普通の平日と特別な休日、どちらも選びたい人へ。

ひこね暮らし
彦根市 移住サポート パンフレット

ひこね暮らし
彦根市移住サポートパンフレット
彦 根市役所 企画課
〒522-8501 滋賀県彦根市元町 4-2
☎ 0749-30-6101
ijusokushin@ma.city.hikone.shiga.jp

彦根市

都市からのアクセス

びわ湖と鈴鹿山脈に囲まれた豊かな
自然に恵まれた本市は、江戸時代に
彦根藩35万石の城下町として本格
的な歩みを始め、現在に至るまで歴
史的、文化的な風情を色濃くとどめ
るとともに、中世から近世にかけて
の貴重な歴史遺産が今なお、数多く
存在しています。
滋賀県

東
京
通勤、通学
にも便利です

びわ湖

人口

112,522 人
48,551 世帯
（2020 年 6 月末現在）

行事
旬

4

5

6

7

8

9

10

1

2

彦根城
梅林

銀秋の玄宮園
ライトアップ

あゆ

3

ご当地
キャラ博 ゑびす講

彦根梨

雪日数

京
都

約 45 分

根

JR

JR 東海道線
約 1 時間 30 分

JR 東海道線

28.5
22.2

14.2

28.5

6 日間 14 日間 10 日間

最大：１時間に３本程度
通常：１時間に１〜２本程度

愛のりタクシー（予約型乗合タクシー）

バス交通のない地区で
運行しています。

17.9
12.8

令和元年『彦根市統計書』彦根市

最大：１時間に４本程度
通常：１時間に１本程度

2日

12 月下旬ごろから降雪あり
雪かきが必要なときも

22.8

近江鉄道

最大：１時間に９本程度
通常：１時間に４本程度

湖国バス

18.0

彦

交通機関はJRと私鉄の近江鉄道が走っています。
バスも通勤・通学・通院・買い物といった日常生活を支える重要な公共
交通手段です。
名神彦根ICが通っているので車があれば、すぐに移動ができ便利です。

赤かぶら漬け

天候
平均
気温

11 12
ひこねの
城まつり
パレード

鳥人間
コンテ
スト
ホワイト
アスパラ

JR 東海道線

交通環境
アート 高宮納涼 ひこね
フェスタ 花火大会 万灯流し
勝負市
水泳場の
浜開き

彦根城
お花見

約１時間 20 分

彦根市は、滋賀県の東北部に位置しています。古くからの交通の要衝
でもあり、どこへ行くにもアクセスしやすい地方都市です。

１年間のようす

／月

新幹線

大
阪

名
古
屋

彦根市

約 2 時間 10 分

7.6

3.3

3.3

8.8

※予約型乗合タクシーとは
一般のタクシー車両を使用しますが、路線バスと同じように運行時刻やルートが設定され、
予約があった場合のみ運行する“小型バス”のようなものです。

7つの地域

鳥居本

旧城下町

地域

新市街地

地域

地域

南北に長いひこね。
平坦な地域が多く、
自転車でも移動が
でき、
自動車があれば なお便利です。

市内には３つの総合病院が
あり、休日急病診療所も開設
しています。
スーパー
コンビニ
ホームセンター
ドラッグストア
産直市場

18
48
5
20
4

JR各駅周辺にスーパーが立地している
ほか、幹線道路沿いなどに商業施設が
多くあります。

彦根駅東

保育園
幼稚園
小学校
中学校

（一貫型）

宿場町の雰囲気が残る地域です。市
内を南北に結ぶ幹線道路である国
道８号が通っており、沿道には製造
業や運輸業が立地しています。

南彦根東

地域

保育園
幼稚園
こども園
小学校
中学校

１
ー
１
１

彦根城や寺社、町家等の歴史遺産が
多く残る街並みです。駅周辺は、市役
所やオフィス、商業施設、宿泊施設が
立地しています。一部は市街化調整
区域になっており農地が広がります。

河瀬

地域

保育園 3
幼稚園 ２
小学校 ２
中学校 ー

国道８号、国道３０６号、名神彦根IC
が位置しており、交通条件に恵まれ
た地域です。駅周辺は新たな商業地
住宅地となっています。

駅周辺にショッピングモールや総合
病院、国道８号沿道に商業施設が立
地しています。近江鉄道、新幹線沿い
に製造業や運輸業などの産業が集
積しています。

5
１
１
３
１

人口が多く集まっている地域です。東
西南北に県道が通っており、県道沿
いには多数の商業施設が立地してい
ます。
「七曲がり」
という歴史的な町並
みが残る場所もあります。

稲枝

地域

保育園 5
幼稚園 １
小学校 １
中学校 １

保育園
幼稚園
こども園
小学校
中学校

5
2
1
３
１

地域

保育園 8
幼稚園 ２
小学校 ４
中学校 ３

豊かな農地が広がる地域です。駅周
辺、国道８号沿道を中心に、商業・工
業地がコンパクトに集積しています。
宿泊型大型施設や広大な総合公園
もあります。

保育園
幼稚園
小学校
中学校

４
１
３
１

農地が多く、昔から続く歴史ある農
村集落が点在しています。駅周辺は
住宅地となっていて、スーパー等の
商業施設や大学が立地しています。

住まいの支援 (2020 年度 )
住宅取得費補助金
市外からの移住者が、市内に住宅を取得（新築または購入）して居住する
場合、取得費用の一部を補助しています。

【主な条件】
45 歳以下
周辺市町（長浜市・米原市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町）
以外からの移住者
３世代同居または 18 歳以下の子どもが 2 人以上いること
過去１年間、彦根市および周辺市町に住んでいない
工事請負 / 売買契約前に市移住相談窓口で事前相談をしていること

【補助額】

空き家の活用
彦 根 市には空き家の流 通 促 進を図る「空き家バンク」と、街 並み保 存と
まちづくりを担う「町屋バンク」があり、空き家情報の提供、マッチング
などを行っています。

彦根市空き家バンク
取扱物件：市内の空き家全般

取扱物件：町屋（概ね昭和 20 年以前のもの）

https://www.hikone-akiya.com/

https://www.hikone-machiya.com/

【問い合わせ先】 ☎ 0749−23−2123

LINE からも情報発信しています。
登録はこちらから

【問い合わせ先】 企画課 ☎ 0749−30−6101

移住・新婚・子育て・三世帯同居の世帯が市内の業者を利用し住宅の
改修等をした場合にその経費の一部を助成します。

【主な条件】
申請する市内の住宅に居住し、その場所に住民登録をしていること
申請する住宅は、申請者または２親等内の親族が所有していること
市税、住宅と敷地の固定資産税に滞納がないこと
担当窓口にて事前申込みをしていること

【補助額】

助成対象工事経費の10％（上限10万円）

【問い合わせ先】地域経済振興課 ☎ 0749−30−6119
※各制度については事前にご相談ください。
補助対象となる資格要件、詳細については各部署へお問い合わせください。

info＠hikone‒akiya.com

《電話対応時間》 月〜金 10:00〜18:00（土日祝、年末年始、お盆を除く）

住宅の取得に係る費用（土地代除く ) の 10 分の 1（上限 50 万円）

ひこねで暮らそうリフォーム事業

小江戸ひこね町屋情報バンク

彦根市子育て世帯空き家リノベーション事業
彦根市空き家バンクを通じて空き家を取得し、改修後、市外から転入して
住み始める子育て世帯の方に対して、家屋の改修等工事に要する費用の
一部を予算の範囲内において補助します。

【主な条件】
彦根市空き家バンクを通じて空き家を取得し、市外から転入して
住み始める子育て世帯の方

（子育て世帯とは、補助金を交付申請する年度の末日において、中学生までの
子どもがいる世帯です）

改修後の建物が耐震基準に適合すること

改修工事の契約前に事前相談をしていること

【補助額】

対象となる経費の3分の2以内（上限200万円）

【問い合わせ先】 建築住宅課 ☎ 0749−30−6123

知り合いがいなくても安心して子育てできる環境がある！

子育て
児 童 手当

話し相手になったり、
一緒に家事してもらえる

【対象となる児童】
15歳到達後最初の3月31日までの児童（中学校修了前の児童）

（家庭訪問型子育て支援）

【手当月額】
3歳未満
3歳から小学校修了前
中学生

（一律）15,000円
（第1・2子）10,000円 （第3子以降）15,000円
（一律）10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、一律5,000円になります。

医療助成
0歳から小学校3年生までの保険診療内の通院・入院医療費を助成します。
小学校4年生から中学3年生までは入院医療費を助成します。
0

1

2

通 院 医 療 費

3

4

5

6

ホームスタート

ファミリーサポート
センター
放 課 後も子どもを
見 守ってもらえる

子どもが 風邪を引 いた 時、
預かってもらえる

病児・病後児保育

放課後児童クラブ

教育機関が充実している！

33

保育所等
7

8

9 10 11 12 13 14 15

(歳)

17

入 院 医 療 費

【問い合わせ先】保険年金課 年金係 ☎ 0749−30−6136

彦 根市地域子育て支援センター
市内に３つある
『地域子育て支援センター』は乳幼児から楽しめる場です。
保育士がいるので子育て相談もできます。
きらきらひろば
（子どもセンター内）

子どもを 預かったり、
送 迎をしてもらえる

チャチャチャひろば
（東山児童館内）

まんまるひろば
（ビバシティ内）

特に高等教育機関の数が多く、
大 学は国 立 、県 立 、私 立の３校
あり、市内に多様な選択肢が
あります。

自然環境に触れる
体験学習
ひこね子育て応援サイト

保育園等の入園状況や、遊び場など子育てに関する
情報が掲載されています。
https://www.city.hikone.lg.jp/kosodate/index.html

幼稚園

2

子ども園

8

小学校

中学校

6

3

高等学校

大学

いろんな体験や学びの機会がある！
船の上での琵琶湖環境学習
や農業、森林体験ができる

ひこ根っこ！

9

姉妹都市ミシガン州の
留学生との交流機会がある

国際交流

彦根城ガイド、狂言、仏壇職人
体験などの機会がある

地域の
歴史文化体験
小中学校には個別指導をする
大学生チューターがいる

大学生チューター
学校教育支援

移住の相談

仕事
企業・求人情報サイト
WORK しが

移住コンシェルジュが地域情報や支援制度など移住に必要な情報の提供や
相談に対応します。

https://www.workshiga.com/

滋賀県が運営する企業情報サイト。
県内企業の事業紹介や採用実績、就職情報などを検索できます。県や市町
で行われる就職関連のイベント情報等を掲載しています。

ハローワーク彦根 ( 彦根公共職業安定所 )
セミナーやマザーズガイダンス、企業の見学会なども行っています。
彦根市西今町58−3 (彦根地方合同庁舎1階)
TEL

0749−22−2500 / FAX

【開庁時間】 月〜金

0749−26− 5186

8：30〜17：15

休日：毎週土、
日、
祝日、
年末年始
（12月29日〜1月3日)
アクセス JR琵琶湖線

南彦根駅下車徒歩 3分

窓口での相談

《窓口対応時間》月〜金 8:30〜17:15
（土日祝、年末年始を除く）

LINE での相談

アカウント名

「彦根市移住コンシェルジュ」

【問い合わせ先】

彦根市役所

企画課

〒522-8501 滋賀県彦根市元町 4−2
☎ 0749−30−6101
ijusokushin@ma.city.hikone.shiga.jp

移住検討者向け現地案内 『彦根暮らしガイド』
移住コンシェルジュがご希望に沿ったプランを提案し、
彦根市内をご案内！（約 2 時間）

創業支援

土日も対応！
希望の日程でご案内（予約は２週間前まで）

市役所、商工会議所などが中心になり、市内の金融機関等と連携
しながら創業を目指す方を支援します。

車でご案内も可能です

【問い合わせ先】 地域経済振興課 ☎ 0749−30−6119

彦根商工会議所（稲枝地区除く）
〒522-0063

https://www.hikone-cci.or.jp/

滋賀県彦根市中央町3−8

☎ 0749−22−4551

info@hikone-cci.or.jp

稲枝商工会 （稲枝地区） http://inaeskk.com/
〒521-1113

滋賀県彦根市稲部町607−1

☎ 0749−43−2201

info@inaeskk.com

webでの
お申し込みは
こちらから

《モデルコース》
・市内の主要なスーパー、商業施設や病院を巡る
・趣のある城下町周辺やディープな場所を歩く
・子育て世代が集う施設や教育施設等の見学 …など

彦根市移住ポータルサイト

『彦根で暮らそう！』

Facebookや移住ブログでも情報を発信しています。
「ひこね移住相談窓口」@hikonecityiju
ひこね移住ブログ
https://hikonecityijuconcierge.hateblo.jp/

移住者
インタビュー
#1

青柳

亮さん
（右）
・ 麻美さん / 神奈川県から移住

ＨＯＲＡ ＡＵＤＩＯ

(スピーカーの製作・販売)

移住者
インタビュー
#2

久米

勝智さん / 彦根市よりUターン

COMMUNE

（シャツの製作・販売）

以前、神奈川県で住んでいた住居が定期

彦根は、四季折々の自然の風景が美しい

彦根に戻って来てからは市内の別の場所

てくれたりしながら出来た家なので、大事に

借家物件だったため、引っ越さなくてはいけ

場所です。
そして京都・大阪、名古屋等へのア

で11年間お店を開いていましたが、現在は

したいです。解体した時に出た梁を、庭にベ

ない事情がありました。その時期にたまたま

クセスもいいです。普段の生活でもスーパー

湖岸が見えるアトリエで作業しています。拠

ンチとして置いているんですが、ついつい休

町屋バンクのインターネットサイトで現在の

が近隣にあり、便利で住んでみてますますい

点を変える時に、
どこにしようか考えたんで

憩しちゃいます。

住居を見つけたことが移住のきっかけです。

いところだと実感しています。水や空気、地元

すが市内にある元々祖父母の家だった場所

昔は思わなかったんですけど、最近は“滋

内覧会に参加し実際に物件の見学をしまし

の食べ物も美味しく、
とても暮らしやすいで

を使うことにしました。
１２０年前くらいの家で

賀で完結出来たらいい”と考えるようになり

た。周りの環境の良さや古い建物に興味を

す。

五衛門風呂のある家だったんですが小さい

ました。“滋賀で作ったもの”を滋賀の人にも

持ったこともありますが、最終的には直感で

頃、遊びに来てた場所で生活するのもいい

知ってもらいたい。外へのアピールも大事で

決めました。

なと思いました。
ここから琵琶湖が見える景

すけど、中のことも大切にしたいと思うよう

建物は約１５０年前のものとされる市指定

色は昔と変わらず、懐かしい気持ちになりま

になりました。

文化財です。元々の状態も良く、直すところ

す。立派な古民家だったので、
リフォームして

は当初思ったより多くはありませんでした。

使うか悩みましたけど、自分には大きすぎた

改装に制約がありますが、だからこそ思わ

り、
リフォームの方が高くついたりと考えた結

ぬアイディアも出てきます。建物の良さを活か

果、建て直すことにしました。再利用も新しく

しつつ、住みながら長期計画で少しずつ直し

するのも“家とずっと付き合っていく”のは変

ています。

わらないと思うんです。
アトリエはお店も兼ねているのでいろいろ
考えて作りましたし、いろんな友だちも手伝っ

移住者
インタビュー
#３

横関

隼人さん / 滋賀県大津市から移住

移住者
インタビュー
#４

leather works ze-key

村田

（オリジナル革製品の製作・販売）

一さん・ 典子さん / 京都府から移住

ゲストハウス無我

（ゲストハウス運営）

ここで作業していると、
ご近所の方やこち

ゲストハウスを開業したくて、物件を探して

地域の方々には温かく迎え入れてもらえま

で制作活動をしています。今まで実家で作業

らを紹介してくれた方々が気にかけてくださ

いたところ、彦根の町屋情報バンクを知り

した。病気療養のため休業したときは、近所

していたのですが、
イベントで知り会った方に

り、時々工房を覗いてくれるんです。工房の

2012年に今の物件に出会いました｡小江戸

の方々に温かい言葉や恩情をいただきまし

「彦根に工房が出来るから使わないか」
と声

人たちもみんな仲いいですし、
やっているこ

ひこね町屋情報バンクに協力してもらいなが

た。
ご近所同士で困っているときに思いやる

を掛けてもらったんです。見にきたら、古民家

とも違うので、
コラボしてみたりと刺激があ

ら、見学や面談を重ねて移住を決めました。

ことの大切さを学ばせてもらっています。

で雰囲気もあり、広さもある場所でいいなと

ります。
これからここでイベントなど行ったり

築90年の古民家でかつて呉服屋のご隠居

私たち自身も移住者であるので、彦根に興

思いました。自分たちで少し改装をしました

どんどん商品を作ってたくさんの人に見て

が住んでいたという建物で、家財道具なども

味がある人、遊びに来た人たちにその経験を

が、上から土が落ちて来たりと大変でした。

もらいたいです。

そのままでした。けれど、崩れかけた玄関の

少しでも伝えられたらと思います。
これから一

２階の掃除がまだ終わってないので、徐々に

屋根や雨漏りの改修、放置されていた庭の

緒にまちを盛り上げてくれる人、仲間が増え

やっていきたいです。

手入れ、建物内の大掃除など、手を入れなけ

たら嬉しいです。

現在、工房兼店舗の
「足軽ワークスmykot」

しばらくは家から通っていたんですけど、

ればならない部分も多かったです。何度も彦

作業する場所に近い方がいいなと思って引

根に通って手を入れ、
なんとか住める状態に

っ越しました。実際作業するので、家より工房

なってからは引っ越しをしてゲストハウスの

の方が長く居ますが、工房近くのアパートを

準備を続けました。草むしりや玄関の手入れ

借りて自転車移動で生活しています。ほとん

や、
まだまだやることはあるんですけど、時間

ど工房と家の行き来なのですが、
ここは周り

をかけながらやっていくものなので、手間暇

にスーパーなど揃ってますし十分ですね。

はかかりますがそれも楽しんでいこうと思い
ます。

