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SEA TO SUMMIT

滋賀県の南東部に位置する東近江市は、
古くから交通の要所として栄えてきた地域です。
日本列島のほぼ中央に位置しているので、
西は京都府、大阪府に、東は愛知県、岐阜県、三重県に、
北は福井県にアクセスが便利な地域です。
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所要時間
【新幹線を利用した場合】
東 京 駅 → JR 米原駅：約 2 時間 14 分
名古屋駅 → JR 米原駅：約 27 分
新大阪駅 → JR 米原駅：約 35 分

【在来線を利用した場合】
米 原 駅 → JR 能登川駅：約 13 分
名古屋駅 → JR 能登川駅：約 1 時間 29 分
京 都 駅 → JR 能登川駅：約 39 分

※数字は各駅の各区間の
　おおよその所要時間です
　（単位 / 分）

“未来”あるくらし

定住・移住ガイドブック Let’s live in Higashiomi City ! !

JR 彦根駅から
近江鉄道八日市駅まで
約 34 分
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松本　真実 さん
【職　　業】農業　菜園「野菜と旅する」代表
【前住所地】三重県名張市

１ .移住したきっかけを教えてください。
　前職は科学メーカーの研究開発職でしたが、大好きな野菜作りを
生業にしたいと心機一転。三重県の農業法人で働きながら栽培技術
を身につけました。独立を目指し様々な就農先を検討しましたが、
ここだ！という農地がなかなか見つからず苦労しました。ＮＰＯ法
人愛のまちエコ倶楽部に相談したところ現在の農地を紹介してもら
い、借りることができました。市の職員の方の力添えをなどもいた
だきながら今では1町5反の畑を経営しています。

２ .移住してよかったことを教えてください。
　人間関係がおおらかで他県から
の移住者でも生活しやすいところ
です。東近江市は都市部へのアク
セスも良い、消費地も近い、歴史・
文化があると、日本の良いところ
がコンパクトにまとまっているよ
うなところです。

３ .移住して困ったことを教えてください。
　家探しです。お借りした畑の近くで住居を探しましたが、なかな
か希望する物件に巡り合えずに苦労しました。

４ .今後の目標を教えてください。
　農園はスイカが主力商品ですが、これから少しずつ在来野菜の作
付と販路を拡大していきたいと思っています。日本の農村には、た
くさんのその土地だけの在来野菜が残されています。現在の流通シ
ステムには適さないために栽培されなくなった品種も多いのです
が、そんな中でこの土地に合ったものを選んで栽培してお客様に届
けていきたいです。

５ .移住を考えている方へひとことお願いします。
　農業や田舎ぐらしには様々なスキルが必要とされますが、移住者
がいきなり全てをできるはずがありません。まわりの技術を持った
人たちに手助けしてもらい、自分が現在までに培ってきた得意分野
を生かせば良いと思います。

脱サラで就農！
愛東
地区 杉江　明紀 さん

【職　　業】自営業　ＣＡＦＥ　ＳＵＧＩ代表
【前住所地】滋賀県長浜市

１ .移住したきっかけを教えてください。
　いずれは自分のお店を持つのが夢でしたので以前は県内でお菓子
作りの仕事をしていました。大手メーカーだとお菓子作り全体の勉
強ができなかったので、その後東京、大阪、神戸でケーキ作りの修
業をしました。若かったからかもしれませんが、都会での生活は大
変で「きつかった」というのが正直なところでした。実家に戻って
から店を持つなら地元に近い方が良いと思い滋賀県内でお店を探し
ましたが、希望にかなう物件が見つかりませんでした。そんな時「東
近江市空家バンク」を知り、今のお店を紹介してもらいました。良
い物件があったのが東近江市との出会いです。

２ .移住してよかったことを教えてください。
　農業が盛んな地域ですので、おいしい農産物が豊富なのが何より
でした。季節の美味しい食べ物がたくさんあって、お店をするには
一番大切なものが揃っていました。それと、いろんな方が助けてく
れることです。こちらが何か困って相談すると何かと力を貸してい
ただきました。

３ .移住して困ったことを教えてください。
　独立してお店をすることに対してお客様がどの程度来ていただけ
るのか不安でした。ＪＲ能登川駅の乗降客は多いのですが、調べて
みると意外に年齢の高い方が多
かったので、私の店のお客様に
なっていただけるか心配でしが、
幅広いお客様が来店していただ
いています。
　地域には案外とすんなり溶け
込めました。

４ .移住を考えている方へひとことお願いします。
　自分のやりたいことをやってみることです。できないところはい
ろんな人が助けてくれます。悩んだり心配するよりやってみること
です。移住についてもそうですし、お店をやるときもまずチャレンジ
してみることです。やってみることでいろいろなことが始まります。

ＣＡＦＥ ＆ ＣＡＫＥ！
能登川
地区

齋藤　高義 さん
【職　　業】会社員
【前住所地】神奈川県横浜市

１ .移住したきっかけを教えてください。
　子どもが生まれて都会での子育ては自分たちには合わないと感じ
移住を考え始めました。２０１８年の夏に滋賀県を訪れてみて漠然
とですが良いとこだと感じました。２０１８年１２月に「滋賀移住
体験プラン」に参加し東近江市の能登川地区を初めて訪問しました。
その時に地域の人たちと触れ合って魅了されてしまいました。「縁」
ですね。妻も出身が京都でしたので滋賀県に住んでいる友人が多
かったこともプラスに働きました。

２ .移住してよかったことを教えてください。
　空が大きかったですね。自然に恵まれているし京都や大阪に出る
のはもちろん、私の実家の神奈川県（小田原市）に行くのも便利です。
何より子どもをのびのびと育てる環境が整っていますね。子育て支
援センターは妻も子どももすごく気に入っています。子育てにお金
をかけている自治体で全国でも上位にランキングしていたことが実
感できますね。
　日常生活は徒歩圏内で済ますことができるので便利です。人口が
多すぎず少なすぎずほどよく住み心地が良い感じです。まだ移住し
て日が浅いのですが、歴史、文化、お祭り、イベントがたくさんあ
りこれからが楽しみです。

３ .移住して困ったことを教えてください。
　移住するに当たり仕事を辞めていたので、仕事探しに苦労しまし
た。年齢的にも難しい年代に近づいていましたので決まるまでは心
配でしたが、うまく決まりました。現在、仕事は長浜市まで通勤し
ているので少し遠いですが、やっぱり住むのは東近江市がいいです
ね。

４ .移住を考えている方へひとことお願いします。
　いろいろ考えているより思い立ったら行動することですね。考え
ていても前に進みませんから、私の場合は先に仕事を辞めてしまっ
てからこちらで仕事を探しました。何とかなるものです。

このまちで子育て！
能登川
地区

西條　由紀夫 さん
【前住所地】福井県福井市

１ .移住したきっかけを教えてください。
　退職を機にゆったりと生活をしたいと思い、移住先を探していま
した。大阪で滋賀県の移住相談会があり参加し、たまたま東近江市
の移住担当の方と話をして、行ったことがないという話からとにか
く一度訪ねてみてくださいと言われ、行ってみることにしました。
イベントなどにも参加して、モノづくりが盛んなことやいろいろ興
味があるものに出会うことができました。何回か訪問するうちにこ
のまちに住んでみようと思うようになりました。

２ .移住してよかったことを教えてください。
　家探しのために何軒も家を見て回り、今の家を見たときすぐに気
に入ってしまいました。それと地域の人が受け入れてくれたことが
本当に良かったと思います。自治会長さんに地域の行事などのお話
を聞きに伺ったときに近所の方も集まっていただき、この地域の人
の温かさに触れ、ここなら大丈夫と感じました。移住してみると、
まず、図書館が充実していることに驚きました。地域の「ものづく
り展」が催されて出展の誘いがあったり、退職後の生活が豊かにな
りました。
　車があればどこに行くのも便
利で、名神高速道路の八日市イ
ンターが近く、国道４２１号が
三重県まで通っているので行き
やすく、日常の買い物も苦にな
りません。

３ .移住して困ったことを教えてください。
　車が必需品なので家族一人に１台必要ですね。それと獣害です。
せっかく作った作物が食べごろになるとなくなってしまうこともし
ばしば…。

　ほかには特に思い当たりませんが、困ったときに相談できる方に
出会うことができればありがたいと思っています。

４ .移住を考えている方へひとことお願いします。
　住んでみないと分からないこともありますが、移り住んでどんな
暮らしをしたいのかを自分なりにイメージし、設計しながら家族と
話し合い、自分たちにふさわしい家と土地を探してみてください。

趣味をたのしむ暮らし
永源寺
地区
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【魅力❶】身近に自然が感じられるまち

■農村地区

　近畿地方屈指の穀倉地帯を形成しており、米・麦・大豆などの穀類を
はじめ、キュウリ・トマト・ピーマンなどの野菜、ナシ・ブドウ・イチゴ・メ
ロンなどの果実と多種多様な農産物が生産されています。
　生産された農産物は各地に出荷されるほか、市内の直売施設などで
も販売されています。
　また、畜産業も盛んで、乳用牛の飼育や日本三大和牛の一つである
「近江牛」の生産も行われています。

■山村地区

　市の面積の56%が森林で、その
多くが鈴鹿山系の山間部に存在し、
湖東平野を潤す重要な水源の役割
を果たしています。
　鈴鹿を源流とする愛知川、その支
流である御池川、茶屋川、神崎川、
佐目小谷川、渋川などの清流があり
四季折々の風景を演出してくれる自
然豊かな地域です。

■湖辺地区

　本市の湖辺に位置する伊庭地区
は文化庁の「日本遺産」に認定され、
水と共に生きてきた生活の知恵と
伝統が息づいています。
　愛知川の河口付近には漁港もあ
り、ホンモロコ・フナ・アユなどが獲
れます。
　湖岸では、ウィンドサーフィン・カ
ヤックなどのマリンスポ一ツが楽し
めます。

■企業立地

　近畿圏と中京圏の中間地点と
いう立地条件と名神高速道路、
国道８号や国道421号などの幹
線交通網が充実しているため多
くの工場が進出しています。
　また、自然災害が少ないため
企業のデーターセンターや基幹
工場なども立地しています。
　加えて市内の隅 ま々で光ファイ
バー網が整備されおり魅力ある
インフラの一部となっています。

■ものづくり

　東近江市小椋谷は木地師文化発
祥の地として古くからモノづくりの文
化が息づいており、この地域は滋賀県
初の林業遺産として認定されました。
　他にも手織り真田紐、梵鐘、小幡人
形、近江上布（麻織物）などの伝統工
芸が継承されています。現在ではデニ

　乳児期においては、1歳未満
の乳児へのおむつ支給事業、
ブックスタート事業をはじめ、子
育てについての相談にのってく
れる子育てコンシェルジュなど
の子ども応援事業が充実してい
ます。幼児期には自然体験がで
きる東近江やまの子キャンプな
どの森や里山を生かした教育プ
ログラムや農業体験などを受け
ることができ自然のなかでのび
のびと子どもを育てることがで
きます。市内の教育施設では園
庭や校庭を芝生化する事業が
進められており子どもたちがの
びのびとした環境で育っていま
す。また、給食センターが整備さ
れており、幼児園、幼稚園、小中
学校に安心しておいしく栄養バ
ランスのとれた給食を提供して
います。

■中心市街地

　市の中心部には近江鉄道八
日市駅や市役所などの官庁街、
銀行、ショッピングセンター、商店
街が賑わいのある市街地を形成
しています。

【魅力❹】名勝・古刹

■百済寺
　聖徳太子が606年に開創された
といわれている古刹で、池とその
周辺に配した石と花樹の趣のある
庭園は藤原定家の『明月記』にも
「観音浄地の景勝」と称賛され、また宣教師ルイス・フロイスをし
て「地上の天国」といわしめています。鎌倉時代の「絹本著色日吉
山王神像」など多くの国や県指定の文化財が残されています。

■太郎坊宮（阿賀神社）
　標高350メートルの巨岩が露出し
た赤神山の中腹にある通称太郎坊
宮は太郎坊さんの名で市民に親し
まれています。約1400年前の開基と
伝えられ、天照大神の御子、「正哉吾
勝勝速日天忍穂耳尊（まさかあかつ
かちはやひあめのおしほみみのみこと）」を祀り、その名前から勝
運授福の神として崇められています。

■永源寺
　永源寺は臨済宗永源寺派の大本
山で、佐々木氏のもと盛時には
2000人もの修行僧が集い、山中に
は五十六坊の末庵を有したと言わ

れています。国内屈指の大きさを誇るヨシ葺屋根の本堂には国指
定の重要文化財である寂室和尚坐像があり、本尊の「聖観音像」は
秘仏で、世継ぎ観音とも呼ばれ、御開帳は四半世紀に一度、普段直
接お姿を拝むことはできません。
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ムの縫製工場などのものづくりに
引き継がれています。また、豊富な
農産物を生かした食品や、こん
にゃく、丁子麩などの特産品や愛
知川の伏流水と近江米を生かし
た酒蔵があり特徴ある日本酒を
醸造しています。

■防災防犯

　本市は、地盤が強い地質構造にあるため
地震も少なく、台風などの自然災害も比較
的少ない地城です。
　また、市民が一丸となって協力して防災・
防犯対策の推進を積極的に進めています。

【概要】
　平成17年に1市4町（八日市市・永源寺町・五個荘町・
愛東町・湖東町）が合併し東近江市が誕生しました。
平成18年に能登川町、蒲生町と合併し現在の形にな
りました。滋賀県の南東部に位置し、東は鈴鹿山脈
から西は琵琶湖まで広がる東西に細長い、山村、農村、
湖辺、まち中と多彩な景観を持つ自然豊かなまちで
す。

【特徴】
　市内には鈴鹿山脈から琵琶湖までつながる愛知川、
市南部を日野川が流れており、広大で肥沃な農地を
形成し、温暖な気候からたくさんの穀物、野菜、果
実を産し、近畿地方有数の穀倉地帯となっています。
古くは聖徳太子ゆかりの地として栄え、近畿地方と
東国各地を結ぶ交通の要衝として発展してきました。
また、木地師文化・ガリ版の発祥の地であり、近江
商人を生んだ先進的な風土を持ったまちです。また、
聖徳太子ゆかりの地、万葉文化の地であるなど奥深
い歴史・文化・伝統に支えられた暮らしがあります。

【気候】
　気温は年平均15℃前後。冬季は平野部でも積雪を
見る場合もありますが、全体的には温和なところです。
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東近江市空き家バンク
　空き家バンクとは、空家・空店舗所有者と空家利
用希望者をマッチングし、「人と人をつなぐ」ための
仕組みです。地域に眠る空き家を掘り起こし、空き
家問題を解決することを目的としています。
　「空家を売却したり、リフォームして有効活用し
たいけれど個人では何から手を付けたらいいか分か
らない」という所有者や「空家に住みたい」という
活用希望者をサポートします。

定住移住するための
住まい探し、購入、改修をサポート !

このまちで働き住みたい方のための制度を充実させています。

総合窓口　企画課　☎ 0748-24-5610  IP 050-5801-5610

定住移住推進　支援いろいろ

東近江市しごとづくり応援センター
　東近江市に居住を予定している人を対象に「地域
しごと支援コーディネーター」が就労についてサポ
ートをします。東近江市内の事業所の紹介、事業所
見学・体験実習・面接までをお手伝いし、採用後の
フォローアップもします。

就農相談・新規就農マッチング事業
　市・県・ＪＡ、地域商社を中心に、農業委員会や
地元ＮＰＯ等と連携して、就農相談に対応していま
す。また、就農希望
者と後継者を求める
農家や集落の農地、
施設、機械等のマッ
チングを総合的に支
援しています。

次世代担い手確保・育成支援資金 等
　機械設備を購入・修繕する新規就農者に対して必
要経費の一部を補助する制度や、50歳未満の新規
就農者に、経営が安定するまでの間の補助する農業
次世代人材投資事業などの支援があります。

見守りおむつ宅配便
　満１歳未満の乳児を養育するご家庭を対象に、宅配

員が子育ての声かけ見守りと、おむつ等（毎月1,500

円相当）を宅配します。

赤ちゃんとママが集う場・
つどいの広場で遊ぼう

（子育て支援センター）
　つどいの広場は、子育ての楽しさを味わいながら、
人とつながる喜びを大切に絵本やおもちゃで遊んだり
おしゃべりしたりできます。また、様々な子育て講座
を開催し、親子がともに学び合える場の提供を行って
います。妊娠中から1歳未満の子どもと親が参加でき、
子育てについて話したり、赤ちゃんの身長・体重を測
れたり保育士・保健師・助産師などに相談できる場が
あります。

図書館へ行ってみよう
　市内には7箇所の図書館があり、赤ちゃんを迎え
るための本からすこやかな成長を助ける本、家族み
んなの毎日の生活に役立つ本や気分転換に楽しめる
趣味の本・雑誌などたくさんそろっています。また、
赤ちゃんと家
族が一緒に楽
しめる絵本や
手あそび・わ
らべ歌など「お
ひざでだっこ
のお話会」も
各図書館で開
催しています。

住む
L i v e

妊娠、出産から
子育て、教育をサポート !

子育て
C h i l d  r e a r i n g

起業・就業・就農をサポート !働く
W o r k住む 働く子育て

最新情報は
こちらからアクセス

してください。

東近江市しごとづくり応援センター
TEL.0748-24-5565
I P.050-5802-9540

東近江市農業水産課
TEL.0748-24-5660　I P.050-5801-5660

お試し居住「政所山荘」
　「山村暮らしをしたい」「広い家にあこがれる」「自
然に囲まれた場所が好き」などと想っておられる方
に、東近江市の良さを実感していただくために、お
試し居住ができます。

　東近江市では定住移住するためのＵターン者住宅取得事業、空家改修事業、子育て
空家改修事業など、このまちで住みたい方のための制度を充実させています。

一般社団法人　東近江住まいるバンク　TEL.0748-22-3366

東近江市役所

問題のある空き家

一般社団法人
東近江住まいるバンク

協力

連携・仲介

不動産業 司法書士 建築業 土木業

空き家を売りたい
貸したい
解体して売却したい
管理をしてほしい

空き家を買いたい
東近江市に移住したい
お店を始めたい

近所の空き家の
　草木が繁殖している
イタチが住み着いている
トタンが飛んでくる

ご相談

など

助言・指導

手放したい お困りごとがある

利用したい

東近江市で
働きたい

面接を
上手く受けられる
ようになりたい

子育てと両立
できる時間帯で

働きたい

持病と付き合い
ながら働きたい

働き方を
見直したい

資格を生かした
仕事を見つけたい

仕事の探し方を
教えて欲しい

ブランクはあるが
自分に合う

仕事を探したい

子育てが
落ち着いたので
仕事に復帰したい

あなたの強み、希望、適性などをお聞きしながら
就労への一歩 を応援します。 

定年後も
元気に働きたい
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定住移住

定住移住するための住まい探し、購入、改修をサポート！

東近江市のコミュニティバス
「ちょこっとバスと、ももいろクローバーZ」



そのほか、名古屋・京都から
高速バスも運行されています。

滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
T E L ： 0748-24-5610　E-mail ： kikaku@city.higashiomi.lg.jp
FAX ： 0748-24-1457　HP ： http://www.city.higashiomi.shiga.jp

2019.08.2000

SEA TO SUMMIT

滋賀県の南東部に位置する東近江市は、
古くから交通の要所として栄えてきた地域です。
日本列島のほぼ中央に位置しているので、
西は京都府、大阪府に、東は愛知県、岐阜県、三重県に、
北は福井県にアクセスが便利な地域です。

至
大
安
口
IC

所要時間
【新幹線を利用した場合】
東 京 駅 → JR 米原駅：約 2 時間 14 分
名古屋駅 → JR 米原駅：約 27 分
新大阪駅 → JR 米原駅：約 35 分

【在来線を利用した場合】
米 原 駅 → JR 能登川駅：約 13 分
名古屋駅 → JR 能登川駅：約 1 時間 29 分
京 都 駅 → JR 能登川駅：約 39 分

※数字は各駅の各区間の
　おおよその所要時間です
　（単位 / 分）

“未来”あるくらし

定住・移住ガイドブック Let’s live in Higashiomi City ! !

JR 彦根駅から
近江鉄道八日市駅まで
約 34 分

“うるおい”あるくらし

1914 27 98

19 34

924 8244 6 5
大

　阪

お問い合わせ

東近江市企画部企画課

約1時間00分

約1時間10分

約1時間30分


