
1. 計画改訂後の全体フレームについて

野洲市⽴地適正化計画改訂案について 資料３



居住誘導区域の設定居住誘導区域の設定居住誘導区域の設定居住誘導区域の設定 併せて一部内容を検討する内容併せて一部内容を検討する内容併せて一部内容を検討する内容併せて一部内容を検討する内容

（１）平成29年度の検討範囲
1. 計画改訂後の全体フレームについて

＋
第６章第６章第６章第６章.... 居住居住居住居住誘導区域誘導区域誘導区域誘導区域

他関連項目の再検討他関連項目の再検討他関連項目の再検討他関連項目の再検討

野洲市の現状と課題
課題解決のための施策・誘導方針

効果の定量化 等

「効果の定量化」について
は、計画本編ではなく別
途内容を公表予定

第７章第７章第７章第７章.... 誘導誘導誘導誘導施策施策施策施策
第８章第８章第８章第８章.... 目標値の目標値の目標値の目標値の設定設定設定設定

※ 居住に関する部分



立地適正化計画立地適正化計画立地適正化計画立地適正化計画のののの構成構成構成構成 平成平成平成平成28年度年度年度年度

検討範囲検討範囲検討範囲検討範囲

平成平成平成平成29年度年度年度年度

検討範囲検討範囲検討範囲検討範囲

第１章. 立地適正化計画策定の目的と位置づけ 策定済 〇

第２章. 上位関連計画 策定済 〇

第３章. 野洲市の現状と課題 改訂 〇 〇※３

第４章. 都市づくりの基本方針 改訂 〇 〇※３

第５章. 都市機能誘導区域 策定済み 〇

第６章. 居住誘導区域 追加 〇※２

第７章. 誘導施策 改訂 〇※１ 〇※２、３

第８章. 目標値の設定 改訂 〇※１ 〇※２、３

第９章. 計画の進行管理 策定済 〇

※１・・・都市機能誘導区域に関する検討
※２・・・居住誘導区域に関する検討
※３・・・併せて一部内容を改訂

（１）平成29年度の検討範囲
1. 計画改訂後の全体フレームについて



公共交通

公共交通のネットワーク強化によ
る拠点へ利便性向上

都市機能

地域医療拠点の整備
と診療所の誘導

子育て支援機能、図書館、市民
広場等都市機能の強化

防災他
治水対策の推進 等

（2）⽴地適正化計画での誘導のイメージ
1. 計画改訂後の全体フレームについて

居住

高齢者を中心に、健康で安心・安
全な暮らしを構築

若者・子育て層の定住促進
子育てしやすい環境整備 等

ＪＲ野洲駅周辺

北部合同庁舎周辺



１. 計画改訂後の全体フレームについて

第３章第３章第３章第３章
野洲市の野洲市の野洲市の野洲市の

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題

第２章第２章第２章第２章
上位関連計画上位関連計画上位関連計画上位関連計画

交通ネットワーク構想

公共施設等総合管
理計画

住生活基本計画

地域防災計画

農業振興地域整
備計画

（仮称）野洲市立
病院整備基本計画

ほほえみやす２１健康プラン

高齢者福祉計画・
介護保険事業計画

子ども・子育て
支援事業計画

野洲駅中心市街地
整備計画

野洲駅南口周辺整
備構想

第１章第１章第１章第１章
計画策定の目的計画策定の目的計画策定の目的計画策定の目的 健康健康健康健康で快適な生活環境を確保し、持続可能なで快適な生活環境を確保し、持続可能なで快適な生活環境を確保し、持続可能なで快適な生活環境を確保し、持続可能な都市づくり都市づくり都市づくり都市づくり

第４章第４章第４章第４章
（（（（目指すべき都目指すべき都目指すべき都目指すべき都
市の骨格構造の市の骨格構造の市の骨格構造の市の骨格構造の

検討）検討）検討）検討）

中心拠点：ＪＲ野洲駅周辺地域（南部市街地拠点） 地域拠点：北部合同庁舎周辺地域（北部市街地拠点）

総合計画
都市計画マス
タープラン

まち・ひと・しごと創生総合戦略

（1）若者・子育て世
代の転出抑制に向けた
住環境の維持・向上

（３）既存市街地拠
点の生活サービス機

能の維持・増進

（４）JR野洲駅へ
の公共交通利便性

の向上

（５）広域基幹交
通インフラの整備

（６）災害等の対
する安全性の確保

（２）増加する社
会保障費の抑制と
健康づくりの推進

国民健康保険
保健事業実施計画



まちなか居住誘導による都市の魅力、利便性、効率性を増幅まちなか居住誘導による都市の魅力、利便性、効率性を増幅まちなか居住誘導による都市の魅力、利便性、効率性を増幅まちなか居住誘導による都市の魅力、利便性、効率性を増幅

健康寿命促進等による社会
保障費等の適正化

かかりつけ医の推進、予防型
医療環境構築の促進

持続可能な都市経営持続可能な都市経営持続可能な都市経営持続可能な都市経営
子育て世帯転出超過の抑制

や女性就業率向上等

コミュニティバス路線強化

子育て支援機能、図書館、市
民広場を誘導整備 他

利便性が高く、効率的な路
線運用、民間路線維持

第７章第７章第７章第７章
誘導施策誘導施策誘導施策誘導施策

第５章第５章第５章第５章 都市機能誘導区域の設定都市機能誘導区域の設定都市機能誘導区域の設定都市機能誘導区域の設定 第６章第６章第６章第６章 居住誘導区域の設定居住誘導区域の設定居住誘導区域の設定居住誘導区域の設定

駅直結の市民病院を整備、拠
点周辺に診療所を誘導

第８章第８章第８章第８章
目標値の設定目標値の設定目標値の設定目標値の設定

目標目標目標目標

効果効果効果効果

○○○○JRJRJRJR野洲駅南口周辺の歩行野洲駅南口周辺の歩行野洲駅南口周辺の歩行野洲駅南口周辺の歩行
者・自転車交通量者・自転車交通量者・自転車交通量者・自転車交通量

963人（平成28年）
→ 1,060人（平成52年）

○○○○ 計画策定の目的に寄与する効果（健康、持続可能性など）について算出し、別途公表計画策定の目的に寄与する効果（健康、持続可能性など）について算出し、別途公表計画策定の目的に寄与する効果（健康、持続可能性など）について算出し、別途公表計画策定の目的に寄与する効果（健康、持続可能性など）について算出し、別途公表

１. 計画改訂後の全体フレームについて

市民の元気
を増幅

6

第４章（課題解決のための誘導方針）第４章（課題解決のための誘導方針）第４章（課題解決のための誘導方針）第４章（課題解決のための誘導方針）

都市の利便性増幅、共働き世
帯等の子育て利便性向上

子育て世帯
の増加

○路線バス・コミュニティバス○路線バス・コミュニティバス○路線バス・コミュニティバス○路線バス・コミュニティバスのののの
年間利用者数年間利用者数年間利用者数年間利用者数

1,294千人（平成27年）
→ 1,294千人（平成52年）

○野洲市民病院と診療所との病診○野洲市民病院と診療所との病診○野洲市民病院と診療所との病診○野洲市民病院と診療所との病診連連連連
携数携数携数携数

5,920人（平成28年）※野洲病院
→ 7,000人（平成52年）



2. 「第３章 野洲市の現状と課題」



（（（（1111）既存住宅地の住環境の維持・向上）既存住宅地の住環境の維持・向上）既存住宅地の住環境の維持・向上）既存住宅地の住環境の維持・向上

（（（（3333）ＪＲ野洲駅への公共交通利便性の向上）ＪＲ野洲駅への公共交通利便性の向上）ＪＲ野洲駅への公共交通利便性の向上）ＪＲ野洲駅への公共交通利便性の向上

（（（（4444）広域的な基幹交通インフラの整備）広域的な基幹交通インフラの整備）広域的な基幹交通インフラの整備）広域的な基幹交通インフラの整備

（（（（2222）既存市街地拠点の商業サービス機能の維持・増進）既存市街地拠点の商業サービス機能の維持・増進）既存市街地拠点の商業サービス機能の維持・増進）既存市街地拠点の商業サービス機能の維持・増進

（（（（5555）災害等に対する安全性の確保）災害等に対する安全性の確保）災害等に対する安全性の確保）災害等に対する安全性の確保

2. 「第３章 野洲市の現状と課題」
（１）再検討の対象

3. 都市構造上の課題

【平成28年度策定】

各関連計画上の課題、
立地適正化計画が「ツール」
として効果促進できる課題

を再検討

【計画本編Ｐ48】



（（（（1111））））若者若者若者若者・子育て世代の転出抑制に向けた・子育て世代の転出抑制に向けた・子育て世代の転出抑制に向けた・子育て世代の転出抑制に向けた住環境の維持住環境の維持住環境の維持住環境の維持・・・・向上向上向上向上

（（（（4444））））ＪＲ野洲駅への公共交通利便性の向上ＪＲ野洲駅への公共交通利便性の向上ＪＲ野洲駅への公共交通利便性の向上ＪＲ野洲駅への公共交通利便性の向上

（（（（5555））））広域的な基幹交通インフラの整備広域的な基幹交通インフラの整備広域的な基幹交通インフラの整備広域的な基幹交通インフラの整備

（（（（3333）既存市街地拠点の）既存市街地拠点の）既存市街地拠点の）既存市街地拠点の生活生活生活生活サービス機能の維持・増進サービス機能の維持・増進サービス機能の維持・増進サービス機能の維持・増進

（（（（6666））））災害等に対する安全性の確保災害等に対する安全性の確保災害等に対する安全性の確保災害等に対する安全性の確保

2. 「第３章 野洲市の現状と課題」
（１）再検討の対象

3. 都市が抱える課題

【平成29年度策定】

見出しと本文の修正見出しと本文の修正見出しと本文の修正見出しと本文の修正

見出しの見出しの見出しの見出しの修正修正修正修正

（（（（2222）増加する社会保障費の抑制と健康づくりの推進）増加する社会保障費の抑制と健康づくりの推進）増加する社会保障費の抑制と健康づくりの推進）増加する社会保障費の抑制と健康づくりの推進 内容の追加内容の追加内容の追加内容の追加

タイトルのタイトルのタイトルのタイトルの修正修正修正修正



・本市の都市計画区域に占める市街化区域の割合は、12.7％と非常に狭小であるものの、工業・工
業専用区域を除く市街化区域内の人口密度は大津湖南地域で最も高いと推測されます。

・人口減少が推測される今後においても、この高い人口密度を適正に維持していくため、生活サー
ビス施設が集積した地域を中心とする既存住宅地については、空き地等の低・未利用地を活用し、
良好な住環境の維持・向上を図ることにより、転出超過となっている20～30歳代の子育て層や、
市内事業所で働く従業者の定住を促すことが必要です。

2. 「第３章 野洲市の現状と課題」

（（（（1111）既存住宅地の住環境の維持・向上）既存住宅地の住環境の維持・向上）既存住宅地の住環境の維持・向上）既存住宅地の住環境の維持・向上

現行現行現行現行

修正修正修正修正

・生活サービス施設が集積した地域を中心とする既存住宅地については、人口減少が推測される今
後においても高い人口密度を適正に維持していくため、空き地等の低・未利用地の活用が求めら
れます。

・また、生活サービスの利便性の高いＪＲ野洲駅周辺及び北部合同庁舎周辺を中心に、まちなかへ
の居住を誘導するとともに、併せて公共交通の強化、子育て支援環境の充実など、住環境の維
持・向上を図ることにより、転出超過となっている20～30歳代の子育て層や、市内事業所で働
く従業者の定住を促し、人口年齢構成バランスの改善を図っていくことが必要です。

（（（（1111））））若者・子育て世代の転出抑制に向けた若者・子育て世代の転出抑制に向けた若者・子育て世代の転出抑制に向けた若者・子育て世代の転出抑制に向けた住環境の維持・住環境の維持・住環境の維持・住環境の維持・向上向上向上向上

（２）⾒出しと本⽂の修正



・本市の財政状況は、歳入面での自主財源割合が減少する一方で、歳出面では扶助費等の義務的
経費割合が増加しており、今後、生産年齢人口の減少による市税収入の減少、老年人口増加に
よる社会保障関係の経費の増加、土木インフラや公共施設の老朽化に伴う改修・更新経費の増
加等が想定され、効率的な行財政運営が迫られています。

・国保の医療費分析からは、入院での脳梗塞・脳出血等の医療費単価が国や県平均よりも高く、
生活習慣病の重症化が懸念されています。

・介護認定者数においても増加の一途をたどっており、認定率の推計では平成37年度に24.8％
見込まれています。生涯にわたるQOL（Quality of Life：生活の質）の維持をいかに図ってい
くかが重要となっており、高齢者自身や家族等にとっても、生涯を通じて健康で心豊かに暮ら
せる都市づくりが強く求められています。

2. 「第３章 野洲市の現状と課題」

（２）（２）（２）（２）増加増加増加増加する社会保障費の抑制と健康づくりの推進する社会保障費の抑制と健康づくりの推進する社会保障費の抑制と健康づくりの推進する社会保障費の抑制と健康づくりの推進

追加追加追加追加

（２）⾒出しと本⽂の修正



・ＪＲ野洲駅周辺地域及び北部合同庁舎周辺地域は、生活サービス施設の集積性が高く、それぞ
れ南部市街地及び北部市街地の拠点として、大きな役割を果たしており、今後も生活サービス
施設の維持が必要です。

・特に、ＪＲ野洲駅周辺の南部市街地については、多様な都市機能が集積し、公共交通利便性も
高いことから、子どもから高齢者まで多世代が交流し、まちの賑わいや魅力を創出する機能の
強化が求められています。

・公共交通利便性が高いという特性を活かして土地利用の転換を行った市三宅・行畑・野洲地区
においては、地区計画に基づき商業サービス機能を誘導し、周辺地域の生活サービス水準の向
上を図ります。

2. 「第３章 野洲市の現状と課題」

現行現行現行現行

修正修正修正修正

（２）⾒出しと本⽂の修正
（３）（３）（３）（３）既存市街地拠点の商業サービス機能の維持・増進既存市街地拠点の商業サービス機能の維持・増進既存市街地拠点の商業サービス機能の維持・増進既存市街地拠点の商業サービス機能の維持・増進

（３（３（３（３）既存市街地拠点）既存市街地拠点）既存市街地拠点）既存市街地拠点のののの生活生活生活生活サービスサービスサービスサービス機能の維持・増進機能の維持・増進機能の維持・増進機能の維持・増進



3. 「第4章 都市づくりの基本方針」



3. 「第4章 都市づくりの基本方針」

（1）策定済みの項目

“つながり”を軸とした“つながり”を軸とした“つながり”を軸とした“つながり”を軸とした 住みたい・住み続けたいと思えるまちづくり住みたい・住み続けたいと思えるまちづくり住みたい・住み続けたいと思えるまちづくり住みたい・住み続けたいと思えるまちづくり
～拠点周辺の高い利便性を活かした、にぎわい増幅の～拠点周辺の高い利便性を活かした、にぎわい増幅の～拠点周辺の高い利便性を活かした、にぎわい増幅の～拠点周辺の高い利便性を活かした、にぎわい増幅のまちづくり～まちづくり～まちづくり～まちづくり～

1. 計画の基本理念

活力ある都市と豊かな自然が調和した活力ある都市と豊かな自然が調和した活力ある都市と豊かな自然が調和した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にぎわいとやすらぎのあるまちにぎわいとやすらぎのあるまちにぎわいとやすらぎのあるまち

※都市計画マスタープランを踏襲

2. 将来都市像

【計画本編Ｐ50】

【計画本編Ｐ50】



3. 「第4章 都市づくりの基本方針」
（1）策定済みの項目

多世代が交流しにぎわいを増幅できる拠点整備多世代が交流しにぎわいを増幅できる拠点整備多世代が交流しにぎわいを増幅できる拠点整備多世代が交流しにぎわいを増幅できる拠点整備 ～多様な活動・交流の“つながり”～～多様な活動・交流の“つながり”～～多様な活動・交流の“つながり”～～多様な活動・交流の“つながり”～

（目標の文章記述において、多様な活動・交流の中に、健康づくりに関する記述を（目標の文章記述において、多様な活動・交流の中に、健康づくりに関する記述を（目標の文章記述において、多様な活動・交流の中に、健康づくりに関する記述を（目標の文章記述において、多様な活動・交流の中に、健康づくりに関する記述を追記追記追記追記））））

3. 都市づくりの基本目標

災害に対する安全・安心の確保災害に対する安全・安心の確保災害に対する安全・安心の確保災害に対する安全・安心の確保 ～居住継続への“つながり”～～居住継続への“つながり”～～居住継続への“つながり”～～居住継続への“つながり”～

少子高齢社会を踏まえた公共交通アクセスの強化少子高齢社会を踏まえた公共交通アクセスの強化少子高齢社会を踏まえた公共交通アクセスの強化少子高齢社会を踏まえた公共交通アクセスの強化 ～拠点と居住地“つながり”～～拠点と居住地“つながり”～～拠点と居住地“つながり”～～拠点と居住地“つながり”～

交通インフラ整備を活かした雇用等の確保と職住近接の住環境の整備交通インフラ整備を活かした雇用等の確保と職住近接の住環境の整備交通インフラ整備を活かした雇用等の確保と職住近接の住環境の整備交通インフラ整備を活かした雇用等の確保と職住近接の住環境の整備
～未来の更なる活性化への“つながり”～～未来の更なる活性化への“つながり”～～未来の更なる活性化への“つながり”～～未来の更なる活性化への“つながり”～

【計画本編Ｐ51】



3. 「第4章 都市づくりの基本方針」
（1）策定済みの項目

中心拠点：中心拠点：中心拠点：中心拠点：
ＪＲ野洲駅周辺地域ＪＲ野洲駅周辺地域ＪＲ野洲駅周辺地域ＪＲ野洲駅周辺地域
（南部市街地拠点）（南部市街地拠点）（南部市街地拠点）（南部市街地拠点）

4. 目指すべき都市の骨格構造

地域地域地域地域拠点：拠点：拠点：拠点：
北部合同庁舎周辺地域北部合同庁舎周辺地域北部合同庁舎周辺地域北部合同庁舎周辺地域
（北部市街地拠点）（北部市街地拠点）（北部市街地拠点）（北部市街地拠点）

拠点の設定 【計画本編Ｐ52】



１１１１）都市機能及び居住に関する誘導方針）都市機能及び居住に関する誘導方針）都市機能及び居住に関する誘導方針）都市機能及び居住に関する誘導方針

(1) 都市機能
少子高齢・人口減少の中にあっても各種サービスの効率的な提供が図られるよう、各種サービ

ス施設が集積している２つの拠点（JR野洲駅周辺及び北部合同庁舎周辺）において、都市機能の
維持・増進を図ります。「中心拠点」には市民全体の生活利便性の向上に寄与する機能や子育て
層が魅力を感じる機能を誘導します。また、「地域拠点」には日常生活に必要な都市機能を誘導
するなど、地域特性に応じた機能を誘導・集積していきます。さらに、これらの拠点間を結ぶ公
共交通ネットワークにより、それぞれの機能の連携・補完を図ることが必要です。

(2) 居住
本市は、市街化区域を中心に、人口密度の高い比較的コンパクトな都市が形成されており、今

後進展する少子高齢・人口減少の中にあっても一定の人口密度は維持されるものと推測されてい
ます。生活サービスや地域コミュニティの持続性を高めるためには、市民のライフスタイルや居
住選択を尊重した上で、拠点周辺の生活利便性の高い市街地へ緩やかな居住の誘導を図るととも
に、今後も維持すべき住宅地については、公共交通ネットワークによる拠点へのアクセス性を確
保し、生活利便性の低下を防ぎます。また、20～30歳代の子育て層等次世代のための住宅用地
の確保や、市内事業所で働く従業者の職住近接が可能な住環境の整備を図ります。

3. 「第4章 都市づくりの基本方針」
（1）再検討の対象

5. 課題解決のための施策・誘導方針【平成28年度策定】
【計画本編Ｐ57】



１）都市機能及び居住に関する誘導方針１）都市機能及び居住に関する誘導方針１）都市機能及び居住に関する誘導方針１）都市機能及び居住に関する誘導方針

・少子高齢・人口減少の中にあっても各種サービスの効率的な提供が図られるよう、各種サービ
ス施設が集積している２つの拠点（JR野洲駅周辺及び北部合同庁舎周辺）において、都市機能
の維持・増進を図ります。

・本市の抱える課題を解決するため、「２拠点」を中心に、市民の健康増進に向けた予防型医療
環境の構築を促進します。また、子どもから高齢者まで多世代が交流し、まちの賑わいや魅力
を創出する取組を利便性の高い拠点周辺へ誘導します。

・拠点の強化と合わせて、若者・子育て層の定住促進に向けて、職住近接が可能なまちなかへの
居住誘導や子育て支援に関する取組を行います。

・また、市民の生活利便性の維持や高齢者の外出機会の増幅のため、公共交通による拠点へのア
クセス性の維持（コミュニティバス路線の強化）を行います。

・上記の方針により、都市の魅力増進による若者・子育て層の転出超過の抑制や、まちなかでの
商業施設等の都市機能の立地によるまちなかの賑わい創出、市民の健康で安心・安全な暮らし
が確保されることで、持続可能な都市運営が期待されます。

3. 「第4章 都市づくりの基本方針」
（1）再検討の対象

5. 課題解決のための施策・誘導方針

都市機能と居住誘導を一
体的な表現とし、課題の改
訂に合わせた内容に修正



4. 「第6章 居住誘導区域」



4. 「第6章 居住誘導区域」
（1）居住誘導区域とは

人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコ
ミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域のことです。

居住誘導区域とは居住誘導区域とは居住誘導区域とは居住誘導区域とは

都市全体における人口や土地利用、交通や財政の現状及び将来の見通しを勘案しつつ、居住誘導
区域外にわたる良好な居住環境を確保し、地域における公共投資や公共公益施設の維持運営などの
都市経営が効率的に行われることが期待されています。

居住居住居住居住誘導区域設定の誘導区域設定の誘導区域設定の誘導区域設定の意義意義意義意義

まちなかの魅力と
利便性を増幅し、
自然と人が集まる
形で緩やかな誘導



（2）「居住誘導区域に定めるべき区域の検討」

都市計画運用指針都市計画運用指針都市計画運用指針都市計画運用指針 野洲市における状況及び対応方針野洲市における状況及び対応方針野洲市における状況及び対応方針野洲市における状況及び対応方針

・都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及
び生活拠点並びにその周辺の区域

・合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一
定程度集積している区域

→都市機能誘導区域として、中心拠点（ＪＲ野洲
駅周辺）、地域拠点（北部合同庁舎周辺）を設定
その周辺徒歩圏内（800m)

（P.11【参考1】）

・都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比
較的容易にアクセスすることができ、都市の中心
拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏と
して一体的である区域

→下記の項目を満たすエリアを区域として設定
（P.11【参考2】）
� 公共交通への近接性
・バス停より300ｍ圏内
� 拠点への近接性
・拠点の利便性を享受できる（飛び地の市街化
区域を除く）範囲

� 拠点との一体性
・拠点から一連の区域として見なす（工業系用
途等で分断されない）ことのできる範囲

4. 「第6章 居住誘導区域」

「課題解決のため施策・誘導方針」をもとに、都市計画運用指針において記載されている「居住誘導区域
として定めることが考えられる区域」の考え方を踏まえ、居住誘導区域に定めるべき区域を検討



【参考１】
拠点（野洲駅、北部合同庁舎）
から徒歩圏内(800m)

【参考２】
公共交通への近接性、拠点への
近接性、拠点との一体性を満た
す区域

22



（4）都市再⽣法、同法施⾏令により、「居住誘導区域に設定できない区域」
対象区域対象区域対象区域対象区域 野洲市における状況及び対応方針野洲市における状況及び対応方針野洲市における状況及び対応方針野洲市における状況及び対応方針

市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域 指定あり
→区域から除外

災害危険区域（建築基準法）災害危険区域（建築基準法）災害危険区域（建築基準法）災害危険区域（建築基準法）
（建築基準法第39条第2項の規定に基づく条例により住居の用に
供する建築物の建築が禁止されているものに限る）

市街化区域内に指定なし

農用地区域（農振法）、農地・牧草地（農地法）農用地区域（農振法）、農地・牧草地（農地法）農用地区域（農振法）、農地・牧草地（農地法）農用地区域（農振法）、農地・牧草地（農地法） 市街化区域内に指定なし

特別地域（自然公園法）、保安林（森林法）特別地域（自然公園法）、保安林（森林法）特別地域（自然公園法）、保安林（森林法）特別地域（自然公園法）、保安林（森林法） 市街化区域内に指定なし

（5）都市計画運用指針により、「原則として居住誘導区域に設定できない区域」
対象区域対象区域対象区域対象区域 野洲市における状況及び対応方針野洲市における状況及び対応方針野洲市における状況及び対応方針野洲市における状況及び対応方針

土砂災害特別警戒区域土砂災害特別警戒区域土砂災害特別警戒区域土砂災害特別警戒区域 市街化区域内に指定なし

災害危険区域災害危険区域災害危険区域災害危険区域
（住居の用に供する建築物の建築が禁止されている区域を除く）

市街化区域内に指定なし

急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地崩壊危険区域 市街化区域内に指定なし

4. 「第6章 居住誘導区域」



（6）都市計画運用指針により、「適当でないと判断される場合は原則として居住
誘導区域に含まない区域」

対象区域対象区域対象区域対象区域 野洲市における状況及び対応方針野洲市における状況及び対応方針野洲市における状況及び対応方針野洲市における状況及び対応方針

土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域 一部の市街化区域において、土砂災害警戒区域と重な
る部分がある。

→区域から除外（P.13 【参考3】）
※土砂災害警戒区域がかかっている部分が、工場地域

もしくは、事業所系用途の準工業地域であること
からも、区域から除外される

浸水想定区域浸水想定区域浸水想定区域浸水想定区域 一部の市街化区域において、浸水想定２ｍ以上となっ
ている。

→都市機能誘導区域と一体的ではないことも含めて、
誘導区域とはしない
（P.13 【参考3】）

4. 「第6章 居住誘導区域」



（7）都市計画運用指針により、「慎重に判断を⾏うことが望ましい区域」
対象区域対象区域対象区域対象区域 野洲市における状況及び対応方針野洲市における状況及び対応方針野洲市における状況及び対応方針野洲市における状況及び対応方針

用途地域のうち工業専用地域、流通業務地区等、法用途地域のうち工業専用地域、流通業務地区等、法用途地域のうち工業専用地域、流通業務地区等、法用途地域のうち工業専用地域、流通業務地区等、法
令により住宅の建築が制限されている区域令により住宅の建築が制限されている区域令により住宅の建築が制限されている区域令により住宅の建築が制限されている区域

・工業専用地域、工業地域、準工業地域がある。
→工業専用地域、工業地域については、現在工業

系用途として特化しているエリアは、将来にわ
たり工業系用途として特化すると見込むため、
区域から除外

→準工業地域については、住居系以外の用途（JR
敷地及び事業所利用）に特化しているエリアは、
将来にわたり住居系以外の用途として特化すると
見込むため、区域から除外（P.14 【参考4】）

特別用途地区、地区計画等のうち、条例により住宅特別用途地区、地区計画等のうち、条例により住宅特別用途地区、地区計画等のうち、条例により住宅特別用途地区、地区計画等のうち、条例により住宅
の建築が制限されている区域の建築が制限されている区域の建築が制限されている区域の建築が制限されている区域

大篠原地区地区計画では一部の区域で専用住宅の
開発が制限されている。

→今後も住宅の開発が制限されると見込まれるた
め、区域から除外（P.14 【参考4】）

過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せ過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せ過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せ過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せ
ず、空地等が散在している区域ず、空地等が散在している区域ず、空地等が散在している区域ず、空地等が散在している区域

市街化区域内は、住宅等がすでに集積しており、
目立った空き地等は存在しない。

→除外対象無し

4. 「第6章 居住誘導区域」



【参考３】土砂災害警戒区域、及び浸水想定区域

・土砂災害警戒区域



【参考４】工業専用地域、工業地域、準工業地域
地区計画（住宅の立地が制限される区域）

大篠原地区 地区計画区域

・JR敷地となっている
→居住誘導区域から除外

・事業所利用となっている
→居住誘導区域から除外



4. 「第6章 居住誘導区域」
（8）居住誘導区域

市全体の拠点として公共施設等を集積。駅か
ら800m圏内を中心に設定
【誘導施設】

医療施設、行政施設、子育て施設、
教育文化施設、大規模小売店舗

都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域
中心拠点中心拠点中心拠点中心拠点（（（（JR野洲駅周辺地区野洲駅周辺地区野洲駅周辺地区野洲駅周辺地区））））

市内北部（旧中主エリア）の生活拠点として
の都市機能を維持
【誘導施設】

診療所、行政施設、子育て施設、
大規模小売店舗

都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域
地域拠点地域拠点地域拠点地域拠点（（（（北部合同庁舎周辺地区北部合同庁舎周辺地区北部合同庁舎周辺地区北部合同庁舎周辺地区））））

【区域の面積比率】
・ 都市機能誘導区域／市街化区域 ： 19.5％

(約150.7ha)               (約774.8ha)

・ 居住誘導区域（案）／市街化区域 ： 57.6％
(約446.0ha)               (約774.8ha)



4. 「第6章 居住誘導区域」
（9）届出制度（都市再⽣特別措置法に基づく届出制度）

※都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要（国土交通省）

居住誘導区域外で一定以上の開発行為、建築行為を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、原則
として市長への届出が義務付けられ、居住誘導区域内への居住の誘導に対して何らかの支障が生じる
場合は、市長が勧告する場合があります。



5. 「第7章 誘導施策」



５. 「第７章 誘導施策」
（1）再検討の対象（構成の変更）

1111）都市機能の立地を図るための施策）都市機能の立地を図るための施策）都市機能の立地を図るための施策）都市機能の立地を図るための施策【【【【前年度策定前年度策定前年度策定前年度策定】】】】

（（（（1111）都市機能を維持）都市機能を維持）都市機能を維持）都市機能を維持・確保するための・確保するための・確保するための・確保するための施策施策施策施策
（（（（2222）都市）都市）都市）都市機能機能機能機能を利用しやすい環境を整備するための施策を利用しやすい環境を整備するための施策を利用しやすい環境を整備するための施策を利用しやすい環境を整備するための施策

２２２２））））居住居住居住居住機能の立地を図るための施策機能の立地を図るための施策機能の立地を図るための施策機能の立地を図るための施策【【【【前年度未策定前年度未策定前年度未策定前年度未策定】】】】

（（（（1111）居住機能を維持）居住機能を維持）居住機能を維持）居住機能を維持・確保するための・確保するための・確保するための・確保するための施策施策施策施策
（（（（2222））））居住居住居住居住機能を利用しやすい環境を整備するための施策機能を利用しやすい環境を整備するための施策機能を利用しやすい環境を整備するための施策機能を利用しやすい環境を整備するための施策

1111）都市機能および居住機能の立地を図るための施策）都市機能および居住機能の立地を図るための施策）都市機能および居住機能の立地を図るための施策）都市機能および居住機能の立地を図るための施策

（（（（1111）医療環境の効率化（「防ぐ」仕組みづくり）に係る施策）医療環境の効率化（「防ぐ」仕組みづくり）に係る施策）医療環境の効率化（「防ぐ」仕組みづくり）に係る施策）医療環境の効率化（「防ぐ」仕組みづくり）に係る施策
（（（（2222）拠点の賑わい増幅（「）拠点の賑わい増幅（「）拠点の賑わい増幅（「）拠点の賑わい増幅（「集集集集まる」まる」まる」まる」仕組みづくり）に係る仕組みづくり）に係る仕組みづくり）に係る仕組みづくり）に係る施策施策施策施策
（（（（3333）拠点利用を高める公共交通網を強化（「）拠点利用を高める公共交通網を強化（「）拠点利用を高める公共交通網を強化（「）拠点利用を高める公共交通網を強化（「歩歩歩歩く」く」く」く」仕組みづくり）に係る施策仕組みづくり）に係る施策仕組みづくり）に係る施策仕組みづくり）に係る施策
（（（（4444）その他、防災対策等に）その他、防災対策等に）その他、防災対策等に）その他、防災対策等に係る係る係る係る施策施策施策施策

都市機能と居住誘導
は密接に関連するこ
とから、統合して整理

【計画本編Ｐ66〜】



（１）都市機能および居住機能の⽴地を図るための施策
５. 「第７章 誘導施策」

１１１１））））医療環境医療環境医療環境医療環境のののの効率化効率化効率化効率化（（（（「「「「防防防防ぐぐぐぐ」」」」仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり））））
にににに係係係係るるるる施策施策施策施策

取組みの方向性取組みの方向性取組みの方向性取組みの方向性 具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策

都市機能（医療機能）の
立地誘導を図る施策の活
用

○都市再生特別措置法に基づく届出制度を活用する。
• 病院や診療所の都市機能誘導区域内への立地誘導

○都市機能の立地誘導に向けて、様々な取組みの検討を行う。
• 野洲市公共施設等総合管理計画に基づいた公共施設の再編や施設活用
• 都市再開発の推進、空き地等の低・未利用地の活用 など

中心拠点（野洲駅周辺）
や地域拠点（北部合同庁
舎周辺）における都市機
能（医療機能）の整備

●野洲駅周辺地区については、都市再生整備計画事業【野洲駅周辺地区】（都市再
構築戦略事業）を活用して、誘導施設の整備を図る。

• 中心拠点誘導施設：野洲市民病院
（市内総合医療機能と患者サポートセンターの設置、また都市機能誘導区
域内への診療所の誘導による病診連携強化によるかかりつけ医の推進、生
活習慣病の重症化や介護予防に向けた取組みの推進、など）

○民間等の誘導施設整備に対して、国等による支援制度等の活用を検討する。
• 都市機能立地支援事業等の活用
• 市による独自支援の検討（固定資産税等の減免、借入金利子補給、公有地

賃借料減免など）

（注）●；関連計画等に位置づけられた施策等、○；今後検討が必要な施策等

医療環境の利便性を向
上し、生活習慣病の重
症化や介護予防を促進



（１）都市機能および居住機能の⽴地を図るための施策
５. 「第７章 誘導施策」

２２２２））））拠点拠点拠点拠点のののの賑賑賑賑わいわいわいわい増幅増幅増幅増幅（「（「（「（「集集集集まるまるまるまる」」」」仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり））））にににに係係係係るるるる施策施策施策施策

取組みの方向性取組みの方向性取組みの方向性取組みの方向性 具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策

都市機能（賑わい機能）
の立地誘導を図る施策の
活用

○都市再生特別措置法に基づく届出制度を活用する。
• 大規模小売店舗、文化施設・図書館、子育て支援施設の都市機能誘導区域

内への立地誘導

○都市機能の立地誘導に向けて、様々な取組みの検討を行う。
• 野洲市公共施設等総合管理計画に基づいた公共施設の再編や施設活用
• 都市再開発の推進、空き地等の低・未利用地の活用
• 地区計画等の活用 など

中心拠点（野洲駅周辺）
や地域拠点（北部合同庁
舎周辺）における都市機
能（賑わい機能）の整備

●野洲駅周辺地区については、都市再生整備計画事業【野洲駅周辺地区】（都市再
構築戦略事業）を活用して、誘導施設の整備を図る。

• 関連事業：交流/商業施設（図書館分室、子育て支援施設、市民広場等）
（野洲駅周辺での健康増進イベントや地産のマルシェ等の開催、関連企業
と連携した物販・サービス・起業支援など、高齢者等の外出機会の強化や
多世代交流につながるような魅力ある賑わいの誘導を図る）

●北部合同庁舎市民サービスセンター内に、市民活動支援・市民相談機能を新設し、
賑わいと安心の増幅を図る。

○民間等の誘導施設整備に対して、国等による支援制度等の活用を検討する。

（注）●；関連計画等に位置づけられた施策等、○；今後検討が必要な施策等

都市機能・魅力を
強化し、子育て層
の定住を促進



（１）都市機能および居住機能の⽴地を図るための施策
５. 「第７章 誘導施策」

２２２２））））拠点拠点拠点拠点のののの賑賑賑賑わいわいわいわい増幅増幅増幅増幅（「（「（「（「集集集集まるまるまるまる」」」」仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり））））にににに係係係係るるるる施策施策施策施策

取組みの方向性取組みの方向性取組みの方向性取組みの方向性 具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策

居住誘導区域内のまちな
か居住の誘導

○居住誘導区域内のまちなか居住の促進に向けて、都市再生特別措置法に基づく届
出制度を活用する。

●空き家等対策計画の策定と、居住誘導区域内で重点的に、空き家活用の促進を図
る。

若者・子育て層等の流
入・定着を図る居住支援
施策の充実

●住生活基本計画に基づき、子育て世帯・若者層を中心とする定住の促進を図る。
• 子育て世代の定住に対する家賃補助制度の導入検討

まちなかの利便性を活か
した高齢者が暮らしやす
い居住環境づくり

●住生活基本計画に基づき、高齢者向けの良質な民間住宅の供給の促進を図る。
• 住替えを支援する仕組みづくりの検討
• サービス付き高齢者向け住宅の供給促進
• 高齢者向け優良賃貸住宅への家賃支援 など

（注）●；関連計画等に位置づけられた施策等、○；今後検討が必要な施策等



（１）都市機能および居住機能の⽴地を図るための施策
５. 「第７章 誘導施策」

３３３３））））拠点拠点拠点拠点利用利用利用利用をををを高高高高めるめるめるめる公共交通網公共交通網公共交通網公共交通網をををを強化強化強化強化
（「（「（「（「歩歩歩歩くくくく」」」」仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり））））にににに係係係係るるるる施策施策施策施策

（注）●；関連計画等に位置づけられた施策等、○；今後検討が必要な施策等

取組みの方向性取組みの方向性取組みの方向性取組みの方向性 具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策

中心拠点や地
域拠点を利用
しやすいネッ
トワークの充
実

【道路ネットワークの整備】
○交通ネットワーク構想に基づく道路整備の推進を図る。

【公共交通ネットワークの充実】
●コミュニティバスについて、民間事業者と連携し、利用促進に向けた取り組みを行う。
●駅および駅周辺のバリアフリー整備、バス車両、バス停等のバリアフリー化の促進を図
る。

○中心拠点（ＪＲ野洲駅）と地域拠点（北部合同庁舎）間を路線強化し、民間バスとコ
ミュニティバスの連携・乗換拠点として官民連携の効率的な路線運営を構築、まちなかと
郊外をネットワーク化する。

【公共交通の利用促進（モビリティマネジメントの促進）】
●コミュニティバスの位置情報アプリの運用により、利用者の利便性向上を図る。
○公共交通の利用促進やモビリティマネジメントに関する取組みの活性化を検討する。

• 公共交通の利用促進キャンペーン等の開催
• 交流イベントとバス利用が連携した施策パッケージの創造（割引制度導入等のイン

センティブ施策も含む）など

拠点周辺への交通
利便性を確保し、
利用を促進



（１）都市機能および居住機能の⽴地を図るための施策
５. 「第７章 誘導施策」

３３３３））））拠点拠点拠点拠点利用利用利用利用をををを高高高高めるめるめるめる公共交通網公共交通網公共交通網公共交通網をををを強化強化強化強化（「（「（「（「歩歩歩歩くくくく」」」」仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり））））にににに係係係係るるるる施策施策施策施策

（注）●；関連計画等に位置づけられた施策等、○；今後検討が必要な施策等

取組みの方向性取組みの方向性取組みの方向性取組みの方向性 具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策

中心拠点や地
域拠点周辺を
歩きたくなる
環境の充実

【拠点周辺の歩行・回遊環境の整備】
●野洲駅中心市街地整備計画等に関連した、野洲駅南口・北口広場整備、県道野洲停車
場線の無電柱化、街路灯整備など人にやさしい歩行者空間を構築。

〇中心拠点や地域拠点を中心に、周辺の公共施設や地域資源等を結ぶ健康散策ルートを
位置づけ、地域資源等の魅力や散策ルート、歩行時間等を示したサインを主要な回遊ポ
イントに設置し、拠点周辺の歩行活動の促進を図る。

〇野洲駅南口において、市民病院と駅・駅周辺集客施設を結ぶヘルスケアストリートを
整備し、周辺の市民広場等を結ぶ魅力的な散策・歩行環境を整備することにより、歩き
たくなる拠点地区のモデルとしていく。

【歩行活動を促進するイベント等の促進】
○健康サロン等の取組みと連携しつつ、集客施設利用や公共交通利用と連携した歩行を
含むイベントの企画実施や、歩行・散策を楽しむインストラクター等の育成を図り、歩
行活動を促進する。



（１）都市機能および居住機能の⽴地を図るための施策
５. 「第７章 誘導施策」

４４４４））））そのそのそのその他他他他、、、、防災対策等防災対策等防災対策等防災対策等にににに係係係係るるるる施策施策施策施策

（注）●；関連計画等に位置づけられた施策等、○；今後検討が必要な施策等

取組み方向性取組み方向性取組み方向性取組み方向性 具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策

防災対策の推
進

●浸水等の被害の発生が想定される地域では、河川改修、雨水幹線の整備や、開発地にお
ける調整池の設置などの治水対策を推進する。（妓王井川改修、童子川雨水幹線整備な
ど）

改訂なし改訂なし改訂なし改訂なし



6. 「第8章 目標値の設定」



6. 「第8章 目標値の設定」
（1）再検討の対象
〇目標値の設定【計画本編Ｐ68】

・ 日々の生活の中で歩くことを中心に身体活動を増加させること、また、人と人との
つながりの増加やコミュニティの活性化が「健康」に寄与することが実証されていま
す。

この計画では、生活利便施設と住居がまとまって立地する拠点を形成し、２拠点間
と郊外を結ぶ公共交通ネットワークを確保することで、計画策定の目的でもある、野
洲市全域の「健康で快適な生活環境を確保していく」ことを目指しています。コンパ
クトにまとまったエリアでサービスを利用し、また公共交通を利用することによって
生活の中に自然と歩くことが取り入れられたまちの形成は、健康を支える都市環境の
整備につながります。

また、この計画では多世代が交流し、「つながり」を軸とした「にぎわいとやすら
ぎ」のまちづくりを推進します。拠点を中心として、活発なコミュニティ活動が展開
されることは、市民の生きがいづくりや豊かな暮らしの形成につながるものと考えま
す。さらに、多様なコミュニティ活動を通じて健康増進イベントやウォーキングイベ
ントなどの健康づくりの取り組みがより一層進められることを期待しています。

このように、歩いて暮らせるまちの形成と活発なコミュニティ活動の展開によって、
市民一人ひとりが健康かつ生きがいをもって豊かな生活を営むことができる都市の実
現が図れるものと考えます。



視点視点視点視点 評価指標評価指標評価指標評価指標 目標値の設定方針目標値の設定方針目標値の設定方針目標値の設定方針 単位単位単位単位
基準値基準値基準値基準値 目標値目標値目標値目標値

H28H28H28H28 HHHH55552222

医 療 環 境 の 効 率 化
「防ぐ」仕組みづく
りに関する項目

野洲市民病院と診
療所との病診連携
数（現野洲病院）

・中心拠点での野洲市民病院の整備
による医療環境の効率化の効果と
して、診療所との連携による受診
者数の増加を図ることを目標とし
て設定する。

人 5,920 7,000

拠 点 の 賑 わ い 増 進
「集まる」仕組みづ
くりに関する項目

JR野洲駅南口周辺
の歩行者・自転車
交通量

・中心拠点の魅力向上に向けた施設
の整備及び誘導施策の実施による
効果として、野洲駅南口周辺にお
ける日中の歩行者数等の増加を図
ることを目標として設定する。

人 963 1,060

拠点利用を高める公
共交通網を強化「歩
く」仕組みづくりに
関する項目

路線バス・コミュ
ニティバスの年間
利用者数

・拠点への公共交通網の強化により
路線バス・コミュニティバスの利
用者数が増加することを目標とし
て設定する。

千人
1,294

（H27）
1,294

6. 「第8章 目標値の設定」
（1）再検討の対象

〇目標値の設定 【計画本編Ｐ68】



7. 「効果の定量化」



○ 計画策定の目的に寄与する効果（健康、持続可能性など）に
ついて算出し、別途公表

7. 「効果の定量化」
（1）新たな検討対象
〇⽴地適正化計画策定による効果

「立地適正化計画作成の手引き「立地適正化計画作成の手引き「立地適正化計画作成の手引き「立地適正化計画作成の手引き」の改訂」の改訂」の改訂」の改訂
を踏まえ、効果を算出を踏まえ、効果を算出を踏まえ、効果を算出を踏まえ、効果を算出


