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　平成17年2月11日誕生する東近江市が、能登川町及び蒲生町と
の合併に伴い、合併後のまちづくりの基本的な方針を定めるもので、
1市4町の新市まちづくり計画（平成16年3月）の趣旨・理念を基
本として策定しました。各種施策の計画的な取り組みにより、1市
2町の速やかな一体化を進め、地域の発展と住民福祉の向上を図る
ことを目指しています。�
　この概要版は、能登川町・蒲生町地域のまちづくりだけでなく、
1市2町合併後、10年間の東近江市全域のまちづくりについてご理
解いただくために作成したもので、東近江市1市4町の新市まちづ
くり計画に掲げた事業も含んでいます。�

合併建設計画とは…�

県事業の推進�
�
県事業の推進�
�

公共的施設の統廃合�
�

公共的施設の統廃合�
�
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湖東町企画財政課 〒５２７-０１１３ 湖東町大字池庄５０５ TEL ０７４９-４５-３７０２�
※東近江市合併管理室 〒５２７-８５２７ 東近江市八日市緑町１０-５  TEL ０７４８-２４-５６２５【２/１１～】�
能登川町合併推進室 〒５２１-１２９２ 能登川町大字躰光寺２６２ TEL ０７４８-４２-９９２１�
蒲生町企画課 〒５２９-１５９２ 蒲生町大字市子川原６７６ TEL ０７４８-５５-４８８１�
東近江市・能登川町・蒲生町合併検討協議会事務局�
 〒５２７-８５２７ 八日市市緑町１０-５ TEL ０７４８-２４-５６９５�
  ※東近江市八日市緑町１０-５【２/１１～】�
ホームページアドレス http://www.bcap.co.jp/higashiomigappei/hng

　合併後の東近江市のまちづくりにあたっては、県事業の重点的な
整備に向け、関係機関との協議・調整に努め、その推進を図ります。�

主な県事業等�

�

　公共的施設の統廃合と適正配置については、住民サービスの低下やサービスの急激な変化を及ぼさないよう、

地域特性や地域間バランス、さらには財政事情を考慮しながら計画的に進めていくことを基本とします。�

　市役所は、東近江市役所（合併前の八日市市役所）とし、現役場は支所として活用を図るとともに、各施設間は、

情報通信基盤によりネットワークを図り、住民サービスの地域間格差が生まれることのないよう努めます。�

　また、主な施設については、現行どおり存続することを基本としますが、同一や類似した施設等については、そ

れらを統括する機能の整備を図るとともに、機能分担やネットワーク化の推進、管理運営方法等の検討を行い、

有効に活用を図ります。�
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地域の活力を生み出すまちづくり�
�

人と環境にやさしいまちづくり�
�

市民生活、地域経済を支えるまちづくり�
�

人と環境にやさしいまちづくり�
○自然の水循環に配慮した上下水道の充実�
　・流域下水道事業�
○快適な暮らしを支える良好な住環境づくり�
　・地域用水環境整備事業�
○市民の暮らしを守る安全安心のまちづくり�
　・交通安全施設整備事業�
�
地域の活力を生み出すまちづくり�
○多面的機能を有する農林業の活性化�
　・経営体育成基盤整備事業�
　・中山間地域総合整備事業�
　・ため池等整備事業�
　・一般農道整備事業�
　・広域営農団地農道整備事業�
　・農地環境整備事業��
　・かんがい排水事業�
　・水質保全対策事業�
　・農村振興総合整備事業�
　・地域用水環境整備事業(再掲)�
　・国営かんがい排水事業(国事業)�
　・ふるさと農道緊急整備事業�
　・広域農業用水適正管理対策事業�

�
○市内道路ネットワークの充実�
　・国、県道の整備�
　　　国道421号整備事業�
　　　国道307号整備事業�
　　　国道477号整備事業�
　　　主要地方道大津能登川長浜線整備事業　他�
　・交通安全施設整備事業(再掲)�
○公共交通ネットワークの充実�
　・びわこ京阪奈線(仮称)鉄道構想の推進�
○河川整備、治山・砂防対策の推進�
　・河川の整備�
　　　愛知川改修事業�
　　　八日市新川(蛇砂川)改修事業　�
　　　日野川改修事業�
　　　大同川改修事業（能登川町域）�
　　　躰光寺川改修事業　他�
　・治山事業�
　・砂防事業�
　・急傾斜地崩壊対策事業�

市民生活、地域経済を支えるまちづくり�
�

�東近江市�

能登川町�
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�
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　合併後の東近江市は滋賀県の南東部に位置し、京

阪神と中京圏との中間にあたり、東は三重県との県境

となっています。�

　地形は東西に細長く、東に鈴鹿山系、西に琵琶湖を

抱え愛知川等の流域圏に平地や丘陵地が広がり、美し

い田園風景を形成しています。�

　総面積は約383km2（県総面積の9.5％）で高島市・

甲賀市に次いで県内3番目の大きな市となります。また、

平成12年度国勢調査人口は114,395人で、大津市・

草津市に次いで県内3位となります。�

　年齢別の人口比は、平成12年国勢

調査では、0～14歳が16.8％、65歳

以上が17.8％となっており、滋賀県全

体の平均よりも高齢化が進んでいます。�

　さらに、通勤・通学の状況について

みると、能登川町・蒲生町とも他市町

への割合で東近江市が一番となってい

ます。�

　合併後の東近江市の人口は、平成12年10月現

在（国勢調査）で114,395人となっています。今

後の人口を推計すると、平成32（2020）年頃に

ピークを迎え、その後減少傾向に転化します。�

　また、65歳以上の人口比率は、平成12年の

17.8％が、平成27（2015）年には23.2％程度

になると想定されます。�

　この計画では合併後に、地域産業の活性化や定

住化の促進策を進めることにより、合併10年後には、

おおむね120,000人になると見込んでいます。�

　新しい市のまちづくりについての意向を把握するため、東近江市・能登川町・蒲生町の住民を対象としたア

ンケートをそれぞれの市町で実施した結果は次のとおりです。�

【土地利用 地目別面積の構成比】�

【年齢階層別人口比】�

【通勤・通学の実態】�
市町名（　）数字：自市町での割合�

他市町への割合（第1位）�
他市町への割合（第2位）�資料：平成12年度国勢調査�

資料：平成12年国勢調査�

資料：平成14年度滋賀県統計書�

【新市の将来人口】�
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主要指標の見通し�主要指標の見通し�
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�
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1,342,832人�
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医療施設や救急体制の充実�
「新市まちづくり計画の策定にむけたアンケート」より�

道路整備、医療や福祉施策�
に重点をおいたまちづくりが�
望まれています。�

「将来のまちづくりに関する住民アンケート」より�

平成15年6月1市4町実施�

平成16年10月能登川町実施�

平成15年10月蒲生町実施�

雇用の安定をはじめ、�
医療や福祉施策、�
交通利便性への取り組みが�
望まれています。�

新市まちづくり計画に係わる「住民アンケート調査」より�

高齢者福祉・介護サービスの充実�

ゴミ処理やリサイクル対策の充実�

雇用対策の充実�
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�

　合併後の東近江市は、鈴鹿の山々とそれを源流とする河川、広大な田園、里
山そして琵琶湖といった豊かな自然環境とともに発展してきた地域です。�
　また、万葉のロマンや近江商人が築いたまちなみなど、各時
代の歴史資源が各地に残され、現在も生活に息づいている、奥
深い歴史と文化を有する地域です。�
　そこで、これまで守り育ててきた豊かな自然や歴史文化を、
地域固有の財産として次代へ受け継いでいく、地域らしさを大
切にするまちをめざします。�

　合併後の東近江市では、住民参加による歴史文化や環境、福祉分野などの特色
あるまちづくり活動や生涯学習活動などが積極的に取り組まれており、多様な価
値観に応じた自己実現を図る機会が拡大しています。�
　そこで、このような市民自らの手による多様な取り
組みを支援することにより、安心な暮らしの中で、市
民一人ひとりが輝き、多様なライフスタイルが実現で
きる、心の豊かさがふくらむまちをめざします。�

　合併後の東近江市は、多くの企業が立地したことや、地域商業が確立してきた
ことなどから、働く場や買い物、学ぶ場などが地域内で一定完結する自立した都
市圏域を形成しています。�

　このような都市的な環境が整っている一方、身近に自
然が広がり、ゆとりとやすらぎのある暮らしを送ること
のできる地域でもあります。�
　そこで、この豊かな自然環境の中で、産業の活性化や
生活基盤の整備などを図り、市民ニーズに対応した都市
機能をバランスよく配置することで、市民の暮らしを支え、
豊かさを実感できる、住み続けたいまちをめざします。�

　合併後の東近江市は、道路やJRの交通条件や地域の自然資源・歴史資源などを

活かし、地域それぞれに個性的なまちづくりを進め、にぎわいを生み出しています。�

　そこで、これらの個性あるまちづくりを、交

通基盤や情報基盤の整備によって地域間の連携

を強め、多彩で魅力的なものに高め、市民交流

や国内外の人々との交流によるにぎわいのある

まちをめざします。�
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　市民一人ひとりが活き活きとし、暮らし続けたいまちを創っていくためには、環境、教育、文化、福祉な

どの充実にとどまらず、市民が自分の暮らすまちに誇りを持ち、責任を持って積極的にまちづくりに参加す

ることが必要です。�

　そこで、これからのまちづくりにおいては、市民と行政が役割分担しながら、一緒にまちづくりを進める�

“市民と行政の協働（パートナーシップ）”を基本的な考え方とします。�

地域が有する自然や歴史を大切にするまちをめざす�
�

暮らしの豊かさを実感できるまちをめざす�
�

心の豊かさがふくらむまちをめざす�

●市民主体のまちづくり自治システムの構築�
●地域の一体感を生む市民間交流の推進�
●多様な交流活動の展開�
●お互いを認め合う人権尊重のまちづくり�
●一人ひとりが輝く男女共同参画社会の実現�
�
●豊かな自然環境の保全と活用�
●環境にやさしい循環型社会の構築�
●自然の水循環に配慮した上下水道の充実�
●快適な暮らしを支える良好な住環境づくり�
●市民の暮らしを守る安全安心のまちづくり�
�
●健康づくりの推進�
●互いに支える地域福祉の充実�
●高齢者福祉の充実�
●障害者（児）福祉の充実�
�
●安心して子どもを産み・育てられる環境づくり�
●子どもの教育環境の充実と青少年の健全育成�
●生涯にわたる学習機会の充実�
●地域文化の保存・継承・創造�
�
●新産業の育成と既存産業の活性化�
●地域資源を活かした観光交流産業づくり�
●多面的機能を有する農林業の活性化�
●にぎわいを生む地域商業の活性化�
�
●市内道路ネットワークの充実�
●公共交通ネットワークの充実�
●情報基盤の拡充�
●計画的な土地利用・基盤整備の推進�
●河川整備、治山・砂防対策の推進�

住民が主役となる�
まちづくり�

�

人と環境にやさしい�
まちづくり�

�

だれもが笑顔で�
暮らせるまちづくり�

�

次代を担う人材を育む�
まちづくり�

�

地域の活力を生み出す�
まちづくり�

�

市民生活、地域経済を�
支えるまちづくり�

�
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�

個性ある地域の連携による交流のまちをめざす�
�

新市と2町の将来像�新市と2町の将来像� まちづくりの基本的な方向�まちづくりの基本的な方向�
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にぎわい文化創造のゾーン�

歴史文化創造のゾーン�

自然居住文化創造のゾーン�

森林共生のゾーン�

都市拠点�

広域交流図�

地域拠点�

国土連携軸�

都市間交流軸�

地域間交流軸�

自然と文化の交流軸�

商業・文化・住宅など、中心市街地としての各種の専門的な機
能の強化を図り、にぎわいの創出に努めるゾーンです。�

行政総合拠点のほか、商業集積拠点や交通ターミナル拠点など、
総合的な都市生活機能の拠点を形成します。�

各地域における市民サービスや市民活動の拠点を形成します。�

京阪神・中京都市圏といった大都市部との連携や交流を充実し
ます。�

近隣都市圏や周辺市町との連携、交流を高め、利便性の向上や
地域の魅力の発信を図る軸の強化を進めます。�

市域内の各地域の歴史文化資源などの連携や人々の交流を高め、
一体感の醸成や地域活性化を図る軸の強化を進めます。�

愛知川およびその周囲において、各種の交流機能の強化を図る
など、市域を貫く交流の軸づくりを進めます。�

歴史的建物やその周囲に広がる景観、伝統や文化を保全すると
ともに、観光交流などへの積極的な活用を行うゾーンです。�

交流文化創造のゾーン� JR能登川駅のターミナル機能を活かし、交流や商業などの機
能の創出に努めるゾーンです。�

豊かな自然環境の保全を行うとともに、森林のもつ保健休養機
能や観光、教育などの場としての交流機能を高めるゾーンです。�

湖岸共生のゾーン� 琵琶湖岸に広がる自然環境や景観の保全を行うとともに、レジ
ャーや観光などの場としての交流機能を高めるゾーンです。�

緑豊かな自然環境と共生し、新たな暮らしの文化を創出するゾ
ーンです。�

農地、農村集落といった美しい自然と調和した田園環境の整備、
保全を行うとともに、農業の高付加価値化などに向けた取り組
みを行うゾーンです。�

　湖東平野に広がる合併後の東近江市は、名神高
速道路や国道8号などの主要幹線がはしり、京都
や大阪、名古屋といった大都市圏をつなぐ国土軸
上に位置しています。�
　また、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ります。�
　今後、国道421号や第二名神高速道路の整備、
さらにびわこ京阪奈線（仮称）鉄道建設構想の推
進などにより、その立地を活かした広域連携を図
るとともに、情報発信に努め、「交流のまち東近
江市」の可能性を高めていきます。�

田園文化創造のゾーン�

新市と2町の都市構造�新市と2町の都市構造�

森林共生�
のゾーン�

歴史文化創造�
のゾーン�

交流文化創造�
のゾーン�

湖岸共生�
のゾーン�

自然居住文化創造�
のゾーン�

にぎわい文化創造�
のゾーン�

田園文化創造�
のゾーンのゾーン�

森林共生�
のゾーン�

歴史文化創造�
のゾーン�

交流文化創造�
のゾーン�

湖岸共生�
のゾーン�

自然居住文化創造�
のゾーン�

にぎわい文化創造�
のゾーン�

田園文化創造�
のゾーン�



�
市民主体のまちづくり自治システムの構築�
・コミュニティ※活動への支援�

・まちづくり協議会設置・運営の支援�

・地域活動やＮＰＯ※活動等を支援する支所機能の充実�

・まちづくり活動支援のための基金設置�

地域の一体感を生む市民間交流の推進�
・全市的イベントの創出�

・地域資源を活用した交流事業の展開�

・ケーブルテレビ※等を活用した�

　地域情報提供の充実�

多様な交流活動の展開�
・国内、国際交流の推進�

・都市と農山村交流の推進�

�

�

お互いを認め合う人権尊重のまちづくり�
・人権条例の制定�

・人権教育・啓発活動の推進と相談体制の充実�

一人ひとりが輝く男女共同参画社会の実現�
・男女共同参画計画の策定�

・男女共同参画推進のための啓発や�

　相談体制の充実�

�

主な取り組み�
�

主な取り組み�
��
豊かな自然環境の保全と活用�
・環境に配慮した基盤整備の推進�

・里山保全や河川愛護等の市民活動への支援�

・環境学習の推進�

環境にやさしい循環型社会の構築�
・環境基本条例の制定�

・資源回収リサイクル※システムの構築�

・地域新エネルギービジョン※の策定�

自然の水循環に配慮した�
上下水道の充実�
・水道水源地の保全�

・公共下水道整備事業�

・農業集落排水整備事業�

快適な暮らしを支える�
良好な住環境づくり�
・まちなみ等景観の整備�

・公園、緑地の整備�

・地域用水の活用�

・公営住宅の整備、充実�

�

市民の暮らしを守る�
安全安心のまちづくり�
・地域防災計画、水防計画の策定�

・防災センター機能の充実�

・地域防災情報ネットワークの構築�

・庁舎や学校など公共施設の耐震補強、改修�

・防犯活動や交通安全活動の充実�

・歩道や自転車道など交通安全施設の整備�

・市民相談体制の充実強化�
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　地球規模の環境を意識しながら、身近な自然環境を保全し、できる

だけ環境に負荷を与えない生活を展開するとともに、真に豊かさを実

感できる生活環境の実現をめざします。�
　住民自らが地域の歴史や伝統、文化などを再発見し、地域への誇り

や愛着を持ちながら、まちづくりの中心となって活躍するために、一

人ひとりが輝き、自らの能力を発揮する、住民が主役となるまちづく

りへの取り組みを進めます。�

※NPO 民間非営利組織。利潤追求や利益配分を行わず、自主的・自発的に活動する営利を目的としない組織・団体の総称。�
Non Profit Organization。�

※コミュニティ 地域社会、共同生活体。自治会活動など、居住地や関心をともにすることで営まれる共同体。�
※ケーブルテレビ アンテナを用いず、光ケーブルなどを通して、多様なサービス提供をする地域の有線テレビ。�
�

※リサイクル 資源の節約や環境汚染の防止のために、資源を再利用・再生すること。�
※新エネルギービジョン 太陽光や風力など、自然にやさしいエネルギー利用に向けた計画。�
�

新市と2町の施策�新市と2町の施策�

1

新

市と
2町の施策

2

新

市と
2町の施策

概要版では、合併後の東近江市の施策
や主な取り組みをご理解いただくため、
東近江市1市4町の「新市まちづくり計
画」と東近江市・能登川町・蒲生町の「合
併建設計画」の内容を合わせて戴せて
います。�



主な取り組み�
�

健康づくりの推進�
・保健、医療、福祉の連携推進�

・地域医療施設の充実と地域医療体制の検討�

・保健センター機能の強化�

互いに支える地域福祉の充実�
・地域福祉計画の策定および推進�

・地域で支えあう福祉活動への支援�

・地域福祉拠点の整備支援�

　および人材育成�

・ユニバーサルデザイン※の推進�

高齢者福祉の充実�
・高齢者の生きがい対策の推進�

・高齢者福祉施策の充実�

・認知症※（痴呆）の早期発見・予防�

システムの構築、相談体制の充実�

�

障害者（児）福祉の充実�
・障害福祉施策の充実�

・障害児通園事業施設の整備�

・障害のある高齢者への医療費助成の拡大�

�

安心して子どもを産み・�
育てられる環境づくり�

・総合的な少子化対策の推進�

・子育て支援拠点機能の充実、整備�

・乳幼児医療費助成の拡大�

・幼稚園、保育所の整備�

子どもの教育環境の充実と�
青少年の健全育成�

・小、中学校施設の計画的改築、改修�

・小、中学校情報教育環境の充実�

・青少年健全育成拠点機能の充実、整備�

生涯にわたる学習機会の充実�
・生涯学習体制の充実�

　・生涯学習・芸術文化・市民活動拠点施設整備�

　・公民館施設の整備、活動の充実�

　・図書館機能の強化�

・スポーツ・レクリエーション環境の充実�

　・総合運動公園の整備�

　・総合型地域スポーツクラブの育成、拠点整備

・生涯学習、スポーツ施設のネットワーク化�

・情報ネットワークを活用した学習メニューの提供�
�

�

�

主な取り組み�
�
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　若い世代が家庭や子育てに夢を持ち、安心して子どもを産み育てる

ことのできる環境づくりや子どもたちが将来の夢を実現できる教育環

境の整備、さらに、生涯を通した学習・スポーツ環境の充実に努め、

人材を育み、自己実現が図れるまちづくりを進めます。�

　保健・医療・福祉のそれぞれの施策間の相互連携を高め、多様化・

高度化する住民ニーズに対応していくとともに、地域の支えあいを大

切にし、安心のネットワークが広がる施策に積極的に取り組み、だれ

もが住み慣れた地域において安心して暮らせる地域社会の実現をめざ

します。�

※ユニバーサルデザイン　誰もが利用しやすい製品・施設・環境などのデザインを最初から取り入れようとする考え方。�
※認知症　不快感や侮べつ的な感じを伴い、好ましくないとして「痴呆」に替わる用語として厚生労働省が決めたもの。�

地域文化の保存・継承・創造�
・伝統的建造物の保存・整備�

・木の文化の保存・継承�

・環境文化を創造する事業の支援�

・平和祈念館（仮称）の誘致�

�

3
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　幹線道路の整備や鉄道・バスなど公共交通ネットワークの強

化を行うとともに、地域内にケーブルテレビ網を整備し、高度

情報通信基盤の充実を図ります。また、自然と共生する土地利用、

市街地整備、集落整備を計画的に進めます。�

　これまでの産業の枠を越え、地域で生産・加工・流通・販売・消費

が循環する地産地消型の産業連携をすすめるとともに、地域が有する様々

な資源の連携による、活力ある地域産業の振興を図っていきます。�

主な取り組み�
�

主な取り組み�
� �

市内道路ネットワークの充実�
・広域幹線道路の整備�

・地域内幹線道路の整備�

・生活道路の整備、改良�

・自転車を活用できる基盤整備�

公共交通ネットワークの充実�
・近江鉄道の利便性の向上�

　（駅舎改築、新駅設置等）�

・コミュニティバス※の利便性の向上�

・公共交通のバリアフリー※化の推進�

情報基盤の拡充�
・地域情報化の推進�

・ケーブルテレビ網の整備�

・電子自治体の構築�

計画的な土地利用・基盤整備の推進�
・都市計画区域設定の促進�

・地籍調査の推進�

・周辺市街地の開発整備�

・土地区画整理事業及び関連事業の検討（再掲）�

�

河川整備、治山・砂防対策の推進�
・河川改修、新川整備�
・排水対策事業�
・治山、砂防事業の推進�

�

�
新産業の育成と既存産業の活性化�
・コミュニティビジネス※への支援�

・企業活動を促す社会基盤整備�

・シルバー人材センターの機能強化�

地域資源を活かした観光交流産業づくり�
・観光・保養施設の整備�

・エコミュージアム※構想の推進�

・アグリツーリズム※拠点の整備�

・観光資源のルート化�

多面的機能を有する農林業の活性化�
・農業基盤の整備�

・国営農業水利施設新愛知川農業水利事業の推進�

・農山村基盤の整備�

・担い手農家の育成支援事業�

・環境こだわり農業の推進�

・生産物の特産品化、ブランド化�

・森林整備事業の推進　�

�
�

※コミュニティバス 停留所間隔が短く、だれもが気軽に利用できるよう運行するバス。�
※バリアフリー 誰もが支障なく利用できるよう、生活における様々な障害を取り除くこと。�
�

※コミュニティビジネス　福祉や環境保護など地域の課題に対応し、解決にあたる地域に密着した小規模のビジネス。�
※エコミュージアム 地域の資源（くらしや建物など）を展示物と見立て、住民主体で保全や研究を行うまちづくり活動。�
※アグリツーリズム 農林業体験や農村宿泊など、農山村において自然・文化・人々との交流を行う余暇活動。�
�

にぎわいを生む地域商業の活性化�
・中心市街地活性化事業�

・商店街整備�

・土地区画整理事業及び関連事業の検討�

�

�



新市と2町の財政計画のあらまし�
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・まちづくりプランづくり�
・地域の各種活動の調整�
・まつりや交流事業の実施�
・地域広報活動の実施�

人権啓発�
活動�
�

福祉の�
まちづくり�

�

交通安全�
活動�
�

文化活動�

環境美化�
活動�
�

健康スポーツ�
活動�
�

青少年育成�
活動�
�

まちづくり協議会�

�

防犯・防災�
活動�

生活改善�
活動�
�

人権啓発�
活動�
�

福祉の�
まちづくり�

�

交通安全�
活動�
�

文化活動�

環境美化�
活動�
�

健康スポーツ�
活動�
�

青少年育成�
活動�
�防犯・防災�

活動�

その他�
活動�
�

その他�
活動�
�

生活改善�
活動�
�

ボランティア�
団体・ＮＰＯ�

�

その他活動団体・�
グループ�

青少年団体�

女性団体�

子ども会�

老人会�

ＰＴＡ�

自治会�

事業執行機関�
基礎的サービスの提供�
�

民意の代表機関�

最終決定機関�

�

懇談の場�

�
（コミュニケーション）�

協議会・議会・行政の話し合い�
協議会からの提案�
事業の評価・説明�
まちづくりプランの提案・審査�
�

地
　
域
　
住
　
民�

�

　地域課題に対応したり、地域独自のまちづくりを進めるため、地域住民のだれもが参加できる｢まちづくり

協議会｣を、市民主体で設置することをめざし、行政は必要に応じ、その設置運営を支援します。�

区　　　域：地域の実情に応じたエリアとします。�

運　　　営：地区自治連合会等を核として発足し、子ども会・女性団体、老人会等に加え、個人、ボランティア

団体、地域のＮＰＯが包括的に参画し運営します。�

協議会の運営費は、構成する住民や団体からの協議費の他、事業を通じて得られる自主財源による

ものとします。�

役　　　割：従来の自治会では限界があるものの、より広がりのある範囲で取り組むことが望ましいものを、各

種団体と連携して行います。�

将来的には、地域の施設整備や運営などを、行政から事業として受託できるものとします。�

拠　　　点：支所、公民館等の既存施設を有効活用します。�

行政の関与：市はこの協議会を認定し、地域振興担当の職員が助言を行います。まちづくりのプランには一定の

助成をするとともに、発足から一定期間、運営費を支援します。��

条　　　例：市民参加のまちづくりをすすめるため、これらの取り組みをまちづくり条例※として制定をめざします。�

　平成15年度における、東近江市(1市4町)の決算額は297億円で、

2町分を加えると総額443億円になります。合併後10年間は、交付

税などの財政支援措置がありますが、予算総額は400億円弱と見込

まれ、その後段階的に支援措置等が削減されることから、早急に財政

基盤の強いまちづくりを行う必要があります。�

予算規模の概要�

　合併と同時に、2町の町長など特別職は失職し、議員数の減

が見込まれます。また、効率的な行政運営を図ることができる

ことから、職員数についても削減効果が期待できます。�

　東近江市（1市4町）においても職員数の削減途中となりま

すが、1市2町の合併によりより大きく削減することができる

と見込まれます。�

合併による人件費の削減�

地方税※�

地方交付税※�

地方債※�
国県支出金※�

その他収入�

　国の三位一体の改革により地方交付税や国や県からの支出金は今後大きく削減されると見込まれますが、

合併建設計画に基づく事業を実施するため、人件費等の歳出削減効果を反映しながら、健全な財政運営を

行うことを基本に考えています。�

　また、道路や学校整備など生活を支える投資的経費については、合併後の東近江市において、一体性の

確保や均衡ある発展を実現するため、合併特例債※を活用し、整備を行うこととしています。�

財政計画追加額�

住民参加によるまちづくりを進めるシステム�

　行政と市民の社会活動の連携を深めることにより、より高度で多様なサービスを享受できる地域をつくって

いくことが可能となります。�

　そこで、市民、ボランティア団体、NPOと行政の協働によるまちづくりを推進し、一層の市民参加を促進

するとともに、市民自らが地域を考え、行動する仕組みをつくり、住民が暮らし続けたいまちづくりを進めます。�

※国県支出金　　国や県と経費を分担し仕事をする場合や、その事務を奨励するために、国・県から市町村に交付される負担金や補助金などをいう。�
※地方債　　　　公共施設等の建設事業や災害復旧事業などの執行にあたり、資金を借り受ける借入金などをいう。�
※地方交付税　　地域によって地方税の収入額に差があるため、標準的な行政を行うための支出に比べて、地方税収入が不足する市町村に対し、その

差額を埋めるために、国にいったん集めてから交付される税をいう。�
※地方税　　　　市町村民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税の普通税や、入湯税、都市計画税の目的税をいう。�
※投資的経費　　道路、学校、庁舎など施設の新増設等の建設事業や、災害復旧のための経費をいう。�
※扶助・補助費　扶助費は生活保護法や老人福祉法などに基づき、直接支給される経費をいう。 補助費は各種団体等への負担金や補助金等をいう。�
※公債費　　　　公共施設等の建設事業や災害復旧事業などの執行にあたり、借り受けた地方債の元金および利子の償還額をいう。�
※人件費　　　　議員報酬、各種委員報酬、特別職報酬、職員給、地方公務員共済負担金、退職金などの経費をいう。�
※合併特例債　　新市建設計画に基づく事業を実施するために特例的に借り受けることができる借入金をいう。�
�

※まちづくり条例　自治体が市民の合意や協力を得ながら、良好なまちづくりを進めていくことを目的として策定する条例。市民参加のまちづくりの
理念、まちづくり協議組織の設置、協議会組織からの意見の尊重、財政的・技術的支援、計画策定への市民参加などを定める。�

新市と2町の財政計画のあらまし�市民と行政の協働によるまちづくり�市民と行政の協働によるまちづくり�
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東近江市財政計画に追加する額は次のとおりです。�



東近江市・能登川町・蒲生町合併検討協議会�

東近江市�東近江市�
ひがし� おう� み�

　平成17年2月11日誕生する東近江市が、能登川町及び蒲生町と
の合併に伴い、合併後のまちづくりの基本的な方針を定めるもので、
1市4町の新市まちづくり計画（平成16年3月）の趣旨・理念を基
本として策定しました。各種施策の計画的な取り組みにより、1市
2町の速やかな一体化を進め、地域の発展と住民福祉の向上を図る
ことを目指しています。�
　この概要版は、能登川町・蒲生町地域のまちづくりだけでなく、
1市2町合併後、10年間の東近江市全域のまちづくりについてご理
解いただくために作成したもので、東近江市1市4町の新市まちづ
くり計画に掲げた事業も含んでいます。�

合併建設計画とは…�

県事業の推進�
�
県事業の推進�
�

公共的施設の統廃合�
�

公共的施設の統廃合�
�

八日市市合併推進室 〒５２７-８５２７ 八日市市緑町１０-５ TEL ０７４８-２４-５６１０�
永源寺町総務課 〒５２７-０２３１ 永源寺町大字山上１３０３ TEL ０７４８-２７-１１２１(代)�
五個荘町総務課 〒５２９-１４９２ 五個荘町大字竜田２-３ TEL ０７４８-４８-７３０３�
愛東町合併推進室 〒５２７-０１５７ 愛東町大字下中野４３１ TEL ０７４９-４６-０２１１(代)�
湖東町企画財政課 〒５２７-０１１３ 湖東町大字池庄５０５ TEL ０７４９-４５-３７０２�
※東近江市合併管理室 〒５２７-８５２７ 東近江市八日市緑町１０-５  TEL ０７４８-２４-５６２５【２/１１～】�
能登川町合併推進室 〒５２１-１２９２ 能登川町大字躰光寺２６２ TEL ０７４８-４２-９９２１�
蒲生町企画課 〒５２９-１５９２ 蒲生町大字市子川原６７６ TEL ０７４８-５５-４８８１�
東近江市・能登川町・蒲生町合併検討協議会事務局�
 〒５２７-８５２７ 八日市市緑町１０-５ TEL ０７４８-２４-５６９５�
  ※東近江市八日市緑町１０-５【２/１１～】�
ホームページアドレス http://www.bcap.co.jp/higashiomigappei/hng

　合併後の東近江市のまちづくりにあたっては、県事業の重点的な
整備に向け、関係機関との協議・調整に努め、その推進を図ります。�

主な県事業等�

�

　公共的施設の統廃合と適正配置については、住民サービスの低下やサービスの急激な変化を及ぼさないよう、

地域特性や地域間バランス、さらには財政事情を考慮しながら計画的に進めていくことを基本とします。�

　市役所は、東近江市役所（合併前の八日市市役所）とし、現役場は支所として活用を図るとともに、各施設間は、

情報通信基盤によりネットワークを図り、住民サービスの地域間格差が生まれることのないよう努めます。�

　また、主な施設については、現行どおり存続することを基本としますが、同一や類似した施設等については、そ

れらを統括する機能の整備を図るとともに、機能分担やネットワーク化の推進、管理運営方法等の検討を行い、

有効に活用を図ります。�

お
問
い
合
わ
せ
先

�
�

地域の活力を生み出すまちづくり�
�

人と環境にやさしいまちづくり�
�

市民生活、地域経済を支えるまちづくり�
�

人と環境にやさしいまちづくり�
○自然の水循環に配慮した上下水道の充実�
　・流域下水道事業�
○快適な暮らしを支える良好な住環境づくり�
　・地域用水環境整備事業�
○市民の暮らしを守る安全安心のまちづくり�
　・交通安全施設整備事業�
�
地域の活力を生み出すまちづくり�
○多面的機能を有する農林業の活性化�
　・経営体育成基盤整備事業�
　・中山間地域総合整備事業�
　・ため池等整備事業�
　・一般農道整備事業�
　・広域営農団地農道整備事業�
　・農地環境整備事業��
　・かんがい排水事業�
　・水質保全対策事業�
　・農村振興総合整備事業�
　・地域用水環境整備事業(再掲)�
　・国営かんがい排水事業(国事業)�
　・ふるさと農道緊急整備事業�
　・広域農業用水適正管理対策事業�

�
○市内道路ネットワークの充実�
　・国、県道の整備�
　　　国道421号整備事業�
　　　国道307号整備事業�
　　　国道477号整備事業�
　　　主要地方道大津能登川長浜線整備事業　他�
　・交通安全施設整備事業(再掲)�
○公共交通ネットワークの充実�
　・びわこ京阪奈線(仮称)鉄道構想の推進�
○河川整備、治山・砂防対策の推進�
　・河川の整備�
　　　愛知川改修事業�
　　　八日市新川(蛇砂川)改修事業　�
　　　日野川改修事業�
　　　大同川改修事業（能登川町域）�
　　　躰光寺川改修事業　他�
　・治山事業�
　・砂防事業�
　・急傾斜地崩壊対策事業�

市民生活、地域経済を支えるまちづくり�
�

�東近江市�

能登川町�
蒲生町�

�
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