
≪変更の概要≫
令和4年版（2022）「滋賀県都市計画地図集」

令和３年10月現在（J21編集部調べ） 

大津湖南都市計画地区計画の決定（坂本明良通り沿道地区、坂本３～４の一部 *約 0.53ha）
大津湖南都市計画区域区分の変更 (伊香立下在地町 約 52.5ha* 市街化区域→市街化調整区域 )
大津湖南都市計画用途地域の変更 (伊香立下在地町 *第 1種低専→無指定 )
大津湖南都市計画高度地区の変更 (伊香立下在地町 *第 1種高度→無指定 )
大津湖南都市計画道路の変更（3・4・70瀬田川左岸線 *ルートの変更）
※稲津４～里４までの区域
大津湖南都市計画地区計画の変更 (松が丘東地区 約 26.3ha* 当該協定失効による再見直し )
大津湖南都市計画用途地域の変更 (伊香立下在地町 約 86ha* 第 1種低専→第2種住居 )
大津湖南都市計画高度地区の変更 (伊香立下在地町 約 86ha* 第 1種高度→第3種高度 )
大津湖南都市計画地区計画の決定（北部地域新産業拠点地区 *約 82.6ha）

03.06.22
03.03.30（県）
03.03.30
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大津湖南都市計画地区計画の決定（東海道草津宿本陣地区 約 0.42ha * 草津１・2の各一部）
大津湖南都市計画地区計画の決定（下物町地区 約 1.4ha　* 下物町 の一部）
大津湖南都市計画区域区分の変更（市街化区域編入等）
（約73ha：駒井沢、川原、下笠、矢橋、木川、西矢倉、山寺の各地区）
大津湖南都市計画用途地域の変更
（駒井沢 *近商・第1中高、川原 *第１・２中高・第1住、下笠 *第１中高・第1住、矢橋 *第１中高・近商、
　木川 *準工・近商、西矢倉 *第１中高・第１低、山寺 *準工 の各地区）
大津湖南都市計画地区計画の変更（野路西部地区 *野路町、南草津１～５の一部ほか）
大津湖南都市計画用途地域の変更（南草津２の一部 *準工→商業500/80）
大津湖南都市計画用途地域の変更（西大路町一部 *1住居→近商300/80）
大津湖南都市計画地区計画の変更（草津駅西地区 *区域内制限の変更なし）
大津湖南都市計画道路の変更（3・3・6山手幹線）（3・4・79東草津山寺線）
（3・5・202山寺辻越線）
大津湖南都市計画用途地域の変更（南草津プリムタウン地区）
大津湖南都市計画地区計画の決定（南草津プリムタウン地区 *約 30.1ｈa）
大津湖南都市計画地区計画の変更（*関係法令の改正等）
（地区名：野路東部・木川・追分丸尾・野路国道沿道・野路西部。草津西・若草）
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大津湖南都市計画地区計画の決定（市民交流ゾーン地区　約6.6ｈa * 金森町地先ほか）
大津湖南都市計画公園の変更
（5・4・301環境学習都市宣言記念公園 *環境学習都市宣言記念公園１番地の一部）
大津湖南都市計画区域区分の変更
（三宅町、石田町の一部 約 32.2ha* 市街化区域に編入、横江町の一部 約 11.9ha * 市街化区域編入）     
大津湖南都市計画用途地域の変更
（守山中、市民運動公園、立命館高など公共公益施設地区 約 32.2ha* 市街化区域編入→近商、第１住、    
　横江町の一部 約 11.9ha * 市街化区域編入→工専）     
大津湖南都市計画特別用途地区の変更
（新たに、①第１種公共公益施設特別用途地区 15.4ha* 市民ホール・立命館高中など集積、
②第２種公共公益施設特別用途地区 約 16.8ha* 守山中など）
大津湖南都市計画地区計画の決定（横江工業団地地区　約11.9ｈa * 横江町の一部）
大津湖南都市計画地区計画の変更（立田町地区　約33.0ｈa * 立田町地先）
大津湖南都市計画高度地区の決定（守山駅前中心A 約 5.34ha* 建築物高さ25m以下 ）
（守山駅前周辺Ｂ地区 約 17.36ha* 建築物高さ20m以下）（守山駅前周辺Ｃ地区 約 9.98ha* 建築物高さ20ｍ以下）
大津湖南都市計画地区計画の決定（赤野井町地区　約38.1ｈa * 赤野井町地先）
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大津湖南都市計画区域区分の変更
(北中小路、小野亥之子、小野下茂中、六地蔵　約35.3ha* 市街化調整区域→市街化区域 )
大津湖南都市計画用途地域の変更
（上砥山 *2中高→2住、北中小路→*2中高・工業、小野亥之子・小野下茂中→*2中高、六地蔵→*工専）
大津湖南都市計画地区計画の決定（北中小路工業団地 *北中小路字上八反田ほか、約13.6ha）
大津湖南都市計画公園の変更（5・5・9栗東健康運動公園 *区域面積の減少）
大津湖南都市計画道路の変更（3・3・13下笠下砥山線）（3・4・85手原中村線）
（3・3・6山手幹線）※下戸山～小野までの土地の区域
大津湖南都市計画道路の変更
（3・4・107上砥山丸山線 *一部廃止）（3・5・504下戸山灰塚線 *ルート延長）
大津湖南都市計画地区計画の決定（北中小路第2期地区 *北中小路字久保田ほか、約3.16ha）

大津湖南都市計画区域区分の変更
(三上妙光寺、西河原天皇前、西河原上ダイ、冨波、小篠原台、小南　約21.6ha* 市街化調整区域→市街化区域 )
大津湖南都市計画用途地域の変更（「市街化区域編入」/三上妙光寺 →* 近商、
西河原天皇前・西河原上ダイ・冨波→*第 2中高、小篠原台→*第 1中高・準工業、小南→*第１中高）
大津湖南都市計画地区計画の決定（西河原天皇前地区 *西河原の一部、約3.9ha）
大津湖南都市計画地区計画の決定（三上妙光寺地区 *妙光寺の一部、約4.8ha）
大津湖南都市計画地区計画の決定（西河原字上ダイ地区 *西河原の一部、約1.42ha の一部、約4.8ha）
大津湖南都市計画地区計画の決定（篠原駅前地区 *小南の一部、約0.93ha）
大津湖南都市計画道路の変更（3・2・3大津湖南幹線）*比留田  ルート変更
大津湖南都市計画地区計画の決定（小篠原地区 *篠原の一部、約0.93ha）
大津湖南都市計画地区計画の変更（ホープタウン錦の里地区 *乙窪・西河原、約4.3ha）
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近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（国道８号友定町西浦活性化地区 *友定町字西浦の一部  約 0.51ha）
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（池田本町下池田町地区 *池田本町下池田町の一部、約2.33ha）
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（県道26号多賀町樋ノ口活性化地区 *多賀町字樋ノ口の一部  約 0.47ha）
近江八幡八日市都市計画地区計画の変更（若宮町下分木地区 *若宮町字下分木の一部  約 1.45ha）
近江八幡八日市都市計画地区計画の変更（国道８号石寺松ノ木活性化地区 *安土町石寺の一部  約 1.51ha）
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（武佐町吉ヶ藪地区 *武佐町字吉ヶ藪の一部  約 0.82ha）
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（鷹飼町横八反田地区 *鷹飼町字横八反田の一部  約 0.69ha）
近江八幡八日市都市計画地区計画の変更 (国道26号西庄町沿道サービス振興地区 *西庄町の一部  約 2.28ｈa)
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（国道２号西庄字筆ノ部活性化地区 *西庄字筆ノ部の一部  約 0.55ha）
近江八幡八日市都市計画地区計画の変更（商業機能交流拠点地区 *土田町の一部  約 12.2ha）
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（小田町浦ノ田地区 *小田町字浦ノ田の一部  約 0.54ha）
近江八幡八日市都市計画区域区分の変更
(十王町、西庄、土田、小船木町、安土町下豊浦、長福寺町　約36.7ha* 市街化調整区域→市街化区域 )
近江八幡八日市都市計画の用途地域の変更（「市街化区域編入」/十王町・安土町下豊浦 →* 第 1住居、
西庄町→*第 2種住、土田町→*商業・第1中高、小船木町→*商業・第1住居、長福寺町→*工専 )
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（北里循環型生活圏整備地区 *十王町の一部 約 6.6ha）
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（国道26号西庄町沿道サービス振興地区 *西庄町の一部 約 2.28ｈa,）
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（商業機能交流拠点地区 *土田町の一部  約 12.2ha,）
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（県道２号小船木町複合拠点施設地区 *小船木町の一部 約 10.7ｈa）
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（安土循環型生活圏整備地区 *安土町下豊浦の一部  約 2.4ha）
近江八幡八日市都市計画道路の変更（3・5・103篠原駅野村線、7・6・110宮内大房線）
近江八幡八日市都市計画地区計画の変更（東町ひての木地区 *東町字ひての木の一部  約 1.82ha）
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（国道８号馬淵町下明神川活性化地区 *馬淵町字下明神川の一部  約 1.44ha）
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（若宮町下分木地区 *若宮町字下分木の一部  約 1.45ha）
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大津湖南都市計画区域区分の変更 (北山台１、夏見、朝国、石部緑台、岩根 *市街化調整区域→市街化区域 )
大津湖南都市計画用途地域の変更 (「市街化調整区域」/北山台１→*１低層、朝国→*準工、岩根→*工業、石部緑台→*工業）
大津湖南都市計画地区計画の決定（朝国地区 *朝国の一部、岩根東口地区 *岩根の一部、岩根地区 *岩根の一部）
大津湖南都市計画地区計画の変更（菩提寺北山地区 *北山台の一部）
大津湖南都市計画地区計画の変更（菩提寺イワタニランド南地区 *菩提寺地先、約2.1ha）
大津湖南都市計画道路の変更（3.6.801 石原線 *石部北2丁目地先、幅員9.5ｍ）
大津湖南都市計画交通広場の変更（3 石部駅南口駅前広場 *石部西3丁目地先、約3,600㎡）
大津湖南都市計画地区計画の決定（石部緑台地区 *石部緑台地先、約17.9ha）
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31.03.29
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近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（中小路町地区 *中小路町の一部  約 8.0ha）
近江八幡八日市都市計画区域区分の変更（①今町1・2、②佐生町ほか、③五個荘川並、④八日市清水２ほか、
⑤中小路町、⑥川合町、⑦外町　約45.1ha* 市街化編入 約 30.1ha、* 逆線引→約8.4ha）
近江八幡八日市都市計画用途地域の変更（「市街化編入」/①今町1・2→*工業・調整、②佐生町ほか 
→* 第 1住居・第２種中高、③五個荘川並→*工業、④八日市清水２ほか→*第２種中高、⑤中小路町→*近商、
⑥川合町→*工専、⑦外町→*調整区域
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（能登川東部地区 *佐生町・佐野町ほかの一部  約 12.1ha、
八日市清水二丁目小脇町地区 *清水二丁目ほかの一部  約４ha、今町地区 *今町ほかの一部  約 1.3ha、
中小路町地区 *中小路町の一部  約８ha、五個荘川並町地区 *川並町の一部　約2.3ha）
近江八幡八日市都市計画道路の変更（3・4・1近江八幡能登川線 * 一部ルート変更）
※近江八幡市野村町～大房町、東近江市能登川町
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（今崎町沿道地区 *今崎町の一部  約 3.0ha、今堀町西部地区 *今堀町の一部 約 0.6ha）
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定
（伊庭町能登川橋地区 *伊庭町の一部  約 1.4ha、蒲生工業団地 *岡本町・大塚町の一部  約 19.1ha）
近江八幡八日市都市計画地区計画の変更（蒲生大塚工業団地 *大塚町の一部  約 5.6ha） 

甲賀都市計画区域区分の変更（①甲南町竜法師、②水口町北脇 約 4.6ha* 市街化編入）
甲賀都市計画用途地域の変更（「市街化編入」/①甲南町竜法師→*近商、②水口町北脇→*準工）
甲賀都市計画地区計画の決定（竜法師地区 *甲南町竜法師の一部  約 2.5ha）
甲賀都市計画地区計画の決定（北脇地区 *水口町北脇の一部  約 2.1ha）
甲賀都市計画道路の変更（8・7・1甲南駅南北線）
甲賀都市計画用途地域の変更（①旧公立甲賀病院跡地 約 1.5ha* 第２種中高→商業、
②泉・下山 約 0.5ha* 工専→工業）

滋賀県景観計画図付録CD

31.03.29（県）
31.03.29
31.03.29
30.11.30

平成（2019）

平成（2018）

近江八幡八日市都市計画区域区分の変更（①薬師・小口地区 ②鏡地区 約 32.9ha* 市街化編入）
近江八幡八日市都市計画用途地域の変更（「市街化編入」/①薬師・小口地区→*近商、準工 ②鏡地区→*工業）
近江八幡八日市都市計画の地区計画の決定（竜王インターチェンジ周辺地区 *大字薬師ほか 約 27.8ha）
近江八幡八日市都市計画の地区計画の決定（竜王町須惠地区 *大字須惠、西川ほか 約 0.87ha）

03.06.15
31.03.29（県）

31.03.29

31.03.29
31.03.29

令和（2021）
平成（2019）

近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（西大路西地区 *西大路の一部  約 0.8ha）
近江八幡八日市都市計画区域区分の変更（①日田、②安部居、③奥野池、④北脇、
⑤野出・蓮花寺　約6.3ha* 市街化編入→約1.3ha、逆線引→約5.0ha)
近江八幡八日市都市計画用途地域の変更（「市街化編入」/①日田→*第１住・第2住、
②安部居→*工専、③奥之池→*工専、④北脇→*工業・工専、⑤野出・蓮花寺→*逆線引「調区」へ
近江八幡八日市都市計画地区計画の決定（日田西地区 *日田の一部  約 0.5ha）
近江八幡八日市都市計画地区計画の変更（北脇地区 *北脇の一部  約 5.9ha）

02.01.21（県）

02.01.21

02.01.21
30.12.04
30.05.07

令和（2020）

平成（2018）

彦根長浜都市計画道路の変更
（3・4・106彦富野良田線、3・5・109西馬場八坂線、3・4・22大藪多賀線）
※彦根市彦富町～野良田町＆彦根市八坂町～馬場２丁目＆彦根市八坂町～多賀町多賀まで
彦根長浜都市計画道路の変更（3・4・107稲部彦富線 *全線新ルート、3・5・105稲部肥田線 *一部廃止、
3・5・113稲枝西口停車場線＊ルート延長）
彦根長浜都市計画用途地域の変更（日田町の一部 *第１住→第1中高）
彦根長浜都市計画用途地域の変更（小泉町・西今町の一部 *第１住・第2中高→近商）
彦根長浜都市計画地区計画の変更（野瀬町高畦地区 *約 20.4ha、川瀬馬場町野中地区 *約 16.0ha、
彦根駅東地区 *約 17.8ha、里根・古沢地区 *14.7ha、南彦根駅南東部地区 *10.5ha)

03.04.01
02.12.25
02.10.02
02.08.28
02.05.29
30.09.28

令和（2021）
令和（2020）

平成（2018）

彦根長浜 (長浜北部 )都市計画火葬場の変更（湖北広域斎場 廃止）
彦根長浜都市計画地区計画の決定（祇園十四ハタチ地区 約 1.86ha* 祇園町字十四ほか）
彦根長浜都市計画地区計画の決定（祇園中久保地区 約 1.7ha* 祇園町字中久保ほか）
彦根長浜都市計画地区計画の変更（祇園八ノ坪地区 約 2.26ha* 区域拡大）
長浜北部都市計画特定用途制限地域の変更（地域産業誘導地区の拡大 *湖北町河毛・山脇ほか）
彦根長浜都市計画公園の変更（3・3・3長浜市中央公園の廃止）

03.09.14
02.01.24
01.09.27
31.04.12
31.04.12

令和（2021）
令和（2020）
令和（2019）
平成（2019）

彦根長浜都市計画地区計画の変更（入江丸霞地区 約 6.5ha* 入江字丸霞）
彦根長浜都市計画地区計画の決定（顔戸長田地区 約 0.6ha* 顔戸字長田）
彦根長浜都市計画地区計画の変更（坂田駅周辺地区 約 11.3ha* 宇賀野、飯ほか）
彦根長浜都市計画地区計画の決定（入江丸霞地区 約 6.5ha* 入江字丸霞）
彦根長浜都市計画地区計画の変更（顔戸西川地区 約 1.8ha* 顔戸字西川）

31.03.08平成（2019） 彦根長浜都市計画地区計画の決定（多賀町尼子地区 約 0.49ha* 多賀字尼子町）

大 津 市 野 洲 市

近江八幡市

湖 南 市

東近江市

甲 賀 市

竜 王 町

日 野 町

彦 根 市

長 浜 市

米 原 市

多 賀 町

草 津 市

守 山 市

栗 東 市


