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歴史ある町並み
矢掛町は江戸時代の参勤交代で、旧山陽道の宿場町として栄えた
歴史と文化の町です。国指定の重要文化財である旧矢掛本陣、旧
矢掛脇本陣があり、本陣・脇本陣の両方が健全な形で、当時の姿の
まま残っているのは、日本で唯一、矢掛町だけだと言われています。
また、近年は、古民家を再生した宿泊施設「矢掛屋」、古民家を再生
した観光拠点「やかげ町家交流館」もでき、町に新たな賑わいが生
まれました。 矢掛の

自慢！!

清流が育んだ豊かな自然
豊かな自然に囲まれた矢掛町。矢掛の町を東西に横切るように流れる清流・小田川。町の中心部
から川の対岸へ渡ると美しい桜と楓が生い繁る高さ100mほどの嵐山公園があります。山頂までは
遊歩道が設けられていて、春は桜のお花見、秋には真っ赤に染まった紅葉の風景が楽しめます。
町の東部に位置する圀勝寺に咲く樹齢300年を越す大椿は必見！樹の下に落ちた花が真紅の
じゅうたんのように敷きつめられた風景はまるで絵画のよう！ぜひ、見ていただきたい「矢掛の
自然美」です。また、矢掛町では、毎年６月上旬に宇内地区で川沿いを乱舞するホタルを間近で
見ることが出来ます。

矢掛の

自慢！!

町並みを生かした
四季おりおりのイベント
町並みを生かして、様々な季節にイベントが開催されています。
11月に開催される一大イベント、矢掛の宿場まつり大名行列をはじめ、8月
には矢掛の町を照らす行灯祭り、3月には、流しびな行事が行われます。
このようなイベントは、町と町民が一体となり、協働で行う、協働のまち
づくりを矢掛町は推進しています。

子育て世帯
を応援！
保育園幼稚園の待機児童はゼロ。
また、平成26年度には、幅広い世代が楽しめる矢掛
町総合運動公園もできました。
休日、祝日には、家族連れで賑わっています。こう
いったところで、地域のつながりも広がっています。
また、子育て支援センターでは育児相談や各種イベ
ントを定期的に実施しており、情報交換の場とも
なっています。

矢掛の

自慢！!

矢掛の

自慢！!

移住者を優遇！ 定住促進助成金、空き家改修補助金等、
県下一の補助制度を用意しています。

矢掛の

自慢！!

程よい田舎で住みやすい
コンパクトシティ矢掛町
程よい田舎で住みやすい
コンパクトシティ矢掛町
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歴史が息づく自然の町

●矢掛町総合運動公園（遊のおか）　●やかげ郷土美術館　●宇内ホタル公園　●矢掛町立図書館

自然と地域の交流
イベント

矢掛町の歴史風土を生かした様々な
イベントが開催されています。

山田小学校の
茶摘み祭り
約80年続く伝統の茶摘み
祭りです。昔ながらの衣装
に身を包んだ児童や地域
住民がみずみずしい新芽を
収穫します。

住民主体の
農業体験イベント
里山景観の保全に加え、田
植え、稲刈りを通じた都市
住民との交流が行われてい
ます。

矢掛本陣マラソン
全国大会
矢掛町総合運動公園をス
タートして、歴史情緒あふれ
る旧山陽道をランナーが駆
け抜けます。

流しびな行事
子どもからお年寄りまです
べての人を災いから守り、
みんなの幸せを願って行う
イベントです。

矢掛の宿場まつり  大名行列
江戸時代参勤交代の様子を再現した大名
行列が旧山陽道を練り歩き、人々を江戸時
代へとタイムスリップさせてくれます。

矢掛町総合運動公園をはじめ、子どもから
お年寄りまで幅広い世代が楽しめる施設が
整っています。遊Attractio

n

主 要 施 設

施 設
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町内には約650の事業所がある他、倉敷市や広島県福山市
などの中核都市へも1時間以内で通勤することができます。

町内には、保育園が4園あり、待機児童はいません。幼稚園4園、小学校
7校、中学校2校、高等学校1校（普通科、地域ビジネス科）があります。
全小・中学校に電子黒板などのＩＣ機器とエアコンが設置されており、
快適な環境で勉強に励むことができます。

町内には、緊急時に対応できる矢掛町国民健康保険病院
（総合病院）をはじめ、内科、外科、小児科など８院あります。
また、日曜・祝日は当番医が対応するなど、安心して医療を
受けられる体制が整っています。

町の中心部である商店街には、様々な商店や飲食店、金融機関があ
るほか、国道486号線沿いにはスーパーマーケットやドラッグストア、
ホームセンターなどの大型商業施設が充実しています。また、農産物
直売所も数か所あり、町内で採れた新鮮な食材を購入できます。

主な交通手段は自動車ですが、高齢者や運転免許を持って
いない人は「ふれあいバス」を利用することもできます。
また東西を横断している井原鉄道や路線バスにより、町外
へのお出かけや通勤・通学が可能です。

暮らしの Information
交 通

病 院

食Food 温暖な気候とおいしい特産品
矢掛町には、豊かな自然環境と風土の中で育まれた特産品がたくさんあります。特に、
矢掛町ならではの特産品が「矢掛町ブランド」として認定されています。古くから銘菓
として親しまれている「柚べし」をはじめとして、伝統ある製法が今なお受け継がれて
いる食品（菓子、麩、醤油、麺）や工芸品（神楽面）。また、自然豊かな気候で育まれた野菜
（アスパラガス、リーキ）や果物（梨、ぶどう、干し柿）。そして、新たな矢掛町の名物づく
り、まちづくりにつなげようという思いから生まれたハッカ食品や加工食品（ジャム、
調味料、テンペコロッケ）など、矢掛町ブランド認定品はそれぞれ作り手の思いが込め
られており、どれも自慢できる逸品です！

他
に
も
い
っ
ぱ
い

　
　
　
　矢
掛
の
自
慢
！

買 い 物

子 育 て ・ 教 育

仕 事

暮live

アスパラガス 愛宕梨
あたごなし

苺　章姫
あきひめ

柚べし
ゆ

ロザリオ・ビアンコ
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486

486

総社市

井原市

笠岡市

浅口市

倉敷市

美川小学校
美川幼稚園

育成牧場育成牧場

亀島キャンプ場亀島キャンプ場

水車の里
フルーツトピア
水車の里
フルーツトピア

川面小学校
川面幼稚園
川面小学校
川面幼稚園

小田小学校
小田保育園
小田小学校
小田保育園

B&G
海洋センター
B&G
海洋センター

矢掛中学校矢掛中学校 矢掛駅矢掛駅 矢掛高等学校矢掛高等学校

矢掛町総合運動公園矢掛町総合運動公園

三谷小学校

農産物直売所

中川小学校
中川保育園
中川小学校
中川保育園

山田小学校
山田幼稚園
山田小学校
山田幼稚園

農産物直売所

井原線井原線

三谷保育園三谷保育園

矢掛町役場
矢掛病院
矢掛小学校
矢掛幼稚園
矢掛保育園
子育て支援センター
やかげ文化センター

矢掛町役場
矢掛病院
矢掛小学校
矢掛幼稚園
矢掛保育園
子育て支援センター
やかげ文化センター

至倉敷市
　岡山市

至鴨方インター
（約20分）

至笠岡インター
（約30分）

至井原市

小田駅小田駅

三谷駅三谷駅井原警察署
矢掛幹部派出所

至玉島インター
（約25分）

暮らしの
便利マップ
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　最初は総社市の物件を検討していましたが、矢掛町のこの家を見
にきた時に、雰囲気と住みやすそうなところだと感じて、一度、役場
の方に案内してもらいました。そして、大家さんとも色 と々お話をした
うえでここに住もうと決めました。

移住するまでの流れを教えてください。

移住・定住者インタビュー

移住・定住者インタビュー　だから、 矢掛に住んでいます。

No.1
Inter v iew no.1

豊かな自然に温かい地域の人々、

のびのびと子育てができる環境が整っている町

横山 義和 さん
横山 美央 さん
平成29年移住：子育て

　矢掛に来る前は沖縄の西表島に住んでいて、岡山県の総社市に
就職が決まりました。子どもと３人で住む場所を探していて、マンショ
ンだとドタバタした時にまわりのお宅に迷惑をかけたりして、窮屈な
思いをするかも…と感じたので、少し落ち着いた土地で戸建ての物
件を探していました。
　妻の実家が岡山県の総社市なので、矢掛町のことは知っていまし
た。物件をネットで探しているときに、矢掛町役場の空き家バンクで
この家を知り、古民家にも興味があったので実際に見て決めました。

矢掛町を移住先にしようと思ったきっかけは？

　古民家暮らしをしたいと思う方は、空き家バンクを有効活用し、実
際に住んでみてその土地の雰囲気や地域性というのを体感してみて
ください。家賃も安くていい家があるし、物件によっては家具なども
そのまま使用させてくださるところもあるので初期投資がすごく少
なくてすむ場合があります。

これから移住する人へのメッセージをお願いします。

　家の前の道は車の量が少ないので安心できるし、静かな場所な
ので、のびのびと子育てするにはちょうどいいと思います。
　近所のおばあちゃんたちもかわいがってくれるし、皆さん見守って
くれています。マンションとかだとそうはいかない部分なので、都会よ
りも田舎のほうが子育てするには断然いいです。
　総合運動公園も近くにあり、もう少し子どもが大きくなったら遊び
にいけるので楽しみにしています。

子育てはいかがですか？

　田舎の中でも町の中心部に近いので、車でちょっと行けばなんで
もあり、全く不自由さはありません。ほどよく田舎です。
　本当は、周囲に家がない場所でも良かったのですが、最初からす
ごい田舎に住むと、子どもも小さいし、少し大変かなという思いも
あって現在の場所にしました。

矢掛町の住み心地はどうですか？

空き家バンクで

　　 知った古民家

町内の方に見守られながら

　　すくすく成長

ご近所の方もいい人
ばっかりで、出会えば
挨拶してくれるような関係
良い距離感を保ちつつ
接してくれます。

平成29年３月に沖縄県から移住
義和さんは総社市内の企業へ勤務
夫婦、子の３人家族
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ので、のびのびと子育てするにはちょうどいいと思います。
　近所のおばあちゃんたちもかわいがってくれるし、皆さん見守って
くれています。マンションとかだとそうはいかない部分なので、都会よ
りも田舎のほうが子育てするには断然いいです。
　総合運動公園も近くにあり、もう少し子どもが大きくなったら遊び
にいけるので楽しみにしています。

子育てはいかがですか？

　田舎の中でも町の中心部に近いので、車でちょっと行けばなんで
もあり、全く不自由さはありません。ほどよく田舎です。
　本当は、周囲に家がない場所でも良かったのですが、最初からす
ごい田舎に住むと、子どもも小さいし、少し大変かなという思いも
あって現在の場所にしました。

矢掛町の住み心地はどうですか？

空き家バンクで

　　 知った古民家

町内の方に見守られながら

　　すくすく成長

ご近所の方もいい人
ばっかりで、出会えば
挨拶してくれるような関係
良い距離感を保ちつつ
接してくれます。

平成29年３月に沖縄県から移住
義和さんは総社市内の企業へ勤務
夫婦、子の３人家族

No.2
Inter v iew no.2

仕事・子育て・住宅環境…若者とお年寄りが共に暮らし、

みんなで育てるコンパクトシティ、それが矢掛町

三村 泰裕 さん
三村 香保里 さん
平成27年移住：新規創業

　大阪に住んでいた時に妻が体調を崩し、私も定年を迎えていたこ
ともあり、療養も兼ねて実家のある美星に戻っていました。
　もともと妻が鍼灸師としての仕事をしており、小学校の同窓会で
再会した恩師に「一度うちの家に往診に来てほしい」と依頼を受け、
度々矢掛に行くようになりました。
　先生の口コミによってご近所さんにも広まり、まわりの方の治療
もするようになりました。そうしているうちに、この土地に腰を落ち
着けてみようかという気持ちになり、矢掛での新規創業に踏み
切りました。
　一番のきっかけは小学校時代の恩師との縁です。

矢掛町を移住先にしようと思ったきっかけは？
　田舎で暮らすということは、人との距離感が近くなるということで
す。矢掛には親切な人がたくさん住んでいるので、ご近所付き合い
を楽しんでほしいです。
　また若い世代だけではなく、お年寄りも住みやすい町ということ
を感じてもらえると思います。

これから移住する人へのメッセージをお願いします。

　移住するにあたって何軒か見て回って、移住のきっかけともなっ
た恩師の知り合いが所有する空き家を紹介していただきました
（２軒隣）。
　駐車場として使用できる土地があり、鍼灸院をやりながら、2人
で住むには十分な物件だと思い、決めました。
　今は妻の実家と矢掛を行き来しながら、田舎暮らしを楽しんで
います。

移住するまでの流れを教えてください。

　「コンパクトシティ」なので、年をとってからどう動けるかと考えると
矢掛は暮らしやすいと感じました。
　病気をして大阪の病院にも通っていたからわかりますが、矢掛病
院の医療レベルが高くて驚きました。岡大や川大から先生が来てく
れるから安心だし、待ち時間も少ないですよ。

矢掛町の住み心地はどうですか？

移住を経験し、 今矢掛で暮らしている方々にお聞きしました。

三村鍼灸院を

　　　新規創業

町並案内人の会

　　  会長に就任

親切な人がたくさん住んでいるので
ご近所付き合いを
楽しんでほしいです。

平成27年5月に井原市美星町から移住
矢掛商店街に三村鍼灸院を新規創業
泰裕さんは、やかげ町並案内人の会会長にも
就任し、地域の活動にも積極的に参加している
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移住・定住者インタビュー

移住・定住者インタビュー　だから、 矢掛に住んでいます。

No.3
Inter v iew no.3

約80市町村をまわったなかで、移住した後でも

安心して住めるというビジョンが見えた町

内田　貴大 さん
神谷　円香 さん
平成29年移住：地域おこし協力隊

　もともと畑をしたいという思いがあり、畑を探すと同時に住む
場所を探していました。
　80市町村ほど点 と々農家のおうちを旅した時に、たまたま笠岡
の地域おこし協力隊の方と縁ができました。
　笠岡周辺の地域も探していたところ、矢掛町を紹介していただき、
協力隊の先輩や役場の方の勧めもあり候補としてあがっていました。
　知らない土地に住むということで不安はありましたが、いろんな
地域を見てきた中で、自分たちが住んでいるビジョンが見えたの
が矢掛町でした。人とのつながりが一番のきっかけで、顔を覚えて
いてくださったり、相談に乗っていただいたりと、移住した後でも
安心して住めると感じました。

矢掛町を移住先にしようと思ったきっかけは？

　まずは役場に相談してみてください。役場と住民との繋がりが
近いので、移住希望者の要望にそった人を紹介してくださるし、親切
丁寧に案内もしてくださいます。
　矢掛町では、コンパクトシティならではの便利な生活もできる
のでおすすめですよ。

これから移住する人へのメッセージをお願いします。

　まだ決めかねている時に、矢掛町の協力隊隊長が「今年度の協力
隊の枠ができたので是非応募して」と誘ってくださり、そこまで話が
進んでいるならこの地に来ようと決めました。
　家を決めるにあたっては6軒ほど紹介していただき、実際に目で見
て決めました。
　現在は水車の里での農作業が中心ですが、ゆくゆくは今の家に
移住希望者の方に泊まってもらったりして、田舎暮らしを体験できる
ようなこともしていきたいです。

移住するまでの流れを教えてください。

　車で行けばすぐそこにスーパーなどがあったり不便な思いはして
いません。今住んでいる家がすごく良くて、目の前には畑があるし、
自分たちがしたい事ができるので満足しています。
　今は米やレタスやかぶなども育てています。採りたての野菜はす
ごくおいしいです。

矢掛町の住み心地はどうですか？

自分達がしていきたい

暮らしが見えてきた

「自分たちの農のある暮らし」

　　　　 を求め移住

地域の農家さんも
手伝ってくれたりと
人の温かさに
触れられました。

平成29年４月に内田さんは広島県呉市から、
神谷さんは大阪府堺市から移住
地域おこし協力隊として着任
水車の里での農作業、各種イベント等
地域活動に積極的に参加している
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　家を決めるにあたっては6軒ほど紹介していただき、実際に目で見
て決めました。
　現在は水車の里での農作業が中心ですが、ゆくゆくは今の家に
移住希望者の方に泊まってもらったりして、田舎暮らしを体験できる
ようなこともしていきたいです。

移住するまでの流れを教えてください。

　車で行けばすぐそこにスーパーなどがあったり不便な思いはして
いません。今住んでいる家がすごく良くて、目の前には畑があるし、
自分たちがしたい事ができるので満足しています。
　今は米やレタスやかぶなども育てています。採りたての野菜はす
ごくおいしいです。

矢掛町の住み心地はどうですか？

自分達がしていきたい

暮らしが見えてきた

「自分たちの農のある暮らし」

　　　　 を求め移住

地域の農家さんも
手伝ってくれたりと
人の温かさに
触れられました。

平成29年４月に内田さんは広島県呉市から、
神谷さんは大阪府堺市から移住
地域おこし協力隊として着任
水車の里での農作業、各種イベント等
地域活動に積極的に参加している

No.4
Inter v iew no.4

程よい田舎という言葉がピッタリで、

来たことが無いのに、どこか懐かしさを感じる町

井上　　聡 さん
井上　三和
アントワネット さん
平成28年移住：新規就農

　結婚した当初から自然の多いところに移住して子育てしたい
という思いがあり、島根や鳥取の移住候補地を見て回りました。
ある町の大自然に魅力を感じて住む家を探しましたが、半年待って
も良い物件が見つかりませんでした。
　そこで、まだ一度も行ったことがなかった岡山の話も聞いてみよう
と大阪にある岡山県移住相談窓口を尋ねた際に、窓口の方が
「矢掛町がいいですよ」と勧めてくださいました。
　初めて家族で訪れた矢掛町は大雨であいにくの天気でしたが、
町を案内してくれた役場の方がとても親切で好印象でした。
　先輩移住者にも会わせていただき移住して良かったという話も
聞かせてもらいました。
　さらに一番大きかったのはすぐに住める物件がみつかったこと
と、とても優しい大家さん家族と出会えたことです。

矢掛町を移住先にしようと思ったきっかけは？
　とにかく色々な場所を見て、地域の方の話を聞いてみてください
…でもずっと決めかねていたら大切な時間をどんどん失うので、
思い切ってフィーリングで決断することも大事だと思います。
　矢掛町は住みやすく移住してとても良かったと感じています。
ぜひ候補の一つにあげてみてください。

これから移住する人へのメッセージをお願いします。

　移住前は京都で行政書士事務所を経営していました。行政と
お客様との間に立つ仕事で、やりがいはありましたが、ストレスも
感じていました。
　結婚した当初から自然の多いところに移住して子育てをしたい
という妻と共通の思いがあり、移住の夢を叶えるなら子供が小さい
今が良いタイミングだと思い移住先を探し始めました。
　移住先では自然にかかわる仕事がしたいと考えていたため、各地
の移住相談では就農を希望していることを伝えましたが、どこの
地域も就農については腰が重い状態でした。
　しかし矢掛町ではとても親身になって話を聞いてくださいました。
　矢掛町の研修制度では梨、ブドウとアスパラがあると聞き、妻と
色々考えた結果アスパラを選択しました。

移住するまでの流れを教えてください。

研修制度を

　　　利用して研修中

矢掛町特産品の

　アスパラを育てています

周囲の人がとても親切家族ぐるみで BBQ 会など「ママ友ならぬ家族友」の繋がりができていきました。

平成28年３月に新規就農希望で
京都府から移住、平成29年４月から
アスパラ新規就農の実務研修中
夫婦、子２人の４人家族

移住を経験し、 今矢掛で暮らしている方々にお聞きしました。 8
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移 住 S T E P

移住が決まったら、引っ越しや転入手続きを進めていきましょう。

移住するSTEP5

充実した矢掛での生活を営むためには、安定した仕事が必
要です。矢掛町では町外から優良企業を誘致して雇用促進
を進めています。また、矢掛町内に住所を有する方対象に
相談会を開催しています。

★ハローワーク笠岡出張相談 in矢掛
毎月第2・第4金曜日
10:00～15:00（12:00～13:00を除く）
会場：矢掛町役場
（岡山県小田郡矢掛町矢掛3018）

★新規創業サポート（→10ページ）
矢掛町空き家活用新規創業支援事業補助金

仕事を探すSTEP4

地域に溶け込むSTEP6
ようこそ矢掛町へ！
引っ越しが完了したら、今日から矢掛での生活の始まりです。
まずはご近所への挨拶をされてはいかがでしょうか。ご近
所さんとのいい関係性が快適な移住生活につながります。
また地域の行事などの積極的に参加することで、地域のルー
ルを知ったり、地域の人 と々の繋がりが生まれ、それが新
しい生活の基盤となるはずです。

Welcome to YAKAGE矢掛町役場 産業観光課
〒714-1297
岡山県小田郡矢掛町矢掛3018番地

TEL 0866-82-1016

お気軽
に

お問い
合わせ

くださ
い

★様々なイベント （→2ページ）
•本陣マラソン大会
•梅まつり
•流しびな
•矢掛の宿場まつり
  大名行列
　　　…など

住まいのことや仕事のことなど、気になる情報を集めましょ
う。もし分からないことがあれば、矢掛町役場 産業観光課
まで気軽に相談、お問い合わせください。

★インターネットでチェック
矢掛町移住支援サイト
http://www.town.yakage.okayama.jp/ijyu/
矢掛町公式ホームページ
http://www.town.yakage.okayama.jp/

★資料請求・お問い合わせ
矢掛町役場
〒714-1297 岡山県小田郡矢掛町矢掛3018番地

TEL 0866-82-1016

情報を集めるSTEP1

収集した情報を自分で確認し、土地の雰囲気をつかむため
にも、現地を下見してみましょう。

★矢掛町アクセス （→裏表紙）

お車で …
•山陽自動車道鴨方ICから約20分
•山陽自動車道玉島ICから約25分
•山陽自動車道笠岡ICから約30分
•倉敷駅から約35分　　•新幹線 新倉敷駅から約25分

井原線で …
•岡山駅から(伯備線に乗車し清音駅乗換)矢掛駅まで約50分
•福山駅から(福塩線に乗車し神辺駅乗換)矢掛駅まで約50分

現地を下見するSTEP2

住んでみたい物件を探してみましょう。矢掛町では新たに住
宅を建築する人を対象とした助成金制度を設けるなど、積
極的に移住のサポートを行っています。気になった物件があ
れば職員が現地の案内を行います。住まいを実際に見てみ
ることで移住のイメージが固まってきます。

★移住サポート （→10ページ）
•矢掛町空き家改修補助金
•矢掛町定住促進助成金制度　・・・など

住まいを探すSTEP3

矢掛町移住
支援サイト

矢掛町公式
ホームページ

※イベント、行事等は平成29年度現在のものです。
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井原線で …
•岡山駅から(伯備線に乗車し清音駅乗換)矢掛駅まで約50分
•福山駅から(福塩線に乗車し神辺駅乗換)矢掛駅まで約50分

現地を下見するSTEP2

住んでみたい物件を探してみましょう。矢掛町では新たに住
宅を建築する人を対象とした助成金制度を設けるなど、積
極的に移住のサポートを行っています。気になった物件があ
れば職員が現地の案内を行います。住まいを実際に見てみ
ることで移住のイメージが固まってきます。

★移住サポート （→10ページ）
•矢掛町空き家改修補助金
•矢掛町定住促進助成金制度　・・・など

住まいを探すSTEP3

矢掛町移住
支援サイト

矢掛町公式
ホームページ

※イベント、行事等は平成29年度現在のものです。

主な移住・定住支援制度

空き家バンク
空き家所有者と利用希望者をマッチング

住居支援

起業創業支援

子育て支援
矢掛町子ども医療費助成制度
18歳までの子どもの保険診療にかかる
医療費の自己負担分を助成

入学祝金支給事業
小学校入学祝金 児童１人につき………………………３万円
中学校及び中等教育学校入学祝金 生徒１人につき…５万円

誕生祝金支給事業
第１子10万円、第２子20万円、第３子以降30万円の祝金を支給

保育園保育料第２子半額・第３子無料
最年長の子から順に、２人目半額、３人目以降無料

幼稚園保育園無料

矢掛町空き家活用新規創業支援事業補助金
町内の空き家を活用して、新規創業する場合に費用の一部を補助
１．設備資金補助

補助率 ２/３以内…補助限度額　300万円
２．経営支援

補助率 １/２以内…補助限度額　100万円
３．賃借料補助　　
（１年目）補助率 ２/３以内…補助限度額　80万円
（２年目）補助率 １/２以内…補助限度額　60万円

移住Q&A

矢掛町では、田舎暮らしを体験できるお試し住宅が
２か所あります。矢掛町への移住を検討されている
方であれば、７泊８日まで無料で使用できます。

A.

移住に向けて田舎暮らしを
体験してみたいのですが？Q.

概ね月３万～５万円程度の物件が多いです。
空き家の所在地、程度によって異なります。A.

空き家の家賃は
どのくらいですか？Q.

移住に関する
よくある質問

矢掛町定住促進助成金
建築費用の10分の１、最大120万円を助成
三世代世帯の場合は、30万円を上乗せ

ご家族で移住されている方、定年後にご夫婦で移住
されている方、新規就農で単身またはご家族で移住
されている方など様々な方が移住されています。

A.

どのような人が
移住していますか？Q.

新しく農業を始められる皆さんの将来のビジョンをお
聞きし、あなただけの農業を二人三脚で作りあげる
「オーダーメイド型」の支援を行っています。知識や技術
がなくてもご安心ください。専門的な指導や研修など
が受けられ、農地探しや事務手続きもサポートします。

A.

矢掛町へ移住して就農
したいと考えていますが？Q.

矢掛町空き家改修補助金
改修費用の２分の１、最大150万円を助成

※支援制度は平成29年度現在です。平成30年度以降、変更の可能性があります。
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●
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●
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●
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●
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●
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●
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●

高知
●
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●

矢掛データ
Data

★総人口 14,485人
男性：6,931人　女性：7,554人

★世帯数 5,397世帯

★総面積 90.62km²
平成29年8月1日現在

★可住地面積 32.52km²

★可住地面積割合 35.9％
★最高気温 36.8℃
最低気温  -3.3℃

交通アクセス 
Access

YAKAGE

★岡山から
鉄道
岡山駅▶清音駅（JR  約25分）
清音駅▶矢掛（井原鉄道  約20分）

自動車
岡山▶矢掛（約1時間）

岡山県矢
掛町へ

のアクセス

矢掛町矢掛町

中国自動車道

京都縦貫
自動車道

阪和自動車道
しまなみ海道

瀬戸中央自動車道

徳島自動車道

神戸淡路鳴門
自動車道

加西
●

岡山空港

高松空港

八尾空港

大阪空港

広島空港

山陽自動車道

高速道路
JR 線
新幹線

岡山

高速道路
JR 線
新幹線

岡山

★東京から
飛行機
羽田空港▶岡山空港（飛行機  約1時間15分）
岡山空港▶矢掛（車  約1時間）

新幹線
東京駅▶岡山駅（新幹線  約3時間30分）
岡山駅▶矢掛（JR、井原鉄道  約50分）

★大阪から
新幹線
新大阪駅▶岡山駅（新幹線  約45分）
岡 山 駅▶矢掛（JR、井原鉄道  約50分）

自動車
大阪▶矢掛（高速道路  約3時間）

発行日：平成　　年　　月　　日
本紙記事の無断転用を固く禁じます。掲載した情報は、平成３０年　　月　　日現在のものです。


