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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 899.1 ha

平成 24 年度　～ 平成 28 年度 平成 24 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

回 Ｈ２3 H27

人/月 Ｈ２3 H26

人/回

人

Ｈ２3 H26

回 Ｈ２3 H27

地域の「楽校」づくり事業の開催状

況

（目標③関連）

事業開催回数

地域の伝統行事や歴史資源を有志グループが発掘し、若

者、子どもたちに伝えるための「地域楽校」を開設します。ま

た、広く情報を発信することで市内外との交流や来訪者の増

加を図ります。

1回 年4回

学区防災訓練の実施状況

地域防災リーダーの養成実績

（目標②関連）

学区防災訓練の実施回数と参加自治会数及び参加

者数

地域防災リーダーの登録人数

防災機能を備えたコミュニティセンターを拠点として、防災意

識の高揚と防災組織の強化を図ります。
自治会単位で開催

地域防災リーダー　8人

年1回/学区全体/600人

地域防災リーダー　20人

子育て支援ひろばの開催状況

（目標①関連）

地域子育て支援ひろば活動の開催回数と参加者数

子育て支援等の若者の定住促進に貢献する活動の充実を

図り、人口減少に歯止めをかけます。

年10回

128人

年12回

300人

世代間交流づくり事業の開催状況

（目標①関連）

事業開催回数及び参加者数

豊富な経験を持つ高齢者から、地域の歴史、様々な人生経

験、暮らしの知恵を学ぶことで、無形の財産を次世代に引き

継ぐとともに、世代間交流を促進します。

年1回/200人の参加

年6回/延べ300人の参

加

地域に「つながり」と「出会い」を ～住民総参加のまちづくり～

　①地域交流ステーションとなる老蘇コミュニティセンターの整備

　②老蘇学区住民の１割が避難所生活を送ることを可能にするための防災設備の整備と防災組織の強化

　③中山道をキーワードにした隣接地域とのネットワークの構築と街道沿いの歴史文化の発信から生まれる他地域との交流

　④老蘇学区が地域の特色を活かし、自由な発想により事業を展開するための支援

・老蘇地域は、従来、農業を核としたまちづくりを行い、農業体験等を通じた高齢者と子どもの交流が盛んな地域でありました。また、観音正寺・奥石神社・岩戸山十三仏・中山道等の歴史的名所をはじめ、箕作山・繖山・老蘇の森・老蘇小

学校のビオトープ等の自然環境や、産業分野においては先進的な集落営農のほか、観葉植物・養鶏・養豚・老蘇たまご、マンゴー等の特産品など、様々な地域資源を有しています。また、国道８号線沿いには優良な工業団地が整備されて

おり、これらの企業との交流も行われています。こうした自然環境が地域の地形に影響をもたらし、この地域は山々と田園に囲まれた形となり、住宅地は地域の中央を通る旧中山道沿いに集中しました。その結果、特に学区の中での交流

が活発に行われてきましたが、近年では、旧中山道が通る近隣の地域との交流も生まれつつあります。

・しかし、今日の生活様式の急激な変化は、この地域においても少子高齢化、若者の流出による過疎化の進展を招き、地域の活力の低下が懸念されることとなりました。こうしたことから、平成２１年に住民主導により、現在の老蘇学区まち

づくり協議会の基盤となる『老蘇地域コミュニティセンター整備構想委員会』を立ち上げ、もう一度、自らの地域を見つめ直し、地域課題の抽出やこれからの地域のあり方を検証されることとなりました。

・また、この地域は、発生が心配される東南海南海地震・琵琶湖西岸断層帯地震の影響を大きく受け、特に鈴鹿西縁断層帯地震では、震度５強から６弱の強い揺れが想定されており、上記の地形的な要因からも地域内への防災拠点の設

置が急がれています。

・なお、この地域は、従来からの集落と新しい住宅団地が地域の中に混在しており、地域の力を発揮していくためにはこれらの交流、融合を図っていくことが求められています。なお、従来からの集落と新しい住宅団地の高齢化率は各々２

７．９％と８．０％（Ｈ２２値）であり、１０年後には各々３９．８％と１３．５％になると想定されています。こうしたことから、地域に暮らす住民が、地域の魅力を実感し、誇りと愛着を持ち、それを発信することで地域外の人々との交流を生み出

し、地域の活性化を図っていくための核となる交流ステーションの設置が望まれています。

・地域では、こうした山積する地域課題を解決するため、近江八幡市協働のまちづくり基本条例に基づき「老蘇学区まちづくり協議会」を設立し、取り組みを始めておられるところです。

・若年層の地域外への流出のほか、地域の中においては高齢化の進展や世代間の交流が希薄になり、地域の活力が失われようとしています。こうしたことから、子育て世代の住民が集いやすい場を設けることで地域への参画を促し、世

代間の「出会い」と「つながり」を創り出すことのできる拠点、更には、地域住民と来訪者との新たな「出会い」を生み、老蘇を訪れる人々に老蘇の魅力を感じてもらうことのできる場としての交流ステーションの整備が必要とされています。

・老蘇学区が有する豊かな自然や歴史文化を、地域住民が強みとして認識出来るようになるための様々な事業の展開と、それらの地域の資源を広く発信し、市内外の人々との交流を生むための仕組みづくりが必要とされています。

・地域の高齢化が進むにつれ要援護者の数も増加してくることから、地震などの災害に備え、こうした人々の受け皿となる地域の防災拠点の整備とその拠点を有機化するための仕組みづくりが必要とされています。

【老蘇学区まちづくり計画】

・交流による活気あふれるまちづくり

　　心の「つながり」、人と人の「つながり」、世代間の「つながり」、地域と地域の「つながり」の創出

・自然環境や歴史文化を活かしたまちづくり

　　旧中山道が通り同じ街道文化を持つ近隣地域との連携事業の実施

・若者も高齢者も安心して暮らせるまちづくり

　　防災組織の強化と災害時の支援ネットワークの構築及び近隣地域との防災協定の締結

【近江八幡市・安土町新市基本計画】

・自らのことは自らが治めるという、自治のあるべき姿を踏まえ、地域力を高めつつ市民主体のまちづくりを推進するため、地域単位のコミュニティ活動の充実、市民主体のまちづくりシステムの構築と活動の支援を進めます。

【近江八幡市都市計画マスタープラン】

・観音寺城跡や老蘇の森、旧中山道などの歴史資源を活用し、地域の活性化につながる基盤整備を進めます。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 滋賀県 近江八幡市 近江八幡市老蘇周辺地区

計画期間 交付期間 28



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業

整備方針2

【老蘇学区住民の１割が避難所生活を送ることを可能にするための防災設備の整備と防災組織の強化】

・学区民の約１割がコミュニティセンター及び隣接する小学校、幼稚園に避難することを想定し、救援物資やライフラインが復旧するまでの３日間

を耐えうるための、①飲料及び生活用水が自給できる井戸水浄化プラント、②生活排水の一時貯留槽、③ディーゼル発電設備、④備蓄倉庫を整

備します。

・この施設を拠点とした様々な取り組みにより、住民の防災意識の高揚と防災組織の強化を図ります。

・近隣の地域との防災協定を締結し、有事の際には相互に補完しあえる関係を築きます。

老蘇コミュニティセンター整備事業（防災設備整備事業）　≪地域生活基盤施設≫

整備方針4

【老蘇学区が地域の特色を活かし、自由な発想により事業を展開するための支援】

・老蘇学区が行政との協働により実施する、地域の歴史や文化を活かした交流事業や地域の防災力の強化を図るための事業の促進を行いま

す。

老蘇地域まちづくり活動促進事業　≪まちづくり活動推進事業≫

整備方針1

【地域交流ステーションとなる老蘇コミュニティセンターの整備】

・従来からの農村地域と新しい住宅団地とが混在する老蘇学区において、地域で採れた農作物やサークルで作った作品を相互に売買したり、文

化祭などの発表の機会を通して、これまで接点のなかった住民同士や市内外の人々との交流を図ります。

・整備に当たっては、子育て世代がまちづくりに参画しやすい環境を整えるために会議中でも子どもの遊ぶ姿を確認でるようなレイアウトにした

り、様々な団体や来訪者が自由に交流できるような井戸端的な空間を設けたりと、新しいコミュニティセンターの形を住民と行政の協働により検

討します。

・地域の歴史文化の掘りおこしと学習を行うことで学区民の心にある誇りと故郷への愛着を大きなものとし、また、それらの情報発信を行うことで

市内外の人々との新たな「出会い」を創出し、更には、ふるさと老蘇を離れた人たちの愛郷の思いをより大きなものとします。

整備方針3

【中山道をキーワードにした隣接地域とのネットワークの構築と街道沿いの歴史文化の発信から生まれる他地域との交流】

・中山道で繋がった隣接する武佐学区と馬淵学区とのネットワークを確立し、共同・同時開催のイベントを行うことで、より大きな事業効果を狙い

ます。

・これをさらに発展させることでコミュニティビジネスの可能性を模索し、雇用の創出により若年層が自分の住むまちで働くことのできる環境を整

えられるよう調査研究を行います。

老蘇コミュニティセンター整備事業　≪高次都市施設／地域交流センター≫

老蘇コミュニティセンター外周歩道整備事業　≪道路≫

中山道ネットワーク構築事業　≪事業活用調査≫



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）

基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

近江八幡市 直 50ｍ Ｈ２６ Ｈ２６ Ｈ２６ Ｈ２６ 4.0 4.0 4.0 4.0

近江八幡市 直 80ｍ Ｈ２６ Ｈ２６ Ｈ２６ Ｈ２６ 6.0 6.0 6.0 6.0

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 近江八幡市 直 １式 Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２４ Ｈ２６ 34.4 34.4 34.4 34.4

高質空間形成施設

近江八幡市 直 1166.6㎡ Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２４ Ｈ２６ 467.8 467.8 467.8 467.8

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 512.2 512.2 512.2 512.2 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

近江八幡市 直 ― Ｈ２６ Ｈ２８ Ｈ２６ Ｈ２８ 9.0 9.0 9.0 9.0

近江八幡市 直 ― Ｈ２５ Ｈ２８ Ｈ２５ Ｈ２８ 36.0 36.0 36.0 36.0

合計 45.0 45.0 45.0 45.0 …B

合計(A+B) 557.2

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

合計 0

交付限度額

細項目 うち民負担分

222.8 国費率 0.400交付対象事業費 557.2

事業

市道老蘇中央線

市道老蘇内野線

事業箇所名 規模

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

事業主体 直／間

老蘇コミュニティセンター 0.0

老蘇コミュニティセンター 0.0

住宅市街地

総合整備

事業

0.0

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

うち民負担分

地域創造

支援事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間

細項目

規模

事業活用調

査

中山道ネットワーク構築事業 老蘇周辺地区 0.0

老蘇周辺地区

0.0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名

0.0

全体事業費規模

（いずれかに○） 事業期間

道路 地方道（外周歩道整備）

高次都市施設　　【地域交流センター】

まちづくり活

動推進事業

老蘇地域まちづくり活動促進事業



市役所

安土支所

ＪＲ八幡駅

ＪＲ安土駅

安土城跡

国道８号線

武佐

馬淵

市境界線

老蘇小学校

中山道

都市再生整備計画の区域

近江八幡市老蘇周辺地区（滋賀県近江八幡市） 面積 899.1ha 区域 　老蘇学区

0m 3Km

【凡例】

近江八幡市域

都市再生整備計画区域

国道８号線

中山道



世代間交流づくり事業の開催状況 （回） 年1回／200人 （23年度） → 年6回／延べ300人 （27年度）

子育て支援ひろばの開催状況 （人／月） 年10回・128人 （23年度） → 年12回・300人 （26年度）

学区防災訓練の実施状況災地

域防災リーダーの養成状況

（人／回）

人

自治会単位で開催

リーダー：8人

（23年度） →

年1回／学区全体／600人

リーダー20人

（26年度）

地域の楽校づくり事業の開催状況 （回） 1回 （23年度） → 年4回 （27年度）

近江八幡市
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概要

ガイ ヨウ

図

ズ

目標

地域に「つながり」と「出会い」を ～住民総参加のまちづくり～

　①地域交流ステーションとなる老蘇コミュニティセンターの整備

　②老蘇学区住民の１割が避難所生活を送ることを可能にするための防災設備

　　 の整備と防災組織の強化

　③中山道をキーワードにした隣接地域とのネットワークの構築と街道沿いの歴

　　 史文化の発信から生まれる他地域との交流

　④老蘇学区が地域の特色を活かし、自由な発想により事業を展開するための

　　 支援

代表的

な指標

凡 例

計画区域

中山道

国道８号線
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