
滋賀県湖北地域移住・交流  
サポートシステム構築事業

いざない湖北定住センター



滋賀県湖北地域

平成22年１月から

長浜市と米原市の２市に
米原市

長浜市
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人口・高齢化の現状
2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2035年実数

総人口指数 100.0 98.6 96.6 94.0 91.2 88.3 85.3 34981
老年人口割合（％） 23.3 25.2 27.5 29.1 30.4 31.8 33.3 13656
総人口指数 100.0 101.4 101.7 101.4 100.7 99.7 98.3 81271
老年人口割合（％） 20.0 21.7 24.2 25.5 26.1 27.0 28.3 23397
総人口指数 100.0 95.0 90.1 84.6 78.9 73.4 67.7 3779
老年人口割合（％） 23.5 26.5 30.3 32.8 35.2 36.3 36.9 2060
総人口指数 100.0 99.3 97.9 96.1 93.9 91.5 88.8 7926
老年人口割合（％） 22.4 24.1 26.5 28.3 29.2 29.7 30.3 2705
総人口指数 100.0 97.9 95.5 92.4 89.1 85.4 81.5 8347
老年人口割合（％） 21.0 23.4 26.6 29.3 30.6 30.8 31.8 3257
総人口指数 100.0 92.6 86.1 79.6 73.3 67.2 61.5 5239
老年人口割合（％） 27.7 30.5 33.7 36.3 38.1 39.0 39.9 3399
総人口指数 100.0 93.1 86.4 79.7 73.3 67.4 61.9 2433
老年人口割合（％） 31.1 34.0 37.1 39.4 41.2 42.0 42.7 1679
総人口指数 100.0 93.9 88.1 82.0 76.1 70.5 65.1 3009
老年人口割合（％） 28.1 30.5 34.6 37.6 39.8 41.7 44.1 2038

資料出所;平成17年国勢調査結果に基づく将来人口推計　国立社会保障・人口問題研究所
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都会から湖北へ移り住みたい人の応援団

移住を総合的にサポートする

湖北移住交流支援研究会
民間・行政・大学の協働組織

田舎暮らし体験プログラムの企画・運営

移住交流サポート組織の立ち上げ準備

湖北地域移住・交流促進交流会議の開催



年度 取り組み

2008 ・暮らし体験プログラムの企画・実施
・移住交流サポート組織の立ち上げ準備
・湖北地域移住・交流促進交流会議の開催

湖北移住交流支援研究会の取り組み



暮らし体験プログラムの企画・実施



暮らし体験プログラムの企画・実施



暮らし体験プログラムの企画・実施



移住交流サポート組織の立ち上げ準備



移住交流サポート組織の立ち上げ準備
湖北移住交流支援研究会 問い合わせ・相談 記録用紙 

                                                                               No．    

 問い合わせ・相談の対応

 受信状況 受信者名：  受信方法 □電話 □FAX □メール □その他

 平成    年   月   日（   曜日） （     ）頃

 

 問い合わせ・相談の内容 

 氏 名  年 齢

  住所 〒 

  

 連 絡 先 電話：

  FAX： 

  メール： 

  □イベント・ツアーの問い合わせ 

  □空き家の問い合わせ・相談 

  □農地の問い合わせ 

  □地域情報の紹介・相談 

  □交流居住事業の問い合わせ 

  □センター・組織の問い合わせ 

 問い合わせ  □その他： 

 相談内容  

  ＜具体的な問い合わせ・相談内容＞ 

  □希望地： 

  □移住希望時期： 

  □投資予定資金： 

  □家賃： 

  

  

  ＜対応内容＞ 

  

 問い合わせ  

 相談への対応  □対応済（   月   日済み・対応者：               ） 

  □照会中（紹介先：                          ） 

  □その他： 

 

湖北移住交流支援研究会 空き家登録票 

                                                                               No．   

 空き家について 

 連絡者  

 空き家の住所  〒 

  

  目印など： 

 管理状況  □居住中  空き家  □所有者 

  □月・□年（     ）回程度  所有者  □管理者 

  □放置 約（      ）年  との関係  □その他（     ）

 家屋の状態  □直ぐ住める状態  □多少の修繕が必要  □全面的に改修が必要 

  □現在補修中 

  その他： 

 設備状況等  電気：□引き込み済み □その他 ガス：□プロパン □都市ガス □その他 

  水道：□上水道 □簡易水道 □井戸 下水：□下水道 □浄化槽 □その他 

  トイレ：□水洗 □汲み取り／ □和 □洋 □その他 

  風呂：□ガス □灯油 □電気 □その他 

  仏壇：□有 □無  畑：□有 □無  庭：□有 □無 

  駐車場：□有（   ）台 □無 農地・畑：□有 □無 

  その他： 

  

 売却・賃貸  □売却を希望 □賃貸を希望 □どちらでも可 

 売却希望価格                円 ・ 要相談 

 賃貸希望価格   家賃月額                   円 ・ 要相談 

 賃貸の条件  １．特に期限を限定しない ２．期限を設定する（約       年程度） 

 意向・同意  □所有者 □家族 □親族  □未確認 

 の状況  その他： 

 補修費用負担  □所有者 □入居者 □その他： 

 登記簿の記載  □宅地  □農地  調整区域  □内 □外 

 特記事項  ＊抵当権及び相続登記の必要がある場合などについて 

  

 受付日  平成    年   月    日  現地確認日  平成  年  月  日

 登録日  平成    年   月    日  有効期日  平成  年  月  日

 登録抹消日  平成    年   月    日  □契約成立 □登録取消 □その他 

 



湖北地域移住・交流促進交流会議の開催



年度 取り組み

2008 ・暮らし体験プログラムの企画・実施
・移住交流サポート組織の立ち上げ準備
・湖北地域移住・交流促進交流会議の開催

2009 ・『（仮称）湖北移住交流メッセ』の事業化に向
 けた実践活動

・移住交流サポート組織の立ち上げ準備活動
・湖北地域移住・交流促進交流会の開催

湖北移住交流支援研究会の取り組み





田舎暮らしフェスタの会場

旧余呉小学校講堂（平成旧余呉小学校講堂（平成1717年閉校、昭和２年築）年閉校、昭和２年築）





田舎暮らしフェスタ2009
 

体験プログラム



田舎暮らしフェスタ
 

メイン会場



田舎暮らしフェスタ
 

メイン会場



田舎暮らしフェスタ
 

参加者数（受付済）

近畿圏（関西圏） 中京圏（名古屋圏） その他 

滋賀 90 愛知 12 東京 3 
京都 31 三重 4 埼玉 1 
大阪 35 岐阜 2 福井 1 
兵庫 6   石川 3 
奈良 3   記載なし 3 
小計 165（85.1%） 小計 18（9.3%） 小計 11（5.7%） 

   合計 194（100.0%） 



移住交流サポート組織の立ち上げ準備活動



湖北地域移住・交流促進交流会の開催



年度 取り組み

2008 ・暮らし体験プログラムの企画・実施
・移住交流サポート組織の立ち上げ準備
・湖北地域移住・交流促進交流会議の開催

2009 ・『（仮称）湖北移住交流メッセ』の事業化に向
 けた実践活動

・移住交流サポート組織の立ち上げ準備活動
・湖北地域移住・交流促進交流会の開催

2010 ・移り住むなら滋賀県・湖北

 
田舎暮らしフェスタ2010

・空き家見学会の開催
・地域づくり団体によるイベント実施の支援

湖北移住交流支援研究会から

いざない湖北定住センターへ改称





田舎暮らしフェスタ2010
 

体験プログラム



田舎暮らしフェスタ2010
 

メイン会場



田舎暮らしフェスタ2010
 

メイン会場



近畿圏（関西圏） 中京圏（名古屋圏） その他

滋賀 158 愛知 18 東京 4

京都 10 岐阜 25 静岡 1

大阪 27 三重 6 神奈川 3

兵庫 11 埼玉 2

奈良 1 長野 2

和歌山 18 無記入 6

小計
225

 （77.1％）
小計

49

 （16.8％）
小計

18

 （6.2％）

合計
292

 （100％）

田舎暮らしフェスタ2010
 

参加者（受付済）



空き家見学会の開催



地域づくり団体によるイベント実施の支援



地域づくり団体によるイベント実施の支援



今後の展望と課題(1)
• 「移り住むなら滋賀県湖北

 
田舎暮らしフェスタ」とい

 うプラットフォームの重要性

– 「長浜」でも「米原」でもなく「湖北」であり、高島、彦根など
 もふくめた「いくつもの湖北」

– 実行委員会という「ゆるやかな」つながり

– 住民、移住希望者、民間業者、行政、誰でもが参加でき
 る運動として。

• 「ゆるやかな」つながりであるがゆえの課題

– 地域住民一人ひとりの「主体性」をいかにとりこめるか。

– 地域を越えた住民同士の関係、合意形成が焦点。

– 自ら決めることが尊重される一方で、その決定過程は、
 透明性、説明責任の高い公開のプロセスが必要。



今後の展望と課題(2)
• センターが、持続可能な組織になりうるか。

– 特定の人、地域、組織への依存から脱却できるか

– まちづくりは数年で完了するものではない

• 県、市からの補助がきっかけとなっても、補助の切
 れ目が事業の終わりとならないために。

– 生活領域からの起業や民間事業者との連携によるコミュ
 ニティ・ビジネスの立ち上げ

– 地域を越える想像力、特に縦割りをいかに乗り越えられ
 るか。（次は、県域を越えられるか、が焦点）

– 住民が小さな、ちょっとした「公」を持ち寄る一方で、タダで
 はなく、「小金を稼いで大きな生きがい」を得られるシステ

 ムの構築
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