
滋賀県日野町

ひの暮らし

滋賀県日野町

移住ガイド

日野町空き家・空き地情報登録制度

日野町へのアクセス

　日野町では、町内の空き家および空き地の有効活用と定住促進による、地域の活性化を図る
ため、Uターンや田舎暮しを希望される方々へ、町内の空き家等を紹介しています。
　※ご利用には登録が必要です。

電車・バス 車

滋賀県日野町役場　企画振興課　企画人権担当
〒529-1698　滋賀県蒲生郡日野町河原 1-1 
TEL：0748-52-6552　FAX：0748-52-2043（代表）
E メール：kikaku@town.shiga-hino.lg.jp 　ホームページ：http://www.town.shiga-hino.lg.jp/

・JR近江八幡駅からバスで　 約40分
・JR米原駅から近江鉄道で　 約90分
・JR貴生川駅から近江鉄道で 約20分

・名神高速竜王ICから　　　　 約25分
・名神高速蒲生スマートICから 約20分
・名神高速八日市ICから　　　 約20分

・新名神高速信楽ICから　　 約35分
・新名神高速甲賀土山ICから 約20分
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詳細マップ

ブルーメの丘

大谷公園

グリム冒険の森

小学校 総合病院 金融機関
中学校 診療所 郵便局
高 校 歯科 交番
幼稚園 小児科 役場
保育所 外科 スーパー
こども園 眼科 コンビニ
公民館

ブルーメの丘
ドイツの農村をイメージした花いっぱいの
公園です。かわいい動物とのふれあいや、
パン作りやソーセージ作り、陶芸教室など
様々な体験ができます。

グリム冒険の森
自然の中でゆっくりと休日を過ごし森の学
校（木工）やリ―ス作りなど様々な体験と
遊びを楽しめます。コテージやオートキャ
ンプサイトがあり、自然の中でキャンプを
楽しむことができます。

大谷公園
野球場、体育館、多目的グラウンド、トレ
ーニング室や夏季限定のプールなどがあり
ます。

子育て・教育

町立保育所…3園　　小学校…5校  
私立保育所…2園　　中学校…1校
幼稚園………4園　　高　校…1校
認定こども園…１園
学童保育所…8か所

金融機関・郵便局

金融機関は町内に地銀2行、信用
金庫1行があり、郵便局9店舗Ｊ
Ａ3店舗があります。

病　院

町内には総合病院をはじめ、外科や
内科、小児科、歯科、眼科などの医
療機関があります。産科は、町の中
心部から車で約15分の総合病院に
あります。

買い物

町内にはスーパーマーケットやドラ
ッグストア、ホームセンター、コン
ビニエンスストアや大小様々な商店
が点在し、日常の暮らしを支えてい
ます。

交　通

町民の主な交通手段は車ですが、
町内全域をバスが運行しています。

市街地
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安心して子育てが出来る
ように応援します！

妊娠したら

●母子健康手帳の交付
●妊婦健康診査費用助成制度
一定の検診項目について費用助成を行っていま
す。
●マタニティサロン
妊娠中の過ごし方や悩みなど気
軽に話せる相談会です。
●お母さんお父さん教室
妊娠期に適した食事を作ったり
沐浴の実践をします。
●妊婦相談
妊娠中や産後の困り事について
個別に助産師が相談に応じます。

●日野町役場子ども支援課
子育てに関する様々な相談に
応じています。
●保健センター
妊娠期から就学前まで、健診などを通じ相談に
応じます。
●つどいのひろば「ぽけっと」
子育てに関する様々な相談に応じています。
●わらべ地域子育て支援センター
食事・排泄・発達の悩みなどの、相談・指導を
しています。
●早期療育施設「くれよん」
発達に関する相談、支援、検査を実施しています。
●子育て・教育相談センター
発達支援、子育てや教育に関する相談等を行っ
ています。
●地域の児童委員さん、民生委員さん
困っていること・心配なことなどなんでもご相
談下さい。

子育てに悩んだら

子育ての手伝いをしてほしい人と、子育
てに協力できる人が会員登録し、会員同
士が子育てを応援しあう組織です。

●活動内容
保育園・幼稚園・認定こども園の通園
前後の預かり・送迎、小学校・学童後
の預かり、休校時の預かり、兄弟の学
校行事の時の預かり等。
●報酬
活動後、依頼会員から
協力会員へ報酬を支払
います。

●子育てサロン
各地区の公民館で、室内での自由遊びの他、
お出かけや楽しいイベントもしています。
町内に5か所あります。
●遊びの広場
お子さんを遊ばせなが
ら、いろいろな相談が
できます。町内に５か
所あります。
●つどいのひろば
　「ぽけっと」
子育て中の親子が気軽に集い、おしゃべり
をしたり、親子で遊んだりします。
●わらべ地域子育て支援センター
親子で遊べる場所です。おもちゃや本を用
意しています。
●日野町立図書館
乳幼児期にゆったりと絵本を読んでくださ
い。じゅうたんの部屋でおはなし会もあり
ます。授乳室や幼児用トイレやおむつ替え
スペースも用意しています。
●食育実習講座
保健センターで、離乳食の作り方や進め方
を学べます。

ファミリーサポート
センターって？

仲間づくり遊びの広場

子育て支援

●乳幼児健康診査
・4か月児
・10か月児
・1歳6か月児
・2歳6か月児
・3歳6か月児
●予防接種
各種予防接種を町内指定医療機関で受けら
れます。

乳幼児

●学童保育
放課後、小学生に生活の場を確保します。
●放課後クラブ「ともだち」
特別支援学校等に通うお子さんの放課後支
援の場です。

就学後

●保育所
町立保育所３園　　私立保育所２園
●認定こども園
町立こども園１園
●幼稚園
町立幼稚園４園
●預かり保育
町立幼稚園２園
●一時保育
私立保育所１園
保護者の方の病気等で一時的に保育が必要
な場合利用できます。

保育所・認定こども園・
幼稚園

●新生児訪問
助産師・保健師が訪問し、赤ちゃんの
状態を確認し、お母さんの相談に応じ
ます。
●赤ちゃん広場
保護者同士の交流や助産師・保健師・
管理栄養士が相談に応じます。
●こんにちは赤ちゃん訪問
地域の民生委員・児童委員が訪問し、
子育て情報をお届けします。
●栄養相談
離乳食や幼児食につ
いての悩みに、管理
栄養士が個別に相談
に応じます。

赤ちゃんが生まれたら
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移住者にインタビュー
古民家を念願のアトリエにリフォーム

Do It Yourself  手作りのリフォーム

大窪在住（住居＆アトリエ）
平成29年移住
平川義雄さん

杣在住
平成27年移住
井上康博さん

伝統工芸の技
　高校を卒業して京都で染色の仕事を10年した後、色々な仕
事をしながら染色の「型とめ技法」で絵の勉強をしてきました。

日野町とは長い付き合い
　平成16年から毎年、桟敷窓アートというイベントに参加し
て絵を展示しているので、日野町はなじみのある町でした。
　住居兼アトリエとして使える古民家を紹介してもらい、「ひ
の暮らし」を楽しんでいます。

念願のアトリエ
　空き家のリフォームの補助金を使って、トイレや風呂、屋
根や外壁の一部をリフォームしました。家の中は、ドアや壁、
机や椅子などいろいろなものを自分で作って楽しみながら、
自分の好みにリフォームしています。手作りのアトリエで、
絵の制作をしています。
　今後は色んな人に見てもらえるようなギャラリーにしていく予定です。
長年の夢だった自分のアトリエを持つことができ、今の暮らしに満足
しています。

古民家での経験
　以前は賃貸で古民家に住んでいました。敷地も広く大きな家でし
たが、冬は寒く夏は庭の草刈りに手間がかかるなど、管理が大変で
した。写真や見学だけではわからないことも、実際に１年間住んで
みて実感することも多く、物件選びに役立ちました。

理想の家との出会い
　日野に住んで１年間、車に子供を乗せ日野町中を見て回りました。
なかなか思うような家が見つからず、諦めかけた時にこの家にめぐ
り合いました。南向きで日当が良く、自然農の米作りが出来る田が
すぐ目の前にあるこの場所を見たときに、「ここだ！」と思いました。

地域にとけこむ
　近所の方に会えば、自分から挨拶をして積極的に地域の人にとけ
こんでいきました。今は近所の方に野菜をもらったりすることも多
く、何かお返しできればと思っています。

子育て環境
　引っ越してすぐに３人目の子供を自宅で出産しました。ここに住
むようになってから、子供たちは自然に早寝、早起きするようにな
って外で遊ぶことも増えました。自然豊かな環境で子育てをしたい
と思っていたので、子供たちにとっては良い環境のところに住むこ
とができて、よかったと思っています。

広いガレージで趣味の愛車のメンテ
手作りのリフォーム
　古い家を購入したのでインターネットで調べながら、自分
でリフォームしています。まだ途中ですが、楽しみながらや
っています。

いろいろな人とのつながり
　パソコンが得意で、現在9台のパソコンを持っています。
地域の行事など、移住後の生活を家族や友人にSNSで情報
を発信しています。

ホームコンサート
　息子（郁夫さん）と息子のアメリカ留学時代の友人でギタ
リストのキャメロンさん（数々の国際ギターコンクールで入
賞）が、移住した家でクラシックギターのホームコンサートをしてく
れました。近所の人にも来ていただき、楽しい時間となりました。ス
イカなど差し入れもたくさんいただきました。

地域の行事に積極的に参加
　都会と比べると地域の行事はたくさんありますが、地域の人と交流
する良い機会なので、積極的に参加しています。

めぐり合い
　7年かけて家を探しに数十軒の家を見てきました。この
家の鉄骨造りの大きな作業小屋やガレージを見て一目で気
に入り、購入しようと思いました。イメージどおりの住ま
いを自分で楽しみながらリノベーションしています。

趣味の車
　車いじりが趣味です。アパートと違い気兼ねなく整備が
出来ます。180ＳＸ（平成10年式）が自慢の愛車です。

イメージどおりに
　自分のイメージのインテリアにするために、和室2部屋
を14畳のフローリングにして、50インチの大画面のホ―
ムシアターを作って楽しんでいます。友人が遊びに来た時にくつろげ
るスペースとして、囲炉裏や薪ストーブ、暖炉のある部屋を作るつも
りです。

地域とのかかわり
　外で作業をしていると、近所の人が声をかけてくれるようになりま
した。運動会や夏祭りなど、地域の行事には積極的に参加しています。 
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滋賀県日野町

ひの暮らし

滋賀県日野町

移住ガイド

日野町空き家・空き地情報登録制度

日野町へのアクセス

　日野町では、町内の空き家および空き地の有効活用と定住促進による、地域の活性化を図る
ため、Uターンや田舎暮しを希望される方々へ、町内の空き家等を紹介しています。
　※ご利用には登録が必要です。

電車・バス 車

滋賀県日野町役場　企画振興課　企画人権担当
〒529-1698　滋賀県蒲生郡日野町河原 1-1 
TEL：0748-52-6552　FAX：0748-52-2043（代表）
E メール：kikaku@town.shiga-hino.lg.jp 　ホームページ：http://www.town.shiga-hino.lg.jp/

・JR近江八幡駅からバスで　 約40分
・JR米原駅から近江鉄道で　 約90分
・JR貴生川駅から近江鉄道で 約20分

・名神高速竜王ICから　　　　 約25分
・名神高速蒲生スマートICから 約20分
・名神高速八日市ICから　　　 約20分

・新名神高速信楽ICから　　 約35分
・新名神高速甲賀土山ICから 約20分

日野町物件の審査・登録申込

空き家・空き地
の所有者

（売りたい・貸したい方）

利用の登録申込

空き家・空き地
の利用希望者

（買いたい・借りたい方）
間接型
滋賀県宅地建物
取引業協会

仲介 仲介

直接型
交渉・契約

協
定

情報提供利用希望者の紹介

岐阜県

三重県
奈良県

福井県

京都府

大阪府

琵琶湖
滋賀県

愛知県

北陸自動車道
JR北陸本線

JR東海道本線

名神高速道路 東名阪自動車道

新名神高速道路

日野町

東海道新幹線

近江鉄道JR湖西線

JR琵琶湖線

大阪

米原

名古屋

京都

草津 彦根安土

貴生川

八日市

能登川

日野

近江八幡

甲賀土山 PA亀山

約25分

約24分 約31分 約112分
約40分

約20分 約21分

約24分

約23分

約44分約16分

約20分

約18分 約3分 約5分 約14分 約4分

京

　都

米

　原

名
古
屋

東

　京

JR線
新幹線
近江鉄道
近江バス
新名神高速道路


