




























・住居取得費用

・住居賃借費用

・引越費用

・大津市 ・草津市

・高島市 ・豊郷町

・住居取得費用

・住居賃借費用

・引越費用

甲賀市

・住居取得費用

・住居賃借費用

・引越費用
守山市

・ 住居賃借費用

・引越費用
多賀町

・ 住居取得費用東近江市

・ 住居取得費用

・ 住居賃借費用

甲良町

・ 住居取得費用

・ 住居賃借費用
湖南市

★市町により支援内容や対象期間、条件が異なります。詳しくは各市町のHPをご確認ください。

竜王町のみ「若者定住のための住まい補助金」で検索してください。 ○○市（町） 結婚新生活支援事業

「住まい」に関するサポート各種

新婚世帯の住まいにかかる経済的負担を軽減するため、新生活のスタートアップの支援をします！

結婚後の“しが”ぐらしを応援します!

補助対象経費補助上限額支援実施自治体

●新規に婚姻した夫婦（※）で、婚姻時の夫婦の年齢がともに39歳以下の世帯

●夫婦の所得を合算した金額が４００万円未満（年収５４０万円相当）

※婚姻届提出日が支援実施市町で定める対象期間内である必要があります。

補助対象

となる世帯

補助上限額支援実施自治体

●令和３年12月29日～令和５年３月末に婚姻届を提出または提出予定で町内に住

んでいる人
補助対象者

経費の２０ ％ 以内 (上限８０万円)

経費の２０ ％ 以内 (上限５０万円)

最大６ヶ月分の家賃の５０ ％ 以内 (上限２０万円)

・新築

・リフォーム

・家賃

※夫婦ともに29歳以下かつ市内で新たに二世代同居

（新婚世帯とその親世帯）をする場合は30万円加算
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・ 引越費用

補助上限額：３０万円

竜王町

３０万円 (夫婦ともに39歳以下の世帯)

６０万円 (夫婦ともに29歳以下の世帯)

補助上限額 ：18 万円

補助上限額：３０万円

※直系親族と同一敷地内で居住する場合は

夫婦ともに29歳以下の世帯：42万円加算

39歳以下の世帯：12万円加算

・リフォーム費用

・リフォーム費用

・ リフォーム費用

栗東市

・ 住居取得費用

・ 住居賃借費用

・ 引越費用

・ リフォーム費用

4０万円 (夫婦ともに29歳以下の世帯)

３０万円 (夫婦ともに39歳以下の世帯)

※住宅を新たに取得した場合は、20万円加算

６０万円 (夫婦ともに29歳以下の世帯)

３０万円 (夫婦ともに39歳以下の世帯)

６０万円 (夫婦ともに29歳以下の世帯)

４０万円 (夫婦ともに39歳以下の世帯)

補助上限額：３０万円



しがIJU相談センター

移住を検討される方に、相談員がより具体的な地方暮らしの情報を

提供するとともに、対面、電話、メール、オンラインで各種ご相談に対

応しています。移住を検討されている方は、ふるさと回帰支援セン

ターホームページの予約フォーム等からご予約ください。

日本一大きな湖”びわ湖”をはじめとする豊かな自然に恵まれるとと

もに、大都市からの交通アクセスに優れた「ほどほど田舎ほどほど

都会」の暮らしぶりが滋賀の魅力です。お気軽にご相談ください。

「しがＩＪＵ相談センター」

移住に関するご相談はこちらへどうぞ♪

○○市 結婚新生活支援事業

・住居取得費用

・住居賃借費用

・引越費用

・彦根市

・長浜市

★市により支援内容や対象期間、条件が異なります。詳しくは各市のHPをご確認ください。

「 移住」に関するサポート各種

婚姻に伴い移住された世帯の新生活を支援するため、新居の住居費および引越し費用の一部を助成します。

婚姻をきっかけに移住し、始める“しが”ぐらしを応援します！

滋賀ぐらし

移住を考えている方のために、滋賀の魅力や特徴をご紹介しています。

実際に移住した方のインタビューでは、住んで気づいた滋賀の良い

ところや様々な暮らしぶりを知ることができます。

移住の際に不安を感じるお仕事や子育て、住まいについての支援情

報も掲載しているので参考にしてみてください。

「滋賀ぐらし」

滋賀県移住に関する情報が盛りだくさん！

補助対象経費補助上限額支援実施自治体

●新規に婚姻した夫婦（※）で、婚姻を機に支援実施市町に転入した世帯、かつ、

婚姻時の夫婦の年齢がともに39歳以下の世帯

●夫婦の所得を合算した金額が４００万円未満（年収５４０万円相当）

※婚姻届提出日が支援実施市町で定める対象期間内である必要があります。
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補助対象

となる世帯

３０万円 (夫婦ともに39歳以下の世帯)

6０万円 (夫婦ともに29歳以下の世帯)

・リフォーム費用

・米原市 ・住居取得費用
6０万円 (夫婦ともに29歳以下の世帯)

３０万円 (夫婦ともに39歳以下の世帯)









「妊娠・出産」に関するサポート各種

妊婦健康診査は赤ちゃんの発育状態のチェックだけでなく、お母さんの健康状態を確認し、

安全・安心な妊娠・出産をむかえるために重要なものです。必ず受診しましょう。

滋賀県内の市町では、母子健康手帳交付時に妊婦健康診査受診券を同時交付しており、

この受診券を提出すると、妊婦健康診査費用の一部または全額が助成されます。

助成回数や助成額は市町によって異なりますので、お住まいの市町の HPから調べるか、

各市町の母子保健担当課へお問い合せください。

母子健康手帳交付時に次の配布が受けられます♪

妊娠期からの健康管理や出産後の子育ての参考となる 情報（子育

てカレンダー、妊娠中の過ごし方、出産準備、出産後の健康管理、

相談窓口等）を掲載した冊子やチラシをお渡ししています。

※市によってお渡しする冊子やチラシの内容は異なります。

米原市

愛荘町

出産時のお祝いについて

妊婦健康診査を受診しましょう！

豊郷町

「出産祝い金制度」

近江八幡市での出生を祝福し、また子育て世帯への家計

的負担の軽減を図るため、市長からのお祝いの手紙とと

もに出産のお祝い金（第１子：１万円、第２子：２万円、第３

子以降：３万円）を支給します。

一部の市町では、生まれてきた赤ちゃん、ご家庭におめでとうの気持ちを込めて出産時にお祝いする制度や乳児の

健やかな成長に資することを目的として支援を実施しています。

近江八幡市 甲良町

「お誕生おめでとう健やか祝金事業」 「出産祝い金支給事業」

湖南市

「産婦・1か月児健診助成事業」

産婦健診・1か月児健診の費用の一部を助成します。一人につき、出産のお祝い金（第１子：１万円、第２子：２

万円、第３子以降：５万円）を支給します。

「出産奨励祝金」

３人目以上の子を出産し、養育して

いる方へお祝い金（第３子：５万円、

第４子以降：１０万円）を支給しま

す。

多賀町

「お食い初めセット給付事業」
多賀町で出生した乳児を対象に、多賀町産材を利用したお食い初めセット

を贈呈します。

●対象者：福祉医療費受給券（乳幼児）の交付を受けた者

●内容：茶碗、汁椀、平皿、盆、杓文字の５点セット

子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、お子さん

一人につき、出生のお祝い金（第１子:３万円、第２子:

５万円、第３子以降:１０万円）を支給します。

子育てハンドブックの電子配信や子育てアプリ、母子手

帳アプリの配信をしている市町もあります。

「滋賀県 子育てハンドブック」、「滋賀県 子育てアプリ」、

「滋賀県 母子手帳アプリ」等と検索してみください！

★詳しくは各市町のHPをご確認ください。

大津市、近江八幡市、草津市、栗東市、甲賀市、高島市

子育ての見通しがもてるよ

うに、赤ちゃんのイベントカ

レンダーをお渡しています。

妊娠期の経過や食事の注意点などを確認がで

きる「妊婦ノート」と併せて、子どもの成長・発達、

離乳食の進め方等が分かる「子どもノート」をお

渡ししています。
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歯科健診の受診券（１回分）と口

腔ケアのグッズ・愛荘町の特産品

（麻製品）をお渡ししています。



子育て支援は県および各市町で様々な取組を実施しています！ 今回はその中でも特徴的な取組をご紹介します。

お子さんが生まれた家庭への支援について

「乳児おむつ等支給事業（見守りおむつ宅配便）」

毎月１回おむつなどを宅配することで子育て家庭の経

済的な負担を軽減するとともに、子育て経験のある宅

配員による声掛け見守りにより育児不安の解消に取り

組んでいます。

「乳児生活応援助成事業」

町内で生まれた乳児のいるご家庭を対象に、おむつ等

の購入に係る費用（１回限り５万円）を助成します。

東近江市、甲良町

豊郷町

「子育て応援金支給事業」

子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、子育て応

援金として、満１歳から満３歳のお子さん一人につき

３万円を支給します。

※対象の方には毎年３月にご案内します。

甲良町

「ダイハツ竜の子ファミリー車提供制度」

２人目、３人目出産で車を無償提供します。

●対象者条件

・２０２１年４月２日以降に第３子以上を出産の場合

・２０２１年４月２日以降に第２子を出産し、一定の条件

を満たす場合

●提供期間：提供車両の登録日から３年間

※その他要件有り

「紙おむつ類専用ごみ指定袋交付事業」

乳幼児（原則３歳以下）など、ごみの減量が難しい紙お

むつ類を使用される方がいる家庭に費用負担軽減のた

め、「紙おむつ類専用ごみ指定袋」を無料で交付します。

●対象者：紙おむつ類を使用される方

●交付枚数：年間５０枚

竜王町

長浜市、米原市

彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・甲賀市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・

米原市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町
実施市町

★詳しくは各市町のHPをご確認ください。

子どもたちに絵本をプレゼント

絵本によって赤ちゃんとご家族に心ふれ合うひとときを持っていただくきっかけとして

いただけるよう、４か月児健診時等に絵本をプレゼントしている市町があります。

市町によって、絵本のプレゼント方法・時期は様々です。

図書館から贈られる市町、子育て応援メッセージと併せて絵本を贈られる市町、

民生委員によりご家庭に直接お贈りされている市町、保育士が家庭訪問し、育児相談や

子育て援情報提供と併せて、絵本の読み聞かせを行っている市町もあります。

お住まいの市町、お住まい予定の市町はどのような方法で絵本を贈られるか楽しみですね。
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甲賀市

「おむつ等支給子育て支援」

１歳の乳児がいる世帯に月１回訪問し、子育ての相談助

言および見守りを行います。また月齢にあったおむつ等

の育児用品を配布し充実した子育て支援を行います。

多賀町

「育児用品購入助成」

満２歳に達するまでの子を養育している方に育児用品

（紙おむつ、粉ミルク）購入費の一部を助成します。



妊娠・不妊にお悩みの方へ

赤ちゃんの二分脊椎などの神経管閉鎖障害を予防するために、妊娠を計画した時から普段の

食事に加えてサプリメント等の葉酸を、1日400μg摂取することが望まれます。

多く摂取すればよいものではないので、適量摂取しましょう。普段から野菜や果物をたっぷりと

とり、バランスのよい食事を心がけましょう。

妊娠中に飲酒すると、アルコールの影響で生まれてくる赤ちゃんに発育の遅れが生じることが

あり、胎児性アルコール・スペクトラム障害（FASD）と呼ばれています。FASDは、妊娠中または

妊娠の可能性がある時期に飲酒しないことで予防することができます。子どもの将来のために

も夫婦でお酒は控えましょう。

女性の喫煙は、妊娠する能力の低下、妊娠中の母体の異常、胎児への影響も大きいといわれて

います。それはパートナーや同居者が喫煙することによる受動喫煙の影響も同じです。

新たな命をはぐくむためには、喫煙のないライフスタイルをおすすめします。

不妊にお悩みの方へ

日本では、約2.9組に1組の夫婦が不妊を心配したことがあり、約5.5組に1組の夫婦が不妊の検査や治療を経験しているといわれ

ています。不妊治療の進歩とともに、積極的に治療を受ける夫婦が近年増加傾向にあります。

不妊治療は患者の年齢や疾病に応じて治療方法が異なり、不妊治療を受ける患者は身体的な苦痛や精神的な落ち込み、経済

的な負担などの悩みを抱えています。

令和４年４月から、タイミング法や人工授精などの一般不妊治療に加え、高額な治療費がかかる体外受精や顕微授精など

の生殖補助医療（特定不妊治療）が保険適用となりました。

滋賀県では、保険適用への円滑な移行に向けた経過措置として、年度をまたぐ治療への助成を行っているほか、地域で活

動する支援団体への活動費の補助や不妊治療を行っている方、これから行おうとしている方を対象としたサポートイベン

トを実施する予定です。

詳細は、随時県HPに掲載します。

妊娠を希望される方へ

妊婦、特に妊娠初期の女性が風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんが、「先天性風しん症候群」という病気にかかること

があります。

滋賀県では、県内に居住する妊娠を希望する女性、そのパートナー、および同居者を対象に、風しんに対する十分な免疫を持

っているかどうかを確認する抗体検査を無料で実施しています。（詳細は県HPをご確認ください）

風しんに対する免疫が不十分と判定された方は、風しんの予防接種をおすすめします。

なお、予防接種費用は自己負担となりますが、市町によっては費用の一部を助成しています。詳しくはお住まいの市町の予防

接種担当窓口へお問い合せください。
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妊娠・出産・育児に関する相談機関

もっと結婚、妊娠・出産、子育て支援のサービスを知りたい方は、

「ハグナビしが」をご覧ください！

特典がいっぱい！たくさんのお得で結婚、子育てを応援します！

滋賀県では新婚世帯や結婚を予定しているカップル、子育て家庭を応援しているお店（協賛店）からいろいろなサービスを受け

られるカードを発行しています。

使い方はカンタン！会員登録をして協賛店でカードを提示することで商品割引やプレゼント等嬉しいサービスが受けられます。

会員登録はスマートフォンやパソコンから簡単に行えます。（紙のカードもございます）

ぜひこの機会に会員になりましょう♪

あいはぐパスポート（結婚応援パスポート）

●カード交付対象者：

・新婚世帯の方（結婚後１年以内の方）

・結婚を予定しているカップル

（２年以内に結婚を予定しているカップル）

淡海子育て応援団

●カード交付対象者：

１８歳未満のお子さんまたは妊娠中の方が

いる家庭

TEL:077-553-3931 MAIL:子育て・女性健康支援センターHPのお問い合わせフォームから

「妊娠・出産・育児」

●子育て・女性健康支援センター

助産師による無料電話相談の他に来所相談、訪問指導も行っています。

10時～16時（ 土・日・祝日を除く）

TEL:077-548-9083 MAIL: 滋賀県不妊専門相談センターHPのメールフォームから

「不妊・不育」

●滋賀県不妊専門相談センター

不妊症・不育症に関するご相談を専門家（医師・助産師等）が無料で受付けています。

※面接相談は電話・メールでの予約が必要です。9時～16時（ 土・日・祝日・年末年始を除く）時間

時間

ハグナビしが
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「プロポーズや結婚式」に関するサポートもあります♪

滋賀★プロポーズ応援

チャペルで想い出に残るプロポーズ♪を応援致します。

滋賀ウエディング協議会加盟式場のチャペルを使ってプロポーズをしませんか？

【応援内容】

●チャペルをプロポーズの場所としてご提供いたします。

●プロポーズの流れを事前にお打合せいたします。

●費用：１１、０００円（税込）

【対象施設】

滋賀ウエディング協議会加盟式場
アクアテラス迎賓館 大津、北ビワコホテル グラツィエ、ヴィラ・アンジェリカ 近江八幡、長濱迎賓館、NIHO、びわ湖大津プリンスホテル、

琵琶湖マリオットホテル、ホテルボストンプラザ草津、琵琶湖ホテル、マナーハウス写風舘、マナーヴィレッジ写風舘

【お申込み方法】

プロポーズをしたい対象式場へ「プロポーズ応援プラン」利用の旨をお申し出ください。

※チャペルが使用できる日程の調整が必要ですので、出来るだけ早めにご相談ください。

【オプション（別途有料）】

・プロポーズに合わせてディナー等、お食事のご提供も対応可能です。（対応できる式場のみ）

・お花などの手配も対応可能です。（要事前予約）

【お問合わせ】

滋賀ウエディング協議会HPの会員一覧ページ記載の電話番号にお問い合わせください。

滋賀★花嫁応援割

滋賀ウエディング協議会の加盟式場にて結婚式を実施されるカップルに、

滋賀★花嫁応援割として、３万円～１０万円の結婚式費用割引の特典をご利用いただけます。

【応援割内容】

結婚式の費用より「滋賀花嫁応援割」としてお値引き致します。

●６名以上～２０名未満：３万円割引 ●２０名以上～４０名未満：５万円割引 ●４０名以上～：１０万円割引

※お申込み時と実施時の人数が異なる場合は、実施時の人数に合わせます。

滋賀ウエディング協議会加盟式場
アクアテラス迎賓館 大津、北ビワコホテル グラツィエ、ヴィラ・アンジェリカ 近江八幡、長濱迎賓館、NIHO、びわ湖大津プリンスホテル、

琵琶湖マリオットホテル、ホテルボストンプラザ草津、琵琶湖ホテル、マナーハウス写風舘、マナーヴィレッジ写風舘

【対象者】
対象式場へご見学時に「結婚を考えるふたりのためのライフデザインブック」の内容をスタッフにお申し出の上、

結婚式をお申込みの方

※結婚式＝挙式を伴う披露宴（又はお披露目会）と致します。

※応援割は見積からの値引きとなります。現金給付ではございません。

※各式場へのご見学ご相談は、直接式場へご予約の上ご訪問ください。
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【対象施設】


