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Handbook
高島で暮らそう！



高島市は滋賀県の北西部、近畿地方の北部にあり、近畿、中京、北陸３圏の結節点に位置します。
東は琵琶湖に、南西は比良山地を境に大津市および京都府に、北西は福井県に接しています。
面積は約 693.05 ㎢（うち琵琶湖 181.93 ㎢）、人口は約５万人です（H31.2.28 現在）。

冬は寒く山間部では雪も多いですが、それらは緑豊かな森林を育むとともに、「母なる湖」琵琶
湖へ注ぐ水の約３分の１を生みだしています。また、秋には「高島しぐれ」と呼ばれる天気雨が
しばしばあり、たくさんの虹を見ることができます。

都市から近い“ほどよい田舎”

びわ湖の“水のふるさと”

便利でありながら琵琶湖と山々が広がり里山に集落が点在する “ほどよい田舎”です。市街地に
はスーパーや図書館が充実し、ほどほどの田舎暮らしが楽しめる一方、奥深い山の中では古民
家を改修したり田畑を耕したり、自給的な暮らしを目指す若者たちも集まっています。

車で京都まで約１時間、大阪まで約 2 時間。
JR（新快速）で京都駅まで 48 分、大阪駅まで 78 分。
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東海道新幹線

2時間 28分
【かがやき】

北陸新幹線

東海道本線JR 琵琶湖線JR 京都線

JR 湖西線

JR北陸本線

鉄道でのアクセス
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0740-25-8526☎
定住相談窓口（ 滋賀県高島市新旭町北畑 565　高島市役所 市民協働課 定住推進室）

info@move-takashima.jp

移住のために…

定住相談にお越しください

高島に来て、いろんな人と出会おう
　まずは一度、高島市に遊びに来てください。来られた際には、地域の
人や移住した人に出会い、高島の良さや課題、暮らしについて聞いてみ
ることをオススメします。高島市では、季節ごとに色々なイベントやお
祭りが開催されています。参加することで様々な情報を得ることがで
きます。
　また、地域の人や移住をされた先輩の方々と出会い、お話を聞ける
移住交流会を市では年数回開催していますので、是非ご参加ください。

　「移住したい！」という気持ちになられたら、高島市役所の定住相談窓口にお越しください（事前にご予
約ください。電話相談も可能です。）。初めて高島に来られる方には、地域の概要を説明し、希望される地
域をご案内します。また、移住された方の話を聞けるようにコーディネートもできます。
　定住相談では、高島のどこに魅力を感じて選ばれたのか、どのような仕事を希望されるのか、どんな
暮らしを望んでいるのか、などをお聞きかせください。
　市内の協力事業者（宅地建物取引業者）さんと一緒に、空き家や集合住宅、市営住宅など、住まいの紹
介もしています。また、「高島で暮らそう！」ホームページやFacebookでも情報を発信しています。

高島での暮らしを実現するには
　移住する前には、いくつかのステップを踏む必要があります。そのプロセスは様々ですが、基本的な
ステップを「高島で暮らそう！」ホームページに「高島への移住ステップガイド」を用意しました。ご自
身が今どの位置にいるのかも参考に確認してみてください。
※「高島で暮らそう」ホームページからダウンロードできます。

「高島で暮らそう」ホームページや Facebook でも情報を発信しています。
空き家情報や移住された方の体験談、市内イベント情報や都市部での移住
相談会、セミナーの開催予告などを発信しています。是非、ご覧ください。

高島の人と交流できるイベントに参加しよう！
（コレカラサロン）

（ホームページＱＲコード）
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住まい を見つける・つくる

高島市空き家紹介システムの協力事業者（宅地建物取引業者）

有限会社 桧住建　  　　　　有限会社 湖西住研　  　　　　株式会社 澤村

湖西ホームズ株式会社　  　　　株式会社 梅久　　　　　株式会社 BELIEF

弘徳興業株式会社　   株式会社 北條　  エイブルネットワーク高島安曇川店

株式会社アドミールリゾート　  ほうき不動産

　高島市は広く、地域によって住環境が違います。季節ごとに訪れて、気候風土や景色、積雪量などを
見て、地域の人にも話を聞いてみてください。駅やスーパー、病院、学校なども自分の目で確かめ、思い
描く暮らしができるか、具体的に想像しましょう。　
　空き家の賃貸や購入を考えられている場合、場所や広さ、価格など、優先順位を決めて不動産会社に
伝えると、分かりやすく情報も得やすいと思います。「理想的な住まい」を実現されている移住者の方
は、高島に住んで地域に馴染みながら、何年もかけて住まいを探し見つけて購入し、リフォーム（セル
フビルド含む）されている方が多いです。理想の暮らしはゆっくり実現していく心構えが必要です。

　市内の協力事業者（宅地建物取引業者）さんと一緒に、空き家やアパート、市営住宅など、住まいの
紹介もしています。

▶  住まい探しのポイント

空き家紹介システムのしくみ（利用方法）

空き家の所有者・管理者 空き家への 移住希望者

①空き家情報提供・登録

②情報収集、意向調査
③利用希望者紹介

①空き家の問い合わせ
　・申し込み

②移住相談
③空き家所有者紹介

④物件調査・相談 ④物件紹介・見学

⑤交渉・契約

市内協力事業者
（宅地建物取引業者）

空き家情報
の提供

利用者登録
の情報提供

（空き家を貸したい方・売りたい方） （空き家に住みたい方）

空き家紹介
システム
（高島市）
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それぞれ補助要件があります。申請をお考えの方は、必ず着工される前に担当課にご相談ください。

【 対象となる人 】   高島市内で建築される場合：施主、　高島市外で建築される場合：建築事業者

【対象となる事業】 市内業者が行う、住宅等の新築および増改築工事（地域材を３㎥以上使用すること）

【補助金の額など】 一般住宅で製材品１㎥あたり 15,000 円、 限度額 30 ㎥まで 45 万円
※ 建物の用途などにより、補助単価が変わります。詳細は森林水産課までお問い合わせください。

地域材活用応援事業補助金 ［担当］森林水産課 TEL:0740-25-8512

【対象となる住宅】  ①定住するために購入した中古住宅、所有する住宅 ②相続・贈与によって取得する実家

【対象となる事業】  市内業者が請け負う 50 万円以上のリフォーム工事

定住住宅リフォーム補助

【補助金の額など】 補助率は最高 1/4、 総額は最高 50 万円、地域通貨「アイカ」で 5 年間分割均等払い
　   ※ 年齢によって補助率が変わります。詳細は市民協働課までお問い合わせください。
　   ※ 着工前に申請が必要です。

　   ※ 着工前に申請が必要です。

 ※

【 対象となる人 】   ①高島市へ移住・Ｕターンしようとする方で、転入後 3 年を経過しない方
　　　　　　　　   ②市内の賃貸住宅などにお住まいで実家に定住しようとする方または婚姻により実家に

定住しようとする方で、40 歳未満の方または小学校 6 年生までの子を扶養し、同居する方

［担当］市民協働課 TEL:0740-25-8526

【補助金の額など】 

市内業者が請け負う 50 万円以上のリフォーム工事

【対象となる住宅】  ・高島市空き家紹介システムを通じて取得した住宅であること
　　　　　　　　 ・リノベーション後に当該空き家が耐震基準を満たしていること

高島市子育て世帯空き家リノベーション事業費補助

【対象となる事業】  

補助率は 2/3、 限度額 200 万円

【 対象となる人 】   高島市へ移住・Uターンしようとする方で、中学校３年生までの子どもがいる世帯

［担当］市民協働課 TEL:0740-25-8526

「高島市子育て世帯空き家リノベーション事業費補助」および「定住住宅リフォーム補助」を
利用して市内の住宅を取得する場合、住宅ローン【フラット 35】の借入金利が当初 5 年間、
年 0.25％引き下げられます。詳しくは市民協働課【0740-25-8526】までお問い合わせください。

その他に太陽熱温水器設置事業補助金、住宅用太陽光発電システム設置補助金があります。
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▶  ハローワーク高島（大津公共職業安定所高島出張所）

仕事 を見つける・つくる

〒520-1214 滋賀県高島市安曇川町末広 4-37　  
TEL：0740-32-0047　FAX：0740-32-3419
利用時間：月～金曜日　8:30 ～ 17:15
休　　日：土・日、祝日、年末年始（12/29 ～ 1/3）
アクセス：安曇川駅より徒歩約 3 分、駐車場あり

　高島市では、厚生労働省地方公共団体無料職業紹介事業の届出認可を受け、ハローワー
ク求人情報オンライン提供サービスを利用し求人情報の紹介をします。
　ハローワークの求人情報はもちろん、企業を直接訪問し、企業からお聞きした業務内容
や人材ニーズなどをもとに、あなたに合ったお仕事を紹介します。「しごと」に関するお
悩みは何でもご相談ください！
[ 定住相談窓口 ]　市民協働課　TEL：0740-25-8526

▶  高島市若者定住職業相談コーナー

▶  高島地域雇用創造協議会

 高島地域雇用創造協議会

〒520-1501　滋賀県高島市新旭町旭１丁目 10-1 高島市観光物産プラザ 2F
TEL：0740-25-5731　FAX：0740-25-5732
HP：http://www.takashima-shigoto.jp     Mail：info@takashima-shigoto.jp
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　市内で多くの雇用を生み出すことを目的に、たか
しまの未来を創るシゴトおこしプロジェクトに取り
組んでいます。観光、地域資源分野などでの雇用創
出を目指し、求職者のスキルアップのための「人材
育成セミナー」、企業などの経営力アップのための
「雇用拡大セミナー」を開催。また、高島産品を活
かした、お土産品の商品開発が行われています。

▶  農業大学校などで研修を受けたい

それぞれ要件の確認等があります。申請をお考えの方は、必ず高島市役所 農業政策課にご相談ください。

▶  高島市の就職フェア

農業次世代人材投資事業
　　　　　　　【準備型（研修期間中）】

　都道府県等が認めた農業大学校等の研修機関や
先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農予
定時の年齢が、原則 50 歳未満であり、次世代を担
う農業者となることについての強い意欲を有する
者に最長２年間、年間 150 万円を交付します。

　　　　　　　　（農林水産省  農業次世代人材投資事業）

▶  農業経営を始めたい

農業次世代人材投資事業
　　　　　　　【経営開始型（独立・自営就農後）】

　青年等就農計画の認定を受けた独立・自営就農
時の年齢が原則 50 歳未満の認定新規就農者で、次
世代を担う農業者になることに強い意欲を有している方に、農業を始めてから経営が安定
するまで最長５年間、年間最大 150 万円を交付します。　（農林水産省  農業次世代人材投資事業）

　その他にも、農業法人等が、新規就農者を新たに雇用し、農業生産技術や経営ノウハウなど就農に
必要な技術を習得させるための研修を実施するときや経営者を育成される場合には、助成制度があ
ります。詳細は、農業政策課 TEL：0740-25-8511 へお問い合せください。
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　高島市では市内企業の合同企業説明会が毎年開催
されています。開催時期や出展企業などの詳細は各
課・協議会にお問い合せください。
•「就職フェア」（商工振興課TEL：0740-25-8514）
•「福祉の職場説明会」

（社会福祉課TEL：0740-25-8120）
•「合同就職面接会」

（高島地域雇用創造協議会TEL：0740-25-5731）



▶  新たないのちの誕生を応援

子育てのサポート

　安全な出産ができるように、妊娠された方の健康診査費用の全額助成や
不妊症、不育症に悩む方の治療費の一部助成をしています。（健康推進課）

▶  こんにちは赤ちゃん事業
　おおむね生後３か月までの乳幼児家庭を訪問し、保護者の不安や悩み
を聞いて、育児支援を行っています。（子育て支援課）

▶  ブックスタート事業
　4 か月児と 1 歳児を対象に、おはなしを楽しみながら絵本を１冊プレゼントしています。赤ちゃん
とふれあうひとときに、声をかけるきっかけに絵本を取り入れてみませんか。（図書館）

▶  0 歳児からの一時預かりサービス
　保育園に入園していない 0 歳児からの一時預かりを行っています。（子育て支援課）

▶  中学生までの医療費が無料！
　中学校卒業までの子どもの入院、通院にかかる医療費（自己負担分）が無料です。（保険年金課）

▶  子育て支援センター・つどいの広場
　乳幼児（未就園児）の遊びの場で、子育ての相談、交流の場です。ママも赤ちゃんもリフレッシュしよ
う！市内の保育園、認定こども園、児童館などに併設されています。（子育て支援課）

▶  学童保育所
　放課後や長期休み中に家庭に代わって共働き家庭や母子・父子家庭の小学生に、集団活動など学びの
場を提供しています。（子育て支援課）

▶  保育料は国基準の約 50％、第２子以降完全無料！
　高島市の利用者負担額（保育料）は国基準の約 50% として子育て家庭の負担を軽減しています。
平成 29 年度から、ふるさと納税の寄付金を活用して、第ニ子以降の保育料を完全無料にしています。
　※10月より、第１子からの完全無料化
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（子育て支援課）

▶  図書館（室）
　市内に６つの図書館（室）があり、毎月おはなし会を開催し
ています。乳幼児から絵本や紙芝居を楽しんでいただけます。

利用時間：月～金　8:00 ～ 18:30　TEL：080-5706-9555
利用料：1 日 1 人 2,000 円（市外在住者 4,000 円） ※所得による減免制度あり

▶  病児保育室  おひさま
　かぜや熱で保育園に行けないお子さんなどお家で看る
ことができない場合、高島市民病院内の病児保育室で保育
します。

〒520-1501 高島市新旭町旭 1-８-５ 
新旭駅西ショッピングセンター エスパ店内（NPO 法人 元気な仲間）  
TEL：0740-33-7805　Mail：tasukeai@npo-genki.com

▶  ファミリー・サポート・センター たすけあい高島
　子育て中の方が仕事と育児を両立し、安心して子育て
ができるよう、お子さんの預かりなど会員同士で助け合
います。入会希望や詳細は下記までお問い合せください。

▶  子育て相談窓口
　市役所や保健センターなど。 電話相談も可能です。
子育て支援課　TEL：0740-25-8136 

しろふじ保育園

中央ユニバーサルこども園なないろこども園 愛隣こども園

藤波こども園 安曇川はこぶね保育園

［私立幼保連携型認定こども園］

マキノ東こども園

［保育所型認定こども園］

［公立保育園・幼稚園］

静里なのはな園 /

大師山さくら園 /

高島こども園

保育園・幼稚園

保育園・幼稚園

古賀保育園

朽木こども園

今津東保育園

［私立幼稚園］

今津幼稚園

マキノ西こども園　
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（子育て支援課）



▶  京都、大阪へのアクセスはJR湖西線（鉄道）

　高島市内を縦断する主要道路、国道 161 号は敦賀
IC ～京都東 IC をつないでいます。琵琶湖や田園、柿
園の風景から四季折々の自然が感じられ、日々のド
ライブも豊かな時間です。バイパス工事の進行によ
り、都市部へのアクセスがますます速く便利になり
ました。高島市役所から名神高速道路京都東イン
ターまで約50分です。

暮らし 日々のこと。

▶  国道 161 号

▶  スーパー、道の駅、朝市
　駅や国道周辺の市街地には、食料品や生活用品が揃う
スーパーや薬局、家電量販店などがあります。
　また、市内にある「道の駅」「農産物直売所（ファー
ムマート）」、休日に開かれる「朝市」、収穫の時期などに
現れる「野菜の無人販売」などで、地場産の新鮮な農産物
や加工品を購入することができます。

▶  病院、診療所など
　総合病院である「高島市民病院」をはじめ「（一財）近江
愛隣園  今津病院」、「医療法人  マキノ病院」があります。
　また、市内各地にたくさんの診療所（内科、外科、小
児科、整形外科、リハビリテーション科、眼科など）や歯
科医院があります。
　他にも滋賀県で初の地域医療連携推進法人「滋賀高島」
として認可を受けました。

道の駅 藤樹の里あどがわ

高島市民病院
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滋賀県

高島市
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　JR 湖西線は、全線高架で車窓から見える風景が美
しいことで知られています。ま
た、通勤や通学にも便利で、乗
り換えなしに京都や大阪まで行
くこともできます。

道の駅 藤樹の里あどがわ

高島市民病院

　高島市は平成 17 年に５町１村（マキノ町、今津町、朽木村、安曇
川町、高島町、新旭町）が合併してできました。

　約 200 の区、自治会があり、それぞれ区費などの負担金で運営し
ています。清掃作業などもありますが、助け合いながら地域づくり
をしています。四季ごとにお祭りや伝統行事、運動会などがあり、
子どもからお年寄りまで様々な世代の人が協力、交流して楽しんで
います。（市民協働課）

　集落ごとに子どもやお年寄りの見守りや、支え合いの活動をして
います。集落によって、みんなが集える場づくりとして、集会所など
でワンコイン・カフェをしたり、高齢者の見守りや送迎サービスな
どの活動があります。（高島市社会福祉協議会）

　火災や風水害時の避難などの緊急情報や、市役所からのお知ら
せを自宅で聞くことができる戸別受信機を、１世帯に１台貸与し
ています。集落によっては緊急連絡網や非常食の準備など、独自の対

）課災防（。すまりあも策

▶  集落での助け合い、年中行事

▶  すべての家庭に防災無線

▶  ずっと安心して暮らせる集落づくり

　中学校区（旧町村）ごとに住民による福祉の活動計画が作られています。それぞれの地域には、住民や
NPO が運営するボランティアセンターがあり、ボランティアを募集しています。誰もが気軽に立ち寄れる
居場所であり、困りごとが話せる場です。（高島市社会福祉協議会、市内の NPO など）

▶  中学校区ごとの福祉計画、ボランティアセンター

　市内の社会福祉法人などにより、心配ごと相談、ひきこもり相談、生活困窮者の自立相談・家計相談な
どの窓口が開設されています。また、障がい者や高齢者の介護、福祉、健康、医療などについての相談窓口
もあります。医療や福祉の専門家と共に、福祉サービスの組み合せなど総合的な支援を行っています。

▶  心配ごと相談、障がい者相談、高齢者相談、サポートなど

社会福祉法人  高島市社会福祉協議会

〒520-1121 滋賀県高島市勝野 215 番地   TEL：0740-36-8220　FAX：0740-36-8221
HP：http://takashima-shakyo.or.jp 　　  Mail：inquiry@takashima-shakyo.or.jp
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集落の集まりの様子

防災無線



▶  たかしま生きもの田んぼ米
　「たかしま生きもの田んぼ米」は、化学農薬や化学肥料を使用し
ない環境保全型の農法によって栽培・収穫されています。
　「たかしま有機農法研究会」では、お米を育てる農家、田んぼで
暮らす生きものたち、そしてお米を食べる生活者（消費者）が、大
地の恵みをわかちあい、安心を育み、心を通わせあうことを目指
しています。このような想いに共感してくださる多くの方に支持
をいただいており、若い後継者が育ち活躍しています。

　高橋章隆さん、佳奈さんご夫妻は、東京から 2013 年に高島に
移り住み、みのり農園をスタートされました。
　ズッキーニ、アーティーチョーク、ジャガイモ、トウモロコシ、
レタスなど、様々な野菜を有機栽培されています。採れた野菜は
首都圏や関西の飲食店約20軒に定期的に出荷されています。また、
種まきから収穫まで体験できるワークショップや農園で採れた野
菜を古民家農園レストラン「sato kitchen」で提供されています。
HP：https://satokichen.info

このような取組みにより、高島市ではお米、野菜を含めた有機農家のネットワークが広がっています。
詳しく知りたい方、農家さんの話が聞きたい方、これから農業を目指したい方、ぜひご相談ください。

園農りのみ」に中ん真を菜野なか豊りどろい「 ▶

たかしま有機農法研究会

　高島は琵琶湖の水の 3 分の１を生み出す水源の郷です。陸地の
72% が森林で森に降るたくさんの雨や雪は土壌に浸透し、時間を
かけてろ過され、川となって琵琶湖に注ぎます。

　山里にはいくつもの湧水があり、日常的に使われています。
　琵琶湖側では、新旭町針江地区の「カバタ」が代表するように、清
らかな伏流水を家々で使い、美しいまま琵琶湖に流す暮らしが営
まれてきました。自然と人々の共生が生み出した暮らしの風景は、

「重要文化的景観」として全国的に注目を集めています。
山里の集落にある湧水（秋葉の水）

自然と生きる

（移住・Ｕターンの方もおられます）
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山里の集落にある湧水（秋葉の水）

（移住・Ｕターンの方もおられます）

▶  薪のある暮らし、自然エネルギー

　豊かな森に抱かれた高島。人々は昔から森の恵みによって生
かされてきました。山菜や果実、キノコを採ったり、薪や炭をエ
ネルギーとするなど、暮らしの中に森とのつながりがありまし
た。しかし化石燃料による生活スタイルの変化により、人々と
森との交流が途絶え、獣害などによる荒廃が広がりつつありま
す。

　里山を保全し、茂り過ぎた広葉樹や、間伐が必要な針葉樹を
「薪」にする活動が市内各地で行われています。薪採りグルー

プや、木の駅プロジェクト、薪ビジネスなど様々な取組みがあ
ります。薪ストーブや薪ボイラーを使う人も多数。エネルギー
を自給して「火のある暮らし」を楽しみませんか？

　山から琵琶湖へと流れる豊富な水資源を活かし、自然と共に
暮らす生活を営んでいる人もいます。移住した人々も地域の
人と共に、環境共生の想いを広げています。

「火のある暮らし」イベント

　健康に良いスローフードとして注目される発酵食品。高島に
は造り酒屋が５軒あるほか、醤油、味噌、酢の醸造元があり、鮒
寿司に代表される“なれずし”などの発酵食（保存食）が各家庭で
作られて来ました。
　これは清らかで豊富な「湧水」、冬の積雪が多く「湿潤な気候」
など、微生物の働きに有利な風土が創り上げた食文化です。

　最近は女性料理家たちが、酒粕、麹などを使った深みのある
ソースやオシャレな洋食、美容に良い酵素ジュースなどを提供
し、料理教室なども開催。豊かな自然、美しい風景、リラックス
できる環境で発酵食を体験し、リフレッシュしてみませんか。

発酵食を使ったおせち料理
（美食倶楽部 / 安曇川 ）

12



栗マラソン

大溝祭

市民活動フェスタ

　市内には夜間照明や屋根つきのグラウンド、テニスコート、体
育館、温水プール、スキー場などスポーツ施設が充実しています。

　幼児～小学生には、様々な競技のスポーツ少年団があります。
中学校や高校での部活動、民間のクラブチームの活動も盛んで
す。豊かな自然の中で行われるマラソン大会やトレイルラン、ト
ライアスロン大会、ボート（ペーロン）大会、スキー競技会など
市内外から多くの参加者が集まり、地域を活気づけています。

　市内には、桜並木を守る活動や、今津のざぜん草など里山の貴重な植物を学び保全する活動、駅前
や市街地に花を植えて彩り、世話をしてくださる市民活動団体などがあります。

　例えば琵琶湖水源の森には樹齢数百年の栃（とち）の巨木が生きています。人と森の共生が培った自
然と山村文化を未来に繋ぐ「巨木と水源の郷をまもる会」では上流と下流をつなぐ活動をしています。

　市内各所で折々に行われる伝統行事。見ものは春。城下町ゆか
りの大溝祭（5/3 宵宮、5/4 本祭）、湖西随一の馬祭りといわれる
七川祭（5/4）、舟運で栄えた港町ゆかりの海津力士まつり（4/29）
など、地域の歴史や生業を今に伝える祭礼が４月、５月にめじ
ろ押しです。
　　2019年の大溝祭は大溝藩開藩400周年を記念して盛大に行わ
れます。大溝祭は大名・分部光信が伊勢上野から移したとも伝
　わる曳山祭で、きらびやかに飾られた５基の曳山が大溝地域を
練り歩きます。

▶  山で、湖で、スポーツを楽しもう

▶  歴史を伝える伝統行事

▶  自然を守り、活かしたい！

▶  持続する、つながる地域をみんなでつくろう

たかしま市民協働交流センター 〒520-1622 高島市今津町中沼 1-4-1  TEL : 0740-20-5758  FAX : 0740-20-5757
HP : http://tkkc.takashima-shiga.jp    Mail: webmaster@tkkc.takashima-shiga.jp
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　「まちづくり」に取組む市民団体や、グループがたくさんあ
ります。地域の課題解決や、持続可能な暮らし、ソーシャルビ
ジネスなど、それぞれの団体が「ずっと豊かに楽しく暮らせる
高島」を目指して様々な活動をしています。「たかしま市民協働
交流センター」ではその活動の支援や紹介をしています。また
「円卓会議」や「市民活動フェスタ」、「まちづくり推進会議」な
ど話し合いや交流の場をつくっています。

東京日本橋に生まれた滋賀県の情報発信拠「ここ滋賀」

〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-7-1
JR 東京駅：八重洲北口 徒歩 6 分／東京メトロ・都営地下鉄 日本橋駅：B6、B8 出口すぐ
1F 共通：TEL:03-6281-9871 / FAX:03-6281-9877
2F 日本橋 滋乃味：TEL:03-6281-9872　　HP：https://cocoshiga.jp/

わたし流 たかしまのくらし

高島に移住した方など、市内で様々な仕事をしている方を紹介する、働き方・暮らし方マガジン「Work 
life story in たかしま」を配付しています。ご希望の方は高島市市民協働課（TEL 0740-25-8526）まで。

「住むと良い場所」 三上　和之さん・美佳さん
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　昨年３月に、私は大津からＵターン、妻は京都から移住で高島に引っ越してき

ました。以前は街に出たくて仕方なかったのですが、今では高島市以外に住む場

所は考えられないですね。なんだかんだ、生まれ育った場所っていうのは身に染

みていて、居心地が良くて性に合っています。

　最初は移住を反対していた妻に「高島に来てどう？」と聞いたら、「電車は風

で止まるし、本数も少ないし、買物も不便やし、寒いし、仕事も少ないし・・・

でも、住んでみると、地域の人も気軽に話してくれるし、のどかやし、住み心地

いいね」と話しています。住んでみるとわかります。いいところですよ、ここ。

しがＩＪＵ相談センター（ふるさと回帰支援センター内）

　首都圏から高島市への移住を検討されている方は、ふるさと回帰支援
センター内に「しがIJU相談センター」が開設されていますので、お気
軽にお立ち寄りください。

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 2-10-1（東京交通会館８階） 
Mail：shiga@furusatokaiki.net
直通 T E L： 090-3237-7879（代表TEL： 03-6273-4401）
営業時間：10時～18時（休日：月曜日、火曜日、祝日）

　滋賀の魅力を様々な角度からお伝えするイベントや、特産品
・伝統工芸品などの販売、各蔵元の地酒が味わえる地酒バー、
「近江牛と発酵」をテーマに滋賀の食材をふんだんに使ったレ
ストランなど、滋賀を全身で体感していただける場をご用意し
ています。是非お立ち寄りください。



高島の食と人－３つの○○－
市内の高校生と市民の有志が市内各地で食と
人のストーリーを取材し「高島のライフスタ
イル」を紹介するプロジェクトです。
ＨＰで記事や動画を公開中！

http://takashimashi.com





滋賀県高島市

高島で暮らそう！ Handbook
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高島市役所 市民生活部 市民協働課 定住推進室

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑 565

tel : 0740-25-8526　fax : 0740-25-8156

mail : kyoudou@city.takashima.lg.jp

表紙・裏表紙／寺澤さんご家族

　寺澤さんご家族は、平成30年12月に大阪府交野市より高島市へ。

里山風景の残る山あいの集落で、ご主人の手で古民家を本格的に

リノベーション。

　また、奥さんは子育てをしながら、高島市での自然豊かな暮らし

を満喫中。

　詳細情報は、Instagram 「tontakasya」で。

表紙・裏表紙／寺澤さんご家族

　寺澤さんご家族は、平成 30 年 12 月に大阪交野市より高島市へ。里山風

景の残る山あいの集落で、ご主人の手で古民家を本格的にリノベーショ

ン。

　奥さんは子育てをしながら、高島市での自然豊かな暮らしを満喫中。

　詳細情報は、Instagram 「tontakasya」で。


