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新たな交流を生み出すまちの実現 宿泊者数(人） 410,000 H24 420,000

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月末 8.17

市町村名 都道府県名 基本計画名称

長浜市 滋賀県 第２期長浜市中心市街地活性化基本計画

中心市街地(ha) 市町村全域(人) 中心市街地(人) 都市計画決定日

H26.3.28 H29.7.28 H26.4 H31.3 5年 539.48㎢

認定日 最終変更日
計画期間 面積 人口 特別用途地区

開始 終了 期間 市町村全域(km2)

長浜市中心市街地活性化協議会 H20.1.22 (株)黒壁 長浜商工会議所 

約180ha 約123,000 9,912

中心市街地活性化協議会

名称 設立日 都市機能の増進(法第15条第1項第1号) 経済活力の向上(法第15条第1項第2号)

目標 指標 現況 目標

活発に人が行き交うまちの実現 歩行者通行量（平日・休日平均）(人） 35,018 H24 36,800

支援措置
期間

実施主体

長浜駅東地区第一種市街地再開発
事業

H26～H28
社会資本整備総合交付金
（市街地再開発事業等）

H26～H28 市街地再開発組合
老朽化した既存大型商業施設の移転により更新が必要な街区に
おける再開発事業

区分
概要

長浜駅南地区第一種市街地再開発
事業

H24～H26
社会資本整備総合交付金
（市街地再開発事業等）

H24～H26
個人施行者
㈱平和堂

駅前の有効な土地活用が必要な街区における再開発事業

事業名 事業期間 支援措置

市道三の宮南伊部線整備事業(道
路、高質空間形成施設)

H22～H26
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜まちなか地区））

H22～H26 長浜市
道路整備事業
(L=137m)

駅前シンボルロード整備事業(地域
生活基盤施設､高質空間形成施設)

H22～H26
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜まちなか地区））

H22～H26 長浜市 シンボルロード沿線（駅前通り）の街並み景観を整備する事業

ピクトサイン整備事業(地域生活基
盤施設)

H22～H26
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜まちなか地区））

H22～H26 長浜市 中心市街地内にピクトサインを整備する事業

市道北船南北船北線整備事業（道
路）

H24～H26
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜まちなか地区））

H24～H26 長浜市
道路整備事業
(L=125m)
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長浜駅北地区整備事業 H28～H30
社会資本整備総合交付金
（優良建築物等整備事
業）

H28～H30 民間事業者 駅前の低未利用地を活用し､複合施設を整備する事業

公共歩廊整備事業（地域生活基盤
施設）

H27～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜中心市街地地
区））

H27～H29 長浜市 駅周辺地区の機能再編に併せて公共歩廊を整備する事業

市道錦南大通寺線整備事業（高質
空間形成施設）

H27～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜中心市街地地
区））

H27～H29 長浜市
道路整備事業
(L=300m)

市道高田神照線整備事業（道路） H30

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜中心市街地地
区））

H30 長浜市
道路整備事業
(L=115m)

都市計画道路（3･4･10）整備事業 H24～H28
社会資本整備総合交付金
（道路事業（街路））

H24～H28 長浜市
道路整備事業
(L=530m)

都市計画道路（3･4･6、3･4･9）整
備事業

H26～H28
社会資本整備総合交付金
（道路事業（街路））

H26～H28 長浜市
道路整備事業
(L=135m)

豊公園長寿介化事業 H26～H30
社会資本整備総合交付金
（都市公園等事業）

H26～H30 長浜市 老朽化した公園施設を改修する公園再整備事業

産業文化交流拠点整備事業 H27～H31

社会資本整備総合交付金
（暮らし・にぎわい再生
事業（長浜市産業文化交
流拠点地区））

H28～H30
長浜市／長浜商工会
議所

市庁舎移転に伴い更新が必要な街区における公共公益施設整備
事業

公共公益ゾーン整備事業 H22～H26

社会資本整備総合交付金
(暮らし・にぎわい再生事
業　(長浜市公共公益ゾー
ン整備地区))

H22～H26 長浜市 現市庁舎東別館敷地における公共公益機能の再編事業

市道高田東南北２号線整備事業
（道路）

H30

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜中心市街地地
区））

H30 長浜市
道路整備事業
(L=85m)

豊公園便益施設整備事業 H28～H30

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜中心市街地地
区））

H28～H30 民間事業者 都市公園内にある老朽施設を更新する事業
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○山蔵保存修理事業 H22～H28
社会資本整備総合交付金
（街なみ環境整備事業）

H26～H28 山組／長浜市
長浜曳山まつりの山車を収める山蔵の保存修理を行い、地域の
歴史的、文化的資源を活用したまちづくりを推進する事業

歴史的環境形成総合事業 H22～H27
社会資本整備総合交付金
（街なみ環境整備事業）

H26～H27
真宗大谷派長浜別院
大通寺／長浜市

大通寺台所門､鐘楼、山門附山廊の保存修理を行い、地域の歴
史的、文化的資源を活用したまちづくりを推進する事業

インバウンド事業 H26～H30

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜中心市街地地区）
と一体の提案事業）

H27～H30
びわ湖・近江路観光
圈協議会、長浜市

訪日外国人旅行者の誘致事業

曳山ユネスコ推進事業 H27～H28

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜中心市街地地区）
と一体の提案事業）

H27～H28 長浜市
ユネスコ無形文化遺産候補「長浜曳山祭の曳山行事」の情報発
信事業

まちなか居住推進事業(まちなか住
宅建築助成)

H24～H30

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜中心市街地地区）
と一体の提案事業）

H27～H30 長浜市 住宅の取得に関する支援事業

元浜町13番街区第一種市街地再開
発事業

H27～H30
社会資本整備総合交付金
（市街地再開発事業等）

H27～H30 市街地再開発組合
老朽化した大型商業施設があり更新が必要な街区における再開
発事業

町家活用型まちなか居住推進事業 H26～H30

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜中心市街地地区）
と一体の提案事業）

H27～H30
長浜まちづくり㈱／
長浜市

空き町家の活用による住環境創造事業

まちなか居住推進事業(まちなか空
き家再生促進助成)

H24～H30

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜中心市街地地区）
と一体の提案事業）

H27～H30 長浜市 空き家の利活用に関する支援事業

中心市街地活性化推進ライフスタ
イルブランド化事業

H24～H26

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜まちなか地区）と
一体の効果促進事業）

H24～H26 民間事業者／長浜市
中心市街地の空き家等を活用し､地域資源のブランド化を図る
事業に対する支援事業

住宅ストック活用促進事業 H26～H30

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜中心市街地地区）
と一体の提案事業）

H27～H30
長浜まちづくり㈱／
長浜市

既存住宅ストックの流通促進事業

地域コンテンツ創造型産業育成事
業

H27～H30

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜中心市街地地区）
と一体の提案事業）

H27 民間事業者／長浜市 ライフスタイルのブランド化を図る事業に対する支援事業

アーバングラスコンペティション
事業

H22～H26

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長浜まちなか地区）と
一体の効果促進事業）

H22～H26
長浜アーバングラス
コンペティション実
行委員会／長浜市

地域資源（ガラス）を活用した景観創造事業


