北淡IC

飛行機
高速バス

津名一宮IC

ふるさと回帰

とくしま移住ガイド

JR
フェリー

東京から1時間20分、福岡から1時間15分
徳島駅まで、東京から9時間20分、名古屋から5時間5分～6時間40分、
京都から3時間、大阪から2時間30分、神戸から1時間50分
徳島駅まで、岡山駅から（特急列車を使用）2時間10分
和歌山から2時間、東京から18時間、北九州から15時間

洲本IC
西淡三原IC

兵庫県
淡路島南IC

香川県

とくしま

11

東みよし町
吉野川スマートIC

192

井川池田IC

32

三好市

愛媛県

438

美馬市

阿波市

193

318 板野町

脇町IC

美馬IC

藍住IC

石井町

神山町

438

那賀町

線

新町橋

中徳
央島
郵
便
両国橋 局

徳
島
市
役
所

牟
岐
富田橋 新町川 線

Ｊ
Ｒ
阿
波
富
田
駅

道
11
号
線

徳
至国
道島
南
小 55
号バ
松 線イ
パ
島 ス

徳島県庁
徳島グランヴィリオ
ホテル
警徳
察島
本県
部

○徳島県政策創造部地方創生局地方創生推進課
〒770-8570 徳島市万代町1-1
TEL（088）621－2701 FAX（088）
621－2829

県の相談窓口

全共連ビル

区立麹町中学校
東京メ
トロ南北線
永田町駅9b出口直結
東京メ
トロ有楽町線・半蔵門線
永田町駅5番出口直結
グランドプリンスホテル赤坂

新宿線

高速4号

日本海運会館

永田町駅
東京メトロ
東京
メトロ
永田
町駅

（青山通り）
国道246号

参議院議長公邸

東急ホテル

有

楽

南

北

町

線

線

衆議院議長公邸

○徳島県東京本部

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館 14F
TEL（03）5212－9024 FAX（03）5212－9023

徳島ビル

オアシス

①
心斎橋駅

http://www.pref.tokushima.jp/ijuu/

地下鉄
心斎橋駅
①出口から
北へ250m

21

栄バスターミナル

至梅田

55

55

都道府県会館

徳島市
文化センター
徳島東警察署

か
ち
ど
き
橋

55

美波町

牟岐町
海陽町

至
鳴
門国

小松島市

半蔵
門線

徳島
中央公園

徳島JCT

徳島市

195

徳島県への移住・滞在・観光に関する支援情報サイト ●ホームページアドレス
城山

徳島阿波おどり空港

松茂町

阿南市

県外在住者のUJIターンについて
島駅

11

上勝町

高知県

JR徳

松茂スマートIC

徳島IC

勝浦町

193

2号

北島町

438 佐那河内村

つるぎ町 492

徳島県への移住・滞在・
観光に関する支援サイト

19

大鳴門橋

鳴門JCT

192

193 吉野川市

195

道

板野IC

藍住町

土成IC

上板町

438

国

鳴門北IC

鳴門市 鳴門IC

T O K U S H I M A

NHK
愛知芸術文化
センター

中日ビル 4F
長堀駐車場

栄駅

⑬

至難波 大丸

中区役所

三越

地下鉄
栄駅
⑬出口から
すぐ前

○徳島県大阪本部

○徳島県名古屋事務所

○徳島県南部総合県民局＜美波庁舎＞

○徳島県西部総合県民局＜美馬庁舎＞

〒542-0081 大阪市中央区南船場3-9-10（徳島ビル4F）
TEL（06）6251－3273 FAX（06）
6251－3380

〒779-2305 徳島県海部郡美波町奥河内字弁才天17-1
TEL（0884）74-7356 FAX（0884）
74-7337

「徳島に帰ろう、
徳島で暮らそう。
」

徳島へのアクセス

徳島県
位置図

〒460-0008 名古屋市中区栄4丁目1番1号（中日ビル4F）
TEL（052）262－4677 FAX（052）262－4678

〒779-3602 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
TEL（0883）53－2043 FAX（0883）53－2433
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徳島県知事
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石井町
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吉野川スマートIC

土成IC

阿波市

193

大鳴門橋

鳴門北IC

北島町

山里暮らし体験

318

板野町

東

東みよし町移住交流支援センター（P14）

移住を希望される方の様々な相談に対し、地域住民や関係
団体と連携し、
ワンストップ窓口でサポートします。
◎空き家情報（相談窓口は「市町村情報」各ページをご覧ください）
●体験施設（関連情報はP18をご覧ください）

鳴門市

板野IC

上板町

◇市町村情報

美馬市移住交流センター（P13）

●移住交流支援センター

11

阿波市移住交流支援センター（P5）

空き家情報、移住体験

目次

ＵJIターンを希望される方に対し、県と全市町村では相談窓口
を設置しています。お気軽に御相談ください。

『とくしま』
移住・交流マップ

徳島県では、
「ふるさと徳島に帰りたい」
「徳島で暮らしてみたい」
と考えている皆さんを温かくお
迎えするため、移住相談にワンストップで対応する｢移住交流支援センター｣を市町村に設置するな
ど、移住交流の促進に取り組んでいます。
このパンフレットは、地域の暮らしの情報や、実際に移住された方々の声などをご紹介し、徳島の
本当の魅力を知っていただくために作成したものです。
徳島への移住に興味を持たれている皆さん、県や移住交流支援センターをはじめとする各市町村
の相談窓口へお気軽にご相談いただき、徳島へ足を運び、
その魅力を存分にご体感ください。徳島
ならではの｢おもてなしの心｣で心から歓迎申し上げます。

◎「徳島」は自然が豊か

◎「徳島」は食材の宝庫

◆移住・交流体験施設 ・・ 18

● 大歩危

● 剣山

● 渦潮

● 新鮮な農林水産物

● 徳島ラーメン

● そば米

● 半田そうめん

徳島市

市の情報

■人口264,548人／面積191.25㎢

吉野川から眉山を望む

くらしの情報

阿波踊り

徳島市は、徳島県の東部に位置し、吉野川とその支流がつくり育てた三角州に発達した人
口26万人余の県都です。地方の中核的都市として、産業をはじめ、政治、経済、文化、教育、
情報といったさまざまな面において高い集積があります。また、徳島市は、中心市街地にさ
だまさし氏原作の小説の映画化により注目を集めた眉山、城山が存在し、四国一の大河であ
る吉野川をはじめ、大小138の河川が市内を流れている他都市に類を見ない水とともに発展
してきた都市です。この豊かな自然の中で育まれた、阿波おどりに代表される個性あふれる
魅力的な文化は、まちに住む人々の心を豊かにし、人と人との絆、そして日々の新たな活力
を創造してきました。

移住者への支援情報

■交通機関 鉄道、路線バス、タクシー
■医療機関 病院49
■学
校 小学校34、中学校19
■買
物 百貨店、スーパー、コンビニ、ホームセン
ター、商店 等
■イベント 徳島のえびす祭り（1月9 ～ 11日）、はな・
はるフェスタ（4月下旬）、吉野川フェ
スティバル（7月下旬）、徳島市阿波お
どり（8月12 ～ 15日）、阿波おどりヨッ
トレース（8月中旬）、阿波の狸まつり
（11月上旬）、犬飼の農村舞台（11月3日）

事

小規模企業小口資金
制度、
■各種助成 敬老祝金、子どもは
ぐ く み 医 療 費 助 成、
第3子 保 育 料 補 助、
UIJタ ー ン 促 進 事 業
（若年UIJターン者就
職等奨励金、若年UIJ
ターン者住環境整備
補助金、UIJターン人
材確保支援補助金）
犬飼農村舞台

連絡相談窓口

■仕

経済政策課

電話 ０８８ー６２１ー５２２５ FAX ０８８ー６２１ー５１９６
HPアドレス：http://www.city.tokushima.tokushima.jp E-mail：keizai_seisaku@city.tokushima.lg.jp

鳴門市

市の情報

■人口61,513人／面積135.66㎢

お遍路さん

鳴門市は徳島県の東北端に位置し、鳴門海峡をへだてて淡路島に対峙した四国の東玄関口
であり、渦潮をはじめとした恵まれた自然や、その恵みを受けた鳴門わかめやなると金時な
どの数多くの地元特産物、歴史・文化が織りなす交流拠点都市です。
豊かな自然景観と豊富な食材にあふれ、温暖で過ごしやすく、お遍路さんへのお接待の文
化が息づく人情あふれる鳴門市で、心と体をリフレッシュしてみませんか。
渦潮

くらしの情報
■交通機関
■医療機関
■学
校
■買
物
■イベント

移住者への支援情報

阿波井神社例祭

鉄道、路線バス、タクシー
病院7、診療所51、歯科29
小学校17、中学校6
スーパー、コンビニ、ホームセンター、商店 等
鳴門ウチノ海新鮮市（毎月第一土曜日）、ベートー
ヴェン「第九」交響曲演奏会（6月第1日曜日）、
鳴門市納涼花火大会（8月7日）、鳴門市阿波おど
り大会（8月9日～ 11日）、鳴門のまつり（10月）、
ドイチェス・フェストinなると（10月）、大谷焼
窯まつり（11月第2土・日曜日）、春の鳴門渦まつ
り（3月）

連絡相談窓口

■体

験

■各種助成

底 曳 き 網・鯛 網・
屋 形 釣・ 船 釣・ み
か ん 狩 り・ シ ー カ
ヤック・大谷焼
敬 老 祝い品、子ど
もはぐくみ医療費
助成、保育料補助

商工政策課

電話 ０８８ー６８４ー１１５８ FAX ０８８ー６８４ー１３３９
HPアドレス：http://www.city.naruto.tokushima.jp E-mail：shokoseisaku@city.naruto.lg.jp

人口：「平成22年国勢調査」 面積：国土地理院「平成26年全国都道府県市区町村別面積調」

3

小松島市

市の情報

■人口40,614人／面積45.37㎢

日峰山から市内を望む

移住者への支援情報

くらしの情報
■交通機関
■医療機関
■学
校
■買
物
■イベント

鉄道、路線バス、タクシー
徳島赤十字病院ほか、病院、診療所、歯科
小学校11、中学校3
スーパー、コンビニ、ホームセンター、商店 等
小松島港まつり（7月）、義経夢想祭（2月）、
ヤマモモ狩り（6月）、
海鮮朝市（毎月第4土曜日）

連絡相談窓口

金長たぬき像

小松島市は徳島県の東部に位置し、北は日ノ峰山と西は勝浦川によって県都徳島市と隣接
し、西南部は勝浦町境の稜線から丘陵が櫛目模様にとなって東南平野部へ延びています。東
南部は肥沃な平野が広がり、阿南市と隣接しています。かつては、フェリー航路があり、京
阪神への交通の要衝として栄えてきました。
徳島市へは車で15分程度で、面積が45.30㎢とコンパクトな市ながら、海山川と自然に恵
まれています。
特産品はちりめん（カタクチイワシの稚魚）、鱧、竹輪、フィッシュカツ、やまもも、シイタケ、
阿波牛など。
また、源平合戦では屋島の合戦への行程で義経が登場したり、阿波たぬき合戦の舞台とな
るなど歴史と民話の町でもあります。

■体
験
■各種助成

ヤマモモ狩り
子どもはぐく
み 医 療 費 助成、
奨学金制度、老
人等バス無料優
待

立江の吹き筒花火

秘書政策課

電話 電話０８８５－３２－３８０２ FAX ０８８５－３３－４５６０
HPアドレス：http://www.city.komatsushima.tokushima.jp
E-mail：sougouseisaku@city.komatsushima.tokushima.jp

吉野川市

源義経像

市の情報

■人口44,020人／面積144.14㎢
吉野川市は、徳島県北部のほぼ中央、徳島市から車で約40分のところにあります。徳島自
動車道土成ICからは車で約15分です。
「四国三郎」と呼ばれる吉野川の中流域南岸に開けて
おり、北側には吉野川、南側には四国山地の山々に囲まれた場所に位置しています。これら
の雄大な自然と平野部の都市機能、うるおいと利便性とが共存した住みよいまちです。
最後まで残った空海の道ウォーク、ほたるまつり、阿波踊り、花火大会、菊人形・菊花展
など、歴史や自然、季節感を味わえるイベントも数多く開催されています。
吉野川市へ、ぜひお越し下さい。
船窪つつじ公園

吉野川市
特産品ブランド

美郷の梅酒づくり

高開石積ライトアップ

くらしの情報

移住者への支援情報

■交通機関 鉄道、路線バス、タクシー
■医療機関 病院4、診療所42、歯科診療所26
■学
校 小学校14、中学校4
■買
物 スーパー、コンビニ、ホームセンター、商
店 等
■イベント 最後まで残った空海の道ウォーク（5月第3
日曜日）、ほたるまつり（5月下旬～ 6月中
旬）、五九郎まつり（6月最終土曜日）、花
火大会（8月6日）、阿波踊り（8月14日～
16日）、菊人形・菊花展（10月下旬～ 11月
下旬）、高開石積ライトアップ（12月中旬）

連絡相談窓口

■住
■体

宅 空き家情報を提供
験 農家民宿で山里の暮らし
体験
■各種助成 長 寿 祝 金、 出 産 祝 金、 子
どもはぐくみ医療費助成、
保育料軽減制度、奨学金
制度、チャイルドシート
購入補助

商工観光課

電話 電話０８８３－２２－２２２６ FAX ０８８３－２２－２２３７
HPアドレス：http://www.city.yoshinogawa.lg.jp E-mail：shoukoukankou@city.yoshinogawa.lg.jp

4

阿波市

市の情報

■人口39,247人／面積191.11㎢
阿波市は、徳島県中央北部の吉野川北岸に位置し、北部の阿讃山地の山々を水源として、
宮川内谷川、日開谷川、大久保谷川及び伊沢谷川が南に縦貫し、それぞれに南面傾斜の扇状
地を形成しています。
本市は、阿讃山脈を背に、吉野川を望み、水と緑の豊かな自然が息づいています。平野部
では、地味肥沃な土壌を活かした高品質な農産物の産地となっています。また、歴史・文化
資源にも恵まれ、国の天然記念物「阿波の土柱」や「四国霊場札所」をはじめとする名所旧
跡が点在しています。古くから育まれてきた市民の郷土を愛する心や奉仕精神、人と人との
つながりの強さは、本市の優れた特性です。ぜひ、本市で暮らしてみてください。

阿波の土柱

移住者への支援情報

■交通機関 路線バス、タクシー
■住
宅
■医療機関 病院3、診療所31、歯科18
■各種助成
■学
校 小学校10、中学校4
■買
物 スーパー、コンビニ、ホームセンター、
商店 等
■イベント 大俣八幡神社「お的」（1月）、花フェス
タランランフェア（2月）、阿波シティマ
ラソン（3月）、空海の道ウォーク（5月）、
ぶどう狩り（8月）、やねこじき（10月）

連絡相談窓口

大名行列

くらしの情報

空き家情報を提供
敬老祝金、子ども
はぐくみ医療費助
成、出産祝金、入
浴助成

たらいうどん
柿原堰

阿波市移住交流支援センター（企画総務課内）

電話 ０８８３ー３６ー８７００ FAX ０８８３ー３６ー８７６０
HPアドレス：http://www.city.awa.lg.jp E-mail：kikaku@city.awa.lg.jp

勝浦町

町の情報

■人口5,765人／面積69.83㎢

お試し定住シェアハウス「坂本家」

勝浦町は徳島県の南東部に位置し、面積69.80平方キロメートル、まわりを緑なす山々に
囲まれ、山裾に開けたみかん畑、平野に田園風景がひろがり、そして、まちの中央を流れる
清流勝浦川では、アユなどの川魚がとれる自然豊かな農山村です。
町内各地では、ビッグひな祭りやホタル祭り、秋祭りなど四季折々の多彩な行事が催され
るなど、人情味豊かなあたたかいまちとなっています。そんな勝浦町で人の笑顔と温かい心
に触れ、ゆっくりとした生活をしてみませんか？

みかん

中角地区より勝浦川を望む

くらしの情報
■交通機関
■医療機関
■学
校
■買
物

■イベント

移住者への支援情報

産直市場「よってネ市」

路線バス、タクシー
病院1、歯科3
小学校2、中学校1
スーパー 2、コンビニ2、
産 直 市 場、 ホ ー ム セ ン
ター、商店 等
ビッグひな祭り、坂本お
ひな街道、桜祭り、ホタ
ル祭り、アユ釣り、化石
展、マラソン大会、パラ
グライダー大会、人形浄
瑠璃公演、軽トラ市 等

連絡相談窓口

■お試し定住シェアハウス「坂本家」
勝浦町への移住を考えている方のため、3
日～ 3か月の間お貸出しするシェアハウス
（最大3グループ）がございます。詳しくは、
下記までお問い合わせください。
■体験
みかんの木オーナー制度、山里の暮らし体
験 等
■各種助成 空家改修補助（最大100万円）、子どもはぐ
ぐみ医療費助成（高等学校修了まで）、保育
料補助、敬老祝金
■定住促進サイト http://www.town.katsuura.lg.jp/teiju/

勝浦町移住交流支援センター（坂本家内）

電話 050-3438-7728（平日9:00 ～ 17:00まで ※不在の場合は留守番電話にて、連絡先をお伝えください）
E-mail trialsakamoto@quolia.ne.jp facebook「坂本家」で検索ください

人口：「平成22年国勢調査」 面積：国土地理院「平成26年全国都道府県市区町村別面積調」
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上勝町

町の情報

■人口1,783人／面積109.63㎢
上勝町は、徳島市の南西約40㎞に位置する中山間地域であり、標高1,439mの高丸山を最
高峰とする山岳が連なり、美しい連山の間を勝浦川が流れている自然豊かな町です。
本町は、2億円に成長した「彩産業」の振興、焼却・埋め立てによるごみの処理を限りな
くゼロに近づける努力を日本で初めて決意した「上勝町ごみゼロ（ゼロ・ウェイスト）宣言」
の取組等、「持続可能な集落づくり」に努めています。
ぜひ、自然豊かな環境の町「上勝町」で、暮らしてみませんか。
大平・堂平の棚田

■医療機関
■学
校
■買
物
■イベント

移住者への支援情報
■住
■体

宅 空き家・住宅情報の提供
験 インターンシップ事業（宿泊施設あり）、
棚田等オーナー制、里山の暮らし体験、移
住体験施設（ゲストハウス・シェアハウス）
■各種助成 児童等転入支度金、出産祝金、多子世帯の
保育料の軽減・無料化、子どもはぐくみ医
療費助成（中学校修了まで）、奨学金制度、
敬老祝金、温泉無料入浴補助（65歳以上）、
中古住宅の購入費及び改修費の補助、新築
住宅建築補助（各種助成には基準がありま
す。
）

上勝町移住交流支援センター（企画環境課内）

電話 ０８８５ー４６ー０１１１ FAX ０８８５ー４６ー０３２３
HPアドレス：http://www.kamikatsu.jp E-mail：webmaster@kamikatsu.jp

佐那河内村

上勝アート里山の彩生〜射手座造船所

町営バス、有償ボランティ
ア輸送
診療所2
小学校1、中学校1
小売店、調剤薬局、産直市
八百萬こい祭り（5月）、高
丸山大祭（5月）、上勝町夏
まつり（7月）上勝町自然
体験活動

連絡相談窓口

山犬嶽〜苔の群生地

くらしの情報
■交通機関

村の情報

■人口2,588人／面積42.28㎢

大川原高原

徳島市から車で約25分のところにある、
「徳島県唯一の村」佐那河内村は、周囲を山々で
囲まれた、美しい農村風景が残る中山間地域です。
基幹産業である農業を中心として栄え、農事文化が育んできた地域コミュニティ（講中・
常会・名中）が今もなお残っている、全国でも珍しい地域です。
月末に毎月1回村内各地で「常会：じょうかい」が開かれ、情報交換や交流の場として村
人達が集っています。
少し便利な田舎暮らしや地域との繋がりを大切にした田舎暮らしをしたい方は、是非、佐 佐那河内村全景
那河内村へお越し下さい。

移住者への支援情報

くらしの情報
■交通機関 路線バス、タクシー
■医療機関 医院1
■学
校 小学校1、中学校1
■買
物 商店、薬局、コンビニ、産
直市など
■イベント 納涼夏祭り（8月）、ふれあ
いまつり（1月）、しゃくな
げ市（月2回）

ももいちご

連絡相談窓口

■住
■体

宅
験

空き家情報の提供
果樹オーナー制度（スダチ、
キウイ、みかん、梅）
■各種助成 出産祝金、敬老祝金、子ど
もはぐくみ医療費助成（高
等学校修了まで）、2人目か
らの保育料補助、空き家改
修費補助、起業支援

佐那河内村移住交流支援センター（総務企画課内）

電話 ０８８ー６７９ー２１１３ FAX ０８８ー６７９ー２１２５
HPアドレス：http://www.vill.sanagochi.lg.jp E-mail：soumu@vill.sanagochi.lg.jp
6

石井町

町の情報

■人口25,954人／面積28.85㎢
石井町は、四国三郎「吉野川」の下流に位置し、隣接した徳島市から車で約30分のところに
あります。本町は自然環境と比較的温暖な気候に恵まれ、豊かな自然と田園風景を残しながらも、
隣接する徳島市のベッドタウンとして発展し続けています。
野鳥の森や吉野川に代表される自然環境、「国分尼寺跡」に代表される寺院・文化財、そして
地域住民にしたしまれている町の花「ふじ」など自然豊かな住みよい町です。また、県下有数
の農業・酪農の生産地帯でもあり、特に野菜は京阪神地方の野菜供給基地として重要な役割を
果たしております。地元の農業大学校においては、とくしまアグリビジネススクールが開講され、
県外からの移住者に対する就農支援も行っておりますので、是非、我が町へお越し下さい。

いしいドーム（温水プール）

桜のトンネル

移住者への支援情報

くらしの情報
■交通機関 鉄道、路線バス、タクシー
■医療機関 病院2、一般診療所24、歯科診療所17
■学
校 小学校5、中学校2
■買
物 スーパー、コンビニ、ホームセンター、
商店 等
■イベント 桜まつり（3月下旬～ 4月上旬）、藤ま
つり（4月下旬～ 5月上旬）、納涼夏祭
り（8月上旬）、冬のイルミネーション
（12月中旬～ 1月中旬）

子どもはぐぐみ医
療 費 助 成（ 中 学 校
修了まで）、出産祝
金、 ひ と り 親 世 帯
入 学 祝 金、 多 子 世
帯の保育料の軽減、
空き家リフォーム
促進事業補助制度、
新婚世帯家賃助成、
敬老祝金

総務課

電話 ０８８ー６７４ー１１１１ FAX ０８８ー６７５ー１５００
HPアドレス：http://www.town.ishii.lg.jp E-mail：soumu@town.ishii.lg.jp

神山町

地福寺の藤棚

連絡相談窓口

■各種助成

町の情報

■人口6,038人／面積173.30㎢

神山温泉まつり（あめごのつかみどり）

徳島市から車で40分、周囲を千メートル級の山々に囲まれ、中央を鮎喰川が流れています。
四季折々の変化を見せる景色は絶妙。神山森林公園、四国霊場焼山寺、神山温泉、四国山岳
植物園岳人の森、コットンフィールドキャンプ場、日本の滝百選雨乞の滝など自然を楽しめ
る施設も多いです。沿道には住民パワーによって五千本のしだれ桜を植栽。驚くほど多くの
人が訪れる、可能性を秘めた町でもあります。
近年では、世界各国から来町したアーティストが地域に滞在し、創作活動や地域のイベン
トを通じて、地域住民との交流や国際交流が生み出されています。
神山町の特産品『スダチ』

くらしの情報

移住者への支援情報

上分字江田集落（菜の花の咲く頃）

■交通機関 路線バス、タクシー
■医療機関 診療所4、歯科2
■学
校 小学校2、中学校2 スクールバスを運行
■買
物 食料品店、衣料品店、薬局、金物店、コンビニ
等 （隣接する徳島市、石井町での買い物が多い。）
■イベント 阿川梅の里梅まつり（3月）、明王寺しだれ桜まつり（3月）、
鬼籠野さくら祭（4月）、神山森林公園さくら祭（4月）、
もり植物園レンギョウ祭（3月～ 4月）、鮎喰川あめご祭（4
月）、春の岳人の森まつり、神山温泉まつ り（5月）、下分
七夕まつり（7月）、神山森林公園もみじ祭（11月）、大久
保いちょうまつり（11月）、鬼籠野光のオブジェ（12月）

連絡相談窓口

■移住交流支援センターの設置
ＮＰＯ法人グリーンバレーが、空き家
情報の収集や情報提供、紹介を行って
います。移住をお世話するにあたって
は、地域になじめる方ということで、
じっくりと時間をかけてマッチングを
図っています。
■体
験 定住お試しハウスで滞在、山里の暮
らし体験
■各種助成 中学校卒業まで医療費無料、第２子以
降保育料無料、敬老祝い金、奨学金制
度、出産祝金、空き家改修補助金

神山町移住交流支援センター（神山町農村環境改善センター内・ＮＰＯ法人 グリーンバレー）

電話／ FAX ０８８ー６７６ー１１７７
HPアドレス：http://www.in-kamiyama.jp/『イン神山』 E-mail：greenvalley.kamiyama＠gmail.com

人口：「平成22年国勢調査」 面積：国土地理院「平成26年全国都道府県市区町村別面積調」
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松茂町

町の情報

■人口15,070人/14.24㎢
松茂町は、徳島県の東部にあり、鳴門市、板野郡北島町、徳島市の2市1町に囲まれ、町の
東側は海に面しています。町域は東西5.5㎞、南北6.5㎞で、町内を旧吉野川と今切川が流れ、
肥沃な三角州が陸地の大部分を占めています。
その昔松茂町は、吉野川河口に広がる湖で、干拓によって新田開発がなされ土地が造成さ
れました。その際、堤を築き多くの松が植栽されました。その姿から「松茂村」と命名され、
その後「松茂町」に発展しました。
産業は、水産業や農業が昔から盛んに行われているほか、工業団地には、電気・製薬・化
学・金属加工等の工場が立地しています。また、町内には徳島県の空の玄関となる「徳島阿
波おどり空港」と、陸の玄関として近年役割が増えた高速バス停留所「徳島とくとくターミ
ナル」があります。徳島県の交通の要所として、人の往来も盛んです。

徳島阿波おどり空港

■交通機関
■医療機関
■学
校
■買
物
■イベント

移住者への支援情報

路線バス、タクシー
病院等15
小学校3、中学校1
スーパー、コンビニ、商店 等
スカイフェスタ松茂（9月）

連絡相談窓口

■各種助成

スカイフェスタ松茂

くらしの情報

敬 老 祝 金、 子
どもはぐくみ
医療費助成

総務課

電話 ０８８ー６９９ー８７１０ FAX ０８８ー６９９ー６０１０
HPアドレス：http//www.town.matsushige.tokushima.jp
E-mail：soumu@town.matsushige.tokushima.jp

北島町

旧吉野川

町の花「松葉菊」

町の情報

■人口21,658人／面積8.74㎢
吉野川下流域に発達した三角州のほぼ中央にあり、南は徳島市、北は鳴門市に接していま
す。
戦後まもない頃からチューリップの栽培が始まり、現在では県下有数の産地となっていま
す。長年の栽培経験による技術力には定評があり、無加温栽培によって色鮮やかな日持ちの
良いチューリップが栽培されています。平成７年には町特産のチューリップをたくさんの人
たちに楽しんでもらおうと「北島チューリップ公園」がオープンし、平成22年の春で16回
目の開園となりました。「お任せコーナー」（担当区画の球根の植付・除草・球根の掘取り
まで楽しんでいただく）の導入による町民との協働事業により町民手作りの公園として親し
まれております。開園期間中（四月上旬～下旬）には五十八品種、約四万五千本のチューリッ
プが色とりどりに咲きそろいます。

チューリップ公園

菊花展

くらしの情報
■交通機関
■医療機関
■学
校
■買
物
■イベント

移住者への支援情報

鉄道、路線バス、タクシー
病院3 診療所20 歯科14
小学校3、中学校1
スーパー、コンビニ、ホームセンター
商店 等
北島チューリップフェア（4月上旬～
下旬）、ひょうたん夏祭り（8月上旬）、
北島町菊花展（10月下旬～ 11月上旬）

秋祭り

連絡相談窓口

■各種助成

敬 老 祝 金、 子 ど
もはぐくみ医療
費助成

生活産業課

電話 ０８８ー６９８ー９８０６ FAX ０８８ー６９８ー３６４２
HPアドレス：http://www.town.kitajima.lg.jp E-mail：mail@town.kitajima.lg.jp
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藍住町

町の情報

■人口33,338人／面積16.27㎢

バラまつり

徳島県の中央を流れる吉野川下流の北岸に位置し、南は徳島市、北は板野町、鳴門市と隣
接し、海抜はわずか5.17ｍの平坦地で形成されています。
藍住町は若い世代が多く、活気にあふれたまちです。日常生活では、民間の医療機関や商
業施設が充実しているほか、徳島自動車道のインターチェンジが整備されており、県内外へ
のアクセスも充実しています。生活の利便性が高いとともに、田園風景の広がる自然豊かな
住みよいまちです。
藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場

くらしの情報

験

藍住町歴史館「藍
の館」で、藍住町
の優れた藍色を伝
承した伝統ある天
然藍で藍染体験が
できます。
■各種助成 敬老祝金、子ども
はぐくみ医療費助
成、 保 育 料 補 助、
奨学金
藍住町歴史館
「藍の館」

連絡相談窓口

■体

みどり橋

鉄道、路線バス、タクシー
病院2、診療所25、歯科17
小学校4、中学校2
スーパー、コンビニ、ホームセンター、商店 等
バラまつり（5月、10月）、子どもフェスティバル（5
月）、あいずみ納涼祭（7月）、敬老のつどい（9月）、
ファミリースポーツフェスティバル（10月）、藍住
町ビックフェスティバル（文化の日を中心に開催）、
町内マラソン大会（2月）、勝瑞城シンポジウム

正法寺川公園

■交通機関
■医療機関
■学
校
■買
物
■イベント

移住者への支援情報

企画政策課

電話 ０８８ー６３７ー３１２４ FAX ０８８ー６３７－３１５５
HPアドレス：http://www.town.aizumi.tokushima.jp E-mail：aizumi@town.aizumi.tokushima.jp

板野町

町の情報

■人口14,241人／面積36.22㎢
板野町は、県東部にあり、吉野川下流域低地に位置しています。
四国霊場88 ヵ所の3・4・5番が本町にあることから巡礼者が多数訪れます。町民は「お接
待」の気持ちをもって、来訪者に対応しています。
文化施設では、歴史文化公園が整備され、図書館・ホール・公園等、人々への文化発信の
場となっています。また、あせび温泉やすらぎの郷は、心身共に癒すことのできる温泉施設
です。
あせび温泉やすらぎの郷
あせびの花

くらしの情報
■交通機関
■医療機関
■学
校
■買
物
■イベント

移住者への支援情報

あさんウォーキングフェスタ

鉄道、路線バス、タクシー
病院等12
小学校4、中学校1
スーパー、コンビニ、ホームセンター、商
店 等
秋祭り（10月第1・2・3・4日曜日 獅子舞・
屋台・御輿がでる）、ふるさと巡行バス（10
月・3月の第3日曜日【変更の場合有り】）

連絡相談窓口

■各種助成

子どもはぐくみ医療
費助成、保育料補助、
奨学金

産業課

電話 ０８８ー６７２ー５９９４ FAX ０８８ー６７２ー５５５３
HPアドレス：http://www.town.itano.tokushima.jp/ E-mail：sangyouka@town.itano.tokushima.jp

人口：「平成22年国勢調査」 面積：国土地理院「平成26年全国都道府県市区町村別面積調」
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上板町

町の情報

■人口12,727人／面積34.58㎢
上板町は徳島県の東北部、吉野川北岸平野部のほぼ中央に位置し、板野ICから車で10分の
ところにあります。年間平均気温16度の比較的温暖な気候を利用し平野部では都市近郊農業
地域を形成し、山間部では果樹栽培が行われるなど農業中心の町です。また、「阿波藍」「阿
波和三盆糖」など伝統の「技」を大切に守り続けています。近年では公共施設等を中心にゴー
ヤーを使った緑のカーテンを推進し、温暖化防止と環境保全を図っています。ぜひ一度お越
し下さい。
緑のカーテン

移住者への支援情報

■交通機関 路線バス、タクシー
■医療機関 病院1、診療所10、歯科7
■学
校 小学校4、中学校1
■買
物 スーパー、コンビニ、ホームセン
ター、商店 等
■イベント 大山寺の力もち（1月）、敬老会（9
月）、文化祭（11月）
上板桜まつり（3月下旬～ 4月上旬）

■各種助成

出産祝金、奨学金
制 度、 第3子 以 降
の保育料無料、中
学校卒業までの医
療費無料、高齢者
温水プール利用料
軽減制度

企画防災課

和三盆

連絡相談窓口

大山の柿

くらしの情報

電話 ０８８ー６９４ー６８２４ FAX ０８８ー６９４ー５９０３
HPアドレス：http://www.townkamiita.jp E-mail：kb@townkamiita.jp

阿南市

市の情報

■人口76,063人／面積279.56㎢
阿南市は、徳島県の東南部に位置し、徳島市から車で約40分のところにあり、四国最東端
のまちです。東は紀伊水道と太平洋に面し、室戸阿南海岸国定公園の北端となっています。
海・山・川など豊かな自然とＬＥＤ（発光ダイオード）を活用したまちづくり事業である
「光のまち」、アグリあなんスタジアム完成を機に「野球のまち」として全国に情報発信して
います。
産業分野も多彩で、製紙やＬＥＤ関連工業のほか商業、早期米や施設園芸などの農業、沿
岸部での水産業などが盛んです。
地域の個性を創出し、魅力ある阿南へ是非お立ち寄りください。

阿南の夏まつり・光のイベント

北の脇海水浴場地引き網

くらしの情報

移住者への支援情報

かもだ岬温泉保養センター

■交通機関 鉄道、路線バス、タクシー
■医療機関 病院7、診療所64、歯科34
■学
校 小学校22、中学校10
■買
物 スーパー、コンビニ、ホームセン
ター、商店 等
■イベント 活 竹 祭、 加 茂 谷 鯉 ま つ り（5月 ）、
阿南の夏まつり・光のイベント（7
月）、光のまちづくりX'masイベン
ト（12月）

連絡相談窓口

■体

験

地引き網（3月～ 11月／北の脇海
水浴場）
■各種助成 不妊治療費の一部助成、子どもは
ぐくみ医療費助成（中学校卒業ま
で）、同一世帯から２人以上同時
に幼稚園又は保育所等を利用して
いる場合の第３子以降の保育料の
無料化

阿南市移住交流支援センター（定住促進課内）

電話 電話 ０８８４ー２２－７４０４ FAX ０８８４－２２－８９５２
HPアドレス：http://www.city.anan.tokushima.jp E-mai：sien@city.anan.tokushima.jp
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那賀町

町の情報

■人口9,318人／面積694.98㎢

紅葉（高の瀬峡）

徳島県南東部に位置し、標高1,000m以上の山々に囲まれ、地域の9割以上が森林の中山間
地域です。町内には那賀川及び坂州木頭川が流れ、両河川は合流しほぼ中央を貫流していま
す。
気候は、朝夕の寒暖差が大きく、県内でも降水量の多い地域です。県下で、2番目に広大
な面積を誇り、四季折々の自然と様々な伝統と文化が受け継がれています。
「住む人、来る人に魅力いっぱいのまち、美しい自然豊かな那賀町」へ是非お越しください
伝統芸能の人形浄瑠璃（鎌瀬農村舞台）

くらしの情報

移住者への支援情報

■交通機関
■医療機関

路線バス、タクシー
町立病院を含め5カ所の公立医療施
設、民間の医院・福祉施設があります。
■学
校 小学校5、中学校4
■買
物 各所に商店等、鷲敷地区にはホーム
センター・コンビニ等があります。
■イベント エキサイティングサマーインワジキ
（8月）、木頭杉一本乗り（8月）、農
村舞台公演 等

那賀町移住交流支援センター（企画情報課内）

電話 ０８８４ー６２ー１１８４ FAX ０８８４ー６２１ー１１７７
HPアドレス：http://www.town.tokushima-naka.lg.jp/iju/ E-mail：kikaku@town.tokushima-naka.lg.jp

牟岐町

白瀬（那賀川）

連絡相談窓口

■移住交流支援センターの設置 （お電話お
待ちしております。）
■住
宅 空き家情報（売買・賃借・売り
地・遊休農地等）を提供。
■体
験 山里ステイ（山村留学体験年2
回夏・秋に開催）等
■各種助成 敬老・結婚・出産・子どもはぐ
くみ医療費助成 等

町の情報

■人口4,826人／面積56.56㎢

左義長

牟岐町は、徳島県の南部に位置し、徳島市から車で1時間30分のところにあります。南西
部は、太平洋に臨み、北の町境には胴切山、矢筈山、五剣山が連なり、海と山に囲まれた地
形です。牟岐川と内妻川流域にほぼ全町が含まれ、海岸線は荒磯で、南方洋上に出羽島、津
島、大島があります。
「夢と緑と黒潮のまち牟岐」は海の幸・山の幸に恵まれた人情まろやかな港町です。サーフィ
ンのできる内妻海岸、ダイビングスポットの阿波大島海中公園、熱帯植物がよく育ちハイビ
スカスが自生している出羽島、釣りのメッカ大島など自然と遊べる南国情緒あふれる町です。 空から牟岐町を望む

くらしの情報

姫神祭
海上パレード

移住者への支援情報

■交通機関 鉄道、路線バス、タクシー
■医療機関 県立海部病院、出羽島診療所のほ
か民間の医院、歯科、眼科
■学
校 小学校1、中学校1
■買
物 スーパー、コンビニ、商店 等
■イベント アワビまつり（5月上旬）、内妻あ
じさい祭り（6月第3日曜日）、姫
神祭（7月）、阿波踊り競演会（8
月16日）

磯釣り

連絡相談窓口

■移住交流支援センターの設置
牟岐町商工会と協力して空家・空
地の紹介をしています。
■体
験 漁業・農業・自然体験（南阿波よ
くばり体験推進協議会）
■各種助成 出産祝金、子どもはぐくみ医療費
助成、敬老祝金

牟岐町移住交流支援センター（産業課内）

電話 ０８８４ー７２ー３４２０ FAX ０８８４ー７２ー２７１６
HPアドレス：http://www.town.tokushima-mugi.lg.jp/ E-mail：mugisoumu@town.tokushima-mugi.lg.jp

人口：「平成22年国勢調査」 面積：国土地理院「平成26年全国都道府県市区町村別面積調」
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美波町

町の情報

■人口7,765人／面積140.82㎢
薬王寺と田井の浜

移住者への支援情報
■移住交流支援センターの設置
地域のまちづくり団体と協力し、
移住希望者の様々な相談（空き家
の紹介、移住交流体験）を支援。
お試し体験滞在施設の紹介。
■住
宅 空き家情報の提供
■体
験 農家民宿体験、漁業・農業・自然体験
（南阿波よくばり体験推進協議会）
■各種助成 結婚祝金、住宅建築資金借入利子
補給金、定住促進補助金（家屋増
改築費用）及び高齢者等定住支援
補助金（家屋増改築、改造費用）

美波町移住交流支援センター（総務企画課内）

電話 ０８８４－７７－３６１１
FAX ０８８４－７７－１６６６
HPアドレス：http://www.town.minami.tokushima.jp E-mail：somu@town.minami.lg.jp

海陽町

由岐伊勢エビまつり

■交通機関 鉄道、路線バス、タクシー
■医療機関 病院3、診療所3、歯科3
（内休１校）、中学校４（内休１校）
■学
校 小学校５
■買
物 スーパー、ホームセンター、コン
ビニ 商店 等
■イベント 桜街道夢マラソン（4月）、ひわさう
みがめトライアスロン（7月）、日和
佐うみがめまつり（7月）、ふるさと
由岐まつり
（8月）、日和佐八幡神社
秋祭り（10月）、赤松神社奉納吹筒
花火（10月）、由岐伊勢エビまつり
（10月）、ひわさ冬まつり（1月）

連絡相談窓口

日和佐八幡神社秋祭り

くらしの情報

美波町は、徳島県の南東部に位置し、その名の通り、海亀が産卵をする砂浜、海食崖、海
食洞など、変化に富んだ海岸線で太平洋に臨む美しい町です。多くは「室戸阿南海岸国定公
園」に指定され、風光明媚なリアス式海岸となっています。
町は四国八十八ヵ所23番札所・薬王寺をはじめとする名所旧跡や、伝統の祭りも今に受け
継がれ、各種イベントなど四季を通じて、多彩な魅力にあふれています。町では、豊かな自
然を活かしつつ、一人ひとりが輝くまちを目指し、まちづくりを進めています。

町の情報

■人口10,446人／面積327.65㎢

轟の滝

海陽町は徳島県の最南端に位置し、徳島市からの所要時間は車で約2時間です。南東の海
岸線は太平洋を臨み、北は那賀郡、東は海部郡牟岐町に、西は高知県と隣接しています。北
部・西部にあたる山地は1,000メートルにおよぶ緑豊かな山々がそびえています。これらの
山々を水源として、地域の中央には北から南に海部川が、南部では西から東に宍喰川が太平
洋に流れ込んでいます。
青く美しい海岸は室戸阿南海岸国定公園に指定され、海岸は数々の岬や入り江を有する美
しいリアス式海岸となっています。また、海岸線に沿って徳島市から高知県とを結ぶ国道55
号とJR牟岐線・阿佐海岸鉄道がほぼ並行に走り、南北には海部川に沿って国道193号が国道
55号と那賀郡中央部を結んでいます。

海部川風流マラソン

移住者への支援情報

くらしの情報
■交通機関
■医療機関
■学
校
■買
物
竹ヶ島海中公園

鉄道、路線バス、タクシー
病院、診療所、歯科、耳鼻科等
小学校３、中学校２
スーパー、コンビニ、ホーム
センター、商店 等
■イベント 海部川風流マラソン（2月）
、母
川ほたる週間（6月）
、宍喰祇園
まつり（7月）
、阿波踊りと民謡
の夕べ
（8月）
、
浅川港祭り
（8月）
、
宍喰港祭り（8月）
、伊勢エビ祭
り（10月）

連絡相談窓口

■移住交流支援センターの設置（移
住に関する相談を受け
付けます。）
■体
験 漁業・農業・自然体験
（南阿波よくばり体験
推進協議会）
■各種助成 子どもはぐぐみ医療費助
成、給食費助成、入学時体
操服助成、遠距離通学助
成、奨学金、保育料助成、
インフルエンザ助成

海陽町移住交流支援センター（まち・みらい課内）

電話 ０８８４ー７３ー４１５６ FAX ０８８４ー７３ー３０９７
HPアドレス：http://www.town.kaiyo.lg.jp E-mail：iju-shien@town.kaiyo.lg.jp
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美馬市

市の情報

■人口32,484人／面積367.14㎢
美馬市は、徳島市から西へ約40㎞に位置し、北側は阿讃山脈、南は剣山に囲まれ、17年
連続水質四国一の清流「穴吹川」が南北に流れる、自然豊かな地域です。
また、地域には、「うだつの町並み」や「寺町」、「三木家住宅」など、数多くの文化財が
残るとともに、アインシュタインと親交のあった「三宅速」や樺太開拓の志士「岡本監輔」
のふるさととして知られるなど、歴史情緒あふれるまちでもあります。
これらの豊かな自然環境と歴史文化を継承しながら、住むことを誇りと思い、交流があり、
元気に活動できるまち、「四国のまほろば 美馬市」を目指しています。

水質四国一の清流「穴吹川」

■交通機関

鉄道、美馬ふれあいバス（デマンド
バス）、路線バス、タクシー
■医療機関 病院7、国保診療所3、医院24、歯科17
■学
校 小学校13、中学校7
■買
物 スーパー、ホームセンター、コンビ
ニ、商店 等
■イベント うだつをいける（1月）、穴吹川筏下
り大会（8月）、木屋平緑とふれあい
夏祭り（8月）、美馬市花火大会（8月）、
阿波踊り（8月）、うだつまつり（9月）

■移住交流センターの設置
移住希望者への定住支援の為、
美馬市地域定住アドバイザーを
設置しています。
■住
宅 空き家情報の提供
■体
験 山里の暮らし体験、カヌー体験、
農業体験等
■各種助成 敬老祝金、子どもはぐくみ医療
費助成、保育料補助、通学補助、
空き家改修費補助

美馬市移住交流センター（ふるさと振興課内）

電話 ０８８３ー５２ー８００９ FAX ０８８３ー５３ー９９１９
HPアドレス：http://www.city.mima.lg.jp/3/696/index.html E-mail：furusato@city.mima.lg.jp

三好市

美馬の寺町

連絡相談窓口

うだつの町並み

移住者への支援情報

くらしの情報

市の情報

■人口29,951人／面積721.42㎢
三好市は、徳島県の最西部、四国のほぼ中央に位置し、市の90％近くが山地によって構成
されています。
大歩危峡や黒沢湿原、紅葉の名所・竜ヶ岳、剣山といった豊かな自然や、奥祖谷観光周遊
モノレール、雄大な吉野川を一気に下るラフティング、パラグライダーといったアクティビ
ティー、四国霊場第66番札所・雲辺寺、平家落人伝説の残る祖谷のかずら橋など、歴史的文
化遺産など見どころいっぱいです。また、阿波踊りや祖谷平家まつり、雪合戦四国大会など
のイベント、温泉施設、もたくさんあります。
これらの資源をもとに『自然が生き活き、人が輝く交流の郷』をキャッチフレーズに、交
流と連携の拠点を目指しています。

四国第二の高峰・剣山

くらしの情報
■交通機関
■医療機関
■学
校
■買
物
水しぶきを上げる、
ラフティング

■イベント

鉄道、路線バス、タクシー
病院2、診療所1、医院21、歯科14
小学校17、中学校6
スーパー、ホームセンター、コ
ンビニ、商店 等
塩塚高原野焼き（4月）、阿波踊
り（8月）、祖谷平家まつり（10月）、
妖怪祭り（11月）、雪合戦四国大
会（1月）

連絡相談窓口
祖谷渓谷（小便小僧）

移住者への支援情報
■移住交流支援センターの設置
様々な相談に、担当職員がワンス
トップで対応。地域の風土風習など
事細かに説明します。
■住
宅 市営住宅・空き家情報の提供、分譲
住宅地
■体
験 地元の匠によるそば打ち体験、山暮
らし移住体験ツアー等開催
■各種助成 敬老祝金、子どもはぐくみ医療費助
成、保育料補助

三好市移住交流支援センター（地域振興課内）

電話 電話０８８３－７２－７６４９ FAX ０８８３－７２－７２０２
HPアドレス：http://furusato.city-miyoshi.jp/hon-nara-miyoshi/ E-mail：chiikishinkou@city.tokushima-miyoshi.lg.jp

人口：「平成22年国勢調査」 面積：国土地理院「平成26年全国都道府県市区町村別面積調」
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つるぎ町

町の情報

■人口10,490人／面積194.84㎢

道の駅

貞光ゆうゆう館

くらしの情報
■交通機関
■医療機関
■学
校
■買
物
■イベント

移住者への支援情報

鉄道、コミュニティーバス、タクシー
病院3、診療所2、医院4、歯科5、眼科1
小学校4、中学校2
スーパー、コンビニ、ホームセンター、商店
街 等
天の岩戸神楽（1月1日）、於安パーク桜フェ
スティバル（4月第1日曜日）、久藪あじさい
まつり（6月第3日曜日）、花火大会（7月第3
日曜日）、廻り踊り（8 ～ 9月）、一宇ふるさ
とまつり（8月13日）、阿波踊り（8月15-16日）

連絡相談窓口

赤羽根大師のエノキ（幹周り日本一）

つるぎ町は、徳島県の北西部、吉野川中流域南岸に位置し、徳島市から車で西へ約50㎞、
国定公園 ｢剣山｣ を南に控えています。吉野川に注ぐ貞光川と半田川下流域に開けた町で、
地形は起伏に富み、急峻な傾斜地にも民家が点在しています。
つるぎ町は、西日本第二の高峰 ｢剣山｣ への最短ルートであり、その街道沿いには、全国
的にも非常に珍しい二層うだつの町並みや、日本一のエノキをはじめとする巨樹の里として
も有名で、歴史と文化が息づき、自然あふれるまちとして安らぎをあたえてくれます。また、
特産品は、半田そうめん、ゆず、あたご柿、つるし柿などが有名で多くのファンを抱えてい
ます。

■住

宅

空 き 家・ 空 き 農 地 情 報
の 提 供、 定 住 促 進 住 宅
用地の分譲
■体
験 貞光ゆうゆう館とうふ作
り体験（午後2名以上）、
つるぎクラブツアー（二
層うだつの町並みめぐり
や巨樹めぐり等）
■各種助成 敬老祝金、通学補助、出
生 祝 金 支 給、 子 ど も は
ぐくみ医療費助成

つるぎ町移住交流支援センター（企画課内）

電話０８８３－６２－３１１１ FAX ０８８３－６２－４９４４
HPアドレス：http://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp E-mail：kikaku@town.tokushima-tsurugi.lg.jp

東みよし町

半田そうめん

阿波踊り大会
（二層うだつの町並み）

町の情報

■人口15,044人／面積122.48㎢

法市農村舞台公演

昔からの自然や文化が残り、まちの中央を吉野川が流れる、豊かな水と緑に恵まれた地域
です。
近年、県内で大幅な人口減少が進む中、本町は近隣自治体からの人口流入等により人口減
少が極めて小さいまちです。主要幹線沿いは大型量販店が集積し、町内外からも多くの買物
客が訪れており、地域の買物や生活の拠点となっています。
また、高速道の整備により、自動車での移動時間が大阪まで約3時間、岡山まで約2時間と
以前に比べて大幅に短縮されました。
なお、山間の廃校となった小学校を再整備した「いやしの里増川笑楽耕」では、そば打ち
などの田舎暮らしも体験できます。

国特別天然記念物

加茂の大クス

くらしの情報
■交通機関
■医療機関
■学
校
■買
物
■イベント

移住者への支援情報

鉄道、路線バス、タクシー
病院1、内科6、整形外科1、精神科1、小児科1、眼科1、
歯科7
小学校4、中学校2
スーパー、コンビニ、ホームセンター、商店 等
増川ホタル祭り（6月中旬）、大楠まつり（7月最終日曜日）、東みよし
フェスタ（8月初旬）、法市農村舞台公演（10月第2日曜日）、オアシス
まつり（10月第2日曜日）、東みよしまつり（11月初旬/隔年）、文化ま
つり（11月初旬/隔年）、町民運動会（11月初旬/隔年）、春・秋祭り

オアシスまつり

連絡相談窓口

■体

験

■各種助成

そ ば・ う ど ん 打
ち、だんご作り、
炭 焼 き、 山 里 暮
らし体験
子どもはぐくみ
医 療 費 助 成、奨
学 金 制 度、通 勤・
通学補助、敬老祝
金、保育料補助

東みよし町移住交流支援センター（企画課内）

電話 ０８８３ー８２ー６３０２ FAX ０８８３ー７６ー１０１３
HPアドレス：http://www.town.higashimiyoshi.lg.jp E-mail：kikaku01@town.higashimiyoshi.lg.jp
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移住者の体験談
温暖な徳島で農業を開始
まずは一人前の生産者になること
を目指します

インターンシップに参加、
そこで出会った人たちに魅せられて。
酒井荘吏さんご一家 上勝町在住
2011年奈良県からＩターン

野崎豊さん 吉野川市在住
2009年滋賀県からＩターン

●きっかけ

●きっかけ

滋賀県大津市で電気関係のメーカーに勤務し、設計やマーケティングの仕事

株式会社いろどり

代表取締役

横石知二氏の講演を大阪市内で聞いたのを

をしていました。吉野川市への移住を決めたのは、組織の中での仕事から独立

きっかけに徳島県上勝町で株式会社いろどり主催の「インターンシップ」に参

して就農することを決心し、徳島県農業会議に相談したことがきっかけでした。

加しました。

移住するまでの5年間は、農業技術の習得の為、吉野川市や滋賀県内の農家で

一か月間の農作業や地域の行事などを通じ上勝町の人々に魅せられ、2011年

研修をうけました。

より株式会社

高鉾建設において上勝町内の棚田米を使用した＂酒づくり＂ の

販売、企画、営業担当として就職。あわせて奈良から同町に移住しました。

●現在の生活について

●現在の生活について

農地の確保や機械の取得で地域の方々の支援をうけ、ナスと小松菜の生産を
開始しました。

徳島県、全国各地においてお酒の販売、営業をしています。関西で知り合っ

吉野川市に移住してきて、狭い道での自動車の運転など、とまどうことはあ

た妻も同じ職場でお酒の営業、販売を行っており、こどもは町内の保育園に預

りましたが、温和な風土と風景、冬場の温暖な気候、そしておいしい野菜や果

けています。

物があることは、都会にはない豊かさだと思っています。

子育てなどで感じることは、保育園に関しては田んぼ、畑など豊かな自然に

改善するべき課題もたくさん見えてきていますが、まず一人前の生産者にな

触れ、個性を大切に自らが考え行動する力を伸ばす幼児教育に熱心に取り組ま

ることを目指し、試行錯誤を繰り返しながら農作業に取り組む日々を送ってい

れており、子育てをするうえでとても恵まれた環境にあると思います。

ます。

その反面、進学する時期を迎える子育て世代は「田舎から都会」といった子
供の適応力、教育、競争力を養う環境への移住も顕著になりつつあるように思

●移住される方へのアドバイス

います。

就農は、生産者としてのやりがいがある反面、事業としての立ち上げリスク

●移住される方へのアドバイス

も伴っています。十分な条件整備や準備をすることが必要だと思います。

特に「地方から都会へ」と同じスタンスを保つことと、個人の＂人間力＂ と
＂適応力＂ が重要かと思います。飛び込んでみて馴染まなければまたチャレン
ジの繰り返しと忍耐が必要なところかと思います。あと、車の免許は必須です。

冬作は小松菜に挑戦。温暖な徳島では１年をとおして野菜栽培が可能です。
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移住者の体験談
豊かな自然に囲まれ、
自分たちで生活を生み出していく
作業が楽しいです。

20年通った町で
小さな宿をオープン
気がつけばＩターン者の輪

廣川 進さんご一家 美馬市在住
2011年神奈川県からＩターン

鈴木清彦さん・圭子さん夫妻
美波町在住 2008年兵庫県からＩターン

●きっかけ

●きっかけ

もともと田舎暮らしがしたいと思っており、2011年５月に二男を出産予定で

20年前、
「日和佐（ひわさ

現：美波町）はあったかくて、いいところだよ」っ

あったことを契機に、妻の実家が徳島県石井町であることから、徳島に帰って

て友人が誘ってくれたんです。そこで、早速、空き家を購入しました。特に、

来ました。美馬市に住居を置いたのは、美馬市のＨＰ上の空き家情報を見て気

日和佐八幡宮の祭りが大好きで、当時は、兵庫県の自宅と日和佐を行ったり来

に入ったためです。

たりしていました。

●現在の生活について

て思ったんです。夫も、賛同してくれて、20年間通った日和佐へ移住すること

そんなある日、私は料理学校に通いながら、「日和佐で民宿したいなあ」っ
に決めました。

現在の収入は、資格を活かした鍼灸治療のほか、大道芸や農作業の手伝いな
どから得ているだけなので多くはないですが、自分たちで作った野菜や山で

●現在の生活について

捕った猪や鹿を食べたり、ガスを使わず薪を使ったりと、手間ひまをかけて、
なるべくお金に頼らない暮らしを目指しています。移住前に比べると収入は減

美波町の家を建て替え民宿 ｢ちいさな宿あるがままん｣ をオープンしました。

りましたが、今の暮らしに収入以上の価値を感じています。

2部屋だけでアットホームな雰囲気が自慢です。今は、自然に囲まれて暮らし

また、二男は、過疎化・高齢化が深刻な集落の中で20年ぶりに生まれた子ど

ているのでストレスをほとんど感じません。

もなので、集落の皆さんから孫のように可愛がってもらっています。同年代の

また、美波町へ移住したＩターンの方達との出会いも励みになっています。

子どもが近くにいないのが気掛かりですが、田舎のすばらしいところを吸収し

「古民家を利用した喫茶店」、「バイクのライダー専用の宿泊施設」
、
「都会暮ら

て育っていってほしいと思っています。

しの人が楽しめる、自然いっぱいの遊び場の提供」など、皆さん美波町でやり

今後は、都会の人に地域の豊かな自然や昔から伝えられてきている知恵・知

たいなあと思っていたことを実現しています。

識など、田舎の良さを体験してもらえる農家民宿を始められたらと考えていま
す。

●移住される方へのアドバイス

●移住される方へのアドバイス

イスもらうといいですよ。

役場の方や不動産屋さんは、地域の情報をたくさん知っているので、アドバ

「あれがない、これがない」と考え込む前に、飛び込んでみてはどうでしょ
うか。工夫次第、捉え方次第で、暮らしは何とでも成り立つと思います。困っ
たことがあっても、こちらが真摯に向かっていれば、地域の先輩や周りの方が
必ず助けてくれます。

鈴木さん夫婦へのよきアドバイザー。
美波町で出会ったＩターン・Ｕターンの方、地元の不動産屋さん。
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移住者の体験談
神山町の人たちに魅せられて～
ライフスタイルを徐々に変えて、
生活を楽しんでいます

自分の経験を生かせる場が
徳島にはありました
小川典子さん 石井町在住
2007年イタリアからＵターン

長岡マイルさん（映像作家） 神山町在住
2010年 東京都よりIターン

●きっかけ

●きっかけ

NPO法人「グリーンバレー」の「空家町家再生」プロジェクトにより、長屋

高校2年生から声楽の勉強を始め、大学の研究科で声楽科を修了し、同大学

を改修しオフィスが完成。知人である社長からそのオフィスを勧められたこと

で演奏助手を経て、2001年からイタリアに留学していました。ヴェネツィア国

がきっかけで、神山へ来ました。映像を撮りながら全国を旅する計画があるた

立音楽院声楽科ポスト・ディプロマ過程を修了後2007年12月に帰国し、実家

め、当初は短期滞在のつもりでしたが、結婚して子どもができたこと、神山の

のある石井町へUターンしました。

人たちが魅力的で惹かれているので、まずは数年間、こちらで暮らして行きた
いと考えています。

●現在の生活について

●現在の生活について

NHKカルチャーで「カンツォーネを歌おう」、「イタリア語で話そう」の講師を

自宅で音楽教室（声楽・ピアノ）とイタリア語教室を開いています。また、
しています。

現在、神山のドキュメンタリー映画制作のため、神山の風景を撮ったり、移

教室を始めてから、色々な方と接する機会が増え、人の輪が広がりました。

住者を含めた地元の人々にインタビューをしています。撮影後は町内で上映会
をしようと考えています。インタビューを通し、色んな人たちと知り合って面

結婚式等での生演奏のほか、リサイタルを開催し、声楽家としての活動も行っ

白い。人間関係がとても密で、ひょんなことから交流が始まってます。

ています。

ただ、１日に１度はコンビニ、1週間に1度は隣町の郊外型のショッピングセ

徳島では、家族と同居しているので、孤独を感じることがありません。家で

ンターに通っています。
「ノイズがある感じ」を味わうことも必要だと思って

育てた採りたてのおいしい野菜が食べられるので、健康的な生活を送っていま

います。

す。

こちらの生活に完全に染まろうとは思ってません。自分の中にある都会の部

●移住される方へのアドバイス

分を捨てると、きっとここでの生活は長続きしないだろうから、東京でのライ
フスタイルはあまり変えず、バランスを取りながら生活しています。

これまでの経験が徳島で生かせるか不安でしたが、生徒の皆さんに接してい
て、「これまでの経験があるからこそ、生徒それぞれの要望に応じた教え方が

●移住される方へのアドバイス

できる。」と感じるようになりました。自分の経験を活かせる場がきっとあり
ますよ。

コミュニケーション能力が低いと、移住後苦労するかもしれません。コミュ
ニケーション能力を身につけてから移住するようにとまでは言えませんが、心
構えとしては大切かもしれません。
また、単にスローライフを目指して来るだけでは長続きするのは難しいかも。
明確なビジョンを持ち、仕事や生活をどう成り立たせていくかを考えてから移
住した方がいいと思います。
あと、山での生活なので、運転免許を取得しておくことは、絶対に必要です。

映像作家として活動されている様子

ＮＨＫ文化センター徳島教室 ｢カンツォーネを歌おう｣ での様子
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移住・交流体験施設
①生活体験施設 ｢杢居（もっきょ）｣（徳島市）

⑨山村留学センター結遊館（那賀町）

●住所 徳島市八万町内浜114-21
●電話 080-2988-9745（ＮＰＯ法人とくしま 山・
すまい・まちネット）
●ＨＰ http://tokushima-taiken.net/
●県産材を使った展示住宅兼体験施設。
●主な体験メニュー
二地域居住、移住希望者を対象にした家づくりセミ
ナー、徳島伝統の木工技術体験 等。

●住所 那賀郡那賀町木頭北川栩ノ奈路53
●電話 0884-69-2200（北川小学校山村留学推進委
員会事務局）
●ＨＰ http://yuyukan.net/
●山村留学センター結遊館で共同生活をしながら小学
校に通い、地域住民との交流や自然豊かな山村での
暮らしを満喫することができます。
●主な体験メニュー
山里ステイ（夏・秋の２回）
。

②キレイのさと美郷「農家民宿」（吉野川市）

⑩美波町体験活動施設 ｢南阿波サンラインモビレージ｣（美波町）

●住所 吉野川市美郷
●電話 0883-26-7888（美郷物産館）
●ＨＰ http://www.tsci.or.jp/misatoya/
●農家で農山村の暮らしが体験できる宿泊施設。
●主な体験メニュー
山里の暮らし体験、郷土料理作り、そば打ち、山菜
摘み 等。

●住所 海部郡美波町山河内字明丸1−1
●電話 0884-77-0709
●ＨＰ http://awasun.com/
●黒潮と原生林に囲まれた美波町体験滞在施設。愛犬
と一緒に宿泊できます。
●主な体験メニュー
美波町お試し滞在、空き家見学 等。

③ふれあいの里さかもと（勝浦町）

⑪イザリＣａｆｅ（美波町）

●住所 勝浦郡勝浦町大字坂本字宮平1-5
●電話 0885-44-2110
●ＨＰ http://www18.atpages.jp/fureaisakamoto/
●廃校になった小学校跡を活用した体験宿泊施設。イ
ンストラクターは地域の人々です。
●主な体験メニュー
こんにゃく・豆腐作り、うどん・そば打ち、収穫体
験（梅・すだち・みかん）、わら草履作り 等。

●住所 海部郡美波町伊座利
●電話 0884-78-1186
●ＨＰ http://www.izarijin.jp/
●漁村集落「伊座利」の生活体験ができる滞在施設。
●主な体験メニュー
１日漁村留学体験、漁村暮らし体験 等。

④上勝生活体験施設「くるくるハウス」（上勝町）

⑫清流の郷ブルーヴィラあなぶき（美馬市）

●住所 勝浦郡上勝町大字福原字平間25
●電話 0885-46-0693
●ＨＰ http://www.mokusan.co.jp/
●上勝産スギ材を使った展示住宅兼研修施設。体験に
併せて滞在も可能。
●主な体験メニュー
木のぬくもり宿泊体験、イベント等の時間利用

●住所 美馬市穴吹町口山字丸山1
●電話 0883-55-3777
●ＨＰ http://www.bv-anabuki.com/
●四国一の水質を誇る清流穴吹川沿いにある自然豊か
な宿泊施設。
●主な体験メニュー
川遊び、魚釣り、山菜摘み 等。

⑤山の楽校 ｢自然の宿あさひ｣（上勝町）

⑬交流促進宿泊施設「美村が丘」（美馬市）

●住所 勝浦郡上勝町大字旭字中村72
●電話 0885-46-0249
●ＨＰ http://asahi.ina-ka.com/index02.html
●木造校舎跡を利用した自然体験宿泊施設。
●主な体験メニュー
農業体験（棚田管理、森林ボランティア）、自然散策、
炭焼き、木工、草木染め 等。

●住所 美馬市脇町字東大谷18
●電話 0883-52-5650
●ＨＰ http://www.chidori.co.jp/mimura/
●標高500ｍにあり、昼は眼下に広がるパノラマの絶
景と夜は満点の星空が美しい体験宿泊施設。
●主な体験メニュー
そば・うどん打ち体験（要予約）
。

⑥神山温泉ホテル四季の里＆いやしの湯（神山町）

⑭中尾山高原平成荘（美馬市）

●住所 名西郡神山町神領本上角80-2
●電話 088-676-1117
●ＨＰ http://kamiyama-spa.com/
●徳島県のほぼ中央、四季の変化に富んだ渓谷美を誇
る鮎喰川の上流にある宿泊施設。
●主な体験メニュー
自然散策、アート作品めぐり、山作り、里山スケッ
チ、棚田米収穫、山菜摘み、炭焼き 等。

●住所 美馬市木屋平字太合カケ445-1
●電話 0883-68-3422
●ＨＰ http://www.city.mima.lg.jp/4/66/000315.html
●標高1,000m、360度の展望がすばらしい高原の宿泊
施設。
（営業期間：4月第4土曜日〜 11月第2日曜日）
●主な体験メニュー
グラススキー、収穫体験（栗）等。

⑦四季美谷温泉（那賀町）

⑮三好タウン愉流里（ゆるり）（三好市）

●住所 那賀郡那賀町横谷字夏切3番地3
●電話 0884-65-2116
●ＨＰ http://shikibidani-onsen.com/index.html
●美しい渓谷と、剣山に連なる緑の山々に囲まれた自
然豊かな山間にある宿泊施設。
●主な体験メニュー
木沢村体験塾（歴史探訪、山歩き、山菜料理、スモー
ク（燻製）、かづら工芸、木工細工） 等。

●住所 三好市三野町賀茂野宮1635-1
●電話 0883-76-2310（NPO法人ふるさと力）
●ＨＰ http://www.furusato-chikara.com
●滞在型市民農園（クラインガルテン）。
移住者向けの分譲住宅（9区画）とロングステイ向
けの賃貸住宅（11区画）があり、それぞれ100m2の
家庭菜園がついています。

⑧拝宮和紙「井本紙漉（かみすき）場」（那賀町）

⑯いやしの里「増川笑楽耕」（東みよし町）

●住所 那賀郡那賀町拝宮字井ノ元93-1
●電話 088-654-0359（NPO法人阿波農村舞台の会）
●ＨＰ http://www.nousonbutai.com/
●古い和紙工場を再生した手漉き和紙づくり体験施
設。
体験に併せて滞在も可能。
●主な体験メニュー
和紙づくり体験、農村舞台／人形浄瑠璃講演鑑賞
等。

●住所 三好郡東みよし町東山字増川264-2
●電話 0883-79-5582
●廃校になった小学校跡を活用した体験宿泊施設。イ
ンストラクターは地域の人々です。
●主な体験メニュー
そば・うどん打ち、だんご作り、田植え・稲刈り、
たけのこ堀り、干し柿づくり、わら草履作り 等。
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