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平成 30年度 長浜市中心市街地活性化基本計画の定期フォローアップに関する報告 

 令和元年５月 

長浜市（滋賀県） 

 

○計画期間：平成２６年４月～令和２年３月（６年） 

 

Ⅰ．中心市街地全体に係る評価 

１． 平成 30 年度終了時点（平成 31 年３月 31 日時点）の中心市街地の概況 

平成３０年度においては、第２期計画の計画期間を１年延長し、さらなる中心市街地の活性化

に向け、各事業が実施されたところである。 

第２期計画の５年目においては、大規模なハード整備事業として、駅からまちなかへの導線と

なる公共歩廊が４月に開通した。これにあわせて、都市再生推進法人による駅周辺のエリアマネ

ジメントを開始し、駅周辺駐車場の１時間無料サービスの提供やイベント等を実施することによ

り、駅前空間に新たな賑わいが創出されつつある。 

また、長浜駅北地区整備事業（住宅、都市福利施設等）、元浜町１３番街区再開発事業（住宅、

商業等）及び産業文化交流拠点整備事業（図書館、まちづくりセンター等）の主要事業の工事に

着手した。工事が完了していないことから、目標指標に対する効果は発現していないものの、当

該事業の完了後には、新たな機能が付加されることにより、来訪者の増加及び回遊性の向上が見

込まれる。 

一方で、中心市街地の賑わいの創出においては、イベント事業など、観光施策を継続的に展開

し、滞在時間の延伸やリピーター客の獲得に努めているところであるが、記録的猛暑など天候の

影響もあり、観光客の入込客数及び宿泊者数が昨年度に比べ減少となった。 

市全体に占める中心市街地の人口割合については、人口そのものが減少傾向にあることに加

え、不動産市場に流通していない空き家が増加傾向にあり、都市のスポンジ化が進行している。    

こうした状況を踏まえ、目標を達成するために、既存の大規模ハード整備事業とあわせて、新た

な取組としてエリアリノベーション事業を実施した。 

当該事業は、多様な担い手を巻き込みながら一定の広いエリアに点在する空き町家のリノベー

ションを再生するもので、民間主導による遊休不動産活用のスキーム構築に向け大きな第一歩と

なった。 

そのほか、中心市街地限定の住宅新築等に関するインセンティブ制度、町家を活用した居住促

進策を継続的に実施し、定住人口の増加による地域の活性化や人口・多様な機能の集積による中

心性の向上を図る必要がある。 
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【中心市街地の状況に関する基礎的なデータ】         （基準日：毎年度 1月 1 日） 

（中心市街地

区域） 

平成 25 年度

(計画前年度) 

平成 26 年度

(１年目) 

平成 27 年度

(２年目) 

平成 28 年度

(３年目) 

平成 29 年度

(４年目) 

平成 30 年度

(５年目) 

人口 10,019 9,834 9,666 9,509 9,346 9,175 

人口増減数 -186 -185 -168 -157 -163 -171 

自然増減数 -136  -34 57 -70 -29 -27 

社会増減数 -65 -77 -42 -64 -40 -32 

転入者数 不明 不明 不明 不明 138 140 

※平成２５年～平成２８年度の自然増減数及び社会増減数のみ、各年１０月１日現在。 

２．平成 30 年度の取組等に対する中心市街地活性化協議会の意見 

平成２１年度以降、第１期、第２期長浜市中心市街地活性化基本計画に基づく官民連携による

多様な事業を実施しながら都市機能の増進と賑わい創出に注力しているところである。 

旧長浜城下町の面影を残し、長浜らしい都市景観を特徴付ける伝統的町家の再生と町並みの魅

力向上を共通テーマとして、物販・飲食・サービスほか多様な商業機能や、地域コミュニティの

活動拠点などが延べ６０軒弱新たに開業した。 

また、町家再生型まちなか居住の促進策として、長浜町家再生バンクを運営しているが、これ

までの空き物件のマッチングに向けた関与件数は延べ５０軒を超え、その内、再稼働して活用さ

れている件数は延べ２０軒を超えている。 

並行して低未利用化が進行したエリアを中心とした大規模開発事業も進み、ＪＲ長浜駅周辺で

はモンデクールの開店（長浜駅南地区第一種市街地再開発事業）、えきまちテラス長浜の開店（長

浜駅東地区第一種市街地再開発事業）に次いで、集合住宅建設（長浜駅北地区整備事業）が現在

進行中。そのほか、旧市役所跡地での産業文化交流拠点の整備及び元浜町１３番街区市街地再開

発事業も順次進行する中、こうして施設整備や機能導入が進んだ各地点を起点として、幅広いソ

フト事業が発展的に広がり、中心市街地エリアの枠を超えて人のつながりや取り組みの連携が多

面的に広がっている。 

中心市街地活性化基本計画期間の最終年を迎える中、各数値目標達成に向けて更なる相乗効果

の拡大が期待されるところである。 

一方で、地域商業を担う商店主や事業者を対象とした調査からは、商業やサービスの担い手の

高齢化と後継者不足による空洞化の進行が明らかとなってきた。通行量調査や一部個店を対象と

して実施した売上調査からは、これまでの取り組みの蓄積によって形成された広域観光市場が磐

石ではないことや、物が売れない時代傾向が顕在化している。 

こうした中、新たに地域に参入する活動の担い手らの活躍機会の拡大や、地域独自のコンテン

ツ創出など、新たな切り口に地域を挙げて取り組んだことにより、一定の成果と更なる可能性が

示されるとともに、複数プロジェクトや担い手間の一層の連携の必要性が認められる状況であ

る。 

これらの状況を踏まえ、将来にわたって持続可能なエリアマネジメント体制の構築に向けて、官

民一体となって中心市街地活性化に継続して取り組んでいく予定である。 
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Ⅱ．目標ごとのフォローアップ結果 

１．目標達成の見通し 

 
＜基準値からの改善状況＞ 

Ａ：目標達成、Ｂ：基準値達成、Ｃ：基準値未達成 

＜取組の進捗状況及び目標達成に関する見通しの分類＞ 
①取組（事業等）の進捗状況が順調であり、目標達成可能であると見込まれる。 

②取組の進捗状況は概ね予定どおりだが、このままでは目標達成可能とは見込まれず、今後対策を講じる必要

がある。 

③取組の進捗状況は予定どおりではないものの、目標達成可能と見込まれ、引き続き最大限努力していく。 

④取組の進捗に支障が生じているなど、このままでは目標達成可能とは見込まれず、今後対策を講じる必要が

ある。 

 

２．目標達成見通しの理由 

「歩行者・自転車通行量」については、平成３０年４月に公共歩廊が完成したことにより、駅周

辺の通行量は増加傾向にあるものの、まちなかの中心に位置する「元浜町１３番街区再開発事業」

の工事の影響により、周辺の通行量が大きく減少した。しかしながら、公共歩廊の完成により、

駅からまちなかへの導線が確保できたことから、今後は、「駅周辺エリアマネジメント事業」によ

り、駅前空間に賑わいを創出するイベントを実施するなど、ソフト事業を継続的に展開すること

で、目標達成に努める。 

「宿泊者数」については、観光入込客数の減少に伴い、目標値を下回ったものの、平成３０年度

は新たなインバウンド対策事業として、まちなかのプロモーションに係る取組を実施し、長浜の

魅力を広く発信し、観光入込客数増加への足掛かりとした。今後も、多様化するニーズに応える

観光施策を継続的に展開することで達成可能と考える。 

「市全体に占める中心市街地の居住人口の割合」については、中心市街地限定のインセンティブ

制度や地域資源である既存ストック（空き町家）を生かした居住施策等や、昨年度から新たに実

施している「エリアリノベーション事業」を実施し、民間主導による遊休不動産活用のスキーム

構築に向け大きな第一歩となったものの、長浜駅北地区整備事業、元浜町１３番街区再開発事業

などの大規模住宅供給事業の効果発現時期が令和２年度となることから、計画期間内の目標達成

は困難であると見込まれる。 

３．前回のフォローアップと見通しが変わった場合の理由 

 該当なし 

目標 目標指標 基準値 目標値 最新値 

基準値か

らの改善

状況 

前回の 

見通し 

今回の 

見通し 

活発に人が
行き交うまち
の実現 

歩行者・自転

車通行量 

35,018 人 

(H24) 

36,800 人 

(H31) 

26,713 人 

(H30) 
C ③ ③ 

新たな交流を
生み出すまち
の実現 

宿泊者数 
410,000 人 

(H24) 

420,000 人 

(H31) 

419,400 人 

(H30) 
B ① ① 

暮らしやすい
まちの実現 

市全体に占

める中心市街

地の居住人

口の割合 

8.04％ 

(H25.3 末) 

8.17％ 

(H32.3 末) 

7.73％ 

(H31.3 末) 
C ④ ④ 
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４．目標指標毎のフォローアップ結果 

「歩行者・自転車通行量」※目標設定の考え方基本計画 P67～P72参照 

●調査結果の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※調査方法：中心商店街 11 地点合計（平日・休日各 1 日調査合計値 /2） 

※調 査 月：10 月 

※調査主体：長浜商工会議所 

※調査対象：歩行者・自転車 

「【参考指標】ライフスタイルショップの新規出店数」※目標設定の考え方基本計画Ｐ71～Ｐ72参照 

 
 

※調査主体：長浜まちづくり㈱、長浜市 

●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果 

①．長浜駅南地区第一種市街地再開発事業（個人施行者㈱平和堂） 

事業実施期間 平成 24年度～平成 26年度【済】 

事業概要 
老朽化した商業施設を移転・新築し、生活密着型のコミュニティ商業

施設を整備する事業 

国の支援措置名

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業等）（国土交通省） 

（平成２４年度～平成２６年度） 

事業効果及び

進捗状況 

平成 27年２月に新施設オープン。当該事業箇所の通行量は、基準年と

比べ 721人増加しており、想定の約２倍の効果が現れている。 

■計画上の想定効果 通行量 314人/日増加 

年 人/日 

H24 35,018 

（基準年値） 

H25 34,999 

H26 31,434 

H27 25,994 

H28 34,411 

H29 34,553 

H30 26,713 

H31 36,800 

（目標値） 

年 新規出店数/年 

H26 0 

H27 0 

H28 1 

H29 3 

H30 1 

合計 5 

（目標値）５ 

0 0 

1

3 

1 

0

1

2

3

4

5

H26 H27 H28 H29 H30

25,151 

33,979 

50,648 

35,018 
34,999 

31,434 

25,994 

34,411 

34,553 

26,713 

36,800 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 目標
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事業の今後に

ついて 

通行量は順調に増加していることから、駅周辺エリアマネジメント事

業の実施により、継続的に駅周辺の賑わいを創出する。 

 

②．長浜駅東地区第一種市街地再開発事業（市街地再開発組合） 

事業実施期間 平成 26年度～平成 28年度【済】 

事業概要 ①で移転した商業施設の跡地に、新たな商業交流空間を創出する事業 

国の支援措置名

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業等）（国土交通省） 

（平成２６年度～平成２８年度） 

事業効果及び

進捗状況 

平成 29 年 7 月に施設オープン。当該箇所の通行量は、昨年度に比べ

590 人増加し、一定の賑わいが創出されているものの、当該事業によ

る想定効果の数値に達していないため、継続したソフト事業の展開が

必要である。 

■計画上の想定効果 通行量 1,343人/日増加 

事業の今後に

ついて 

 

通行量は増加傾向にあるため、駅周辺エリアマネジメント事業の実施

により、更なる賑わいの創出を図る。 

 

③．長浜駅北地区整備事業（民間事業者） 

事業実施期間 平成 28年度～平成 31年度【実施中】 

事業概要 
駅前の低未利用地を活用し、都市福利機能を有する集合住宅を整備す

る事業 

国の支援措置名

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備事業）（国土交通省） 

（平成２９年度～平成３１年度） 

事業効果及び

進捗状況 

計画通り平成 29年度から事業着手。補償交渉が難航などにより､事業

に遅れが生じたことから､工事完了は令和 2 年 3 月の予定であり、効

果発現時期は令和 2年度となる｡ 

■計画上の想定効果 通行量 268人/日増加 

事業の今後に

ついて 

早期の効果発現に向け、計画期間内の工事完了を目指す。 

④．元浜町 13番街区第一種市街地再開発事業（市街地再開発組合） 

事業実施期間 平成 27年度～平成 31年度【実施中】 

事業概要 
低未利用地化している街区の都市機能を再構築し、商業施設及び集合

住宅を整備する事業 

国の支援措置名

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業等）（国土交通省） 

（平成２７年度～平成３１年度） 

事業効果及び

進捗状況 

事業計画の変更や地元との調整に日数を要し､進捗に遅れが生じた

ことから､工事完了は令和 2 年 3 月となる予定｡効果発現時期は令和 2

年度となる｡ 

■計画上の想定効果 通行量 558人/日増加 
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事業の今後に

ついて 

早期の効果発現に向け、計画期間内の工事完了を目指す。 

 

⑤．長浜浪漫パスポート事業（公益社団法人長浜観光協会） 

事業実施期間 平成 26年度～平成 31年度【実施中】 

事業概要 
市内有料観光施設に入館できる共通パスポートを発行し、旅行者の滞

在時間の延長を促進する事業 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

[認定基本計画：中心市街地活性化ソフト事業（総務省）（平成２６年

度～平成３１年度）] 

事業効果及び

進捗状況 

H28販売数 27,545 冊 

H29販売数 20,942冊 

H30販売数 17,651冊 

年間約 10 万人の入館者が見込まれ、パスポートの対象でもある主要

観光施設「ヤンマーミュージアム」がリニューアル改装に伴い平成 31

年 9月から休館した影響により、パスポート販売数が大きく減少した。

当該パスポートは、まちなか観光の回遊率の向上及び通行量の増加に

寄与するものであることから、引き続き、想定効果の発現に向け、取

り組みを継続する。 

■計画上の想定効果 通行量 45人/日増加 

事業の今後に

ついて 

情報発信の手法を工夫し、販売数の増加を図る。 

 

●目標達成の見通し及び今後の対策  

駅周辺の再整備は残すところ長浜駅北地区整備事業のみとなり、平成３０年４月に開通した公

共歩廊とあわせて、都市再生推進法人による駅周辺施設の一括管理、運営、整備事業「駅周辺エ

リアマネジメント事業」を開始したことにより、駅周辺の通行量は増加傾向にあることから、完

了したハード事業の効果は着実に発現している。 

また、黒壁スクエアへの来街者数は、７年ぶりに２００万人を超えるなど、まちなかの賑わい

は向上しているものの、主要観光施設であるヤンマーミュージアムの休館や通行量調査の時点に

おいて工事施工中であった、長浜駅北地区整備事業及び元浜町１３番街区第一種市街地再開発事

業の影響もあり周辺の通行量が大きく落ち込んだ。 

また、駅周辺再整備による効果は想定通り発現しているものの、主要事業となる長浜駅北地区

整備事業及び元浜町１３番街区第一種市街地再開発事業の効果発現時期が令和２年度となるこ

とから、計画期間内での目標達成は困難であると考える。 

このことから、これまでの取組を進展させる多様な交流、経済活動の促進を図ることを目的と

した新たな事業「地域間複合交流促進事業」に令和元年度から着手し、目標の達成を目指す。 
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「宿泊者数」※目標設定の考え方基本計画Ｐ７３～Ｐ７８参照 

●調査結果の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※調査方法：観光入込客数統計調査 

※調 査 月：1～12 月  

※調査主体：長浜市 

※調査対象：市域内宿泊施設利用者 

 

●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果 

①．長浜浪漫パスポート事業（公益社団法人長浜観光協会）[再掲] 

事業実施期間 平成 26年度～平成 31年度【実施中】 

事業概要 
市内有料観光施設に入館できる共通パスポートを発行し、旅行者の滞

在時間延長を促進する事業 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

[認定基本計画：中心市街地活性化ソフト事業（総務省）（平成２６年

度～平成３１年度）] 

事業効果及び

進捗状況 

H28販売数 27,545冊 

H29販売数 20,942冊 

H30販売数 17,651冊 

年間約 10 万人の入館者が見込まれ、パスポートの対象でもある主要

観光施設「ヤンマーミュージアム」がリニューアル改装に伴い平成 31

年 9月から休館した影響により、パスポート販売数が大きく減少した。

平成 30 年度の事業効果として､3,000 人の宿泊者数増加を見込んでい

る。 

■計画上の想定効果 宿泊者数 5,423人/年増加  

事業の今後に

ついて 

情報発信の手法を工夫し、販売数の増加を図る。 
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②．体験型観光推進事業（一般社団法人北びわこふるさと観光公社） 

事業実施期間 平成 26年度～平成 31年度【実施中】 

事業概要 
本市ならではの魅力を体験するオプショナルツアーを造成し、新たな

顧客層を獲得する事業 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

[認定基本計画：中心市街地活性化ソフト事業（総務省）（平成２６年

度～平成３１年度）] 

事業効果及び

進捗状況 

H28利用者数 1,246人 延べ宿泊者数 2,349人 

H29利用者数  989人  延べ宿泊者数 1,380人 

H30利用者数 1,947人 延べ宿泊者数 1,067人 

ツアーの実施により、本市の魅力を体感していただくとともに、宿泊

者数の目標達成に寄与している。 

■計画上の想定効果 宿泊者数 5,437人/年増加  

事業の今後に

ついて 

 

利用者数は、近年で最大の数値となったことから、引き続き、新たな

顧客層を獲得するためのツアーを造成し、宿泊者数の増加につなげる

ものとする。 

③．盆梅展魅力強化事業（長浜市指定管理者） 

事業実施期間 平成 26年度～平成 31年度【実施中】 

事業概要 
客室稼働率の低い旅行閑散期において、地域資源を活用したイベント

を開催し、宿泊観光客を呼び込む事業 

国の支援措置名

及び支援期間 

中心市街地活性化ソフト事業（総務省） 

（平成２６年度～平成３１年度） 

事業効果及び

進捗状況 

H28入館者数 45,625人（H27比 84.8％） 

魅力強化イベント（梅酒まつり）入場者数 893人 

H29入館者数 39,617人（H28比 86.8％） 

魅力強化イベント（梅酒まつり）入場者数 1,182人 

H30入館者数 48,455人（H29比 122.3％） 

魅力強化イベント（梅酒まつり）未実施 

魅力強化イベントは、イベント手法を再検討するため実施できなかっ

たものの、本体事業となる盆梅展については、東京での PRや京都造形

芸術大学の学生による展示空間プロデュースにより、入館者客数は、

増加となり、閑散期における旅行宿泊者の増加に寄与している。 

■計画上の想定効果 宿泊者数 2,742人/年増加 

事業の今後に

ついて 

前年度に比べ大きく入館者数が増加したことから、引き続き、様々な

団体と連携を図り、入館者数の増加を図る。 
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④．ライフスタイルツーリズム事業（一般社団法人北びわこふるさと観光公社） 

事業実施期間 平成 26年度～平成 31年度【実施中】 

事業概要 
本市のライフスタイルを丁寧に紹介する高品質旅行商品を造成し、新

たな顧客層を獲得する事業 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

[認定基本計画：中心市街地活性化ソフト事業（総務省）（平成２６年

度～平成３１年度）] 

事業効果及び

進捗状況 

H28ツアー述べ催行数 346本、利用者数 4,208人 

H29ツアー述べ催行数 337本、利用者数 4,050人 

H30ツアー述べ催行数 428本、利用者数 4,627人 

 小谷城や観音をめぐるバスツアーが前年に引き続き好評となり、催

行数を増やしたことや新たなツアーの造成により観光客の滞在時間

の延長に寄与しており、事業効果として、508 人の宿泊者数の増加を

見込んでいる。 

■計画上の想定効果 宿泊者数 3,574人/年増加 

事業の今後に

ついて 

利用者数は増加傾向にあることから、引き続き、ニーズに応じた旅行

商品を造成し、宿泊者数の増加を図る。 

●目標達成の見通し及び今後の対策  

中心市街地における主要事業とあわせたイベント事業などの複数のソフト事業を例年通り

事業を実施する中で、夏季（７月から９月）における観光入込客数は昨年に比べ平均して約

８，０００人／月、宿泊客数は昨年に比べ約２，５００人／月減少していることから、記録的

猛暑による影響は否めない。 

一方で、当初から課題としていた冬季の集客力については、昨年度に比べ大きく増加してお

り、盆梅展魅力強化事業など、旅行閑散期における、地域資源を活用したイベントの効果が発

現しているものと思われる。 

今後も来訪者の満足度を高めるソフト面の充実を図り、幅広い顧客層の獲得に向けた取組

を継続することで、目標達成は可能であると考える。 
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「市全体に占める中心市街地の居住人口の割合」※目標設定の考え方基本計画 P78～P81 参照 

●調査結果の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※調査方法：住民基本台帳 

※調 査 日：3月 31日 

※調査主体：長浜市 

※調査対象：中心市街地の住民基本台帳人口 

●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果 

①．長浜駅北地区整備事業（民間事業者）[再掲] 

事業実施期間 平成 28年度～平成 31年度【実施中】 

事業概要 
駅前の低未利用地を活用し、都市福利機能を有する集合住宅を整備す

る事業 

国の支援措置名

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備事業）（国土交通省） 

（平成２９年度～平成３１年度） 

事業効果及び

進捗状況 

補償交渉が難航などにより､事業に遅れが生じたことから､工事完了

は令和 2 年 3 月となる予定｡入居開始時期は、令和 2 年 4 月以降とな

ることから、効果発現時期は令和 2年度となる｡ 

■計画上の想定効果 中心市街地の人口 134人増加 

事業の今後に

ついて 

早期の効果発現に向け、計画期間内の工事完了を目指す。 

②．元浜町 13番街区第一種市街地再開発事業（市街地再開発組合）[再掲] 

事業実施期間 平成 27年度～平成 31年度【実施中】 

事業概要 
低未利用地化している街区の都市機能を再構築し、商業施設及び集合

住宅を整備する事業 

国の支援措置名

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業等）（国土交通省） 

（平成２７年度～平成３１年度） 

事業効果及び

進捗状況 

事業計画の変更や地元との調整に日数を要し､進捗に遅れが生じたこ

とから､工事完了は令和 2年 3月となる予定｡入居開始時期は令和 2年

4月以降となるため、効果発現時期は令和 2年度となる｡ 

■計画上の想定効果 中心市街地の人口 279人増加 

事業の今後に

ついて 

早期の効果発現に向け、計画期間内の工事完了を目指す。 

年 ％ 

H24 8.04 

（基準年値） 

H25 7.99 

H26 8.00 

H27 7.98 

H28 7.90 

H29 7.82 

H30 7.73 

H31 8.17 

（目標値） 
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③．町家活用型まちなか居住推進事業（長浜まちづくり㈱/長浜市） 

事業実施期間 平成 26年度～平成 31年度【実施中】 

事業概要 地域資源（町家）を活用した住環境創造事業 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

事業効果及び

進捗状況 

町家活用のモデル事業としてシェアハウスを平成 26 年度に整備（居

住人数 4人）した後、続けて、町屋を活用した住環境を整備する民間

事業者が現れていない。 

本事業を推進するため、まちづくりの担い手となる人材を創造する

「エリアリノベーション事業」を新たに実施し、民間事業者候補が創

出されたところである。 

■計画上の想定効果 中心市街地の人口 30人増加 

事業の今後に

ついて 

エリアリノベーション事業を継続して実施することにより、民間事業

者による町屋を活用した住環境の整備につなげるものとする。 

④．まちなか居住推進事業（まちなか住宅建築助成）（長浜市） 

事業実施期間 平成 24年度～平成 31年度【実施中】 

事業概要 まちなかで住宅を取得する際のインセンティブ制度 

国の支援措置名

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画（長浜中心市街地地区）

と一体の提案事業）（国交省）（平成２７年度～平成３１年度） 

事業効果及び

進捗状況 

H28活用件数 7件（居住人数 24人） 

H29活用件数 7件（居住人数 25人） 

H30活用件数 7件（居住人数 16人） 

基本計画策定の際に想定していた、年間 7件の活用に加え、平成 31年

度には、9件の事業化予定の案件が控えている。 

■計画上の想定効果 中心市街地の人口 155人増加 

事業の今後に

ついて 

助成金活用件数は、年 7件の活用と順調に進んでいることから、引き

続き、周知を行うことで、さらなる活用を促進する。 

 

⑤．まちなか居住推進事業（まちなか空き家再生促進助成）（長浜市） 

事業実施期間 平成 24年度～平成 31年度【実施中】 

事業概要 まちなかで空き家の流動化を促進するインセンティブ制度 

国の支援措置名

及び支援期間 

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画（長浜中心市街地地区）

と一体の提案事業）（国交省）（平成２７年度～平成３１年度） 

事業効果及び

進捗状況 

H28活用件数 0件 

H29活用件数 0件 

H30活用件数 1件（居住人数 3人） 

基本計画策定の際に年間 2 件の活用を想定していたが、平成 30 年度

は事業化案件は 1件となった。 

■計画上の想定効果 中心市街地の人口 33人増加 
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事業の今後に

ついて 

助成金活用件数が当初の想定を下回っているため、他の類似する助成

金と一括して効果的に周知を行うことで、活用を促進する。 

 

⑥．まちなか居住推進事業（まちなか共同住宅建築助成）（長浜市） 

事業実施期間 平成 24年度～平成 31年度【実施中】 

事業概要 まちなかで共同住宅を建築する際のインセンティブ制度 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

事業効果及び

進捗状況 

H28活用住戸数 0戸 

H29活用住戸数 0戸 

H30活用住戸数 0戸 

中心市街地において、共同住宅の事業案件がなく、基本計画策定の際

に想定していた計画期間の 5 年間で 30 戸認定するペースには及んで

いない。 

■計画上の想定効果 中心市街地の人口 84人増加 

事業の今後に

ついて 

助成金活用件数が当初の想定を下回っているため、他の類似する助成

金と一括して効果的に周知を行うことで、活用を促進する。 

⑦．エリアリノベーション事業（長浜市）【平成 30年度追加】 

事業実施期間 平成 30年度～【実施中】 

事業概要 空き家の再活用及び地域コミュニティ再生事業 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

事業効果及び

進捗状況 

中心市街地内の２つのエリアを対象に、以下の４つのプログラムを実

施し、参加者が当事者意識をもってまちに参入する機運の醸成を図っ

た。 

①キックオフ講演会（8月 17日）参加者 90名 

事業内容の周知、参加者の巻き込み 

②トレジャーハンティング（10月 8日） 参加者 14名 

 現地ワークショップによるまちの資源の再確認及び活用案の検討 

③デザイン会議（12月 13日） 参加者 20名 

 全国で活躍されるまちづくりのプレーヤーと地域住民等を交えた、

中心市街地の課題や可能性の共有 

④まちづくり CAMP（1月 12日、13日） 参加者 10名 

参加者による事業の提案（３チーム３事業） 

事業の今後に

ついて 

市と長浜まちづくり株式会社が連携を図りながら、提案事業の具体

化に向けたサポートやエリアごとのリノベーションプランの方針を

検討する。 
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●目標達成の見通し及び今後の対策  

中心市街地に居住する際のインセンティブ制度や空き町家の流動化策が浸透しつつあり、

「まちなか住宅建築助成」は、当初の予定通りの活用がなされ、子育て世帯への重点的な支援

制度により、第２期計画策定後初めて、中心市街地の年少人口は、前年度比の増減が±０とな

った。 

また、「元浜町１３番街区第一種市街地再開発事業」及び「長浜駅北地区整備事業」の効果

発現時期は令和２年度となるものの、長浜駅北地区整備事業については、住戸数を９３戸から

９５戸に変更し、あわせて、完成前販売の第１期販売においては、当初目標の３割に対して６

割が販売され、当初想定通りの効果が見込まれる。 

しかしながら、人口の高齢化とともに、不動産市場に流通していない多くの空き家が点在す

るようになり、これらが適切に管理されないことや、解体されることで、都市のスポンジ化が

進行しており、大規模なハード整備事業では解消できない課題が残されている。 

こうしたなか、商業観光のみならず、居住にも視点を移した先導的な施策として、平成３０

年度に「エリアリノベーション事業」を実施し、民間主導による空き家・空き店舗の活用を展

開するとともに、エリアの価値の向上（来訪者の増加、就業機会の創出及び地域の経済基盤の

強化など）につなげるための民間事業者による事業の提案を受けたところである。 

それぞれが実施するリノベーションの規模は小さいものの、これが複数実施されるにより、

エリア単位での連鎖的に事業が創出されることを期待しているところであり、これまで課題

となっていた遊休不動産活用が民間主導により実施される足掛かりの第一歩となった。 

令和元年度以降は、継続したプレーヤーの迎え入れや提案された事業の具現化に向けた取

組を実施する予定である。 

主要事業の効果発現時期が令和２年度となるため、計画期間内の目標達成は困難であると

見込まれるものの、以上のハード事業、ソフト事業を平行して実施することで、目標達成に努

めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


