３．中心市街地の活性化の目標
［１］中心市街地活性化の目標
本市では、基本理念である『絆と活力ある「共生」都市空間の創造』を実現するため、３つ
の「基本方針」の下、以下の目標を掲げ、中心市街地の活性化を推進します。

●中心市街地活性化の考え方
課 題

都市機能が低下し
都市活力が減衰

地域資源や既存ストック
を活かした取組みや各種
事業の連携が不足

住み続けたくなる
良好な市街地環境形成
の必要性

基本方針

基本理念：『絆と活力ある「共生」都市空間の創造』

都市機能の集積と商
業機能の充実を図る

ゲンジボタルが舞う
良好な居住環境の形
成を図る。

地域資源を活用した事
業展開と連携強化を図
る。

目 標

子どもから高齢者まで
幅広い世代が共生
できる市街地の形成

魅力的で歩いて楽しい
市街地の形成

目標１ 子どもから高齢者まで幅広い世代が共生できる市街地の形成
・小学校と幼稚園の合築に合わせた、福祉・文化・交流施設
・新たな居住者が気軽に本市の歴史・風土・文化を学ぶことができる歴史文化拠点
・ファミリー層を対象とした読み聞かせ等の子育て支援機能の強化
・町家を活用した高齢者の居場所づくりによる
・特徴ある本市の自然を身近に感じることのできる親水公園
・ゲンジボタルが舞う河川環境の整備
・公共交通の充実

など
誰もが利用しやすい場所に都市機能を充実し、
幅広い世代が共生できる環境を整える

・中心市街地内に訪れる機会を増やし、まちの活力を生み出す。
・住み続けたくなる居住環境の形成を図る。
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目標２ 魅力的で歩いて楽しい市街地の形成
・旧中山道、神社・仏閣、一里塚、道標や歴史的街並みなどの名所・旧跡を有機的に
結ぶ「歴史回廊ネットワーク」の形成
・特徴ある小河川を活かした「水辺遊歩道ネットワーク」の形成
・四季の感じられる並木道整備
・中山道の町家を活用した学生による講座開設やイベントの実施
・既存大規模店舗の改築による質の高い商業拠点の整備
・空き店舗や空地を活用した店舗誘致
・快適に歩ける歩行空間の確保や歩道のバリアフリー化
・自転車活用・自転車道の整備

など

地域資源を活かし、ネットワーク化を進め、
魅力的で、楽しく、快適に歩ける環境を整える

まち全体の魅力を高め、歩いて楽しい中心市街地を形成する

［２］計画期間
計画期間は、実施事業効果が現れると考えられる平成 26 年 3 月までの５年○ヶ月とします。
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［３］数値目標
（１）評価指標設定の考え方
本計画では、中心市街地を活性化していくために設定した目標について、それぞれ定量的な
評価指標を設定します。
「目標１ 子どもから高齢者まで幅広い世代が共生できる市街地の形成」に対応する評価指標
「子どもから高齢者まで幅広い世代が共生できる市街地の形成」評価指標として、福祉※・
文化・交流施設の利用者数、居住者数、自治会活動の参加者数、市民の福祉・文化・交流施
設の満足度などが考えられます。
※：ここでいう「福祉」施設とは、介護の必要のない高齢者の福祉に資する場、及び、読み聞かせ等の子育て
支援の場をいう。

本市では、市民の文化・交流活動の参加のしやすさを考え、市民交流センター、コミュニ
ティホール、駅前総合案内所などを多くの市民が利用しやすい場所に整備し、各施設の利用
者数を経年的に把握してきました。
今後、本計画に基づき、「都市活力の確保」「まちの拠点性の確保」「住み続けたくなる居
住環境の形成」の観点から、歴史文化拠点、親水公園、小学校・幼稚園の合築に合わせた福
祉・文化・交流施設などの整備を進めます。そこで、常時観測が可能であり、定期的なフォ
ローアップもできる指標である「中心市街地内の福祉・文化・交流施設※の利用者数」を設
定します。
※福祉・文化・交流施設の対象は、守山公民館、駅前総合案内所、駅前コミュニティホール、市民交流セ
ンター、及び、今後本計画に基づき整備する歴史文化拠点、市民ギャラリー、特定高齢者向け介護予防
教室、読み聞かせ等の子育て支援施設、親水公園とします。

また、
「参考指標」として、
「住み続けたくなる居住環境の形成」の評価指標として、市民
にとってわかりやすく常時観測が可能であり、定期的なフォローアップもできる「中心市街
地の人口」も設定します。

「目標２ 魅力的で歩いて楽しい市街地の形成」に対応する評価指標
「魅力的で歩いて楽しいまちなかの形成」評価指標として、歩行者・自転車通行量、名所・
旧跡の来訪者数、市街地内での滞在時間、まちの好感度などが考えられます。
本市では、「歴史回廊ネットワーク」や「水辺遊歩道ネットワーク」の形成や、バリアフ
リー化など来訪者が安全で、安心して、楽しく、快適に、歩いてみたくなる環境を整え、ま
ち全体の魅力を高めます。このため、評価指標として「歩行者・自転車通行量（平日）」を
設定することが、市民にとってもわかりやすく、定期的に観測が可能な指標であると考えら
れます。
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（２）評価指標に基づく数値目標の設定
【評価指標① 中心市街地内の福祉・文化・交流施設の利用者数】
中心市街地内の既存の文化交流施設（守山公民館、駅前総合案内所、駅前コミュニティホ
ール、市民交流センター）の入館者数は、平成 18 年度まで増加傾向を示していましたが、
平成 19 年度は減少し 126,082 人となりました。これは、市民一人当たりに換算すると年間
１．7 回（７ヶ月に１回）利用していることになります。
今後、小学校及び幼稚園の合築に合わせた福祉・文化・交流施設、歴史文化拠点、親水公
園の整備により、交流を育む環境を整え、平成 25 年度に福祉・文化・交流施設全体の利用
者数を 37,200 人増とすることを目指します。これは、中心市街地内の福祉・文化・交流施
設の利用回数を市民の半数がプラス１回多く利用していただくことを目指すもので、利用す
る頻度を７ヶ月に１回から５．５ヶ月に１回程度とするものです。

福祉・文化・交流施設利用者数
200,000

市民の半数が利用回数プラス１回増
163,000

150,000
121,010

130,152 133,629 126,082

37,200人増

100,000

52,310
50,000

0
H15

H16

H17

H18

H19

H25
年度

◆数値目標の根拠の考え方◆
(1)市民ギャラリーの整備による利用者の増加：13,500 人
個展などを開催できる市民ギャラリーとしての整備を行います。利用者数は、中心市街地
内の既存の文化交流施設の利用者数から推定します。
文化施設の規模(㎡)×中心市街地内の文化交流施設の㎡あたり年間利用者(人･年/㎡) ＝ 想定利用者
270 ㎡ × 50 人･年/㎡ ≒ 13,500 人
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(2)特定高齢者の介護予防教室の整備による利用者の増加：6,000 人
特定高齢者の介護予防教室を整備することから、類似施設の利用者数から利用者を推定し
ます。
１教室あたりの利用者数×開催回数×稼働日数＝想定利用者
15 人 × 2 回/日 × 200 日 ≒ 6,000 人
(3)読み聞かせ等の子育て支援機能の整備による利用者の増加：2,800 人
類似施設である市「ほほえみセンター」の利用者数から利用者を推定します。
子育て支援機能の施設規模×㎡あたり利用者(人･日/㎡)×稼働日数＝想定利用者
70 ㎡ × 0.16 人･日/㎡ × 250 日 ≒ 2,800 人
(4)歴史文化拠点の整備による利用者の増加：7,000 人
歴史文化拠点として、中山道に沿った歴史を偲ばせる建築物を整備し、守山市の歴史文化
情報の受発信基地として、また語り部などを配し、来訪者と地域住民の交流の拠点として整
備します。
この歴史文化拠点の整備による利用者として、県内の類似施設の年間利用者が 600 人〜5
万人となっています。
本市の施設は、県内他の類似施設と同種の施設を整備するものではありませんが、「ほた
るの森資料館」と同程度の年間利用者数を見込みます。
＜参考＞県内の類似施設の年間利用者数（守山市調べ）
施 設 名
東海道歴史資料館
水口城資料館
水口歴史民族資料館
甲賀歴史民族資料館
近江八幡市立資料館
草津宿街道交流館
草津宿本陣
ほたるの森資料館
栗東歴史民族博物館
近江日野商人館
木地師資料館

都市名
湖南市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
近江八幡市
草津市
草津市
守山市
栗東市
日野町
東近江市

年間利用者数
5,000 人
4,000 人
4,000 人
600 人
50,000 人
16,000 人
18,000 人
7,000 人
34,300 人
7,000 人
800 人

(5)中山道街道文化交流館の機能充実による利用者の増加：4,500 人
既存の中山道街道文化交流館に、広場・駐車場等の機能の充実を図ることによる利用者数
の増加を見込みます。
施設の規模(㎡)×中心市街地内の文化施設の㎡あたり年間利用者(人･年/㎡) ＝ 想定利用者
90 ㎡ × 50 人･年/㎡ ≒ 4,500 人
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(6)親水公園の整備による利用者の増加：4,000 人
守山町公園の利用実績から親水公園の利用者を推定します。
親水公園の施設規模×ha あたり利用者(人/ha・月)×12 ヶ月＝想定利用者
0.14ha ×

2,400 人/ha・月 × 12 ヶ月 ≒ 4,000 人

中心市街地内の福祉・文化・交流施設の利用者 (H19）

126,082 人

中心市街地内の福祉・文化・交流施設の利用増加人数(H25)
(1)市民ギャラリーの整備による利用者の増加

13,500 人増

(2)特定高齢者向けの介護予防教室の整備による利用者の増加

6,000 人増

(3)子育て支援機能の整備による利用者の増加

2,800 人増

(4)歴史文化拠点の整備による利用者の増加

7,000 人増

(5)中山道街道文化交流館の機能充実による利用者の増加

4,500 人増

(6)親水公園の整備による利用者の増加

4,000 人増

合計

37,800 人増

中心市街地内の福祉・文化・交流施設の利用者 (H25)

163,000 人

◆フォローアップ
事業の進捗状況について毎年度確認し、状況に応じて事業の進捗促進のための措置を講じ
ていくとともに、計画期間の中間年度にあたる平成 23 年度には数値目標を検証し、状況に
応じて目標達成に向けた改善措置を講じていきます。また、最終年度にあたる平成 25 年度
の終了後には、平成 23 年度で検証した事項を含め再度検証します。

≪参考指標 中心市街地の人口≫
中心市街地における良好な居住環境形成を図るための「参考指標」として、「中心市街地
の人口」の目標を以下のとおり定めます。
中心市街地内の人口は、平成 14 年が 9,274 人、平成 19 年が 10,080 人となっており、この
5 年間で 806 人増加しました。これを踏まえてトレンド推計を行うと、平成 25 年の中心市街
地内の人口は 11,050 人になります。
今後、ファミリー層を対象とした「子育て支援機能の強化」や高齢者を対象とした「居場所
づくり」、歩いて身近に福祉・文化・商業等の様々なサービスが受けられる「歩いて暮らせる
まちづくり」等を推進して住み続けたくなる居住環境を整えることにより、平成 25 年の中心
市街地の人口を 11,050 人(対 H19：970 人増)とすることを目指します。
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◆数値目標の根拠の考え方◆
(1)マンション建設による人口増：322 人増
現在建設中のマンションは 129 戸あり、平均世帯人員（中心市街地）を掛けることにより、
人口増を見込みます。
マンション戸数 × 平均世帯人員（中心市街地） ＝ マンションによる人口増
129 戸 × 2.5 人／世帯 ＝ 322 人
＜参考＞建設中又は建設予定のマンション
所在自治会名

戸数

備考

梅田町

79 戸

建設中

今宿町

50 戸

建設中

計

129 戸

(2)良好な居住環境整備による転出率の減少に伴う人口増：665 人
現在、中心市街地での転出率は 6.2％／年であり、市平均の転出率 4.0％／年を上回って
います。良好な居住環境の整備として、「人と人の絆」を強化する交流施設、更には、読み
聞かせ等の子育て支援施設、町家を活用した高齢者の居場所づくりを通じて、「歩いて暮ら
せるまちづくり」を実現することにより、転出率が、現在の転出率 6.2％/年と市平均の転
出率 4.0％/年の中間の 5.1％/年となり、結果的に転出率が 1.1％下がると見込みます。
中心市街地人口 × 転出率の減少率 ×５年 ＝ 転出率の減少に伴う人口増
10,080 人 × 1.1％／年 ×6 年 ＝ 665 人

中心市街地の人口（H19）
中心市街地の人口増加（H25）

10,080 人
増加数

(1)マンション建設による人口増

322 人増

(2)良好な居住環境整備による転出率の減少に伴う人口増

665 人増

合計

987 人増

中心市街地の人口（H25）

11,067 人

43

【評価指標② 歩行者・自転車通行量(平日)】
中心市街地内の歩行者・自転車通行量（平日）について、同地点で調査された 3 地点（①③
④）の合計を見ると、平和堂守山店が開店し最も賑わいのあった昭和 51 年と比較して平成 19
年の通行量は、3 分の 2 程度に減少しています。32 年間で 3,491 人（36.8％）減少しており、
毎年 1.1％減少したことになります。この傾向で推移すると、平成 25 年にはさらに減少し、
5,350 人程度になるものと思われます。
今後、来訪者が安全で、魅力的で歩いて楽しい環境を整え、まち全体の魅力を高めることに
より、この減少を食い止め、平成 25 年に、平成 19 年度と同数の歩行者・自転車通行量を確保
することを目指します。

歩行者・自転車通行量（平日3地点）の推移
(人)
12000
11000
10000

9,493

9,197

9000

年1.1％減少

H19 比で 0.5%/年
の増加を目指し
ます

8000
7000

6,002

6,180

6000

830人増

5000

5,350

4000
3000
S51

S59

H19

H25
S51 から年 1.1％で
減少した場合

具体的には、歩行者・自転車通行量（平日３地点合計）
、平成 19 年の 6,002 人について、目
標年次の平成 25 年に 6,180 人（平成 25 年の予測値よりも 830 人増）とすることを目指します。
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■ 歩行者・自転車通行量の調査地点と数値目標達成に向けた考え方

・歴史文化拠点の整備
・中山道街道文化交流拠点の整備
・東門院門前にぎわいづくり事業
水辺遊歩道ネットワーク
の形成

②

①

③

調査地点

歴史回廊ネットワークの
形成

市民ギャラリー、特定高齢者の介
護予防教室、
読み聞かせ等の子育
て支援機能、親水公園の整備
縮尺 100ｍ

◆数値目標の根拠の考え方◆
(1)歴史文化拠点・中山道街道文化交流拠点の利用者による増加：21 人
歴史文化拠点の利用者及び中山道街道文化交流拠点の利用者増は各々7,000 人及び 4,500
人のうち、歩行者・自転車利用者は、京阪神都市圏パーソントリップ調査より守山市におけ
る代表交通手段別発生集中交通量から、徒歩（14.4％）及び自転車（19.8％）での利用者の
割合から求めると、
歴史文化拠点・中山道街道文化交流拠点の年間想定利用者数 × 徒歩及び自転車
分担率 ＝ 徒歩及び自転車での年間想定利用者数
11,500 人×（14.4％＋19.8％）＝ 3,930 人
施設の稼働日数を年間 250 日と想定すると、1 日当たりの利用者は
3,930 人 ÷ 250 日 ≒ 16 人/日
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と想定されます。
歴史文化拠点・中山道街道文化交流拠点は、①から②の間で整備する予定です。歩行者・
自転車での利用者 16 人は、①地点では 16 人の 1/6、②地点では 16 人の 1/2 が往復として
カウントされるため、歩行者自転車通行量としては 16×(1/2＋1/6)×2=21 人となります。
表 守山市代表交通手段別発生集中交通量（H12 年平日）
単位：トリップエンド、％
自転車を除
徒歩
自転車
自動車
バス
鉄道
計
く二輪車
ﾄﾘｯﾌﾟ数
44,146
60,879
6,242
166,845
3,420
25,113
306,696
（構成比）
(14.4)
(19.8)
(2.0)
(54.4)
(1.1)
(8.2)
(100)
（資料：京阪神都市圏パーソントリップ調査）

(2)「水辺遊歩道ネットワーク」
「歴史回廊ネットワーク」形成により中心市街地内の居住者の
歩く人の潜在需要を喚起し、歩行者が増加：1,200 人
現在の歩行者・自転車通行量の１２．６％増（※）を見込みます。
6,002 人 × 0.126 ≒ 756 人
※本市が昨年度実施した『にぎわい回遊歩行空間形成に向けての交通社会調査』において、地域住
民や来訪者が安全で安心して歩けることのできる環境を整備した場合の社会実験を行った結果、
歩行者・自転車通行量が平日で１２．６％増加しました。この増加量を潜在需要と考えられます。

(3)市民ギャラリー、特定高齢者の介護予防教室、読み聞かせ等の子育て支援機能、親水公園
の整備による歩行者・自転車通行量の増加：38 人
①市民ギャラリーの 1 日平均の利用者：54 人
市民ギャラリーの年間利用者 13,500 人について、稼働日を 250 日として、一日の平均利
用者数を想定すると、
13,500 人 ÷ 250 日 ≒ 54 人/日
②特定高齢者の介護予防教室の利用者：30 人
特定高齢者の介護予防教室の利用者は、
１教室あたりの利用者数×回数＝一日当たり想定利用者
15 人 × 2 回 ≒ 30 人/日
③読み聞かせ等の子育て支援機能の利用者：11 人
子育て支援機能の施設規模×㎡あたり利用者(人･日/㎡)＝想定利用者
70 ㎡ × 0.16 人･日/㎡ ≒ 11 人
④親水公園の利用者：11 人
親水公園の施設規模×ha あたり利用者(人/ha・月)÷30 日＝想定利用者
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0.14ha × 2,400 人/ha・月 ÷ 30 日 ≒ 11 人
①〜④の施設の利用者合計 106 人の利用による歩行者・自転車通行量の増加について、次
の通り推計します。
施設の利用者 106 人のうち歩行者・自転車利用者は、京阪神都市圏パーソントリップ
調査より守山市における代表交通手段別発生集中交通量から、徒歩（14.4％）及び自転車
（19.8％）での利用者の割合から求めると、
施設の利用者 × 徒歩及び自転車分担率 ＝ 徒歩及び自転車での利用者数
106 人 ×（14.4％＋19.8％）＝ 36 人

この徒歩及び自転車での利用者 36 人は、施設整備する守山小学校前の銀座商店街の歩
行者の方向別の割合で利用するものとし、方向別に求めます。
観測地点①での方向別歩行者・自転車通行量は、北進方向が 1,619 人、南進方向が 1,767
人（平成 19 年 11 月 20 日平日調査）の合計 3,386 人となっています。
したがって、北方面から往復し、観測地点①で歩行者・自転車通行量としてカウントさ
れる人数は、
36 人 ×1,767 人÷（1,767 人＋1,619 人）×２ ＝ 38 人

②
1,619 人
①
1,767 人

③

歩行者自転車通行量の観測地点
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(4)東門院門前にぎわいづくり事業による歩行者・自転車通行量の増加：31 人
東門院の門前において町屋を利用して、門前カフェ事業やアート市の開催、舞台・納涼床
を設置し賑わいの創出を図ることにより歩行者・自転車通行量が増加することを見込みま
す。
当該施設の年間利用者数を推計し、そこから歩行者・自転車利用者を想定します。
当該施設の施設規模×㎡あたり利用者(人･年/㎡)＝想定利用者
225 ㎡ × 88 人･年/㎡ ≒ 19,800 人
徒歩・自転車利用者は、
年間想定利用者数 × 徒歩及び自転車分担率 ＝ 徒歩及び自転車での年間想定利
用者数
19,800 人×（14.4％＋19.8％）＝ 6,770 人
施設の稼働日数を年間 300 日と想定すると、1 日当たりの利用者は
6,770 人 ÷ 300 日 ≒ 23 人/日
と想定されます。
東門院門前にぎわいづくり事業は、①から②の間で整備する予定です。歩行者・自転車で
の利用者 23 人は、①地点では 23 人の 1/6、②地点では 23 人の 1/2 が往復としてカウント
されるため、歩行者自転車通行量としては 23×(1/2＋1/6)×2=31 人となります。

以上より、目標年次の平成 25 年に 6,196 人（平成 25 年の予測値よりも 846 人増）となり
ます。
中心市街地内の歩行者・自転車通行量 (H19）

6,002 人

平成 25 年の歩行者・自転車通行量の予測値

5,350 人

中心市街地内の歩行者・自転車通行量の増加量 (H25）
(1) 歴史文化拠点・中山道街道文化交流拠点の利用者による
増加
(2) 「水辺遊歩道ネットワーク」「歴史回廊ネットワーク」
形成により居住者の歩く人の潜在需要を喚起
(3) 市民ギャラリー、介護予防ディサービス施設、子育て支
援機能、親水公園の整備による増加
(4) 東門院門前にぎわいづくり事業による増加
合

計

増加数
21 人増
756 人増
38 人増
31 人増
846 人増

平成 25 年の歩行者・自転車通行量
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6,196 人

◆フォローアップ
事業の進捗状況について毎年度確認し、状況に応じて事業の進捗促進のための措置を講じ
ていくとともに、計画期間の中間年度にあたる平成 23 年度には数値目標を検証し、状況に
応じて目標達成に向けた改善措置を講じていきます。また、最終年度にあたる平成 25 年度
の終了後には、平成 23 年度で検証した事項を含め再度検証します。
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