
湖東定住自立圏における取組

滋賀県彦根市

平成28年１２月1日



彦根市の概要

・日本列島のほぼ中央に位置し、昔も
今も交通の要衝（東海道新幹線、ＪＲ
東海道線、名神高速道路、北陸縦貫自
動車道、湖上交通など）

・人口 １１３，６７９人

世帯 ４５，５４６世帯

（H27国勢調査結果）

面積 １９６．８７ｋ㎡

うち都市計画区域 ９８．１５Ｋ㎡

　平成27年国勢調査　人口等基本集計結果
人口増減数 世帯増減数
（H22～H27） （H22～H27）

彦根市 113,679 112,156 1,523 45,546 43,896 1,650

人口（H27） 人口（H22） 世帯数（H27） 世帯数（H22）
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彦根城築城時の様子

現在の彦根城

井伊家35万石の威風を伝える彦根城
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大活躍のひこにゃん

彦根城天守前登場の様子

ひこにゃんグッズ

バレンタインデーの様子 3



ご当地キャラ博 in 彦根
[ご当地キャラ博 in 彦根2016]

ステージにて。
全国から集まったキャラと共に。

ひこにゃんデビュー10年目。
夢京橋キャッスルロードを
パレード。
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ひこにゃん年賀状

京都新聞 読売新聞

中日新聞
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【湖東定住自立圏】

 面積 ３９２．０４ｋ㎡

 人口 １５６，２７３人

 世帯数 ６０，０９２世帯

 人口増加率 １．０％

注）面積・人口・世帯数は、平成２７年国勢調査より

人口増加率は、平成２２年～平成２７年国勢調査より算出

彦根城天守
（国宝・世界遺産暫定リスト登載）

ひこにゃん

【彦根市】

 面積 １９６．８７ｋ㎡

（うち琵琶湖の面積 ９８．５９ｋ㎡）

 人口 １１３，６７９人

 世帯数 ４５，５４６世帯

 人口増加率 １．４％
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【愛荘町】

 面積 ３７．９７ｋ㎡

 人口 ２０，７７８人

 世帯数 ７，２０９世帯

 人口増加率 ３．３％

【豊郷町】

 面積 ７．８０ｋ㎡

 人口 ７，４２２人

 世帯数 ２，６０６世帯

 人口増加率 ▲１．９％

金剛輪寺大悲閣本堂（国宝）

豊郷小学校旧校舎群

注）面積・人口・世帯数は、平成２７年国勢調査より

人口増加率は、平成２２年～平成２７年国勢調査より算出
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【甲良町】

 面積 １３．６３ｋ㎡

 人口 ７，０３９人

 世帯数 ２，３１０世帯

 人口増加率 ▲６．１％

【多賀町】

 面積 １３５．７７ｋ㎡

 人口 ７，３５５人

 世帯数 ２，４２１世帯

 人口増加率 ▲５．２％

西明寺三重塔（国宝）

多賀大社

注）面積・人口・世帯数は、平成２７年国勢調査より

人口増加率は、平成２２年～平成２７年国勢調査より算出
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平成27年国勢調査 人口等基本集計結果

【１市４町の人口 前回国勢調査結果との比較】

・彦根市、愛荘町は増加。豊郷町、甲良町および多賀町は減少

（特に甲良町、多賀町については減少率が大きく、少なくとも平成７年国勢調査以降

人口が減り続けている。）

・湖東圏域全体の人口は１５６，２７３人で、前回と比べて１，１７２人の増加

9

　平成27年国勢調査　人口等基本集計結果
人口増減数 人口増減率(%) 世帯増減数 世帯増減率(%)
（H22～H27） （H22～H27） （H22～H27） （H22～H27）

彦根市 113,679 112,156 1,523 1.4 196.87 45,546 43,896 1,650 3.8
愛荘町 20,778 20,118 660 3.3 37.97 7,209 6,761 448 6.6
豊郷町 7,422 7,566 -144 -1.9 7.8 2,606 2,541 65 2.6
甲良町 7,039 7,500 -461 -6.1 13.63 2,310 2,320 -10 -0.4
多賀町 7,355 7,761 -406 -5.2 135.77 2,421 2,383 38 1.6

圏域計 156,273 155,101 1,172 1.0 392.04 60,092 57,901 2,191 3.8

人口（H27） 人口（H22） 面積（km2） 世帯数（H27） 世帯数（H22）



湖東定住自立圏

彦根市

多賀町

甲良町

米原市

長浜市

高島市

大津市
甲賀市

日野町湖南市草津市
栗東市

守山市 野洲市

竜王町

愛荘町
東近江市

豊郷町
近江八幡市
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【湖東定住自立圏の概要】

湖東定住自立圏拡大図

（予定）多賀スマートインターチェンジ
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【市町村合併の経過】
◇平成14年8月 彦根市と豊郷町、甲良町および多賀町で合併協議会を設立

協定項目についての協議や新市建設計画策定に向けた取組を

実施。以降、17回の合併協議会を開催。

◇平成16年1月 合併協定項目のすべてを確認

◇平成16年2月 合併協議会が「市町合併住民意向調査」を実施

合併が望ましくない等の回答が多かったことから、合併協議

を白紙に戻す。

◇平成16年3月 合併協議会休止の決定。

◇平成16年7月 「これからの彦根のまちづくりを考える懇談会」を開催

～10月 （48日間で55回）

◇平成17年3月31日 合併協議会を廃止
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【定住自立圏への取組の契機】

◇平成20年 総務省より「定住自立圏構想」が提唱される

◇平成20年8月 先行実施団体に応募

４町の行政・議会の了解を得るための取組

いかにアプローチするか？

たどり着いたのは３つの答え
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【定住自立圏での取組施策の選定】

◇平成20年10月 先行実施団体の決定（全国で24市22圏域のひとつ）

◇平成21年 4月 彦根市が湖東定住自立圏中心市宣言を行う

（近畿で初めての中心市宣言）

◇平成21年10月 湖東定住自立圏形成協定を締結

(全国で4番目、近畿で初めての協定締結）

◇平成22年 3月 同様の手法で湖東定住自立圏共生ビジョンを策定

締結にあたっては１市４町それぞれの議決が必要

どのような方法で、どのような手順で？
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【湖東定住自立圏担当副市長の招聘】

・先行実施団体の決定と時を同じくして、総務省職員の出向を希望する

市町が募られ、彦根市が招聘を希望。

・平成21年度に入り、総務省からの職員派遣が決定される。

彦根市で初の二人目の副市長が誕生

【藤井 比早之（ふじい ひさゆき）】
・内閣府参事官補佐から彦根市の副市長に
（着任当時37歳）

・平成21年7月1日の着任から総務省に戻られるまでの
1年半にわたり、湖東定住自立圏の実現に尽力

・総務省退職後、平成24年12月の衆議院議員選挙に
出身地である兵庫4区から自由民主党公認候補と
して立候補し、当選

・現在、第3次安倍第2次内閣の国土交通大臣政務官
として政府の要職で活躍
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【湖東定住自立圏の推進体制（Ｈ２３）】

地産地消
分科会

（８人）

職員人材育
成・職員交

流部会
（１１人）

地域公共交
通分科会

（１４人）

※職員人材育成・職員交流
部会およびコンピュータシ
ステム部会については、市
町間の調整が主な協議事項
であることから、分科会の
設置はありませんが、両部
会で作成したビジョンの内
容は、懇談会代表者会の審
議対象となります。

湖東定住自立圏共生ビジョン懇談会代表者会（１６人）
（各市町推薦者および各分科会長）

観光振興
分科会

（１４人）

湖東定住自立圏共生ビジョン懇談会（１０７人）

コンピュー
タシステム

部会
（１１人）

観光振興
部会

（１１人）

環境・ごみ
処理部会

（１１人）

環境・ごみ
処理分科会
（５人）

地産地消
部会

（２４人）

地域公共交
通部会

（１３人）

湖東定住自立圏推進協議会（６人）
（１市４町の首長および彦根市副市長）

事務局（２人）
（彦根市企画振興部）

人材育成
分科会

（６人）

経済活性化
分科会

（５人）

有害鳥獣対
策分科会
（５人）

医療・消防
救急分科会
（１２人）

障害福祉・
次世代育成

分科会
（７人）

図書館
分科会

（６人）

インターチェ
ンジ・バイコ
ロジー分科会

（９人）

インターチェ
ンジ・バイコ
ロジー部会
（１３人）

湖東定住自立圏推進協議会（２０７人）

障害福祉・
次世代育成

部会
（２７人）

図書館部会
（１２人）

医療・消救
救急部会

（１５人）

平成23年度　湖東定住自立圏推進協議会および湖東定住自立圏共生ビジョン懇談会　組織図

経済活性化
部会

（９人）

有害鳥獣
対策部会

（１４人）

人材育成
部会

（２３人）

湖東定住自立圏推進協議会幹事会（５人）
（１市４町の企画担当部課長）
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【湖東定住自立圏の推進体制（Ｈ２８）】

※職員人材育成・職員交流部会については、市町間の調整が

主な協議事項であることから、代表者選出対象外とします

湖東定住自立圏共生ビジョン懇談会（15人)
（各市町推薦者5名および各部会推薦者)

湖東定住自立圏共生ビジョン懇談会（　15人)

火葬場
部会

地産地消
部会

(23人)

地域公共
交通
部会

(13人)

医療・
消防救急

部会
(13人)

障害福祉・
次世代育成

部会
(29人)

図書館
部会

(11人)

人材育成
部会

(20人)

平成28年度　湖東定住自立圏推進協議会および湖東定住自立圏共生ビジョン懇談会　組織図

環境・
ごみ処理

部会
(11人)

湖東定住自立圏推進協議会幹事会（5人)
（１市４町の企画担当部課長)

湖東定住自立圏推進協議会（7人)
（１市４町の首長および彦根市副市長)

事務局（2人)
（彦根市企画振興部)

湖東定住自立圏推進協議会（178人)

職員人材
育成・職員
交流部会
(11人)

学校給食
センター
整備運営
部会

(10人)

経済
活性化
部会

(11人)

観光振興
部会

(12人)
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【湖東定住自立圏の具体的な取組】

ア 医療
・医療機関の機能分化とネットワー

ク化
イ 福祉
・障害者（児）福祉サービスの充実
・次世代育成支援

ウ 教育
・拠点図書館の整備と図書館相互の

ネットワークの構築
・人材の育成
・学校給食センターの整備・運営

エ 産業振興
・圏域の経済活性化ならびに雇用の

創出
・観光振興および交流促進

オ 環境
・低炭素社会の構築および河川流域

の水質保全
カ ごみ処理
・ごみ処理の広域化

キ 消防および救急搬送
・円滑な運営および救急搬送ネット

ワークの構築
ク・火葬場

(1) 生活機能の強化に係る政策分野
(2) 結びつきやネットワークの強化

に係る政策分野

ア 地域公共交通
・圏域全体の総合的な公共交通ネッ
トワークの構築

イ 地域の生産者・消費者等の連携に
よる地産地消の推進

・農産物の生産体制の整備および学
校給食や直売所における地元農産
物の安定的な利用拡大

(3) 圏域マネジメント能力の強化
に係る政策分野

ア 職員の人材育成・交流等
・合同研修や研究等の実施による

職員の資質および政策課題への
対応力向上

・職員の人事交流

※町により、協定内容は異なります

湖東定住自立圏形成協定の概要
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【 湖東定住自立圏の施策の分類 】

新規事業
病児病後児保育事業、地域医療支援センター整備

事業、学校給食センター整備運営事業等

拡大事業
ファミリー・サポート・センター事業、サイエ

ンス・プロジェクト事業、予約型乗合タクシー等

継続事業
障害者福祉の向上と、地域医療連携、消防および救

急搬送 等
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◇湖東地域医療支援センター設置等事業として整備に取り組み、平成26年１月に供用開始した

くすのきセンターを活用しての事業。

◇地域の医療資源の役割分担（機能分化）と連携や、在宅医療の促進を図るための拠点施設と

して、情報の集約と発信・啓発、機器等の貸出等の業務、保健・医療・介護の連携強化を

図る事業を実施。地域医療支援体制の充実を図っている。

１ 生活機能の強化に係る政策分野 医療

25年12月に竣工した彦根市保健・医療複合施設 くすのきセンター

一次救急医療を担う休日急病診療所 (1階)

在宅医療福祉を担う関係団体の拠点 (3階) 20



◇保護者が就労している場合など、児童が病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院や

保育所等において、病気の児童を一時的に保育する事業。

◇病児・病後児を安心して保育できる環境を整える必要から、小児科を標榜している医療機関

併設型で事業を実施。

◇平成24年9月事業開始から4年が経過し、定期的な利用者も見られるようになるなど、地域に

おける病児保育室の役割を担っている。

１ 生活機能の強化に係る政策分野 福祉
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◇圏域内の子どもたちが食に関する知識と食を選択する力を養い、正しい食習慣を習得すると

ともに学校給食の一層の充実を図る事業。

◇平成24年度から平成26年度の間で施設整備を実施し、平成27年4月から対象校への給食の

提供を開始。

◇彦根市立全中学校、豊郷町立全中学校および甲良町立全小中学校への給食の提供が完全と

なったとともに、学校給食を通じた食育指導を、より充実させることが可能となった。

【給食供給対象校】彦根市…７中学校、豊郷町…１中学校、甲良町…２小学校、１中学校

【調理能力】5,000食／日 【建設事業費】1,855,017千円

１ 生活機能の強化に係る政策分野 教育
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◇湖東圏域の魅力を活かすため、湖東圏域を縦断する近江鉄道や中山道などの街道等を機軸と

した観光資源に注目し、びわこ湖東路観光協議会等の実施事業を核にして、観光振興による

交流人口の増加を目指す事業

◇着地型観光の推進や、誘客促進、体験型観光の推進等の取組を行っている。

【具体的な取組例】①シャトルバスなど二次交通の充実（圏域外地域との連携）

②民間フリーペーパーと連携した情報発信とスタンプラリーによる周遊促進

③観光キャンペーンなど発地に向けた情報発信

１ 生活機能の強化に係る政策分野 産業振興
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◇湖東圏域の各市町から構成される「湖東圏域公共交通活性化協議会」により、公共交通機関の

利便性の向上や、公共交通空白地帯に交通機関を整備する取組を実施する事業。

◇本取組によって、圏域全体において公共交通空白地域がほぼ解消され、住民の日常生活に必要な

公共交通機関が保証されることとなった。

◇利用促進について、圏域全体を施策の対象としたことにより、住民の移動ニーズに合わせた

効果的な利用促進策をとることが可能となった。

【具体的な取組例】①予約型乗合タクシーの運行 ②総合路線図・時刻表の発行

③交通事業者との協働による企画きっぷの発行

2 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 地域公共交通
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◇従来、圏域内の生産者・消費者・関係機関が一同に集まり、広域での農産物の地産地消推進に

向けた意見交換をする場がなかったところ、各関係機関の代表者が委員となる地産地消推進

協議会を設置。地産地消行動方針を策定し、広報活動等の各種取組を実施する事業。

◇協議会によって、生産および消費拡大に向けた各事業に対する意見交換や協議を行うことが

可能となった。

【具体的な事業】①地産地消推進体制整備事業 ②生産基盤拡充振興対策事業

③地元農産物消費拡大事業（出荷体制整備、販売促進対策事業）

2 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 地産地消
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◇圏域職員の交流を深めるとともに、職員間の相互啓発を推進するため、合同による研修を

開催するほか、各市町が実施する研修や政策課題への研究等において、相互に参加することが

できるシステムの構築に取り組む事業。

◇研修を通じて職員の交流を図るとともに、職員に求められる基礎的・専門的知識を効率的に

習得し、社会情勢の変化に伴う新たな行政課題や複雑多様化する住民ニーズに対応できる

職員の育成を通して地域の行政力の向上を図り、地域における住民福祉の向上と地域振興に

つなげていく。

3 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 職員人材育成、交流
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【定住自立圏間の災害時相互支援協定】

湖東定住自立圏

彦根市

愛荘町

豊郷町

甲良町

多賀町

鳥取県中部定住自立圏

倉吉市

湯梨浜町

三朝町

北栄町

琴浦町
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【協定に定められた支援内容】

①食糧、飲料水、乳児用品等の生活必需物資およびその供給に必要な資機材の提供

②応急復旧活動および事務支援のための職員派遣、これに伴う事務機器等の必要な

資機材等の提供

③傷病者、要介護者、被災者および避難者の受入

④ボランティアの斡旋および派遣

⑤以上のほか、被災自立圏から要請のあった事項



ご清聴ありがとうございました。
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