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草津市立地適正化計画について （概要）

【課題】

本市の人口は現在は増加傾向にあるが、２０４０年には人口減に転じると予測され、また高齢化はすでに
進んでおり、このまま施策を講じなければ、今後、日常生活が充足できる居住環境や、都市機能を確保でき
るコンパクトな都市構造が維持できなくなる恐れがある。

【根拠法令】

都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第１項

【計画期間】

平成３０年度～平成５２年度 （２３年間）

【計画の主な内容】

・草津市の現状分析と将来見通し
・立地の適正化に関する基本的な方針
・居住誘導区域の設定
・都市機能誘導区域の設定
・誘導施設の設定
・誘導区域外での建築等の届出等
・計画の目標値の設定、計画の評価の方法 等

【目的】

将来を見据えて、日常生活が充足できる居住環境や、都市機能を確保できるコンパクトな都市構造を維持
するための対策として、立地適正化計画を策定し、居住誘導区域および都市機能誘導区域を設定して「ｺﾝﾊﾟｸ
ﾄｼﾃｨﾌﾟﾗｽﾈｯﾄﾜｰｸ」のまちづくりの実現を目指す。
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３

立地適正化計画について

・全国的に人口減少・高齢化が急速に進む中、市街地が拡散し居住が低密度化すれば、行政
サービスや学校、病院や商店等の生活に必要なサービスを維持していくことが困難になりま
す。こうした中、健康で快適な生活の確保や、財政面や経済面において持続可能な都市経営
を行うことが求められています。
・このような背景を踏まえ、都市再生特別措置法が一部改正（平成２６年８月施行）され、
市町村が立地適正化計画を策定できることとなりました。
・立地適正化計画とは、「コンパクトシティ＋ネットワーク」の考え方のもと、都市全体の
構造を見渡し、住宅と医療・福祉・商業等の様々な暮らしに必要な施設の緩やかな誘導を図
るとともに、公共交通と連携したまちづくりを行うことで、コンパクトなまちづくりを推進
する計画です。
・国においても、市町村のコンパクトシティの形成に向けた取組みを推進するため、立地適
正化計画に係る予算上の支援措置を行っています（交付金の嵩上げなど）。

（出典 国土交通省）



草津市の立地適正化計画策定の考え方

一般的な自治体
（人口減少中）

草津市
（人口増加中）

課題

すでに人口減少が進行しており、施策を講じなけ

れば、市街地が低密度化し、日常生活が充足できる

居住環境や、都市機能を確保できるコンパクトな都

市構造が維持できなくなる。

人口は現在は増加傾向にあるものの、２０４０年に

は人口減少に転じると予測されており、このまま施策

を講じなければ、人口減少局面において、市街地が低

密度化し、日常生活が充足できる居住環境や、都市機

能を確保できるコンパクトな都市構造が維持できなく

なる恐れがある。

目的

人口減少の課題に対応するため、日常生活が充

足できる居住環境や、都市機能を確保できるコン

パクトな都市構造を維持するための対策として、

立地適正化計画を策定する。

人口減少局面を見据えて、日常生活が充足できる

居住環境や、都市機能を確保できるコンパクトな都

市構造を維持するための対策として、立地適正化計

画を策定する。

居住誘導
区域

人口減少が進行する中、現在の市街化区域内の

人口密度を維持するため、居住誘導区域を設定す

る。

人口減少局面を見据えて、現在の市街化区域内の

人口密度を高め、人口減少局面においても市街化区

域内の人口密度を維持できるよう、居住誘導区域を

設定する。

都市機能
誘導区域

・
誘導施設

人口減少が進行する中、駅周辺の都市機能の立

地が減少傾向にあることから、不足した都市機能

の立地を誘導するため、都市機能誘導区域および

誘導施設を設定する。

人口減少局面を見据えて、駅周辺の都市機能を維

持・確保するため、都市機能誘導区域および誘導施

設を設定する。

４



草津市立地適正化計画のこれまでの取組みと今後の計画

【平成２９年度】 立地適正化計画の策定

平成２８年度の内部検討した計画内容を関係部局

と調整のうえさらに精査し、議会等への中間報告、

パブリックコメント・説明会の実施、都市計画審議

会への意見聴取を経て計画の公表を行なう。

【平成２７年度】 基礎調査を実施

人口、土地利用、都市機能、生活利便性等の現状を

分析し、将来の居住環境、都市機能の立地確保等につ

いての検討を行い、計画の策定に向けての基礎資料を

作成した。

５

【平成２８年度】 立地適正化計画の内容を検討

平成２７年度の基礎調査の基礎資料をもとに、立地

適正化計画に関する基本的な方針、居住誘導区域、都

市機能誘導区域などの案を内部検討した。

（出典：立地適正化計画作成の手引き（国土交通省））



基礎調査の結果（人口推移）

将来の課題と対応

・将来の人口減少を見据えて、日常生活が充足できる居住環境や都市機能を確保できるコンパクトな都市構造を維持することが

必要である。

（出典：国立社会保障・人口問題研究所（社人研）将来推計人口、草津市人口ビジョン）

６

将来人口
・2010年 約13.1万人 ⇒ 2030年～2040年 約14.5万人

⇒ 2060年 約14.0万人



基礎調査の結果（人口密度）

4

将来の課題と対応

・良好な市街地を形成するため、市街化区域において居住誘導区域を設定し、緩やかな居住を誘導を図ることにより、人口密度の

低下を抑える必要があります。
７



基礎調査の結果（高齢化率）

4

将来の課題と対応

・高齢化率の上昇を見据えた公共交通ネットワークの再編が必要である。

・地域包括ケアシステムを基盤とし、高齢者の住環境を支えるための幅広いサービスの提供が必要である。
８



誘導区域の検討（居住誘導区域（案））

９

居住誘導区域とは

人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニ

ティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域であり、市街化区域内に設定します。

＜ 居住誘導区域の基本要件（案） ＞

ア 将来的な人口密度を維持できる区域

人口密度40人/ｈａを割り込むことのないと推定される区域

イ 公共交通網でカバーできる区域

駅まで１km・バス停まで概ね300m圏内の区域

ウ 居住誘導にふさわしくない区域（除外区域）

都市計画法の用途地域のうち、工業地域・工業専用地域、また、大学キャンパス、エリアの大部分が

商業施設である区域、びわこ文化公園区域内の公共施設エリア等

エ 法令等で含まれないこととされている区域（除外区域）

土砂災害防止法に規定する土砂災害警戒区域

草津市における居住誘導区域の設定方針（案）

草津市では、将来の人口や土地利用の動向をもとに、以下の要件を基本とした居住誘導区域を設定します



誘導区域の検討（都市機能誘導区域（案））

都市機能誘導区域とは

都市機能誘導区域とは、医療、福祉、商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し、集約するこ

とにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。

医療・福祉・子育て支援・商業といった民間の生活サービス施設の立地に焦点が当てられる中では、これら

の施設を区域内にいかに誘導するか、また、区域内の施設の立地をいかに維持するかが重要となります。

１０

草津市における都市機能誘導区域の設定方針（案）

草津市では、以下の要件を基本として、草津駅および南草津駅の２駅を中心に都市機能誘導区域を設定します。

＜都市機能誘導区域の基本要件（案）＞

ア 駅から概ね1km圏内かつ居住誘導区域内を対象とした区域の設定

草津駅および南草津駅から概ね1km圏内の居住誘導区域を対象とします。

イ 関連計画と整合した区域の設定

草津駅を中心とした都市機能誘導区域は、原則、草津市中心市街地活化基本計画の中心市街地活性化区域とします。

ウ 用途地域の指定状況および市街地形成の状況を勘案した区域の設定

南草津駅を中心とした都市機能誘導区域は、駅を中心とした基本要件アの範囲であっても、住居専用地域の範囲は対象外とします。

また、住居地域であっても既に住宅が集中している範囲は対象外とします。
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草津市版地域再生計画について （概要）

【課題】

市街化調整区域の各地域では、すでに人口減少や高齢化が進行し、公共交通の減便による不便地・空白地
も拡大しており、今後、地域コミュニティの維持や生活機能の確保が困難となる恐れがある。

また、農・水産業では、生産高・漁獲量が減少傾向にあり、後継者や担い手の不足も生じており、地域の
活力が低下しつつある。

【根拠法令】

なし （※ 国補助制度の活用を念頭におき、地域再生法第５条第１項の規定による地域再生計画の枠組みを意識しながら、草津市版地域再生

計画を策定する。）

【計画期間】

平成３０年度～平成５２年度 （２３年間） ※立地適正化計画との関連性を考慮

【計画の主な内容】

・市街化調整区域の集落地域における現状分析と将来見通し
・基本的な方針
・集落生活圏の設定
・生活拠点と交通拠点の設定
・地域資源の活用の検討
・計画の目標値の設定、計画の評価の方法 等

【目的】

市街化調整区域の集落の対策として、草津市版地域再生計画を策定し、公共交通ネットワークで結ぶ集落
生活圏（生活拠点・交通拠点の設定）を形成するとともに、地域資源を活用した産業の支援を目指す。
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草津市版地域再生計画のこれまでの取組みと今後の計画

◆ 立地適正化計画基礎調査（人口、土地利用等）

（１） 市街化調整区域における集落の課題を整理

・居住環境の課題

・地域振興の課題

【平成２７年度】立地適正化計画基礎調査を実施

将来人口、土地利用等の基礎調査を実施した結果、

市街化調整区域の集落の現状と課題が明らかになる。

（３） 集落生活圏の将来ビジョンの検討

（４） 拠点（生活・交通拠点）となる場所の検討

（５） 日常に必要な機能および公共交通ネットワークの検討

（６） 地域資源の活用方針の検討（※平成３０年度以降も継続検討）

（７） 草津市版地域再生計画（案）の作成

（８） パブリックコメントの実施

（９） 計画決定・公表

◆ 草津市版地域再生計画に基づく市街化調整区域の集落の施策検討

・ 地域資源活用の検討 など

【平成２８年度】

市街化調整区域における集落の課題を整理

市街化調整区域における集落の居住環境や地域振興

施策の課題を整理

【平成２９年度】草津市版地域再生計画の策定

平成28年度で検討した課題への対応をまとめ、市街

化調整区域の集落を対象に地元調整（今年度は３学区

を予定）を行い、議会、都市計画審議会への報告やパ

ブリックコメント・説明会の実施を経て計画の公表を

行う。

【平成３０年度】地域資源の活用の検討

平成２９年度に策定した草津市版地域再生計画に基

づき、各地域における地域資源の活用を検討

（一部の学区では、平成２９年度から地域資源の活用の検討を開始）

１３

（２） 市街化調整区域における集落の課題への対応を検討

・公共交通ネットワークで結ぶ集落生活圏の形成

・地域資源を活かした産業の支援



生活拠点を設定して集落福利施
設を誘導

集落生活圏を設定し、集落福利等施設

（教育文化施設、医療施設、福祉施設、

商業施設、地域農林水産業施設、就業の

機会の創出に資する施設等）を生活拠点

に施設誘導する。

公共交通ネットワークを形成して
地域交通拠点を設定

公共交通空白地・不便地の解消を図ると

ともに、生活拠点を交通拠点として、公共

交通の発着、乗り継ぎ機能等の整備を図る。

地域資源を活かした産業の支援

地方創生の観点から地域資源を活かした草津

ならではの産業の支援を図る。

持続可能なまちづくりの実現

１０年～２０年の長期的な展望をもって実施

地方創生制度等
を活用
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【計画の方針（案）】

立地適正化計画による居住の誘導および都市機能の集約化、また、公共交通網形成計画によ

る公共交通ネットワークの充実と合わせ、市街化調整区域の集落では、集落生活圏を形成し、中

心部と地域を結ぶ公共交通ネットワークの充実や日常生活に必要な施設の維持・誘導等に持続可

能なまちづくりを進めます。

また、地方創生の観点から地域資源を活かした草津ならではの産業の支援を図ります。

施策の柱

◎ 公共交通ネットワークで結ぶ集落生活圏の形成（生活拠点・交通拠点の設定）

◎ 地域資源を活かした産業の支援

１５



◎地域住民による集落生活圏の将来ビジョンの検討
・今後の地域の在り方について地域住民が主体的に参画し、集落生活圏の将来ビジョン
を検討します。

◎地域住民が主体となり拠点（生活・交通拠点）となる場所の検討
・ステップ１で検討した集落生活圏の将来ビジョンに基づき、「拠点となる場所」を
検討します。

ステップ２
【拠点の検討】

〔１〕地域住民による気づき
〔２〕ワークショップ等により地域住民に議論の場を設ける

〔１〕地域住民が主体となり拠点となる場所を検討する
〔２〕連携しておきたい「他の拠点等」について検討する

◎日常生活に必要な機能・サービスの維持・誘導交通ネットワークの確保
・ステップ２で検討した「拠点となる場所」に基づき、地域住民のニーズに
対応した集落福利施設の誘導や交通ネットワークの形成について検討します。

ステップ３
【生活サービスの

維持確保】

◎地域にあったコミュニティビジネスの振興、地域経済の円滑な
循環の促進（地域資源を活かした産業の支援）

ステップ４
【地域資源活用の検討】

〔１〕日常生活に必要な機能・サービス等について検討する
〔２〕交通ネットワークの形成について検討する

〔３〕地域資源を活かした産業の方針について検討する

平
成
２
９
年
度

平
成
３
０
年
度
以
降

ステップ１
【意識の喚起】

１６



ス テ ッ プ ４ の テ ー マ 《案》

◎地域にあったコミュニティビジネスの振興、地域経済の円滑な
循環の促進（地域資源を活かした産業の支援）

平
成
３
０
年
度
以
降

◆ 道の駅・常盤まちづくり

ｾﾝﾀｰの活用の検討 など

◆ 資源循環施設（ｸﾘｰﾝｾﾝ

ﾀｰ）の活用の検討 など

ステップ４
【地域資源活用の検討】

◇ 地域資源を活かしたまちづくり

◇ 産業の振興に向けた仕組みづくり

◇ 支線交通・補完交通（まめバス、地域支え合い輸送など）

全地域

共通のテーマ 《案》

各地域

個別のテーマ

《例示》 【常盤学区】

【志津学区】

◆ 新たな地域資源の発掘の

検討 など

◆ 歴史資源を活かした観光

ルートの開発の検討 など

◆ 新たな地域資源の発掘の

検討 など

◆ 草津ＰＡを活かした

連携事業の検討 など

◆ 市民農園の活用の検討

など

◆ あおばな館の活用の検討

など

◆ ハウス園芸のさらなる

活用の検討 など

【山田学区】

【笠縫学区】【志津南学区】

【老上西学区】

【笠縫東学区】【南笠東学区】

【老上学区】
３地域（山田学区、

笠縫学区、常盤学

区）は、今年度か

ら地元調整をス

タートさせる。
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草津市地域公共交通網形成計画について （概要）

【課題】

日常の移動において、マイカー依存が高いため、路線バス等の公共交通機関の利用が減少し、利用者の少
ない路線については路線の廃止や減便などにより、公共交通空白地、不便地の拡大や公共交通の利便性が低
下している。

また、主要道路等での慢性的な交通渋滞により、バスの定時性や速達性が損なわれている。

【根拠法令】

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）第５条第１項

【計画期間】

平成３０年度～平成３９年度（１０年間）

【計画の主な内容】

・地域の現況整理
・地域公共交通の現状把握
・地域公共交通に係る上位・関連計画の整理
・市民ニーズの把握
・基本的な方針及び計画目標の設定
・目標達成のための施策の設定 等

【目的】

将来を見据えた公共交通ネットワークの再編を図るために立地適正化計画（市街化区域）、地域再生計画
（市街化調整区域）と連携した地域公共交通網形成計画を策定し、各拠点を公共交通で結ぶ「ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨﾌﾟﾗｽ
ﾈｯﾄﾜｰｸ」のまちづくりの実現を目指す。
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地域公共交通網形成計画とは

草津市の公共交通路線網（H28.12現在）

上位計画・関連計画との調整及び整理

第５次草津市総合計画 (平成22年～平成32年)まちづくりの基本構想

草津市都市計画マスタープラン (平成18年～平成32年)都市づくりの基本方針

草津市都市交通マスタープラン (平成26年～平成45年)都市交通の基本方針

○ 草津市都市交通マスタープランの基本理念
誰もがいつでも安心して移動できる持続可能な交通まちづくりの実現

草津市地域公共交通網形成計画

まちづくりと連携した持続可能な公共交通網の形成に
向けて、住民・交通事業者・行政の協働・連携強化で、
多様な交通サービスが一体となって事業に取り組む 大津湖南エリア地域公共交通網

形成計画(平成30年度～)

草津市立地適正化計画
(平成30年度～)

連携

草津市版地域再生計画
(平成30年度～)

【 国の動き 】

地域公共交通の現状・問題点、課題の整理を踏まえて、公共交通ネットワーク全体を一体的に形づくり、持続させることを目的に、地域全体の公共

交通の在り方、住民・交通事業者・行政の役割を定めるため、地域公共交通網形成計画を策定できるようになりました（平成26年11月20日施行）。

【 市の動き 】

「コンパクトシティ＋ネットワークのまちづくり」の考え方に基づき、市民（地域）・事業者・行政の三者の協働、連携強化による地域の特性に応

じた、また将来を見据えた公共交通ネットワークの再編を図るため草津市地域公共交通網形成計画を策定に向けた検討を始めております。

また、策定にあたっては、「草津市立地適正化計画」「草津市版地域再生計画」「大津湖南エリア地域公共交通網形成計画」との連携を図り、まち

づくりや地域公共交通の方向性を定めた既往計画等と整合を図りながら当計画を策定する予定であります。
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草津市地域公共交通網形成計画のこれまでの取組みと今後の計画

（1） 現状整理（地域及び公共交通の現状把握、上位・関連計画の整理）

（2） ニーズの把握（市民アンケート調査の実施）

（3） 地域公共交通の課題整理

≪調査内容≫
市内在住の18歳以上の市民3,000人を対象にアンケート調査を実施（回答率 42.5％）

【平成28年度】基礎調査を実施

地域および公共交通の現状把握、生活交通に関する

市民アンケート調査、地域公共交通の課題整理等、

計画策定に係る基礎調査を実施した。

（5） 計画案のとりまとめ

（6） パブリックコメントの実施

（7） 計画決定・公表

（4） 基本方針案、目標案、施策案等の検討 【平成29年度】地域公共交通網形成計画の策定

交通関係者等で組織する草津市地域公共交通活性化

再生協議会での協議や、各交通事業者や市内事業所

へのヒアリング等も行いながら、基本方針案や目標

案、施策案の検討を行い、立地適正化計画や草津市

版地域再生計画等との整合性も図った上で計画案を

とりまとめ、パブリックコメントの実施後、同計画

を決定し、公表する。
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公共交通の状況および計画の目標
草津市の現状

草津市の課題

人口
・草津市の人口はしばらくは増加

・65歳以上の高齢化率は増加し、15歳未満は減少・横ばいとなる

交通の現状

・JRが広域の大量輸送を担っている

・草津駅、南草津駅を起終点として放射状にバス路線網を構築

・路線バスの利用者数は減少傾向

・利用者が少ない路線については路線の廃止や減便が発生

・公共交通に関する情報ツールの不足

・自動車保有台数が多く、主要道路で慢性的な渋滞が発生

・駅周辺の自転車駐車スペースが不足

・高齢者が関係する交通事故が多い

アンケート

調査

・外出の際、自動車、自転車、家族や知人による送迎も多い

・通勤はマイカー利用、通学は自転車とJRが多数を占めている

・9割の人が最寄りのバス停を把握しているにも関わらず、定期的に利用

している人は1割にも満たない

● 公共交通空白地・不便地の存在 ● 過度な自動車依存

● 公共交通の利便性の低下 ● 公共交通に関する情報提供不足

● 慢性的な交通渋滞によるバスの定時性・速達性の低下 ● 駅周辺の自転車駐車場の確保

多くの都市で見られる悪循環

負のスパイラルからの脱却のために公共交通網の整備、再生が不可欠

計画の目標

市民・事業者・行政の連携を強化し、「市民の意識改革」、「事業者の経営改善」、「効率的な行政」を図り、市民や来

訪者など誰もが安全で安心に生活できるまちの形成を目指し、効率的かつ効果的な利便性の高い持続可能な交通ネット

ワークを形成する

道路渋滞⇔道路建設⇔財政危機
中心市街地の衰退＝都市のスプロール化

公共交通の利便性
低下・衰退

自動車依存の
高まり

２２



２３

草津市地域公共交通網形成計画策定業務にかかるこれからの検討内容（案）

施策１ まちづくりと連携した交通ネットワーク

の確立

施策２ 中心部の賑わいと広域的なアクセス

向上

施策３ 公共交通を活用したまちの魅力向上

まちに愛着と誇りを抱き、地域の

維持・活性化につなぐ公共交通
基本施策２

施策２ エコ通勤の促進

施策３ 高齢者運転免許自主返納の促進

自家用車に頼らない意識を育み、健
幸で明るい未来につなぐ公共交通

基本施策３

施策１ モビリティマネジメントの実施

多様な交通手段を織りなし、

移動を円滑につなぐ公共交通
基本施策１

施策１ バスの利用環境の充実

施策２ 鉄道駅における乗継利便性の強化

施策４ 公共交通へのアクセス性の強化

施策３ 連続性のある道路環境整備

基本方針 市民(地域) ・ 交通事業者 ・ 行政とが連携、協働してつくる公共交通ネットワーク


