
野洲市立地適正化計画に関する
これまでの検討経緯

資料２



立地適正化計画制度の概要



人口減少社会に対応することを目的とした、多極ネットワーク型コンパクトシティの構築を図るための包括的な計画
都市計画法に基づく市マスタープランの一部に位置づけられる。

○立地適正化計画で目指す「多極ネットワーク型コンパクトシティ」

• 医療・福祉施設、商業施設や住宅等がまとまって立地し、あるいは、

• 高齢者をはじめとする住民が自家用車に過度に頼ることなく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など、

• 日常生活に必要なサービスや行政サービスが住まいなどの身近に存在する都市

人口減少社会の中であっても、安心で暮らしやすいまちづくりを進めるための計画

（１）立地適正化計画制度の概要 （根拠法：都市再生特別措置法）



（２）なぜコンパクトシティか？

限られた資源の集約・効率的な利用で、
持続可能な都市・社会を実現



（３） 立地適正化計画で定める主な内容
• 基本的な方針

 一定の人口密度の維持や生活サービス機能の計画的配置及び公共交通の充実のための
施策等の基本的な方針

• 居住誘導区域
 居住を誘導して人口密度を維持するエリアを設定

• 都市機能誘導区域及び誘導施設
 生活サービス施設を誘導するエリアと、そのエリアに誘導する施設を設定

• 誘導施設の整備に関する事業など
 関連して必要となる公共公益施設の整備などを含む

○立地適正化計画に関する届出制度
• 「居住誘導区域」外では、新たな住宅開発（一定規模
以上）について、市への届出が必要

• 「都市機能誘導区域に誘導する施設」を「都市機能
誘導区域」外につくる場合は、市への届出が必要



野洲市の都市構造上の課題について



 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
一方でDID人口密度は72.9人/haと県内で最も高い。

 今後この高い人口密度を適正に維持していくためには、既存市街化区域
における良好な住環境の維持・向上は勿論のこと、市内に在住する20～
30代の子育て層等次世代のための新たな住宅用地の確保や、市内事業

所等で働く従業者の職住近接が可能な住環境を整備し、確保していくこと
が必要である。

表.大津湖南都市計画区域の状況 出典）滋賀県の都市計画2014

都市計画
区域

市街化
区域

市街化
割合

ＤＩＤ
人口密度

大津市 32,910ha 5,936ha 18.0% 69.8人/ha

草津市 4,822ha 1,875ha 38.9% 70.9人/ha

守山市 4,518ha 1,193ha 26.4% 59.4人/ha

栗東市 5,275ha 1,405ha 26.6% 65.1人/ha

野洲市 6,053ha 767ha 12.7% 72.9人/ha

湖南市 7,049ha 1,425ha 20.2% 36.4人/ha

図.新築住宅の分布状況 出典）市税務資料

（１） 既存住宅用地の住環境維持及び新たな住宅用地の確保



（２） 基幹道路を中心とした商業サービスの誘導

 本市では商業中心性指標が低く、消費が市外に流出している。

 市街化区域内においても商業施設が空白地域となっている地域がある。

 そのため生活サービス機能の整った良好な住環境を形成し居住誘導に
資するためにも、商業機能の増強・拡充を図る必要がある。

表. 県内の年間商品販売額の状況
出典）H24経済センサス・Ｈ22国勢調査

※商業中心性指標：
人口１人あたり年間商品販売額÷
県内人口１人あたり年間商品販売額

図.人口密度と商業施設の分布状況

H24年間
商品販売額

１人あたり
年間商品
販売額

商業
中心性指標

大津市 404,626 1.198 0.781

草津市 305,888 2.337 1.523

守山市 99,763 1.303 0.849

栗東市 213,777 3.358 2.188

野洲市 48,675 0.974 0.635

湖南市 54,192 0.992 0.647

単位：百万円



（３） 野洲駅へのバス利便性の向上

 野洲市の自動車の交通分担率は約６割であり、平成12年と比較して大
きな変動はない。

 しかし今後、自動車利用できない高齢者の増加が懸念されることから、
公共交通の利便性向上が求められる。

 市内から野洲駅へ公共交通でアクセスする場合、30分以内に到達でき
る人口は約31％であり、アクセス性向上の実現と公共交通ネットワーク
の充実が課題である。

図.野洲駅へのアクセス状況
図.野洲市における代表交通手段分担率（平日）

出典）パーソントリップ調査
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（４） 広域的な基幹交通インフラの整備

 本市における就業者の流入・流出状況及び購買状況を見ると、大津湖
南地域において広域的な生活圏を形成していると言える。

 しかし、市域を横断する国道８号や主要地方道大津能登川長浜線の
野洲川架橋部において朝夕に慢性的に渋滞が発生していることから、
基幹交通インフラの整備が急がれる。

 特に国道8号野洲栗東バイパス整備事業による渋滞緩和により、生活

道路への進入車両の減少、交流・物流の利便向上による地域経済の
活性化、第３次救命救急センターへのアクセス向上や災害発生時の救
援・復旧対応性の向上による安心・安全の確保が期待される。

図. 将来の広域的基幹交通インフラ整備予定図
出典）野洲市資料

都市計画道路大津湖南幹線

国道８号野洲栗東バイパス

ＪＲ新駅

スマートインターチェンジ

表.日常の用事を行う場合の行先結果

件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

95 30.3% 248 79.7% 75 24.2% 249 79.8%

30 9.6% 25 8.0% 37 11.9% 21 6.7%

10 3.2% 1 0.3% 2 0.6% 4 1.3%

18 5.7% 13 4.2% 114 36.8% 7 2.2%

16 5.1% 4 1.3% 20 6.5% 7 2.2%

13 4.1% 4 1.3% 2 0.6% 3 1.0%

24 7.6% 0 0.0% 4 1.3% 4 1.3%

84 26.8% 13 4.2% 53 17.1% 10 3.2%

24 7.6% 3 1.0% 3 1.0% 7 2.2%

314 100.0% 311 100.0% 310 100.0% 312 100.0%

７．大津市

８．その他

計

１．市内

２．守山市

３．栗東市

４．草津市

５．近江八幡市

６．湖南市

無回答

選択肢
通勤または通学 日常の買い物 日用品以外の買い物

かかりつけ医への通

院

出典）野洲市人口ビジョン 結婚・出産・子育て・生活に関するアンケート調査



（５） 災害等に対する安全性の確保

 良好な住環境整備や適正な都市機能集約を図る上で災害等に対する安全
性の確保は必須であり、本市では河川整備と下水道雨水排水整備による
治水安全度の向上が課題である。

 特に人口密度が高く高齢者人口の増加が見込まれるＪＲ野洲駅周辺にお
いては、一級河川妓王井川の整備等により市民生活の安全性の維持・向
上が求められる。

写真. 台風18号の被害状況(平成25年9月16日)

図. 浸水想定区域の状況



野洲市立地適正化計画の基本方針（案）



野洲市の都市構造上の課題

1. 基幹道路を中心とした商業サービスの誘導

2. 既存住宅用地の住環境維持及び新たな住宅用
地の確保

3. 災害等に対する安全性の確保
4. 野洲駅へのバス利便性の向上
5. 広域的な基幹交通インフラの整備

（１）野洲が抱える課題解決のための視点

野洲市の総合戦略の基本目標

1. 野洲らしい産業振興により、「野洲で働きたい」と
思えるまちづくり

2. うるおいとにぎわいのある快適な都市環境の確
保により、「野洲に住みたい・行きたい」と思えるま
ちづくり

3. 結婚・出産への安心感のある社会を実現し、「野
洲で結婚したい・子育てしたい」と思えるまちづくり

4. 健康で安らかに生涯を送れる社会を実現し、「野
洲で住み続けたい」と思えるまちづくり

課題解決のための視点

 多世代が交流し元気を増幅できる
拠点整備

 高齢社会を踏まえた公共交通アク
セスの強化

 交通インフラ整備を活かした新た
な住宅や雇用の確保

 災害に対する安全・安心の確保



（２）重視すべきターゲット層についての考え方

 若年層・子育て層の定着・吸引が重要

【野洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略での位置づけ】
○就職・結婚環境を整え、若者を中心とした人口流出の抑制を図る
・人口の社会減の解消に向けて、主な転出理由である就職・結婚について、市内で不安なく生活し続けるこ
とのできる環境を整えることが重要
・そのためには、子育て環境の充実、魅力ある住環境と住宅供給、安定した雇用の場の確保等を総合的に
展開していくことが必要

○安心して出産・子育てができる社会づくりによる人口構成の再編を図る
・人口の自然減少の抑制を図り、長期的に年少人口・労働人口の割合の増加を図っていくためには、子育て
支援への対応を図っていくことが重要

【第２次野洲市住生活基本計画策定に係る市民アンケート調査結果】（市内居住者3,500世帯に配布、回収率38%）
○「通勤・通学に便利」 「日常生活に便利」が「現在地に住む理由」の主な要因となっており、特に、駅周辺
地区（野洲、北野地区）で高い
・ 「現在地に住む理由」は、 「生まれてから今の場所」が30%と最も多いが、 「通勤・通学に便利」27%と 「日
常生活に便利」22%も多く、前回結果より増加している。
・駅周辺地区（野洲、北野地区）では、「通勤・通学に便利」 が40%強、「日常生活に便利」が40%と高い。
・一方、中里や中主地区では、「生まれてから今の場所」が60%前後と高い。



 高齢社会を踏まえた公共交通アクセスの強化

 多世代が交流しにぎわいを増幅できる拠点整備

（３）野洲市立地適正化計画の基本方針（案）

“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
～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～

 拠点への都市機能の誘導により、子どもから高齢者まで多世代が交流するにぎわいを創出する。
 拠点周辺の利便性が高い地区に住みたい居住層の吸引や、まちなか居住の促進を図る。

 拠点間及び居住地を結ぶ公共交通アクセスの充実により、既存住宅地の利便性を向上させる。

 車を利用しないひとも含めて、多くのひとが拠点地区を利用しやすく、公共交通の利用促進にもつながる環
境づくりを図る。

 災害に対する安全・安心の確保

 交通インフラ整備を活かした新たな住宅や雇用の確保

 雨水対策事業等の推進により、安心して住み続けられる安全性の高い住宅用地を確保する。

多様な活動・交流の“つながり”

拠点と居住地との“つながり”

未来の更なる活性化への“つながり”

居住継続への“つながり”

 広域的な基幹交通インフラの整備を活かしつつ、子育て層等を対象とした居住用地の拡充を図るとともに、
工業用地の拡充による雇用の場の確保や、地域需要に対応した商業・サービス施設の立地誘導など、利
便性の高い居住環境の拡充を図る。



野洲市の目指す将来都市像（案）



○本市における都市の拠点と交通軸のあり方

基本的なあり方

拠 点

・将来的に人口密度が維持されるとともに、生活サービス施設がすでに集積している、
もしくは将来的に集積が見込まれる場所を拠点として位置づける。

→特に基幹的公共交通路線（ＪＲ東海道線）の結節点（駅）となっている場所は
本市の中心的な役割を担う拠点とする。

→基幹交通インフラ整備に伴い、都市の新たなポテンシャルを生み出す可能性
がある場所については、将来的に状況に応じて拠点として位置づける。

交通軸

・周辺市町へのアクセスが可能な広域的な道路（公共交通路線含む）を広域連携を
担う交通軸として位置づける。

・市内の各拠点、居住地域を結ぶ主要な道路（公共交通路線含む）を地域間連携を
担う交通軸として位置づける

・国が示す「都市の骨格」に関する考え方を踏まえ、本市における都市の拠点と交通軸のあり方を整理



 拠点の考え方

分類 拠点の考え方
都市マスで
の位置づけ

中心
拠点

・JR野洲駅周辺は、行政、文化、

商業・業務・サービス機能の集
積を活かし、市の魅力が発信
される中心拠点として位置づ
ける。

南部市街地
拠点

地域
拠点

・北部合同庁舎周辺は、市域北
部の中心地として、行政、文化、
商業・サービス機能の集積を
活かし、地域住民の生活を支
援する機能の維持を図る地域
拠点として位置づける。

北部市街地
拠点



 中長期段階での新拠点整備の考え方

分類 拠点の考え方
都市マスで
の位置づけ

新地域
拠点

（予定
地）

・新駅設置計画地周辺は、市域
のほぼ中央に位置し文教・福
祉施設等が立地する特性を活
かし、情報交流と創造の拠点と
して、新たな地域拠点整備の
検討を中長期的に進めていく。

情報交流・創
造拠点

・JR篠原駅周辺は、市域東部か

らの玄関口となる交通拠点で
あり、近江八幡市や竜王町と
連携しつつ、新たな地域拠点
整備の検討を中長期的に進め
ていく。

東部交通拠点



 交通軸の考え方

分類 交通軸の考え方
都市マスで
の位置づけ

広域交
通軸

・JR線及び国道8号、同バイパス、

都市計画道路大津湖南幹線な
ど、周辺市町と連絡する主な
道路ネットワークを広域交通軸
として位置づけ、広域連携を強
化する。

国土連携軸
又は

地域連携軸

地域交
通軸

・都市の骨格を形成する、主な
道路ネットワークを地域交通軸
として位置づける。

・特に拠点間及び居住地を結ぶ
交通軸については、公共交通
路線のサービス水準の充実を
図る。

地域連携軸
又は

交流連携軸



目指す将来の都市構造イメージ図
（総括図）



これまでの都市計画審議会で出された
主な意見等



主な質問 質問に対する回答

駅前に病院を整備する理由のひとつに、市内の交通結節
点であることが挙げられているが、駅に行くまで時間がか
かっている現状では説得力がないのではないか。

野洲駅へのバス利便性向上は、課題として取り組
んでいく

都市計画税の議論があった際に、市街化区域と調整区域
の線引きができていないために、都市計画税を課税できな
いという話があったが、どうなのか。

線引きはされている。ただし、市街化調整区域で
あっても、下水整備など市街化区域と変わらない
公共投資がされている地域があり、都市計画税を
課税すると不公平であるという反対意見があった。

○第１回都市計画審議会で出された主な意見等
開催日時：平成28年6月29日（水） 14：00～16：30
開催場所：市役所本館３階 第１委員会室
出席者 ：委員９名中９名
説明内容：立地適正化計画制度の概要、都市構造の調査分析結果（概要）

南口周辺整備の概要、計画策定スケジュール

主な意見

今後、市街化調整区域がどうなっていくか不安である。コンビニも撤退していく一方で、自然や景観が素晴らしい
地域でもある。観光施策等と連携した広がりを見せて、発展性のある、若者が戻ってくる調整区域のあり方を位
置付けてもらいたい。

高齢化が進展する中において、例えば配食サービスを受けたくても介護保険制度だけではカバーしきれない部
分がある。公共交通なども同時に進めていかなければならない。



○第２回都市計画審議会で出された主な意見等

主な質問 質問に対する回答

新駅の位
置づけに
ついて

新駅構想の実現性はどれぐらいの可能性
があるのか。現在の進捗状況と今後の進
め方について示す必要がある。

新駅については、篠原駅の開発が進行してからと
いうことになるが、新駅整備を位置づけるため、計
画に掲載している。別途、治水排水対策の課題に
ついても、検討する必要がある。

新駅の整備については、中長期という位置
づけとなっており、他地域にくらべ取り残さ
れているように思われる。

実現性の問題もあるため、篠原駅整備後に順番
に実現していくことを考えている。

新駅に近い篠原小学校やコミセンしのはら
周辺を拠点として設定してはどうか。アクセ
ス道路の整備は必要となるが、拠点は必
ずしも駅でなければいけないのか。

コンパクトシティの基本的な考え方として、拠点は
公共交通アクセス性が高い地域を設定するもので
ある。駅でなければいけないことは無いが、大津・
湖南地域の都市は、JRが公共交通の軸であるた

め、駅を拠点のひとつとして位置付けることは理に
適っていると考えられる。

開催日時：平成28年8月30日（火） 14：00～16：00
開催場所：市役所本館３階 第１委員会室
出席者 ：委員９名中８名
説明内容：立地適正化計画の基本方針（案）



○第２回都市計画審議会で出された主な意見等

主な質問 意見に対する回答

篠原駅周
辺について

篠原駅は新駅舎ができたが、人気がなく、
活気のない駅である。周辺開発に向けて、
もっと住民に将来を見据えたまちづくりを啓
発していく必要があると考えられる。

篠原駅周辺整備については、地域で議論する場を設
けようと働きかけたが、実現に至らなかった。しかし、
将来的には拠点として位置づけていく必要があると
考えている。

公共交通
の路線軸
について

公共交通路線軸について、近江富士団地ま
で軸が伸びているが、どういう意図か。

公共交通路線軸は、拠点間、拠点と居住地を結ぶと
いう２つの考え方を設定している。近江富士団地につ
いては、都市機能の集積はないが、優良な居住地と
なっているため、公共交通路線軸でつなげている。

人口密度と
いう表現に
ついて

密度という表現のみを用いるのは適切か検
討する必要がある。人口密度が高くなっても
面積が少なかったら恩恵を受ける人も少な
いと考えられる。

都市機能や生活サービス水準の維持には、人口集
積が必要となるため、その指標として人口密度を用
いている。ただし、人口密度のみに限定して指標を作
ることは避けたいと考えている。


