
野洲市立地適正化計画における
都市機能誘導区域および誘導施策について

本編

資料３



○検討事項

検討項目 検討内容

１．都市機能誘導区
域の設定

・具体的な区域を設定する。

（国や市による支援制度が受けられる区域の設定）

２．誘導施設の設定 ・人口減少・高齢化社会の進行の中で、市民生活の利便
性・維持向上のため、都市機能誘導区域内に維持・確
保すべき施設を設定する。

３．誘導施策の設定 ・都市機能誘導施設を誘導するために、地域の実情に即
した施策・事業を検討する。

４．数値目標の設定 ・本計画に示す都市構造の実現に向けて、実施する施策
の進捗状況やその効果を検証するため、数値目標を設
定する。

▼都市機能の誘導について検討する項目



●都市機能誘導区域とは
・医療・福祉・商業等の都市機能を都市の拠点で維持・確保することにより、各種サービスの効率的な提供を図る区
域

●都市機能誘導区域を設定する意義
・今後人口減少に伴う人口密度の低下により、市民の生活に必要な医療・福祉・商業等の生活サービス機能の維持
が困難となる恐れがある。

⇒都市機能誘導区域を設定し、区域内において日常生活サービスが維持・向上されることにより、その周囲の居住
誘導区域の生活利便性向上に寄与するとともに、都市機能誘導区域間を利便性の高い公共交通で結ぶことによ
り、都市全体の活力を向上させる。

●都市機能誘導区域を定めること
が考えられる区域

・鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、
都市機能が一定程度充実している区域

・周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が
高い区域等
・都市の拠点となるべき区域

１．都市機能誘導区域の設定
（１）都市機能誘導区域の設定の意義



（２）都市機能誘導区域設定の考え方

１．都市機能誘導区域の設定

野洲の都市機能誘導区域として期待される役割 検討の視点（参考資料Ｐ２～Ｐ１５）

・各拠点の中心となる野洲駅もしくは北部合同庁舎前
バス停より徒歩で容易に移動することができる

１）野洲駅もしくは北部合同庁舎前バス停
留所からの徒歩圏（800m）

・生活利便性の維持とともに、都市の魅力と活力を創
出する

２）商業系用途地域
３）将来の施設整備

・生活サービス関連施設等の都市機能が既に集積さ
れており、今後も都市機能の維持が求められる

４）徒歩圏内及びその縁辺部の都市機能
関連施設（商業施設、医療施設、子育
て施設、福祉施設、公共施設）

都市機能誘導区域として設定する拠点
 中心拠点（JR野洲駅周辺）
 地域拠点（北部合同庁舎周辺）

下記の点に留意し、都市機能誘導区域を検討

●その他検討の視点
５）明確な地形・地物（鉄道・道路・河川等）
※区域設定において、地形・地物を考慮することにより、明確な境界を定めることができる。



（３）都市機能誘導区域設定（案）
▼中心拠点（JR野洲駅周辺）

１．都市機能誘導区域の設定

野洲駅 都市機能誘導
区域界

800ｍ



（３）都市機能誘導区域設定（案）
▼地域拠点（北部合同庁舎周辺）

１．都市機能誘導区域の設定

都市機能誘導
区域界北部合同庁舎

800ｍ

庁舎



（１）誘導施設の基本的な考え方

２．誘導施設の設定

※立地適正化計画作成の手引き（国交省）

誘導施設・・・立地を誘導すべき都市機能増進施設（※）
※居住者の利便性の向上を図るために必要な施設であり、都市機能の増進に寄与する施設

誘導施設として定めることが想定される施設 具体施設例

高齢化の中で必要性の高まる施設 病院・診療所、老人デイサービスセンター、地域
包括支援センター 等

子育て世代にとって居住場所を決める際の重要
な要素となる施設

幼稚園や保育所、小学校 等

集客力があり、まちの賑わいを生み出す施設 図書館、博物館、スーパーマーケット 等

行政サービスの窓口機能を有する行政施設 本庁、支所 等

○誘導施設を定める上で、考慮すべき項目
・都市機能誘導区域及び都市全体における
１） 現在の年齢別人口構成
２） 将来の人口推計
３） 施設の充足状況や配置



○野洲市の立地適正化計画の基本方針（案）

（２）野洲市における誘導施設の設定の方向性

２．誘導施設の設定

 多世代が交流しにぎわいを増幅できる拠点整備

 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。

国が示す誘導施設の考え方、
基本方針を踏まえ、
誘導施設を２つに分類

魅力創出施設 都市機能維持施設

・「若年層・子育て層」の移住・定住を促
進、多世代が交流しにぎわいを創出す
る施設

・生活サービスを維持するために、立地
が求められる施設



（３）野洲市における魅力創出施設の設定

２．誘導施設の設定

魅力の創出に向け
た考え方 都市機能分類 具体の誘導施設

「若年層・子育て
層」の移住・定住
の促進

商業機能
１）「若年層・子育て層」が魅力を感じるような大型商
業施設

子育て機能
２）子ども同士の交流や子育て世代が情報交換でき
る子育て支援施設

多世代が交流しに
ぎわいを創出

医療機能
３）健康をテーマに、交流を通じたにぎわいづくりに向
けて多世代が多目的に利用できる施設（病院・文
化施設・図書館（分室））

教育文化機能



都市機能分類 具体の誘導施設

医療機能 診療所

行政機能 行政施設

２．誘導施設の設定
（４）野洲市における都市機能維持施設の設定

・各拠点の考え方（参考資料Ｐ１６）・都市機能の立地状況（参考資料Ｐ１７）・拠点立地の
必要性（参考資料Ｐ１８）を考慮し、魅力創出施設（商業施設、子育て支援施設、文化施
設、図書館）を除く、下記の都市機能関連施設を位置づける。

・生活サービスを維持するための施設であるため、中心拠点・地域拠点の両方に設定す
る。



都市機能分類

魅力創出施設

都市機能
維持施設

中心拠点
（JR野洲駅周

辺）

地域拠点

（北部合同
庁舎周辺）

医療機能 病院 ● － －

診療所 － － ●

行政機能 行政施設 － － ●

子育て機能 子育て支援施設 ● ● －

教育文化機能 文化施設 ● － －

図書館（分室・分館） ● ● －

商業機能 商業施設（1000㎡以上） ● ● －

２．誘導施設の設定
（５）野洲市における誘導施設（案）

●：該当する項目 －：該当しない項目



（１）都市機能を維持・確保するための基本的な考え方

基本的な考え方 取組みの方向性

都市機能誘導区域における都
市機能の維持・確保

 都市機能の立地誘導を図る施策の活用

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

都市機能を利用しやすい環境
の整備

 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

 防災対策の推進

３．誘導施策の設定



取組みの方向性 具体的な施策

都市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（参考資料Ｐ１９）を活用する。

○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。
• 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

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
能の整備

●野洲駅周辺地区において、都市再構築戦略事業等の活用により、誘導施設の整備
を図る。
（関連計画：野洲駅南口周辺整備構想（参考資料Ｐ２０、２１））

○民間等の誘導施設整備に対して、国による支援制度等の活用（参考資料Ｐ２２、２３）
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）

（２）都市機能誘導区域における都市機能の維持・確保に係る施策（案）
（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

３．誘導施策の設定
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（３）その他の施策（交通）
取組み方向性 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および良好な道路景観の創出を図る。

【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、地域拠点を利用しやすい、バス路線、ダイヤ編成の見直しについて検討する。

【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

（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

（４）その他の施策（防災）
取組み方向性 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）

３．誘導施策の設定



４．数値目標の設定

・本計画に示す都市構造を実現させるために、実施する施策の進捗状況やその効
果を検証するため、数値目標を設定（参考資料Ｐ２４参照）する。

評価項目 評価指標（案） 単位 基準値 目標値

H27 H32 H37

都市機能誘導
区域に関する
目標値

都市機能誘導区域内
の都市機能誘導施設
（※１）の立地状況

施設 26 28 28

公共交通に関
する目標値

路線バス・コミュニティ
バスの年間利用者数

人/年 1,293,684
1,293,684

(維持)

1,293,684
(維持)

▼数値目標の設定

※１：医療機能（病院・診療所）、行政機能（行政施設）、子育て機能（子育て支援施設）、教
育文化機能（文化施設・図書館）、商業機能（商業施設）



Ｐ
計画策定

Ｄ
実行

Ｃ
評価

Ａ
見直し

施策達成状況に関する評価方法の設定

・都市計画マスタープランの見直しと併せ、本計画策定後5年が経過した段階で、実施してき
た取り組み・施策に関する評価を行い、必要に応じて本計画の見直しを行う。

誘導区域の設定
誘導施策の設定
目標値の設定

施策の実施 目標達成状況の
検証、要因分析

評価を踏まえて施
策の改善

平成32年の都市計画マスタープラン
見直しと併せて、評価を実施。

４．数値目標の設定


