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滋賀県における立地適正化計画と水害リスクに関する研究	

	 －彦根市・東近江市・湖南市を対象に－	

Flood risk and Location Optimizing Plan in Shiga Prefecture, Japan  
 : A Case Study of Hikone city, Higashiomi City and Konan city 
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The Act on Special Measures concerning Urban Reconstruction was amended in 2014, then a municipality must establish 
“Location Optimizing Plan (LOP)” defining “Residential Inducing Area (RIA)” and transportation network. We focused on 
Hikone, Higashiomi and Konan City in Shiga Prefecture, which establish the LOP. Using GIS, we overlay the estimated 
future population and the three flood risk data by Shiga Prefecture on LOPs. We show there are the flood risks inside RIA of 
three cities. We interviewed the officials of city planning division in three cities. We realize the difficulty between citizen’s 
right or sustainability of the city and avoiding from the flood risk. 
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1.はじめに	

	 地方自治体は、将来急激な人口減少と高齢化が見込まれてお

り、既存の規模の市街地のままでは持続可能な都市経営が困難

になると予想されている1)。そこで、2014年に都市再生特別措置

法が改正され、立地適正化計画制度が創設された。本計画で

は、居住誘導区域、都市機能誘導区域や誘導施設を定めること

で、福祉・商業・住居等の立地と公共交通を含めた都市構造の

あり方を見直し、「コンパクトシティ・プラス・ネットワー

ク」の実現を目指すとしている。2019年2月現在、440の自治体

が計画の策定に具体的な取り組みを行っており、186の自治体が

計画を発表・公表している2)。	

	 一方、2018年の西日本豪雨など自然災害が頻発し、防災まち

づくりへの市民の関心も高くなっている。そこで、コンパクト

シティ政策で居住を適正化しようとする上で、災害リスクをど

のように考慮するかに注目されている3)。国土交通省は、立地適

正化計画策定にあたり、災害リスクの高い所に居住を誘導する

ことの必要性を記述している4)。さらに、日本経済新聞の「浸水

想定域に住宅誘導」という2018年9月2日付の記事5)は、居住誘導

区域に水害リスクが多く含まれていることが指摘し、多くの反

響を呼んだ。	

	 立地適正化計画を対象とした研究として、浅野ら6)や寺島ら7)

の研究がある。浅野らは、現地調査やヒアリング調査を通し

て、担当部局の立地適正化計画制度の認識を明確にし、線引き

制度と比較して、その可能性や課題を論じた。寺島らは、人口

密度構造・公共交通利便性・災害危険性に着目して、独自に居

住誘導区域図と実際の居住誘導区域を比較した。その上で計画

策定者とのヒアリングを通して、居住誘導区域の指定のされ方

や用いる指標が異なることが、実際の居住誘導区域の設定に影

響していることを示した。一方で、これらの既往研究では、災

害リスクという観点からの分析・研究が不十分である。そこ

で、本研究は、水害リスクに特化して、立地適正化計画におい

てどのように災害リスクが考慮されたかを分析することによっ

て、居住誘導区域の設定の課題を明確にすることを目的とす

る。	

	 研究対象地として、滋賀県を選定した。滋賀県は、流域治水

条例や地先の安全度マップなどの先進的な取り組みで知られ

る。地先の安全度マップは、外水だけでなく内水氾濫を同時に

考慮したシミュレーションモデルによって、計算された想定浸

水深を示している。さらに、それらをGISデータとして、県HP	

【図-1】滋賀県内の立地適正化計画策定状況	

(2019/02/05	現在)	
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で公表している。	

滋賀県内で、2019年2月現時点で具体的な立地適正化計画を

定めているのは、守山市・野洲市・彦根市・東近江市・湖南市

の5市である(図-1)。本稿は、彦根市・湖南市・東近江市の事

例を紹介する。	

	

2.	データの重ねあわせ	

2-1.手法	

	 実際の立地適正化計画図上にさまざまなデータを重ねあわせ

ることで、居住誘導区域内の人口動態や水害リスクの程度を明

らかにした。次に、そのデータをもとに、実際の立地適正化計

画策定者とヒアリングを行い、どのように水害リスクを考慮し

たかについて議論を行なった。	

	 分析には、県公表の水害リスクデータ8)・各自治体が公表して

いる立地適正化計画図	9),10),11)・マイクロ将来人口推計12),13)の3つ

を用いた。分析を行う際には、ArcGIS	10.3.1を用いて、3つの

データを重ねあわせた。	

	 マイクロ将来人口推計とは、住宅地図と国勢調査を組み合わ

せて、出生率や死亡率等のデータを用いて計算することによ

り、世帯単位ごとの人口数の推移(2010年から2040年までの5年

おき)を推計したものである。任意の範囲で集計ができるポイン

トデータであり、小地域の分析に優れている。	

	 滋賀県では、まちづくりを行う際に考慮すべき水害リスクを

設定しており、表-1の条件に該当しなければ、まちづくりを許

可している14)。滋賀県は、HPにて、それぞれ、A.家屋水没発生確

率図、B.家屋流失発生確率図、C.床上浸水発生確率図として公

表しており、水害リスクデータとして、この3種類を用いる。表

-1の条件が、土地利用誘導すべき水害リスクの閾値である。	

【表-1】	滋賀県の土地利用誘導すべき水害リスクの閾値	

・人命に関わる著しい危険＝万一でも人命被害が起こるこ

と	

→	A.200年確率以下で軒下まで水没（浸水深≥3.0m）	

→	B.200年確率以下で家屋流失（流体力≥2.5m3/s2）	

・生活再建が困難となる危険＝頻繁に床上浸水が起こるこ

と	

→	C.	10年に1度以上の頻度で0.5mを超える浸水	

	

2-2.結果	

まず、各自治体の2040年における将来推計人口を、マイクロ

将来人口推計を用いて、居住誘導区域内外で分けて集計したも

のが図-2になる。彦根市・東近江市は、2040年に居住誘導区域	

内より外の方が、人口が多い状態になる。	

また、各自治体の2040年における将来推計人口を2010年にお

ける人口で割ることで、人口の変化率を計算したものが、図-3-

1から図-3-3である。これによれば、東近江市は人口が市全域に

分布しており、人口が分散していることが読み取れる。一方

で、湖南市は、居住誘導区域内に人口が集中している。彦根市

では、居住誘導区域外のメッシュの一部が人口増の傾向を見せ

ており、居住誘導区域の空洞化がさらに進行しそうである。ま

た、各自治体の誘導区域内では、すべて人口減少が進行する(人

口が8割に)傾向であることが読み取れる。	

【図-2】各自治体の2040年将来推計人口	

	 さらに、図-3-4から図-3-6までが、立地適正化計画図と3種類

の水害リスクデータを重ねあわせた図である。彦根市や湖南市

では、居住誘導区域内に着色部分(規制対象となる水害リスク)

が存在することが読み取れる。マイクロ将来人口推計を集計す

ることで、表-2のように東近江市居住誘導区域には43人、彦根

市居住誘導区域には134人、湖南市居住誘導区域には886人が、

「利用を避けるべき高リスクな土地」に暮らしていることが分

かった。つまり、土地利用を回避すべき水害リスクの高いとこ

ろに居住誘導区域を設定していることになる。	

【表-2】	各自治体の居住誘導区域の特徴	

	

3.	立地適正化計画策定者とのヒアリング	

	 この分析結果を示して、立地適正化計画策定者である彦根市

都市計画課(2018/08/08),	湖南市都市政策課(2018/09/12),東近

江市都市計画課(2018/09/13)にヒアリングを実施した。ヒアリ

ングでは、立地適正化計画策定時に、居住誘導区域内の災害リ

スクについてどのように考慮したかを議論した。	

	 まずは、彦根市を除く2市に、日本経済新聞の「浸水想定域に

住宅誘導」の記事に関して、率直な感想を聴いた。両市が、居

住誘導区域を設定するなかで、浸水想定区域を外すことの重要

性を理解しつつも、既に住んでいる市民の感情や財産権をも考

慮しなければならない難しさを述べた。湖南市は、「市の中心

部で浸水リスクが高くなっているが、それらを居住誘導区域か

ら外すことは現実問題として不可能」と回答した。一方で、東

近江市は、水害リスクに関しては、建築基準法などの他の法規	

	

	 彦根市	 東近江市	 湖南市	

居住誘導区域	

(市街化区域	

に占める割合)	

1,044ha		

(41%)	

692.4ha	

(47%)	

784ha		

(55%)	

人口分布の特徴	
居住誘導区	

域内の空洞化	

市全域で	

人口が分散	

居住誘導区域内	

に人口が集中	

土地利用誘導すべ

き水害リスク上に

住む人口	(2015)	

134人	 43人	 886人	
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【図-3】データの重ねあわせの結果(1)	

 彦根市立地適正化計画図	 東近江市立地適正化計画図	 湖南市立地適正化計画図	
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でも規制が可能であり、立地適正化計画とは別の枠組みで対応

すべきだと答えた。	

	 ここから、自治体ごとにヒアリングの論点を整理する。	

(1)彦根市	

	 彦根市は、水害リスクとして、主に一級河川芹川に危機感を

持っている。実際に、芹川は天井川であり、河川改修は進めら

れているが未だ50年確率洪水への対応ができていない。こうし

たことから、彦根市は、水害のリスクが高いところはなるべく

居住誘導区域にしないようにしている。例えば、芹川の水害リ

スクの高いところは，周縁部から積極的に居住誘導地区から外

した。一方で、新興住宅などでも嵩上げされている範囲は、事

実上、水害リスクが下がっているため誘導区域に入れた。暴露

はあっても脆弱性が除かれリスクは低減している。誘導区域に

は一定のリスクがのこるものの、脆弱性を取り除くことで，中

心市街地の密度を高める政策とバランスを取っていると理解で

きる。また、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域につい

ては人命に著しい危険があるとし、誘導区域から外している。	

2)東近江市	

	 東近江市は、誘導区域内よりむしろ区域外の災害リスクを警

戒している。図-3-5を見ると、東近江市は区域外に水害リスク

が点在していることが分かる。特に着目している水害リスクと

して、先端部の干拓地(市街化調整区域)、日野川と佐倉川の二

つの一級河川の合流地点や蛇砂川を挙げた。	

東近江市は、10年確率洪水で床上浸水が想定されるエリア、

また、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域は区域からし

っかり除いている。本来なら200年確率で3m以上などを規制すべ

きだが、これでは多くの場所が浸水リスクと被ってしまってい

るために、県の条例で定められた「10年に1度（時間雨量50㎜相

当）の降雨で床上浸水（浸水深0.5ｍ以上）」を指標として利用

していると述べた。	

(3)湖南市	

	 湖南市は、市中心部のすぐ脇を通る、野洲川による水害リス

クを抱えている。また、土砂災害にも強い危機感を持ってお

り、実際に古くからある集落に土砂災害警戒区域がかかってい

る。	

	 湖南市は、誘導区域設定にあたっては、土砂災害警戒区域・

土砂災害特別警戒区域と野洲川浸水想定区域図（100年確率）を

考慮した。その結果、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区

域は区域から除外した。一方で，水害については，市の中心部

が広く高リスクということもあって、区域設定に水害リスクは

あまり考慮されていない。湖南市としては、水害はある程度、

事前予測が可能であることから、将来の河川整備に期待すると

【図-3-1】 【図-3-2】 【図-3-3】 

【図-3-4】 【図-3-5】 【図-3-6】 
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ともに、SNSやWebによる市民への周知という対策で対応しよう

と考えている。	

	 湖南市は、災害リスクの高い地域は、近世より水田として利

用されており、暴露を避けてきた歴史がある。また、戦後それ

らの水田で圃場整備事業が行われたために、そこが都市的土地

利用に利用されたり開発されたりすることはなかった。しかし

最近では危険個所で大型商業施設の建設などが進み、これまで

の暴露を避けるという土地利用の伝統知が失われつつある。	

	

4.	議論	

	 本研究では、GISによる分析を通して、土地利用誘導すべき浸

水リスクがあるところを居住誘導区域に設定しているという問

題点を見出した。さらに、それらの水害リスクがあるところに

住んでいる人の人数を、マイクロ将来人口推計を用いて、集計

することもできた。	

	 一方で、市民の感情や財産権への配慮と水害リスクの回避と

いう二つの問題を考慮しながら、誘導区域を設定する難しさ

が、ヒアリングを通して明らかになった。現状では、自治体

は、居住誘導区域内の水害リスクには、主に避難等のソフト対

策や建築基準法等の法規での対応にまかせているという状況で

ある。例えば湖南市でも、ITを活用した対策を検討している

が、市の中心部の内水氾濫は事前予測が困難で，この対応には

課題が残る。	

	 また、寺島らが指摘しているとおり、それぞれの自治体で居

住誘導区域を設定する際に、どのような災害リスクを想定して

いるかが異なっていることも明らかになった。一般的には、災

害リスクを考慮しているとされるが、実際には、都市の現在の

状況が優先されて、居住誘導区域が設定されていることが明ら

かになった。	

	 居住誘導区域を設定する際に、災害リスクと居住誘導の両者

を、どのようにバランスをとりながら居住を適正化していくか

について、さらに議論を深める必要がある。また、地域がこれ

までの発展してきた歴史や土地利用の履歴など、地域の実情に

合わせた居住誘導の検討を行うといった視点を考えることが必

要であると思われる。	

	 そこで、今後の課題として、各市の土地利用履歴や地域知か

ら、水害リスクの分析・検討を行うことで、居住誘導の検討を

進めていきたいと考えている。	

	

補注	

(1)背景地図として、国土交通省国土政策局「国土数値情報(行

政区域データおよび湖沼データ)」を利用した。	
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