 

サンプル数 

（件） 

日帰り 1,297 1,316 621 3,074 

宿泊 452 351 118 564 

来訪者の居住地 

（％） 

関西 49 43 41 51 

中部 34 37 39 26 

北陸 6 9 6 5 

関東 5 5 6 9 

性別 

（％） 

男 49 52 46 49 

女 51 48 54 51 

年齢 

（％） 

10-20 代 13 13 14 10 

30-40 代 31 30 31 31 

50 代以上 56 57 55 59 

旅行形態 

（％） 

夫婦・恋人 30 26 30 26 

家族 28 25 21 33 

友人・知人 25 23 24 17 

団体 7 20 20 15 

交通手段 

（％） 

鉄道 28 20 32 26 

自動車 56 49 49 52 

観光バス 16 31 19 20 

来訪回数 

（％） 

はじめて 41 48 46 36 

２回目 24 20 19 17 

３回目 13 13 11 12 

４回目 3 5 5 5 

５回以上 19 14 18 30 

日帰り客の平均立寄り回数（回） 2.2 2.4 2.1 3.3 

観光消費額 

（円） 

日帰り 4,668 5,234 4,158 4,723 

宿泊 24,296 22,226 21,992 22,757 
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 強みを伸ばす事業による想定効果 

○ 7-12：長浜浪漫パスポート事業による増分  5,423人/年  

市全体の観光入込客数に占めるリピーターの割合は 64％で、このうち来訪回数が５

回以上のヘビーリピーターは 30％であり、本市の特性としてリピート率が高いという

ことが言えます。リピート率は２回目が 17％で、３回目が 12％、４回目が５％と徐々

に低下しているものの、５回以上は 30％と増加し、２回目・３回目訪問者の合計値と

ほぼ同じ率となっています。このことから、２回目の訪問時に旅行者に与える印象が

非常に重要で、そこで良い印象を与えた場合は、来訪回数が５回以上のヘビーリピー

ターとなっていることが推測されます。 

そこで、リピート２回目の旅行者をターゲットとした取り組みとして、観光施設、

飲食施設や商業施設等の観光インフラが整っている中心市街地の特性を生かし、まち

歩きを楽しみながら気軽に観光施設に立ち寄っていただくことを目的に、お得感のあ

る周遊パスポートを発行することで、まちなか観光における回遊率の向上、滞在時間

の延長を促進し、日帰りから宿泊型観光への転換を図ります。 

・3,189,762人※１×17％※２×1％※３
 

※１：実日帰り観光客数（H24延べ日帰り観光客数 6,698,500 人/平均立寄り回数 2.1回） 

    ※２：観光客に占めるリピーター（２回目）の割合 ＊参照：P74「長浜市の観光特性 H23」 

※３：パスポート購入者の割合（目標） 

 

○ 7-9：体験型観光推進事業による増分  5,437人/年  

次に、まち歩きを一定程度経験されている訪問回数が３～４回のリピーターをター

ゲットとし、ヘビーリピーター化する取り組みとして、長浜に宿泊することによって、

地域ならではの希少な体験が可能となるオプショナルツアーを造成することで、日帰

りから宿泊型観光への転換を図ります。 

・3,189,762人※１×17％※２×1.5％※３÷365 日×244日※４
 

    ※１：実日帰り観光客数（H24 延べ日帰り観光客数 6,698,500 人/平均立寄り回数 2.1 回） 

    ※２：観光客に占めるリピーター（3-4 回以上来訪）の割合＊参照：P74「長浜市の観光特性 H23」 

※３：体験型観光利用者の割合（目標） 

    ※４：ツアーの催行可能日数（4-11月）  

 

 当該事業に関連して実施する事業 

○ 7-17：CLUBナガハマ推進事業 

○ 7-18：語り部ガイド養成事業 

○ 7-19：ランチクーポン事業 
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 弱みを改善する事業による想定効果 

○ 7-13：盆梅展魅力強化事業による増分  2,742人/年  

市内宿泊施設の年間客室稼働率（56.6％）は、滋賀県平均（47.8％）を大幅に上回

り、全国平均（56.4％）とほぼ同じ数値を示しています。しかし、冬季（１～３月）

の閑散期における稼働率（51.8％）は、全国平均（60.3％）よりも 8.5ポイントも低

い数値を示していることから、冬季における集客力が本市の弱みと言える一方で、更

なる集客が見込める伸びしろとも言えます。この期間には、地域資源（盆梅）を生か

したイベントを開催し、会期の２か月間で 70,000 人以上を集客しているものの、平

成 24 年は入館者数が大幅に減少しています。第２期計画においては、イベントの内

容及びＰＲ活動を強化し、平成 21～23 年平均並みの入館者を確保することで、閑散

期における宿泊旅行者の誘客を図ります。 

・（73,329人※１－48,404 人）×11％※３
 

    ※１：盆梅展入館者数（H21-23平均） 

  ※２：盆梅展入館者数（H24 実績） 

※３：観光客に占める宿泊旅行者の割合 

＊410,000 人/3,599,762 人（日帰り 3,189,762 人＋宿泊 410,000 人） 

 図：市内宿泊施設の客室稼働率（平成 24年） ＊資料：宿泊旅行統計調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表：長浜盆梅展の入館者数の推移 ＊資料：観光入込客統計調査 

 H21 H22 H23 
H21-H23 

平均  
H24 

入館者数（人） 73,428 74,153 72,406 73,329 48,404 
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○ 7-11：ライフスタイルツーリズム事業による増分  3,574人/年  

本市に訪れる観光客に占める関東地域からの観光客の割合は９％であり、日帰り観

光圏からの訪問が中心で、宿泊圏内に対する集客力が弱いことが伺えます。しかし、

第１期計画において整備した、町家体験型宿泊施設を利用した宿泊者の居住地（出発

地）を調査したところ、関東地域が 15.4％を占めていることや、本市ならではの歴史

文化資産を活用した観光施設（北国街道安藤家）の入館者に占める関東地域の割合が

20％を超えていることから、普段は都心で暮らしている方が地方に訪れ、その土地な

らではの文化や生活・食等を体感したいというニーズが潜在的にあることが伺えま

す。このことから、ニーズに対応した旅行商品を造成し、新たな顧客層を掘り起こす

ことで宿泊旅行者の増加を図ります。 

  ・17グループ※１×3.60人※２×365日×16％※３
 

    ※１：１日あたりの受入キャパシティ（中心市街地内の町家ゲストハウス部屋数） 

    ※２：１室あたりの宿泊者数（H24町家ゲストハウス利用平均値） 

※３：ツアー稼働率  

＊当該事業により、町家ゲストハウスの客室稼働率が、現在の 19.5％から、全国平均（宿

泊施設タイプ別：旅館）の 35.5％まで上昇すると仮定した場合における増加分 

 表：町家ゲストハウス利用者の居住地分布（H24 N=2,258） 

居住地 通常 町家施設 

関西 51％ 51.8％ 

中部 26％ 22.0％ 

北陸 5％ 4.0％ 

関東 9％ 15.4％ 

その他 9％ 6.9％ 

 当該事業に関連して実施する事業 

○ 7-20：観光キャンペーン推進事業 

○ 7-21：インバウンド事業 

 平成 30年見込み 

以上の効果により、平成 30 年における宿泊者数は 421,243 人/年となり、数値目標

420,000人/年を達成することができる見込みです。 

【対策なし推計値】 

４０４，０６７人/年 

(平成 30 年) 
＋ 

【事業効果】 

１７，１７６人/年 

 
＝ 

【想定値】 

４２１，２４３人/年 

(平成 30 年) 

①-2 平成 30 年 11月変更における状況 

宿泊者数に関する平成 29年度定期フォローアップにおいては、427,200人と目標数

値を上回っており、想定効果の積算に記載される事業や当該事業に関連して実施する

事業の効果により、第２期計画開始以降、目標数値を達成している状況です。 

また、基準年（平成 24年）の客室稼働率（観光庁：宿泊旅行統計調査）56.6％に比
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べ、平成 27 年から平成 29 年の 3 か年の客室稼働率は、59.5％と上昇していることか

らも、事業効果の発現が見受けられます。 

しかしながら、当初伸び代であると想定していた 1月～2月の客室稼働率は、基準年

（平成 24 年）の 49.3％に比べ平成 27 年から平成 29 年の 3 か年の平均が 46.3％と減

少  しており、あわせて、宿泊者数が一律に増加傾向とは言えない状況です。 

このことから、引き続き、来訪者の満足度を高めるソフト面の充実を図り、幅広い

顧客層を獲得するための事業を継続して実施することで、目標数値の達成に努めるこ

ととします。  

以上のことを踏まえ、平成 31 年度の目標数値は、当初の計画通り 420,000 人/日に

据え置きます。 

 

② フォローアップの考え方 

計画期間の毎年度、市が実施している観光入込客数統計調査により最新の数値を把

握し、目標の達成状況を確認します。また、予定事業の進捗等を踏まえ、目標達成の

見通しについて検証を行い、状況に応じて必要な措置を講じるものとします。 

なお、計画期間終了後の平成 32年度以降も必要に応じて事業効果の発現状況を把握

するとともに、当該調査結果を活用し、引き続き新たな交流を生み出すまちの実現に

向けた取組を検討するものとします。 

 

(３) 誰もが住みたくなるまちづくりに関する指標 

 目標③ 暮らしやすいまちの実現 

  【指標】市全体に占める中心市街地の居住人口の割合  

＊３月 31日時点の住民基本台帳人口 

【現状数値】 

８．０４％ 

（平成 25 年３月末） 

 【目標数値】 

８．１７％ 

（平成 32 年３月末） 
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①-1 目標数値設定の考え方（平成 26年３月作成時） 

平成 18年から平成 24年までの実績値より近似式（線形近似）を求めると、y＝-154.89ｘ

＋11042となります。この近似式により平成 30年の中心市街地の居住人口を推計する

と 9,183 人となります。また、同じく実績値より中心市街地以外の居住人口の近似式

（線形近似）を求めると、y＝-538.18ｘ+117657 となり、平成 30 年の数値を推計する

と 111,199人となります。よって、何も対策を講じない場合の平成 30年の市全体に占

める中心市街地の居住人口の割合は 7.63％ となります。 

第２期計画においては、更新が必要な街区における集合住宅の整備及び地域の特色

を生かした町家活用型まちなか居住推進事業により住環境の整備を行いつつ、生活サ

ービス機能を強化することにより、居住人口を増加させることを基本的な考え方とし、

目標数値を設定することとします。 

 

 第１期計画からの変更点（測定手法の見直し） 

第１期計画では、中心市街地の居住人口を効果の測定基準としてきました。第２期

計画においても、居住人口を効果の測定基準とすることに変わりはないものの、事業

効果をより適正に把握するため、測定手法を市全体に占める中心市街地の居住人口の

割合に改めることとします。 

※人口減少が全国的な傾向としてある中で、本市においても、人口動態が平成 20 年以降は社会・自然

動態ともにマイナスに転じ、人口減少が進行しています。爆発的な人口増加が今後も望めない中、コン

パクトシティの考え方に基づき、都市機能等を中心市街地に集積し、生活の場としての利便性を高めつ

つ、現在の人口集積（密度）を維持することに主眼を置いた持続可能なまちづくりを進めることが必要

であり、その効果を測るには、人口集積割合が適当と考えられるため。 

 

 事業による想定効果 

 ○ 6-1：長浜駅北地区整備事業による増分  134人  

  ＊敷地面積：約 1,500 ㎡ 用途地域：商業 建ペイ率：80％ 容積率：600％ 

  ・48戸※１×2.79 人※２ 

○ 6-2：（仮称）元浜町 13番街区第一種市街地再開発事業による増分  279人  

  ＊敷地面積：約 2,100㎡ 用途地域：商業 建ペイ率：80％ 容積率：400％ 

  ・100戸※３×2.79 人※２ 

○ 6-6：町家活用型まちなか居住推進事業による増分  30人  

  ・６棟※４×５部屋※５×１人（１室あたり定員） 

○ 6-3：まちなか居住推進事業（住宅建築助成）による増分  155 人  

  ・42戸※６×3.69 人※７ 

○ 6-4：まちなか居住推進事業（空き家再生促進助成）による増分  33人  

  ・12戸※８×2.79 人※２ 
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○ 6-5：まちなか居住推進事業（共同住宅建築助成）による増分  84人  

・10戸※９×３棟※10×2.79人※２
 

    ※１：1,500 ㎡×80％×4F（規模：6F 住居部分：3-6F）×80％（共用部分除く）÷80㎡（3LDK） 

    ※２：１世帯あたり人口（H25.3.31 時点住民基本台帳 123,335 人/44,275 世帯） 

※３：2,100 ㎡×80％×6F（規模：8F 住居部分：3-8F）×80％（共用部分除く）÷80㎡（3LDK） 

    ※４：１棟/年（目標）×６年（H25-30） 

    ※５：ながはま住宅再生バンク登録物件（延床 100㎡以上）平均 

    ※６：７戸/年（助成制度活用実績）×６年（H25-30） 

       ※７：助成制度活用実績（増加人数 48人/認定件数 13件） 

    ※８：２戸/年（目標）×６年（H25-30） 

    ※９：中心市街地共同住宅供給事業補助要件（10戸以上） 

※10：0.5棟/年（助成制度活用実績）×６年（H25-30） 

 

 生活サービス機能の強化に関する事業 

○ 4-1：長浜駅南地区第一種市街地再開発事業 

○ 4-2：長浜駅東地区第一種市街地再開発事業 

○ 5-2：産業文化交流拠点整備事業 

○ 5-3：公共空間活用事業 

○ 5-5：地域密着型サービス施設整備事業 

○ 5-6：保育所等施設整備事業 

○ 8-1：中心市街地循環バス運行事業 

 

 平成 30年見込み 

以上の効果により、平成 30年における市全体に占める中心市街地の居住人口の割合

は 8.17％となり、数値目標を達成することができる見込みです。 

【対策なし推計値】 

7．６３％ 

市全体  120,382 人 

中心市街地  9,183 人 

(平成 30 年) 

＋ 

【事業効果】 

７１５人増加 

 ＝ 

【想定値】 

８．１７％ 

市全体  121,097 人 

中心市街地  9,898 人 

(平成 30 年) 

 

①-2 平成 30年 11月変更における状況 

市全体に占める中心市街地の居住人口割合に関する調査実態として、平成 27年以降

一定して減少傾向にあり、平成 29年度定期フォローアップにおいては、7.82％と基準

年（平成 24年）の数値を下回る状況です。 

減少の要因を分析すると、平成 25年以降の市全体の人口動態（滋賀県：推計人口年

報）「社会減数：自然減数＝6:4」に比べ中心市街地の人口動態は「社会減数：自然減

数＝5:5」となっており、市全体に比べ、中心市街地の高齢化率が高いために、自然減

数が増加していると考えられます。そのため、居住人口の割合を増加させるには若者
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世代や子育て世代を中心として、居住を推進するための住宅供給や住環境の整備が必

要になってきます。 

こうした中、計画期間を 1 年延長することで、当初の計画より事業に遅れが生じて

いる「長浜駅北地区整備事業（供給予定戸数 48 戸から 93 戸へ変更）」、「元浜町 13 番

街区第一種市街地再開発事業（供給予定戸数 100 戸から 42 戸へ変更）」が完了し大規

模な住宅の供給が行われることや当初から平成 31年に完了する予定であった「産業文

化交流拠点整備事業」の効果が、計画期間内に発現し、生活サービス機能が強化され

ることで、さらなる居住人口の増加が見込めます。 

また、空き家の再活用及び地域コミュニティの再生に係る事業として、これまで実

施してきた「町家活用型まちなか居住推進事業」、「まちなか居住推進事業（空き家再

生促進助成）」など空き家の再活用に関連する事業効果の発現を促進させるため、エリ

アリノベーション事業を追加することで、さらなる居住人口割合の増加を図ります。 

以上のことを踏まえ、中心市街地の居住人口の割合について、1年延長後の目標数値

は、当初の計画通り 8.17％に据え置いて、その達成を目指すこととします。 

② フォローアップの考え方 

計画期間の毎年度、年度末の住民基本台帳人口により最新の数値を把握し、目標の

達成状況を確認します。また、予定事業の進捗等を踏まえ、目標達成の見通しについ

て検証を行い、状況に応じて必要な措置を講じるものとします。 

   なお、計画期間終了後の平成 32年度以降も必要に応じて事業効果の発現状況を把握

するとともに、当該調査結果を活用し、引き続き暮らしやすいまちの実現に向けた取

組を検討するものとします。 
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［５］主要な取り組み 

 (１) 長浜駅周辺整備と連動したエリアマネジメント 

 自動車中心の生活様式により、都市機能や商業機能は郊外に立地が進み、長浜駅の

周辺は、都市的機能が低下し、駅前の大型商業施設の老朽化に加えて、駅を取り巻く

ように点在する低・未利用地も合理的な利用が図られず、駅周辺の魅力が減退する傾

向が続いてきました。 

 このため、まちの玄関口として、将来を見据えた魅力ある駅前としていくことが課

題とされ、第１期計画により長浜駅南地区第一種市街地再開発事業が着手されたとこ

ろですが、本計画においては、駅前のまちづくりをさらに加速させ、現在の大型商業

施設の移転跡地における市街地再開発事業や低未利用地を活用した集合住宅の整備と

あわせて駅前広場を取り囲む歩廊の整備などを促進するとともに、周囲の建築物を結

ぶ快適な歩行者空間の形成を検討します。 

 一方で、長浜駅周辺の整備後は、再開発事業による施設建築物の適正な運営や歩廊

等を含めた公共スペースの適切な管理が求められる一方で、長浜駅前という立地特性

から様々な交通サービス関連施設についても利便性の高い運営が必要になっており、

駅前再開発事業とあわせて設立する（仮称）駅前まちづくり会社を都市再生整備推進

法人に指定し、エリアマネジメントによる長浜駅前の新たなまちづくりを促進します。 

 長浜駅周辺の整備 

・長浜駅南地区第一種市街地再開発事業 Ａ＝約0.5ha 

 ・長浜駅東地区第一種市街地再開発事業 Ａ＝約0.6ha 

  ・長浜駅北地区整備事業 Ａ＝約0.2ha 

＜関連事業＞ 

 ・市道北船南北船北線道路整備事業 

 ・都市計画道路3･4･6号、3･4･9号整備事業 

 ・公共歩廊整備事業 

 長浜駅周辺のエリアマネジメントの促進 

  長浜駅前の新たなまちづくりとなるエリアメネジメントについては、中心となる

（仮称）駅前まちづくり会社と駅周辺に立地する商業者やコミュニティ組織、交通事

業者などが連携し、駅周辺施設の一体的なマネジメントをはじめ、商業プロモーショ

ン活動、地域安全活動など、多様な活動のしくみを構築するとともに、エリアメネジ

メント実施後のさらなるまちづくりの展開を促します。 
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(２) ライフスタイルのブランド化の実践 

 「持続可能な都市・地域づくり」の新たな方法論として、「ライフスタイルのブラン

ド化」という考え方があります。 

 地域には、土地に根付く暮らしの楽しみ方や暮らしのスタイルがあり、そこに引き

継がれる、名のあるもの、名品や美意識、技などを組み合わせ、磨き上げ、暮らしの

魅力として発信していくことで、生活の中に根付く地域固有の価値観が地域だけでな

く、日本全国、世界共通の価値観として共有され、地域のなかから、暮らし、手仕事、

楽しみを生み出していくということが「ライフスタイルのブランド化」と言われてい

ます。 

 従って、「ライフスタイルのブランド化」とは、単に地域資源を鉦や太鼓で探し出し、

囃し立てて有名にすることでもなければ、地域の特産商品開発や包装を変えて販売す

ることでもなく、また、単なる回顧主義でもありません。 

 地域で生活のなかに根付き、その良さを誰もが認めるモノやコトを、もともとの暮

らし方の中から発掘するとともに、そこに結び付いている生活の中の知恵や習慣を再

確認し、それらを現代の生活にあわせて豊かに磨き上げることと言えます。さらに、

そうしたモノやコトを地域内循環と地域外へ広げることで、地域の独自性と暮らしの

魅力を高め、競争力を強化し、地域固有の資源が資産化されることとも言えます。 

 これを、本市の中心市街地で例えるのであれば、町家を活用した暮らしのあり方を

提唱し、町家に住むこともライフスタイルのブランド化の一つになると言えます。 

 今計画では、このライフスタイルのブランド化を実践し、中心市街地の活性化はも

とより、合併し広域化した市域全体への波及を視野に入れ、次の事業を展開します。 

 ライフスタイルショップの整備・運営 

 湖北地域の食材や伝統工芸品などが、地域でどのように使われているのか、地域の

他のモノやコトと組み合わせた上手な使い方を含めて商品の付加価値を見出すような

取り組みを展開します。 

 このため、湖北地域の魅力あるモノやコトを発信できるよう、中心市街地の商店街

や湖北地域の玄関口とも言えるＪＲ長浜駅前に、ライフスタイルショップの整備を促

進し、湖北地域におけるライフスタイルのブランド化に取り組みます。 

 町家活用型まちなか居住促進事業 

 中心市街地の既存ストックともいうべき町家のなかで、空き家を改修し、シェアハ

ウスを整備するモデル事業を展開するなど、町家を活かした新たなライフスタイルを

提案し、まちなか居住を促進します。 

 また、町家の建て替えや改修のガイドラインを策定するとともに、町家の住まい方

をＰＲし、新たな居住者の増加を促します。 
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(３) まちなか居住の促進と地域内交通の検討 

 中心市街地には利便性の高い生活環境が存置しているものの、地価の高さや土地の

細分化、多くの細街路、既存コミュニティなどの影響により、新たな居住者が少ない

ことから、衰退したコミュニティの活性化や低・未利用地を有効活用する取り組みが

求められます。 

 一方で、中心市街地には、老朽化した中高層建築物も点在していることから、耐震

診断の実施を含め、安全性を確保する取り組みも求められています。 

 このため、市街地に居住者を増加させるとともに、市街地の安全性を確保し、快適

な居住環境を創出する取り組みとして、市街地再開発事業や区画整理事業などの市街

地開発事業の施行や公共公益施設のさらなる立地、誘導もその一手段と考えられます。 

 さらに、まちなか居住を促進するうえでは、多様なサービスや消費ニーズを容易に

満たせるよう、周辺市街地と共存する「持続可能な都市・地域づくり」の方策も必要

になっています。また、中心市街地内では、居住者の高齢化によって、安全で快適に

移動できる利便性の高い交通システムの構築が急務になっています。 

 このため、中心市街地と郊外の市街地を結ぶ公共交通を充実させ、中心市街地への

利便性を高めるとともに、中心市街地居住者が歩いて暮らせる社会の構築に向け、市

街地における新たなバス路線の整備など、持続可能な都市内交通の環境整備を検討し

ます。 

 集合住宅活用型まちなか居住促進事業 

・長浜駅北地区整備事業（再掲）Ａ＝約0.2ha 

 ・（仮称）元浜町13番街区第一種市街地再開発事業 Ａ＝約0.3ha 

 地域内交通モデル検討事業 

 中心市街地と周辺市街地を結ぶ公共交通のアクセスに向け、ＪＲ長浜駅から放射状

に延びる市街化区域内（約１km2）のバス路線やバス停を見直し、安価で利用しやすく

環境にも配慮したバス運行の社会実験を検討します 

 公共空間活用事業 

公共公益ゾーンの機能をさらに高める取り組みとして、文化機能、地域交流機能、

産業支援機能を備えた多機能型の交流施設を整備し、新たな賑わいを創出するととも

に、市民生活の利便性を向上させます。 

 町家活用型まちなか居住促進事業（再掲） 

 

 

 

 

 

 


