
平成30年度 東近江市地方創生施策の取組状況（H31.2.12時点） 

H31.2.19 第2回東近江市政策推進懇話会 追加資料２ 

●定住移住補助金（新築住宅取得または住宅改修費の一部を補助） 

定住移住 

区分 対象 補助上限額 実 績 

新築 
取得 

転入する世帯 
上限50万円(1/10) 

※H30 上限30万円 

55件  
137人転入 

多世帯で同居・近居 上限50万円(1/10) 
※H30 上限30万円 

33件  
3人転入 134人定住 

  小学生以下の子どもが
いる世帯 

上限50万円(1/10) 
※H30 上限30万円 

85件  
6人転入 297人定住 

新築等 
取得 

  市民（住み続けるた
め） 

上限30万円(1/10) 
※H30 廃止 

17件  
8人転入 33人定住 

改修 空家バンクを活用（取
得・賃貸） 

上限50万円(1/5) 
※H30 小学生以下の子ども

がいる世帯100万円 

2件  
7人転入 
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●移住相談会 

場所 時期 内  容 相談件数 

東近江市 8/14 
東近江移住相談会 
 お盆に帰郷された方を対象 

6件 
1組移住 

大阪 7/14 
東近江市定住移住セミナー 
 「仕事」をテーマに市内の求人状況や個別就職相談等を実施 

4件 

大阪 
東京 

7/28 
9/9 

ふるさと回帰フェア（NPO法人ふるさと回帰支援センター主催） 
 全国から自治体・団体が参加 

大阪 7件 
東京 12件 

東京 
6/30 
2/3 

移住相談会（滋賀移住・交流促進協議会主催） 
 ふるさと回帰支援センターにおいて相談会を開催 

4件 
 

大阪 
1/13 お住みつき滋賀セミナー（滋賀移住・交流促進協議会主催） 

 ふるさと回帰支援センターにおいて市のＰＲと個別相談 
5件 

 その他 東京  移住井戸端会議 
     東京  総務省移住フェア 
     東京  JOIN「移住・交流フェア」   
 

●定住移住ツアー（取扱：東近江市観光協会） 

企画 時期 参加者 

子育てツアー 
7/28 

（中止） 
(申込1名） 
(H29 17名) 

  

就農ツアー 9/1 

9組 18名 
1組移住 

(H27 18名) 

(H28 26名) 

(H29 19名) 

大阪 
京都 
山形 
滋賀 

仕事ツアー 11/23 
7組 9名 

 (H28 10名) 

大阪 
兵庫 

神奈川 
埼玉 
滋賀 

その他 既存住宅の改修助成制度（上限30万円 1/10 ※H30 上限20万円）有 
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●空家バンク 

●移住相談・移住実績 
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移住相談件数（件） 

※移住相談会や住まいるバンク相談者、 
 来庁者、電話での問い合わせ等の件数 

※左記の移住相談を通じて移住された方 
 の出身地別の件数 

●お試し居住 
移住や二地域居住に関心のある方を対象に、東近江
市での居住を体験できる住宅を貸出し、暮らしぶり
を体験することで、ライフスタイルや地域の特性・
風土を実感していただくため、お試し居住体験住宅
を平成30年度からオープンしました。 

政所町地先（間取り 3DK） 
 大人3千円/人 2日間  中学生以下無料 

 H30 ９件 29人利用（うち県外3件） 

◇空家バンクの状況  
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売買・賃貸 
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空家バンクは、空き家、空き店舗所有者と空き家、空
き店舗を利用したい方とをマッチングし、「人と人と
をつなぐ」ための仕組みです。地域に眠る空き家を掘
り起し空き家問題を解決することを目的としていま
す。 
東近江市では、一般社団法人東近江住マイルバンクと
協働して空き家の有効な活用の相談や空き家の所有者
の悩みの相談を受けるなど平成２８年度から取り組ん
でいます。 
 

◇空家バンクとは 

H28        H29     H30(1月末) 

 各年度末における空家バンクの登録状況 

 登録：空家を登録して「売りたい」「貸したい」件数 
 希望：空家を「買いたい」「借りたい」件数 
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●婚活 
各地区まちづくり協議会と立ち上げた東近江市結婚サポート連絡
会で、イベントの開催や広報、結婚希望者の登録・マッチングや
研修会に取り組みました。 

8件 
19人 

7件 
23人 

4件 
12人 

10件 
23人 

35 
53 

12 
23 

0

20

40

60

H29 H30 

婚活登録者数 

男性 

女性 



●企業誘致 

◇工場等立地及び雇用促進 

雇用創出 

●空店舗改修・起業支援 

支援内容 補助上限額 実績(前年) 

空店舗改修補助（空店舗出店事業者に対して改修費を補助） 
 

上限50万円(1/2) 
中心市街地 上限300万円(1/2) 

0件(2件) 
1件(1件) 

移住起業補助（移住して起業する場合、必要経費を補助） 上限50万円(2/3) 1件(1件) 

◇合同就職面接会 7/29 2/17 

平成31年3月に大学等を卒
業する学生等を対象に市内
企業の参加による合同就職
面接会を開催しました。 

市内に就業場所がある企業
が参加し、就労を考えてい
る女性を対象とした合同就
職面接会を開催しました。 
 傘下企業 33社 
 参加者 55人(ﾏｯﾁﾝｸﾞ9人) 

◇女性のための面接会 11/21 新 

◇女性のための創業塾  ◇ようかいち創業塾 

雑貨屋、カフェ、サロン
などの創業に興味がある
方、近々独立開業を考え
ている女性を対象に、必
要な基礎知識などを学ぶ
講座の開催を支援しまし
た。 

起業に向けて準備さ
れている方、起業し
たばかりの方を対象
に、マーケティング、
財務・採用等会社経
営の基礎知識などを
学ぶ講座の開催を支
援しました。 

主催 八日市商工会議所、東近江市商工会 主催 八日市商工会議所、東近江市商工会 

企業数 参加者 ﾏｯﾁﾝｸﾞ 

7月 43社 
2月 44社 

43人 
55人 

8人 
 集計中 
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コミュニティビジネス事業化数（延べ） 

★立地促進奨励金 
 新設または増設により新たに取得した資産などの固定資産税相当額を３年間奨励金として交付します。 

★雇用促進奨励金 
 新設等で市民を新規に継続雇用した実績に対して奨励金を交付します。 
 人数(20人以上等)×10万円(3年間) 

※対象業種制限有 

◇コミュニティビジネス支援 

多様化する地域課題を
ビジネスの手法で解決
を目指す事業者の立上
げを支援しました。 

※コミュニティビジネススタートアップ支援事業の延べ採択数 

H30 2団体 

◇事業承継個別相談会 11/9・10 

黒字経営であるにも関わらず、後継者がいないため
に廃業を考えている経営者と事業を継承したいと考
える人とのマッチングを行う相談会をTKP東京駅セ
ントラルカンファレンスセンターで開催しました。
市内の鉄工業者や農業者、製粉業者などの８社が出
展し、延べ42組49人の事業継承を希望する人と個
別相談を行いました。また、あわせて移住希望者の
相談も受け付けました。 

新 

新 

（政所茶の生産振興） （出産・子育て支援） 



農産物ブランド化・就農 

●就農支援 

内容 補助上限額 

新規就農補助 
 45歳未満の新規就農者 
 45歳以上60歳未満の新規就農者 

 
150万円/年(5年間) 
100万円/年(3年間) 

●儲かる農業への転換 

市内で収穫された新鮮な農作物を市内で流通させる体制を確立させ、農業で安定した収入を得られるよう
にするため、市内にある４つのＪＡと連携して地域商社「株式会社東近江あぐりステーション」を設立し
ました。大手スーパーでの地場野菜コーナーの展開やラーメンチェーン店へ毎週キャベツ5㌧や青ねぎ
300kgを届けています。（平成30年4月18日 設立 地域商社の設立は滋賀県内初） 

農家が適正価格で農作物を卸すには、契約交渉、袋詰めや配送などといっ
た生産以外の仕事も多く、大変な作業となっていたことから、農家が生産
に専念でき、生産拡大や品質向上に取り組めるよう、スーパーや加工業者
との交渉、袋詰めなどを㈱東近江あぐりステーションが担うとともに、農
作物を安定して買い取るため、農家は確実な経営計画を立てることができ
ます。 

新 
地方創生 
推進交付金 
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●農産物ブランド化PR 

◇草津市 エイスクエア 青空マルシェ  
 ①6/16・17 ②10/20・21 

東近江市産新鮮野菜・物産の販売、パンフレット配布を行うなど、東近江市産ブランドのＰＲを行いました。 

地方創生 
推進交付金 

◇名古屋市 アーバンラフレ虹ヶ丘 
 10/13・14 (南伊勢町、大学連携） 

新 



子育て支援・教育 
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●出産 

●子育て支援 

1歳未満児がいる家庭に、毎月、1,500
円相当のおむつなどを専門のスタッフが
宅配し、育児世帯の経済的な負担の軽減
と子育て家庭の見守り活動を行いました。 

第３子以降の保育料を兄姉の年齢
にかかわらず、その世帯の所得に
応じ、無料または半額に軽減しま
した。 

県内 
東近江市
だけ 

●保育士確保 

◇「保育の仕事 就職フェア」を開催 5/26 

各 園 の 活 動 写 真 展 示 コ ー
ナーや現役保育士から仕事
のやりがいや体験談を聞く
場を設けるなど保育の仕事
を紹介し相談を受けるなど
保育士確保に向けて取り組
みました。 

◇「保育の仕事 説明」を開催  

●幼児施設等整備 

◇保健子育て複合施設「ハピネス」整備 ◇学童保育所整備 
大規模改修 
 能登川東こどもの家 
改修     
 八日市西こどもの家 
 
市内学童保育所数 22箇所 
(各小学校に１箇所整備) 

◇産後ママサポートチケット 

産後、助産師の自宅訪問や産科
の母乳外来で育児相談・授乳相
談を受けることができるチケッ
ト(1,000円券×4枚）を配布し
ました。 

◇不妊・不育症治療費の一部助成 
不妊治療のうち、治療費が高額とな
る体外受精または顕微授精による治
療費などや不育症の検査・治療費の
一部を助成しました。 

◇見守りおむつ宅配便 

◇第３子以降の保育料軽減 ◇乳幼児・子ども医療費助成 

【軽減内容】※所得制限有 
 第１階層～第７階層は無料 
 第８階層～第13階層は半額 

乳幼児・小学生・中学生が通院や入院した場合
の医療費を所得制限なしで引き続き助成します。 
【自己負担額】 
 乳幼児 無料 
 小学生・中学生 
  入院 1,000円/日 月額上限14,000円 
  通院 500円/月(1医療機関)  調剤は無料 

●学校教育 

◇小中外国語教育の充実 

小学校の外国語教科化を見据え、教師の指導力向上を図るため外国語指導助手を増員しました。 
 H29 15人→H30 17人  

中心市街地にある旧八日市南小学校跡地を活用
し、妊娠、出産、子育て、健康づくり、介護予
防など子どもから高齢者までの切れ目ない支援
が行える環境作りを目指す取組の一環として整
備しました。 
 子育て支援センター  
 東近江保健センター 
 ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ  
 

新 

高校に市職員が出向き、市内の保
育施設の紹介、現役保育士の体験
談や園での様子をDVDで伝える
など保育の仕事が進路の一つの選
択肢となるよう啓発を行いました。 
 10/3 滋賀学園高等学校 

 11/9  八日市高等学校 
 12/7  八日市南高等学校 

◇「保育の仕事ステップ研修」を開催 

保育資格を持っている潜
在保育士を対象に、職場
復帰に対する不安を解消
するための研修会を開催
しました。 
 10/19  1/31 

新 



観光・物産 

◇SEA TO SUMMIT開催 6/2・3 

カヤック等で伊庭内湖から河口までを回り
(8km) 、バイク(自転車)に乗り換えて「木
地師やまの子の家」まで走り(35km)、続い
て天狗堂まで登山(4km)を行う全長47kmの
コースを1チーム1～3人で走破するイベン
トを誘致し開催しました。137組200名が琵
琶湖から鈴鹿山脈まで東近江市を横断しま
した。 

●観光・地方創生イベント 

◇ももクロ春の一大事2018 in 東近江市 笑顔のチカラ つなげるオモイ 4/21・22 

アイドルグループ・ももいろクロー
バーＺの野外ライブが布引運動公園陸
上競技場で開催され、全国から2日間で
3万2千人を超えるモノノフ（ファン）
が集結しました。会場では、市内の物
産や飲食物など行うブースが並びまし
た。 

新 

●観光・物産PR（観光や物産振興を図りました。） 
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◇まるごと東近江 11/9～12 

東京日本橋にある滋賀県の魅力発信拠点「ここ滋賀」を中心に東近江市の物産のＰＲや販売等を行いまし
た。東近江市の魅力をＰＲしようと東近江市観光協会、八日市商工会議所、東近江市商工会、東近江市工業
会、ＪＡグリーン近江、東近江青年会議所などと連携し、４日間に渡り、特製近江牛すき焼き「東近江」の
提供、ものづくり展、三方よしマルシェなどを実施しました。 

新 
地方創生 
推進交付金 

◇東近江ちいさなたびいち 2月~3月 

市民と地域資
源を掘り起し
体験プログラ
ムイベントを
観光資源とし
て企画しまし
た。 
 

地方創生 
推進交付金 

◇近江商人屋敷で食事提供 11/28・29 

国の五個荘金堂重要
伝統的建造物群保存
地区を含む五個荘近
江商人屋敷（外村繁
邸と藤井彦四郎邸）
で、市内料理店の協
力 を 得 て ラ ン チ と
ディナーの提供を行
いました。 

新 新 



●ふるさと寄附 

ふるさと寄附金の総額はH31.1末時点で3億8千万円。寄附額の３割を市内の物産等を返礼品として寄附者にお
礼を返しています。平成30年度においては、牛肉が約46％、が約37％の割合でした。 

その他 

0% 50% 100% 

◇平成30年度 ふるさと寄附 返礼品別寄附割合 

牛肉 1億7千万円 
寝具類  

8千1百万円 

酒 2千1百万円 

米・パン 1千4百万円 

旅行・食事券 1千3百万円 
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ふるさと寄附額(億円) 

◇ふるさと寄附が3億円を突破 

◇木地師文化フォーラム 7/16 

豊かな森林資源を生かして日本の産業や文化の振興に貢献してきた木地師の歴史的価値と全国に広がるネッ
トワークを再評価し、その意義を後世に伝え、木の文化、森の文化の大切さについて考えるフォーラムを開

催しました。 

●木地師のふるさと発信 

◇木地師資料調査 

全国に残る木地師に関する資料は散逸し、保
管が難しくなっていることから、東近江市が
木地師のふるさととして、収集していきたい
と考えています。東近江市には、木地師にま
つわる資料や製品が数多く残されていること
から、木地師に関する資料や製品の整理分類
を公募したボランティアスタッフと行いまし
た。 

◇ニュースレター発行 

木地産地ヒアリング調査の結果、シンポジウムや資料収集の案内などをまとめたニュースレター「木地師のふ
るさと」を2回発行しました。 

◇東京フラフェスタ in 池袋   
 7/20～22 

豊島区役所に布引焼のレリーフを設
置された縁で池袋で開催されるフラ
ダンスのイベントに出店しました。 

◇阪神百貨店イベントスペース出展 
 10/31～11/13 

阪神百貨店うめだ本店で市内物産
の販売や観光ＰＲを2週間にわたり
実施しました。 

◇永源寺こんにゃく 
 パスタブランド化推進 

永源寺こんにゃくを使ったパス
タの商品開発を行いました。 
 3/20 試食会予定 

◇近江ゆかりの会  
 10/16 

首都圏で活躍する「滋賀県ゆかり
の人」が集まる会で観光等のＰＲ
を行いました。 

新 



にぎわい創出 

●中心市街地活性化 

八日市駅前を中心に平成30年度中に新たに出店した
店舗が15店ありました。 
 飲食店 7店 スナック店 1店 美容  2店 
 保育園 1店 介護      1店 物販  1店 
 日用雑貨店  1店 家具修理販売 1店 
（H29 11店舗） 

 八日市駅前の中心市街地
にある古民家を集客等の新
たな拠点として、中心市街
地まちなか交流館
「HON6GARDEN」を整備
しました。 
 施設では、新鮮な魚介類
や地場産野菜を使った家庭
料理、オーガニック料理を
提供する店舗が営業を開始
されています。 
 

◇新規出店店舗 

◇まちなか交流館整備 

◇スポーツ大会・コンベンション等開催誘致 

スポーツ大会、合宿、学会、大会などで市内宿泊施設で宿泊を伴う取組に対して、市外からの参加者の宿泊に
対する助成を行いました。 
（市内開催の場合 1,000円/人※上限有） 
 実績 6件 水泳合宿、サッカー大会、バレー大会による宿泊者 延べ554人（H29 415人） 

●宿泊客等誘客の仕組みづくり 

◇延命新地修景整備助成 

 延命新地内の古民家な
どの風情ある建物を生か
した街なみの保全再生を
図るため、延命新地内の
建物等の所有者が、延命
新 地 地 区 景 観 ル ー ル に
沿った修景整備を行う場
合に、その費用の一部を
補助する制度を創設しま
した。 

●地域活性化等の協定を締結 

◇湖東信用金庫と地域包括連携協定 12/18 

包括的な連携等を目的
に湖東信用金庫と協定
を締結しました。地域
産業の活性化、子育て
支援、次世代育成、定
住移住など連携して取
り組みます。 

◇㈱髙島屋京都店と地域活性化包括連携協定 7/24 

包括的に地域の活性化を図る
ため㈱髙島屋京都店と協定を
締結しました。ふるさと寄附
の取組の強化、髙島屋におけ
る観光情報の発信・物産フェ
アの開催などに取り組みます。 

◇セブンイレブンと地域包括連携協定 11/21 

包括的な地域の活性化を図
る た め セ ブ ン イ レ ブ ン ・
ジャパンと協定を締結しま
した。観光情報の提供や高
齢者支援、子育て支援、就
労支援、防災緊急物資支援
など連携して取り組みます。 

◇ももクロ地域連携協定 2/13 

「ももクロ春の一大事」の
開催地となった自治体が、
互いの地域資源を生かし、
知名度向上や誘客推進等に
取り組むべく「笑顔のチカ
ラつなげるオモイ地域連携
協定」を締結しました。 
 東近江市 富士見市 黒部市 

新 新 

新 新 

◇延命新地修景整備 

 来訪者による回遊性の生まれる街並み景観づくりに向
けた取組の一つとして、延命新地内の市道の美装化工事
を実施しています。 

新 

新 


