町長から一言
恵まれた自然と薫り高い歴
史・文化資源、そしてそれを
活用した観光拠点施設。一
緒にその資源を再発見し、磨
きあげてみませんか。
移 住
ワンストップ
窓 口

面積／98.50k㎡ 人口／4,301人 人口密度／43.7人／k㎡
主な産業／製造業（食品加工）、
サービス業（観光・営業等）、農
業（米・桃・ゆず） 特産品／桃、
ゆず、茶、天然うなぎ、
かに、
トマ
ト、雷漬け 教育・保育機関数／保育所2、小学校３、中学校1
医療機関数／診療所１、歯科診療所2 介護施設数／1 交通・
アクセス／車（松山〜三間IC：70分、三間〜松野：20分）、バス
（松山市〜宇和島市：120分、宇和島市〜松野町：45分）、
ＪＲ
（松山駅〜宇和島駅：80分、宇和島駅〜松丸駅：50分）

松野町企画振興課地域活性化グループ 〒798-2192 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸343番地
TEL0895-42-1111 FAX0895-42-1119 m-kikaku@town.matsuno.ehime.jp
町HP http://www.town.matsuno.ehime.jp/

今治市
まずは短期滞在から島体験をはじめてみよう！

短期滞在施設
「クルツラントゥレーベン大三島」
『クルツ』
とは『短い』、
『ラン
トゥレーベン』
とは
『田舎暮ら
し』という意 味 。施 設に泊
まって自炊をしたり、日中は
野菜作りや海藻採り、漬物
づくりをしたりと、
プチ田舎暮らしを簡単に楽しく体験でき
ます。用意するものは、着替えと洗面用具で大丈夫。あな
たの田舎暮らし願いを、手軽に叶えられる場所です。
【施設情報】
宿泊室：3室、
ユニットバス・共同調理場・研修室・管理事務室
使用料：大人
（中学生以上）
1人 3000円／1泊
２泊目以降2000円
小人
（小学生）
1人 2000円／1泊
２泊目以降1000円

活力ある島づくりと新たな農林水産業の担い手の育成を目指す体験研修道場
「知新館」
を開設。短期間のお試し生活が体験できます。
宿泊室4室、
1泊3090円 ［15日以降の宿泊］1泊2060円

上島町体験研修施設「知新館」
と同じ敷地内に整備され
た定住促進住宅。地域住民との交流を図りながら、島暮ら
しを快適にスタートできます。

今治市大三島支所産業建設課 ☎0897-82-0500
町長から一言
日本の原風景の農山村の風
景と厚い人情が残っている
鬼北町。四万十川の支流広
見川が流れる自然豊かで住
みよい町にお越し下さい。
移 住
ワンストップ
窓 口

面積／241.87k㎡ 人口／11,299人 人口密度／46.7人
／k㎡ 主な産業／農林業
（稲作・畜産・野菜・ゆず・
しいたけ）
特産品／キジ、
ゆず、
しいたけ、
くり、
かに、
うなぎ、
あゆ 教育・
保育機関数／保育所7、小学校6、中学校2、高等学校1
医療機関数／病院2、診療所13、歯科診療所5 介護施設
数／3 交通・アクセス／松山市から車で1時間40分
（三間
インターから車で15分）、JR松山駅〜宇和島駅まで1時間
20分、JR宇和島駅〜JR近永駅まで40分

鬼北町企画財政課 〒798-1395 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永800番地1
TEL0895-45-1111 FAX0895-45-1119 zaisei@town.kihoku.ehime.jp

町HP http://www.town.kihoku.ehime.jp/ 移住HP http://www.town.kihoku.ehime.jp/soshiki/kikaku/910.html

ともにあゆみ育て創造するまち
愛南町は愛媛県の最南端に位置し、北は四国山脈から分岐した篠山を中
心に森林地帯が広がり、南は黒潮躍る太平洋、西は穏やかな豊後水道に接
していて、
その海岸部はリアス式海岸を形成し、数々の景勝地を有する
「足摺
宇和海国立公園」に指定されています。温暖な気候のもと、内陸部では米作
とともに多様な地形を利用して甘夏柑や愛南ゴールド等のかんきつ栽培が、
海岸部では水産資源を活用した漁業及び魚類養殖が行われています。
町長から一言
四国西南地域の足摺宇和海
国立公園を有し、海と山の豊
かな自然に恵まれた町へ、是
非、
お越しください。

移 住
ワンストップ
窓 口

面積／ 239.64k㎡ 人口／23,757人 人口密度／99.1人
／k㎡ 主な産業／水産業
（養殖業・水産加工業）
、農業
（米、
かんきつ類）
、商業
特産品／カツオ、真鯛
（養殖）
、
ブリ
（養
殖）、
ヒオウギ貝
（養殖）、
マガキ・岩ガキ
（養殖）、愛南ゴールド
（河内晩柑）
、
ポンカン 教育・保育機関数／保育所10、幼稚
園1、小学校14、中学校5、高等学校1 医療機関数／病院
4、診療所23、歯科診療所11 介護施設数／7 交通・アクセ
ス／津島高田IC〜愛南町役場：車で約45分、JR宇和島駅〜
城辺バスセンター：バスで約1時間20分

移住体験で後悔のない決断を

内子町移住体験住宅
「内子町での暮らしに馴染
めるか」
「この地域で自分
の求める暮らしが実現でき
るか」
など、移住したいが実
際の移住に不安がある方
に対し、一定期間体験することができる体験住宅
（家電設備・駐車場有り）
を貸し出しています。

【施設情報】家賃月額1万3000円
（光熱費除く）
、
敷金不要
（保証人1人必要）
【対象者】
内子町への移住を希望する人
【期間】原則６カ月

長田移住体験宿泊施設
緑豊かな内子町
五百木地区にあ
る元 集 会 所を改
修した移 住 体 験
宿 泊 施 設 。地 域
の自治会活動への参加を通して、地域住
民との親密な交流が図れます。

里山の風景が美しい
定住促進
集落活性化住宅

喜田村住宅

１戸建ての空き家
（オー
ル電化、簡易水洗トイ
レ）
を内子町が借り受
け、襖や壁を改修して
います。周囲には農地
があり、農業をしたい方におすすめです。

【 施 設 情 報 】家賃月額１万円、
敷金家賃３カ月分
【 施 設 情 報 】家賃月額1万9000円、
（保証人１人必要）
敷金3カ月
（保証人1人必要）
【対象者】
内子町へ定住を希望し、
かつ自治会活動 【対象者】60歳未満の方で、
地域の自治会等に加入し、
へ参加される方 【期間】原則1年間
地域のお付き合いができる方

愛南町

美しい海辺や、のどかな田
園風景が楽しめる一軒家
など、宇和島の多彩なロ
ケーションが体感できるお
試し住宅を用意。

愛南町企画財政課 〒798-4196 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地
TEL0895-72-7317 FAX0895-72-1214 kikakuzaisei@town.ainan.ehime.jp
町HP http://www.town.ainan.ehime.jp/

地域住民とのあたたかい交流も楽しめる

移住HP http://www.town.ainan.ehime.jp/sightseeing/migration̲index.html
１カ月契約
（最長３カ月まで延長可）

静かな山里で田舎暮らしを体験

四季折々の町並みを体感できる

多目的住宅

愛南町移住お試し住宅

豊かな自然に恵まれ
た鬼 北 町日吉 地 区
の山 里で短 期 間の
田舎暮らしを体験で
きます。

町営住宅の一室（１
LDK）
をお試し住宅
としてご用意。中・長
期の滞在が可能で
す。

【施設情報】
コンクリートブロック造2階建（床面積55.1
㎡）4室、家賃月額1万円（光熱水費等は別途）
長期間入居の場合は、自治会（組）への入会をお願いします。
【対象者】鬼北町への移住を希望または検討している方
１カ月単位。必要に応じて延長可。
（原則１年間）
【期 間】

鬼北町地域振興課 ☎0895-44-2211

敷金3カ月分
【施設情報】家賃月額2万円、
【対象者】愛南町への移住を希望・検討されている方
（最長12カ月）
【期 間】】1カ月単位、

愛南町企画財政課 ☎0895-72-7317

