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はじめに 

 

だれもが安心できる「希望都市」づくりに向けて 

 

 １市６町が合併した東近江市は、鈴鹿の山並から琵琶湖まで、

四季折々の豊かな自然環境、万葉の時代から培われる歴史と文

化、湖東平野に広がるのどかな田園・里山の風景など、数々の

資源に恵まれています。 

わたくしは、先人達によって守り育てられてきたこれらの資源

を市民共有の財産として次世代へと引き継いでいくとともに、だ

れもが安心できる「希望都市」を目指し、まちづくりを推進して

います。 

しかしながら、わたしたちを取り巻く地域社会はたいへん厳しい状況にあり、また、大き

く変わろうとしています。人口も減少の傾向にあります。少子高齢化はますます進み、高齢

者の福祉や地域医療の問題、子育て支援など、対応すべき多くの課題があります。地域経済

の悪化は、雇用の問題だけでなく自治体財政へも影響を及ぼしています。また、環境問題は

地球規模で深刻化しており、あらゆる分野において環境への配慮が早急に求められています。 

このような背景のもと、本市の今後の都市づくりのあり方を示すものとして、都市計画マ

スタープランを策定しました。この計画は、都市計画の決定や事業をはじめ、地域のまちづ

くりの指針となるものです。「市民が担う、わたしから始める“まち育て”」を行動目標に掲

げていますように、地域の個性を活かしながら、市民の皆さんのまちづくり活動との連携に

より、この計画の推進と実現に取り組んでまいります。 

 本マスタープランの策定にあたり、熱心にご議論いただきました「東近江市都市計画マス

タープラン策定委員会」の皆さまをはじめ、アンケートや地域ごとに開催いたしました懇談

会などで貴重なご意見をいただきました多くの皆さまに、心から感謝申し上げます。 

 

 

平成２２年５月     

東近江市長 西 澤 久 夫 
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序 章 都市計画マスタープランの策定にあたって 

序.1 都市計画マスタープランとは 

(1) 策定の背景と目的 

1 市 6町が合併した東近江市は､鈴鹿山系から琵琶湖に至る広大な市域を有するまちとして新

たな歩みを始めた。しかし、東近江市は線引き都市計画区域 (近江八幡八日市都市計画区域)

と非線引き都市計画区域 (湖東都市計画区域)、都市計画区域外という異なる 3つの土地利用規

制に関する区域を有している。そのため､東近江市がひとつのまちとして発展し一体感を醸成し

ていく観点からも、都市計画区域のあり方も視野に入れた都市 (まち)づくりの方針を定めるこ

とが求められている｡ 

さらに､人口減少・少子高齢化､また市財政の縮減による選択と集中など時代を見据えたうえ

で､それぞれの地域の特性を生かしたまちづくりの方針と､環境問題や防災対策に考慮した都市

施設の配置や整備の方針を定めることが必要である｡また、土地利用規制が緩やかな地域におい

ては、美しい田園や山里を維持保全する手法の検討も必要である｡ 

そこで､これらの問題を総合的に捉え､市民と行政が共有しながら実現していくための都市計

画マスタープランを策定する｡ 

 

(2) 都市計画マスタープランとは 

都市計画マスタープランとは、都市計画法第１８条の２に規定される「市町村の都市計画に

関する基本的な方針」のことである。市町村が定める個別具体の都市計画は、マスタープラン

に即したものでなければならない。 

都市計画マスタープランは、市の総合計画や国土利用計画、県の都市計画区域マスタープラ

ンに即し、創意工夫のもと市民の意見を反映して策定していかなければならない。 
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(3) 都市計画マスタープランの役割 

東近江市都市計画マスタープランは、都市計画に関する基本的な方針を示すとともに、東近

江市のまちづくりに対して次のような役割を担う。 

①都市全体及び各地域の将来像を示す 

   ・地域特性を踏まえ、市民の意見を反映しながら、市民と行政が共有する都市全体及び各

地域の将来像を示す。 

②東近江市の都市計画の決定・変更の指針を示す 

   ・将来像の実現へ向けて都市計画の決定・変更の基本的な方向性を示す。（都市計画マス 

タープランはそれ自体には拘束力はなく、また、都市計画事業の詳細な内容を直接決め

るものでもない。） 

③都市計画の総合性・一体性の確保を図る 

  ・都市全体として総合的かつ一体的なまちづくりを推進するため、土地利用、都市施設、

市街地開発等の都市計画相互の関係を調整する。 

④市民やまちづくり団体の活動の指針を示す 

   ・将来像実現のため必要な市民の行動やまちづくり活動等の方向性を示す。 

 

＜合併経緯＞ 

・平成 17 年 2 月 八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町が合併し東近江市誕生 
・平成 18 年 1 月 東近江市・能登川町・蒲生町が合併 

 

図．旧市町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜都市計画区域＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能登川町 

五個荘町 

湖東町

愛東町

永源寺町

蒲生町 

八日市市

都市計画区域外 

（旧永源寺町、旧愛東町の

一部、旧湖東町の一部） 

近江八幡八日市 

都市計画区域 

（線引き） 

湖東都市計画区域 

（非線引き） 

能登川

五個荘

八日市

蒲生

永源寺

※ 
(安土町) 

(竜王町) 

(日野町)

湖東

愛東

(愛荘町)

※平成 22 年 3月、近江八幡市・安土町が合併

※ 
(近江八幡市) 
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序.2 都市計画マスタープランの構成 

(1) 対象区域 

  都市計画マスタープランは、都市計画区域を有する市町村において策定され主として都市計

画区域が対象であるが、新たに合併した東近江市においては、市域の一体的な発展、健全な土

地利用の誘導のため、都市計画区域外も含め、市域全体を対象とする。 
 

(2) 計画の目標年次 

都市計画マスタープランは、概ね 20 年後の平成 42 年(2030)を展望しつつ、実効性のある計

画とするため 10 年後の平成 32 年(2020)を目標とする。 
 

(3) 都市計画マスタープランの構成 

都市計画マスタープランは、市全域のまちづくりの理念・目標や将来都市像、都市整備方針

を定めた「全体構想」と各地域（６地域）毎のまちづくりの方針を定めた「地域別構想」で構

成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域区分＞ 

都市計画マスタープランの地域区分については、東近江市総合計画のゾーニングを基本に、

地理的なつながりや、都市計画制度の違い、課題の共通性などから下図のとおり６地域に区分

する。 
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・景観形成の方針 
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○都市計画区域別の全体構想 

地   域   別   構   想 
 

○繖地域（五個荘・能登川） 

○八日市地域（建部・中野・八日市・南部） 

○玉園地域（玉緒・御園） 

○蒲生野地域（蒲生・平田・市辺） 

○湖東地域（愛東・湖東） 

○永源寺地域（永源寺） 
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第１章 現況および課題整理 

1.1 東近江市の現況と動向 

1.1.1 東近江市の位置 

 ・本市は、滋賀県の南東部に位置し、京阪神と中京都市圏との中間にある。 

・名神高速道路や国道８号等の主要幹線が走り、京都や大阪、名古屋といった大都市圏をつな

ぐ国土軸上に位置している。 

・日本海と太平洋を結び、北陸や三重方面とも交流が広がる位置にもある。 

 ・鈴鹿の雄大な山並みから、それを源流とする河川、湖東平野に広がる田園風景、里山風景、

湖辺の水辺空間等、広大な市域を有する東近江市は、水と緑の多い豊かな自然と美しい風景

に恵まれている。 

 

          図．位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 交通体系 

・道路網は名神高速道路（八日市 IC）､国道 8号､国道 307 号､国道 421 号､国道 477 号などが広

域幹線網を形成している。 

・鉄道は近江鉄道、ＪＲ琵琶湖線が通っており、周辺市町や京阪神を結んでいる。また、市内

には路線バス（近江鉄道バス）､コミュニティバス（ちょこっとバス）が運行されている。  

・国道 421 号石榑峠トンネルの整備が進められている。また、<仮称>蒲生スマート IC、<仮称>

湖東三山スマート IC（愛荘町）の計画がある。 
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1.1.3 自然的条件 

・地形は東西に細長く、東に鈴鹿山系、西に琵琶湖がある。河川は市域の中央を愛知川が、南

西部を日野川が流れ、流域に形成された丘陵、扇状地、平野部を中心に市域の 23％を占める

美しい田園地帯が広がっている。市域の約 57％を占める森林や点在する里山、河川など、豊

かな自然に恵まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．土地利用現況図 

 

 

1.1.4 歴史的条件 

・本市は、縄文時代の集落跡や古墳群、大陸文化の影響を残す文化財などが数多くあるととも

に、万葉の時代から蒲生野に伝わる歴史ロマンや、全国で活動する木地師たちのふるさとと

して有名である。また、永源寺、百済寺、石塔寺など多くの古刹が位置している。 

・中世以降は市場町や門前町として、また交通の要衝として栄えるとともに、近世には近江商

人の活躍が見られるなど、それぞれの地域において積み重ねられた豊かな歴史文化を誇って

いる。 

・こうした背景のもと、現在でも伝統的な行事をはじめ、歴史文化資源を活用したまちづくり

や市民活動が展開されている。 

 

 

 

愛知川

日野川 
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1.1.5 社会的条件 

(1) 人口 

 ①人口・世帯数の推移 

  ・本市の人口は、近年ゆるやかな増加傾向を

みせており、平成 17 年(2005)の国勢調査に

よると人口は 116,797 人、世帯数は 37,846

世帯となっている。 

・世帯あたり人員は 3.09 人/世帯であり、核

家族化が進行している。 

                                        （資料：各年国勢調査） 

②地区別人口 

・地区別に人口をみると、南部地区、中野地区、御園地区、蒲生地区、五個荘地区の増加が

目立つ反面、永源寺地区、平田地区、愛東地区の減少が目立つ（H2-H17）。 

  ・人口シェアは、能登川地区が最も高く（19.8％）、次いで、蒲生地区、五個荘地区の順と 

なっている。 

 ③年齢３区分別人口 

・年齢 3区分別人口は、平成 17 年国勢調査によると、年少人口、生産年齢人口、老年人口の

構成比がそれぞれ 15.9%、65.1%、19.0%となっている。近年は少子高齢化が進行しており、

滋賀県平均よりその傾向は強い。  

④外国人登録人口 

 ・平成 21 年(2009)4 月１日現在における外国人登録人口は、4,019 人で、総人口の 3.4％を

占めており、滋賀県全体の 1.8％と比較して外国人の割合が高い。 

⑤産業別就業人口 

・農業などを中心とした第 1 次産業の構成比は、平成 2 年(1990)から 12 年(2000)にかけて

減少傾向にあったが 17 年にかけてやや増加した。一方、製造業を中心とした第 2 次産業

は、平成 2 年から 17 年にかけて減少傾向にあり、逆に商業・サービス業などを中心とし

た第 3 次産業は徐々に増加している。 

 ・県平均と比べると、第 1 次産業と第 2 次産業の構成比が高く、第 3 次産業は低い。 

 ⑥流出入人口 

・本市は、本市から他市町への通勤通学者数（流出人口）が他市町から本市への通勤通学者

数（流入人口）を上回る流出超過都市となっている。内訳をみると、近江八幡市、彦根市

との結びつきが強い。 

・平成 12 年（合併前）における旧市町別にみてみると、旧町は特に旧八日市市との結びつ

きが強いが、能登川町は隣接する彦根市、近江八幡市との結びつきが強い。 

・平成 20 年(2008)12 月実施のアンケート調査（通勤通学先、買物先、通院先等）によれば、

各地域とも八日市地区との結びつきが強い。但し、繖地域（五個荘地区・能登川地区）は 

他地域に比べて、八日市地区との結びつきは弱く、彦根市、近江八幡市との結びつきが強い。 
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(2) コミュニティ・防災等 

・市内 14 地区を単位とした「まちづくり協議会」が設立されており、地区まちづくり計画の

策定のほか、広報紙の発行、地区イベントの開催など、市民生活に密着した活動が展開さ

れている。 

・小学校、中学校、高校、幼稚園等の教育施設、公民館、福祉センター等の公共施設が避難

所に指定されている。また、各地区に消防団分団が設置されている。 

(3) 産業 

 ①農業 

・販売農家数は、近年減少傾向にあるが、そのうち専業農家は増加している。また､ 販売農

家のうち､91.2 ％を兼業農家が占めている｡ 

・農業産出額は減少しているものの､ 平成 17 年(2005)の県内の占有率は 17.1 ％で、県下で

第 1 位となっている 

 ②工業 

・本市の事業所数は近年やや減少傾向にある。一方、従業者数、製造品出荷額等は増加傾向

にある。平成 19 年(2007)の県内の占有率は事業所数、従業者数は県下で第 2 位、製造品

出荷額等は第 4位となっている。 

 ③商業 

・本市の事業所数、年間商品販売額は減少傾向にあり、平成 19 年(2007)の年間商品販売額

の県内占有率は 6.5％で県下で第 7 位となっている。事業所数は県下で第 3 位、従業者数

は県下で第 5位となっている。 

 ④観光 

・あいとうマーガレットステーション（道の駅）、湖東三山・百済寺や本山永源寺周辺、太郎

坊宮、五個荘近江商人屋敷とそのまち並み、能登川水車とカヌーランドをはじめ、観光資

源が多数点在している。 

 

 

1.1.6 土地利用 

(1) 土地利用現況 

・本市の土地利用は、森林が最も多く（56.5% ）、次いで農用地（22.3% ）、宅地（6.5% ）と

なっている。 

  表．土地利用現況 

平成 17 年 農用地 森 林 原 野

水面・

河川・

水路  

道 路 宅 地 その他 合 計 

面  積(ha) 8,678 21,969 0 2,369 1,464 2,528 1,850 38,858

構成比(%) 22.3 56.5 0 6.1 3.8 6.5 4.8 100.0

（資料：東近江市国土利用計画の数値に琵琶湖の面積を加えたもの） 
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(2) 都市計画上の土地利用 

・総面積のうち、線引き都市計画区域面積

は約 35％（市街化区域面積約 4％、市街

化調整区域約 31％）、非線引き都市計画

区域面積は約 11％を占め、都市計画区域

外面積は約 54％を占めている。 

(3) 用途地域別面積 

・用途地域別面積の内訳は、住居系が約

54％、商業系が約 10％、工業系が約 36％

となっている。滋賀県平均と比較すると

工業系の占める割合が高い。 

(4) 空閑地面積 

・市街化区域内の空閑地面積は 286.1ha で

あり、うち住居系用途地域内に 125.1ha、

商業系用途地域内に 8.5ha、工業系用途

地域内に 152.5ha 存在する。 

・空閑地は蒲生地区工業系用途地域内、八

日市地域住居系用途地域内に多い。特に

蒲生地区工業系用途地域内における空

閑地率は 81.0％と高い。 

 

1.1.7 市街化動向 

(1) ＤＩＤ 

・八日市駅周辺・東側、ＪＲ能登川駅周辺にＤＩＤがある。 

・東近江市におけるＤＩＤは、拡大しており、ＤＩＤ内の人口も増加している。 

平成 17 年(2005)においては、市全域の人口の 25.9 ％を占めている。 

注) ＤＩＤ（人口集中地区）は、国勢調査で設定されるもので、人口密度が 4,000 人/k ㎡以上

の調査地区が互いに隣接し、その人口が 5,000 人以上となっている地区。 

(2) 宅地開発状況 

・平成 11 年度(1999)以降において開発許可された宅地開発事業は合計 67 件、面積約 51ha と

なっている。１件当たりの単純平均値は、0.76ha である。  

・地区別に見ると、能登川地区、御園地区で多い。 

(3) 建物新築動向 

・平成 18(2006)～20 年度(2008)における建物新築動向をみてみると、市全体で年平均 771 件

であり、区域別にみると、近江八幡八日市都市計画区域の市街化区域が年平均 346 件（市全

体の約 45％）、市街化調整区域が年平均 275 件（市全体の約 36％）を占めている。 

(4) 住宅の建て方 

・平成 18(2006)～20 年度(2008)における近江八幡八日市都市計画区域・湖東都市計画区域内

の住宅の建て方についてみると、１戸建ては年平均 536 件であり、また、３階以上の共同

住宅は年平均 4.7 件となっている。 

表．区域別面積 

 合計（ha） 構成比（％）

総  面  積 38,336  100.0

線引き都市計画区域 13,467 35.1

市街化区域 1,464  3.8

市街化調整区域 12,003  31.3

非線引都市計画区域 4,162  10.9

都市計画区域外 20,707  54.0

（資料：市資料。琵琶湖の面積除く。） 

表．用途地域別面積 

 合 計
（ha） 

構 成 比
（％） 

滋賀県 
構成比（％）

用途地域別面積 1,464.3  100.0 100.0

第１種低層住居専用 64.5   

第１種中高層住居専用 276.4   

第２種中高層住居専用 95.5   

第１種住居 325.8   

第２種住居 17.3   

準住居 14.8   

住居系計 794.3 54.2 61.3

近隣商業 101.3   

商業 44.6   

商業系計 145.9 10.0 10.1

準工業 104.8   

工業 224.5   

工業専用 194.8   

工業系計 524.1 35.8 28.6

（資料：市資料） 
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(5) 農地転用 

・平成 18(2006)～20 年度(2008)における農地転用状況をみると、線引き都市計画区域におい

て、合計 533 件、43.45ha の農地が転用されている。年平均では市街化区域で 98 件 6.48ha、

市街化調整区域で 80 件 8.00ha となっている。 

・また、非線引き都市計画区域（湖東都市計画区域）においては、年平均 40 件 4.10ha とな

っている。 

・都市計画区域外では、年平均 16 件 1.66ha となっている。 

 

1.1.8 都市基盤整備状況 

(1) 市街地開発事業等 

・都市計画区域内における市街地開発事業等は、土地区画整理事業が 9件施行されている。 

(2) 都市計画道路等 

・計画決定された都市計画道路は、総延長 81.66km である。整備状況をみると、改良済みと

概成済みを加えた整備率が 38.2％となっている。近江八幡八日市都市計画区域内では、最

低の整備率となっている。 

・計画決定から 20～30 年以上経過する路線で、整備済延長が 0ｍの路線が５路線ある。 

・交通広場は、ＪＲ能登川駅、八日市駅において計画決定されている。 

(3) 公園・緑地 

・都市計画公園及び緑地については、公園は 26 箇所 80.16ha、緑地は 6 箇所 560.85ha が計

画決定されている。 

・そのうち、公園では 19 箇所 38.94ha、緑地は 3 箇所 4.50ha が供用開始されている。整備

率（面積供用率）は、公園が 48.6％、緑地が 0.8％と低くなっている。 

・近江八幡八日市都市計画区域内の他市町と比較すると、公園の整備率（面積供用率）は低

い。  

・大規模な公園としては、布引運動公園があり、一部供用されている。 

 

1.1.9 公共公益施設現況 

(1) コミュニティ施設・福祉施設・文化施設等  

・各地区に公民館、コミュニティセンターが位置している。 

  ・支所付近を中心に、保健・福祉施設・文化施設等が位置している。 

  ・主なホール、会議等の利用者数を見ると八日市文化芸術会館、あかね文化ホール（蒲生野

地域）で特に多くなっている。 

  ・市立病院として、能登川病院・蒲生病院が位置する。その他、国立病院機構滋賀病院が位

置する。 

  ・高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画により１０の日常生活圏域が設定されている。 

（能登川西、能登川東、五個荘、八日市、八日市西、八日市東、蒲生、湖東、愛東、永源寺） 

・乳幼児健診は八日市・能登川・湖東保健センターで実施している。 

(2) 教育施設 

・東近江市内の小学校は 23 校、中学校は 10 校ある。また、高校は 5 校（全日制 4 校・通信

制 1校）、大学は 1校（びわこ学院大学）ある。 
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1.1.10 土地利用規制 

(1) 都市計画 

  ・都市計画区域及び土地利用規制を以下に示す。 

  

表．都市計画区域別の土地利用規制等 

近江八幡八日市都市計画区

域（一部） 

湖東都市計画区域 

（一部） 

都市計画区域名等 

線引き都市計画区域 非線引き都市計画区域 

（用途未指定） 

都市計画区域外 

旧市町名 旧八日市市 

旧五個荘町 

旧能登川町 

旧蒲生町 

旧愛東町（一部） 

旧湖東町（一部） 

旧永源寺町 

旧愛東町（一部） 

旧湖東町（一部） 

用途地域 （市街化区域） 

 適用 

－ － 

集団規定 適用 適用 － 

（市街化区域） 

 1,000 ㎡以上 

土

地

利

用

規

制

等 

開発許可 

（市街化調整区域） 

 原則すべて 

（条例により） 

 1,000 ㎡以上 

１ha 以上 

近江八幡八日市都市計画区域：近江八幡市（全域）・東近江市（一部）・日野町（全域）・竜王町（全域） 

湖東都市計画区域：東近江市（一部）・愛荘町（一部） 

 

(2) 地区計画 

  ・地区計画は「布引台地区」（市街化調整区域）「八日市駅西地区」「能登川駅西地区」の３地

区が決定されている。 

(3) 農業振興地域適用状況 

  ・農業振興地域面積は 15,104ha、農用地区域面積は 9,285ha となっている。 

(4) 土地利用に関する法律適用状況 

  ・土地利用に関する法律適用状況を以下に示す。 

 

表．土地利用に関する法律適用状況 

地域・地区 名    称 根拠法 

風致地区 箕作山、布施山 都市計画法 

伝統的建造物群保存地区 五個荘金堂 都市計画法 

琵琶湖国定公園、鈴鹿国定公園 自然公園法 

三上・田上・信楽県立自然公園 自然公園法 

自然公園特別地域 

 

湖東県立自然公園 自然公園法 

ヨシ群落保全区域 － ヨシ群落保全条例 

琵琶湖景観形成地域 琵琶湖・内湖とその周辺地域 

国道 307 号 甲賀市～彦根市 沿道景観形成地区 

 主要地方道大津能登川長浜線 栗東市～米原市

河川景観形成地区 宇曽川 東近江市～愛荘町 

ふるさと滋賀の風景

を守り育てる条例 

  （資料：滋賀県の都市計画 2008、滋賀県の自然公園、都市計画基礎調査等） 
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1.1.11 都市景観 

(1) 東近江市八景 

・東近江市内には、四季折々の美しい景色・景観が数多くあり、「東近江市八景」が制定され

ている。（「永源寺」、「栗見出在家から見る輝くびわ湖」、「百済寺」、「湖東平野の眺望」、「太

郎坊宮」、「五個荘金堂のまちなみ」、「石塔寺」、「御池岳」） 

(2) 都市景観 

（八日市駅前） 

・八日市駅前土地区画整理事業（S60～H18）の区域の中で、商店街の近代化事業により、統

一された街並みが整備されている。景観形成にあたっては、「まちづくり憲章」が作成され、

勾配屋根、外壁の色等の統一が図られた。 

（中心市街地 市神神社周辺） 

  ・御代参街道、八風街道沿いに市場町として栄えた面影が残る。 

（行政ニュータウン） 

  ・「森と水と屋根のあるまち」をテーマに緑の多い調和のとれた街区が形成されている。 

（五個荘金堂のまちなみ） 

・五個荘金堂町の一部は、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている（平成 10 年

12 月 25 日地区決定）。 

（能登川駅西地区） 

  ・土地区画整理事業、地区計画により統一された街並みが整備されている。 

（布引台地区） 

  ・地区計画により、住みよい住環境を維持推進している。 

（景観形成地区） 

  ・「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例」による「景観形成地区」が指定され、良好な景 

観が維持、形成されている。 
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1.2 上位・関連計画 

1.2.1 上位計画 

 ＜上位計画＞ 

(1) 東近江市総合計画（平成 19 年 3 月） 

(2) 東近江市国土利用計画（平成 20年 3 月） 

 

(1) 東近江市総合計画（平成 19 年 3 月策定／平成 28 年度目標） 

■基本理念 

○主役は光り輝く「ひと」 
 ～ひとが輝き、まちづくりの主役として活躍できるまち～ 

○うるおいの水が流れる「くらし」    
  ～心おだやかに、暮らしにうるおいが実感できるまち～ 

○大地に根をはる元気な「まち」 
 ～活力と快適さをそなえた、にぎわいのある元気なまち～ 

■将来像 

～みんなで育むまちづくりの森～ うるおいとにぎわいのまち 東近江市 

      
（人々の営みの場である「まち」を多くの生命を育む「森」にたとえ、また、豊かな自然や歴史

文化を次代へ大切に育て引き継ぐことを願い「まちづくりの森」という考え方を提示） 

■将来人口 

  平成 28 年度(2016)の人口………120,000 人  

 

■将来都市構造（３つのゾーンと２つのエリアの設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民と行政の協働 
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 (2) 東近江市国土利用計画（平成 20 年 3 月策定／平成 29 年目標） 

 ■土地利用の基本方針 

○安全で安心できる土地利用 

○自然と共生する持続可能な土地利用 

○美しくゆとりのある土地利用 

○生活利便性が高い中心市街地の形成 

 ■地域別の概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.西部地域（市の西部、愛知川左岸/ＪＲ琵琶湖線・近江鉄道・国道８号が通過） 

 ・琵琶湖・愛知川に生息する生物の生育地と多くの人々にうるおいを与える水辺空間としての機能

の調和を図りながら、多様な生態系を育む湖辺域の自然環境を保全する。 

 ・美しい田園風景、古いまちなみや伝統的建造物等の歴史文化遺産を保全継承し、それらの特性を

活かした総合的な活用を図る。 

 ・本市の西の玄関口としてＪＲ能登川駅のターミナル機能を発揮できるようアクセス道路等の整備

を図る。 

2.中部地域（市のほぼ中央部/近江鉄道・国道 421 号・名神高速道路が通過） 

・八日市駅と八日市インターチェンジまでの一帯は本市の中心的な市街地を形成しており、行政・

産業・文化等の各種の都市機能が集積している。 

・都市基盤の充実、住環境の向上をはじめ都市機能の強化を図り、魅力ある中心市街地の形成とに

ぎわいの創出に努める。 

3.南部地域（白鳥川・佐久良川・日野川流域の平地と丘陵部） 

・流域の平地（農用地・田園風景）と丘陵部（住宅地・ゴルフ場等）により構成している。 

・平地は農用地や農村集落の果たす多面的機能の維持増進を図り、田園環境と調和した住環境を保

全する。 

・蒲生インターチェンジを視野に計画的な工業用地の確保に努める。 

・蒲生野、雪野山古墳等の歴史文化遺産の周辺景観も含めた保全と活用に努める。 

4.東部地域（愛知川流域北側に開けた平野と愛知川流域南側で国道 307 号以東及び布引丘陵北側に広

がる平野部） 

・平野部に美しい田園風景が広がり、集落周辺では河辺林、平地林などの里山が点在し、豊かな自

然環境に恵まれている。 

・里山の保全や再生による活用、優良農地の保全・確保に努める。 

・持続的な農業経営のための基盤整備や集落の住環境の整備を図る。 

5.鈴鹿地域（鈴鹿山系から麓に広がる森林地帯） 

・永源寺・百済寺等の歴史的文化遺産が多く、紅葉の時期には観光地として賑わう。 

・自然に親しむ保健休養機能や森林環境学習及び観光・レクリエーション等の交流機能の向上を図

りながら、森林保全への理解と協力による森林整備に努め、次代に引き継いでいく。 
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1.2.2 関連計画 

 ＜関連計画＞ 

(1) 滋賀県道路整備アクションプログラム 2008（平成 20 年 6 月／滋賀県） 

(2) 東近江市道路整備マスタープラン（平成 20 年 12 月） 

(3) 東近江市住宅マスタープラン（平成 20 年 3 月） 

(4) 東近江市農業振興地域整備計画 

(5) 東近江市環境基本計画（平成 21年 3 月） 

 

(1) 滋賀県道路整備アクションプログラム 2008（平成 20 年 6 月／滋賀県） 

   道路整備アクションプログラムとは限りある資源の中で、真に必要な道路整備を無駄なく

スピーディーに進めるため、「どこに、どんな道路が、いつまでに必要か」を具体的に示した

10 年間の道路整備計画である（県事業）。 

  ■政策目標 

１．既存産業の振興と新規成長産業の育成・支援による県内産業の活性化 

２．誰もが安心・安全に暮らせる優しい県土の実現 

３．個性と潤いのある生活空間の創造 

４．環境に対する負荷の軽減 

５．地域の自立的発展の支援と教育・文化の育成 

  ■地域テーマ 

 「快適な道づくり」 

     ・地域を支える道路の整備    ・人と自然にやさしい道路の整備 

     ・走りやすい道路の整備     ・地域に愛される道路の整備 

  ■道路整備アクションプログラム２００８ 

改築系：道路事業     ２６箇所 

改築系：街路事業  ３箇所 

交通安全系：歩道整備 １９箇所 

交通安全系：交差点改良  ３箇所 

市町村道事業 ２１箇所 

 

(2) 東近江市道路整備マスタープラン（平成 20 年 12 月） 

  道路整備マスタープランとは、今後 10 年間の東近江市の発展に必要な道路整備計画を策定

したものである。社会経済情勢の変化に適宜対応するため、５年後に見直しを予定。 

  ■基本方針 

○市民のニーズの高い道路整備の推進 

○市町合併に伴う、地域間交通の確保 

○効率的で透明性の高い道路整備の推進 

○安心・安全性の確保 

 ■道路改良事業（19 路線） 

  ・渋滞緩和や安全性の確保、走行性の向上を目的とし、道路の新設や現道の拡幅を実施  

 ■交通安全事業（7路線） 

  ・歩行者の安全を確保するため、歩道を設置 
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(3) 東近江市住宅マスタープラン（平成 20 年 3 月／平成 28 年目標） 

■基本理念 

  山、田園、湖、そして街 

  安全・安心で多様な暮らしのある住まい・まちづくり 

■地域における方向性 

自然うるおいゾーン………（鈴鹿山系ふもと）交流人口の増加から定住に結びつけるよう、

自然環境を活かした居住を推進 

 市街地にぎわいゾーン……都市的な利便性を活かした居住を推進 

 交流創造ゾーン……………通勤等の利便性を活かした居住を推進 

 歴史文化創造ゾーン………歴史的な資産を保全し調和が図られた居住を推進 

 田園やすらぎゾーン………豊かな自然と調和したゆとりのある居住を推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 東近江市農業振興地域整備計画 

 ■土地利用の方向 

農用地は農業の最も基礎的な資源であり、食料生産を担うとともに、自然や環境の保全機

能、景観形成機能、体験を通じた教育的機能、レクリエーション機能等多面的機能を有して

おり、本市の将来の発展方向を考える上でも農用地の保全は必要不可欠である。 

そのため、周辺環境と著しく異なった土地利用の混在や無秩序な土地利用を抑制し、道

路・住宅等の生活環境整備や商工業振興等都市的土地利用との調整を図りながら、バランス

のとれた土地利用と安全性、快適性、健康性などの観点から優良農地の確保や土地利用の質

的向上を図っていく。 

■農用地利用計画＜農業上の土地利用の方向＞ 

1.八日市地域 

 ・西部は、ほ場整備の未整備の地域が多く、大区画等のほ場整備により生産性の高い優良農地を確

保するとともに、集落営農組織や認定農業者への農地の利用集積を促進し、効率的な土地利用を

進める。 

 ・布引丘陵地に存する畑や都市近郊では露地および施設野菜に熱心な農家も多く、野菜の産地とし

ての利用も進める。 

 ・東部は、近年、蛇砂川の改修とともにほ場整備が進められ、大半が完了している。残る市街化区

域付近の地域についても、ほ場整備を実施し優良農地を確保していく。 

2.永源寺地域 

・山麓の農用地については、獣害対策を一層推進し不耕作地とならないような対策を実施し、農地

保全を図る。 

 ・中央部ではすでにほ場整備が実施され、大規模な特定農業法人をはじめ特定農業団体や認定農家

を中心にした多様な営農が実施されている。また、中山間地域総合整備事業によるほ場整備が永

源寺相谷町で実施中である。 

 ・ほ場整備実施田では、農地の流動化による経営規模の拡大や利用集積に努める。 
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3.五個荘地域 

 ・本地域は、中央に平坦な水田が広がる。すでに完了したほ場整備による優良農地を確保し、集落

営農組織や認定農業者へ農地の集積を促進し、効率的な土地利用を進める。 

 ・農作業の効率・団地化面から大規模区画の整備も考えられ、それらの条件を備えるべく農地とし

ての利用を確保する。 

4.愛東地域 

・永源寺ダム用水系統の農用地については、既にほ場整備が実施され、集落営農組織や特定農業団

体の認定農業者を中心にした営農が実地されている。 

 ・「あいとうマーガレットステーション」では、農産物の直売、加工等をはじめとする地産地消や観

光体験農園、都市（消費者）との交流等の取り組みを行っており、周辺の農用地については、こ

れらと一体的な展開を図る。 

・山麓の農用地については、鳥獣害対策等を一層推進し、農地の保全と有効利用を図る。 

5.湖東地域 

 ・本地域は、そのほとんどがすでにほ場整備は完了しており、今後も優良農地を確保し、集落営農

組織や認定農業者へ農地の集積を促進し、効率的な土地利用を進める。 

6.能登川地域 

 ・農用地についてはほとんどが平坦な水田であり、ほ場整備事業と同時にかんがい用水も整備がな

されてきた。一部の未整備地域があるが、農用地保全活動により維持管理を行い水田機能を充実

させる。 

 ・大中地区の農用地については、大半が専業農家であり、今後も集団性を欠くことなく農用地とし

ての機能保全と収益性、生産性の向上に努める。 

7.蒲生地域 

 ・佐久良川流域、日野川流域とも、全域ほ場整備事業が完了しており、今後も優良農地を確保し、

集落営農組織や認定農業者へ農地の集積を促進し、効率的な土地利用を進める。 

・朝日野地区は、ＪＡのカントリーエレベーター、低温倉庫、育苗センター等が立地しており、今

後も農業用施設用地としての利用を確保する。 

 

(5) 東近江市環境基本計画（平成 21 年 3 月） 

■環境目標と基本施策 

1.【生活環境】みんなが安全で快適に生活できるまち 

 1) きれいな水環境づくり 

    2) きれいな大気環境づくり 

    3) 地下水・土壌汚染への対応  

4) 有害化学物質への対応 

    5) 都市型・生活型公害への対応 

2.【自然環境】自然や生きもののにぎわいと共生のまち 

  1) 多様な自然環境の保全 

    2) 市街地内の自然の保全・創出 

    3) 田園・周辺環境の自然の保全・回復  

  4) 水辺の自然の保全・回復 

    5) 人手による自然環境の管理 

  6) 環境にやさしい農林漁業の推進 

3.【歴史・文化的環境】歴史や文化を生かした美しい景観と個性のあるまち 

   1) 景観、まちなみの保全 

    2) 史跡・文化財の保全と活用 

    3) 地域文化の発信 

4.【地球環境】地球のことまで考えて行動し、資源循環の見えるまち 

  1) 低炭素社会づくり 

    2) 脱自動車依存社会への対応 

5.【協働】市民や事業所など、それぞれができることをみんなで取り組めるまち 

  1) 人材の育成 

    2) 自然とのふれあいの確保 
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1.3 まちづくりの課題 

1.3.1 まちづくりの主要な課題 

 これまでの調査から、東近江市全体に係るまちづくりの主要な課題を以下に整理する。 

 

(1) 自然環境・歴史資源を活かしたまちづくり 

  ・東近江市には、鈴鹿の山々とそれを源とする河川、里山、田園、そして琵琶湖など豊かな

自然と美しい風景がある。これら東近江市を特徴づける空間の構造を維持していく土地利

用が必要である。 

  ・東近江市の都市構造は主として、森林、愛知川、里山・丘陵（布引丘陵・繖山等）により

分節されている。 

   また、市街地は八日市地域と能登川地区の中心部に広がるほかは、集落・住宅団地が分散

している。 

   このような現況の都市構造を踏まえたまちづくりが必要である。 

   また、分散した集落等と中心市街地である八日市地域の市街地をいかに結ぶかが課題であ

る。  

  ・各地域においては、積み重ねられた豊かな歴史文化を誇っている（蒲生野、永源寺・百済

寺等の古刹、五個荘金堂等）。それらを保全・活用する土地利用が必要である。 

 

＜現況都市構造図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   森林ゾーン 

   田園ゾーン 

      里山・丘陵 

   愛知川 

   市街地・地域の中心(支所付近)等

   生活圏・コミュニティの方向性 

   地域連携軸 
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(2) 生活様式・生活行動に応じたまちづくり 

・旧町には支所を中心に身近な生活圏・コミュニティを形成している。これらと市全体レベ

ルの拠点施設・中心市街地とどのように連携していくかが課題である。 

  ・各地域においては、安心・安全、快適に住み続けていくために、現状の生活様式・行動に

応じた、身近な都市機能（行政サービス機能、福祉機能、近隣商業機能、コミュニティ機

能、防災機能等）を充実させる必要がある。 

  ・特に、アンケート調査結果では、福祉や医療の充実したまちづくりが望まれている。福祉・

医療施設の配置や福祉施策との連携したまちづくりが必要である。 

  ・八日市地域は、東近江市の中心市街地として、高次都市機能（広域・市レベルの行政機能、

中心商業機能等）をコンパクトに集積し、活性化を図っていく必要がある。  

  ・高齢社会に対応し、公共交通の利便性の向上を図っていく必要がある。 

  ・住みよい環境を維持していくため、また、市全体の一体感の醸成のため、都市計画区域再

編と土地利用規制の検討が必要である。 

 

 

(3) 立地条件を活かした活力あるまちづくり 

・基幹産業である農業を支援していくために、優良農地の保全、農業の振興が必要である。 

  ・国土軸が走り広域交通の要衝であること、また、<仮称>蒲生スマート IC や、石榑峠トン

ネル等の整備による交通条件の向上を活かし、工業団地の整備や既存工業地の活性化が必

要である。 

  ・開発ポテンシャルの高い幹線道路沿道については、土地利用を適正に誘導する。 

  ・多くの観光資源を活かし、交流人口の拡大を図っていく必要がある。  

  ・国道 8 号等南北方向を中心とする広域交通ネットワークは充実しているが、東西方向の道

路網や各地域を結ぶ道路網が不十分である。市の一体性を強めるとともに、活力あるまち

づくりを支援するため、各地域を結ぶ道路体系の強化が必要である。 

・特に八日市中心部とＪＲ能登川駅（西の玄関口）を結ぶ交通軸の強化が必要である。 
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1.3.2 項目別課題の整理 

 以下に項目別にまちづくりの課題を整理する。 

 

区 分 現       状 まちづくりの課題 

自然的 

条件 

 

 

・鈴鹿の山々とそれを源とする河川、田園、里

山、そして琵琶湖など豊かな自然と美しい風景

がある。 

・自然環境を本市の貴重な財産として

次代に継承するため、保全・再生・

活用し、自然と共生するまちづくり

の推進 

歴史的 

条件 

・それぞれの地域において積み重ねられた豊かな

歴史文化を誇っている。 

 

・歴史文化資源を活用したまちづくり

や市民活動の展開 

広域的 

位置づけ 

 

・大都市圏をつなぐ国土軸上に位置している。 

・北陸や三重方面とも交流が広がる位置にある。

・名神高速道路（八日市 IC）､国道 8号、国道 3

07 号､国道 421 号､国道 477 号などが広域幹線

網を形成している。 

・近江鉄道、ＪＲ琵琶湖線が通っており、周辺市

町や京阪神を結んでいる。  

・新快速が停車するＪＲ能登川駅がある。 

・国道 421 号石榑峠トンネルの整備が進められて

いる。また、<仮称>蒲生スマート IC、<仮称>

湖東三山スマート IC（愛荘町）の計画がある。

 

・交通の要衝である立地条件を活かし

たまちづくり、都市基盤整備の推進

人口 ・人口はゆるやかな増加傾向にある。また、核家

族化が進行している。 

・南部地区、中野地区、御園地区、蒲生地区、五

個荘地区の増加が目立つ反面、永源寺地区、平

田地区、愛東地区の減少が目立つ。 

・少子高齢化が進展している。 

・外国人登録人口が増加している。 

・流出超過都市となっている。 

 

・計画的かつ適正な人口配置の推進 

・少子高齢社会に対応した都市環境の

充実 

・定住魅力の増大 

・公共交通の利便性の向上 

 

 

 

産業 （農業） 

・販売農家数は、近年減少傾向にあるが、その 

うち専業農家は増加している。 

・農業産出額は減少しているものの､平成 17 年

(2005)の県内の占有率は第 1位となっている。
 

（工業） 

・事業所数は近年やや減少傾向にある。一方、従

業者数、製造品出荷額等は増加傾向にある。 

・平成 19 年(2007)の県内の占有率は事業所数、

従業者数は県下で第 2位、製造品出荷額等は第

4位となっている。 
 

（商業） 

・事業所数、年間商品販売額は減少傾向にある。

・平成 19 年(2007)の年間商品販売額の県内占有

率は県下で第 7位となっている。事業所数は県

下で第 3位、従業者数は県下で第 5位となって

いる。 
 

（観光） 

・観光資源が多数位置する。 

・個性ある農業、工業、商業、観光の

バランスのとれた活性化 

・農用地の多面的機能の活用 

・交流人口の拡大 

・拠点となる観光資源の活用と個々の

観光資源のネットワーク化 
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区 分 現       状 まちづくりの課題 

（土地利用現況） 

・市域の 57％を森林が占め、次いで農用地が 22

％を占めている。 
 

・森林、里山の保全、優良農地の保全

（都市計画上の土地利用） 

・総面積のうち、線引き都市計画区域面積は約

35％（市街化区域面積約 4％、市街化調整区域

約 31％）、非線引き都市計画区域面積は約 11％

を占め、都市計画区域外面積は約 54％を占め

ている。 

・用途地域別面積の内訳は、住居系が約 54％、

商業系が約 10％、工業系が約 36％となってい

る。滋賀県平均と比較すると工業系の占める割

合が高い。 

・計画的かつ良好な市街地形成の誘導

促進 

土地 

利用 

（空閑地） 

・市街化区域内に空閑地が多い。 

・蒲生地区に工業系の大規模空閑地がある。 

 

・市街化区域内空閑地の整序 

・交通条件を活かした計画的な工業地

の誘導促進 

・国道 8号等南北方向を中心とする広域交通ネ 

ットワークは充実している。一方で、市内の各

地域を連絡する道路や、名神高速道路、国道８

号等へのアクセス道路は不十分。 

・市の一体性を強めるため、各地域を

結ぶ道路体系の強化 

・ＪＲ能登川駅や近江八幡市方面へ 

のアクセス向上 

交通 

・コミュニティバス（ちょこっとバス）が運行さ

れているが、利便性に欠ける。 
 

・需要に対応した効率的なコミュニテ

ィバス等の運行 

市街化 

動向 

（ＤＩＤ） 

・八日市駅周辺・東側、ＪＲ能登川駅周辺にＤＩ

Ｄがある。 

（宅地開発状況） 

・近年能登川地区、御園地区で宅地開発が多い。

（建物新築動向） 

・市全体で年平均 771 件の建物新築がある。市 

街化区域は市全体の約 45％、市街化調整区域

は市全体の約 36％を占めている。 

（住宅の建て方） 

・1戸建てが最も多く年平均 536 件（都市計画 

区域内）となっている。 

（農地転用） 

・線引き都市計画区域において年平均 178 件、 

非線引き都市計画区域において年平均 40 件、

都市計画区域外において年平均 16 件の農地転

用がある。 

・市域全体でバランスのとれた計画的

な土地利用、市街化の誘導 

都市 

基盤 

（市街地開発事業） 

・土地区画整理事業が 9件行われている。 

（都市計画道路等） 

・都市計画道路の整備率が低い。 

・計画決定から長期を経て未整備の路線がある。

・駅前広場（ＪＲ能登川駅、八日市駅）が計画決

定されている。 

（公園・緑地） 

・公園・緑地の整備率が低い。 

・土地区画整理事業地区の良好な市街

地環境の保全 

・面的整備による良好な市街地整備 

・都市計画道路の整備推進、及び見直

し 

・公園・緑地の整備推進 
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区 分 現       状 まちづくりの課題 

・「線引き都市計画区域」「非線引き都市計画区域」

「都市計画区域外」において異なる土地利用規制

となっている。 

・都市計画区域再編の検討 

 

・地区計画が３地区決定されている。 ・良好な市街地環境形成の支援 

 

土地 

利用 

規制 

・農用地が市街化区域や平地部の集落を除いた区

域に指定されている。 

・森林部を中心に保安林が指定されている。 

・自然公園特別地域（国定公園・県立自然公園）

が指定されている。 

 

・優良農地の保全 

・保安林の保全 

・自然公園特別地域の保全 

都市 

景観 

・東近江市八景が選定されている。 

・土地区画整理事業、商店街近代化事業、地区計

画、伝統的建造物群保存地区により良好な都市

景観が形成されている。 

 

・良好な都市景観の保全と創出 

注) ＤＩＤ（人口集中地区）は、国勢調査で設定されるもので、人口密度が 4,000 人/k ㎡以上

の調査地区が互いに隣接し、その人口が 5,000 人以上となっている地区。 

 

 

 

 

 

 



第２章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全 体 構 想 
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第２章 全体構想 

2.1 将来フレーム 

2.1.1 人口フレーム 

将来人口は、「東近江市総合計画」で示されるように、産業の振興や生活の利便性の向上等を

図り、人口の定住化を促進するとともに、新たな転入を見込み、平成 28 年度(2016)における人口

を 120,000 人と設定する。 
 

平成 28 年度における人口 120,000 人（東近江市総合計画） 
 

 都市計画マスタープランの長期目標である平成 42 年(2030)までの将来人口については、滋賀県

の将来推計人口＜増加率＞（国立社会保障・人口問題研究所）を基に、以下のように設定する。 

 

   表．東近江市の将来人口（単位：人） 

 平成 12 年 平成 17 年 平成 23 年 平成 28 年 平成 32 年 平成 37 年 平成 42 年

東近江市 114,395 116,797 118,616 120,000 120,000 119,000 117,000

備考   総合計画 総合計画 増加率-0.3 増加率-0.9 増加率-1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考：滋賀県の将来推計人口＞ 

     表．滋賀県の将来推計人口（単位：1,000 人） 

 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 平成 32 年 平成 37 年 平成 42 年 平成 47 年

滋賀県 1,380 1,401 1,406 1,401 1,388 1,368 1,341

   表．滋賀県の推計人口の増加率（単位：％） 

 平成 12 
～17 年 

平成 17 
～22 年 

平成 22 
～27 年 

平成 27 
～32 年 

平成 32 
～37 年 

平成 37 
～42 年 

平成 42 
～47 年 

滋賀県 2.8 1.5 0.4 -0.3 -0.9 -1.4 -2.0

  （資料：日本の市区町村別将来推計人口（平成 20 年 12 月推計） 国立社会保障・人口問題研究所） 

 

 

2.1.2 土地利用フレーム 

土地利用フレームにおいては、将来的に人口の大きな増加が見込まれないため、現在の市街地

規模を維持していくことを基本とする。但し、工業地や農地の一部については、「東近江市国土

利用計画」を踏まえるとともに、土地利用現況や交通条件・立地条件の変化、土地利用転換の必

要性を踏まえ、適宜見直していくものとする。 

114,395

116,797

118,616
120,000 120,000

117,000

119,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

H12 H17 H23 H28 H32 H37 H42

(人)
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2.2 まちづくりの理念 

2.2.1 「東近江市総合計画」における基本理念等 

 上位計画である「東近江市総合計画」では、基本理念、将来像、まちづくりの基本方針が以下

のように示されている。 

■基本理念 

 ○主役は光り輝く「ひと」 
 ～ひとが輝き、まちづくりの主役として活躍できるまち～ 

○うるおいの水が流れる「くらし」    
  ～心おだやかに、暮らしにうるおいが実感できるまち～ 

○大地に根をはる元気な「まち」 
   ～活力と快適さをそなえた、にぎわいのある元気なまち～ 

■将来像 

～みんなで育むまちづくりの森～ うるおいとにぎわいのまち 東近江市 

      

■まちづくりの基本方針 

 1.市民が主役となるまちづくり ～輝きの森～ 

 2.人と環境にやさしいまちづくり ～共生の森～ 

3.誰もが笑顔で暮らせるまちづくり ～生きがいの森～ 

 4.次代を担う人材を育むまちづくり ～学びの森～ 

5.地域の活力を生み出すまちづくり ～活力の森～ 

 6.市民生活、地域経済を支えるまちづくり ～交流の森～ 

 

 

2.2.2 まちづくりの理念 

 東近江市都市計画マスタープランにおけるまちづくりの理念を以下のように設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

・東近江市固有の豊かな自然環境と農村（田園）を保全・活用するとともに、それらと魅力

ある都市機能が集積する都市が共生するまちづくりを目指す。そして、やすらぎのある中

にも都市としての活力があるまちづくり、地域の交流や都市間の交流が盛んなまちづくり

を目指す。 

・地域の人々が主役となり、そして、行政と協働することにより、地域の個性ある資源を活

かしながら人と暮らしと自然が織りなす新しい東近江のまちを育てていく。  

自然と都市・農村が共生する 

           やすらぎと活力のあるまち 東近江 

   ～ひと・くらし・しぜんつながる“まち育て”～ 

市民と行政の協働 
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2.3 将来都市構造 

2.3.1 現在の都市構造 

(1) 現在の都市構造 

○地形は大きく「森林」「田園」「市街地」に分けられ、また、主として、森林、愛知川、

里山・丘陵（布引丘陵・繖山等）により分節されている。 

  ○豊かな歴史文化資源（蒲生野、永源寺・百済寺等の古刹、五個荘金堂等）がある。   

  ○市街地は八日市地域と能登川地域の中心部に広がるほかは、集落・住宅団地が分散してい

る。 

  ○旧町は支所を中心に身近な生活圏・コミュニティを形成し、自立している。 

  ○道路・鉄道等の交通ネットワークは南北方向が中心となっている。 

 

(2) 広域的に見た位置づけ 

○国土軸である名神高速道路、国道８号、ＪＲ琵琶湖線が南北に通っており、広域交通条件

が揃っている。 

  ○石榑峠トンネルの開通により、中部圏との交流（主として観光交流）が強化される。国道

421 号沿道においては開発圧力が高まる。 

  ○ＪＲ琵琶湖線の主要な駅周辺、名神高速道路 IC 周辺は、各市町において拠点等の位置づけ

がなされている。 

  ○市内では主要な拠点として、ＪＲ能登川駅周辺、八日市駅周辺、八日市 IC 周辺、<仮称>

蒲生スマート IC 周辺が位置づけられる。（ＪＲ能登川駅は繖地域、湖東地域及び愛荘町を

駅勢圏としている） 
 
 

図．広域的な位置づけ概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠点等 
（各都市の都市マス等での位置づけ・
 名称を記載） 

琵琶湖 

国道８号

名神高速道路 

篠原駅周辺 
（交流都市拠点） 

安土駅周辺
（地域拠点）

能登川駅周辺

南彦根駅周辺
（新都市核）

彦根駅周辺
（中心核）

近江鉄道

野洲駅周辺 
（都市拠点） 

近江八幡駅周辺
（中核拠点） 

(仮称)蒲生ｽﾏｰﾄIC

国道307号

国道477号

国土軸 

国土軸 

中部圏
交流軸国道421号 

八日市IC

石榑峠 
トンネル 

竜王IC周辺 
（産業拠点） 
（運輸流通拠点）
（広域商業拠点）

JR駅 IC 

彦根IC周辺 
（流通業務機能） 

(仮称)湖東三山ｽﾏｰﾄIC周辺 
（交流拠点） 
（新産業誘致） 

八日市地区中心

ＪＲ琵琶湖線 
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2.3.2 将来都市構造の基本的な考え方 

(1) 一般的な都市構造の類型 

東近江市の将来都市構造を検討するにあたり、一般的な都市構造の類型を整理しておく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 東近江市の都市構造の類型 

東近江市は、旧市町が自立して発展してきた。旧町は支所を中心に身近な生活圏・コミュニ

ティを形成している。それぞれの生活圏は東近江市を特徴づける空間構造（森林、里山・丘陵、

河川などの自然的要素）により分節されている。 

東近江市の都市構造は拠点（支所付近）を持つ生活圏が自然的要素で分節化された分節型都

市構造であり、自立した各拠点・生活圏が連携する都市構造である。    

 

＜分節型都市構造のイメージ＞           ＜生活圏のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜放射型＞ ＜放射環状型＞ 

＜多核分散型＞ ＜多核連携（ネットワーク）型＞ 

・都市核が中心部に

１つで、一極集中

の都市構造。周辺

部と都市核が直接

連携 

・中心部に都市核が

ある「放射型」の

都市構造を基本と

し、周辺部も環状

に結ばれ、周辺部

も連携する都市構

造 

・様々な機能を持つ

核が独立し分散し

ている都市構造 

・中心となる都市核、

様々な機能を持つ

核がバランスよく

配置され、連携す

る都市構造 

広域生活圏 

生活圏 

拠点 

連携・交流軸 

森林・里山・丘陵・河川 

森林・里山・ 

丘陵・河川 

拠点

日常生活圏

近隣生活圏
広域生活圏 

連携・交流軸

中心都市核
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2.3.3 東近江市の将来都市構造 

(1) 分節型都市構造の維持 

東近江市における分節型都市構造のイメージを以下に示す。   

  ● 森林、里山・丘陵、河川などの自然的要素で一定のまとまりを持った空間（地域）に区分

され、   

  ● 区分された「地域がそれぞれに固有の特性（地域特性）」を持ち、 

  ● 地域がそれぞれに連携・共生し、 

  ● 各地域が「自立性」を持った地域社会の営みを持続的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表．分節型都市構造の成り立ちと地域 

地域区分 地   区 分節型都市構造の成り立ち 

五個荘地区 繖地域 

能登川地区 

・繖山・箕作山、愛知川で分節 ・平野が連担 

・日常生活圏域（高齢者保健福祉計画等） 

愛東地区 湖東地域 

湖東地区 

・愛知川、鈴鹿山系の森林で分節 

・湖東都市計画区域 ・日常生活圏域（消防等） 

建部地区 

中野地区 

八日市地区 

八日市地域 

南部地区 

玉緒地区 玉園地域 

御園地区 

永源寺地区（一部）

・愛知川、箕作山、布引丘陵、鈴鹿山系の森林で分節 

・平野が連担 

・日常生活圏域 

永源寺地域 

永源寺地区 ・鈴鹿山系  ・日常生活圏域 

蒲生地区 

平田地区 

蒲生野地域 

市辺地区 

・布引丘陵、水口丘陵、日野丘陵で分節 

・日常生活圏域（高齢者保健福祉計画等） 

＜分節型都市構造＞ 

森林 

田園 

河川 

里山 

繖地域 

湖東地域

八日市 
地域 

玉園地域 

永源寺地域
一部 

蒲生野地域 

永源寺地域 
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(2) 生活圏の形成 

東近江市では、各地域において生活圏を明確にして自立するとともに、不足する機能につい

ては各地域が連携して補完し、一体感を高めていくものとする。 

  東近江市における生活圏の考え方を以下に示す。 

    ●自立した日常生活圏・近隣生活圏を位置づける。 

    ●生活圏の中心となる拠点を位置づける。 

    ●各生活圏・拠点それぞれを連携・交流する軸を明確にする。 

    ●各生活圏が連携した広域生活圏を位置づける。 

    ●地域で近隣（日常）生活圏を育てていく（まち育て）。 

 

＜生活圏の考え方＞ 

 近隣生活圏 日常生活圏 広域生活圏 （副次広域生活圏）

・１４地区 ・５地域 ・市域全体 ・繖地域・湖東地域

・（愛荘町） 

単位 

（現生活圏域） 

・自治会 

・概ねの中学校区 

・高齢者保健福祉計  

画の日常生活圏域 

（現生活圏域） 

・病院の立地 

・概ね消防署・消防出

 張所のエリア 

（現生活圏域） 

・行政区域 

・広域消防のエリア 

・ＪＲ能登川駅駅勢

圏域 

位 置 づ

け・機能 
・集会施設、病院、診療所、保健センター、在

宅介護・子育て支援サービス、身近な行政サ

ービス等がある、まちづくりの基礎となる圏

域 

・日用品や食料品店舗などの生活拠点を共有す

る、日常生活を支えるサービス圏域 

・支所機能 

・行政施設、文化施設など、

より高次の都市機能（広

域・市レベルの都市機能）

の集積地を共有する圏域 

・高次行政機能・市役所 

・ＪＲ能登川駅周辺

において、ポテン

シャルを活かした

交流（観光情報発

信）機能・商業機

能を充実 

拠点の

考え方 

●地域拠点 

・支所付近を中心に身近な都市機能を充実 

●都市拠点 

・東近江市全体の拠点 

・高次都市機能を集約 

●副次都市拠点 

・繖地域・湖東地域

 の拠点 

・都市拠点を補完 

 

＜参考:まちづくり協議会、中学校と生活圏の関係＞ 

地域区分 まちづくり協議会 中学校 生活圏 

五個荘地区 五個荘中学校 繖地域 

能登川地区 能登川中学校 

繖地域 

愛東地区 愛東中学校 湖東地域 

湖東地区 湖東中学校 

湖東地域 

建部地区 

中野地区 

八日市地区 

八日市地域 

南部地区 

聖徳中学校 

 

玉緒地区 玉園地域※ 

御園地区 

玉園中学校 

市辺地区※ 

平田地区※ 

船岡中学校 

 

八日市地域＋ 

玉園地域＋ 

市辺・平田地区 

（旧八日市市域） 

蒲生野地域 

蒲生地区 朝桜中学校 蒲生地区 

永源寺地域 永源寺地区 永源寺中学校 永源寺地域 

      ※玉園地域、平田・市辺地区、は、日常生活において八日市中心部との結びつきが 

強く八日市地域（都市拠点）を中心とした生活圏を形成する。 
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＜生活圏・拠点概念図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜まち育て＞ 

  生活圏においては、地域の人々が主役となり、行政と協働し、今ある地域の個性を活かしつ

つ、近隣（日常）生活圏を育てていく。 

基本方針 ●市民が担う、わたしから始める“まち育て” 

1. 地域の個性を活かして、市民やまちづくり活動が「まち育て」を推進 

 ・まちが継承してきた資源（自然、歴史文化等）や、都市施設等の既存ストック、今あるも

のを大切にする。 

  ・まちが持つ立地条件や交通条件などの可能性を活かす。 

 ・まちを住みよく、快適なところにしていく。 

 ・より良いまちにして、子どもや孫に引き継ぐ。 

  ・市民みんなで取り組む。そのために、自ら汗をかく。 

2. 各地域の「まちづくり活動」はお互いに連携  

  ・市民・行政はまちづくりに関して共通認識を構築するとともに、協働のまちづくり体制を

育成・確立し、計画づくりから施設の整備、管理に至るまで、市民が積極的・継続的に参

加するまちづくりを進める。  

  ・「まちづくり協議会」や「自治会」をはじめ様々なまちづくり活動はお互いに連携する。

  ・各地域やまちづくり活動がお互いに助け合い、連携するバランスのとれたまちづくりを目

指す。 

まち育ての

活動（例） 

○地域別構想＜「まち育て」への取り組み＞参照 

（例） 

・都市施設等（公園、公共施設等）の維持管理      ・集会施設の運営 

・在宅介護・子育てサービスの支援           ・環境美化 

・里山保全                      ・公共交通機関の利用促進  

・グリーンツーリズムの推進（農産物直販所の設置等） ・防災・防犯活動        

・イベントの企画運営 

都市拠点 

（愛荘町）

(日常)生活圏

地域拠点

連携交流軸

副次広域生活圏 

副次都市拠点 

注)「まち育て」 

・新しい開発や都市整備を進めるだけでなく、今ある資源、既存ストックをうまく活か

しながら愛着と誇りを持ってまちを育んでいく発想で、「まちづくり」より地域に住

む市民の主体性が望まれる。 
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(3) 将来都市構造 

 これまで整理した「広域的な位置づけ」「分節型都市構造の維持」「生活圏の形成」等を踏ま

え、将来都市構造として「ゾーン」「拠点・エリア」「都市軸」を位置づける。 

 

＜基本方針＞ 

  ○分節型都市構造の維持、生活圏の形成 

   ・本市の特性である、森林、愛知川、里山・丘陵（布引丘陵・繖山等）により分節される

都市構造を維持する。 

   ・分節された地域は、自立した生活圏として中心となる拠点を位置づけるとともに、各地

域は都市軸により連携・交流する。 

  ○広域的位置づけからの都市構造 

   ・広域交通条件の向上を活かし、主要な交通結節点（鉄道駅・IC）周辺の位置づけを強化

する。 

   ・産業の活性化、観光の活性化をけん引するエリアを位置づける。   

  

ゾーンの設定 拠点・エリアの設定 都市軸の設定 

・森林ゾーン 

・田園都市ゾーン 

・市街地ゾーン 

・都市拠点 

・副次都市拠点 

・地域拠点 

・産業誘導エリア 

・歴史文化創造エリア 

・広域交流軸 

・地域交流軸 

・河川環境軸 

・緑の環境軸 

 

＜ゾーン＞ 

  ■森林ゾーン 

   ・鈴鹿山系の自然の保全と保健休養機能（自然に親しむ場）、交流機能（レクリエーショ

ン・観光の場、教育の場）の向上を図る。    

  ■田園都市ゾーン 

   ・優良農地や里山等の保全とそれらに調和した住環境を保全・整備する。 

  ■市街地ゾーン 

   ・一定のまとまりのある良好な市街地（住宅市街地・商業業務市街地）を保全・整備する。 

 

＜拠点・エリア＞ 

  ■都市拠点 

   ・八日市地区中心部に高次都市機能（広域・市レベルの行政機能、文化機能、中心商業機

能）を集約する。                   

   ■副次都市拠点 

   ・本市の西の玄関口として、ＪＲ能登川駅のターミナル機能の整備（アクセス道路の整備）

や駅を活かした交流（観光）、商業などの機能を充実する。 

  ■地域拠点 

   ・旧町の支所付近に身近な都市機能（行政サービス、福祉、近隣商業、コミュニティ等）

を充実する。 

   ■産業誘導エリア 

   ・既存工業地を保全・整備するとともに、広域交通条件の向上を活かし、本市の活力増進

を担う産業を強化する。  

   ■歴史文化創造エリア 

   ・本市を代表する歴史文化資源の保全と観光・交流の活性化を図る。 
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＜都市軸（交流軸・環境軸）＞ 

  ■広域交流軸 

   ・京阪神、中京都市圏、隣接都市との連携・交流（産業・観光交流）を強化する。 

  ■地域交流軸 

   ・都市拠点及び副次都市拠点と各地域拠点の連携・交流（生活・産業・観光交流）を強化

する。 

  ■河川環境軸（山と琵琶湖を結ぶ）、緑の環境軸 

   ・自然環境、景観を象徴し、保全・活用する。      

 

 

 

 

＜参考：ゾーン、拠点・エリアと地域＞ 

地域区分 地  区 
森 林 

ゾーン 

田園都市

ゾ  ー  ン

市 街 地

ゾ ー ン

都 市

拠 点

副 次

都 市

拠 点

地域

拠点

産業誘導

エ リ ア 

歴 史 文

化 創 造

エ リ ア

繖地域 五個荘地区  ○    ○  ○ 

 能登川地区  ○ ○  ○  ○  

八日市地域 建部地区  ○ ○      

 中野地区  ○ ○      

 八日市地区   ○ ○     

 南部地区  ○ ○      

玉園地域 玉緒地区  ○ ○    ○  

 御園地区  ○ ○    ○  

蒲生野地域 蒲生地区  ○    ○ ○ ○ 

 平田地区  ○     ○  

 市辺地区  ○     ○  

湖東地域 愛東地区 ○ ○    ○  ○ 

 湖東地区 ○ ○    ○ ○  

永源寺地域 永源寺地区 ○ ○    ○ ○ ○ 

 

 



- 31 - 

 
森

林
ゾ

ー
ン

 
都

市
拠

点

地
域

拠
点

市
街

地
ゾ

ー
ン

産
業

誘
導

エ
リ

ア

田
園

都
市

ゾ
ー

ン

河
川

環
境

軸
 

名
神

高
速

道
路

 

地
域

交
流
軸
（
イ

メ
ー

ジ
）

広
域
交

流
軸

（
国

道
等

）

緑
の
環

境
軸

 

鉄
道

 

歴
史

文
化

創
造

エ
リ

ア
 

副
次
都

市
拠

点

＜将来都市構造概念図＞ 
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2.4 まちづくりの目標と方針 

2.4.1 まちづくりの目標 

 まちづくりの目標を以下に示す。 

 目標１ 自然・歴史・文化を大切にしたまちを育てよう＜自然・歴史＞ 

      ・森林、愛知川、里山により分節された特色ある都市構造を活かすとともに、豊かな自然環境や個

性ある歴史文化を未来へ継承していく。また、無秩序な開発を抑制するとともに、地球環境に配

慮したまちづくりを進める。 

 

  目標２ 誰もが住み続けられる愛着のあるまちを育てよう＜人・くらし＞ 

        ・生活の基盤である各地域の身近な生活圏において都市機能を充実するとともに、各地域と連携・

交流を図っていく。また、少子高齢社会への対応や防災機能の充実等により誰もが快適に安心し

て住み続けられるまちづくりを進める。 

 

目標３ 活力と多彩な交流のあるまちを育てよう＜活力・交流＞ 

        ・交通の要衝である立地条件を活かし、産業活動（農業・工業・商業・観光）や都市間・地域間交

流が活発なまちづくりを進める。 

 

 

また、まちづくりの目標と方針の関係図を以下に示す。 

 

＜まちづくりの理念＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行動目標：市民が担う、わたしから始める「まち育て」 
      ・地域の個性を活かして「まち育て」を進めよう 
      ・各地域の「まちづくり活動」と連携しよう 

自然と都市・農村が共生する やすらぎと活力のあるまち 東近江 

～ひと・くらし・しぜんつながる“まち育て”～ 

＜まちづくりの方針＞ 

○土地利用に関する方針 

1．自然環境、田園風景、歴史文化遺産を保全・活用しよう 

2．環境にやさしいまちにしよう 

3．地域特性に応じて土地利用を規制・誘導しよう 

4．良好な居住環境を整備しよう 

5．産業の活性化を支援する土地利用を誘導しよう 

○都市機能に関する方針 

6．身近な生活圏に配慮し、都市機能を充実しよう 

7．ユニバーサルデザインにより人にやさしいまちにしよう 

○交通に関する方針 

 8．多様な活動の基盤となる交通ネットワークを形成しよう 

 9．交通結節拠点の機能を強化しよう 

＜まちづくりの目標＞

１．＜自然・歴史＞ 

自然・歴史・文化を

大切にしたまちを

育てよう 

２．＜人・くらし＞ 

誰もが住み続けら

れる愛着のあるま

ちを育てよう 

３．＜活力・交流＞ 

活力と多彩な交流

のあるまちを育て

よう 
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2.4.2 まちづくりの方針 

(1) 土地利用に関する方針 

方針１  自然環境、田園風景、歴史文化遺産を保全・活用しよう  

・鈴鹿の山々とそれを源とする河川、琵琶湖、里山、田園など豊かな自然環境や地形により

分節された特色ある都市構造、美しい風景、個性ある歴史文化を未来へ継承する。 

  ・市域の 57%を占める森林については、国土の保全、水源かん養や保健休養機能、そして木

材の供給源等多様な機能が発揮できるよう保全・活用を図る。 

 

方針２  環境にやさしいまちにしよう 

・自然環境を破壊する無秩序な開発を抑制するとともに、地球環境に負荷を与えない持続可

能な都市（循環型社会、低炭素社会）を構築する。 

・エネルギーの地産地消（地域で使うエネルギーは地域で賄うまちづくり）を目指し、太陽

光発電等の自然エネルギーの活用を推進する。 

 

方針３  地域特性に応じて土地利用を規制・誘導しよう 

・土地利用動向や各地域の地域特性に配慮した土地利用の規制・誘導を図る。 

  ・土地利用規制が緩やかな地域においては、無秩序な開発を抑制するとともに、地域の活性

化（新規就農・定住支援、雇用の場・交流の場の創出、景観の向上等）に資する土地利用

については計画的に誘導する。        

   ・土地利用規制が異なる線引き都市計画区域、非線引き都市計画区域、都市計画区域外を有

していることから、東近江市の都市計画の整合性が確保されず一体的なまちづくりに弊害

が生じるため、地域特性に応じ区域の再編を検討し県に要請する。  

  ・開発圧力が高まることが想定される永源寺地域の一部地域（国道 421 号沿道、玉園地域・

湖東地域と連担する平地部）については、都市計画区域外であるため「都市計画区域の指

定」や「土地利用条例の制定」により土地利用の適正なコントロール、災害に対する安全

性確保及び景観保全を推進していく。 

 

方針４  良好な居住環境を整備しよう 

・既成市街地では、既存の都市ストックを活かしながら、市街地の修復・更新、及び整備済

の良好な住環境の保全を図る。特に、身近な公園・緑地や防災機能を持つ公園等について

計画的に整備を推進していく。 

・新たな住宅地整備においては、計画的な都市基盤整備や地区計画等の活用により良好な居

住環境を創出する。 

・中心市街地・市街化区域における人口定着に配慮しつつ、各地域のバランスある定住の促

進を図る。特に、若年層の定住に配慮した若年層にとって魅力的なまちづくりを推進する。 

    ・伝統的な農村集落においては、田園風景と調和を図りながら良好な居住環境の整備・保全

を図る。 
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方針５  産業の活性化を支援する土地利用を誘導しよう 

・近畿圏と中部圏、北陸圏をつなぐ広域交通の要衝である立地条件を十分活用する。特に広

域交通条件（<仮称>蒲生スマート IC、<仮称>湖東三山スマート IC、国道 421 号<石榑峠ト

ンネル整備>）の向上を活かした計画的な土地利用を推進する。 

  ・本市の個性ある農業、工業、商業、観光のバランスのとれた活性化を支援する土地利用を

推進する。 

  ＜農業＞ 

    ・優良農地は積極的に保全していくとともに、交流資源としての活用等多面的な活用を図

る。あわせて、農業生産力の強化や就業の場の整備等により集落の維持・活性化を図る。 

    ＜工業＞ 

     ・本市の産業の発展と雇用拡大のため、適切な工業用地の確保と新規企業の誘致及び既存

産業の活性化を図る。 

   ＜商業＞ 

       ・商業機能を充実し中心商業地の活性化を図るとともに、開発ポテンシャルの高い幹線道

路沿道については、土地利用の規制・誘導を図る。また、各地域の中心においては、近

隣商業機能を充実し、日常の買物の利便性の向上を図る。 

    ＜観光＞ 

       ・豊かな自然や個性ある歴史文化遺産、東近江市らしい景観はまちづくりの資源、観光の

資源として保全・活用を図り、交流人口を増やすことによって地域の活性化を図ってい

く。 

    ・特に、豊かな自然や農業と連携したグリーンツーリズム等を推進していく。 

 

 

(2) 都市機能に関する方針 

方針６  身近な生活圏に配慮し、都市機能を充実しよう 

・都市拠点（中心市街地）、副次都市拠点（ＪＲ能登川駅周辺）、地域拠点（旧町の支所付

近）に主要な都市機能をコンパクトに集約し充実する。 

・都市拠点においては、高次都市機能（広域・市レベルの行政機能、中心商業機能等）を集

約する。また、地域拠点においては身近な都市機能（行政サービス機能、福祉機能、近隣

商業機能、コミュニティ機能、防災機能等）を充実するとともに、都市拠点と機能分担を

図る。 

・各地域の生活圏に配慮する中で、福祉・医療施設の配置や福祉施策と連携したまちづくり

を推進する。 

・市街地、集落地を中心に防災機能の充実を図り、災害に強いまちづくりを推進する。特に、

災害時の避難場所や避難経路に配慮するとともに地域の防災活動等と連携したまちづくり

を推進する。また、安心して暮らせる犯罪に強いまちづくりを推進する。 

・地域内や各地域間を円滑に結ぶ道路ネットワークを明確化する。また、歩道や交通安全施

設の整備等により道路の安全性の確保を図る。 

・鉄道・バス等の公共交通機関の効果的な運行を確保し、市内各地域の交流の利便性向上を

図る。      
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方針７  ユニバーサルデザインにより人にやさしいまちにしよう 

・子どもから高齢者・障がい者等すべての人々が快適で安心して暮らせるまちづくりを推進

する。 

  ・ユニバーサルデザインに基づいた建築物や道路・公園等の都市施設が整ったまちづくりを

推進する。 

  ・健康づくりをサポートできる環境を整備し、いつまでも元気に暮らせるまちづくりを推進

する。 

 

 

(3) 交通に関する方針 

方針８  多様な活動の基盤となる交通ネットワークを形成しよう 

・広域交通条件の有効活用による都市間交流の活性化、及び市内各地域の交流の活性化、市

域の一体性の強化を図っていくため、交通体系の整備・充実を図る。 

・農業、工業、商業、観光等多様な産業活動を支援する交通体系の整備・充実を図る。 

・低炭素社会の実現を目指し、環境負荷の少ない公共交通機関の充実、効率的な道路体系の

整備を図る。 

・市域の骨格を形成する都市計画道路の計画的な整備推進を図るとともに、整備の見通しが

たたない路線については、実効性の観点から見直しを行う。 

 

方針９  交通結節拠点の機能を強化しよう 

・ＪＲ能登川駅周辺、八日市駅周辺、八日市 IC 周辺、<仮称>蒲生スマート IC 周辺において、

土地利用の整序、アクセスの改善とあわせた交通結節点機能の強化を図る。 

  ・ＪＲ能登川駅周辺において、東近江市の「西の玄関口」としての機能を強化していくとと

もに八日市地域をはじめ、各地域からのアクセス性の向上を図っていく。そして、東近江

市の一体感の醸成を支援する。 
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2.5 都市整備の方針 

 

＜参考：「将来都市構造」と「都市整備の方針」の関係（マトリックス）＞ 

ゾーン 拠点・エリア 都市軸 
将来 
都市構造

都市整備 
の方針 

市街地 

ゾーン 

田園 

都市 

ゾーン 

森林

ゾーン

都市

拠点

副次

都市

拠点

地域

拠点

産業

誘導

エリア

歴史

文化

創造

エリア

広域 

交流軸 

地域 

交流軸 

河川 

環境軸 

緑の

環境軸

中心商業地    ○         

副次商業地     ○        

地域商業地      ○       

商 

業 

系 

土 

地 

利 

用 沿道商業地 ○            

既存工業地       ○      工 

業 

系 新規工業地       ○      

住宅系土地利用 ○ ○  ○ ○ ○  ○     

農業系土地利用  ○           

森林・里山   ○     ○    ○ 

土 

地 

利 

用 

の 

方 

針 

自 

然 

系 水辺地  ○      ○   ○  

道路・交通施設         ○ ○ ○ ○ 

公園・緑地 ○ ○ ○     ○   ○ ○ 

河川 ○ ○ ○        ○  

上下水道 ○ ○           

景観 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

防災 ○ ○ ○ ○ ○ ○       

公共公益施設 ○   ○ ○ ○       
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2.5.1 土地利用の方針 

(1) 都市計画区域等の見直し 

 ①基本方針 

  ◆良好な居住環境を維持、整備していくため、また、土地利用規制・誘導の平準化の観点か

ら、地域特性に応じ、線引き都市計画区域、非線引き都市計画区域、都市計画区域外の異

なる区域を再編する。 

  ◆都市計画区域は、当面は近江八幡八日市都市計画区域（線引き都市計画区域）と湖東都市

計画区域（非線引き都市計画区域）の２つの都市計画で運用する。 

  ◆開発圧力が高まることが想定される永源寺地域（都市計画区域外）の平地部については、土

地利用の適正なコントロールや災害に対する安全性確保、景観保全を推進するため都市計画

区域を指定する（地域特性の類似性及び激変緩和を考慮して、湖東都市計画区域へ編入）。 

  ◆各都市計画区域の境界については、旧行政界にとらわれることなく、道路、河川等明確な

地形地物で区分する。      （区域界）………愛知川・国道 307 号・和南川付近      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖東都市計画区域

近江八幡八日市 
都市計画区域 

湖東都市計画区域
へ編入 

国道 307 号付近で区分

和南川付近で区分

都市計画区域外 

愛知川で区分
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＜参考：土地利用現況図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②近江八幡八日市都市計画区域の土地利用方針 

  ◆線引き都市計画区域を維持 

      ・今後とも計画的に土地利用の規制・誘導を図っていくために、線引き都市計画区域（区

域区分・用途地域の指定）を維持する。 

◆現在の市街地規模を維持 

 ・将来的に人口の大きな増加が見込まれないこと、また、東近江市の分節型都市構造を維

持していくため、現在の市街地規模は拡大しないことを基本とする。但し、工業地や農

地の一部については、交通条件・立地条件の変化、土地利用転換の必要性を踏まえ、適

宜見直していくものとする。 

◆市街化区域内の空閑地の計画的な土地利用 

  ・住居系用途地域における空閑地や低・未利用地を活かし、面的整備、地区計画等による

良好な市街地を形成する。 

◆土地利用の純化 

  ・準工業地域をはじめとする工業系用途地域や商業系用途地域においては住・商・工の土

地利用の混在がみられる。そのため、それぞれの用途地域において計画的に土地利用の

純化、用途地域の見直しを図る。 

都市計画区域外 

湖東都市計画区域

近江八幡八日市 

都市計画区域 
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◆市街化区域への編入 

  ・市街化調整区域において、市街化区域に隣接し既に宅地化が進行している地区において

は、市街化区域への編入を検討する。 

◆計画的な土地利用の誘導 

  ・市街化区域においては良好な市街地環境を維持していくために、積極的に地区計画を導

入する。 

  ・市街化調整区域においては、農業振興地域整備計画に合わせ優良農地を保全するととも

に無秩序な開発は抑制する。ただし、八日市 IC・<仮称>蒲生スマート IC 周辺や主要な

幹線道路沿道、市街化区域の外縁部、及び工場跡地等の低未利用地において新たな開発

が必要な場合は、市全体や地域の持続的な発展につながるような質の高い開発に限定し、

地区計画を導入するなど、計画的な土地利用の誘導を図る。 

 

 

 ③湖東都市計画域の土地利用方針 

  ◆非線引き都市計画区域を維持 

   ・当面非線引き都市計画区域を維持するが、将来的には愛荘町の湖東都市計画区域からの

分離、及び近江八幡八日市都市計画区域との統合を検討し県に要請する。 

◆計画的な土地利用の誘導 

   ・用途未指定地域であり、無秩序な開発の抑制と地域の活性化に資するため、用途地域指

定や地区計画制度の活用、特定用途制限地域の指定を検討し、良好な居住環境の維持、

形成を図る。 

  ・特に、主要幹線道路沿道、<仮称>湖東三山スマート IC 周辺等において開発ポテンシャル

の高いエリアにおいては、計画的に土地利用の規制・誘導を図る。 

  ・優良農地については、農業振興地域整備計画に合わせ、今後とも積極的に保全していく。 

 

 

 ④都市計画区域外の土地利用方針 

◆森林の保全 

  ・都市計画区域外の大部分を占める森林は、水源かん養、地球温暖化防止、保健休養・交

流（自然に親しむ癒しの場、グリーンツーリズム、教育の場）、景観形成等の機能や地

元材の資源として重要な役割を果たしており、今後とも積極的に保全していく。 

◆集落地の整備・保全 

  ・集落地については、その良好な居住環境を維持しつつ、災害等に対し安全なまちづくり

を推進する。 

◆計画的な土地利用の誘導 

  ・開発ポテンシャルの高い国道 421 号沿道については、土地利用条例等により規制・誘導

を図る。 
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(2) 都市拠点における土地利用の方針 

 ①中心商業地 

・本市の中心部である八日市駅周辺から市役所付近を中心商業地として位置づける。 

・高次都市機能（広域・市レベルの行政機能、文化機能、中心商業機能）を集約するととも

に、密集市街地の改善、土地の高度利用、魅力的な景観形成等により、歩いて楽しい、コ

ンパクトな中心商業地を形成する。 

・八風街道と御代参街道が交わる公益の場、八日市場として繁栄した歴史を活用し商店街の

活性化を図る。 

・行政ニュータウンとして開発された市役所周辺は中心業務地として業務施設等の集積を図

る。 

・「減築」による快適な都市空間の創出、「コンバージョン（既存のビル等の用途転換）」

による都市機能の更新を図っていく。 

 

 ②住宅地 

・各種都市機能（行政サービス機能、福祉機能、商業機能、コミュニティ機能）の集積を活

かし、利便性に富んだ都心居住を推進する。 

 

(3) 副次都市拠点における土地利用の方針 

 ①副次中心商業地 

・ＪＲ能登川駅周辺において、駅勢圏に配慮した、副次中心商業地を位置づける。 

・本市の「西の玄関口」としての機能を強化する。特にポテンシャルを活かした交流（観光

情報発信）機能・商業機能を充実する。 

・駅西側商業地においては、大型店を中心に総合的な商業集積を図り、駅東側商業地は古く

からの商業集積を活かした、個性ある商業地を形成する。 

 

 ②住宅地 

・都市基盤整備済の良好な住宅地は維持・保全していくとともに、駅東側を中心に、密集市

街地の改善や道路・公園等の都市基盤施設の整備により、良好な都市空間を創出する  

 

(4) 地域拠点における土地利用の方針 

 ①地域商業地 

・各地域の中心商業地は、地域商業地として位置づける。 

・近隣商業機能を充実し、日常の買物の利便性の向上を図る。 

・身近な都市機能（行政サービス機能、福祉機能、近隣商業機能、コミュニティ機能、防災

機能等）を充実する。 
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(5) 産業誘導エリアにおける土地利用の方針 

 ①既存工業地 

・既存の工業地は周辺の環境に配慮しながら維持していく。 

・これまで培ってきた伝統産業や地域資源を活用した地域産業（繊維産業、窯業・土石製品

製造業、食料品製造業、電気機器製造業、木材関連産業）をはじめとする地域と調和した

産業の振興・育成を推進する一方、産業活動の国際化や時代潮流に対応した製品転換を視

野に入れ活性化を図っていく。 

・広域交流軸・地域交流軸を活かし、各地域の工業地を連携することにより活性化を図って

いく。 

・蒲生地区の綺田・鋳物師町の丘陵地（日野丘陵）は、緑の環境軸として保全するため、市

街化区域を解除し、市街化調整区域に編入するものとする。 

 

 ②新規工業地 

・IC の整備による広域交通の利便性向上のインパクトを活かした工業地・流通業務地を整備

する。 

・無秩序な開発を防止しつつ、地区計画制度等の活用により、必要な公共施設の確保と土地

利用の調和を図った新規工業地を整備する。 

 

(6) 歴史文化創造エリアにおける土地利用の方針 

・蒲生野や雪野山古墳をはじめ、古刹百済寺や永源寺、近江商人発祥の地として商人屋敷が残

る伝統的建造物群保存地区等があり、これら歴史文化遺産の周辺景観を含めた保全を図ると

ともに、それらを活かした観光交流への活用を図る。 

 ・歩行者・自転車ネットワークを形成し、観光地の回遊性の向上を図る。 

 ・観光客へのもてなしの心を育み、観光地のイメージ向上と観光客のリピート率の向上を図る。 

 ・混雑時の円滑な交通処理のため、駐車場と観光拠点において、パークアンドバスライドの導

入を図る。 

 

(7) 市街地ゾーンにおける土地利用の方針 

 ①住宅地 

・土地区画整理事業・住宅団地開発による都市基盤整備済みの良好な住宅地は維持・保全し

ていく。 

・木造住宅密集市街地（八日市地域、繖地域中心部等）においては、計画的な道路、公園等

の整備、老朽住宅の建替え・不燃化・耐震化誘導により、安全で快適な住環境を創出して

いく。 

・新たな住宅地整備においては、計画的な都市基盤整備や地区計画等の活用により良好な居

住環境を創出する。 

・増加しつつある空き家については、移住や交流等地域の活性化の資源として、有効活用を

図る。 
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 ②沿道商業地 

・市街化区域を中心に主要な幹線道路の沿道（外環状線沿道等）は、沿道サービス施設を主

体とした沿道商業地として位置づける。 

・開発ポテンシャルの高い幹線道路沿道については、用途地域の見直し（住居系用途地域か

ら商業系用途地域への変更）や市街化調整区域における市街化区域への編入・用途地域の

指定を検討する。 

 

(8) 田園都市ゾーンにおける土地利用の方針 

 ①住宅地 

・都市基盤整備済みの良好な住宅地は維持・保全していくとともに、既存住宅地においては、

密集市街地の改善や道路・公園等の都市基盤施設の整備により、良好な居住環境を創出し 

ていく。 

・新たな住宅地整備においては、計画的な都市基盤整備や地区計画等の活用により良好な居

住環境を創出する。 

・古いまちなみが残る地区（五個荘金堂、御代参街道沿い等）においては、その景観や昔の

雰囲気を残しながら、住みよい住宅地を形成する。 

・増加しつつある空き家については、移住や交流等地域の活性化の資源として、有効活用を

図る。 

 

②農地・集落地   

・農業生産基盤の整備された優良農地については、農業振興地域整備計画に合わせ、今後と

も積極的に保全していく。 

・新規就農・定住のための住宅建築、雇用の場の創出、交流の場（市民農園、グリーンツー

リズム等）の創出等地域の活性化に資する土地利用については、周辺環境と調整しつつ必

要な整備を図る。 

・集落地は、現状の土地利用を保全しつつ、生活基盤となる集落内の道路や公園等の整備、

コミュニティ施設の整備及び防災性の向上（建替え誘導、不燃化・耐震化誘導）等により、

定住できる環境づくりを進める。 

・良好な田園景観・集落景観の保全、形成を図る。 

 

 ③水辺地 

・山と川を結ぶ愛知川・日野川は「河川環境軸」として位置づけ、本市を象徴する自然環境・

景観として河畔林とともに保全・整備を図る。 

・琵琶湖辺域は、自然環境、景観、多様な生態系の保全とともに、人々にうるおいを与える

水辺空間としての機能を整備する。 

・愛知川、日野川をはじめ河川の水質や良好な河畔林を保全するとともに、親水性を確保し

ていく。 
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都市計画区域外 

湖東都市計画区域

近江八幡八日市 

都市計画区域 

石榑峠トンネル 

湖東都市計画区域へ編入

(9) 森林ゾーンにおける土地利用の方針 

 ①森林・里山 

・永源寺地域、湖東地域の鈴鹿山系の森林は、琵琶湖の水を育む水源のかん養や自然災害の

防止、地球温暖化防止といった多様な機能を保持するため、森林・林業施策を積極的に進

め、豊かな森林の保全を図る。 

・林業の再生のため、地元材や間伐材の利用促進等に資する森林資源の保全を図る。 

・森林の持つ保健休養機能を活用した交流の場（グリーンツーリズム等）の整備を図る。 

・布施山、箕作山、繖山、布引丘陵、水口丘陵、日野丘陵等の里山については「緑の環境軸」

として位置づけ、本市を象徴する自然環境・景観として保全・整備を図る。 

・風致地区が指定されている布施山、箕作山をはじめ、丘陵地・里山については今後とも積

極的に保全していく。 

 

図．土地利用方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡    例 

   中心商業地（都市拠点）     住宅地・集落地等 

   副次商業地（副次都市拠点）   農地 

   地域商業地（地域拠点）     森林 

   工業地             河川・水面 

   市街化区域 
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2.5.2 道路・交通施設の整備方針 

(1) 道路 

①基本方針 

  ◆近畿圏と中部圏、北陸圏をつなぐ広域交通の要衝である立地条件を活用する。特に、広域

交通条件（<仮称>蒲生スマート IC、<仮称>湖東三山スマート IC、国道 421 号石榑峠トンネ

ル整備）の向上に合わせた道路ネットワークを形成する。 

  ◆広域交通体系（国土軸、広域交流軸）へのアクセス向上を図る。 

  ◆都市拠点・副次都市拠点と各地域拠点を結ぶ道路ネットワークを強化する。特に東西方向

の強化を図る。 

  ◆歴史文化資源や観光資源を連携し、交流の活性化を図る道路ネットワークを形成する。 

  ◆わかりやすく、そして安全な道路ネットワークを形成する。 

  ◆都市計画道路においては都市計画決定年次が古いもの（計画決定から 50 年経過）が多く、

整備の見通しがたたない路線、他道路で代替え機能がある未整備路線については、実効性

の観点から見直しを行う。あわせて、都市計画道路とその他主要道路整備と整合のとれた

道路ネットワークの形成を図る。 

   ◆商業地や住宅地、観光地等の地域特性に合わせたユニバーサルデザインを推進する。 

 

②道路ネットワーク 

将来都市構造を踏まえ、下記のように道路ネットワークを明確化する。 

道路の段階構成 路  線 機  能 整備方針 

1.国土軸 ・名神高速道路 ・日本の大動脈  

2.広域交流軸 

（広域幹線道路） 

・国道 8号・国道 307 号 

・国道 421 号・国道 477 号

・主要県道（主要地方道大

津能登川長浜線等）等 

・京阪神、中京都市圏、

隣接都市との連携・交

流（産業・観光交流）

・国道・県道等の渋滞緩和、バイ

パス整備 

・国道・県道等の拡幅整備 

・<仮称>蒲生ｽﾏｰﾄ IC へのアクセ

ス道路整備 

3.地域交流軸 

（都市内幹線道路） 

・主要県道・主要市道 

・都市計画道路 

・広域農道 

・都市拠点、副次都市拠

点と各地域拠点の連

携・交流（生活・産業・

観光交流） 

・県道・幹線市道の改修、整備 

・都市計画道路の整備、見直し 

・JR 能登川駅へのアクセス向上

・愛知川左岸道路の整備、新橋の

整備 

4.幹線道路 ・県道・市道 

・都市計画道路 

・地域内の骨格道路 ・市道の整備 

・都市計画道路の整備・見直し 

5.生活道路 ・市道・農道等 ・生活に密着した道路 ・市道・農道の維持・整備 

・歩行者への安全対策（歩道・交

通安全施設等） 

 

③歩行者・自転車ネットワーク 

  ・都市拠点、副次都市拠点、地域拠点を中心とした市街地において、ユニバーサルデザイン

に配慮した歩行空間を充実し、安全で快適な歩行者ネットワークを形成する。 

   ・愛知川、日野川等の「河川環境軸」、里山を中心とした「緑の環境軸」を活かした歩行者・

自転車ネットワークを形成する。 

  ・地域資源（自然、歴史的まちなみ等）を活かした歩行者・自転車ネットワークを形成する。 
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(2) 鉄道・バス 

①基本方針 

 ◆環境への負荷の少ない社会の形成と高齢社会への対応のため公共交通機関の充実を図る。

また、公共交通機関の充実により、都市間交流、市内各地域の交流の活性化を図る。 

 ◆鉄道とバスの連携がとれた、利便性の高い公共交通のネットワークを形成する。 

 ◆公共交通機関により観光拠点を結ぶ観光交通体系を整備する。 

 ◆ユニバーサルデザインに配慮した駅施設、駅前広場、バスを整備する。 

◆市民自らの鉄道・バスの利用促進により鉄道・バスの運行を維持確保するとともに、利用

者ニーズに対応した効率的な公共交通体系を形成する。 

 

②鉄道  

  ・ＪＲ能登川駅は「西の玄関口」として、ターミナル機能が発揮できるようアクセス道路等

を充実する。 

  ・近江鉄道の各駅についてもアクセス道路の整備、駅前広場の整備、駐車場・駐輪場の整備

等により交通結節点機能の強化を図る。 

  ・近江鉄道の列車増便等利便性向上を働きかける。   

 

③バス 

  ・市民生活に密着した公共交通機関として、各種公共公益施設の配置や施設利用を勘案し、需

要に対応した効率的なコミュニティバス等の運行を図る。 

図．道路整備方針図 

凡    例 

     名神高速道路

広域交流軸 

計画 

     地域交流軸  

     計画 
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2.5.3 緑と水の整備方針 

(1) 公園・緑地の整備方針 

 ①豊かな自然環境、歴史文化資源の保全と活用 

◆緑豊かな森林においては、自然環境を保全するとともに、自然に親しむ癒しの場として、レ

クリエーションの場として活用する。 

  ◆布施山、箕作山、繖山、布引丘陵、水口丘陵、日野丘陵等の里山については「緑の環境軸」

として位置づけ、本市を象徴する自然環境・景観として保全・整備を図る。 

  ◆歴史文化資源、観光資源を活用した公園の整備を推進する。 

  ◆都市計画緑地として都市計画決定している愛知川緑地、日野川緑地、佐久良川緑地の整備・

保全を図る。 

 

 ②市街地における公園・緑地の整備 

  ◆市街地において、子どもの遊び場、高齢者の憩いの場、身近な緑が不足しており、地域の

実情に応じて身近な公園（住区基幹公園）の整備を推進する。 

  ◆布引運動公園、ひばり公園をはじめとする都市計画公園（街区公園・近隣公園・地区公園・

特殊公園・運動公園）の整備・保全を推進する。 

  ◆一部、整備の見通しが立たない都市計画公園については、見直しを検討する。 

  ◆公共施設の緑化、民有地の緑化を通じ、緑につつまれた市街地を形成する。 

  ◆災害時の避難地・防災拠点となる防災公園を位置づける。  

 

 ③緑のネットワーク形成 

◆琵琶湖、愛知川、日野川、佐久良川等水辺空間を活用した親水性の高い公園・緑地やサイ

クリングロード・遊歩道の整備を推進する。 

◆歴史文化資源、観光資源、公園・緑地、森林・里山、農地、水辺空間・河畔林を結ぶ「水

と緑と歴史のネットワーク」を形成する。 

 

 ④緑化運動の推進 

◆市民により既設の公園の適切な維持を促進するとともに、市民が主体となって生け垣・花

壇等の身近な緑化を推進する。 

 

 

(2) 河川の整備方針 

 ①河川改修の推進 

◆愛知川、日野川、蛇砂川等、流下能力の不足している箇所がある河川については河川改修

を推進する。 

◆河川改修を推進、改修にあたっては、多自然川づくりを基本とした河川整備を推進する。 

   ◆雨水排水機能が不十分な八日市地区においては、雨水流出の抑制対策とともに、下流の河

川改修の進捗に伴い総合的な雨水排水計画を検討する。 
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②水辺空間の保全・整備 

  ◆山と琵琶湖を結ぶ河川は「河川環境軸」として位置づけ、本市を象徴する自然環境・景観

として河畔林とともに保全・整備を図る。 

  ◆市域は鈴鹿山系と琵琶湖が水系的につながっており、琵琶湖と河川の水質や生態系を保全

しつつ、美しい水辺空間の創出を図っていく。 

  ◆市民による河川の美化活動を促進する。 

 

 

図．都市公園・自然公園整備方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿国定公園 

湖東県立自然公園 

琵琶湖国定公園 

三上・田上 

信楽県立自然公園 

布引運動公園

ひばり公園

    住区基幹公園（ 未整備） 

  都市基幹公園 

  その他の都市公園（ 未整備）

  自然公園 

琵琶湖 
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(3) 上下水道の整備方針 

①上水道の整備方針 

  ◆上水道については、施設・設備の適正な補修・管理を進め、安全で安定的な水の供給を行

っていくとともに、災害に強い水道を目指す。 

  ◆将来的な土地利用計画の実現に伴う新たな都市基盤整備に合わせ、上水道機能の整備・強

化を図っていく。 

 

 ②下水道の整備方針 

  ◆下水道については、健康で快適な生活環境の確保と公共水域の水質保全を図るため、下水

道の未整備箇所においては公共下水道（流域下水道処理区）の整備を推進する。 

  ◆震災等の災害に強い下水道設備の構築と維持管理を図る。 

  ◆将来的な土地利用計画の実現に伴う新たな都市基盤整備にあわせ、下水道機能の整備・強

化を図っていく。 

  ◆公共下水道区域外においては、合併浄化槽設置を推進する。 
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2.5.4 景観形成の方針 

(1) 景観形成の方針 

  ◆東近江市固有の良好な景観を形成するため、景観法に基づく「景観行政団体」（景観行政

を担う地方公共団体）に移行するとともに、「景観条例」を制定し「景観計画」を策定す

る。 
 

(2) 景観形成の基本理念 

  ◆めざす風景像 
 

    “みんなで育てる 水と光と風いっぱいのまち” 
 

        （「風景像」イメージ図） 

 

 

 

 

(3) 景観形成の基本目標と基本方針 

◆鈴鹿山系から琵琶湖につながる水と緑の風景を大切にする。 

   ・鈴鹿山系と里山の緑の風景を保全・活用する。 

   ・琵琶湖と河川・溜池等の水辺の風景を保全・活用する。 

   ・湖東平野のひろがりのある田園風景を保全する。 

   ・広域的な視点で湖国の風景を保全する。  

  ◆悠久の歴史と文化の薫る風景を未来に引き継ぐ。 

   ・東近江の歴史と文化を伝える景観資源を継承し、活用する。 

   ・自然と調和した伝統的な農山村集落の景観を保全・創出する。 

   ・地域の歴史と文化を活かした新たな風景を創出する。 

  ◆うるおいとにぎわいのある暮らしの風景を創造する。 

   ・風格と活力に満ちた魅力的な都市景観を創造する。 

   ・うるおいと安らぎを感じる快適な街並み景観を創造する。 

   ・新たな市街地開発に際して秩序ある景観を創造する。 

  ◆市民が共感し、みんなでふるさとの風景を育てる。 

   ・ふるさとの風景に対する愛着と誇りを醸成する。 

   ・市民・事業者・行政が協働して風景づくりを推進する。 
 

(4) 良好な景観形成のために 

◆良好な景観の形成のため、建築物の高さや行為の制限を誘導する。 

   ・建築物（色彩、形態意匠、高さ等） 

   ・工作物（色彩、形態意匠、高さ等） 

    ・屋外広告物（色彩・大きさ・位置・高さ等） 

    ・開発事業（開発行為） 

◆重点的に景観形成を図る区域として「景観形成重点地域」及び「景観形成重点地区」を指

定する。 

◆良好な景観の形成に有効な景観重要建造物・樹木を保全する。 

 

田園･まち 田園･農村 

鈴鹿山系 

水と光と風の軸 

山塊 

田園 琵琶湖 河川 内湖 
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2.5.5 暮らしの整備方針 

 (1) 防災の方針 

 ①災害に強い都市基盤づくり 

◆密集市街地・集落地においては、災害時の避難地や避難経路に配慮した道路整備、防災公

園・防災拠点等の整備を推進する。 

  ◆避難所となる学校等公共公益施設をはじめ、建築物の耐震改修と、浸水想定区域では耐水

化を推進する。 

  ◆備蓄倉庫、耐震性貯水槽等防災施設の充実を図る。 

  ◆ライフラインについて、災害に強い施設整備を推進する。 

  ◆災害・防災情報を確実に伝える情報伝達手段を確保する。 

  ◆保安林として指定されている区域等については原則として開発を抑制する。また、がけ崩

れや水害等の被害が想定される区域については市街化を抑制する。 

 

 ②市民による防災の強化 

  ◆市民の防災意識の高揚や住宅等の耐震診断、耐震改修を推進する。 

  ◆行政の防災活動に加え、自主防災活動等、地域による防災体制の強化を図る。 

  ◆消防署や市消防団の連携強化を図る。  

 

 

(2) 公共公益施設の整備方針 

 ①基本方針 

◆都市拠点（中心市街地）、副次都市拠点（ＪＲ能登川駅周辺）、地域拠点（各旧町の支所

付近）に主要な公共公益施設をコンパクトに集約し充実する。 

  ◆都市拠点においては、広域・全市を対象とした公共公益施設、地域拠点においては日常生

活を支援する公共公益施設（行政サービス施設、コミュニティ施設 、福祉・医療施設、文

化・スポーツ施設等）の有効利用（維持・改善）と適切な運用を図る。 

  ◆公共公益施設、及び各公共公益施設を結ぶ経路（道路・交通機関等）のユニバーサルデザ

イン化を推進する。 

 

 ②コミュニティ施設・福祉施設等 

  ・地域活動の拠点となる既存のコミュニティ施設の保全を図るとともに、必要に応じて施設

を充実する。 

  ・各地域の保健センター、福祉センターは保健活動、福祉活動の拠点として効率的な活用を

図る。 

  ・市立病院や国立病院機構滋賀病院、民間病院等の機能分担・相互補完により、地域医療体

制の充実を図る。 

 

 ③文化・スポーツ施設 

  ・既存の文化施設（図書館、博物館、資料館、ホール等）、スポーツ施設の利用の促進と適

切な運用を図る。   
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第３章 都市計画区域別の全体構想 

3.1 都市計画区域等 

東近江市の都市計画区域等について、以下に整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表．都市計画区域別の土地利用規制等 

近江八幡八日市都市計画区

域（一部） 

湖東都市計画区域 

（一部） 

都市計画区域名等 

線引き都市計画区域 非線引き都市計画区域 

（用途未指定） 

都市計画区域外 

旧市町名 旧八日市市 

旧五個荘町 

旧能登川町 

旧蒲生町 

旧愛東町（一部） 

旧湖東町（一部） 

旧永源寺町 

旧愛東町（一部） 

旧湖東町（一部） 

用途地域 （市街化区域） 

 適用 

－ － 

集団規定 適用 適用 － 

（市街化区域） 

 1,000 ㎡以上 

土

地

利

用

規

制

等 

開発許可 

（市街化調整区域） 

 原則すべて 

（条例により） 

 1,000 ㎡以上 

１ha 以上 

近江八幡八日市都市計画区域：近江八幡市（全域）・東近江市（一部）・日野町（全域）・竜王町（全域） 

湖東都市計画区域：東近江市（一部）・愛荘町（一部）  

都市計画区域外 

（旧永源寺町、旧愛東町の

一部、旧湖東町の一部）

近江八幡八日市都市計画区域 

（線引き） 

湖東都市計画区域 

（非線引き／用途未指定） 
能登川 

五個荘 

八日市 

蒲生 

永源寺 

※ 
(安土町) 

※ 
(近江八幡市) 

(竜王町) 

(日野町) 

(愛荘町) 

湖東 

愛東 

※平成 22 年 3 月、近江八幡市・安土町が合併
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3.2 区域別課題の整理と整備方針 

都市計画区域等別に土地利用の現況と課題、土地利用規制・誘導の方針を整理する。 

 

3.2.1 近江八幡八日市都市計画区域 

(1) 現況・課題 

1)人口 

 ・都市計画区域人口は 97,352 人であり、総人口の 82.4％を占める。市街化区域人口は総

人口の 41.3％、48,786 人、市街化調整区域人口は総人口の 41.1％、48,566 人となって

いる。また、都市計画区域人口の内、市街化区域人口は 50.1％、市街化調整区域人口

は 49.9％を占めている。市街化調整区域は住宅団地等の立地等により人口が多くなっ

ている。 

  表．区域別人口（平成 21 年 4 月 1日） 
 総人口 都市計画区域 市街化区域 市街化調整区域 

人口  (人) 118,184 97,352 48,786        48,566 

100.0 82.4 41.3 41.1 構成比(%)

 100.0 50.1 49.9 

（資料：市資料） 

・地区別にみると旧八日市市（南部・中野・御園地区等）、能登川・五個荘・蒲生地区で

増加傾向にある。人口増加率は南部地区（H2－H17 で 46.7％増加）が最も高く、次いで

蒲生地区（H2－H17 で 33.7％増加）となっている。 

・旧八日市市の市街化調整区域（建部・平田・玉緒地区）では人口が減少傾向にある。 

 

2)土地利用 

・都市計画区域においては宅地が都市計画区域全体の約 12％、農地が約 44％となってい

る。市街化区域においては宅地が市街化区域全体の約 48％、農地が約 11％、市街化調

整区域においては宅地が市街化調整区域全体の約 8％、農地が約 48％となっている。 
 

近江八幡八日市都市計画区域 
農地  

田 畑 

森林 原野 水面 宅地 その他 計 

面積  (ha) 5,562.0 321.0 1,699.0 38.0 28.0 1,649.0 4,167.0 13,464.0

構成比(%) 41.3 2.4 12.6 0.3 0.2 12.2 31.0 100.0

市街化区域 
農地  

田 畑 

森林 原野 水面 宅地 その他 計 

面積  (ha) 104.6 49.4 129.8 24.3 14.1 689.9 429.2 1,441.3

構成比(%) 7.3 3.4 9.0 1.7 1.0 47.9 29.8 100.0

   市街化調整区域 
農地  

田 畑 

森林 原野 水面 宅地 その他 計 

面積  (ha) 5,457.5 271.6 1,569.2 13.7 13.4 959.1 3,737.8 12,022.7

構成比(%) 45.4 2.3 13.0 0.1 0.1 8.0 31.1 100.0

（資料：都市計画基礎調査） 
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（自然・歴史文化） 

・鈴鹿の山々を源とする河川、里山、田園、そして琵琶湖など豊かな自然と美しい風景が

ある。市街地は八日市地域と能登川地区の中心部に広がるほかは、集落・住宅団地が分

散している。これら東近江市を特徴づける空間の構造・都市構造（愛知川、里山・丘陵

により分節されている都市構造）を踏まえたまちづくりが必要である。また、蒲生野、

五個荘金堂等積み重ねられた豊かな歴史文化を誇っている。それらを保全・活用する土

地利用が必要である。 

（宅地・農地） 

・市街化区域は旧市町の中心部を中心に指定されている。各市街化区域はそれぞれ独立し

ている。分散した市街地や集落等と中心市街地である八日市地域の市街地、西の玄関口

であるＪＲ能登川駅周辺をいかに結ぶかが課題である。また、市街地の背後に広がる優

良農地の保全が課題である。 

《商業地》 

   ・八日市駅前を中心に商業地が形成されている。ＪＲ能登川駅前においては本市の「 

西の玄関口」として商業地が形成されている。また、主要な幹線道路沿道において、

沿道型商業地が形成されている。八日市駅前の商業地やＪＲ能登川駅周辺において

は、高次都市機能を集約し、地域特性に合わせた活性化を図っていく必要がある。ま

た、主要な幹線道路沿道においては適切に土地利用を誘導していく必要がある。 

 《工業地》 

   ・八日市 IC 周辺を中心に、名神高速道路沿道、国道 421 号・国道 8号沿道、愛知川沿

いに工業地が形成されている。今後は、広域交通条件の向上（<仮称>蒲生スマート IC

整備、石榑峠トンネル整備等）を活かし、工業団地の整備や既存工業地の活性化が必

要である。 

《住宅地・集落地》 

  ・市街化区域を中心に住宅地が形成されている。良好な住宅地・集落地は保全していく

とともに密集した市街地・集落地においては防災上からも改善が必要である。 

《農地》 

・区域に広がる優良農地は、積極的に保全していくとともに農業の振興が必要である。

 

3)都市計画上の土地利用 

（区域） 

・都市計画区域面積は 13,467ha で総面積（38,336ha）のうち約 35％を占めている。また、

都市計画区域の内、市街化区域面積は 1,464ha（10.9％）、市街化調整区域は 12,003ha

（89.1％）となっている。 

               表．区域別面積 

 合計（ha） 構成比（％） 

都市計画区域面積 13,467 100.0 

市街化区域面積 1,464 10.9 

市街化調整区域面積 12,003 89.1 

（資料：市資料） 
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・用途地域別の面積の内訳は、住居系が約 54％、商業系が約 10％、工業系が約 36％とな

っている。滋賀県平均と比較すると工業系の占める割合が高い。 

            表．用途地域別面積 

 合計（ha） 構成比（％） 滋賀県構成比（％） 

用途地域面積 1,464.3 100.0 100.0 

住居系 794.3 54.2 61.3 

商業系 145.9 10.0 10.1 

工業系 524.1 35.8 28.6 

（資料：市資料） 

・湖東都市計画区域との境界は旧市町界となっており、明確な地形地物（愛知川）で区分

されていない。 

（可住地）   

・都市計画区域内の可住地面積は 10,727ha で可住地人口密度は 9.1 人/ha となっている。

（空閑地） 

・市街化区域 1,464ha の内、空閑地面積は 286.1ha あり、住居系用途地域内に 125.1ha、

商業系用途地域内に 8.5ha、工業系用途地域内に 152.5ha 存在する。蒲生地区工業系用

途地域内における空閑地、八日市地域住居系用途地域内における空閑地が多い。特に蒲

生地区工業系用途地域内における空閑地率は 81.0％と高い。市街化区域内空閑地の地域

特性に配慮した適正な土地利用が必要である。 

 

4)市街化動向 

（ＤＩＤ） 

・ＤＩＤは旧八日市市、旧能登川町の市街化区域（中心部）にある。近年ＤＩＤは拡大し

ており、ＤＩＤ内の人口も増加している。平成 17 年においては、市全域の人口の 25.9％

を占めている。 

（宅地開発状況） 

・平成 11 年度以降において開発許可された宅地開発事業は近江八幡八日市都市計画区域

合計 55 件、面積約 43ha となっている。１件当たりの単純平均値は、0.78ha である。地

区別に見ると、能登川、御園地区で多い。 

（建物新築動向）   

・平成 18(2006)～20 年度(2008)における建物新築動向をみてみると、市全体で年平均 77

1 件であり、区域別にみると、近江八幡八日市都市計画区域の市街化区域が年平均 346

件（市全体の約 45％）、市街化調整区域が年平均 275 件（市全体の約 36％）を占めてい

る。市街化調整区域における計画的な市街化の規制・誘導が必要である。 

（農地転用） 

・平成 18 年度～20 年度における農地転用状況をみると、都市計画区域において、合計 53

3 件、43.45ha の農地が転用されている。その内市街化区域内では、293 件（55.0％）、

19.45ha（44.8％）となっている。市街化調整区域においても農地転用が活発である。

地域特性に配慮した農地転用の誘導が必要である。 
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5)都市基盤整備状況 

・都市計画区域内における市街地開発事業等は、土地区画整理事業が 9件施行されてい 

る。市街地開発事業地区の良好な居住環境の保全が必要である。 

・都市計画道路は、総延長 81.66km で計画決定されている。整備状況をみると、改良済み

と概成済みを加えた整備率が 38.2％となっている。近江八幡八日市都市計画区域内では

最低の整備率となっている。計画決定から 20～30 年以上経過する路線で、整備済延長

が 0ｍの路線が５路線ある。交通広場は、ＪＲ能登川駅、八日市駅において計画決定さ

れている。都市計画道路の整備推進及び見直しが必要である。 

・都市計画公園及び緑地は、公園は 26 箇所 80.16ha、緑地は 6 箇所 560.85ha が計画決定

されている。そのうち、公園では 19 箇所 38.94ha、緑地は 3 箇所 4.50ha が供用開始さ

れている。整備率（面積供用率）は、公園が 48.6％、緑地が 0.8％と低い。都市計画公

園の整備推進及び見直しが必要である。 

 

6)土地利用規制 

・「地区計画」（布引台地区、八日市駅西地区、能登川駅西地区）が決定されている。 

・「自然公園特別地域」（琵琶湖国定公園、三上・田上・信楽県立自然公園）、「風致地区」

（箕作山、布施山）、「伝統的建造物群保存地区」（五個荘金堂）、「農業振興地域 農用

地区域」、「保安林」が指定されている。今後とも地域特性に配慮した土地利用規制が必

要である。 

注) ＤＩＤ（人口集中地区）は、国勢調査で設定されるもので、人口密度が 4,000 人/k ㎡以上

の調査地区が互いに隣接し、その人口が 5,000 人以上となっている地区。 
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(2) 土地利用規制・誘導の方針 

①基本的な考え方  

・近江八幡八日市都市計画区域は、豊かな自然環境、歴史・文化資源を誇るだけでなく、

内陸型工業地や京阪神の通勤圏として発展してきた区域であるが、昭和 40 年代前半か

ら中盤にかけて無秩序な開発が各所で実施されたことなどにより、昭和 48 年に市街化

区域及び市街化調整区域の区域区分を定め、自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）、農

業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）及び森林法（昭和 26 年法律

第 249 号）などと都市計画法による開発許可制度とが一体となって、無秩序な市街化の

防止と良好な市街地の形成に一定の役割を果たしてきた。また、区域区分による土地利

用コントロールや道路・公園等の都市施設整備、市街地開発事業を計画的に行ってきた。

・本区域は、今後も、豊な自然環境、田園環境の適正な保全と、住み続けられるまちづく

り、活力あるまちづくりを推進していくため、土地利用の規制・誘導が必要である。 

・以上のことから、今後も農林漁業との健全な調和を図り、自然環境に配慮しつつ、土地

利用の誘導と適正な制限のもとに都市の健全な発展と秩序ある計画的な市街化を図る必

要があるため、引き続き区域区分を定める。 

・但し、広域交通条件の向上や土地利用の動向にあわせた計画的な区域区分・用途地域の

指定（変更）を推進していくものとする。 

 

②土地利用方針  

○線引き都市計画区域を維持 

・今後とも計画的に土地利用の規制・誘導を図っていくために、線引き都市計画区域 

（区域区分・用途地域の指定）を維持する。 

○現在の市街地規模を維持 

 ・将来的に人口の大きな増加が見込まれないこと、また、東近江市の分節型都市構造を

維持していくため、現在の市街地規模は拡大しないことを基本とする。但し、工業地

や農地の一部については、交通条件・立地条件の変化、土地利用転換の必要性を踏ま

え、適宜見直していくものとする。 

○市街化区域内の空閑地の計画的な土地利用 

 ・住居系用途地域における空閑地や低・未利用地を活かし、面的整備、地区計画等によ

る良好な市街地を形成する。 

○土地利用の純化 

・準工業地域をはじめとする工業系用途地域や商業系用途地域においては住・商・工の

土地利用の混在がみられる。そのため、それぞれの用途地域において計画的に土地利

用の純化、用途地域の見直しを図る。 

○市街化区域への編入 

 ・市街化調整区域において、市街化区域に隣接し既に宅地化が進行している地区におい

ては、市街化区域への編入を検討する。 
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○計画的な土地利用の誘導 

 ・市街化区域においては良好な市街地環境を維持していくために、積極的に地区計画を

導入する。 

 ・市街化調整区域においては、農業振興地域整備計画に合わせ優良農地を保全するとと

もに無秩序な開発は抑制する。ただし、八日市 IC・<仮称>蒲生スマート IC 周辺や主

要な幹線道路沿道、市街化区域の外縁部、及び工場跡地等の低未利用地において新た

な開発が必要な場合は、市全体や地域の持続的な発展につながるような質の高い開発

に限定し、地区計画を導入するなど、計画的な土地利用の誘導を図る。 

○都市計画区域界の見直し 

・都市計画区域の境界については、旧行政界にとらわれることなく、道路、河川等明確

な地形地物で区分する（区域界→愛知川・国道 307 号付近）。 

 

③市街化区域・用途地域見直しに関する方針  

○市街化調整区域において、市街化区域に隣接し、既に宅地化が進行している地区におい

ては、市街化区域への編入を検討する。 

○都市計画道路の見直しに際しては、沿道の用途地域の変更を検討する。 

○住・商・工の土地利用の混在が予想される地区においては土地利用の純化を誘導する。

特に開発ポテンシャルの高い（都）小今建部上中線沿道において土地利用転換を図る。

 ・用途地域の見直し（住居系→商業系）、区域区分の見直しを検討 

○<仮称>蒲生スマート IC 整備のインパクトを活用するため、IC 周辺に工業地･流通業務地

を整備する。また、既存の工業地周辺の低未利用地は、既存工業用地と一体的な整備に

努める。 

○蒲生地区の綺田・鋳物師町の市街化区域（工業専用地域）を解除し、市街化調整区域へ

編入し、日野丘陵として保全を図る。 

○ＪＲ能登川駅西側の工業系用途地域においては、そのポテンシャルを活かした土地利用

を図るため、用途地域を変更する。 
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3.2.2 湖東都市計画区域 

(1) 現況・課題 

1)人口 

 ・湖東都市計画区域人口は 14,727 人であり、総人口の 12.5％を占める。 

・地区別にみると愛東・湖東地区の人口はともに減少傾向にある（H2－H17 で 6.0％減少）。

  表．区域別人口（平成 21 年 4 月 1日） 

 総人口 湖東都市計画区域

人口  (人) 118,184        14,727

構成比(%) 100.0 12.5

（資料：市資料） 

2)土地利用 

・湖東地域においては宅地が都市計画区域全体の約 6％、農地が約 37％となっている。 
 

湖東都市計画区域（ただし、愛東、湖東地区の都市計画区域外を含む） 

農地  

田 畑 

森林 原野 水面 宅地 その他 計 

面積  (ha) 2,252 218 2,997 25 63 381 806 6,742

構成比(%) 33.4 3.2 44.5 0.4 0.9 5.7 11.9 100.0

（資料：市資料） 

（自然・歴史文化）  

 ・鈴鹿の山々を源とする河川、田園など豊かな自然と美しい風景がある。これら東近江市

を特徴づける空間の構造を維持していく土地利用が必要である。また古刹百済寺等積み

重ねられた豊かな歴史文化を誇っている。それらを保全・活用する土地利用が必要であ

る。 

・近江八幡八日市都市計画区域とは地形勾配としては平地でつながっているが、愛知川に

より分断されている。 

（宅地・農地） 

 ・美しい田園地帯が広がり、集落・住宅団地等が点在している。優良農地の保全と農業の

振興を図る必要がある。また、分散した集落等と地域の中心部や中心市街地である八日

市地域の市街地、西の玄関口であるＪＲ能登川駅周辺をいかに結ぶかが課題である。 

（その他）  

・愛知川沿いの湖東地区側には工場が多く立地している。また、地域の北部に湖東工業団

地が位置している。 

 

3)都市計画上の土地利用 

（区域） 

・湖東都市計画区域は 4,162ha で、総面積（38,336ha）のうち約 11％を占めている。 

・近江八幡八日市都市計画区域との境界は旧市町界となっており、明確な地形地物（愛知

川）で区分されていない。 

（可住地） 

・湖東都市計画区域内の可住地面積は 3,736ha で、可住地人口密度は 3.9 人/ha となって

いる。 
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4)市街化動向  

（宅地開発状況） 

・平成 11 年度以降において開発許可された宅地開発事業は湖東都市計画区域合計 11 件、

面積約 6.4ha となっている。１件当たりの単純平均値は 0.58ha である。 

（農地転用） 

・平成 18 年度～20 年度における農地転用状況をみると、湖東都市計画区域において、合

計 121 件、12.30ha の農地が転用されている。地域特性に配慮した農地転用の誘導が必

要である。 

 

5)都市基盤整備状況 

 ・市街地開発事業、都市計画道路はない。 

・都市施設は都市計画公園が 1箇所（地区公園:ひばり公園 11.4ha）計画決定されている。

うち 10.05ha が供用開始されている。 

  

6)土地利用規制 

・「農業振興地域 農用地区域」が指定されている。今後とも地域特性に配慮した土地利

用規制が必要である。 
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(2) 土地利用規制・誘導の方針 

①基本的な考え方  

・湖東都市計画区域は、隣接する都市圏と比べて広域交通の利便性は十分には高くなく、

これまで内陸型工業の立地地域や京阪神の通勤圏としての都市化の圧力がそれほど高く

ない状況が続いてきたため、これまで市街化区域及び市街化調整区域の区域区分は定め

られず、都市計画区域のみ指定されてきた。 

・愛東地区、湖東地区とも人口減少傾向にあり、今後も急激な人口の増加及び企業立地等

都市的土地利用の増加は多くないと思われる。 

・また、非線引き都市計画区域の用途地域の指定のない地域（白地地域）においては、農

業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）に基づく農用地区域、森林法

（昭和 26 年法律第 249 号）に基づく保安林、自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）

に基づく特別地域等の指定状況や、現状の地形条件等から開発行為は制限を受けている。

・そのため、今後も急激かつ無秩序な市街化の進行、都市的土地利用需要の増加は推測し

がたいことを勘案し、当面は現在の都市計画区域を維持しつつ、引き続き区域区分は定

めないものとする。 

・但し、今後、広域交通条件の向上等による開発圧力の動向等を勘案し、適切な土地利用

規制を検討していくものとする。 

・なお、愛荘町は一体の都市政策を考慮すると、湖東都市計画区域から分離することが望

ましい。 

・また、将来的には東近江市として一体の都市政策を図っていくことを勘案すると、湖東

地域は、近江八幡八日市都市計画区域として指定することが望ましい。 

②土地利用方針  

○非線引き都市計画区域を維持 

 ・当面非線引き都市計画区域を維持するが、将来的には愛荘町の湖東都市計画区域から

の分離、及び近江八幡八日市都市計画区域との統合を検討し県に要請する。 

○計画的な土地利用の誘導 

 ・用途未指定地域であり、無秩序な開発の抑制と地域の活性化に資するため、用途地域

指定や地区計画制度の活用、特定用途制限地域の指定を検討し、良好な居住環境の維

持、形成を図る。 

 ・特に、主要幹線道路沿道、<仮称>湖東三山スマート IC 周辺等において開発ポテンシャ

ルの高いエリアにおいては、計画的に土地利用の規制・誘導を図る。 

 ・優良農地については、農業振興地域整備計画に合わせ、今後とも積極的に保全してい

く。 

○都市計画区域界の見直し 

・都市計画区域の境界については、旧行政界にとらわれることなく、道路、河川等明確

な地形地物で区分する（湖東都市計画区域界→愛知川・国道 307 号付近）。 
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3.2.3 都市計画区域外 

(1) 現況・課題  

1)人口 

 ・都市計画区域外人口は 6,105 人であり、総人口の 5.2％である。 

・永源寺地域の人口は減少傾向にある（H2－H17 で 7.7％減少）。 

  表．区域別人口（平成 21 年 4 月 1日） 

 総人口 都市計画区域外 

人口  (人) 118,184        6,105

構成比(%) 100.0 5.2

（資料：市資料） 

2)土地利用 

・永源寺地域においては森林が約 90％を占め、農地は約 6％、宅地は 0.7％となっている。
都市計画区域外（ただし、永源寺地域のみ） 

農地  

田 畑 

森林 原野 水面 宅地 その他 計 

面積  (ha) 852 181 16,367 86 132 131 378 18,127

構成比(%) 4.7 1.0 90.3 0.5 0.7 0.7 2.1 100.0

（資料：市資料） 

（自然・歴史文化） 

・鈴鹿の山々とそれを源とする河川、里山、田園など豊かな自然と美しい風景がある。こ

れら東近江市を特徴づける空間の構造を維持していく土地利用が必要である。また永源

寺等積み重ねられた豊かな歴史文化を誇っている。それらを保全・活用する土地利用が

必要である。 

（宅地・農地） 

・区域西部において、近江八幡八日市都市計画区域の市街化調整区域（一部市街化区域:

工業地域・工業専用地域）と国道 421 号により接しており、平地が連担している状況に

ある。平地部は、名神高速道路八日市 IC から概ね３km～７km 内に位置する。また、青

野工業団地が位置している。 

・国道 421 号沿道や、田園風景、森林の中に集落地が形成されている。今後は優良農地の

保全と農業・林業の振興を図るとともに、良好な集落地は保全し、密集した集落地にお

いては防災上からも改善を図る必要がある。また、各集落地と地域の中心部や中心市街

地である八日市地域の市街地、西の玄関口であるＪＲ能登川駅周辺をいかに結ぶかが課

題である。 

・国道 421 号沿道をはじめ、広域交通条件の向上（石榑峠トンネル整備等）を活かした適

切な土地利用の規制・誘導を図る必要がある。 

（可住地） 

・永源寺地域における可住地面積は 1,755ha で、可住地人口密度は 3.5 人/ha となってい

る。（可住地人口密度は湖東地域と同程度） 

3)市街化動向 

 ・平成18年度～20年度における農地転用状況をみると、都市計画区域外では47件、4.99ha

の農地が転用されている。 

4)土地利用規制 

 ・「農業振興地域 農用地区域」、「自然公園特別地域」(鈴鹿国定公園、湖東県立自然公園)、

「保安林」が指定されている。今後とも地域特性に配慮した土地利用規制が必要である。
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(2) 土地利用規制・誘導の方針 

①基本的な考え方  

・本地域は、これまで都市的圧力が活発ではなく、また、地域の大半を森林が占めているこ

とから都市計画区域の指定はされてこなかった。 

・また、農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）に基づく農用地区域、

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）に基づく保安林、自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）

に基づく特別地域等の指定状況や、現状の地形条件等から開発行為は制限を受けている。

・一方、地域西側の平地部は、国道 421 号を軸として近江八幡八日市都市計画区域と連担し、

湖東都市計画区域と愛知川を挟んで連担している。また、名神高速道路八日市 IC から概

ね３km～７km 内（10 分以内のアクセス圏内）に位置している。このような位置条件から

今後、石榑峠トンネル整備等に伴う広域交通条件の向上により、国道 421 号沿いを中心に

開発圧力が高まるものと想定される。 

・従って、平地部及び国道 421 号沿いにおいては、都市計画区域の指定、土地利用条例の制

定により適正に土地利用のコントロールを図っていくものとする。 

②土地利用方針  

○都市計画区域の指定 

・現在都市計画区域外で開発圧力が高まることが想定される永源寺地域の平地部について

は、土地利用の適正なコントロールや災害に対する安全性確保、景観保全を推進するた

め都市計画区域を指定する（地域特性の類似性及び激変緩和を考慮して、湖東都市計画

区域へ編入）。 

○森林の保全 

 ・都市計画区域外の大部分を占める森林は、水源かん養、地球温暖化防止、保健休養・交

流（自然に親しむ癒しの場、グリーンツーリズム、教育の場）、景観形成等の機能や地

元材の資源として重要な役割を果たしており、今後とも積極的に保全していく。 

○集落地の整備・保全  

 ・集落地については、その良好な居住環境を維持しつつ、災害等に対し安全なまちづくり

を推進する。 

○計画的な土地利用の誘導 

 ・開発ポテンシャルの高い国道 421 号沿道については、土地利用条例等により規制・誘導

を図る。 
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第４章 地域別構想 

4.1 地域区分 

4.1.1 地域区分 

図.地域区分図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表．地域・地区区分 

地域区分 地区名 面積（ha）
可住地 

面積（ha）

人口（人） 

H21.4.1 

世帯数 

H21.4.1 

五個荘地区 1,631 827 12,074 4,073 

能登川地区 3,634 2,868 23,516 7,797 

１ 繖地域 

計 5,265 3,695 35,590 11,870 

建部地区 438 335 3,176 1,207 

中野地区 504 430 7,530 2,852 

八日市地区 186 178 6,504 2,885 

南部地区 188 220 7,312 3,098 

２ 八日市地域 

計 1,316 1,163 24,522 10,042 

玉緒地区 1,225 840 5,200 1,848 

御園地区 1,002 945 8,530 3,391 

３ 玉園地域 

計 2,227 1,785 13,730 5,239 

蒲生地区 3,464 2,624 15,426 4,740 

平田地区 962 765 3,384 958 

市辺地区 755 695 4,700 1,647 

４ 蒲生野地域 

計 5,181 4,084 23,510 7,345 

愛東地区 4,089 1,739 5,424 1,554 

湖東地区 2,653 1,997 9,303 2,751 

５ 湖東地域 

計 6,742 3,736 14,727 4,305 

６ 永源寺地域 永源寺地区 18,127 1,755 6,105 1,876 

合     計 38,858 16,218 118,184 40,677 

(資料：市資料・琵琶湖の面積含む)  

能登川

五個荘 

湖東

愛東

永源寺

建部 

八日市 
中野 

南部 御園

玉緒

市辺 
平田 

蒲生 

繖地域 

湖東地域

八日市地域 

蒲生野地域 

玉園地域

永源寺地域
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30%

21%
12%

20%

12%

5% 12%

4%

6%

13%

18%

47%

繖地域

八日市地域

玉園地域

蒲生野地域

湖東地域

永源寺地域

4.1.2 地域別概要 

(1) 人口 

 ①人口の推移 

  ・八日市地域、蒲生野地域の人口増加率が高く、平成 2 年と平成 17 年とを比較すると、いず

れもほぼ 20%増となっている。 

  ・次いで、玉園地域、繖地域の人口増加率が高い。 

・湖東地域、永源寺地域では、人口減少の傾向にある。 

表. 地域別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

（資料：各年国勢調査） 

 
 

②地域別人口構成比・面積構成比 

・東近江市域で も人口の多い地域は繖地域で、人口占有率は 30％である。次いで八日市地

域、蒲生野地域が約 20％である。 

・湖東地域及び永源寺地域の人口占有率は低いが、面積占有率は高い。永源寺地域は 47％を

占める。 

 

 

 

 

 

 

図. 地域別人口構成比        図. 地域別面積構成比 

 

 

 ③年齢 3区分別人口構成比 

・永源寺地域、湖東地域の老年人口（65 歳以上）構成比は高く、ほぼ 4 人 に 1 人が高齢者

となっている。 

・玉園地域では、高齢化が進む一方で、生産年齢人口が増加している。 

 

 

 

 

 

H2 H7 H12 H17 H12-H17 H2-H17

繖地域 32,471 33,743 34,440 35,284 2.5% 8.7%

八日市地域 20,443 21,910 22,990 24,543 6.8% 20.1%

玉園地域 12,215 12,839 13,042 13,327 2.2% 9.1%

蒲生野地域 19,266 21,083 22,647 22,973 1.4% 19.2%

湖東地域 15,510 15,247 14,950 14,620 -2.2% -5.7%

永源寺地域 6,553 6,500 6,326 6,050 -4.4% -7.7%

東近江市全体 106,508 111,322 114,395 116,797 2.1% 9.7%

地域名
人口 人口増加率
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表. 地域別年齢 3区分別人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （資料：各年国勢調査） 

 

 

(2) 土地利用 

①都市計画上の土地利用 

・東近江市総面積のうち、市街化区域面積は約４％（1,464ha）である。内訳は住居系用途地

域が過半を占める。 

 ・商業系用途地域は八日市地域（八日市地区）に多い。 

 ・工業系用途地域は蒲生野地域（蒲生地区）、玉園地域（御園地区）、繖地域に多い。 

 ・八日市地域（八日市地区・南部地区）は大部分が市街化区域である。 

 ・市街化区域に居住する人口は総人口の約４割である。蒲生野地域は調整区域の人口が特に

多い。 

 

表. 土地利用の現況（市街化区域面積、用途地域面積割合 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年少 生産年齢 老年 年少 生産年齢 老年 年少 生産年齢 老年 年少 生産年齢 老年

繖地域 20.6 66.1 13.3 18.2 66.3 15.5 16.5 65.8 17.6 15.8 65.3 19.0

八日市地域 19.3 68.4 12.1 17.2 69.2 13.6 16.1 68.2 15.7 15.9 67.5 16.6

玉園地域 22.1 66.6 11.2 18.8 68.3 12.8 16.7 68.7 14.6 15.0 69.2 15.8

蒲生野地域 20.8 64.9 14.3 20.1 64.6 15.3 19.2 64.2 16.6 18.0 64.2 17.8

湖東地域 19.5 63.2 17.4 17.2 62.0 20.8 15.3 61.3 23.3 14.5 60.7 24.9

永源寺地域 18.0 63.5 18.5 16.3 62.0 21.7 16.0 59.0 24.9 14.4 58.3 27.3

東近江市全体 20.3 64.8 14.8 18.5 64.5 17.0 16.8 65.3 17.8 15.9 65.1 19.0

地域名

年齢3区分別人口構成比

H2 H7 H12 H17

(資料：市資料・琵琶湖の面積除く)

面積ha 割合 面積ha 割合 面積ha 割合

1,631 268 16% 138.2 52% 14.1 5% 115.4 43% 1,363 12,074 6,417 53%

3,112 301 10% 195.8 65% 27.9 9% 77.4 26% 2,811 23,516 13,039 55%

438 18 4% 18.0 100% - - - - 420 3,176 1,476 46%

504 79 16% 77.9 99% 1.2 2% - - 425 7,530 4,330 58%

186 166 89% 107.1 65% 59.4 36% - - 20 6,504 6,404 98%

188 139 74% 103.2 74% 14.2 10% 21.4 15% 49 7,312 6,647 91%

1,225 52 4% 29.6 57% - - 22.2 43% 1,173 5,200 2,530 49%

1,002 208 21% 75.7 36% 18.5 9% 114.2 55% 794 8,530 5,642 66%

3,464 197 6% 48.8 25% 10.6 5% 138.0 70% 3,267 15,426 2,025 13%

962 962 3,384

755 36 5% - - - - 35.5 100% 719 4,700 276 6%

4,089 1,930 2,159 53% 5,424

2,653 2,232 421 16% 9,303

6
永源寺
地域

18,127 18,127 100% 6,105

38,336 1,464 4% 794.3 54% 145.9 10% 524.1 36% 12,003 4,162 20,707 54% 118,184 48,786 41%

市街化
調整
区域
ha

総面積
　　ha 面積

　ha
割合

市街化区域 都市計画区域外

東近江市全体

湖東地
域

5

（市街化調整区域）

（非線引き都市計画区域）（都市計画区域外）

（非線引き都市計画区域）（都市計画区域外）

（都市計画区域外）

湖東

永源寺

3

4

玉園地
域

蒲生野
地域

八日市
地域

繖地域

用途地域

住居系 商業系 工業系
地域名

1

2

地区名

市街化区域
非線引き
都市計画
区域面積

ha

面積
 ha

割合

人口
(H21.4) 人口 割合

五個荘

能登川

建部

中野

八日市

南部

玉緒

御園

蒲生

平田

市辺

愛東
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4.2 地域別構想 

4.2.1 繖地域 

(1) 地域の現況と課題 

区分 地域の現況 課   題 

人口 ・繖地域の人口は平成 17 年国勢調査によれば、35,284 人と

なっている（平成 21 年 6月 1 日現在 35,534 人）。６地域の

中で も人口が多い(全人口の約 30％)。 

・平成 2～17 年の人口の推移を見ると能登川地区では、3.2 

％、五個荘地区では 20.9％の増加となっている。老年人口

構成比は 19.0％となっている（市平均 19.0％）。 

・地域特性（ＪＲ能登川駅-新快速停

車駅）を活かした定住魅力の増大 

・少子高齢化対策 

 

土地

利用 

 

・農用地が地域の約半分（約 53％）を占める。次いで、山林

が 15％、宅地が 13%となっている。市街化区域面積は地域

全体の約 12%を占め、住居系が多い。ＪＲ能登川駅周辺や

国道 8 号沿道を中心に指定されている。また、市街化調整

区域においては、集落を除き農用地が指定されている。旧

安土町との境界に良好な景観を呈する繖山がある。 

・ＪＲ能登川駅周辺に商業地が形成されている。ＪＲ能登川

駅西においては土地区画整理事業により良好な市街地が形

成されている。地区計画も指定されている。ＪＲ能登川駅

東においては、古くからの密集した市街地を形成している。

・国道 8号沿道を中心に市街地が形成されている。 

・愛知川沿いに工業地が位置している。 

・伝統的建造物群保存地区（五個荘金堂）が位置している。

また、旧中山道沿いにおいては歴史的景観がみられる。 

・市街地の背後は生産能力の高い農地が広がり美しい田園風

景を呈している。条里制に基づく区割もみられる。 

・良好な自然環境の保全 

・ＪＲ能登川駅周辺を本市の西の玄関

口として位置づけ、機能強化 

・土地区画整理事業地区等良好な市街

地環境の保全、及び密集市街地の改

善 

・国道８号沿道、工業地の計画的な土

地利用 

・工業地の環境に配慮した保全と工業

の活性化 

・良好な集落地の保全、大中干拓地を

はじめ優良農地の保全と活用 

・五個荘金堂地区、旧中山道沿いの景

観の保全・活用 

 

道路 

交通 

 

・広域幹線道路として国道 8 号、(主)大津能登川長浜線が走

っている。国道 8号は交通量が多い。 

・東西方向の道路ネットワークが脆弱である。特に、ＪＲ能

登川駅東周辺と各地域を結ぶ道路ネットワークが脆弱であ

る。 

・都市計画道路が決定されているものの、整備率は低い。 

・歩車道分離が行われていないなど安全性に欠ける道路があ

る。 

・ＪＲ琵琶湖線（ＪＲ能登川駅-新快速停車駅）・近江鉄道が

走っている。また、ＪＲ能登川駅起点とするバス網がある。

・各地域からＪＲ能登川駅へのアクセ

ス強化、及び地域内の道路ネットワ

ークの強化 

・都市計画道路の整備、及び地域の実

情にあった見直し、新規決定の検討

・生活道路、幹線道路における歩行者

の安全性の向上 

・鉄道の有効利用とコミュニティバス

の需要に対応した運行体系の検討 

緑と水 ・琵琶湖・伊庭内湖、愛知川や箕作山・繖山等の里山は良好

な自然環境を有し、地域の景観を特徴づけている。 

・水辺空間は観光・レクリエーション機能を有する（能登川

水車とカヌーランド等）。 

・都市計画公園が決定され、林中央公園等が整備されている。

・ふれあい運動公園、びわ湖よし笛ロード（大規模自転車道）、

草の根広場が整備されている。また、保護樹木が位置づけ

られている。 

・自然公園法特別地域（琵琶湖国定公園）、箕作山風致地区、

保安林（繖山、箕作山）、琵琶湖景観形成地域、主要地方道

大津能登川長浜線沿道景観形成地区が指定されている。 

・愛知川等で流下能力の不足している箇所がある。 

・公共下水道の整備が進められている（流域下水道湖南中部

処理区）。 

・地域を象徴する良好な自然環境の保

全と活用 

・整備済の公園等の保全 

・地域の実情に応じた身近な公園の整

備 

・公園における防災機能の充実 

・国定公園、風致地区等の保全 

・琵琶湖や幹線道路沿道における良好

な景観の維持、形成 

・緑と水等のネットワーク化 

・愛知川等の河川改修の推進、公共下

水道の整備推進 
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区分 地域の現況 課   題 

暮らし ・主な公共公益施設等を以下に示す。施設は支所付近に比較

的集積している。 

（主な公共公益施設） 

  ・五個荘：五個荘支所、五個荘公民館、五個荘福祉センタ

ー、五個荘農村環境改善センター、五個荘図書

館、てんびんの里文化学習センター・近江商人

博物館 

 ・能登川：能登川支所、能登川公民館、能登川福祉センタ

ーなごみ、老人福祉センター 繖寿苑、能登川勤

労者会館 、やわらぎホール、能登川図書館、能

登川博物館、埋蔵文化財センター 

（保健・医療施設） 

 ・五個荘保健センター、神崎中央病院、能登川病院、能登

川保健センター  

（高齢者保健福祉計画 日常生活圏） 

 ・五個荘、能登川西、能登川東 

（防災） 

 ・東近江行政組合消防本部 能登川消防署、消防団分団（

五個荘地区３、能登川地区５） 

・支所付近における身近な都市機能の

充実 

・地域のコミュニティ活動の中心であ

る公民館の有効活用 

・病院の連携による地域医療体制の充

実 

・地域の防災体制の強化 
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(2) 将来構想 

 ①地域づくりの理念と目標 

《理念》   にぎわいある交流拠点 きぬがさ 

～水・緑・歴史に包まれた活力あふれる交流のまち～ 

  《目標》 

◆豊かな水と緑と歴史を大切に守り、まちづくりに活かしていこう。 

       ・琵琶湖、伊庭内湖や大同川等の水、繖山や箕作山、田園等の緑、五個荘金堂地区等の歴史を保

全していくとともに、観光や潤いのあるまちづくりへの活用を図ります。 

 

◆人がいきいきと交流し、そして人にやさしいまちづくりを進めよう。 

       ・立地条件を活かした多様な交流を推進するとともに、福祉・保健・医療が充実した人にやさし

いまちづくりを進めます。 

 

◆ＪＲ能登川駅周辺を中心に東近江市の玄関口にふさわしい拠点づくりを目指そう。 

       ・ＪＲ能登川駅へのアクセス向上を図るとともに、「副次都市拠点」としてそのポテンシャルを活

かした商業機能、交流機能（観光情報発信等）、文化機能等の都市機能の強化を図ります。 

 

 

 ②将来構想 概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 凡    例 

     副次都市拠点 

     地域拠点 

     コミュニティ拠点 
     (公民館) 

産業誘導エリア 

     歴史文化創造エリア 

     市街地ゾーン 

市街化区域 

     田園都市ゾーン 

     里山＜緑の環境軸＞ 

     河川・水面＜河川環境軸＞ 

     鉄道 

広域交流軸 

     地域交流軸  

     県道・都市計画道路等 
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③地域づくりの方針                ●は当該地域固有の特徴的な方針・取り組み 

区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

①副次都市拠点 

 ●ＪＲ能登川駅周辺を「副次都市拠点」、「西の玄関口」とし

て位置づけ、駅勢圏に配慮した副次中心商業地を形成、あ

わせてポテンシャルを活かした交流（観光情報発信）機能

を充実 

 ●駅西側商業地においては、大型店を中心に総合的な商業集

積を誘導、また、駅西側の工業系用途地域においては、そ

のポテンシャルを活かした土地利用に変更（準工業地域を

商業地域等へ変更） 

 ●駅東側商業地は古くからの商業集積を活かした個性ある

商業地を形成、また、駅東側においては、駅へのアクセス

性の向上、商店街の活性化、良好な住宅地の形成のため面

的整備を誘導 

 ●市の顔となる魅力ある市街地景観の創造 

 ●能登川支所付近は、行政サービス機能、文化機能等身近な

都市機能を充実 

●みんなでＪＲ能登川駅東のビジョ

ンをつくろう（密集市街地の解消、

商店街の活性化） 

●新快速が止まるＪＲ能登川駅をも

っとアピールするとともに、その利

点を活かしたまちづくりをみんな

で考えよう 

●みんなで協力体制をつくり観光情

報の発信・交流の場を整備しよう 

●立地条件を活かし、子育て支援施設

を整備しよう（保育施設、買物の一

時預かり等） 

○地元でもっと買物をしよう 

○人が集まるイベントを開催しよう 

○空き店舗を活用しよう 

 

②地域拠点 

 ●五個荘支所付近は「地域拠点」として位置づけ、行政サー

ビス機能、近隣商業機能等身近な都市機能を充実 

○地元でもっと買物をしよう 

③産業誘導エリア 

 ●愛知川沿いのまとまった既存工業地は周辺の環境に配慮

しながら維持、また地域と調和した地域産業の振興・育成

と新たな産業活動を展開 

 ○産業立地条件の向上を図るとともに、企業誘致を推進 

 ○工場緑化等市街地の緑化推進 

○農・商・工が連携した新しい産業を

検討しよう 

○地域活動等において企業と交流し

よう 

 

④歴史文化創造エリア 

 ●五個荘金堂地区をはじめ歴史文化遺産は周辺景観も含め

保全を図るとともに、観光交流へ活用、一方その景観や雰

囲気を残しながら住みよい住宅地を形成 

 ●中山道の良好な歴史景観を保全・活用 

 ○歩行者・自転車ネットワークを形成し、観光地の回遊性向

上 

 ○観光客の利便性の向上を図るため、駐車場や案内板等の整

備を推進 

 

 

●五個荘金堂地区をはじめ、歴史文化

をより深く理解し保存・活用する活

動をしよう 

●地域が主体となって歴史的まちな

み景観を維持しよう、他地域と交流

し景観まちづくりについて研鑽し

よう 

●能登川博物館、埋蔵文化財センター

と連携して、もっと伊庭内湖、旧

跡・古墳群等をＰＲしよう 

●ＪＲ能登川駅からの名所･旧跡のマ

ップ、観光マップを作成しよう 

○観光客へのもてなしの心を育もう 

○イベントを企画運営しよう 

土地

利用 

 

⑤市街地ゾーン 

 ●土地区画整理事業地区、地区計画地区等の良好な市街地環

境の保全 

 ○木造住宅密集市街地においては、計画的な道路、公園等の

整備、老朽住宅の建替え・不燃化・耐震化誘導により、安

全で快適な住環境を創出 

 ○地域特性に応じた良好な住宅地の景観形成 

○地区計画制度を活用しよう 

○住宅の不燃化・耐震化を推進しよう
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区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

土地

利用 

 

⑥田園都市ゾーン 

 ○良好な集落地は維持・保全、また生活基盤となる集落内の

道路や公園等の整備、コミュニティ施設の整備及び防災性

の向上等により、定住できる環境づくりを推進 

 ●大中干拓地をはじめ農業生産基盤の整備された優良農地

については、農業振興地域整備計画に合わせ、集落地と調

和を図りながら保全 

 ●農業施策と連携しながら、田園風景の保全・活用、また田

園風景と調和した建築物や工作物の景観保全ルールを充

実、特に伊庭町の湖辺集落は文化的景観として適正な保

全・継承 

 ●国道８号沿道をはじめ、住・商・工の土地利用の混在が予

想される地区においては土地利用の純化を誘導 

 ○主要幹線道路沿道等において開発ポテンシャルの高いエ

リアにおいては、計画的に土地利用の規制・誘導 

○増加しつつある空き家については、空き家情報をデータベ

ース化し持ち主と入居希望者とのマッチングを支援する

など移住や交流等地域の活性化の資源として有効活用 

○地区計画制度を活用しよう 

○優良農地の維持と多面的な活用、

農・商・工の連携を検討しよう 

○特産品を開発しよう 

○地産地消に努めよう 

○農業の担い手を育成しよう 

○グリーンツーリズムを推進しよう、

市民農園としての活用を検討しよ

う、農産物を通して交流しよう 

○耕作放棄地をなくそう、みんなで田

園景観を守ろう 

○休耕田、耕作放棄地に花を植えよう

○空き家・空き農地を有効活用しよう

 

①道路ネットワーク 

 ○広域交通体系（広域交流軸）へのアクセス向上 

 ●副次都市拠点（ＪＲ能登川駅周辺）と各地域を結ぶ道路ネ

ットワークを強化 

 ●都市計画道路について一部見直し、また八日市地域の都市

計画道路と接続する都市計画道路について検討 

 ○道路の段階構成を明確化   

 ○「滋賀県道路整備アクションプログラム」「東近江市道路

整備マスタープラン」に基づき整備推進 

 ○主要な道路は歩行者への安全対策を推進 （歩道・交通安

全施設等）  

 

広域交流軸……国道 8 号、(主)大津能登川長浜線、(主)

彦根近江八幡線（湖周道路） 

地域交流軸……(都)能登川北部線、(県)栗見八日市線、

(県)八日市五個荘線、愛知川左岸道路（計

画(関係機関へ要望)）、(県)神郷彦根線

(計画)、(市)きぬがさ街道線 等 

 

○今ある道路をうまく活用しよう 

○必要な道路は意見を集約し、整備を

要望していこう 

 

道路 

・ 

交通

施設 

②鉄道・バス 

 ●ＪＲ能登川駅は「西の玄関口」として、ターミナル機能が

発揮できるようアクセス道路、駅前広場等を充実 

 ○市民生活に密着した公共交通機関として、各種公共公益施

設の配置や施設利用を勘案し、需要に対応した効率的なコ

ミュニティバス等を運行 

 

●ＪＲ能登川駅をもっと利用しよう、

ＪＲ能登川駅の乗降客を増やそう 

○市民自らもっと鉄道・バスを利用し

よう、そしてどうしたらよいか提案

しよう 

○ちょこっとバスを利用したイベン

トを検討しよう 
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区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

緑と水 ①環境軸の形成 

 ●箕作山、繖山等の里山については「緑の環境軸」、愛知川・

河畔林は「河川環境軸」として位置づけ、本市を象徴する

自然環境・景観として保全・整備 

②公園・緑地等の保全・整備 

 ○整備済の都市計画公園、草の根広場、保護樹木等の保全 

 ●未整備都市計画公園（猪子山公園）及び愛知川緑地の整

備・保全、箕作山風致地区・琵琶湖国定公園の保全 

●市街地において子どもの遊び場、高齢者の憩いの場、身近

な緑が不足しており、地域の実情に応じて身近な公園（住

区基幹公園）の整備推進 

 ●伊庭内湖周辺の整備、能登川水車とカヌーランドの保全・

活用、ふれあい運動公園の保全・活用 

③緑のネットワークの形成 

 ○「緑の環境軸」、「河川環境軸」、琵琶湖、伊庭内湖、歴史

文化資源、観光資源、公園・緑地、主要な公共公益施設を

結ぶ「水と緑と歴史のネットワーク」（歩行者・自転車ネ

ットワーク）を形成 

●サイクリングロードの整備、びわ湖よし笛ロード（大規模

自転車道）の保全・活用 

④景観形成 

 ●琵琶湖・伊庭内湖や愛知川等の河川は水質や生態系ととも

に保全しつつ美しい水辺空間を創出 

 ○里山景観の保全ルールを充実するとともに、適正な維持管

理の推進 

 ●条里制に基づく区割を保全し、良好な田園風景を維持 

 ○公共施設の緑化、民有地の緑化を通じ、緑につつまれた市

街地を形成 

 ●幹線道路沿道（国道８号、(主)大津能登川長浜線等）にお

いては、地域特性に配慮した良好な沿道景観を形成 

⑤河川・下水道整備  

 ●愛知川、大同川等の河川改修を推進、改修にあたっては、

多自然川づくりを基本とした河川整備を推進 

 ●流域下水道湖南中部処理区の下水道整備を推進 

（自然環境について） 

 ○自然に関心を持ち、自然に親しみ、

自然を大切にしよう 

 ○自然環境を守る住民意識を啓発し

よう 

 ○里山の保全活動を推進しよう 

（公園・緑地、河川、景観等について）

 ○市民による公園・緑地の維持管理

を推進しよう、自治会と市がタイ

アップして掃除をしよう 

 ○河川の美化活動を推進しよう 

 ○生け垣、花壇等の身近な緑化を推

進しよう、まちに花を植えよう 

 ●都市計画公園、能登川水車とカヌ

ーランド、びわ湖よし笛ロード、

ふれあい運動公園をもっと利用

しよう 

 ●能登川水車とカヌーランドの有効

活用を考えよう 

 ●伊庭内湖を保全・活用しよう 

（緑のネットワークについて） 

 ○歩行者・自転車ネットワークのル

ートの選定とマップを作成しよ

う 

 ○レンタサイクルやサイクルトレイ

ンを利用しよう 

①防災 

 ○密集市街地・集落地においては、災害時の避難地や避難経

路に配慮した道路整備、防災公園・防災拠点等の整備を推

進 

 ○避難所となる学校等公共公益施設をはじめ、建築物の耐震

改修と、浸水想定区域では耐水化を推進 

 ●備蓄倉庫、耐震性貯水槽等防災施設を充実 

（災害用備蓄倉庫は支所等に整備） 

 ○災害に強いライフラインの整備を推進 

 ○災害・防災情報を確実に伝える情報伝達手段を確保 

○防災意識を高めるとともに住宅等

の耐震診断、耐震改修を推進しよう

○行政の防災活動に加え、自主防災活

動等、地域による防災体制を強化し

よう 

○消防署や市消防団の連携を強化し

よう   

○災害時要援護者（高齢者、障がい者

等）を把握し支援体制を築こう 

暮らし 

②公共公益施設 

 ●副次都市拠点（ＪＲ能登川駅周辺）、地域拠点（五個荘支

所付近）に主要な公共公益施設をコンパクトに集約し充実

 ●公共公益施設（支所、五個荘公民館、能登川公民館、やわ

らぎホール、保健センター、福祉センター、てんびんの里

文化学習センター、図書館、博物館、埋蔵文化財センター、

五個荘体育館、能登川スポーツセンター等）の有効利用（維

持・改善）と適切な運用 

 ○公民館を地域のコミュニティ活動の拠点として位置づけ、

活性化 

 ●能登川病院と国立病院機構滋賀病院、民間病院等の機能分

担・相互補完により、地域医療体制の充実 

 ○公共公益施設、及び各公共公益施設を結ぶ経路（道路・交

通機関等）のユニバーサルデザイン化を推進 

●五個荘公民館、能登川公民館を「ま

ち育て」の拠点として活用しよう 

○公共公益施設をもっと利用すると

ともに適切に運用しよう 

●集積する能登川図書館、能登川博物

館、埋蔵文化財センターを情報の拠

点としてもっと活用しよう 

○スポーツ施設等を利用して健康づ

くりを進めよう 

○行事にもっと参加し活性化しよう 

○在宅介護、子育てサービスを支援し

よう 

繖地域 
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4.2.2 八日市地域 

(1) 地域の現況と課題 

区分 地域の現況 課   題 

人口 ・八日市地域の人口は平成 17 年国勢調査によれば、24,543

人となっている（平成 21 年 6月 1日現在 24,456 人）。全人

口の約 21％を占めている。 

・平成 2～17 年の人口の推移を見ると建部地区は 6.5％減少

しているが、中野地区は 26.2％、八日市地区は 6.7％、南

部地区は 46.7％の増加となっており、南部地区は 14 地区

中 も高い増加率である。老年人口構成比は 16.6％となっ

ている（市平均 19.0％）。 

・地域特性を活かした定住魅力の増大

・都市的利便性を享受した都心居住の

推進 

・少子高齢化対策 

土地

利用 

 

・農用地が地域の約４割（約 38％）、宅地が約 24％を占める。

市街化区域面積は地域全体の約 31％を占めている。住居系

が多いが、商業系は他の地域に比べて も多い。市街化調

整区域においては、集落を除き農用地が指定されている。

旧安土町との境界には良好な景観を呈する箕作山がある。

・八日市駅周辺から市役所付近にかけて、本市の中心商業・

業務地を形成している。その背後は主として住宅地を形成

している。土地区画整理事業等により整備された良好な市

街地がある一方、一部老朽住宅密集市街地もみられる。 

・御代参街道沿いに歴史的なまちなみがみられる。 

・市街化区域内に空閑地がみられる。 

・市街地の背後は生産能力の高い農地が広がり美しい田園風

景を呈している。 

・中心市街地の活性化 

・地域特性に応じた土地利用の規制・

誘導 

・市街化区域内の空閑地における適正

な土地利用の誘導 

・土地区画整理事業地区等良好な市街

地環境の保全、及び、密集市街地の

改善 

・良好な集落地の保全、優良農地の保

全と活用 

・良好な自然環境の保全 

道路 

交通 

 

・広域幹線道路として国道 421 号が走っている。国道 421 号

は交通量が多い。 

・中心市街地と各地域を結ぶ道路ネットワークが脆弱である。

・都市計画道路が決定され、整備が進められているものの整

備率は低い。 

・歩車道分離が行われていないなど安全性に欠ける道路があ

る。 

・近江鉄道が走っている。八日市駅を中心にバス網が形成さ

れている。 

・中心市街地と各地域を結ぶ道路ネッ

トワークの強化 

・都市計画道路の整備、及び地域の実

情にあった見直し、新規決定の検討

・生活道路、幹線道路における歩行者

の安全性の向上 

・鉄道の有効利用とコミュニティバス

の需要に対応した運行体系の検討 

緑と水 ・箕作山（太郎坊宮）や愛知川、河辺いきものの森等は良好

な自然環境を有し、地域の景観を特徴づけている。 

・都市計画公園が決定され、延命公園、川合寺児童公園等が

整備されている。 

・草の根広場が整備されている。また、保護樹木・保護樹林

が位置づけられている。 

・箕作山風致地区、保安林（箕作山）が指定されている。 

・愛知川、蛇砂川等で流下能力の不足している箇所がある。

・公共下水道の整備が進められている（流域下水道湖南中部

処理区）。 

・雨水排水流路が不十分である。 

・地域を象徴する良好な自然環境の保

全と活用 

・整備済の公園、風致地区等の保全 

・地域の実情に応じた身近な公園の整

備 

・公園における防災機能の充実 

・幹線道路沿道における良好な景観形成

・緑と水等のネットワーク化 

・愛知川、蛇砂川等の河川改修の推進、

公共下水道の整備推進 

・総合的な雨水排水計画の検討 

暮らし ・主な公共公益施設等を以下に示す。市レベルの施設が集積

している。 

（主な公共公益施設） 

 ・東近江市役所、建部・中野・八日市・南部コミュニティ

センター、八日市福祉センターハートピア八日市、八日

市ふれあいビレッジ、老人福祉センター 延命荘、八日市

子育て支援センター、勤労者総合福祉センターウェルネ

ス八日市、八日市図書館、世界凧博物館 八日市大凧会館、

八日市文化芸術会館、河辺いきものの森 

（保健・医療施設） 

 ・東近江敬愛病院、青葉病院、八日市保健センター 

（高齢者保健福祉計画 日常生活圏） 

 ・八日市 

（防災） 

 ・東近江行政組合消防本部 八日市消防署、消防団分団（

建部地区１、中野地区１、八日市地区１、南部地区１）

・市レベルの都市機能、身近な都市機

能の充実 

・地域のコミュニティ活動の中心であ

るコミュニティセンターの有効活

用 

・病院の連携による地域医療体制の充

実 

・地域の防災体制の強化 

八日市地域
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(2) 将来構想 

 ①地域づくりの理念と目標 

《理念》  魅力あふれる市のまち 八日市 

～緑あふれる中で、人が集いにぎわうまち～ 

  《目標》 

◆田園風景や箕作山、愛知川を大切に守るとともに、緑あふれるまちづくりを進めてい

こう。 

       ・市街地の背後に広がる田園や里山、川を保全するとともに市街地内の緑化を充実し、豊かな自

然と市街地が調和するまちづくりを進めます。 

 

◆都市機能の集積を活かし、利便性に富んだ都心居住を進めよう。 

       ・商業施設、文化施設、福祉施設等の充実により都心居住の利便性、快適性を高めます。 

 

◆東近江市の中心市街地として都市機能を充実し、都市魅力あふれるまちづくりを目指

そう。 

       ・東近江市の「都市拠点」として、高次都市機能（広域・市レベルの行政機能、文化機能、中心

商業機能等）を集約、強化することにより中心市街地の活性化を推進し、人が集い、交流する

まちづくりを進めます。 

 

 ②将来構想 概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 凡    例 

     都市拠点 

     コミュニティ拠点 
         (コミュニティセンター) 

     市街地ゾーン 

市街化区域 

     田園都市ゾーン 

     里山＜緑の環境軸＞ 

     河川＜河川環境軸＞ 

     鉄道 

広域交流軸 

     地域交流軸  

     県道・都市計画道路等 

八日市地域
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③地域づくりの方針                ●は当該地域固有の特徴的な方針・取り組み 

区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

①都市拠点 

 ●八日市駅周辺から市役所付近を本市の「都市拠点」として

位置づけ、中心商業地・業務地を形成するとともに、都心

居住を推進 

 ●八日市駅周辺においては、 市の顔となる魅力ある市街地

景観を創造 

 ●八風街道と御代参街道が交わる公益の場、八日市場として

繁栄した歴史を活用し“ほんまち商店街”をはじめとする

既存の商店街を活性化 

 ●商店街ではにぎわいある良好な景観形成を図るとともに、

旧街道においては良好な歴史景観を保全・活用 

 ●住・商・工の土地利用の混在が予想される地区においては

土地利用の純化を誘導、特に開発ポテンシャルの高い（都）

小今建部上中線沿道において土地利用転換を検討 

・用途地域の見直しを検討（住居系用途地域から商業系用

途地域） 

・区域区分の見直しを検討 

●行政ニュータウンとして開発された市役所周辺は中心業

務地として業務施設等の集積、保全、また 「森と水と屋

根のあるまち」として魅力ある市街地景観の維持・整備 

○地元でもっと買い物をしよう 

●魅力的な店舗をつくろう、空き店舗

の活用を考えよう 

●楽しく歩いて買物できる商店街に

しよう、商店街マップをつくろう 

●イベントを企画し、商店街を活性化

しよう 

●生活に便利な都心に住もう 

●「減築」による豊かな都市空間を創

出しよう、「コンバージョン（既存

のビル等の用途転換）」により都市

機能を更新しよう 

②市街地ゾーン 

 ●土地区画整理事業地区、地区計画地区、住宅団地等の良好

な市街地環境の保全 

 ●市街化区域内空閑地においては、面的整備、地区計画等に

より良好な市街地を形成 

 ○住・商・工の土地利用の混在が予想される地区においては

土地利用の純化を誘導 

 ●国道 421 号沿いは良好な沿道サービス地として充実 

 ○木造住宅密集市街地においては、計画的な道路、公園等の

整備、老朽住宅の建替え・不燃化・耐震化誘導により、安

全で快適な住環境を創出 

 ○地域特性に応じた良好な住宅地の景観形成 

○地区計画制度を活用しよう 

○住宅の不燃化・耐震化を推進しよう

土地

利用 

 

③田園都市ゾーン 

 ○良好な集落地は維持・保全、また生活基盤となる集落内の

道路や公園等の整備、コミュニティ施設の整備及び防災性

の向上等により、定住できる環境づくりを推進 

 ○農業生産基盤の整備された優良農地については、農業振興

地域整備計画に合わせ、集落地と調和を図りながら保全 

 ○農業施策と連携しながら、田園風景の保全・活用、また田

園風景と調和した建築物や工作物の景観保全ルールの充

実、特に伝統的農村集落（惣村集落）の景観に調和した景

観保全ルールを充実 

 ○主要幹線道路沿道等において開発ポテンシャルの高いエ

リアにおいては、計画的に土地利用の規制・誘導 

○増加しつつある空き家については、空き家情報をデータベ

ース化し持ち主と入居希望者とのマッチングを支援する

など移住や交流等地域の活性化の資源として有効活用 

○地区計画制度を活用しよう 

○優良農地の維持と多面的な活用、

農・商・工の連携を検討しよう 

○地産地消に努めよう 

○農業の担い手を育成しよう 

○グリーンツーリズムを推進しよう、

市民農園としての活用を検討しよ

う、農産物を通して交流しよう 

○耕作放棄地をなくそう、みんなで田

園景観を守ろう 

○休耕田、耕作放棄地に花を植えよう

○空き家・空き農地を有効活用しよう

 

 

 

 

 

 

 

 

八日市地域
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区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

①道路ネットワーク 

 ○広域交通体系（広域交流軸）へのアクセス向上 

 ●都市拠点と各地域を結ぶ道路ネットワークを強化 

 ●都市計画道路について一部見直し 

 ○道路の段階構成を明確化   

 ○「滋賀県道路整備アクションプログラム」「東近江市道路

整備マスタープラン」に基づき整備推進 

 ○主要な道路は歩行者への安全対策を推進 （歩道・交通安

全施設等）  

 

  広域交流軸……国道 421 号 

  地域交流軸……(県)雨降野今在家八日市線、(都)近江八

幡八日市 線、(都)小今建部上中線、(県)

八日市五個荘線、(主)彦根八日市甲西線、

(都)尻無愛知川線、愛知川左岸道路（計

画(関係機関へ要望)） 等 

○今ある道路をうまく活用しよう 

○必要な道路は意見を集約し、整備を

要望していこう 

●整備された街路樹を適正に管理し

よう 

道路 

・ 

交通

施設 

②鉄道・バス 

 ●八日市駅は東近江市の中心駅としてさらに交通結節点機

能を強化 

 ●新八日市駅の南側方面からの利用改善 

 ○市民生活に密着した公共交通機関として、各種公共公益施

設の配置や施設利用を勘案し、需要に対応した効率的なコ

ミュニティバス等を運行 

 

○市民自らもっと鉄道・バスを利用し

よう、そしてどうしたらよいか提案

しよう 

○ちょこっとバスを利用したイベン

トを検討しよう 

 

緑と水 ①環境軸の形成 

 ●箕作山等の里山については「緑の環境軸」、愛知川・河畔

林は「河川環境軸」として位置づけ、本市を象徴する自然

環境・景観として保全・整備 

②公園・緑地等の保全・整備 

 ○整備済の都市計画公園、草の根広場、保護樹林等の保全 

 ●未整備都市計画公園（清水児童公園等）及び愛知川緑地の

整備・保全、箕作山風致地区の保全 

 ●市街地において子どもの遊び場、高齢者の憩いの場、身近

な緑が不足しており、地域の実情に応じて身近な公園（住

区基幹公園）の整備推進 

 ●河辺いきものの森の機能強化  

③緑のネットワークの形成 

 ○「緑の環境軸」、「河川環境軸」、歴史文化資源、観光資源、

公園・緑地、主要な公共公益施設を結ぶ「水と緑と歴史の

ネットワーク」（歩行者・自転車ネットワーク）を形成 

○サイクリングロードの整備 

④景観形成 

 ●市街地の背後に位置する箕作山は良好な里山景観を呈し

ており、太郎坊宮とともに保全し適正な維持管理 

 ●公園の整備、街路樹の整備等を含めた公共施設の緑化、民

有地の緑化を通じ、まちなかの緑を充実 

 ○幹線道路沿道においては、地域特性に配慮した良好な沿道

景観を形成 

⑤河川・下水道整備 

 ●愛知川、蛇砂川等の河川改修を推進、改修にあたっては、

多自然川づくりを基本とした河川整備を推進 

 ●流域下水道湖南中部処理区の下水道整備を推進 

（自然環境について） 

 ○自然に関心を持ち、自然に親しみ、

自然を大切にしよう 

 ○自然環境を守る住民意識を啓発し

よう 

 ○里山の保全活動を推進しよう 

（公園・緑地、河川、景観等について）

 ○市民による公園・緑地の維持管理

を推進しよう 

 ○河川の美化活動を推進しよう 

 ○生け垣、花壇等の身近な緑化を推

進しよう。まちに花を植えよう 

 ○今ある公園、河辺いきものの森を

もっと利用しよう 

（緑のネットワークについて） 

 ○歩行者・自転車ネットワークのル

ートの選定とマップを作成しよ

う 

 ○レンタサイクルやサイクルトレイ

ンを利用しよう 
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区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

①防災 

 ○密集市街地・集落地においては、災害時の避難地や避難経

路に配慮した道路整備、防災公園・防災拠点等の整備を推

進 

 ○避難所となる学校等公共公益施設をはじめ、建築物の耐震

改修と、浸水想定区域では耐水化を推進 

 ●備蓄倉庫、耐震性貯水槽等防災施設を充実 

 （災害用備蓄倉庫は若松防災倉庫、布引運動公園等に整備）

 ○災害に強いライフラインの整備を推進 

 ○災害・防災情報を確実に伝える情報伝達手段を確保 

 

○防災意識を高めるとともに住宅等

の耐震診断、耐震改修を推進しよう

○行政の防災活動に加え、自主防災活

動等、地域による防災体制を強化し

よう 

○消防署や市消防団の連携を強化し

よう  

○災害時要援護者（高齢者、障がい者

等）を把握し、支援体制を築こう 

 

暮らし 

②公共公益施設 

 ●都市拠点に主要な公共公益施設をコンパクトに集約し充

実 

 ●公共公益施設（市役所、各地区コミュニティセンター、保

健センター、福祉センター、図書館、八日市文化芸術会館

等）の有効利用（維持・改善）と適切な運用 

 ○コミュニティセンターを地域のコミュニティ活動の拠点

として位置づけ、活性化 

 ○市立病院と国立病院機構滋賀病院、民間病院等の機能分

担・相互補完により、地域医療体制を充実 

 ○公共公益施設、及び各公共公益施設を結ぶ経路（道路・交

通機関等）のユニバーサルデザイン化を推進 

●各地区コミュニティセンターを「ま

ち育て」の拠点として活用しよう 

○公共公益施設をもっと利用すると

ともに適切に運用しよう 

○スポーツ施設等を利用して健康づ

くりを進めよう 

○行事にもっと参加し活性化しよう 

○在宅介護、子育てサービスを支援し

よう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八日市地域
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4.2.3 玉園地域 

(1) 地域の現況と課題 

区分 地域の現況 課   題 

人口 ・玉園地域の人口は平成 17 年国勢調査によれば、13,327 人

となっている（平成 21 年 6月 1日現在 13,709 人）。全人口

の約 11％となっている。 

・平成 2～17 年の人口の推移を見ると、玉緒地区では 4.7％

減少しているが、御園地区では 19.9％の増加となってい

る。また、生産年齢人口は市域で唯一増加している。老年

人口構成比は 15.8％となっている（市平均 19.0％）。 

・地域特性を活かした定住魅力の増大

・少子高齢化対策 

土地

利用 

 

・農用地が地域の約半分（約 48％）を占める。宅地は約 12％

である。 市街化区域面積は地域全体の約 12％を占め、工

業系が多い。国道 421 号沿いや八日市 IC 周辺に工業系用途

地域が指定されている。また、市街化調整区域においては、

集落を除き農用地が指定されている。 

・工業系土地利用の背後には住宅地が位置し、その背後は美

しい田園風景が広がっている。 

・地域南部に布引丘陵が位置する。 

・良好な自然環境の保全 

・工業地の環境に配慮した保全と工業

の活性化 

・国道 421 号沿い、八日市 IC 周辺の

計画的な土地利用 

・良好な市街地・集落地の保全 

・優良農地の保全と活用 

道路 

交通 

 

・広域幹線道路として名神高速道路（八日市 IC）及び国道 42

1 号、国道 307 号が走っている。 

・中心市街地をはじめ各地域を結ぶ道路ネットワークが脆弱

である。 

・都市計画道路が決定され、整備が進められているものの整

備率は低い。 

・歩車道分離が行われていないなど安全性に欠ける道路があ

る。 

・コミュニティバス等が運行されている。 

・中心市街地や各地域を結ぶ道路ネッ

トワークの強化 

・都市計画道路の整備、及び地域の実

情にあった見直し、新規決定の検討

・生活道路、幹線道路における歩行者

の安全性の向上 

・コミュニティバスの需要に対応した

運行体系の検討 

緑と水 ・布引丘陵、平地林や愛知川は良好な自然環境を有し、地域

の景観を特徴づけている。 

・都市計画公園が決定され、長山公園等が整備されている。

・愛知川河川敷広場、草の根広場が整備されている。また、

保護樹木・保護樹林が位置づけられている。 

・国道 307 号沿道景観形成地区が指定されている。 

・愛知川、八日市新川等で流下能力の不足している箇所があ

る。 

・公共下水道の整備が進められている（流域下水道湖南中部

処理区）。 

・雨水排水流路が不十分である。 

 

・地域を象徴する良好な自然環境の保

全と活用 

・整備済の公園等の保全 

・地域の実情に応じた身近な公園の整

備 

・公園における防災機能の充実 

・幹線道路沿道における良好な景観形

成 

・緑と水等のネットワーク化 

・愛知川、蛇砂川等の河川改修の推進、

公共下水道の整備推進 

・総合的な雨水排水計画の検討 

暮らし ・主な公共公益施設等を以下に示す。なお、八日市地域の施

設利用が多い。 

（主な公共公益施設） 

 ・玉緒コミュニティセンター、御園コミュニティセンター

（保健・医療施設） 

 ・国立病院機構滋賀病院 

（高齢者保健福祉計画 日常生活圏） 

 ・八日市東 

（防災） 

 ・東近江行政組合消防本部、消防団分団（玉緒地区１、御

園地区１） 

・身近な都市機能の充実、八日市地域

と整合を図った都市機能の充実 

・地域のコミュニティ活動の中心であ

るコミュニティセンターの有効活

用 

・病院の連携による地域医療体制の充

実 

・地域の防災体制の強化 

 

 

 

 

 

玉園地域 
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(2) 将来構想 

 ①地域づくりの理念と目標 

《理念》  都市と農村の共生 玉園 

～自然、くらし、産業が調和するまち～ 

  《目標》 

◆田園風景や布引丘陵、愛知川を大切に守り、まちづくりに活かしていこう。 

       ・市街地背後に広がる田園風景や布引丘陵、愛知川等の豊かな自然を保全するとともに、自然と

都市機能の利便性を兼ね備えたまちづくりを進めます。 

 

◆コミュニティ活動の充実により、心豊かに暮らせるまちづくりを進めよう。 

  ・地域に根付くコミュニティを維持・充実していくとともに、多様な世代の地域行事等への参加

を促進することにより地域住民のコミュニケーションを高め、すべての人が心豊かに暮らせる

まちづくりを進めます。 

 

◆交通結節点の機能を活かし、くらしと産業が調和するまちを目指そう。 

       ・八日市 IC の交通結節点としての機能を活かし、産業が活発でまた、利便性に富んだくらしの実

現を図ります。 

 

 

 ②将来構想 概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 凡    例 

     都市拠点（八日市地域）

     コミュニティ拠点 
     (コミュニティセンター)

産業誘導エリア 

     市街地ゾーン 

市街化区域 

     田園都市ゾーン 

     里山＜緑の環境軸＞ 

     河川＜河川環境軸＞ 

     鉄道 

広域交流軸 

     地域交流軸  

     県道・都市計画道路等

玉園地域 
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③地域づくりの方針                ●は当該地域固有の特徴的な方針・取り組み 

区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

①産業誘導エリア 

 ●国道 421 号沿道、八日市 IC 周辺を中心に周辺の環境に留

意しつつ工業・商業の活性化を推進 

 ○まとまった既存工業地は周辺の環境に配慮しながら維持、

また地域と調和した地域産業の振興・育成と新たな産業活

動を展開 

 ○産業立地条件の向上を図るとともに、企業誘致を推進 

 ○工場緑化等市街地の緑化推進 

○農・商・工が連携した新しい産業を

検討しよう 

○地域活動等において企業と交流し

よう 

 

②市街地ゾーン 

 ●国道 421 号沿道、八日市 IC 周辺は沿道サービス地として

充実、八日市 IC 周辺は市の顔となる魅力ある市街地景観

を創造 

 ●土地区画整理事業地区等の良好な市街地環境の保全 

 ○市街化区域内空閑地においては面的整備、地区計画等によ

り良好な市街地を形成 

 ○住・商・工の土地利用の混在が予想される地区においては

土地利用の純化を誘導 

 ○地域特性に応じた良好な住宅地の景観形成 

○面的整備、地区計画制度等による良

好な市街地の形成について検討し

よう 

○住宅の不燃化・耐震化を推進しよう

 

土地

利用 

 

③田園都市ゾーン 

 ○良好な集落地は維持・保全、また生活基盤となる集落内の

道路や公園等の整備、コミュニティ施設の整備及び防災性

の向上等により、定住できる環境づくりを推進 

 ○農業生産基盤の整備された優良農地については、農業振興

地域整備計画に合わせ、集落地と調和を図りながら今後と

も積極的に保全 

 ○農業施策と連携しながら、田園風景の保全・活用、また田

園風景と調和した建築物や工作物の景観保全ルールを充

実。特に、伝統的農村集落（惣村集落）の景観に調和した

景観保全ルールを充実 

 ○主要幹線道路沿道等において開発ポテンシャルの高いエ

リアにおいては、計画的に土地利用の規制・誘導 

 ○増加しつつある空き家については、空き家情報をデータベ

ース化し持ち主と入居希望者とのマッチングを支援する

など移住や交流等地域の活性化の資源として有効活用 

○地区計画制度を活用しよう 

○優良農地の維持と多面的な活用、

農・商・工の連携を検討しよう 

○地産地消に努めよう 

○農業の担い手を育成しよう 

○グリーンツーリズムを推進しよう、

市民農園としての活用を検討しよ

う、農産物を通して交流しよう 

○耕作放棄地をなくそう、みんなで田

園景観を守ろう 

○休耕田、耕作放棄地に花を植えよう

○空き家・空き農地を有効活用しよう

 

①道路ネットワーク 

 ○広域交通体系（国土軸・広域交流軸）へのアクセス向上 

 ●都市拠点と結ぶ道路ネットワークを強化 

 ●都市計画道路について一部見直し 

 ○道路の段階構成を明確化 

 ○「滋賀県道路整備アクションプログラム」「東近江市道路

整備マスタープラン」に基づき整備推進 

 ○主要な道路は歩行者への安全対策を推進（歩道・交通安全

施設等） 

 

 広域交流軸……国道 421 号、国道 307 号  

  地域交流軸……(県)雨降野今在家八日市線、愛知川左岸

道路（計画(関係機関へ要望)）、(県)湖東

八日市線、(県)石原八日市線、(主)八日

市蒲生線、(都)尻無愛知川線、(県)高木

八日市線 等 

 

○今ある道路をうまく活用しよう 

○必要な道路は意見を集約し、整備を

要望していこう 

●整備された街路樹を適正に管理し

よう 

道路 

・ 

交通

施設 

②鉄道・バス 

 ○市民生活に密着した公共交通機関として、各種公共公益施

設の配置や施設利用を勘案し、需要に対応した効率的なコ

ミュニティバス等を運行 

○市民自らもっと鉄道・バスを利用し

よう、そしてどうしたらよいか提案

しよう 

○ちょこっとバスを利用したイベン

トを検討しよう 

 

玉園地域 



- 80 - 

区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

緑と水 ①環境軸の形成 

 ●布引丘陵等の里山については「緑の環境軸」、愛知川・河

畔林は「河川環境軸」として位置づけ、本市を象徴する自

然環境・景観として保全・整備 

②公園・緑地等の保全・整備 

 ●整備済の都市計画公園（長山公園等）、愛知川河川敷広場、

草の根広場、平地林、保護樹林等の保全 

 ●未整備都市計画公園（妙法寺児童公園、宝積児童公園、布

引運動公園、土器公園）及び愛知川緑地の整備・保全 

 ●市街地において、子どもの遊び場、高齢者の憩いの場、身

近な緑が不足しており、地域の実情に応じて身近な公園

（住区基幹公園）の整備を推進 

③緑のネットワークの形成 

 ○「緑の環境軸」、「河川環境軸」、歴史文化資源、観光資源、

公園・緑地、主要な公共公益施設を結ぶ「水と緑と歴史の

ネットワーク」（歩行者・自転車ネットワーク）を形成 

○サイクリングロードの整備 

④景観形成 

 ○里山景観の保全ルールを充実すると共に、適正な維持管理

を推進 

 ○公共施設の緑化、民有地の緑化を通じ、緑につつまれた市

街地を形成 

 ●幹線道路沿道（国道 307 号等）においては、地域特性に配

慮した良好な沿道景観を形成 

⑤河川・下水道整備 

 ●愛知川、八日市新川等の河川改修を推進、改修にあたって

は、多自然川づくりを基本とした河川整備を推進 

●流域下水道湖南中部処理区の下水道整備を推進 

（自然環境について） 

 ○自然に関心を持ち、自然に親しみ、

自然を大切にしよう 

 ○自然環境を守る住民意識を啓発し

よう 

 ○里山の保全活動を推進しよう 

（公園・緑地、河川、景観等について）

 ○市民による公園・緑地の維持管理

を推進しよう 

 ○河川の美化活動を推進しよう 

 ○生け垣、花壇等の身近な緑化を推

進しよう、まちに花を植えよう、

里山に木を植えよう 

 ○今ある公園をもっと利用しよう 

（緑のネットワークについて） 

 ○歩行者・自転車ネットワークのル

ートの選定とマップを作成しよ

う 

 ○レンタサイクルを利用しよう 

①防災 

 ○密集市街地・集落地においては、災害時の避難地や避難経

路に配慮した道路整備、防災公園・防災拠点等の整備を推

進 

 ○避難所となる学校等公共公益施設をはじめ、建築物の耐震

改修と、浸水想定区域では耐水化を推進 

 ●備蓄倉庫、耐震性貯水槽等防災施設を充実 

（災害用備蓄倉庫は布引運動公園等に整備） 

 ○災害に強いライフラインの整備を推進 

 ○災害・防災情報を確実に伝える情報伝達手段を確保 

○防災意識を高めるとともに住宅等

の耐震診断、耐震改修を推進しよう

○行政の防災活動に加え、自主防災活

動等、地域による防災体制を強化し

よう 

○消防署や市消防団の連携を強化し

よう  

○災害時要援護者（高齢者、障がい者

等）を把握し、支援体制を築こう 

暮らし 

②公共公益施設 

 ●公共公益施設（玉緒コミュニティセンター、御園コミュニ

ティセンター等）の有効利用（維持・改善）と適切な運用

 ●コミュニティセンターを地域のコミュニティ活動の拠点

として位置づけ、活性化 

 ●市立病院と国立病院機構滋賀病院、民間病院等の機能分

担・相互補完により、地域医療体制を充実 

 ○公共公益施設、及び各公共公益施設を結ぶ経路（道路・交

通機関等）のユニバーサルデザイン化を推進 

●玉緒コミュニティセンター、御園コ

ミュニティセンターを「まち育て」

の拠点として活用しよう 

○スポーツ施設等を利用して健康づ

くりを進めよう 

○行事にもっと参加し活性化しよう 

○在宅介護、子育てサービスを支援し

よう 

 

 

玉園地域 
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4.2.4 蒲生野地域 

(1) 地域の現況と課題 

区分 地域の現況 課   題 

人口 ・蒲生野地域の人口は平成 17 年国勢調査によれば、22,973

人となっている（平成 21 年 6月 1日現在 23,603 人）。全人

口の約 20％となっている。 

・平成 2～17 年の人口の推移を見ると平田地区では、9.3％の

減少、市辺地区では 7.5％の増加となっている。蒲生地区

では 33.7％の増加となっており、14 地区中２番目の増加率

である。老年人口構成比は 17.8％となっている（市平均

19.0％）。 

・地域特性を活かした定住魅力の増大

・少子高齢化対策 

土地

利用 

 

・農用地が約 45％、山林が 23％を占める。市街化区域の指定

は限られ、地域全体の面積の約 4%で、その多くが工業系用

途地域である。また、市街化調整区域においては、集落を

除き農用地が指定されている。 

・佐久良川、日野川流域の平地と丘陵部（布引丘陵、日野丘

陵、水口丘陵、布施山等）により構成され、平地は美しい

田園風景が広がっている。その中に集落地が点在している。

・蒲生地区の中心、佐久良川沿線の一部には、土地区画整理

事業による良好な市街地（住宅地・商業地）が形成されて

いる。 

・長峰団地やホープタウン布引台をはじめ良好な住宅地が位

置している。 

・名神高速道路沿道に布引工業団地、また、日野丘陵に未利

用の工業系用途地域がある。 

・名神高速道路に<仮称>蒲生スマート IC の計画がある。 

・良好な自然環境の保全 

・<仮称>蒲生スマート IC 整備のイン

パクトの有効活用 

・地域特性に応じた土地利用の規制・

誘導 

・工業地の環境に配慮した保全と工業

の活性化 

・土地区画整理事業地区等良好な市街

地環境の保全 

・良好な集落地の保全、優良農地の保

全と活用、農業の振興 

 

道路 

交通 

 

・広域幹線道路として名神高速道路及び国道 421 号、国道 47

7 号が走っている。 

・中心市街地や近江八幡市方面と結ぶ道路ネットワークが脆

弱である。また、地域内の道路ネットワークが不明確であ

る。 

・都市計画道路が決定され、整備が進められているものの整

備率は低い。 

・歩車道分離が行われていないなど安全性に欠ける道路があ

る。 

・近江鉄道が走っている。また、コミュニティバス等が運行

されている。 

・中心市街地・近江八幡市方面を結ぶ

道路ネットワークの強化 

・<仮称>蒲生スマート IC へのアクセ

ス道路の整備 

・都市計画道路の整備、及び地域の実

情にあった見直し、新規決定の検討

・生活道路、幹線道路における歩行者

の安全性の向上 

・鉄道の有効利用とコミュニティバス

の需要に対応した運行体系の検討 

緑と水 ・布引丘陵、水口丘陵、日野丘陵、布施山等の里山や日野川、

佐久良川は良好な自然環境を有し、地域の景観を特徴づけ

ている。 

・蒲生野や雪野山古墳、あかね古墳公園、石塔寺等歴史文化

遺産を有する。 

・都市計画公園が決定され、華岳山公園等が整備されている。

・草の根広場が整備されている。また、保護樹木・保護樹林

が位置づけられている。 

・自然公園法特別地域（三上・田上・信楽県立自然公園）、布

施山風致地区、保安林（布施山、雪野山）が指定されてい

る。 

・日野川、佐久良川等で流下能力の不足している箇所がある。

・公共下水道の整備が進められている（流域下水道湖南中部

処理区）。 

・地域を象徴する良好な自然環境の保

全と活用 

・整備済の公園、県立自然公園、風致

地区等の保全 

・都市計画公園の整備推進、また、地

域の実情に応じた身近な公園の整

備 

・公園における防災機能の充実 

・緑と水等のネットワーク化 

・日野川、佐久良川等の河川改修の推

進、公共下水道の整備推進 
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区分 地域の現況 課   題 

暮らし ・主な公共公益施設等を以下に示す。なお、平田、市辺地区

は八日市地域の施設利用が多い。 

（主な公共公益施設） 

 ・蒲生支所、蒲生公民館、平田コミュニティセンター、市

辺コミュニティセンター、蒲生図書館、あかね文化ホー

ル、勤労青少年ホーム、勤労者体育館、勤労者グラウン

ド、ファームトピア蒲生野 

（保健・医療施設） 

 ・蒲生病院、蒲生病院長峰診療所、蒲生病院鋳物師診療所、

蒲生保健センター 

（高齢者保健福祉計画 日常生活圏） 

 ・蒲生、八日市西 

（防災） 

 ・東近江行政組合消防本部 南消防出張所、消防団分団（

蒲生地区３、平田地区１、市辺地区１） 

・支所付近における身近な都市機能の

充実、八日市地域と整合を図った都

市機能の充実 

・地域のコミュニティ活動の中心であ

る公民館、コミュニティセンターの

有効活用 

・病院の連携による地域医療体制の充

実 

・地域の防災体制の強化 
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(2) 将来構想 

 ①地域づくりの理念と目標 

《理念》  あかねさす万葉のさと 蒲生野 

～大地の恵み、悠久の歴史と新しい産業が織りなすまち～ 

  《目標》 

◆豊かな自然と美しい田園風景、悠久の歴史文化を保全していくとともに、まちづくり

に活かしていこう。 

       ・里山や日野川・佐久良川等の豊かな自然、地域に広がる田園風景、蒲生野や古墳等の歴史文化

遺産の保全と活用に努め、美しい景観と調和のとれたまちづくりを進めます。 

 

◆大地の恵みと悠久の歴史を活かし、心豊かで、ふれあいのあるまちづくりを進めよう。 

      ・優良農地は今後とも保全していくとともに多面的な活用を図ります。また、歴史文化遺産は観

光資源として充実し交流人口の拡大を図ります。 

 

◆<仮称>蒲生スマートICを活かし、自然と産業が調和する活力あるまちづくりを目指そう。 

       ・<仮称>蒲生スマート IC へのアクセス向上、周辺の土地利用の整序を図るとともに、周辺の自然

環境と田園風景に配慮した産業基盤（工業地等）を整備し、企業誘致等により活性化を図りま

す。 

 

 

 ②将来構想 概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 凡    例 

     都市拠点（八日市地域） 

     地域拠点 

     コミュニティ拠点 
 (コミュニティセンター・公民館) 

産業誘導エリア 

     歴史文化創造エリア 

     住宅団地 

市街化区域 

     田園都市ゾーン 

     里山＜緑の環境軸＞ 

     河川＜河川環境軸＞ 

     鉄道 

広域交流軸 

     地域交流軸  

     県道・都市計画道路等 
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③地域づくりの方針                ●は当該地域固有の特徴的な方針・取り組み 

区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

①地域拠点 

 ●蒲生支所付近は「地域拠点」として位置づけ、行政サービ

ス機能、近隣商業機能等身近な都市機能を充実 

 ○商業地においてにぎわいある良好な景観を形成 

●蒲生支所を有効に活用しよう 

○地元でもっと買物をしよう 

②産業誘導エリア 

 ●<仮称>蒲生スマート IC 整備のインパクトを活用するた

め、IC 周辺に工業地・流通業務地を整備、また布引工業

団地を拡大するとともに、企業誘致を推進 

 ●布引工業団地等まとまった既存工業地は周辺の環境に配

慮しながら維持、また地域と調和した地域産業の振興・育

成と新たな産業活動を展開 

●既存工業団地の特性を活かしながら工場の連携や企業誘

致を推進 

 ●綺田・鋳物師町の市街化区域（工業専用地域）を解除し、

市街化調整区域へ編入、日野丘陵として緑地を保全 

 ○工場緑化等市街地の緑化推進 

●<仮称>蒲生スマート IC のインパク

トを活用した適切な土地利用を検

討しよう 

○農・商・工が連携した新しい産業を

検討しよう 

○地域活動等において企業と交流し

よう 

 

③歴史文化創造エリア 

 ●蒲生野や雪野山古墳をはじめ歴史文化遺産を周辺景観も

含め保全を図るとともに、観光交流へ活用 

 ○歩行者・自転車ネットワークを形成し、観光地の回遊性向

上 

 ○観光客の利便性の向上を図るため、駐車場や案内板等の整

備を推進 

○歴史文化をより深く理解し保存・活

用する活動をしよう 

○もっと地域の歴史文化遺産をＰＲ

しよう 

○観光ルートを開発し観光マップを

作成しよう 

○観光客へのもてなしの心を育もう 

○イベントを企画運営しよう 

土地

利用 

 

④田園都市ゾーン 

 ●長峰団地、ホープタウン布引台をはじめ良好な住宅地・集

落地は維持・保全、また生活基盤となる集落内の道路や公

園等の整備、コミュニティ施設の整備及び防災性の向上等

により、定住できる環境づくりを推進 

 ○農業生産基盤の整備された優良農地については、農業振興

地域整備計画に合わせ、集落地と調和を図りながら今後と

も積極的に保全 

 ○農業施策と連携しながら、田園風景の保全・活用、また田

園風景と調和した建築物や工作物の景観保全ルールを充

実、特に伝統的農村集落（惣村集落）の景観に調和した景

観保全ルールを充実 

 ○住・商・工の土地利用の混在が予想される地区においては

土地利用の純化を誘導 

 ○主要幹線道路沿道等において開発ポテンシャルの高いエ

リアにおいては、計画的に土地利用の規制・誘導 

 ○新規就農・定住のための住宅建築、雇用の場の創出、交流

の場（市民農園、グリーンツーリズム等）の創出等地域の

活性化に資する土地利用については、周辺環境と調整しつ

つ必要な整備を推進 

○増加しつつある空き家については、空き家情報をデータベ

ース化し持ち主と入居希望者とのマッチングを支援する

など移住や交流等地域の活性化の資源として有効活用 

○地区計画制度を活用しよう 

○優良農地の維持と多面的な活用、

農・商・工の連携を検討しよう 

○特産品を開発しよう 

○地産地消に努めよう 

○農業の担い手を育成しよう 

○グリーンツーリズムを推進しよう、

市民農園としての活用を検討しよ

う、農産物を通して交流しよう 

○耕作放棄地をなくそう、みんなで田

園景観を守ろう 

○休耕田、耕作放棄地に花を植えよう

○空き家・空き農地を有効活用しよう

●長峰団地の住民をはじめ地域住民

は生活情報を発信しながらもっと

広く交流しよう 
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区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

①道路ネットワーク 

 ●広域交通体系（国土軸・広域交流軸）へのアクセス向上、

<仮称>蒲生スマート IC へのアクセス道路を整備 

 ●都市拠点と結ぶ道路ネットワークを強化、また八日市地域

の都市計画道路と接続する都市計画道路について検討 

 ○道路の段階構成を明確化 

 ○「滋賀県道路整備アクションプログラム」「東近江市道路

整備マスタープラン」に基づき整備推進 

 ○主要な道路は歩行者への安全対策を推進 （歩道・交通安

全施設等） 

  

  広域交流軸……国道 421 号、国道 477 号、(主)土山蒲生

近江八幡線、(都) 近江八幡八日市線、

IC アクセス道路 

（(都) 近江八幡八日市線の国道８号方面への接続

について、近江八幡市へ要望） 

 

  地域交流軸……(県)彦根八日市甲西線、(県)石原八日市

線、(主)八日市蒲生線、(県)高木八日市

線、 (県)桜川西中在寺線 等 

 

○今ある道路をうまく活用しよう 

○必要な道路は意見を集約し、整備を

要望していこう 

道路 

・ 

交通

施設 

②鉄道・バス 

 ●各駅について、交通結節点機能が発揮できるようにアクセ

ス道路、駅前広場等を充実 

 ●市民生活に密着した公共交通機関として、各種公共公益施

設の配置や施設利用を勘案し、需要に対応した効率的なコ

ミュニティバス等を運行、また、デマンド制導入の検討 

 ●近江鉄道沿線においては、車窓から田園風景等が望める眺

望を保全 

○市民自らもっと鉄道・バスを利用し

よう、そしてどうしたらよいか提案

しよう 

○ちょこっとバスを利用したイベン

トを検討しよう 

緑と水 ①環境軸の形成 

 ●布引丘陵、水口丘陵、日野丘陵、布施山等の里山について

は「緑の環境軸」、日野川・佐久良川及び河畔林は「河川

環境軸」として位置づけ、本市を象徴する自然環境・景観

として保全・整備 

②公園・緑地等の保全・整備    

 ○整備済の都市計画公園、鎮守の森、草の根広場、保護樹林

等の保全 

 ●未整備都市計画公園（布施公園）及び日野川緑地・佐久良

川緑地の整備・保全、布施山風致地区、三上・田上・信楽

県立自然公園の保全 

 ○地域の実情に応じて身近な公園の整備を推進 

③緑のネットワーク形成    

 ○「緑の環境軸」、「河川環境軸」、歴史文化資源、観光資源、

公園・緑地、主要な公共公益施設を結ぶ「水と緑と歴史の

ネットワーク」（歩行者・自転車ネットワーク）を形成 

○サイクリングロードの整備 

④景観形成 

 ○里山景観の保全ルールを充実すると共に、適正な維持管理 

 ○公共施設の緑化、民有地の緑化を推進 

 ○幹線道路沿道においては、地域特性に配慮した良好な沿道

景観を形成。 

⑤河川・下水道整備 

 ●日野川、佐久良川等の河川改修を推進、改修にあたっては、

多自然川づくりを基本とした河川整備を推進 

 ●流域下水道湖南中部処理区の下水道整備を推進 

（自然環境について） 

 ○自然に関心を持ち、自然に親しみ、

自然を大切にしよう 

 ○自然環境を守る住民意識を啓発し

よう 

 ○里山の保全活動を推進しよう 

（公園・緑地、河川、景観等について）

 ○市民による公園・緑地の維持管理

を推進しよう 

 ○河川の美化活動を推進しよう 

 ○生け垣、花壇等の身近な緑化を推

進しよう、まちに花を植えよう 

 ○今ある公園をもっと利用しよう 

（緑のネットワークについて） 

 ○歩行者・自転車ネットワークのル

ートの選定とマップを作成しよ

う 

 ○レンタサイクルやサイクルトレイ

ンを利用しよう 
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区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

①防災 

 ○密集市街地・集落地においては、災害時の避難地や避難経

路に配慮した道路整備、防災公園・防災拠点等の整備を推

進 

 ○避難所となる学校等公共公益施設をはじめ、建築物の耐震

改修と、浸水想定区域では耐水化を推進 

 ●備蓄倉庫、耐震性貯水槽等防災施設を充実 

 （災害用備蓄倉庫は支所等に整備） 

 ○災害に強いライフラインの整備を推進 

 ○災害・防災情報を確実に伝える情報伝達手段を確保 

○防災意識を高めるとともに住宅等

の耐震診断、耐震改修を推進しよう

○行政の防災活動に加え、自主防災活

動等、地域による防災体制を強化し

よう 

○消防署や市消防団の連携を強化し

よう  

○災害時要援護者（高齢者、障がい者

等）を把握し、支援体制を築こう 

 

暮らし 

②公共公益施設 

 ●公共公益施設（蒲生支所、蒲生公民館、平田コミュニティ

センター、市辺コミュニティセンター、あかね文化ホール、

蒲生図書館、蒲生体育館、勤労青少年ホーム、勤労者体育

館等）の有効利用（維持・改善）と適切な運用 

 ○コミュニティセンター、公民館を地域のコミュニティ活動

の拠点として位置づけ、活性化 

 ●蒲生病院・長峰診療所・鋳物師診療所と国立病院機構滋賀

病院、民間病院等の機能分担・相互補完により、地域医療

体制を充実 

 ○公共公益施設、及び各公共公益施設を結ぶ経路（道路・交

通機関等）のユニバーサルデザイン化を推進 

●蒲生公民館、平田コミュニティセン

ター、市辺コミュニティセンターを

「まち育て」の拠点として活用しよ

う 

○公共公益施設をもっと利用すると

ともに適切に運用しよう 

○スポーツ施設等を利用して健康づ

くりを進めよう 

○行事にもっと参加し活性化しよう 

○在宅介護、子育てサービスを支援し

よう 
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4.2.5 湖東地域 

(1) 地域の現況と課題 

区分 地域の現況 課   題 

人口 ・湖東地域の人口は平成 17 年国勢調査によれば、14,620 人

となっている（平成 21 年 6月 1日現在 14,700 人）。全人口

の約 13％となっている。 

・平成 2～17 年の人口の推移を見ると愛東地区では、8.2％、

湖東地区では 4.6％の減少となっている。老年人口構成比は

24.9％と市平均（19.0％）より高くなっている。 

・喫緊の少子高齢化対策 

・地域特性を活かした定住魅力の増大

土地

利用 

 

・愛知川流域北側に美しい田園風景が広がり、東側は鈴鹿山

系の森林となっている。平地部は湖東都市計画区域（非線

引き都市計画区域） 、東側の森林は都市計画区域外で湖東

県立自然公園となっている。 

・山林が約 45％、農用地が約 36％を占めている。湖東都市計

画区域の面積は地域全体の約 62％となっている。平地部は

集落を除き農用地が指定されている。 

・湖東工業団地が位置し、愛知川沿い付近にもまとまった工

業地が点在している。 

・空き家、耕作放棄地が増加している。 

・良好な自然環境の保全 

・良好な集落地の保全、優良農地の保

全と活用、農業の振興 

・幹線道路沿道、<仮称>湖東三山スマ

ート IC 周辺をはじめ、地域特性に

応じた土地利用の規制・誘導 

・工業地の環境に配慮した保全と工業

の活性化 

道路 

交通 

 

・広域幹線道路として名神高速道路（愛荘町に<仮称>湖東三

山スマート IC）及び国道 307 号が走っている。国道 307 号

は交通量が多い。 

・中心市街地や繖地域（ＪＲ能登川駅）等を結ぶ道路ネット

ワークが脆弱である。 

・歩車道分離が行われていないなど安全性に欠ける道路があ

る。 

・コミュニティバス等が運行されている。 

・中心市街地や繖地域（ＪＲ能登川駅）

等を結ぶ道路ネットワークの強化 

・地域の実情にあった道路整備 

・生活道路、幹線道路における歩行者

の安全性の向上 

・コミュニティバスの需要に対応した

運行体系の検討 

 

緑と水 ・鈴鹿山系の森林や愛知川は良好な自然環境を有し、地域の

景観を特徴づけている。 

・古刹百済寺をはじめとする歴史文化遺産を有する。 

・ひばり公園（都市計画公園）が整備されている。 

・草の根広場が整備されている。また、保護樹木が位置づけ

られている。 

・鎮守の森、平地林が点在している。 

・自然公園法特別地域（湖東県立自然公園）、保安林、国道

307 号沿道景観形成地区、宇曽川河川景観形成地区が指定

されている。 

・愛知川等で流下能力の不足している箇所がある。 

・流域下水道東北部処理区が指定されている。 

・地域を象徴する良好な自然環境、歴

史文化遺産の保全と活用 

・整備済の公園、県立自然公園等の保

全 

・地域の実情に応じた身近な公園の整

備 

・公園における防災機能の充実 

・緑と水等のネットワーク化 

・愛知川等の河川改修の推進、公共下

水道の整備推進 

 

暮らし ・主な公共公益施設等を以下に示す。施設は支所付近に比較

的集積している。 

（主な公共公益施設） 

 ・愛東：愛東支所、愛東公民館、愛東福祉センターじゅぴ

あ、あいとうマーガレットステーション、愛東図

書館、あいとうエコプラザ菜の花館 

・湖東：湖東支所、湖東公民館、湖東福祉センター、湖東

味咲館（湖東直売所）、湖東図書館、湖東歴史民俗

資料館、湖東体育館、ひばり公園、みすまの館、

探検の殿堂 

（保健・医療施設） 

 ・近江温泉病院、愛東保健センター、あいとう診療所、湖

東記念病院、湖東保健センター、湖東診療所 

（高齢者保健福祉計画 日常生活圏） 

 ・愛東、湖東  

（防災） 

 ・愛知郡広域行政組合消防本部、愛東出張所、消防団分団

（愛東地区２、湖東地区２） 

・支所付近における身近な都市機能の

充実 

・地域のコミュニティ活動の中心であ

る公民館の有効活用 

・病院の連携による地域医療体制の充

実 

・地域の防災体制の強化 
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(2) 将来構想 

 ①地域づくりの理念と目標 

《理念》  心落ち着く田園のまち 湖東 

～豊かな自然と地域資源を活かした活気あるまち～ 

  《目標》 

◆美しい田園風景と鈴鹿山系の自然を将来に繋げていこう。 

       ・地域に広がる優良農地は集落地と調和を図りながら保全に努めます。また、豊かな鈴鹿山系の

自然や百済寺等の歴史文化遺産についても保全に努めます。 

 

◆農村集落の特性を活かし、心落ち着き住み続けられるまちづくりを進めよう。 

  ・伝統的農村集落（惣村集落）の形態や生活様式、コミュニティを維持しつつ、安心・安全で心

落ち着くふるさとづくりを進めます。 

 

◆地域資源、社会ストックを活かすとともに多彩な交流を育み、地域の活性化を目指そう。 

  ・あいとうマーガレットステーション、菜の花エコプロジェクトの取り組みや既設の公共公益施

設、道路・公園等の社会ストックを活かしながら地域の活性化を図ります。 

 

 ②将来構想 概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 凡    例 

     都市拠点（八日市地域）

     地域拠点 

     コミュニティ拠点 
         (公民館) 

産業誘導エリア 

     歴史文化創造エリア 

     田園都市ゾーン 

     森林＜緑の環境軸＞ 

     河川＜河川環境軸＞ 

     鉄道 

広域交流軸 

     地域交流軸  

     県道等 
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③地域づくりの方針                ●は当該地域固有の特徴的な方針・取り組み 

区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

①地域拠点 

 ●湖東支所、愛東支所付近は「地域拠点」として位置づけ、

行政サービス機能、近隣商業機能等身近な都市機能を充実

 ●あいとうマーガレットステーション、あいとうエコプラザ

菜の花館、湖東味咲館を核に活性化 

●マーガレットステーション、あいと

うエコプラザ菜の花館、湖東味咲

館、探検の殿堂をもっと活用しよう

○地元でもっと買物をしよう 

②産業誘導エリア 

 ●まとまった既存工業地は周辺の環境に配慮しつつ、<仮称>

湖東三山スマート IC 整備のインパクト、八日市 IC への近

接性を活用し工業の活性化を推進、また地域と調和した地

域産業の振興・育成と新たな産業活動を展開 

 ○産業立地条件の向上を図るとともに、企業誘致を推進 

 ○工場緑化等市街地の緑化推進 

 

○交通条件を活用した適切な土地利

用を検討しよう 

○農・商・工が連携した新しい産業を

検討しよう 

○地域活動等において企業と交流し

よう 

 

③歴史文化創造エリア 

 ●古刹百済寺をはじめ歴史文化遺産は周辺景観も含め保全

を図るとともに、観光交流へ活用 

 ○歩行者・自転車ネットワークを形成し、観光地の回遊性向

上 

 ○観光客の利便性の向上を図るため、駐車場や案内板等の整

備を推進 

○歴史文化をより深く理解し保存・活

用する活動をしよう 

○観光ルートを開発し観光マップを

作成しよう 

○観光客へのもてなしの心を育もう 

○イベントを企画運営しよう 

④田園都市ゾーン 

 ○良好な住宅地・集落地は維持・保全、また生活基盤となる

集落内の道路や公園等の整備、コミュニティ施設の整備及

び防災性の向上等により、定住できる環境づくりを推進 

 ○農業生産基盤の整備された優良農地については、農業振興

地域整備計画に合わせ、集落地と調和を図りながら今後と

も積極的に保全 

 ○農業施策と連携しながら、田園風景の保全・活用、また田

園風景と調和した建築物や工作物の景観保全ルールを充

実、特に伝統的農村集落（惣村集落）の景観に調和した景

観保全ルールを充実  

 ●(県)湖東八日市線等主要幹線道路沿道、<仮称>湖東三山ス

マート IC 周辺等において開発ポテンシャルの高いエリア

においては、計画的に土地利用の規制・誘導 

 ○新規就農・定住のための住宅建築、雇用の場の創出、交流

の場（市民農園、グリーンツーリズム・農家民宿等）の創

出等地域の活性化に資する土地利用については、周辺環境

と調整しつつ必要な整備を推進 

○増加しつつある空き家については、空き家情報をデータベ

ース化し持ち主と入居希望者とのマッチングを支援する

など移住や交流等地域の活性化の資源として有効活用 

●用途地域指定や地区計画制度の活

用、特定用途制限地域の指定を検討

しよう 

○優良農地の維持と多面的な活用、

農・商・工の連携を検討しよう 

○特産品を開発しよう 

●地産地消に努めよう、マーガレット

ステーション・湖東味咲館をもっと

活用しよう 

○農業の担い手を育成しよう 

○グリーンツーリズム・農家民宿を推

進しよう、市民農園としての活用を

検討しよう、農産物を通して交流し

よう 

○耕作放棄地をなくそう、みんなで田

園景観を守ろう 

○休耕田、耕作放棄地に花を植えよう

○空き家・空き農地を有効活用しよう

 

土地

利用 

 

⑤森林ゾーン 

 ●鈴鹿山系の森林は、百済寺等の歴史的文化遺産とともに保

全、また、琵琶湖の水を育む水源のかん養や自然災害の防

止、地球温暖化防止といった多様な機能を保持するため、

森林・林業施策を積極的に進め、豊かな森林の保全を推進

●森林の持つ保健休養機能を活用した交流の場（グリーンツ

ーリズム等）の整備 

 ●鈴鹿山系の自然景観を保全するルールを充実 

 ●林業の再生のため、地元材や間伐材の利用促進等に資する

森林資源を保全、特に林業施策と連携し、樹林地の保全・

活用 

 ●保安林の適正な保全・管理 

○森林の機能と価値について理解を

深めよう 

○グリーンツーリズムを推進しよう 

○地元材の活用を促進しよう 
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区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

①道路ネットワーク 

 ○広域交通体系（広域交流軸）へのアクセス向上 

 ●都市拠点、副次都市拠点（ＪＲ能登川駅周辺）と結ぶ道路

ネットワークを強化 

 ○道路の段階構成を明確化 

 ○「滋賀県道路整備アクションプログラム」「東近江市道路

整備マスタープラン」に基づき整備推進 

○主要な道路は歩行者への安全対策を推進（歩道・交通安全

施設等） 

 

広域交流軸……国道 307 号、国道 307 号バイパス（計画）

地域交流軸……(主)彦根八日市甲西線、(県)雨降野今在

家八日市線、(県)湖東八日市線、(県)中

里山上日野線、(県)湖東彦根線、(県)小

田苅愛知川線、(県)湖東愛知川線、愛知

川東部新橋（計画） 等 

 

○今ある道路をうまく活用しよう 

○必要な道路は意見を集約し、整備を

要望していこう 

道路 

・ 

交通

施設 

②鉄道・バス 

 ●市民生活に密着した公共交通機関として、各種公共公益施

設の配置や施設利用を勘案し、需要に対応した効率的なコ

ミュニティバス等を運行、また、デマンド制導入の検討 

○市民自らもっと鉄道・バスを利用し

よう、そしてどうしたらよいか提案

しよう 

○ちょこっとバスを利用したイベン

トを検討しよう 

緑と水 ①環境軸の形成 

 ●愛知川・河畔林は「河川環境軸」として位置づけ、本市を

象徴する自然環境・景観として保全・整備 

②公園・緑地等の保全・整備 

 ○鎮守の森、集落周辺の平地林、草の根広場、保護樹木等の

保全 

 ●都市計画公園（ひばり公園）及び愛知川緑地の整備・保全、

滋賀県立自然公園の保全 

 ○地域の実情に応じて身近な公園の整備を推進 

③緑のネットワークの形成 

 ○「河川環境軸」、歴史文化資源、観光資源、公園・緑地、

主要な公共公益施設を結ぶ「水と緑と歴史のネットワー

ク」（歩行者・自転車ネットワーク）を形成 

○サイクリングロードの整備 

④景観形成 

 ○公共施設の緑化、民有地の緑化を推進 

 ●幹線道路沿道（国道 307 号等）においては、地域特性に配

慮した良好な沿道景観を形成 

⑤河川・下水道整備    

 ●愛知川等の河川改修を推進、改修にあたっては、多自然川

づくりを基本とした河川整備を推進 

 ●流域下水道東北部処理区の下水道整備を推進 

（自然環境について） 

 ○自然に関心を持ち、自然に親しみ、

自然を大切にしよう 

 ○自然環境を守る住民意識を啓発し

よう 

 ○里山の保全活動を推進しよう 

（公園・緑地、河川、景観等について）

 ○市民による公園・緑地の維持管理

を推進しよう 

 ○河川の美化活動を推進しよう 

 ○生け垣、花壇等の身近な緑化を推

進しよう、まちに花を植えよう 

 ●ひばり公園をはじめ今ある公園を

もっと利用しよう 

（緑のネットワークについて） 

 ○歩行者・自転車ネットワークのル

ートの選定とマップを作成しよ

う 

 ○レンタサイクルを利用しよう 
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区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

①防災 

 ○密集市街地・集落地においては、災害時の避難地や避難経

路に配慮した道路整備、防災公園・防災拠点等の整備を推

進 

 ○避難所となる学校等公共公益施設をはじめ、建築物の耐震

改修と、浸水想定区域では耐水化を推進 

 ●備蓄倉庫、耐震性貯水槽等防災施設を充実 

 （災害用備蓄倉庫は支所等に整備） 

 ○災害に強いライフラインの整備を推進 

 ○災害・防災情報を確実に伝える情報伝達手段を確保 

○防災意識を高めるとともに住宅等

の耐震診断、耐震改修を推進しよう

○行政の防災活動に加え、自主防災活

動等、地域による防災体制を強化し

よう 

○消防署や市消防団の連携を強化し

よう  

○災害時要援護者（高齢者、障がい者

等）を把握し、支援体制を築こう 

暮らし 

②公共公益施設 

 ●公共公益施設（愛東支所、湖東支所、愛東公民館、湖東公

民館、愛東福祉センターじゅぴあ、湖東福祉センター、図

書館、あいとうマーガレットステーション、あいとうエコ

プラザ菜の花館、ひばり公園、みすまの館、湖東味咲館、

探検の殿堂等）の有効利用（維持・改善）と適切な運用 

 ○公民館を地域のコミュニティ活動の拠点として位置づけ、

活性化 

 ●市立病院、あいとう診療所、湖東診療所と国立病院機構滋

賀病院、民間病院等の機能分担・相互補完により、地域医

療体制を充実 

 ○公共公益施設、及び各公共公益施設を結ぶ経路（道路・交

通機関等）のユニバーサルデザイン化を推進 

●愛東公民館、湖東公民館を「まち育

て」の拠点として活用しよう 

○公共公益施設をもっと利用すると

ともに適切に運用しよう 

○スポーツ施設等を利用して健康づ

くりを進めよう 

○行事にもっと参加し活性化しよう 

○在宅介護、子育てサービスを支援し

よう 
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4.2.6 永源寺地域 

(1) 地域の現況と課題 

区分 地域の現況 課   題 

人口 ・永源寺地域の人口は平成 17 年国勢調査によれば、6,050 人

となっている（平成 21 年 6 月 1 日現在 6,078 人）。６地域

の中で も人口が少ない(全人口の約５％)。 

・平成 2～17 年の人口の推移を見ると 7.7％の減少となって

いる。高齢化も進展しており、老年人口構成比は 6 地域の

中で も高く 27.3％となっている（市平均 19.0％）。 

・高齢化が進展している山村集落では限界集落がみられる。

・喫緊の少子高齢化対策 

・地域特性を活かした定住魅力の増大

・山村集落の維持 

土地

利用 

 

・山林が地域の９割（約 90％）を占める。地域全域が都市計

画区域外である。 

・山林は大部分が鈴鹿国定公園に指定されている。 

・地域西部は、玉園地域、湖東地域と平地部が連担している。

平地部は集落を除き農用地が指定されている。 

・地域西部の平地部は優良農地が広がるが、国道 421 号沿道

には工業施設、青野工業団地、住宅が立地し、また永源寺

支所から永源寺にかけて比較的まとまった集落地が形成さ

れている。森林内にも山村集落が点在している。 

・空き家、耕作放棄地が増加している。 

・良好な自然環境の保全 

・国道 421 号沿道を中心に、石榑峠ト

ンネル開通のインパクトに適正に

対処した土地利用 

・工業地の環境に配慮した保全と工業

の活性化 

・良好な集落地の保全、優良農地の保

全と活用 

道路 

交通 

 

・広域幹線道路として国道 421 号が走り、三重県方面と結ん

でいる。石榑峠トンネルの整備が進められている。 

・中心市街地や繖地域（ＪＲ能登川駅）等を結ぶ道路ネット

ワークが脆弱である。 

・歩車道分離が行われていないなど安全性に欠ける道路があ

る。 

・コミュニティバス等が運行されている。 

・中心市街地や繖地域（ＪＲ能登川駅）

等を結ぶ道路ネットワークの強化 

・地域の実情にあった道路整備 

・生活道路、幹線道路における歩行者

の安全性の向上 

・コミュニティバスの需要に対応した

運行体系の検討 

緑と水 ・鈴鹿山系の森林や布引丘陵、愛知川は良好な自然環境を有

し、地域の景観を特徴づけている。 

・永源寺をはじめとする歴史文化遺産を有する。また、森林

部の川沿いにはキャンプ場が集積している。 

・草の根広場が整備されている。また、保護樹木が位置づけ

られている。 

・自然公園法特別地域（鈴鹿国定公園）、保安林が指定されて

いる。 

・愛知川等で流下能力の不足している箇所がある。 

・地域を象徴する良好な自然環境、歴

史文化遺産の保全と活用 

・整備済の公園、国定公園等の保全 

・地域の実情に応じた身近な公園の整

備 

・公園における防災機能の充実 

・緑と水等のネットワーク化 

・愛知川等の河川改修の推進 

暮らし ・主な公共公益施設等を以下に示す。 

（主な公共公益施設） 

 ・永源寺支所、鈴鹿の里コミュニティセンター（永源寺支

所政所出張所）、永源寺公民館、高齢者生活福祉センター

ゆうあいの家、永源寺地域産業振興会館、永源寺図書館、

ふるさと文化体験学習館 

（保健・医療施設） 

 ・永源寺保健センター、永源寺診療所、永源寺東部出張診

療所 

（高齢者保健福祉計画 日常生活圏） 

 ・永源寺 

（防災） 

 ・東近江行政組合消防本部 東消防出張所、消防団分団（

永源寺地区３） 

・身近な都市機能の充実 

・地域のコミュニティ活動の中心であ

る公民館の有効活用 

・病院の連携による地域医療体制の充

実 

・地域の防災体制の強化 
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(2) 将来構想 

 ①地域づくりの理念と目標 

《理念》  鈴鹿に抱かれた個性輝く里 永源寺 

～豊かな自然のなかで、誰もが笑顔で安心して暮らせるまち～ 

  《目標》 

◆鈴鹿山系の豊かな自然を保全するとともに、活力を創出する資源としてまちづくりに

活かしていこう。 

       ・地域の９割を占める豊かな森林は歴史文化遺産とともに保全に努めます。また、水源かん養機

能、保健休養機能、交流機能、木材の供給源等多様な機能が発揮できるよう活用を図ります。 

 

◆誰もが安心して住み続けられるまちづくりを進めよう。 

   ・地域の集落やコミュニティを維持するとともに、福祉・保健・医療や防災・防犯を充実し、安

心・安全に暮らせるまちづくりを進めます。 

 

◆石榑峠トンネル開通に対処した土地利用を図るとともに、新たな交流を進め地域の活

性化を目指そう。 

       ・国道 421 号沿道や平地部を中心に石榑峠トンネル開通のインパクトに適正に対処した土地利用

を誘導するとともに、交流人口を拡大し、地域の活性化を図ります。 

 

 ②将来構想 概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 凡    例 

     地域拠点 

     コミュニティ拠点 
         (公民館) 

産業誘導エリア 

     歴史文化創造エリア 

     田園都市ゾーン 

     森林＜緑の環境軸＞ 

     河川＜河川環境軸＞ 

     広域交流軸 

     地域交流軸 

県道 

永源寺地域
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③地域づくりの方針                ●は当該地域固有の特徴的な方針・取り組み 

区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

①地域拠点 

 ●永源寺支所付近は「地域拠点」として位置づけ、行政サー

ビス機能、近隣商業機能等身近な都市機能を充実 

 ○商業地においてにぎわいある良好な景観形成 

○地元でもっと買物をしよう 

②産業誘導エリア 

 ●青野工業団地は周辺の環境に配慮しながら維持 

 ○地域と調和した地域産業の振興・育成と新たな産業活動を

展開 

 ○産業立地条件の向上を図るとともに、企業誘致を推進 

 ○工場緑化等市街地の緑化推進 

○農・商・工が連携した新しい産業を

検討しよう 

○地域活動等において企業と交流し

よう 

③歴史文化創造エリア 

 ●永源寺をはじめ歴史文化遺産は周辺景観も含め保全を図

るとともに、観光交流へ活用 

 ●木地師文化発祥の地としての歴史・文化の継承と保全 

 ○歩行者・自転車ネットワークを形成し、観光地の回遊性向

上 

 ○観光客の利便性の向上を図るため、駐車場や案内板等の整

備を推進 

○歴史文化をより深く理解し保存・活

用する活動をしよう 

○もっと歴史文化遺産をＰＲしよう 

○観光ルート、散策ルートを開発し観

光マップを作成しよう 

○観光客へのもてなしの心を育もう 

○イベントを企画運営しよう 

●石榑峠トンネル開通によるインパ

クトの活かし方を考えよう 

④田園都市ゾーン 
 ○良好な住宅地・集落地は維持・保全、また生活基盤となる

集落内の道路や公園等の整備、コミュニティ施設の整備及
び防災性の向上等により、定住できる環境づくりを推進 

 ○農業生産基盤の整備された優良農地については、農業振興
地域整備計画に合わせ、集落地と調和を図りながら今後と
も積極的に保全 

 ●農業施策と連携しながら、田園風景の保全・活用、特に谷
津田や茶畑風景の保全 

 ○田園風景と調和した建築物や工作物の景観保全ルールを
充実、特に、伝統的農村集落（惣村集落）の景観に調和し
た景観保全ルールを充実 

 ●国道 421 号沿道を中心に土地利用の適正なコントロール
や景観保全を推進 

 ●新規就農・定住のための住宅建築、雇用の場の創出、交流
の場（市民農園、グリーンツーリズム・農家民宿等）の創
出等地域の活性化に資する土地利用については、周辺環境
と調整しつつ必要な整備を推進 

○増加しつつある空き家については、空き家情報をデータ 
ベース化し持ち主と入居希望者とのマッチングを支援す
るなど移住や交流等地域の活性化の資源として有効活用 

●八日市地域・湖東地域と連担する平

地部については、都市計画区域の指

定（地域特性の類似性及び激変緩和

を考慮して、湖東都市計画区域へ編

入）を検討しよう 

○優良農地の維持と多面的な活用、

農・商・工の連携を検討しよう 

○特産品を開発しよう 

○地産地消に努めよう 

○農業の担い手を育成しよう 

○グリーンツーリズム・農家民宿を推

進しよう、市民農園としての活用を

検討しよう、農産物を通して交流し

よう 

○耕作放棄地をなくそう、みんなで田

園景観を守ろう 

○休耕田、耕作放棄地に花を植えよう

●ホタルやどじょうの棲む田園環境

をつくろう 

○空き家・空き農地を有効活用しよう

土地 

利用 

 

⑤森林ゾーン 
●鈴鹿山系の森林は、永源寺等の歴史的文化遺産とともに保
全、また、琵琶湖の水を育む水源のかん養や自然災害の防
止、地球温暖化防止といった多様な機能を保持するため、
森林・林業施策を積極的に進め、豊かな森林の保全を推進

●森林の持つ保健休養機能を活用した交流の場（グリーンツ
ーリズム・農家民宿等）の整備 

●鈴鹿山系の自然景観を保全するルールを充実 
●国道 421 号沿道を中心に土地利用の適正なコントロール 
 ●山村集落を維持・保全していくとともに新しい生活スタイ

ルの創出等による原風景の保全、また、谷津田や茶畑風景
の保全 

 ○増加しつつある空き家については、移住や交流等地域の活
性化の資源として、有効活用 

 ●林業の再生のため、地元材や間伐材の利用促進等に資する
森林資源を保全、特に林業施策と連携し、樹林地の保全・
活用 

 ●保安林の適正な保全・管理 
 ●布引丘陵については「緑の環境軸」として位置づけ、本市

を象徴する自然環境・景観として保全・整備 

○森林の機能と価値について理解を

深めよう 

●国道421号沿道等において土地利用

の条例の制定を検討しよう 

○グリーンツーリズム・農家民宿を推

進しよう 

○地元材の活用を促進しよう 

●山村集落のコミュニティを維持し

よう、交流を促進しよう 

永源寺地域
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区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

①道路ネットワーク 

 ○広域交通体系（広域交流軸）へのアクセス向上 

 ●都市拠点、副次都市拠点（ＪＲ能登川駅周辺）と結ぶ道路

ネットワークを強化 

 ○道路の段階構成を明確化 

 ○「滋賀県道路整備アクションプログラム」「東近江市道路

整備マスタープラン」に基づき整備推進 

 ○主要な道路は歩行者への安全対策を推進 （歩道・交通安

全施設等） 

   

 広域交流軸……国道 421 号（石榑峠トンネルの整備推進）

   地域交流軸……愛知川左岸道路（計画(関係機関へ要望)）、

(県)中里山上日野線、(県)高木八日市線 等

 

○今ある道路をうまく活用しよう 

○必要な道路は意見を集約し、整備を

要望していこう 

●観楓期の交通渋滞の緩和策をみん

なで検討しよう 

道路 

・ 

交通

施設 

②鉄道・バス 

 ○市民生活に密着した公共交通機関として、各種公共公益施

設の配置や施設利用を勘案し、需要に対応した効率的なコ

ミュニティバス等を運行 

●デマンド制導入の検討、通学バスとの混乗の検討 

○市民自らもっと鉄道・バスを利用し

よう、そしてどうしたらよいか提案

しよう 

○ちょこっとバスを利用したイベン

トを検討しよう 

緑と水 ①環境軸の形成  

 ●布引丘陵等の里山については「緑の環境軸」、愛知川は「河

川環境軸」として位置づけ、本市を象徴する自然環境・景

観として保全・整備 

②公園・緑地等の保全・整備 

 ●鈴鹿国定公園の保全、愛知川緑地の整備・保全 

 ○草の根広場、保護樹木等の保全、また地域の実情に応じて

身近な公園の整備を推進 

③緑のネットワークの形成    

 ○「緑の環境軸」、「河川環境軸」、鈴鹿山系の森林、歴史文

化資源、観光資源、公園・緑地、主要な公共公益施設を結

ぶ「水と緑と歴史のネットワーク」（歩行者・自転車ネッ

トワーク）を形成 

○サイクリングロードの整備 

④景観形成 

 ●神崎川等の渓谷の水辺風景を保全 

 ○里山景観の保全ルールを充実すると共に、適正な維持管理 

 ○公共施設の緑化、民有地の緑化を推進 

 ●幹線道路沿道（国道 421 号等）においては、地域特性に配

慮した良好な沿道景観を形成 

⑤河川整備 

 ●愛知川等の河川改修を推進、改修にあたっては、多自然川

づくりを基本とした河川整備を推進 

（自然環境について） 

 ○自然に関心を持ち、自然に親しみ、

自然を大切にしよう 

 ○自然環境を守る住民意識を啓発し

よう 

 ○里山の保全活動を推進しよう 

（公園・緑地、河川、景観等について）

 ○市民による公園・緑地の維持管理

を推進しよう 

 ○河川の美化活動を推進しよう 

 ○生け垣、花壇等の身近な緑化を推

進しよう、まちに花を植えよう 

 ○今ある公園をもっと利用しよう 

（緑のネットワークについて） 

 ○歩行者・自転車ネットワークのル

ートの選定とマップを作成しよ

う 

 ○レンタサイクルを利用しよう 
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区分 方       針 「まち育て」への取り組み（例） 

①防災 

 ○密集市街地・集落地においては、災害時の避難地や避難経

路に配慮した道路整備、防災公園・防災拠点等の整備を推

進 

 ○避難所となる学校等公共公益施設をはじめ、建築物の耐震

改修と、浸水想定区域では耐水化を推進 

 ●備蓄倉庫、耐震性貯水槽等防災施設を充実 

 （災害用備蓄倉庫は産業振興会館等に整備） 

 ○災害に強いライフラインの整備を推進 

 ○災害・防災情報を確実に伝える情報伝達手段を確保 

 

○防災意識を高めるとともに住宅等

の耐震診断、耐震改修を推進しよう

○行政の防災活動に加え、自主防災活

動等、地域による防災体制を強化し

よう 

○消防署や市消防団の連携を強化し

よう   

○災害時要援護者（高齢者、障がい者

等）を把握し、支援体制を築こう 

暮らし 

②公共公益施設 

 ●公共公益施設（永源寺支所、政所出張所、永源寺公民館、

保健センター、福祉センター、産業振興会館、図書館、永

源寺運動公園等）の有効利用（維持・改善）と適切な運用

 ○公民館を地域のコミュニティ活動の拠点として位置づけ、

活性化 

 ●市立病院、永源寺診療所、永源寺東部出張診療所と国立病

院機構滋賀病院、民間病院等の機能分担・相互補完により、

地域医療体制を充実 

 ○公共公益施設、及び各公共公益施設を結ぶ経路（道路・交

通機関等）のユニバーサルデザイン化を推進 

●永源寺公民館を「まち育て」の拠点

として活用しよう 

○公共公益施設をもっと利用すると

ともに適切に運用しよう 

○スポーツ施設等を利用して健康づ

くりを進めよう 

○行事にもっと参加し活性化しよう 

○在宅介護、子育てサービスを支援し

よう 
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第５章 実現・推進の方策 

5.1 協働によるまちづくりの推進 

全体構想及び地域別構想で示した目標や方針を実現・推進するためには、市民がまちづくりに

関心を持ち、積極的な参画による取り組みを行っていくことが必要である。また、行政はまちづ

くりに関する情報提供やまちづくり団体への支援等を積極的に行い、市民やまちづくり団体等多

様な主体がまちづくりの担い手として活動できる環境を創出し、市民と行政の協働によるまちづ

くりを推進していく必要がある。 

 

 

(1) 市民の取り組み 

身近な地域の課題やまちづくり活動に関心を持つとともに、まちづくりの主役として様々な

まちづくり団体の活動に積極的に参加する。そして“まち育て”を実践していく。 

 

 ①まちづくり活動への参加 

・まちづくり、“まち育て”について学ぶ 

  ・各地域の「まちづくり協議会」、「自治会」や「ＮＰＯ」をはじめ様々なまちづくり活動へ

参画 

 

 ②まちづくり活動の連携 

  ・各まちづくり団体間の相互の連携を図り、より効率的、効果的にまちづくりを推進 

 

 ③「市民が担う、わたしから始める“まち育て”」の実践 

・全体構想で示される「市民が担う、わたしから始める“まち育て”」を実践 

 

 

＜まち育て＞（全体構想 再掲） 

基本方針 ●市民が担う、わたしから始める“まち育て” 

1. 地域の個性を活かして、市民やまちづくり活動が「まち育て」を推進 

 ・まちが継承してきた資源（自然、歴史文化等）や、都市施設等の既存ストック、今あるも

のを大切にする。 

  ・まちが持つ立地条件や交通条件などの可能性を活かす。 

 ・まちを住みよく、快適なところにしていく。 

 ・より良いまちにして、子どもや孫に引き継ぐ。 

  ・市民みんなで取り組む。そのために、自ら汗をかく。 

2. 各地域の「まちづくり活動」はお互いに連携  

  ・市民・行政はまちづくりに関して共通認識を構築するとともに、協働のまちづくり体制を

育成・確立し、計画づくりから施設の整備、管理に至るまで、市民が積極的・継続的に参

加するまちづくりを進める。  

 ・「まちづくり協議会」、「自治会」をはじめ様々なまちづくり活動はお互いに連携する。 

  ・各地域やまちづくり活動がお互いに助け合い、連携するバランスのとれたまちづくりを目

指す。 
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まち育ての

活動（例） 

 

 

○地域別構想＜「まち育て」への取り組み＞参照 

（例） 

・都市施設等（公園、公共施設等）の維持管理      ・集会施設の運営 

・在宅介護・子育てサービスの支援           ・環境美化 

・里山保全                      ・公共交通機関の利用促進  

・グリーンツーリズムの推進（農産物直販所の設置等） ・防災・防犯活動        

・イベントの企画運営 

 

 

 

 

 

(2) 行政の取り組み 

行政は協働によるまちづくりが円滑に進むように必要な情報の提供やまちづくり活動等の支

援、市民のまちづくりへの参画機会の充実を行う。 

また、道路や公園等の整備や土地利用の規制・誘導等について、全市的、広域的な観点から

の取り組みを行うとともに、総合的かつ効果的、計画的なまちづくりに向けて、福祉・産業・

景観・環境など他の分野や、国・県・関係機関との連携を図りながら展開する。 

 

 ①まちづくり情報の発信と共有 

  ・まちづくりへの興味や関心を高め、主体的な参加を促進するために広報活動を充実 

  ・市民、まちづくり団体と行政のまちづくり情報を共有化 

・都市マスニュースレター「結」の発行、広報、ホームページの充実、インターネット等各

種媒体の活用拡大 

 

 ②まちづくり活動等の支援 

  ・行政と市民がまちづくりについて学ぶ機会、場を充実するとともに“まち育て”を担う“ひ

と育て”を推進 

・「まちづくり協議会」、「自治会」をはじめ様々なまちづくり団体の活動の運営支援、事業実

施支援、技術支援、人的支援（まちづくりのリーダー（人材）育成、専門家の派遣） 

  ・活動拠点の機能の充実 

  

③市民のまちづくりへの参画機会の充実 

・市民が主体的にまちづくりに参画できるよう様々な機会を提供（アダプトプログラム等） 

  ・アンケート調査の実施、勉強会・ワークショップ・懇談会・シンポジウム等の開催、パブ

リックコメントの実施、行政計画の各種委員会委員の一般公募の推進 

注)「アダプトプログラム」  

・アダプトプログラムとは、市民と行政が協働で進めるまち美化プログラムのこと。企業

や地域住民などが道路や公園など一定の公共の場所の里親となり、定期的・継続的に清

掃活動を行い、行政がこれを支援する仕組み。「アダプト」とは「養子縁組する」という

意味である。 

 

 

注)「まち育て」 

・新しい開発や都市整備を進めるだけでなく、今ある資源、既存ストックをうまく活か

しながら愛着と誇りを持ってまちを育んでいく発想で、「まちづくり」より地域に住む

市民の主体性が望まれる。 
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 ④国・県、関係機関及び大学との連携、協力 

  ・国・県が所管する事業や法制度の運用については、東近江市都市計画マスタープランに基

づき調整を図り協力を要請。特に、都市計画区域の再編等について県へ要請 

  ・びわこ学院大学、滋賀大学、滋賀県立大学等と連携し、大学の持つ知的資源や人材等を活

用したまちづくりを推進 

 

 

 

5.2 各種まちづくり手法の活用 

全体構想及び地域別構想で示した目標や方針のうち、土地利用の規制・誘導、主な道路・公園

等の都市施設整備、市街地開発事業等については都市計画制度の活用を基本とするほか、建築基

準法、景観法等に基づくまちづくり手法を活用する。 

都市計画事業の実施にあたっては事業に先立って必要な都市計画の決定や見直しを行う。 

 その他、国や県の地域支援策等地域の実情にあった、新たなまちづくり手法の適用を検討する。 

 一方、市民や地域の合意による（まちづくり）条例や協定の制定・活用を検討する。 

 

 ＜都市計画法・建築基準法・景観法に基づく手法＞ 

  ・都市計画区域 

  ・区域区分（市街化区域、市街化調整区域） 

  ・地域地区（用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域等） 

  ・地区計画 

  ・建築協定 

  ・景観計画（景観形成重点地区等） 

 

 

 

5.3 計画の進行管理と見直し 

計画の実効性を高め、効果的な推進を図るため、都市計画マスタープランの全庁的な周知を図

り、今後のまちづくりの各種計画、施策に本計画の内容が確実に反映されるようにする。あわせ

て市民にも今後の都市 (まち)づくりの指針として広く周知を図る。 

 

この都市計画マスタープランは、概ね 20 年後の平成 42 年(2030)を展望しつつ、実効性のある

計画とするため 10 年後の平成 32 年(2020)を目標としている。 

社会経済情勢の変化に柔軟に対応するとともに着実な実現を図るため、概ね５年ごとに、その

内容及び達成状況について市民参加のもとフォローアップを行い、必要に応じて見直しを行う。  

また、まちづくり団体によるまちづくり活動においては、その活動状況と都市計画マスタープ

ラン地域別構想との関連を継続的にチェックしていくことが望まれる。特に地域の自立的な取り

組みが進んだ場合は地域別構想の見直しを行う。 
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資 料 都市計画マスタープランの策定経緯 

資料.1 東近江市都市計画マスタープラン策定経緯 

○有識者や市民代表者などから構成する「都市計画マスタープラン策定委員会」、市職員で構成

する「庁内ワーキング会議」を設置 

○市民の皆さんの声を聞くために「市民アンケート調査」を実施 

○市民の皆さんの考えを計画づくりに活かしていくことを目的に勉強会（「市民まちづくりフォ

ーラム」、「わがまちづくりシンポジウム」）や「地域別まちづくり懇談会」を開催 

 

＜策定体制＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
＜策定スケジュール＞ 

 策定委員会 
ワ ーキング 
グループ会議 

市民参加等 
都市マスニュー
スレター「結」 

その他 

平 

成 

20 

年 

度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1回 

7 月 22 日 

第 1回 

9 月 4日 

第 2回 

11 月 27 日 

第 2回 

1 月 14 日 

アンケート調査  

12 月 

都市計画審議会

2月 2日 第 3回 

3 月 6日 

平 
成 
20 
年 
度 

平 
成 
21 
年 
度 

現況・課題の整理 

全体構想 

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
策
定
委
員
会

庁
内
ワ
ー
キ
ン
グ
会
議
・
庁
議 

市民アンケート 

市民フォーラム 

シンポジウム 

まちづくり懇談会

パブリックコメント 

都市計画審議会

市  議  会 

都市計画マスタープラン 

地域別構想 
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 策定委員会 
ワ ーキング 
グループ会議 

市民参加等 
都市マスニュー
スレター「結」 

その他 

平 

成 

21 

年 

度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4回 

5 月 29 日 
市民まちづくり

フォーラム 

  6 月 27 日 

地域別まちづく

り懇談会 

 永源寺…7/9 

         7/21 

 玉園……7/14 

         7/30 

 繖………8/4 

         8/20 

 蒲生野…8/18 

         9/3 

 湖東……8/27 

         9/16 

 八日市…9/10 

         9/28 

第１号 

  7 月 6 日 

第２号 

  7 月 30 日 

第 5回 

7 月 31 日 
第３号 

  8 月 25 日 八日市商工会議

所常議員・議員

合同協議会 

9 月 11 日 

第 3回 

11 月 4 日 
第 6回 

11 月 13 日 

第４号 

  10 月 15 日 

わがまちづくり

シンポジウム 

  11 月 21 日 

第 7回 

1 月 29 日 

第 8回 

2 月 26 日 

パブリックコメ

ント 

3 月 5日 

～4月 2日

都市計画審議会

5月 27 日 

都市計画審議会

3月 9日 

第 4回 

2 月 23 日 

県・市関係機関

協議 
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■市民アンケート調査 

 ○実施時期：平成２０年１２月上旬 ～ 平成２０年１２月下旬 

 ○対 象 者：20 歳以上の東近江市民 3,000 票（回収 1,109 票 37.0％） 

 ○調査項目 

   1.あなたご自身について 

     ・性別、年齢、職業、居住地、居住歴、生活行動 

   2.現在の東近江市について 

     ・東近江市の印象、地区の生活環境、土地建物の変化 

   3.将来の東近江市について 

     ・将来の東近江市のイメージ、地域のイメージ、今後の土地利用のあり方、 

      土地利用のルールづくり  

   4.これからのまちづくり、景観づくりの進め方について 

   5.自由意見 

 

■市民まちづくりフォーラム 

 ○実施時期：平成２１年６月２７日（土） ９:３０～１１:３０ 

 ○場  所：五個荘福祉センター 

○参 加 者：７９人 

 ○内  容：１．開会あいさつ 

       ・東近江市長 西澤久夫 

２．趣旨説明 

       ３．講演 

・講師 滋賀県立大学人間文化学部准教授 森川  稔 さん 

         ・演題 成長から成熟へ わたしから始める まち育て 

               ～都市計画マスタープラン策定にあたって～ 

       ４．地域資源と地域の課題について 

５．講演 

・講師 びわこ学院大学教授 谷口 浩志 さん 

         ・演題 市民参加で描く地域のマスタープラン 

       ６．提案 地域別まちづくり懇談会について 

       ７．質疑応答 

       ８．閉会 

 

■都市マスニュースレター「結」 

○内  容：行政と市民を結ぶ情報紙。市民の皆さんに計画づくりから実現に向けた取り組み

に至るまで、その時々の情報を伝えるため創刊 

○発  行：不定期、不定形の発行  
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■地域別まちづくり懇談会 

 ○実績 
参加者数   

地域名 構成地区 実施日 
延べ人数 実人数 

７月  ９日 １９人1 永源寺地域 永源寺地区 

７月２１日 ２３人 ２７人 

７月１４日 ２２人2 玉園地域 玉緒地区、御園地区 

７月３０日 ３０人 ４３人 

８月  ４日 ２４人3 繖地域 五個荘地区、能登川地区

８月２０日 ４８人 ５７人 

８月１８日 ２８人4 蒲生野地域 平田地区、市辺地区、 

蒲生地区 ９月  ３日 ４０人 ４６人 

８月２７日 ８人5 湖東地域 愛東地区、湖東地区 

９月１６日 １２人 １６人 

９月１０日 ２３人6 八日市地域 建部地区、八日市地区、

中野地区、南部地区 ９月２８日 １２人 ２４人 

 合  計 ２８９人 ２１３人 

 ○内容 

  【第１回】 

    1.趣旨説明とオリエンテーション 

    2.グループでワークショップ 

      ・地域の強み（資源）と弱み（課題）の掘り起こし 

    3.発表とまとめ 

  【第２回】 

    1.第１回の振り返りとオリエンテーション 

    2.グループでワークショップ 

      ・地域の将来像と実現するための手段・方策について 

    3.発表とまとめ 

 

■わがまちづくりシンポジウム 

 ○実施時期：平成２１年１１月２１日（土） １３:３０～１６:３０ 

 ○場  所：東近江市あかね文化ホール 

○参 加 者：２１８人 

 ○内  容：１．開会 

       ２．あいさつ 

         ・東近江市長 西澤久夫 

       ３．基調講演 

・講師  造園家 桐蔭横浜大学特任教授 涌井 史郎（雅之）さん 

         ・演題 「景観とは、内発的地域づくりの決意の表情」 

       ４．パネルディスカッション 

         ・テーマ「ひと・くらし・しぜん つながる“まち育て”」 

・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  山崎 一眞 さん 滋賀大学産業共同研究センター教授 

・パネリスト  森川  稔 さん 滋賀県立大学人間文化学部准教授 

田中 敏彦 さん 八日市商工会議所会頭 

西川実佐子 さん NPO 法人 ひとまち政策研究所理事長 

向井  隆 さん 蒲生地区まちづくり協議会会長 

       ５．閉会 
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資料.2 東近江市都市計画マスタープラン策定委員会開催経緯 

開催回 開催日 議題 

第 １ 回 

平成２０年９月４日（木） 

午前９時３０分～ 

場所：本庁３Ａ会議室 

○東近江市総合計画の概要について 

○都市計画と都市計画マスタープランについて 

○東近江市の現況について 

○現地調査 

第 ２ 回 

平成２０年１１月２７日（木）

午前９時３０分～ 

場所：本庁３Ａ会議室 

○東近江市の現況の把握 

 ～地域別現況について～ 

○まちづくりの課題について 

第 ３ 回 

平成２１年３月６日（金） 

午後２時～ 

場所：東庁舎Ａ会議室 

○アンケート調査の結果報告 

○まちづくりの課題と全体構想案について 

第 ４ 回 

平成２１年５月２９日（金） 

午前９時３０分～ 

場所：東庁舎Ａ会議室 

○まちづくりの理念の設定について 

○まちづくりの目標と方針について 

○将来の都市構造について 

○都市整備の方針について 

第 ５ 回 

平成２１年７月３１日（金） 

午後３時３０分～ 

場所：議会会議室 

○まちづくりの理念の設定について 

○将来の都市構造について 

○まちづくりの目標と方針について 

第 ６ 回 

平成２１年１１月１３日（金）

午前９時３０分～ 

場所：議会会議室 

○理念・将来都市構造・目標と方針について（前

回の委員会を踏まえて） 

○都市整備の方針について 

第 ７ 回 

平成２２年１月２９日（金） 

午後１時３０分～      

場所：議会会議室  

○理念・将来都市構造・目標と方針について（前

回及び前々会の委員会を踏まえて） 

○地域別構想について 

第 ８ 回 

平成２２年２月２６日（金） 

午後１時３０分～      

場所：東庁舎Ａ会議室  

○東近江市都市計画マスタープラン（案）につい

 て 
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資料.3 東近江市都市計画マスタープラン策定委員会要綱 

 

（設置） 

第１条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２第１項に規定する都市計画に関する

基本的な方針（以下「都市計画マスタープラン」という。）を定めるため、東近江市都市計画マス

タープラン策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条  委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 都市計画マスタープランの策定に関する現状把握及び課題の整理 

(2) 都市計画マスタープランの策定に関する調査、研究及び企画立案 

(3) その他都市計画に関する必要な事項 

（組織） 

第３条  委員会は、委員２０人以内で組織する。 

２  委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 識見を有する者 

(2) 市長が必要と認める者 

(3) 公募に応じた者 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) 市職員 

（任期） 

第４条  委員の任期は、委嘱又は任命の日から平成２２年３月３１日までとする。ただし、委員が欠

けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条  委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によって定める。 

２  委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条  委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２  委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は

資料の提供を求めることができる。 

（ワーキンググループ） 

第７条  都市計画マスタープランの策定に係る調査及び研究作業を行うため、委員会に市職員で構成

するワーキンググループを置く。 

２  ワーキンググループは、別表に掲げる部署に所属する職員のうちから市長が任命する者をもって

組織する。 

３  ワーキンググループの責任者は、都市整備課長をもって充てる。 

４  ワーキンググループの責任者は、必要に応じて構成員以外の職員を出席させ、その意見を求める

ことができる。 

（庶務） 

第８条  委員会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。 

（その他） 

第９条   この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１  この告示は、平成２０年７月１日から施行する。 

（会議の招集） 

２  第６条第１項の規定にかかわらず、この告示の施行後初めて開かれる会議は、市長が招集する。 

（東近江市都市計画懇話会要綱の廃止） 

３  東近江市都市計画懇話会要綱（平成１７年東近江市告示第１８２号）は、廃止する。 

（失効） 

４  この告示は、平成２２年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

別表 

総 務 部 生活安全対策課 

企 画 部 企画課 企業立地政策課(※) 

生 活 環 境 部 生活環境課 交通政策課 

産 業 振 興 部 農林水産課 商工観光課 

都 市 整 備 部 道路河川課 住宅課 開発調整課 建築指導課 

水 道 部 下水道課 水道課 

教育委員会事務局 学校教育課 

※平成 21 年 4 月 1日から産業振興部企業立地政策課 
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資料.4 東近江市都市計画マスタープラン策定委員会 名簿 

1 号委員 山崎 一眞 ※1   滋賀大学産業共同研究センター教授 

  森川 稔   滋賀県立大学人間文化学部准教授 

  谷口 浩志   びわこ学院大学短期大学部教授 

2 号委員 田中 敏彦 ※2 八日市地区 八日市商工会議所会頭 

  小泉登喜夫 八日市地区 たてべ大凧果樹生産組合 

  久保九二雄 八日市地区 東近江救急医療事務局事務長 

  藤村 亮一 能登川地区 滋賀県建築士事務所協会会長 

  田附 弘子 能登川地区 能登川赤十字奉仕団委員長 

  外村 市郎 五個荘地区 東近江市観光協会副会長 

  岡田 文伸 蒲生地区 蒲生地区まちづくり協議会環境部会長 

  廣田 繁男 湖東地区 前ＪＡ湖東代表理事組合長 

  関 忠臣 湖東地区 前東近江市自治会連合会副会長 

  久田 幸子 永源寺地区 東近江市人権のまちづくり委員会副会長 

3 号委員 植田久米治 愛東地区 愛東地区まちづくり協議会代表 

  田中 進 永源寺地区 永源寺地区まちづくり協議会会長 

4 号委員 井上 勘治   東近江行政組合事務局長 

5 号委員 
園田  英美 

（金山 昭夫） 
  東近江市企画部長 

  居原田 善嗣   東近江市産業振興部長 

 ※1：委員長 ※2：副委員長   （   ）は前任者 
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資料.5 東近江市都市計画審議会 諮問・答申 

 

 

東 都 整 第 ３ ４ 号 

平成２２年５月２７日 

 

東近江市都市計画審議会長 様 

 

東近江市長 西澤久夫  

 

 

    東近江市都市計画マスタープランの策定について 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２に定める「市町村の都市計画に関

する基本的な方針」である東近江市都市計画マスタープラン（案）について、東近江市都市

計画審議会条例（平成１７年条例第２０３号）第２条第２号の規定に基づき諮問します。 
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東 都 計 審 第 １ 号 

平成２２年５月３１日 

 

東近江市長 西澤 久夫 様 

 

 東近江市都市計画審議会 

会 長  山﨑 一眞 

 

 

    東近江市都市計画マスタープランの策定について（答申） 

 

 平成２２年５月２７日付け、東都整第３４号で諮問された「東近江市都市計画マスタープラン

の策定について」は、当審議会で慎重に審議した結果、原案を適当と認めます。 

 なお、東近江市都市計画マスタープランに示されたまちづくりの実現のため、下記事項に留意

され、施策推進に努められるよう要望します。 

 

記 
 

１ 東近江市都市計画マスタープランを東近江市のまちづくりの総合的･長期的な計画として、市

民・事業者・行政が共有されるよう周知するとともに、協働のまちづくりの推進に努められた

い。 

 

２ 都市計画制度や地域の実情にあったまちづくり手法を積極的に活用し、東近江市都市計画マ

スタープランの実現に努められたい。 

  なお、個別の都市計画などの実施にあたっては、地域住民との合意形成を図ったうえで進め

られたい。 

 

３ 社会経済情勢の変化により、まちづくりの方針と東近江市都市計画マスタープランとの間に

差異が生じた場合は、適宜、見直しを行われたい。 
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