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八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会

「新市まちづくり計画」とは、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町の合

併により生まれる新市の将来ビジョンを示したもので、新しい時代にふさわしい魅力

的なまちづくりの指針となるものです。合併後10年間を計画の期間としています。

　八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会では、この計画づくり

を、住民からの公募委員を含む「新市まちづくり計画策定委員会」に付託し策定を進

めてきましたが、このたび「新市まちづくり計画（素案）」としてとりまとめました。

　今後は、この素案をもとに、さらに、住民みなさんのご意見やご提案をお聞きした

うえで、「新市まちづくり計画」として策定していくこととしています。

八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町
合併協議会だより特集号
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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。

　新市は、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。
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地域が有する自然や歴史を大切にする
まちをめざす

　新市では、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。

心の豊かさがふくらむまちをめざす

　新市は、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。

暮らしの豊かさを実感できる
まちをめざす

　新市は、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。

　八日市の市街地は、古くから市がたつ商業のまちとして

周辺から買い物客が訪れています。また、近年、五個荘の

まちなみや、マーガレットステーション、鈴鹿の山なみを

活かした自然体験施設など、地域資源を活かした取り組み

により、他地域から多くの観光客を呼んでいます。

　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。

個性ある地域の連携による交流の
まちをめざす
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市民と行政の協働によるまちづくり

新市の将来像新市の将来像
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商業や文化、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
活用を行います。

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います。

豊かな自然環境の保全を行うとともに、森林のもつ健康保養機能や観光、教育などの場としての交
流機能を高めます。
�
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。

愛知川及びその周囲において、各種の交流機能強化を図るなど、市域を貫く交流の軸づくりを進めます。

にぎわい文化創造のゾーン

歴史文化創造のゾーン

田園文化創造のゾーン

森林共生のゾーン

都市拠点

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

新市の将来人口
１００,０００

（人）

７５,７６２ ７７,３６２ ７８,３９１ ７８,８３６ ７８,５１５

人口

高齢化率

８０,０００

６０,０００

４０,０００

２０,０００

平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年

データ：国立社会保障・人口問題研究所
平成７年と１２年は実績値、平成１７年以降は推計値

３０％

２０％

１０％

０％０

新市の位置

東近江市

面積／317.57km2

（県全体の7.9％）

２３.５％
２１.０％１９.６％１８.４％１６.５％
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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
●中学校区や公民館区等新たな単位のまちづくり活動への支援
●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※1等を活用した地域情報提供の充実

1

主な取り組み

主な取り組み

主な取り組み

2

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
●環境教育の推進

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※2システムの構築
●地域新エネルギービジョン※3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

健康づくりの推進
●保健と医療、福祉の連携推進
●地域医療施設の充実
●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※4の推進

新市の施策新市の施策

　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。

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
●痴呆の早期発見・予防システムの整備、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

　地球規模の環境を認識しながら、身近な自然環境を保全し、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目指します。

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
●歩道など交通安全施設の整備
●市民相談活動の充実

　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。

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
●人権教育の推進

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
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　若い世代が家庭や子育てに夢を持ち、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。

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

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

　これまでの産業の枠を越え、地域で生産・加工・流通・販売・消費を展開する地産地消型の産業構造の構築をめざす

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

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※8の利便性の向上
●公共交通のバリアフリー※9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
●都市計画区域の設定
●地籍調査の推進
●周辺市街地の開発整備

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※5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※6構想の推進
●アグリツーリズム※7拠点の整備
●観光資源のルート化

地域の多面的機能を有する農林業の
活性化
●農業基盤の整備
●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
●森林保全事業の推進　

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

　幹線道路の整備や、公共交通ネットワークの強化を行う一方、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。また、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。

河川整備・治山対策の推進
●河川改修、新川整備
●排水対策事業
●治山、砂防事業の推進
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　住民の暮らしに対するサービスのニーズが多様化・高度化する一方、住民によるボランティアや社会的活動を積極的に行うNPOな
ど市民活動への気運が高まっています。行政とこれら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、市民とボランティア団体、NPO、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。

・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

■歳入・歳出の見通し

H14
（実績）

0

100

200

300

400

億円
【歳 入】 【歳 出】

H17
（1年目）

H21
（5年目）

H26
（10年目）

地方税
人件費

公債費

扶助費補助費

投資的経費

その他経費

地方交付税

地方債
国県支出金

その他収入

H14
（実績）

H17
（1年目）

H21
（5年目）

H26
（10年目）

　新市の財源として大きく占める地方交付税、国や県からの支出金は、今後削減されると見込まれますが、新市まちづ

くり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

計画しています。

　また、道路や学校整備などの生活を支える投資的な事業については、新市の一体性の確保や均衡ある発展を早期に実

現するため、合併特例債を活用し、合併後5年間で重点的に整備を行うこととしています。

100

200

300

400

億円

D
A
T
A

まちづくり協議会

その他
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

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

自治会

ＰＴＡ

《行 政》

《議 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

�新市の財政計画のあらまし

住民参加によるまちづくりを進めるシステム
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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

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

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、地域住民誰もが参加できる｢まちづくり協議会｣を、

住民主体で設置することを目指し、行政は必要に応じ、そ

の設置運営を支援します。

〔まちづくり協議会〕

区　　　域：地域の実情に応じたエリアとします。

運　　　営：自治会連合会を核として発足し、子ども会・

婦人会、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。�

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。

◆合併しなかった場合
　合併前の職員数がそのまま継続すると仮定しています。
◆合併した場合
　合併後の人口規模と同規模の他都市の平均職員数に削減されると仮

定しています。

人件費の削減
　合併することにより、市町長などの特別職や議員数が削減されると

ともに、職員についても約16％程度少ない人員で行政運営が可能とな

ることが予想されます。

物件費の削減
　合併当初は、電算システムの統合等臨時的な経費が支出されますが、

行政運営については、効率化を図ることができることから、物件費に

ついても右のグラフのような削減効果が期待できます。

※物件費は、消耗品や備品の購入費、電気等の光熱水費などが含まれます。合併をした場

合は、同程度の規模の自治体の物件費への移行を想定しています。

人件費のうち職員給の推移

物件費の推移
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合併による歳出削減効果

予測方法（人件費のうち職員給）
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あなたのお住まいの地域

性　別 男　・　女 年　齢 歳（ ）

□八日市市　□永源寺町　□五個荘町　

□愛東町　　□湖東町

料金受取人払

八 日 市 局
承 認

303
差出有効期間
平成　年　月
　日まで

１６ １
３０
切手をはらずに
お出し下さい。

郵 便 は が き

25 7 97 08

八日市市・永源寺町・
五個荘町・愛東町・湖東町
合併協議会

滋賀県八日市市緑町10番5号
（八日市市役所 別館内）

事務局 宛

キ
リ
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リ
線

合併しなかった場合

合併した場合

合併しなかった場合

合併した場合



2003年� 10月� 第4回合併協議会：計画素案報告

� 11月� 第5回合併協議会：計画素案修正報告　協議・確認

� 12月� シンポジウム　意見募集

�� � 第6回合併協議会：シンポジウム結果報告、住民意見報告

2004年� 1月� 住民意見募集締切

� � 第7回合併協議会：住民意見報告、計画素案修正報告・協議

� 2月� 第8回合併協議会：計画案提案

� 3月� 第9回合併協議会：計画案協議・確認

新市まちづくり計画策定にむけたスケジュール

〒527-8527 八日市市緑町10番5号 TEL 0748-24-0811   FAX 0748-20-0855

http://www.bcap.co.jp/higashiomigappei

お問い合せ先 八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会事務局

ホームページアドレス

新市の将来像（Ｐ1～2）についてのご意見・
ご提案

新市の施策（Ｐ3～4）についてのご意見・ご
提案

市民と行政の協働によるまちづくり（Ｐ5～
Ｐ6）についてのご意見・ご提案

上記以外のご意見・ご提案

　この新市まちづくり計画（素案）に対して、ご意見、

ご提案がありましたら、左のハガキを切り取りご記入

のうえ、平成16年1月16日（金）までに、お近くのポ

ストに投函してください。（切手は不要です）

その他

Q1

Q2

Q3

その他

新市の将来像についてのご意見・ご提案

新市の施策についてのご意見・ご提案

市民と行政の協働についてのご意見・ご提案

上記以外のご意見・ご提案

（予定）

キ
リ
ト
リ
線

※1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
※2リサイクル� 資源の再生利用、再生。リサイクルを進めることで資源の節約や環境汚染の防止を図る
※3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
※4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
※5コミュニティビジネス� 福祉や環境保護など地域のニーズに対応し、コミュニティに貢献する地域ビジネス
※6エコミュージアム� 地域の資源を展示物と見立て、住民主体で保全や研究を行い、まちづくりに活かす活動
※7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
※8コミュニティバス� 停留所間隔が短く、高齢者などが気軽に利用できるよう運行するバス
※9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

用
語
解
説


