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野洲市都市計画マスタープラン

（案）

野洲市都市計画マスタープラン
全体構想（案）【要約版】

Y A S U  C I T Y  M A S T E R  P L A N

改訂都市計画マスタープランの構成（案）

第1章 野洲市都市計画
マスタープランについて

第2章 都市の現況と課題

第3章 全体構想

地域別構想

実現化に向けて

第4章

第5章

・都市づくりの基本理念
・将来都市像と都市づくりの目標
・将来人口の展望
・将来都市構造
・都市整備方針

・都市の現況からみた強みと弱み
・課題の導出

・策定の主旨と見直しの目的
・計画の役割と位置づけ
・本計画の構成
・改訂体制
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今回の都市計画審議会で説明する主な内容

第1章 野洲市都市計画
マスタープランについて

第2章 都市の現況と課題

第3章 全体構想

地域別構想

実現化に向けて

第4章

第5章

・都市づくりの基本理念
・将来都市像と都市づくりの目標
・将来人口の展望
・将来都市構造
・都市整備方針

・都市の現況からみた強みと弱み
・課題の導出

・策定の主旨と見直しの目的
・計画の役割と位置づけ
・本計画の構成
・改訂体制

第2章 都市の現況と課題
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都市の現況と課題について

人口・
世帯

都市環境
・景観

交通
体系

産業
構造

土地
利用

本市の現況
強み 弱み

を活かした魅力向上の
ための課題

強み

弱み

を克服するための課題

課題の導出

人口・
世帯 強み

▲図 地区別高齢化率

 中心拠点と地域拠点の大半では人
口、世帯数ともに増加。これらの
地区では高齢化率も低い。

 市外からの通勤者、2015年より流
入超過。

 若年層や子育て層の転入超過。

 出生数がわずかに死亡数を上回る。

P8
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人口・
世帯 強み

▲図 地区別高齢化率

 総人口は近年横ばいから微減で推

移しているものの、中心拠点と地
域拠点の大半では人口、世帯数と
もに増加しており、これらの地区
では高齢化率も低い状況です。

 市外から通勤する就業者が、2015
年に流入超過に転じています。

 社会動態は、近年若年層や子育て
層の転入超過が目立っており、自
然動態は、出生数がわずかに死亡
数を上回っています。

を活かした魅力向上のための課題

 若年層を中心に野洲市を居住地として選んでもらうため、中心拠点
や地域拠点等において、居住を誘導するような生活サービス機能等の
充実が必要です。

 主に中心拠点や地域拠点の周辺で、若年層が魅力を感じる住宅・宅
地の供給促進が必要です。

人口・
世帯 弱み

▲図 人口増減の推計（2015-2045年）

P8～9

 将来人口は、人口減少、高齢化
の進行が推計。

 世帯数はほぼ全域で増加傾向に

あるものの、核家族化の進行等
により地域コミュニティの衰退
が懸念。

 中心拠点・地域拠点周辺以外の

区域では人口減少が進んでおり、

地区別の将来人口の推計では、

市街化調整区域を中心とした郊
外において著しい人口減少が予
測。
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人口・
世帯 弱み
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▲図 転出入の差

P8～9

 これら郊外部では高齢化率も高い。

 主な転出先として守山市や近江八幡市へ
の転出が多くなっている一方、これら２
市からの通勤流動は大幅な流入超過であ

ることから、就業地は野洲市にありなが
ら居住地として避けられている状況がう
かがえる。

 野洲市内に優良な戸建て物件が少ない、
買い物や交通が不便、魅力的な公園の不
足等の理由が推測される。

人口・
世帯 弱み
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▲図 転出入の差

 さらに、これら郊外部では高齢化率も高
い状況です。

 市民の主な転出先としては、守山市や近
江八幡市への転出が多くなっている一方
、これら２市からの通勤流動は大幅な流

入超過であることから、就業地は本市に
ありながら居住地として本市が避けられ
ている状況がうかがえます。

 その理由を転出入者アンケートより考察

すると、野洲市内に適当な物件が少ない
、買い物や交通が不便、子育て環境が不
備等の理由が挙げられます。

 若年層を中心に人口流出を抑制するため、前述のような住宅・宅地
の供給と合わせて、生活が便利で子育てしやすい環境づくりが必要
です。

 著しい人口減少や高齢化が進む郊外の住宅地や集落において、地域
コミュニティの維持に向けた対策が必要です。あわせて、これらの
地区では高齢者の孤立化が懸念されることから、拠点地区等の生活
サービス機能が利用しやすいよう、公共交通ネットワークの強化も
必要です。

を克服するための課題
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産業
構造 強み
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▲図 年間商品販売額の推移
（近隣市比較）

▲図 製造品出荷額等の推移
（近隣市比較）

P10

 商業の推移は2012年以降商店数、
従業員数、年間商品販売額とも増
加傾向にあり、特に年間商品販売
額は近隣市に比べて急速に増加。

 工業の推移は、2011年以降製造品
出荷額等が一貫して増加しており、
これに伴い従業者数も近年増加傾
向。特に製造品出荷額等は近隣市
に比べて急速に増加。

産業
構造 強み

▲図 経営規模別農家数の推移
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（年）

 経営規模別農家（経営体）

数の推移として2.0ha以上の
農家が増加しており、農地
の集積化が進行。

P10

 人口あたりの工業用地面積や、工業・工業専用地域の市街化区域に

対する割合などからは、本市の工業用地面積割合は近隣市に比べて
トップクラス。

 青年農業者による観光振興や、六次産業化などの新しい農業経営に関
する取組みが進行。

 市内生産者と飲食店が協力して新メニューの開発・販売を行うなど、

地産地消の取組が活性化。
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産業
構造 強み

▲図 経営規模別農家数の推移

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015

0.3ha未満 0.3～0.5ha 0.5～1.0ha 1.0～1.5ha 1.5～2.0ha 2.0ha以上

（年）

 経営規模別農家（経営体）

数の推移として2.0ha以上の
農家が増加しており、農地
の集積化が進んでいます。

 集落営農は25団体で、市内の約半数の集落で組織されています。

 青年農業者による六次産業化などの農業振興の取り組みが進行してい
ます。

 人口あたりの工業用地面積や、工業・工業専用地域の市街化区域に

対する割合などからは、本市の工業の規模は近隣市に比べてトップ
クラスとなっています。 商業に関しては、近年の伸びを生かしつつ、市民の生活利便やまち
の魅力の向上に向けて、店舗等が立地しやすい環境整備が望まれま
す。

 工業に関しては、引き続き企業のニーズに応じた新たな産業用地の
確保や、広域的な交通網の充実などが望まれます。

 農業に関しては、道路整備等による営農環境向上や、小売店・飲食店
等の立地促進による地産地消の更なる活性化が望まれます。

を活かした魅力向上のための課題

産業
構造 弱み

▲図 大規模小売店舗の分布状況

P10～11

 商業の中心性は低く、消費が市
外に流出しており、特に家電等

の大規模な専門店が市内には立
地していない状況。

 スーパーやショッピングセンタ
ー等の大規模小売店舗は、中心
拠点や地域拠点等での立地がみ

られるが、徒歩で利用しづらい
地域が市街化区域内にも広く存
在。

 農業従業者の高齢化が進行。
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▲図 大規模小売店舗の分布状況

 商業の中心性は低く、消費が市
外に流出しており、特に家電等

の大規模な専門店が市内には立
地していない状況です。

 スーパーやショッピングセンタ
ー等の大規模小売店舗は、中心
拠点や地域拠点等での立地がみ

られますが、徒歩で利用しづら
い地域が市街化区域内にも広く
存在しています。

 農業従業者の高齢化が進行して
います。

 商業に関しては、徒歩等で買い物が不便な地域の解消に向け、拠点
地区以外でのスーパー等の立地促進が求められます。また、市内に
大規模な専門店が立地していないことから、市外で近接する商業集
積地へのアクセス強化等の対策も必要です。

 農業に関しては、農業後継者の確保に向けて、集落への外部からの
移住を許容するなど、必要に応じて柔軟な対応が求められます。

を克服するための課題産業
構造 弱み

土地
利用 強み

工業地域・工業専用地域を除く
市街化区域面積
（ha）

市街化区域内
人口密度
（人/ha）

野洲市 526.4 69.5
大津市 5,646.4 53.3
草津市 1,591.7 64.8
守山市 981.0 63.0
栗東市 1,151.2 52.7
湖南市 903.4 49.0
全 体 10,801.1 56.3

▼表 市街化区域内の人口密度
（近隣市比較）

P12

 市街化区域内の人口密度は、近
隣市と比較して非常に高く、効
率的な都市運営がしやすい状況。

 旧中主町においては、合併前か
らの規制内容の違いもあり、市
街化調整区域での住宅用地の開
発が相当数ある。

 野洲駅南口駅前広場の隣接地に、

野洲市民病院等の整備が進めら
れている。
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土地
利用 強み

工業地域・工業専用地域を除く
市街化区域面積
（ha）

市街化区域内
人口密度
（人/ha）

野洲市 526.4 69.5
大津市 5,646.4 53.3
草津市 1,591.7 64.8
守山市 981.0 63.0
栗東市 1,151.2 52.7
湖南市 903.4 49.0
全 体 10,801.1 56.3

▼表 市街化区域内の人口密度
（近隣市比較）

 市街化区域内の人口密度は、近
隣市と比較して非常に高く、効
率的な都市運営がしやすい状況

となっています。

 旧中主町においては、合併前か
らの規制内容の違いもあり、市
街化調整区域での住宅用地の開
発が相当数あります。

 野洲駅南口駅前広場の隣接地に、

野洲市民病院等の整備が進めら
れています。

 今後⾧期的には人口減少が避けられない中で、効率的な都市運営を
行うため、現状の市街化区域内の人口密度の高さを一定程度維持し
ていくことが重要です。

 野洲駅南口周辺整備等の拠点整備を皮切りに、駅周辺における賑わ
いを創出し、若者等に魅力あるまちづくりを推進していくことが重
要です。

 旧中主町における市街化調整区域の開発手法について、他地域への
展開の可能性を検討する必要があります。

を活かした魅力向上のための課題

土地
利用 弱み

▲図 浸水想定区域の状況

P12

 市街化区域内には新たな住
宅地や工業地の開発に適す
るまとまった空閑地はほと
んど残っていない。

 空き家の状況として、空き
家数、空き家率とも増加傾
向。

 記録的大雨等による浸水想

定区域は市街化区域を含む

広範囲に及び、特にJR篠原
駅付近では2.0m以上の浸水
が想定。
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▲図 浸水想定区域の状況

 市街化区域内には新たな住
宅地や工業地の開発に適す
るまとまった空閑地はほと
んど残っていません。

 空き家の状況として、空き
家数、空き家率とも増加傾
向となっています。

 洪水による浸水想定区域は

市街化区域を含む広範囲に

及び、特にJR篠原駅付近で
は2.0m以上の浸水が想定さ
れています。

 現行の市街化区域内において新たな住宅地や工業地の開発が困難な
ことから、適正な規模、位置において市街化区域の拡大を図っていく
必要があります。

 管理が行き届かない空き家は安全面や防犯面、景観面など様々な問
題があることから、適正な管理に向け所有者等への周知などを進め
る一方、管理不全な空き家発生の背景となる狭あい道路の解消等、
市街地環境の改善にも取り組む必要があります。

 浸水による甚大な被害が想定される地域では、排水施設の強化など
のハード対策と合わせて、適切な土地利用の誘導を図る必要があり
ます。

土地
利用 弱み を克服するための課題

交通
体系 強み

▲図 JR野洲駅乗車人員の推移
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▲写真国道8号野洲栗東バイパスの整備

P14

 国道8号等、主に野洲川を渡る幹
線道路の交通混雑の解消に向け

て、大津湖南幹線や国道8号野
洲栗東バイパスの整備が進めら
れている。

 篠原駅では駅舎、自由通路、駅
前広場などが近年整備され、現
在駅へのアクセス道路の整備が

進んでいる。

 野洲駅の乗車人員は増加傾向。
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▲図 JR野洲駅乗車人員の推移
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▲写真国道8号野洲栗東バイパスの整備 国道8号等、主に野洲川を渡る幹
線道路の交通混雑の解消に向け

て、大津湖南幹線や国道8号野
洲栗東バイパスの整備が進めら
れています。

 篠原駅では駅舎、自由通路、駅
前広場などが近年整備され、現
在駅へのアクセス道路の整備が

進んでいます。

 野洲駅の乗車人員は増加傾向に
あります。

 広域的な幹線道路網の整備インパクトを生かし、都市の活力向上に
つながる市内外の多様な交流を促進するため、市内の幹線道路網の
整備充実が望まれます。

 篠原駅周辺の整備インパクトを生かし、引き続き関係市町（近江八
幡市）と連携しつつ地域の活性化に向けた検討を行っていく必要が
あります。

 野洲駅の利用者数の増加と周辺の人口増加が相乗効果を発揮してい
るとみられ、引き続き中心拠点としての魅力向上のため、鉄道の利
便性強化と人口誘導策を合わせて実施していくことが重要です。

を活かした魅力向上のための課題交通
体系 強み

交通
体系 弱み

P14

▲図 都市計画道路
整備状況図

 都市計画道路のうち、歩道等の整備
が未完了の区間（概成済区間）が
27.5%残存。

 コミュニティバスの利用者数は、高
齢者のみではほぼ横ばいだが、直近
の利用者数は上昇傾向。

 市民意向では「徒歩での移動が快適
にできる道路の整備」及び「公共交
通（バス）に対する利便性」への要
望が強くなっている。
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▲図 混雑度状況

 国道8号以外にも混雑度が高い路線
が存在しています。

 都市計画道路のうち、歩道等の整備
が不十分な区間（概成済区間）が
27.5%残存しています。

 コミュニティバスの利用者数は、高
齢者のみではほぼ横ばいですが、全
体的には概ね減少傾向にあります。

 市民意向では「徒歩での移動が快適
にできる道路の整備」及び「公共交
通（バス）に対する利便性」への要
望が強くなっています。

 混雑解消に向けた道路の改良や新設整備等を推進する必要がありま
す。

 歩道等の整備充実による安全で快適な歩行空間の確保が必要です。

 公共交通（路線バス・コミュニティバス）の利便性向上をめざした
多様な施策展開が必要です。

を克服するための課題交通
体系 弱み

都市環境
・景観 強み

▲図 景観計画区域

P16

 公共下水道（汚水）はほぼ整備
済。

 野洲市景観計画において、三上

山周辺や琵琶湖沿岸などの自然

景観、及び野洲駅南地区や大津

能登川長浜線沿道などの都市景
観が重点地区として指定。
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▲図 景観計画区域

 公共下水道（汚水）はほぼ整備
済となっています。

 野洲市景観計画において、三上

山周辺や琵琶湖沿岸などの自然

景観、及び野洲駅南地区や大津

能登川長浜線沿道などの都市景
観が重点地区として指定されて
います。

 人口密度が高く、効率的な都市経営が可能な環境を生かしながら、
公共下水道（汚水）を適正に管理・運営していく必要があります。

 今後の市街地整備や開発にあたっては、重点地区の趣旨に従い、本
市固有の自然的・歴史文化的景観の保全と、それらと調和したまち
なみ景観の形成を進める必要があります。

を活かした魅力向上のための課題都市環境
・景観

強み

都市環境
・景観 弱み

▲図 保育所および幼稚園の分布状況

▲図医療施設および老人福祉施設の分布状況

P16

 雨水排水施設が脆弱な地域が
あることから、開発にあたっ

て大規模な調整池の設置が必

要となる可能性がある。

 市街化調整区域では福祉施設
や医療施設がほとんど立地し
ていない状況。
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▲図 保育所および幼稚園の分布状況

▲図 医療施設および老人福祉説の分布状況

 既存の雨水排水施設が脆弱な
ことから、開発にあたって大

規模な調整池の設置が必要と

なるなどの問題が生じていま

す。

 現在、「公共施設総合管理計

画」や「公共施設のあり方」

に基づき、公共施設の再編等
について検討しています。

 市街化調整区域では福祉施設
や医療施設がほとんど立地し
ていない状況です。

 本市がめざす都市づくりに必要な開発を促進するため、雨水排水対
策の推進が必要です。

 公共施設の再編に伴う空き施設や跡地が発生した際には、その活用
について、市民のニーズや地域のまちづくりの方向性などと照らし
合わせながら検討する必要があります。

 集落環境の維持のため、各集落から市街化区域に立地する近傍の福
祉・医療施設等への公共交通によるアクセス確保が求められます。

を克服するための課題都市環境
・景観

弱み

第3章 全体構想
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全体構想について

都市づくりの基本理念

将来都市像と都市づくりの目標

将来人口の展望

将来都市構造

都市整備方針

全
体
構
想
の
構
成

都市の現況からみた
都市づくりの課題

(前章)

1
都市計画法や
上位計画等が

掲げる基本理念や目的

2
本市がめざす

今後のコンパクトシティ
のあり方

3

野洲市都市計画マスタープランにおける「都市づくりの基本理念」

都市づくりの基本理念を考えるうえでの３つの視点

都市づくりの基本理念
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都市づくりの基本理念
■国が提唱するコンパクトシティのあり方

・医療・福祉施設、商業施設や居住等がまとまって立地している
・公共交通により医療・福祉施設や商業施設等にアクセスできる
・日常生活に必要なサービスが住まいなどの身近に存在する

多極ネットワーク型コンパクトシティ

都市づくりの基本理念

■本市がめざすコンパクトシティのあり方

⾧期的な視点では国が提唱する「多極ネットワーク型コンパク
トシティ」の考え方に従い、緩やかに生活サービス施設や居住
を誘導しながら、短期的な視点では、定住施策として適正な量
の住宅供給のために必要な市街地拡大を図ること

都市計画区域全域でむやみに市街地拡大を模索せずに、拠点と
なる市街地の周辺において、適切に居住を誘導する区域を設定
すること

生活サービスが享受できる拠点から離れた郊外住宅団地や集落
は、開発規制緩和を図ったり、生活サービスが享受できる施設
までの公共交通ネットワークを整備したりすることによって、
その地域におけるコミュニティの活力を維持すること

1

2

3
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本市固有の豊かな自然環境との調和を図りつつ、⾧期的には、人口
減少・超高齢社会の到来や大規模災害の発生に備え、高齢者なども含
めた市民の誰もが安全・安心に暮らし続けられるよう、持続可能な都
市づくりを進める一方、当面見込まれる人口動向や産業動向を踏まえ、
都市の活力を支えるための住宅地、産業地の開発を計画的に誘導する
など、適切な対応を図るとともに積極的な都市づくりを進めます。

また、農業者の生活基盤となる集落地の活力維持のため、営農環境
の保全を進めるとともに、三上山から琵琶湖までの連続した自然の環
境、景観を田園風景と合わせて一体的に保全し、こうした地域資源を
活用しながら、市内外の活発な交流促進をめざした環境整備を進めま
す。

さらに、これらを行政だけでなく、市民や事業者等と協働して行う
ことを都市づくりの基本理念とします。

野洲市都市計画マスタープランにおける「都市づくりの基本理念」

※前文省略、一部のみ抜粋

将来都市像と都市づくりの目標

活
力
あ
る
都
市
と
豊
か
な
自
然
が
調
和
し
た

に
ぎ
わ
い
と
や
す
ら
ぎ
の
あ
る
ま
ち

将来都市像

・中心拠点や地域拠点への都市機能の集約化

・快適で歩きたくなる歩行空間の整備

・店舗等が立地しやすく持続的に発展できる環境の整備

・拠点間の公共交通ネットワークの強化

目標1

・中心拠点や地域拠点の周辺において若年層が魅力を感じる住宅・宅地供給

のための市街地拡大

・歩いて暮らせる街なか居住の推進と拠点までの公共交通ネット

ワークの整備

・郊外住宅団地における店舗等の立地促進による住環境の向上

目標2

拠点の都市機能集約と歩行空間の改善による賑わい強化

安全で利便性の高い居住環境づくり

（仮）



18

資料２-２

活
力
あ
る
都
市
と
豊
か
な
自
然
が
調
和
し
た

に
ぎ
わ
い
と
や
す
ら
ぎ
の
あ
る
ま
ち

将来都市像

・地域ニーズに応じた産業用地としての市街地拡大

・集落における定住化の促進による農業後継者確保

・中心拠点や地域拠点までの公共交通ネットワークの整備

・営農環境向上のため、地産地消を促進できる店舗等を誘導

目標3

・子育てしやすい環境づくりなどをめざした身近な公園緑地の整備

・豊かな自然の資源を活かした市民交流の促進に向けた既存ストックの再生

・三上山や野洲川、琵琶湖など豊かな自然環境の保全

目標5

田園集落における地域活力の維持向上に向けたまちづくり

豊かな自然環境の保全と身近に自然を感じられる都市の形成

・浸水想定区域における河川整備や下水道雨水排水整備

・災害から身を守るための都市基盤の強化と適切な土地利用誘導

目標4 都市の安全を高める防災基盤の強化

（仮）

将来都市像と都市づくりの目標

将来人口の展望

▲図 今後の人口推移 ▲図 今後の年齢構成推移

 2015年の人口 49,889人に対し、2030年では 4万9千人程度、2040年
では 4万8千人程度を維持することを目指す。

 年齢構成としては、老年人口の増加と生産年齢人口の減少が続く一
方、年少人口は2025年以降増加に転じると想定される。
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将来都市構造

将来都市構造

交流の拠点とネットワーク

都市骨格

暮らしの拠点とネットワーク

土地利用ゾーニング

将来都市構造の構成
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土地利用ゾーニング

まちなか居住ゾーン

一般居住ゾーン

工業ゾーン

田園集落ゾーン

自然環境ゾーン

将来都市構造

都市骨格

広域連携軸

都市間連携軸

将来都市構造
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暮らしの拠点とネットワーク

暮らしのネットワーク

地域拠点
（北部合同庁舎周辺）

中心拠点
（JR野洲駅周辺）

将来都市構造

地域拠点
（新たな拠点）

交流の拠点とネットワーク

中心拠点
（JR野洲駅周辺）

自然環境交流拠点

交流連携軸

将来都市構造
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将来都市構造

第1章 野洲市都市計画
マスタープランについて

第2章 都市の現況と課題

第3章 全体構想

地域別構想

実現化に向けて

第4章

第5章

・都市づくりの基本理念
・将来都市像と都市づくりの目標
・将来人口の展望
・将来都市構造
・都市整備方針

・都市の現況からみた強みと弱み
・課題の導出

・策定の主旨と見直しの目的
・計画の役割と位置づけ
・本計画の構成
・改訂体制
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現行都市計画マスタープランで完了した主な事業

 JR野洲駅前広場整備事業（H30.11）

 篠原駅周辺都市基盤整備事業（H28.12）

 区画整理事業による換地処分の完了

（市内7か所・R1.10現在）

 新野洲クリーンセンターの建設（H28.11）

 野洲市屋外広告物条例の制定（H26.6）

将来推計人口 平成17年 49,486人
平成32年 51,500人 ＋2,000人

⇒人口増加を前提とした都市計画

１. 土地利用の方針

・「長期的に市街化を検討していく地区」
過去の経緯から市内各所に位置付け 13箇所

2. 交通施設の整備方針

・道路交通施設（広域、地域内）、公共交通施設方針

３. 市街地整備及び住環境整備の方針
拠点 南部市街地拠点（ＪＲ野洲駅）

北部市街地拠点（北部合同庁舎）
東部交通拠点（ＪＲ篠原駅前）
情報交流・創造拠点（新駅設置）
自然・環境交流拠点（マイアミ・希望が丘）

第３章. 全体構想 5. 都市整備方針（修正素案）

（１）変更のポイント

4. 自然環境保全及び都市環境形成の方針

・自然環境保全の方針、公園・緑地の配置方針

5. 景観形成の方針

・自然、田園、歴史・文化を主にした景観保全の方針

6. 都市防災の方針

・市街地の不燃化や防災拠点の整備等に関する方針

7. バリアフリー整備等の方針

・鉄道駅、道路等を中心にバリアフリー整備の方針

現行計画
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将来推計人口 平成27年 49,889人
令和12年 49,394人 ｰ495人

⇒人口減少を前提とした都市計画

１. 土地利用の方針

立地適正化計画と整合し、
中心拠点（ＪＲ野洲駅）、地域拠点（北部合同庁舎）
から徒歩圏域で住居系市街化拡大
その他地域で産業系市街化拡大

2. 交通施設の整備方針
・道路交通施設（広域、地域内）、公共交通施設方針

３. 市街地整備及び住環境整備の方針
立地適正化計画と整合し、
拠点 中心拠点（ＪＲ野洲駅）

地域拠点（北部合同庁舎）
自然・環境交流拠点（マイアミ・希望が丘）

第３章. 全体構想 5. 都市整備方針（修正素案）

（１）変更のポイント

4. 自然環境保全及び都市環境形成の方針

・自然環境保全の方針、公園・緑地の配置方針

5. 景観形成の方針

・自然、田園、歴史・文化を主にした景観保全の方針

6. 都市防災の方針

・市街地の不燃化や防災拠点の整備等に関する方針

7. バリアフリー整備等の方針

・鉄道駅、道路等を中心にバリアフリー整備の方針

改訂計画

作成中

（1）主な削除または変更点

1. 土地利用の方針

現行計画の記載内容 改訂版での対応

①【文教・福祉系土地利用】

「小中学校や図書館等の文教施設、福祉・保健・
医療施設等の公共施設が立地している地区は、
文教・福祉地区として施設利用者の利便の増進
を図るとともに、施設周辺においては、当地区
と調和した土地利用を図ります。」

※教育施設等の公共施設新設計画が特段なく、また
設置にあたって都市マスの位置付けが必ずしも必要
ではないため。

②【土地利用方針図】

図面上の「長期的に市街化を検討していく地
区」の表現について。（今後の市街化拡大の方
針・野洲市まちづくりビジョンの取扱い）

「野洲市まちづくりビジョン」の候補地15箇所に
ついては、令和２年度の市街化拡大をもって効力を
失効することとして取り扱う。
ただし、それ以降においても市街地を拡大してい
く必要があるため、野洲市立地適正化計画で目指す
「コンパクトシティ」と整合するよう「住居系・産
業系拡大市街地」に切り分け、今後も継続して候補
地としてのあり方を検討する。

削除
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（1）主な削除または変更点

1. 土地利用の方針

現行計画の記載内容 改訂版での対応

③【土地利用方針図】

小南・入町地先の「長期的に市街化を検討してい
く地区」。 ※篠原駅周辺が野洲市立地適正化計画において都市

機能誘導区域とされていないこと、また、日野川の
浸水想定が一定今後も見込まれていることから削除。

削除

（2）主な追加点

1. 土地利用の方針

改訂版での対応

①【土地利用方針図】

立地適正化計画との整合
・野洲市立地適正化計画で設定する中心拠点（ＪＲ野洲駅周辺）・地域拠点（北部合同庁舎周辺）にお
いて、歩いて暮らせる利便性の高い居住誘導区域として、徒歩圏域半径８００ｍのゾーニングと住居系
拡大市街地圏域を重ね合わせて追加する。

・上記、中心拠点・地域拠点以外の住居系市街地拡大は、野洲市立地適正化計画が目指すコンパクトシ
ティのあり方と整合しないため、住居系市街地拡大の位置付けを「産業系」へ方針変更。
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（1）主な削除または変更点

2. 交通施設の整備方針

現行計画の記載内容 改訂版での対応

①【公共交通施設】

「ＪＲ野洲駅とＪＲ篠原駅の２駅間においては、
新たな地域拠点の整備に併せた新駅の設置を関
係機関に要請します。」

※当該区域については、徒歩圏域に大規模商業施設
等がなく、市街化区域内に買い物困難者の発生が見
込まれるため、商業等の産業系市街地拡大が必要と
なっている。
新駅設置を大きく前提にした市街地拡大ではなく、
当計画の目標年次10年後において、より現実的な
都市的土地利用転換を誘導するため、鉄道以外の交
通網充足と併せて新たな拠点創造の起点とする。
（新駅設置の位置要請の位置づけは、同時期改訂
予定の第2次野洲市総合計画の内容に準じて今後記
載方法を調整する予定。）

②【交通施設整備方針図】

「新道路の構想「菩提寺PA（スマートIC）アク
セス道路」 ※菩提寺PA（スマートIC）の計画がなくなったため、

当該構想道路についても記載を削除。

調整

削除

（1）主な削除または変更点

2. 交通施設の整備方針

現行計画の記載内容 改訂版での対応

③【公共交通施設整備方針図】

「新道路の構想「県道大津能登川長浜線から篠原
駅前を縦断する市道（小南地先）」」 ※構想線上に新たな地区計画による新市街地（篠原

駅前地区計画）の開発が進んでおり、道路整備の実
現性が低いため削除。

削除
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（2）主な追加点

2. 交通施設の整備方針

改訂版での対応

①【公共交通施設整備方針図】

13 都市計画道路 市三宅妙光寺線の先線延長
・国道８号バイパスと接続する市道市三宅妙光寺線については、今後交通量が増加する見込みであり、
市内北部を縦断する地域内幹線道路として、市道市三宅竹生線と接続し、県道守山中主線と合流する。
国道８号バイパスと中主エリアを繋ぐ幹線道路として、街路整備の優先度が高いと考えられる。

15 都市計画道路 野洲駅北口線先線の守山への橋梁部分の廃止検討
・現状、野洲駅北口線については、区画整理を実施した市街化区域までの供用となっている。この先線
については、上記で記載のある市道 市三宅竹生線と接続する道路。中主エリアからの野洲駅北口への
交通量が多く、北野小学校付近の慢性的な渋滞から、市三宅集落内を通り抜ける車が増加していること
が地元で問題となっている。これらの課題については、この野洲駅北口線と市三宅竹生線との接続によ
り解消される見通し。
守山市へつながる区間においては、守山市も法線の変更を検討していること、橋梁工事等に多大な資
金が必要となることから法線廃止を検討している。

（1）主な削除または変更点

3. 市街地整備及び住環境整備の方針

現行計画の記載内容 改訂版での対応

①【都市拠点】

「ＪＲ篠原駅周辺の東部交通拠点周辺においては、
近江八幡市・竜王町（篠原駅周辺都市基盤推進
協議会）と連携しつつ、駅舎橋上化や駅南側の
駅前広場の整備、アクセス道路の整備動向と、
駅周辺部における宅地需要を的確に把握し、農
業との調整を図るなど適切な手法により一体的
な市街地整備を図ります。」

※以下の理由から都市拠点としての位置づけを削除。
・立地適正化計画において、都市機能・居住誘導区
域に設定していないため整合を図る。（当該区域の
生活機能は近江八幡市であり、近江八幡市が現在作
成中の立地適正化計画の内容を確認しながら都市機
能のあり方を慎重に検討）
・日野川の浸水想定が次回のハザードマップ更新に
おいても浸水深が高い見込みであることから、今回
も都市機能を誘導する拠点としては見合わせる。

②【都市拠点】

「野洲市域のほぼ中央に位置し、地域内の幹線道
路が結節する情報交流・創造拠点においては、
文教、福祉施設等の公共施設が立地する特性を
生かし、長期的に周辺部における宅地需要を的
確に把握し、農業との調整を図るなど適切な手
法により市街地整備を図ります。」

以下の理由から都市拠点としての位置づけを削除。
・都市拠点とするには、まだまだ多くの市街地整備
が必要。
・10年後を目指したまちづくりにおいては、不足し
ている商業機能等の産業系土地利用誘導を積極的に
行い、将来的な新たな拠点創造の実現可能性を高め
ていく必要。

削除

削除
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▼現況をもとにした土地利用方針図 

 
※野洲市まちづくりビジョン…人口定住策の重点的な整備を図る地区について、まちづくりの将来像を示すビジョン（H28.3 策定）。 

この中では市街化編入検討地区について、市街化区域編入の実現可能性をランク A～C で整理している。 
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▼土地利用方針図（検討中） 
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▼現行 交通施設整備方針図 

 

▼交通施設整備方針図（検討中） 
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▼交通施設整備方針図（検討中）
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▼広域幹線道路 ▼地域内幹線道路 
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