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中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～連　載

 1．はじめに
守山市は、滋賀県の南部、琵琶湖の東南部に位置

し人口約 76,000 人の都市です。（平成 21 年 6 月現在）
市域は、野洲川によって形成された沖積平野で、

標高 83.7m ～ 106.1m と、標高差はわずか 22.4m の平
坦な地形です。広さは、東西 6.3km、南北 10.9km、
面積 54.81km2 であり、滋賀県面積の 1.1％です。

当市は、京都市中心部とは約 20km、大阪市中心
部とは約 60km にあり、JR 守山駅から新快速を利用
して京都まで約 23 分、大阪駅まで約 53 分と利便性
の高い位置にあります。このため、本市は湖南地域

（滋賀県南部）の中核都市としての役割とともに、京
都や大阪のベッドタウンとしての性格も有していま
す。

古くから中山道には守山宿が設けられ、「京発ち
守山泊まり」と言われ交通の要衝として栄え、また、
琵琶湖と野洲川の恵みを受けた豊沃な自然風土に、
初夏にはゲンジボタルが乱舞する美しい水辺を有す
るまちです。

市内中心部の周辺には、県立・私立の中高一貫校
が 2 校あり、また、県立の医療福祉施設等が多く集
積しているなど、教育・医療福祉環境が充実してい
ます。

これら、自然や歴史の豊かさや、教育・医療福祉
等の各種サービスが評価され、近年は年間 1000 人
程度の人口が増加するという全国でも稀有な都市と
なっています。

しかしながら、JR 守山駅周辺の「中心市街地」は
全国の事例と同様に、商店街がシャッター通り化す
るなど、まちの活力が低下しており、将来の急激な
少子高齢化・人口減少を見据えて、現時点から手を

打つことが肝要です。そのため、「中心市街地の活性
化に関する法律」に基づく基本計画の国の認定を受
ける中、平成 21 年度から 5 ヵ年に集中して事業に取
り組んでまいります。

 2． 中心市街地の現状
30 才代と高齢者の占める割合が高くなっています

平成 12 年と 19 年の中心市街地の人口の年代別構
成を見ると、住民の高齢化が徐々に進んでいる一方、
転入により、30 代～ 40 代が多くなっています。こ
れらの年齢構成により、20 年～ 30 年先に、急速な
高齢化を迎えることとが予想されます。
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１ はじめに 

 守山市は、滋賀県の南部、琵琶湖の東南部に位置

し人口約76,000人の都市です。（平成21年6月現在） 

市域は、野洲川によって形成された沖積平野で、

標高 83.7ｍ～106.1ｍと、標高差はわずか 22.4m の

平坦な地形です。広さは、東西6.3km、南北10.9km、

面積54.81km2であり、滋賀県面積の1.1％です。 

当市は、京都市中心部とは約20km、大阪市中心部

とは約 60km にあり、JR 守山駅から新快速を利用し

て京都まで約23分、大阪駅まで約53分と利便性の

高い位置にあります。このため、本市は湖南地域（滋

賀県南部）の中核都市としての役割とともに、京都

や大阪のベッドタウンとしての性格も有しています。 

古くから中山道には守山宿が設けられ、「京発ち守

山泊まり」と言われ交通の要衝として栄え、また、

琵琶湖と豊沃な野洲川の恵みを受けた自然風土に、

初夏にはゲンジボタルが乱舞する美しい水辺を有す

るまちです。 

市内には、県立・私立２校の中高一貫校があり、

また、県立の医療福祉施設等が多く集積しているな

ど、教育・医療福祉環境が充実しています。 

 これら、自然や歴史の豊かさや、教育・医療福祉

等の各種サービスが評価され、近年は年間1000人程

度の人口が増加するという全国でも稀有な都市とな

っています。 

 しかしながら、JR守山駅周辺の「中心市街地」は

全国の事例と同様に、商店街がシャッター通り化す

るなど、まちの活力が低下しており、将来の急激な

少子高齢化・人口減少を見据えて、現時点から手を

打つことが肝要です。そのため、「中心市街地の活性

化に関する法律」に基づく基本計画の国の認定を受

ける中、平成21年度から5ヵ年に集中して事業に取

り組みます。 

 

 

 

２ 中心市街地の現状 

●30才代と高齢者の占める割合が高くなっています 

 平成12年と19年の中心市街地の人口の年代別構

成を見ると、住民の高齢化が徐々に進んでいる一方、

転入により、30代～40代が多くなっています。これ

らの年齢構成により、20年～30年先に、急速な高齢

化を迎えることとなります。 

 

守山市の認定中心市街地活性化基本計画について 
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（資料：住民基本台帳各年 9 月 30 日現在）
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新規住民世帯の割合が増加しています
本市の誕生時（昭和 45 年）の世帯数を在来住民世

帯数、それ以外を新規住民世帯数と捉えると、平成
19 年には中心市街地の新規住民世帯が約 7 割となり
ました。

●新規住民世帯の割合が増加しています 

 本市の誕生時（昭和 45年）の世帯数を在来住民世

帯数、それ以外を新規住民世帯数と捉えると、平成

19年には中心市街地の新規住民世帯が約7割となり

ました。 

 

●年間商品販売額 

 H6：231億円→H16：119億円（48％減） 

●歩行者・自転車通行量 

（平日）S51：9,493人→H19：6,002人（37％減） 

（休日）S51：11,434人→H19：2,831人（75％減） 

歩行者・自転車通行量について、ほたる通り・銀

座通り・中山道の 3 地点の合計を見ると、昭和 51

年に比べて平成 19年の通行量は、平日で 37%、休日

で 75％減となっている。 

 

３ 中心市街地の課題 

 中心市街地の現状を踏まえ、活性化に向けた課題

を整理すると、以下のとおりとなります。 

①教育・福祉機能の充実の必要性 
②商業機能の充実の必要性 
③コミュニティの再生・強化の必要性 
④地域資源を活かした取り組みの必要性 
⑤住み続けたくなる良好な居住環境の必要性 

 

４ 基本理念・基本方針 

 中心市街地は前述のとおり、５つの大きな課題を

抱えており、活性化に向けた取り組みが喫緊の課題

です。 

このため、本市の中心市街地活性化では、都市活

力の基礎となる「人と人の絆」（コミュニティの再

生・強化）を基本姿勢とし、都市活力の再生、回遊

性の確保、良好な市街地環境形成等に、市民・商業

者・行政等が一丸となって取り組みます。 

  

この基本理念のもと、中心市街地の活性化に向け

て整理した課題を踏まえ、中心市街地活性化の基本

方針として以下の３つを定めました。 

 

５ 数値目標 

 本市では、基本理念である『絆と活力ある「共生

都市」の創造』を実現するため、３つの「基本方針」

のもと、以下の目標を掲げ、中心市街地の活性化を

促進します。 

 

基本理念 
『絆と活力ある「共生都市」の創造』

基本方針１：
『都市機能の集積と商業機能の充実を図る』 

基本方針２： 
『住民参加により地域資源の活用を図る』 

基本方針３： 
『ゲンジボタルが舞う良好な居住環境の形成を図る』

目標１ 
『子どもから高齢者まで幅広い世代が共生できるまち』 
【指標】 
中心市街地内の福祉・文化・交流施設の利用者数 
１２６，０８２人（H19）⇒１６３，０００人（H25） 
 
目標２ 
『住民参加により地域資源を活かし、魅力的で歩いて楽し

いまち』 
【指標】 
歩行者・自転車通行量（平日） 
６，００２人（H19）⇒６，２００人（H25） 
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●年間商品販売額
H6：231 億円→ H16：119 億円（48％減）

●歩行者・自転車通行量
（平日）S51：9,493 人→ H19：6,002 人（37％減）
（休日）S51：11,434 人→ H19：2,831 人（75％減）

歩行者・自転車通行量について、ほたる通り・銀
座通り・中山道の 3 地点の合計を見ると、昭和 51 年
に比べて平成 19 年の通行量は、平日で 37％、休日
で 75％減となっています。

 3． 中心市街地の課題
中心市街地の現状を踏まえ、活性化に向けた課題

を整理すると、以下のとおりとなります。
①教育・福祉機能の充実の必要性
②商業機能の充実の必要性
③コミュニティの再生・強化の必要性
④地域資源を活かした取り組みの必要性
⑤住み続けたくなる良好な居住環境の必要性

 4． 基本理念・基本方針
中心市街地は前述のとおり、5 つの大きな課題を

抱えており、活性化に向けた取り組みが喫緊の課題
です。

このため、本市の中心市街地活性化では、都市活
力の基礎となる「人と人の絆」（コミュニティの再
生・強化）を基本姿勢とし、都市活力の再生、回遊
性の確保、良好な市街地環境形成等に、市民・商業
者・行政等が一丸となって取り組みます。

　基本理念

『絆と活力ある「共生都市」の創造』

この基本理念のもと、中心市街地の活性化に向け
て整理した課題を踏まえ、中心市街地活性化の基本
方針として以下の 3 つを定めました。

 
１ はじめに 

 守山市は、滋賀県の南部、琵琶湖の東南部に位置

し人口約76,000人の都市です。（平成21年6月現在） 

市域は、野洲川によって形成された沖積平野で、

標高 83.7ｍ～106.1ｍと、標高差はわずか 22.4m の

平坦な地形です。広さは、東西 6.3km、南北 10.9km、

面積 54.81km2であり、滋賀県面積の 1.1％です。 

当市は、京都市中心部とは約 20km、大阪市中心部

とは約 60km にあり、JR 守山駅から新快速を利用し

て京都まで約 23分、大阪駅まで約 53分と利便性の

高い位置にあります。このため、本市は湖南地域（滋

賀県南部）の中核都市としての役割とともに、京都

や大阪のベッドタウンとしての性格も有しています。 

古くから中山道には守山宿が設けられ、「京発ち守

山泊まり」と言われ交通の要衝として栄え、また、

琵琶湖と豊沃な野洲川の恵みを受けた自然風土に、

初夏にはゲンジボタルが乱舞する美しい水辺を有す

るまちです。 

市内には、県立・私立２校の中高一貫校があり、

また、県立の医療福祉施設等が多く集積しているな

ど、教育・医療福祉環境が充実しています。 

 これら、自然や歴史の豊かさや、教育・医療福祉

等の各種サービスが評価され、近年は年間 1000人程

度の人口が増加するという全国でも稀有な都市とな

っています。 

 しかしながら、JR守山駅周辺の「中心市街地」は

全国の事例と同様に、商店街がシャッター通り化す

るなど、まちの活力が低下しており、将来の急激な

少子高齢化・人口減少を見据えて、現時点から手を

打つことが肝要です。そのため、「中心市街地の活性

化に関する法律」に基づく基本計画の国の認定を受

ける中、平成 21年度から 5ヵ年に集中して事業に取

り組みます。 

 

 

 

２ 中心市街地の現状 

●30才代と高齢者の占める割合が高くなっています 

 平成 12年と 19年の中心市街地の人口の年代別構

成を見ると、住民の高齢化が徐々に進んでいる一方、

転入により、30代～40代が多くなっています。これ

らの年齢構成により、20年～30年先に、急速な高齢

化を迎えることとなります。 

 

守山市の認定中心市街地活性化基本計画について 

守山市都市経済部都市再生推進課 川端 和行 
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（資料：住民基本台帳各年 9 月 30 日現在）

新名神高速道路 

 
滋賀県における守山市の位置 

　基本方針Ⅰ　
『都市機能の集積と商業機能の充実を図る』

　基本方針Ⅱ　
『住民参加により地域資源の活用を図る』

　基本方針Ⅲ　
『ゲンジボタルが舞う良好な居住環境の形成を図る』
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 5．数値目標
本市では、基本理念である『絆と活力ある「共生

都市」の創造』を実現するため、3 つの「基本方針」
のもと、以下の目標を掲げ、中心市街地の活性化を
促進します。

 目標 1

『子どもから高齢者まで
幅広い世代が共生できるまち』

　【指標】
中心市街地内の福祉・文化・交流施設の利用者数

126,082 人（H19）⇒ 163,000 人（H25）

 目標 2

『住民参加により地域資源を活かし、
魅力的で歩いて楽しいまち』

　【指標】
歩行者・自転車通行量（平日）

6,002 人（H19）⇒ 6,200 人（H25）

 6．主な事業
守山市では、中心市街地活性化を以下のまちづく

りの考え方のもと、平成 21 年度からの 5 ヶ年で事業
に取り組んでまいります。

< まちづくりの考え方 >

●  守山市の中心市街地には野洲川の恵みと小河
川網があります。この小河川網を人が歩ける

「水辺遊歩道ネットワーク」に改良します。ま
た、散在している歴史資源を「歴史回廊ネッ
トワーク」で有機的に結び「まち」を家族で
散策できるルートとして作成します。

●  「水辺遊歩道ネットワーク」「歴史回廊ネット
ワーク」に親水公園、店舗、町家を活かした
拠点などを設け、巡りながら四季を感じ交流
し、憩え楽しめる空間を形成します。

●  生活者を支援するサービス機能として、教育・
福祉・文化交流機能の充実を図ります。

●  事業者・商店街などが自らの取り組みにより
活性化します。また、中心市街地活性化協議
会や㈱みらいもりやま 21 がこれらの動きを
牽引・支援します。

このような、考え方のもと、以下の事業（主なも
の）に取り組んでまいります。

☆守山小・守山幼・文化福祉施設の合築
守山小学校・守山幼稚園・文化福祉施設の合築に

より、教育・文化・福祉機能の充実を図ります。

☆親水公園整備事業
銀座通りと「水辺遊歩道ネットワーク」の交差す

る場所に親水公園を設け、憩いと交流の場を提供し
ます。

６ 主な事業 

守山市では、中心市街地活性化を以下のまちづく

りの考え方のもと、平成21年度からの5ヶ年で事業

に取り組んでまいります。 

 

このような、考え方のもと、以下の事業（主なも

の）に取り組んでまいります。 

 

�守山小・守山幼・文化福祉施設の合築 

 守山小学校・守山幼稚園・文化福祉施設の合築に

より、教育・文化・福祉機能の充実を図ります。 

�親水公園整備事業 

 銀座通りと「水辺遊歩道ネットワーク」の交差す

る場所に親水公園を設け、憩いと交流の場を提供し

ます。 

 

�歴史回廊ネットワークの形成事業 

 中山道をはじめとして散在する歴史資源を有機的

にネットワーク化するため、案内システム、ベンチ

の設置、一里塚の復元などを行います。 

�中山道にぎわい広場等の整備 

 中山道街道文化交流館や朝市・イベント等で多く

の市民らが交流でき、また、「歴史回廊ネットワーク」

の散策の起点として来訪しやすい環境整備を行うた

め、広場・駐車場を整備します。 

 

�水辺遊歩道ネットワークの形成事業 

 街なかの小河川において、地域住民などの協働に

より、ゲンジボタルが自生できる川づくりと家族が

そぞろ歩きできる水辺遊歩道を整備します。 

�まちづくりの考え方� 

●守山市の中心市街地には野洲川の恵みと小河川網があ

ります。この小河川網を人が歩ける「水辺遊歩道ネット

ワーク」に改良します。また、散在している歴史資源を

「歴史回廊ネットワーク」で有機的に結び「まち」を家

族で散策できるルートとして作成します。 

●「水辺遊歩道ネットワーク」「歴史回廊ネットワーク」

に親水公園、店舗、町家を活かした拠点などを設け、巡

りながら四季を感じ交流し、憩え楽しめる空間を形成し

ます。 

●生活者を支援するサービス機能として、教育・福祉・

文化交流機能の充実を図ります。 

●事業者・商店街などが自らの取り組みにより活性化し

ます。また、中心市街地活性化協議会や㈱みらいもりや

ま21がこれらの動きを牽引・支援します。 

水辺遊歩道ネットワーク（イメージ図） 

中山道にぎわい広場等（イメージ図）

 

守山小学校・幼稚園・文化福祉施設および親水公園 
(基本設計模型) 

幼稚園 小学校 
文化福祉施設 

親水公園 
守山小学校・幼稚園・文化福祉施設および親水公園

（基本設計模型）

☆歴史回廊ネットワークの形成事業
中山道をはじめとして散在する歴史資源を有機的

にネットワーク化するため、案内システム、ベンチ
の設置、一里塚の復元などを行います。

☆中山道にぎわい広場等の整備
中山道街道文化交流館や朝市・イベント等で多く

の市民らが交流でき、また、「歴史回廊ネットワー
ク」の散策の起点として来訪しやすい環境整備を行
うため、広場・駐車場を整備します。
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６ 主な事業 

守山市では、中心市街地活性化を以下のまちづく

りの考え方のもと、平成21年度からの5ヶ年で事業

に取り組んでまいります。 
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そぞろ歩きできる水辺遊歩道を整備します。 

�まちづくりの考え方� 

●守山市の中心市街地には野洲川の恵みと小河川網があ

ります。この小河川網を人が歩ける「水辺遊歩道ネット

ワーク」に改良します。また、散在している歴史資源を

「歴史回廊ネットワーク」で有機的に結び「まち」を家

族で散策できるルートとして作成します。 

●「水辺遊歩道ネットワーク」「歴史回廊ネットワーク」

に親水公園、店舗、町家を活かした拠点などを設け、巡

りながら四季を感じ交流し、憩え楽しめる空間を形成し
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●生活者を支援するサービス機能として、教育・福祉・

文化交流機能の充実を図ります。 

●事業者・商店街などが自らの取り組みにより活性化し

ます。また、中心市街地活性化協議会や㈱みらいもりや

ま21がこれらの動きを牽引・支援します。 

水辺遊歩道ネットワーク（イメージ図） 

中山道にぎわい広場等（イメージ図）

 

守山小学校・幼稚園・文化福祉施設および親水公園 
(基本設計模型) 

幼稚園 小学校 
文化福祉施設 

親水公園 

中山道にぎわい広場等（イメージ図）
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☆東門院門前にぎわいづくり事業（民間の取組み）
東門院境内でのアート事業の開催とともに、隣接

する町家を活用し、高齢者の居場所づくりと賑わい
づくりを行います。

☆商業機能の充実
商店街の活性化、空き店舗対策、既存大規模店舗

の改築、㈱みらいもりやま 21 による賑わい拠点づく
りにより、商業機能の充実を図ります。

 7．おわりに
守山市中心市街地活性化基本計画が、平成 21 年 3

月 27 日、内閣総理大臣に認定され、中心市街地の再
生に向けたまちづくりがスタートしました。

本市の計画は、他市のように観光客を呼び込み、
にぎわいのあるまちを目指しているのではなく、住
民が身近に歩いていける地域で買い物などができ、
各種の生活支援のサービスが受けられ、家族が地域
としっかり結びついた安全・安心のまちづくりを目
指しています。

また、昨年度にはまちづくり会社である「株式会
社みらいもりやま 21」が設立し、行政と市民や商業
者の間を補完・調整する機関として、取り組みをは
じめた結果、商業の活性に新たな風が吹き始めてい
ます。今後、商業の活性から、中心市街地の再生に
積極的に取り組まれることを期待しております。

守山市の特徴である「水」「緑」「ホタル」「歴史」
を活かし、「住みやすさ日本一」が実感できる守山を
市民・事業者・商業者そして行政が一丸となって取
り組んでいき、今まで以上に元気なまちに生まれ変
われるよう、鋭意努力して参ります。

（かわばた　かずゆき）


