愛媛暮らし応援サイト
愛媛県への移住に関する情報は
えひめ移住支援ポータルサイト

e 移住ネット
えひめ移住

愛媛県への移住や中・長期滞在希望者が必
要とする情報を一元的に提供するポータル
サイト。
住まいや就労、生活関連情報をはじめ、移住
体験談や Q&A など、さまざまな情報を発信
しています。

えひめ県内の移住向け物件サイト

えひめ空き家情報バンク
えひめ空き家

移住希望者の関心の高い「田舎物件」や「短
期お試し住宅」情報など、愛媛県内の空き家
情報を提供する
「えひめ空き家情報バンク」を
「e 移住ネット」内に開設しています。

えひめの旬情報をメールで配信

（登録無料）
えひめファンクラブ会員募集！
えひめファンクラブ

「愛媛に興味がある」
「愛媛で暮らしてみたい」
「愛媛を訪れてみた
い」と思われている方を対象とした
「えひめファンクラブ会員」を募
集しています。
登録していただいた方には、市町の移住支援情報やイベント情報な
ど、愛媛の旬情報をメールにてお届けしますので、「e 移住ネット」
からお申し込みください。

愛媛県の移住相談窓口
［住

089-922-4110

［電話番号］

（よい移住）

［FAX番号］
089-926-2205 ［Eメール］
info@e-iju.net

担 当 課

電

話

地域振興課

0898-36-1514

新居浜市

経済部別子山支所経済係

0897-64-2011

西条市

商工労政課産業政策係

0897-52-1220

四国中央市

総務課地域政策係

0896-28-6002

上島町

岩城総合支所産業振興課農業振興係

0897-75-2500

松山市

企画政策課地域振興担当

089-948-6212

伊予市

まちづくり創造課

089-982-1111

東温市

企画財政課企画政策係

089-964-4401

久万高原町

総務課

0892-21-1111

松前町

総務課企画政策係

089-985-4103

砥部町

企画財政課

089-962-7250

宇和島市

商工観光課雇用対策係

0895-49-7023

八幡浜市

政策推進課企画女性係

0894-22-3111

NPO法人西条自然学校について教えてください

大洲市

企画調整課地域政策係

0893-24-2111

西予市

企画調整課地域振興係

0894-62-6403

内子町

総務課政策調整班総合調整係

0893-44-6151

伊方町

政策推進課

0894-38-2659

鬼北町

企画財政課企画係

0895-45-1111

松野町

総務課企画財政グループ

0895-42-1111

愛南町

企画財政課企画調整係

0895-72-7317

大学卒業後、13年間、愛媛県総合科学博物館の学芸員として、愛媛
の大好きな生き物や自然保護に関する研究や普及活動を行ってきま
したが、今後の生き方を考えたとき、普及を主なテーマとして活動したい
と考えて西条自然学校を設立し、同館を退職しました。平成２3年には
NPO法人の認可を受け、現在、4名のスタッフで、西日本最高峰の石
鎚 山 系や東 予
地方の海岸を主
なフィールドとし
て、野 生 生 物や
生息環境の調
査・研 究 、自然
体 験や環 境 学
習 、講 師 派 遣 、
政策提言など幅
広い活動を行っ
ています。

愛媛県商工会連合会館３Ｆ

●

愛媛ふるさと暮らし
応援センター

フジグラン松山

大手町通り

愛媛新聞社
●

愛媛県東京事務所

月〜金曜日（祝日休業）・午前8：30〜午後5：15
［受付時間］

愛媛県大阪事務所

［受付時間］
月〜金曜日（祝日休業）・午前9：00〜午後7：00

03-5212-9071

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3［電話番号］
都道府県会館11階
［FAX番号］
03-5212-9072

06-6441-2829

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1［電話番号］
［FAX番号］
06-6441-2830
肥後橋センタービル1階

2013
平成25 年2月

今治市

●味酒小学校

JR松山駅

所］
〒790-0065
愛媛県松山市宮西一丁目5番19号
愛媛県商工会連合会館３階（JR松山駅より徒歩約5分）
（公財）
えひめ地域政策研究センター内
月〜金曜日（祝日休業）
・午前8：30〜午後5：15
［受付時間］

町

「愛媛ふるさと暮らし応援センター」では、2名の専任スタッフが
「えひめ移住案内人」として、移住・交流の様々なご相談に応じています。
どんなことでもお気軽にご相談ください。
↑至今治

愛媛ふるさと暮らし応援センター

Vol.

愛媛県の 20市町では、移住・交流を希望される方からの相
談に対応するワンストップ窓口を設けています。お気軽に
ご相談ください。
市

http://www.e-iju.net/

12

20市町ワンストップ窓口

伊予銀行が
愛媛県への
移住・交流をお手伝い
愛媛県への移住・交
流希望者を応援する
ため、伊予銀行の四
国 外 支 店26店 舗 に
「愛媛移住・交流紹
介コーナー」を設置
しています。愛媛県
への U・I ターンを考
えていらっしゃる方
は、お近くの伊予銀
行四国外支店の窓口
もご利用ください。 ▲窓口のミニのぼりが目印

体

験 し よ う ！

愛

媛

県 の 豊 か な 自 然 ！

自然案内人として、
石鎚山を中心に自然や生き物を
楽しく知り、学ぶなどの
普及活動を行っています。
NPO法人西条自然学校理事長
石鎚ふれあいの里代表 山本 貴仁さん

Q

http://oofuki.sunnyday.jp/

Q

石鎚ふれあいの里について教えてください

西条自然学校の活動拠点にもなってい
る
「石鎚ふれあいの里」は、廃校となっ
た高嶺小学校跡を中心に西条市が整
備したもので、宿泊棟、
キャンプ場、
バー
ベキュー場などの施設が充実していま
す。私たちは、指定管理者として地元の
方を含め10名のスタッフで運営してお
り、
「 春」
はお茶摘み、
「 夏」
は昆虫観察、
「秋」
は大保木の小道を歩く、
「 冬」
は餅
つきなど、
さまざまなメニューでの自然体
験ができることから、親子や団体といった
幅広い層の方々が、研修や研究などさま
ざまな目的で利用しています。
石鎚ふれあいの里▶

▲草木染め

Q

▲バームクーヘンづくり

▲竹ご飯

今後の活動目標を教えてください
現在行っている活動を踏まえて石鎚山エコツーリズムとして、
「ブナ林自
然観察ガイド」
や「石鎚山自然観察ガイド」
などのエコツアーをはじめ、瀬
戸内海の海岸での自然観察会など、豊かな愛媛の自然や生き物を楽し
く知り、
学ぶなどの普及活動を益々充実させていきたいと思っています。

Q

愛媛県の自然の特徴や魅力について教えてください
愛媛県には、亜熱帯性の生物が生息して
いる宇和海から亜寒帯の石鎚山まで幅
広い自然があります。たとえば、西条市周
辺は干潟や森林などに短い距離で移動
できるため、大学の理学部や農学部が行
う実習のほとんどでフィールドとして活用
できます。愛媛に来たことがない人には、
穏やかな瀬戸内海、四国のてっぺんであ
る石鎚山、熱帯の魚がいてダイビングに
適した愛南町周辺の海などがお勧めです
が、
それらを組み合わせて訪れることがで
きるなど、
いろいろな選択肢があることが
愛媛県の魅力だと思います。

