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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
黒壁を中心としたまちづくりが全国的に注目を浴

びてから 20 年。8万人の地方都市に今なお年間 200
万人の観光客が訪れる長浜市が、なぜ今中心市街地
活性化基本計画なのかと話題になったとか。そんな
長浜市も多くの課題を抱えています。一つ目は、賑
わいを維持するための魅力を創出し続けなければな
らない宿命ともいうべきプレッシャー。二つ目は、
量から質への転換。三つ目として、居住者の視点か
らのまちづくり。今こそ転換期であることに気づき、
次の 20 年後を見据えての新たな活性化が必要とし
たものです。

 2．中心市街地の概況
昭和 59 年に「長浜市博物館都市構想」を策定し、

「伝統を現代に生かし美しく住む」、「先人の情熱や
英知に学び、進取の気性を継承する」をキーワード
に地域固有の資源や人々の暮らしの中で培われてき
た文化や知恵を現代に活かして、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きまし
た。
このまちづくりの理念を市民と行政とが共有する

ことにより、これまでの約 25 年間に、街並みの修景
や魅力あるイベントの開催などの多彩なまちづくり
活動を展開して、かつての疲弊した中心市街地に活
気を取り戻し、今日では年間約 200 万人の来街者が
訪れる商業観光都市として発展し、長浜の都市的魅
力の向上に大きな成果を上げてきました。
一方で、成熟した街と人と文化を基礎に着実に発

展していく商業観光都市・長浜を展望すると、さら
なる魅力の創造とこれを発信する力をつけるなどの

課題をもちます。また、中心市街地を市民の居住地
としてみてみると、必ずしもライフスタイルにマッ
チ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商業機能や都市福利機能
の低下は、居住人口の伸び悩みや進む高齢化に対す
る緊急の課題となっています。

 3．中心市街地の現況
○歩行者・自転車通行量［平日・休日（7地点）］
平成 15 年から平成 20 年までに約 7,000 人が減少

しています。これは、観光客重視の市街地商店街に
シフトしたことにより、観光客の動向に大きく左右
されることとなったこと、また、市民にとっての買
い物の場としての魅力低下や近距離でも自動車を利
用するライフスタイルの変化によるものと考えられ
ます。
平成 17 年は、愛・地球博開催、平成 18 年は、北

近江一豊・千代博覧会開催のために、増減幅が大き
くなっています。
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○中心市街地の居住人口
中心市街地周辺部に分譲住宅やアパート等の新興

住宅地が形成されたことに伴い、過去 30 年間に約
6,000 人が減少しており、長浜曳山まつりの「山組」
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などの長浜の象徴的文化とコミュニティを維持して
いくことが難しくなってきています。
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 4．基本計画の策定

博物館都市構想・ステージⅡ
長浜らしく美しく、暮らし、働き、過ごす

年間 200 万人を超える来街者がある中心市街地
は、土・日ともなると多くの人であふれています。
そのような光景を見ると、まちなかは活力があり、
賑わっているように見えますが、夜になると人通り
はほとんどなく、そこに住む人は年々減少している
のが現状です。
「長浜らしさを生かして美しく住む」という博物
館都市構想の理念のもと、まちづくりをすすめてき
ましたが、中心市街地は、徐々に観光客重視にな
り、市民にとって住みにくい場所になってしまいま
した。中心市街地が継続的に活力と賑わいを持つた
めには、多くの人が集まることも大切ですが、そこ
に多くの人が住んだり、滞在したりすることも大切
です。
そういったことから、今回、「長浜らしさを生か

して美しく住む」という原点にもどり、『博物館都市
構想・ステージⅡ　長浜らしく美しく、暮らし、働
き、過ごす』を基本コンセプトとして、「まちなか居
住等の促進」と「交流人口の維持と質の向上」を目
標に掲げました。

 5．活性化の目標
①�長浜らしい歴史・文化が息づくコンパクトな市街
地環境を整える。

②�美しく住む長浜を実現し、黒壁を中心とした文化
芸術の情報発信活動を高め、交流人口 200 万人を
維持しつつその質の向上を図る。
③�長浜中心市街地へのエントランスとなるシンボル
ロード両端（駅周辺と市役所を核とした公益ゾー
ン）に、交通、生活、コミュニティ活動、来街者
と市民が集結・交錯する都市活動の交流拠点を創
出する。
④�すぐれた住環境を有する共同住宅の供給や、伝統
的町家等を生かした“まちなか居住”“まちなかB
＆ B”“縁側型福祉施設”等の供給により住環境整
備と長浜らしい暮らしの提案を図る。

○目標1　活力と賑わいに満ちたまちづくり
�交流人口の維持と質の向上、歴史・文化が息づく
コンパクトな市街地形成、都市活動の交流拠点を
創出

【数値目標 1】歩行者・自転車通行量
�現況値（H16 ～ 20 年の平均）� 目標値（H25 年）
� 32,240 人 / 日� � 32,700 人 / 日

【数値目標 2】宿泊者数
�現況値（H19 年）� 目標値（H25 年）
� 309,300 人� � 339,000 人

○目標2　歴史文化と薫り高い暮らしが息づくまち
づくり
�住環境整備と長浜らしい暮らしの提案、歴史・文
化が息づくコンパクトな市街地形成、都市活動の
交流拠点を創出

【数値目標 3】居住人口
�現況値（H20 年）　� 目標値（H25 年）
� 10,672 人� � �11,000 人

 6．目標達成のための主な事業
○まちづくり会社設立事業
行政と民間の共同により、基本計画に掲げられ

た目標の実現に向け、エリア内のまちづくりを一体
的に推進するための総合的なマネジメント機能を担
い、エリア内のまちづくりを主体的に牽引する組織
を立ち上げることとしました。
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○黒壁スクエアおよび中心商店街魅力強化事業
「不動産の所有と利用の分離」により、伝統的町
家や連続する中庭空間を活用し、体験型宿泊施設、
地場産品を扱う店舗整備や回遊動線の強化をしなが
ら、多様な空間体験の機会を創出し、黒壁スクエア
独自の魅力を高める施策を行うとともに、回遊のポ
イントとなる空き地を活用した駐車場を整備するこ
とにより、アクセス性を高め、賑わいの創出を図る
事業です。
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○やわた夢生小路商店街活性化事業
古くから職人町であった区域において、伝統工芸

のアンテナショップやアーティストの工房を兼ねた
クラフトショップを整備し、長浜の工芸文化の発信
及び製造・小売機能の強化を行い、従来のメインス
トリートから長浜八幡宮まで新たな歩行者の流れを
生み出し、中心市街地全体の回遊性を広げる事業で
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 ○公共公益ゾーン整備事業 
   公共施設ゾーン東側を拠点とし、バリア

フリー化などによる市民にとって利便性の

高い庁舎などの公共公益施設を配置するこ

とによって、都市機能の強化を図るととも

に、少子高齢化への対応や市民が集い、コ

ミュニティ活動や文化活動が行える市民活

動の拠点となる多目的スペース、キッズコ

ーナー（授乳室）などを整備することによ

り、交流拠点の創出を図る事業です。                   イメージ図 
 
 
 ○駅前地区整備検討事業 
   湖北地域 17 万人圏域の都市核をなすエントランスとして、中心市街地に魅力ある商

業交流空間を創出し、黒壁スクエアと連携する核として駅前周辺整備を行い、交流拠

点の創出を図る事業です。 
 
 
７．おわりに 
 この基本計画による賑わいの創出は、民間投資をいかに誘引することができるかにかか

っています。幸いにも、黒壁によるまちづくりに代表されるように、進取の気性と市民主

体のまちづくり気風が育っています。計画策定段階から民主導の事業の検討をいただき、

認定後も次のステップとしての事業展開を構築する動きを見せていただいています。頼も

しい民の力に期待しています。 
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○駅前地区整備検討事業
湖北地域 17 万人圏域の都市核をなすエントラン

スとして、中心市街地に魅力ある商業交流空間を創
出し、黒壁スクエアと連携する核として駅前周辺整
備を行い、交流拠点の創出を図る事業です。

 7．おわりに
この基本計画による賑わいの創出は、民間投資を

いかに誘引することができるかにかかっています。
幸いにも、黒壁によるまちづくりに代表されるよう
に、進取の気性と市民主体のまちづくり気風が育っ
ています。計画策定段階から民主導の事業の検討を
いただき、認定後も次のステップとしての事業展開
を構築する動きを見せていただいています。頼もし
い民の力に期待しています。
（おおつか　よしゆき）


