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※掲載情報は平成29年6月30日現在の情報です。

制度改正に伴い、変更となる場合がございます。

写真提供：和歌山県、公益社団法人和歌山県観光連盟

わたしたちが
移住のお手伝いをします！

和歌山県 移住定住推進課

本願寺日高別院（御坊市） 紀州漆器（海南市）

飛び越え石（橋本市） みなべ温泉（みなべ町）

轆轤峠(高野町) 勝浦漁港(那智勝浦町)
ろくろとうげ

高野山根本大塔・伽藍（高野町） 塩見峠（田辺市）

日置川(白浜町) 富有柿（紀美野町）

桃源郷(紀の川市)

三段壁（白浜町) あらぎ島（有田川町）
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移住を考え始めたら、和歌山の暮らしを知るため

にWEBサイトやパンフレットで情報を集めましょう。

東京や大阪などで相談会やセミナーも開催されているので

積極的に参加して、先輩移住者と話してみて。

実際に体験することで新たな発見があります。

短期滞在住宅や移住希望者向けの現地体

験ツアーなどもあるので利用してみましょう。予約すれば、全

30市町村に配置されているワンストップパーソン（＝移住

相談員）による地域案内も。

仕事は、就職・起業・就農などいくつかの選択

肢が考えられます。住まい選びは購入か賃貸

が考えられますが、空き家バンクで検索するのもおすすめ

です。定住支援制度も多数あるのでチェック！

和歌山への移住に関する気になることは、

東京・大阪・和歌山にいる移住アドバイザー

へ気軽に相談してみましょう。理想の和歌山暮らしを実現

するために、ぜひ活用してみて。

わかやま暮らしをイメージしよう

現地に行ってみよう くらし・しごと・住まいを探してみよう

相談してみよう

4・・・・和歌山県ってこんなところ
8・・・・和歌山県の移住・定住制度
20・・和歌山県市町村ガイド

9・・・・・[くらし]安心な暮らし①
10・・・[くらし]安心な暮らし②
12・・・[くらし]子育てする
14・・・[しごと]なりわいをつくる

15・・[しごと]農林水産業
に就く・就職する

16・・・[住まい]空き家を探す
17・・[住まい]空き家を活

用する

7・・・・現地を知る
11・・[くらし]体験する
52・・アクセスマップ

6・・・・相談する
18・・市町村相談窓口、支援制度一覧
51・・わかやま暮らし相談窓口

わかやま暮らしの

はじめかた

con t e n t s

写真提供：和歌山県、公益社団法人和歌山県観光連盟

４・・・・・・和歌山県ってこんなところ

６・・・・・・相談する

７・・・・・・現地を知る

８・・・・・・和歌山県の移住・定住制度

９・・・・・・[くらし] 安心な暮らし①

１０・・・・[くらし] 安心な暮らし②

１１・・・・[くらし] 体験する

１２・・・・[くらし] 子育てする

１４・・・・[しごと]なりわいをつくる

１５・・・・[しごと] 農林水産業に就く・就職する

１６・・・・[住まい ] 空き家を探す

１７・・・・[住まい ] 空き家を活用する

１８・・・・市町村相談窓口、支援制度一覧

２０・・・・和歌山県市町村ガイド

５１・・・・わかやま暮らし相談窓口

５２・・・・アクセスマップ
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気候

四季の温度変化が少なく、温

暖な気候で過ごしやすい和歌

山県。特に南部は冬でも暖か

く、南国ムードに満ちています。

何度も訪れたくなる
雄大な自然

源泉かけ流しの温泉天国

一年中温暖で
南部は南国ムードいっぱい

2つの空港が使えて
意外と近い！

神秘的なパワーみなぎる
世界遺産「高野山」「熊野三山」聖地

「紀伊山地の霊場と参詣道」

として世界遺産に登録されて

いる高野山、熊野三山。パ

ワースポットとしても人気の聖

地が身近です。

日本三古湯の1つ「白浜温泉」、太平洋を

望む「勝浦温泉」、日本三大美人の湯「龍

神温泉」、川から湧き出る「川湯温泉」な

ど、県内全域に温泉が点在しています。

悩んだらこの人に聞け！ 移住の応援隊

◎パンダ

◎ニタマ駅長

ワンストップパーソンとは？？

アドベンチャーワールドのジャイア

ントパンダの数は8頭と、日本一

の大家族！自然の中でのびのび

暮らすパンダに間近で会えます。

白良浜（白浜町）

那智の滝・三重の塔（那智勝浦町） あらぎ島（有田川町）

熊野古道中辺路（田辺市）

和歌山県では全市町村に「ワンストップパーソン」が配置さ

れています。ワンストップパーソンとは、各市町村の窓口で移

住希望者の相談に対応する担当職員のこと。地域住民や先

輩移住者で構成される「受入協議会」もあるので、サポート体

制はばっちり！移住で悩んだら、気軽に相談しよう！

猫の「たま駅長」の跡を継いだ、たまⅡ世

駅長「ニタマ」の活躍が話題の和歌山

電鐵貴志川線。たまをイメージした駅舎

や列車デザインなど楽しさいっぱい！

アクセス

自然
紀伊山地を中心とした山岳地帯、山々

が育んだ清らかな水、変化に富んだ海

岸線、そして青い海。四季折々に表情

を変える自然美が楽しめます。

ここです！
わかやま

みんなの人気者！
世界的アイドルも輩出

スーパースター

高野山根本大塔・伽藍（高野町）

※ワンストップパーソンへのご相談は、各市町村役場までご連絡ください。

紀伊半島の西南部に位置

する和歌山県。「南高梅」

や「有田みかん」が特産品

として有名です。

収穫量全国1位！
梅とみかんの一大産地

白崎海岸（由良町） 熊野川（田辺市）

温泉

大阪から電車や車で約1時

間。関西国際空港と南紀白

浜空港が使えるので、東京

からは飛行機もおすすめ。

和歌山県ってこんなところ！

川湯温泉（田辺市）



まずは相
談して

みるんじ
ゃ！

暮らしを

体験でき
るぞい！

相談する

わかやま定住サポートセンター 和歌山県ふるさと定住センター

現地体験会

和歌山での暮らしに関心のある方に、より気軽に移住相

談をしていただけるよう、和歌山県の「相談員」を東京、大

阪及び和歌山に配置しております。

塩﨑 佐知子
しおざき     さちこ

増山 佐恵加
ますやま     さえか

宇治 康子
うじ     やすこ

”新しいふるさと探し”をお手伝いします！

生まれも育ちも
新宮市です★

移住アドバイザー

東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館8階

☎03-6269-9883　FAX:03-6273-4404

メール：wakayama1@furusatokaiki.net

案内時間：水曜～日曜 10:00～18:00
            （月、火、祝日定休）
※夏季休業期間、年末年始休業期間はお休みです。

芝 めぐみ
しば

勝見 侑美

橋本市から
通ってます♪

移住アドバイザー
かつみ ゆみ

和歌山県和歌山市本町1-22Wajima本町ビル1階

案内時間 ： 水曜～月曜（火、祝日定休） 9:30～18:00

☎073-422-6110　FAX:073-422-6150

メール：wakayama-teijyu01@bz04.plala.or.jp

和歌山窓口

「わかやま定住サポートセンター」では、わかやま暮らしを希望する方々に、

仕事や生活情報等をワンストップで提供します。

移住アドバイザー

大阪府大阪市中央区本町橋2-31シティプラザ大阪内

☎06-4790-3000　FAX:06-4790-3111

メール：wakayama@osaka-furusato.com

案内時間：火曜～土曜 10:00～18:00
※木曜日以外に面談をご希望の方は、事前に連絡してください。
※夏季休業期間、年末年始休業期間はお休みです。

各研修、相談及びアドバイスはすべて無料です。なお宿泊費・食費・交通費等は自己負担です。

和歌山県への移住を考えている方や、わかやま暮らし
に興味をお持ちの方のために、移住に関する相談や情
報提供、移住イメージを実感できる
体験研修を行うとともに、移

住後の課題や悩み事の相

談、生活する上で役立

つ体験研修まで、移住

前から移住後に至るあ

らゆるわかやま暮らしをサ

ポートしています。

和歌山県ふるさと定住センター
☎0735-78-0005　FAX:0735-78-0150
メール furusato51@zc.ztv.ne.jp
ホームページ https://wakayamateijyucenter.jp

お問合せ先

お問合せ先

東京窓口 大阪窓口

実際に現地に来ていただき、各地域ならではの体験や地

元住民との交流を通じ、地域をより深く知ってもらうため、

定期的に現地体験会を開催しています。

開催時期などについてはお問合せください。

和歌山県移住定住推進課    
☎073-441-2930

現地を知る
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安心な暮らし❶

若年移住者暮らし奨励金

最大250万円

移住希望者滞在費補助金

最大1万円

「くらし」「しごと」「住まい」の3つの側面を県が支援！！

和歌山県への移住を強力にサポートします！

和歌山県の

移住・定住制度
和歌山県の移住・定住制度

くらし

くらし

しごと 住まい

移住定住大作戦

若年移住者
暮らし奨励金

最大250万円
P.9

現地体験会
P.7

県内各地で
多数開催

移住希望者
滞在費補助金

最大1万円
P.9

移住者継業
補助金／
移住者継業支援
プロジェクト

最大100万円

P.14

移住者農林
水産就業補助金

最大50万円
P.15

わかやま
空き家バンク

空き家を
積極的に活用

P.16

最大80万円

空き家
改修補助金

P.17

空き家の
お片付け補助金

最大10万円
P.17

最大100万円
P.14

移住者起業
補助金

和歌山県移住定住推進課 
☎073-441-2930
メール e0222001@pref.wakayama.lg.jp

お問合せ先

①世帯主またはその配偶者が20歳以上40歳未満

②原則H29.4.1～H29.12.31間の移住（予算額に到

達次第終了）

③転勤・福祉施設・学校・住民の家における同居・シェア

ハウス・短期滞在施設等への一時的な居住でないこと

④県内在住の親族が所有する家屋等に移住していない

こと

⑤年間所得が申請額を超える連帯保証人を１名確保す

ること

⑥生活費の確保を目的とした生活保護・青年就農給付

金等を移住の前年から受けていないこと

⑦移住を理由として退職し求職中の者

⑧移住前に就労による所得もしくは収入を得ていたこと

対象者
和歌山県内の移住推進市町村の支援を受けて同市町村へ移住するまたは移住した者

※

※移住推進市町村（地域）のみ対象　

主な条件

交付金額
①世帯主が16歳未満の子どもと同居 250万円250万円

150万円150万円②世帯主が16歳以上の子どもと同居

③世帯主とその配偶者のみ

④申請者の要件を満たす世帯

150万円150万円

  50万円  50万円

対象者
①県外から移住推進市町村（地域）への、移住を目的と

する活動を行う者

②1泊以上移住推進市町村（地域）内にある宿泊施設

等に宿泊する者

補助額等
・宿泊料の1/2　　

・1泊あたり2,500円以内 

・1人あたり2泊以内　

・1世帯あたり2人以内         

※

※移住推進市町村（地域）のみ対象　

補助金の対象は以下の「移住推進市町村(地域）」
への移住者に限られます。
海南市（大崎地域）、紀美野町、紀の川市（鞆渕・奥安楽川・細野・

麻生津地域）、かつらぎ町（天野・新城・四郷・御所・山崎地域）、九度

山町、高野町、湯浅町、広川町（津木地域）、有田川町（清水地域）、

由良町、印南町、みなべ町（清川地域）、日高川町、田辺市（旧田辺

市街地を除く）、白浜町（日置川地域）、すさみ町、新宮市（熊野川・高

田地域）、那智勝浦町（色川地域）、古座川町、北山村、串本町
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市町村名 施設名 料金

周産期母子医療センター 救命救急センター ドクターヘリ

23 

23

23

29

33

40

41

41

41

50

わかやま暮らしの準備をするために利用できる短期滞在住宅があり、施設利用者に対し、

地域案内･体験や移住相談などをサポートします。詳しくは、各市町村のワンストップパーソンまで。

・1ヶ月25,000円（1ヶ月単位・最長1年）

・1ヶ月15,000円（1ヶ月単位・最長1年）

・詳しくは高野町（→27P）までお問い合わせください。

・1泊1,500円（最長10日間（原則））

・1泊3,000円、1ヶ月30,000円/人（光熱水費別）

・1ヶ月12,000円 敷金3ヶ月分（最長1年）

・1ヶ月3,600円、5,400円 敷金3ヶ月分（最長1年）

・1ヶ月25,000円 敷金4ヶ月分（最長2年）

・1泊2,000円（1日単位・最長7日間）

・1人の場合:1泊につき1,620円　・2人目以降、１泊

 1,080円（高校生以下無料）（最長１ヶ月）

紀美野町
田

紀美野町
松ヶ峰

紀美野町
大角

高野町
高野山

有田川町
板尾

日高川町
佐井

田辺市
龍神村福井

田辺市
本宮町下湯川

田辺市
上野

串本町

お試し住宅

みさと天文台敷地内

ししがせの家

風呂谷ビレッジ

龍神短期滞在施設

本宮短期滞在施設

出船入船交流施設

45 ・料金：1日1,050円新宮市
熊野川町上長井 短期滞在住宅

48
・1人の場合:1泊につき1,500円　・2人以上の場合:2人

 目以降1人につき1泊1,000円（最長3泊4日）
古座川町
鶴川 鶴川短期滞在施設

48 ・1人の場合:1泊につき1,500円　・2人以上の場合:2人

 目以降1人につき1泊1,000円（最長3泊4日）
古座川町
楠 楠短期滞在施設

46 ・家族用滞在施設:1ヶ月20,000円

・単身者用滞在施設:1日1,500円、1ヶ月15,000円
那智勝浦町
田垣内 籠ふるさと塾

串本短期滞在施設

セミナーハウス
未来塾敷地内

生活体験施設
木市（ぎいち）

　　お近くで受診できる病院・診療所を診療科目ごとに地図や市町村から
　　検索できます。スマートフォン・携帯電話でもご利用できます。
　　パソコン・スマートフォンの方は→ http://www.wakayama.qq-net.jp/
　　携帯電話の方は→ http://www.wakayama.qq-net.jp/kt

わかやま医療

情報ネット

和歌山県立
医科大学附属病院
和歌山市紀三井寺811-1
☎073-447-2300

和歌山市小松原通4-20
☎073-422-4171

日本赤十字社
和歌山医療センター

独立行政法人労働者健康
安全機構和歌山ろうさい病院

済生会和歌山病院
和歌山市十二番丁45
☎073-424-5185

海南医療センター
和歌山県海南市日方1522-1
☎073-482-4521

国保野上厚生総合病院
和歌山県海草郡紀美野町小畑198
☎073-489-2178

公立那賀病院
和歌山県紀の川市打田1282
☎0736-77-2019

橋本市民病院
和歌山県橋本市小峰台2-8-1
☎0736-37-1200

和歌山県立医科大学
附属病院紀北分院
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺219
☎0736-22-0066

有田市立病院
和歌山県有田市宮崎町6
☎0737-82-2151

済生会有田病院
和歌山県有田郡湯浅町吉川52-6
☎0737-63-5561

和歌山県立
こころの医療センター
和歌山県有田郡有田川町庄31
☎0737-52-3221

独立行政法人
国立病院機構和歌山病院
和歌山県日高郡美浜町和田1138
☎0738-22-3256

国保日高総合病院
和歌山県御坊市薗116-2
☎0738-22-1111

紀南病院
和歌山県田辺市新庄町46-70
☎0739-22-5000

独立行政法人国立病院
機構南和歌山医療センター
和歌山県田辺市たきない町27-1
☎0739-26-7050

紀南こころの医療センター
和歌山県田辺市たきない町25-1
☎0739-22-2080

国保すさみ病院
和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見2380
☎0739-55-2065

新宮市立医療センター
和歌山県新宮市蜂伏18-7
☎0735-31-3333

那智勝浦町立温泉病院
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
天満483-1
☎0735-52-1055

くしもと町立病院
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台691-7
☎0735-62-7111

救急患者の救命率向上や
後遺症の軽減などに貢献しています。

和歌山市木ノ本93-1
☎073-451-3181

二次保健医療圏の公的病院一覧

安心な暮らし❷
和歌山県の移住・定住制度

くらし 体験する
和歌山県の移住・定住制度

くらし
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移住推進市町村

和歌山県の

子育て支援

全
体

市町村別の子育て支援制度一覧

和歌山市

海南市

紀美野町

紀の川市

岩出市

橋本市

かつらぎ町

九度山町

高野町

有田市

湯浅町

広川町

有田川町

御坊市

美浜町

日高町

由良町

印南町

みなべ町

日高川町

田辺市

白浜町

上富田町

すさみ町

新宮市

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山村

串本町

ページ
詳細

ページ
詳細

市町村名 支援制度

市町村名 支援制度

●特定不妊治療費助成（２回目以降も上乗せ助成）　●保育料等無料（第３子以降が対象）

●乳幼児医療費無料（就学前の乳幼児が対象）

●大学生等進学給付金（非課税世帯の学生が対象、条件付きで年間60万円給付）

●奨学金返還金助成（理工系・情報系学部出身者が県内企業に就職した場合）

・子どもの医療費無料（高校卒業まで）

・おむつ助成（2歳まで）　・子どもの医療費無料(中学校卒業まで)

・誕生日にお祝いメッセージと商品券の贈呈（１～６歳まで）

・子ども医療費助成（高校卒業まで）　・乳幼児医療費助成

・子育ていなみっ子施策　

・子ども医療費助成（高校卒業まで）　・学童保育所の開設

・学校給食費助成

・子ども医療費助成　・通学費補助（小・中学校）　

・高等学校通学費等助成金

・子ども医療費助成（中学校卒業まで）

・子育て支援センター　・子ども一時預かり

・チャイルドシート購入費助成

・出産祝い金（10万円、第3子以降15万円）　・サマーチャレンジ教室（体験教室）

・われら中学生学校（校外活動）

・しんぐうファミリー・サポート・センター

・子ども医療費助成（中学校卒業まで）　・ブックスタート事業

・チャイルドシート購入費補助金

・乳幼児・就学児医療費助成（高校卒業まで）　・給食費補助

・教材費無償

・子ども医療費助成（高校卒業まで）　・保育料の負担軽減

・給食費無料

・医療費無料（高校卒業まで）　・保育料無料　

・出産祝い金・入園祝い金

・子ども医療費助成（高校卒業まで）　・保育料助成（第2子以降）

・学校給食費無料（第3子以降）

・子ども医療費無料（中学校卒業まで）　・チャイルドシート購入費助成

・出産祝い金（第3子10万円、第4子以降30万円）

※詳しい内容、条件等は各市町村へお問合せください。本誌18ページ。

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

21

22

23

24

25

2６

27

28

29

30

31

32

33

34

35

・子ども医療費助成（中学校卒業まで）

・ひとり親家庭等医療費助成

・子どもの医療費無料（中学校卒業まで）　・こども園、学童保育所の充実

・子育て相談窓口（妊娠・出産期から18歳まで）

・子ども医療費助成（中学校卒業まで）　

・出産祝いギフト（第3子以降）

・子ども医療費助成（高校卒業まで）　・延長保育料無料（公立保育所）

・学童保育の充実

・子ども医療費無料（高校卒業まで）　・保育料無料（第3子以降）

・子育て支援センター、子育て世代包括支援センターの設置

・子ども医療費助成（中学校卒業まで）　・保育料無料化（第３子以降）

・私立幼稚園保育料無料化（第３子以降）

・子どもの医療費無料（中学校卒業時まで）

・出産奨励祝金（第3子以降10万円）　・中学生の歯科治療にかかる補助金

・子どもの医療費無料（中学校卒業時まで）　・チャイルドシート補助

・クローバー給付金

・子ども医療費助成（中学校卒業まで）　・子どもの保育料無料化（第２子以降）　

・出産祝い金（5万円、第2子10万円、第3子20万円、第4子以降30万円）

・子ども医療費助成(中学校卒業まで）　・学童保育

・病児病後時保育

・子ども医療費助成　・児童手当

・保育料助成

・乳幼児・子ども医療費助成（中学校卒業まで）　

・出産祝い金(5万、第3子以降30万）　・育児支援助成（第3子以降）

・子ども医療費無料（中学校卒業まで）

・出産祝い金（第3子以降）

・乳幼児、子ども医療費助成(高校卒業まで）　・病児・病後児保育

・子育て応援給付金（第3子以降）

・出生祝金及び子育て応援給付金（第３子以降）

・チャイルドシート購入助成

子育てする
和歌山県の移住・定住制度

くらし
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移住者起業／継業補助金

最大100万円
移住者農林水産就業補助金

最大50万円

①登録 ②登録

③マッチング

④専門的支援④専門的支援

県（移住定住推進課）

継業支援機関

事業の引継＋再活性化

わかやま定住
サポートセンター市町村

商工会、事業引継ぎ支援センター等

意欲のある
移住者

後継者を探す
事業主

プロジェクトの流れ

※
対象プラン
地域資源を活用した起業・継業

（申請受付期間あり・審査会を経て決定）

対象者
和歌山県内の移住推進市町村の支援を受けて同市町

村へ移住するまたは移住した60歳未満かつ移住後3年

以内の方で、10年以上定住する意志のある個人
※移住推進市町村（地域）のみ対象　

※移住推進市町村（地域）のみ対象　

カフェ、ペンション（宿泊施設）飲食店経営、家具（木工）製造
販売、CGデザイン、農家レストラン、地域農産物の加工販
売、陶人形製造販売、製塩業、伝統工芸品製造後継者（例：
シュロ箒）、熊野古道語り部（観光案内）

起業 継業

※
対象者
和歌山県内の移住推進市町村の支援を受けて同市町村へ移住するまたは移住した60歳未満かつ移住後3年以内の

方で、農林水産業に就業（独立経営）し10年以上定住する意志のある個人（随時申請受付）

和歌山県の就職情報の相談窓口

ハローワーク和歌山
和歌山市美園町5-4-7
☎073-425-8609

ハローワークサロンほんまち
和歌山市本町1-22 Wajima本町ビル2階
☎073-421-1220

ワークプラザ河北
和歌山市北島37-5
☎073-494-3050

ワークプラザ岩出
岩出市高瀬74-1ダイコービル1階
☎0736-61-3100

紀の川市地域職業相談室
紀の川市貴志川町前田142
☎0736-65-3435

ハローワークかいなん
海南市船尾186-85
☎073-483-8609

ハローワーク橋本
橋本市東家5-2-2 橋本地方合同庁舎1階
☎0736-33-8609

ハローワーク湯浅
有田郡湯浅町湯浅2430-81
☎0737-63-1144

ハローワーク御坊
御坊市湯川町財部943
☎0738-22-3527

ハローワーク串本
東牟婁郡串本町串本2000-9
☎0735-62-0121

ハローワーク田辺
田辺市朝日ヶ丘24-6
☎0739-22-2626

ハローワーク新宮
新宮市神倉4-2-4
☎0735-22-6285

各ハローワークに移住相談窓口を設置し、移住推進市町村と連携した仕事に関する支援を行います。

対象者
後継者を求める事業主及び意欲ある県外からの移住

（希望）者

県・市町村・継業支援機関（商工会等）と連携し、後継者

を求める商店等事業主と意欲ある移住者のマッチングを

支援します。

申込先
市町村移住交流担当課

県移住定住推進課

わかやま定住サポートセンター（東京、和歌山）

継業とは、地域の”なりわい”を引き継ぎつつ、移住者ならでは
の新たな視点により再活性化して、地域で継続できるなりわ
いを営むことです。

わかやま移住者継業支援プロジェクト

※

起業例
農業

原則として、露地野菜10a以上、施設
野菜5a以上若しくは果樹20a以上を
耕作、又は肉用牛（繁殖経営）5頭以
上若しくは採卵鶏300羽以上を飼養

林業

建築用材または一定規模以上の特用
林産物（例：センリョウ5a、シキミ30a、
サカキ50a、製炭4,000kg（年間）等）
を生産

漁業

自ら独立経営し、漁業協同組合員資格
を有すること

なりわいをつくる
和歌山県の移住・定住制度

しごと 農林水産業に就く
和歌山県の移住・定住制度

しごと

就職する
和歌山県の移住・定住制度

しごと
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生活の中心となる居住地や住宅を決めよう！

対象者
県外から移住推進市町村（地域）への移住に際

し、空き家を改修しようとする方

※移住推進市町村（地域）のみ対象　

※移住者または空き家所有者のどちらかが申請

できます。ただし、賃貸借契約が締結された後の

改修となります。

※空き家改修工事全般を対象としますが、障子・

ふすまの張り替え、畳の表替など軽微な修繕等

は除きます。

補助金額

改修工事にかかる経費の2/3

（上限8０万円）
※所有者が空き家を改修して、県外から県内へ

の移住者に貸す場合も対象となります。（この

場合は入居者が決まってからの申請です。）

対象者

所有物件を「和歌山県空き家バンク」

に登録している方で、賃貸借・売買契

約が成立し、家財等を撤去する方

補助金額

１物件あたり最大１０万円民間住宅

空き家バンク登録物件以外の物件については、下記までお問合せください。

（公社）全日本不動産協会・和歌山県本部
☎073-473-6679　FAX:073-473-6674

物件検索ホームページ

http://www.zennet.zennichi.or.jp/

お問合せ先

（公社）和歌山県宅地建物取引業協会
☎073-471-6000　FAX:073-472-5555

和歌山県内の田舎物件情報

http://wakayama-takken.com/search_country

※

※移住推進市町村（地域）のみ対象　

登録物件契約へのステップ

1.ご希望の市町村に移住相談をします。

2.現地見学や短期滞在、先輩移住者へのヒアリングを重ねます。

3.住居が見つかった段階で「住宅協力員」の仲介により賃貸・売買の契約を行います。

★地域の実情をよく理解し、移住していただくことがわかやま暮らしの成功につながるので、 

はじめから空き家を紹介しておりません。

※住宅協力員とは…

県内で宅地建物取引業を営んでおり、担当する地域で市町村等と連携して空き家の賃貸借

等に係る宅地建物取引の契約支援を行います。

※

空き家を活用する
和歌山県の移住・定住制度

住まい空き家を探す
和歌山県の移住・定住制度

住まい

空き家改修補助金

最大80万円

空き家のお片付け補助金

最大10万円

※

わかやま空き家バンク

田舎ぐらしの空き家について、移住希望者に情報提供を実施しています。

空き家バンク登録物件の契約までの流れは以下のとおりです。

空き家バンク  http://www.wakayamagurashi.jp/akiya/index.php
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２１

ページページ 市町村名市町村名 相談窓口相談窓口 電話番号電話番号

お問合わせ先お問合わせ先

くらし支援子育て支援 しごと支援 住まい支援

２2

２3

２4

２5

２6

２7

２8

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

産業振興課

政策調整課

移住定住推進課

073-435-1013

073-441-2930

073-483-8464

073-495-2339

0736-77-2511

0736-62-2141

0736-33-6106

0736-22-0300

0736-54-2019

0736-56-9001

0737-83-1111

0737-64-1112

0737-23-7731

0737-52-2111

0738-23-5518

0738-23-4902

0738-63-2051

0738-65-1801

0738-42-1736

0739-72-1337

0738-23-9511

0739-48-0303

0739-52-2302

0739-34-2370

0739-55-4801

0735-44-0301

0735-29-4455

0735-59-2335

0735-72-0180

0735-49-2331

0735-62-0558

海南市

和歌山市

和歌山県

紀美野町

紀の川市

岩出市

橋本市

かつらぎ町

九度山町

高野町

有田市

湯浅町

広川町

有田川町

御坊市

美浜町

日高町

由良町

印南町

みなべ町

日高川町

田辺市

白浜町

上富田町

すさみ町

新宮市

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山村

串本町

まちづくり課

企画調整課

市長公室

シティセールス推進課

産業観光課

企画公室

産業観光課

経営企画課

まちづくり企画課

企画政策課

企画財政課

企画課

防災企画課

総務政策課

総務政策課

企画政策課

産業課

企画政策課定住促進室

山村林業課

日置川事務所産業建設係

総務政策課

地域未来課

熊野川行政局住民生活課

観光産業課

総務課

産業建設課

政策推進室

産業課

紀
　
北

紀
　
中

紀
　
南

短
期

滞
在
住
宅

農
家
民
泊

出
産
祝
い
金

保
育
料
支
援

医
療
費
助
成

給
食
費
支
援

若
者
暮
ら
し

奨
励
金

起
業
・
継
業

補
助
金

農
林
水
産

就
業
補
助
金

空
き
家

バ
ン
ク

空
き
家

改
修
支
援

住
宅
取
得

支
援移住推進市町村 市町村県

※詳しい内容、条件等は各市町村へお問合せください。
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わ
か
や
ま
し

和
歌
山
市

・面積：208.84km²　・総人口：360,511人　（2017年6月1日現在） 

和歌山市役所

〒640-8511 和歌山県和歌山市七番丁23番地

☎073-432-0001（代表）

・大阪中心部から電車や車で約1時間、関西国際空港か

らもリムジンバスで約40分という近さです。

・公共施設、医療施設、教育施設などが充実しています。

・気軽に楽しめる釣り体験から本格的な海釣りまで、釣りス

ポットが充実しています。

・マリンスポーツも盛んで、5つある海水浴場のうち2つが

環境省の快水浴場百選に選ばれています。

・「絶景の宝庫 和歌の浦」が平成29年度日本遺産に認

定されました。

関西国際空港に一番近い中核市で
歴史と自然とレジャーを満喫！

友ヶ島

農家民泊

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR和歌山駅まで約1時間　　　　

【車】

●大阪から阪和自動車道→和歌山IC約1時間

交通アクセス 生活環境    

交通 車／電車／路線バス／コミュニティバス

お買い物 [市内] スーパー等施設多数　　

医療 病院37施設（内救急病院21施設）　　　  

診療所687施設

子育て 保育機関90施設／小学校53校                 

中学校25校／高校 全日制１３校、定時制３校

定住支援制度
・子ども医療費助成（中学校卒業まで）

・出産祝いギフト（第3子以降）

・和歌山市転入型三世代同居・近居促進補助金

和歌山市 市長公室 政策調整部 政策調整課
☎073-435-1013
メール seisakuchosei@city.wakayama.lg.jp
ホームページ http://www.city.wakayama.wakayama.jp/

お問合せ先

ワンストップパーソン
和歌山市市長公室政策
調整部政策調整課
池田（いけだ）さん

わたしが応援します！

和歌山城

紀美野町
きみのちょう
➡23P

湯浅町
ゆあさちょう
➡31P

日高川町
ひだかがわちょう
➡40P

印南町
いなみちょう
➡38P

みなべ町
みなべちょう
➡39P

田辺市
たなべし
➡41P

古座川町
こざがわちょう
➡48P

串本町
くしもとちょう
➡50P

北山村
きたやまむら
➡49P

由良町
ゆらちょう
➡37P

那智勝浦町
なちかつうらちょう
➡46P

新宮市
しんぐうし
➡45P

白浜町
しらはまちょう
➡42P

広川町
ひろがわちょう
➡32P

すさみ町
➡44P

かつらぎ町
➡27P

大阪府

奈良県

三重県

兵庫県

有田川町
ありだがわちょう
➡33P

九度山町
くどやまちょう
➡28P

高野町
こうやちょう
➡29P

紀の川市
きのかわし
➡24P

海南市
かいなんし
➡22P

岩出市
いわでし
➡25P

岩出市
いわでし
➡25P

有田市
ありだし
➡30P

有田市
ありだし
➡30P

橋本市
はしもとし
➡26P

橋本市
はしもとし
➡26P

和歌山市
わかやまし
➡21P

和歌山市
わかやまし
➡21P

日高町
ひだかちょう
➡36P

日高町
ひだかちょう
➡36P 美浜町

みはまちょう
➡35P

美浜町
みはまちょう
➡35P

上富田町
かみとんだちょう
➡43P

上富田町
かみとんだちょう
➡43P

太地町
たいじちょう
➡47P

太地町
たいじちょう
➡47P

御坊市
ごぼうし
➡34P

御坊市
ごぼうし
➡34P

移住推進市町村
（地域）って？

全30市町村に、移住に関するあら

ゆる相談を引き受けるワンストップ

パーソン（移住相談員）を配置！ さら

に、特に移住を推進している「移住

推進市町村」には、地域住

民や先輩移住者により結成

された受入協議会も設置し

て移住者を支援しており、県の推

進関連補助金を受けることもできます。

詳細は8ページをご覧ください。

わかやま暮らしの相談から
移住・定住までしっかり
サポートします！

全30市町村

市町村ガイド

わしのマークがある
市町村が移住推進
市町村じゃ！
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き
み
の
ち
ょ
う

紀
美
野
町

みさと天文台撮影 ”大雪と冬の天の川”

・面積：128.34km²　・総人口：8,817人　（2017年6月1日現在） 

紀美野町役場

〒640-1192 和歌山県海草郡紀美野町動木287番地

☎073-489-2430（代表）

・都市近郊ながら「空、山、川」の豊かな自然が満喫できます。

・みさと天文台、ススキの大草原　生石高原、桜や蛍が有

名です。

・パン、ジェラート、フレンチやイタリアンの店、特色のあるカ

フェがあり、県外からも多くの人々が訪れています。

・短期滞在（生活体験）施設があります。（→11P）

・主な農産物は、柿、山椒、みかん、梅、栗などです。

・先輩移住者が多く、安心して地域に入ることができます。

大阪から約1時間半の近郊で
豊かな自然と満天の星空を満喫

生活環境

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR海南駅まで約１時間１０分          

JR海南駅から大十オレンジバスで登山口バス停まで約２５分

【車】

●大阪から阪和自動車道→海南東IC→国道３７０号で高野・紀

美野方面へ約３０分

交通アクセス（紀美野町美里支所まで）

交通 車／路線バス／コミュニティバス

お買い物 [町内] コンビニ／商店

[隣接市町村] スーパ等施設多数 

医療 病院12施設(内救急病院１施設)              

診療所6施設 

子育て 保育機関2施設／小学校3校／中学校2校

高校4校

きみの定住を支援する会の交流会天然の良港 大崎地区

NPO法人 きみの定住を支援する会事務局
☎073-495-2339
メール kiminoteiju@blue.plala.or.jp
ホームページ http://www3.plala.or.jp/kiminoteiju/

ワンストップパーソン
紀美野町まちづくり課
浦（うら）さん

受入協議会会長
NPO法人きみの定住を

支援する会
平井（ひらい）さん

お問合せ先

定住支援制度
・定住促進補助金　・Ｕターン奨励金

・子ども医療費無料（高校卒業まで）

わたしたちが応援します！

海
南
市

か
い
な
ん
し

紀州漆器

・面積：101.06km²　・総人口：50,597人　（2017年6月1日現在）

海南市役所

〒642-8501 和歌山県海南市日方1525番地6

☎073-482-4111（代表）

・四季を通し温暖で、みかん・びわ・桃などの栽培が盛んです。

・シラスや鱧、ワカメなどの海の幸にも恵まれています。

・「紀州漆器」の産地として知られています。

・熊野古道や4つの国宝建造物など、多くの文化財に恵ま

れています。

・大崎地区（移住推進地域）は、海と山の幸に恵まれてお

り、美しい海と夕日が自慢です。

・海南駅には全ての特急列車が停車し、高速道路のICも

3つあるなど都会へのアクセスが良好です。

自然と利便性の
バランスのとれたまち

【電車・バス】　　

●JR新大阪駅から特急でJR海南駅まで約1時間10分

【車】

●大阪から阪和自動車道→海南ICまで約1時間

交通アクセス 生活環境

交通 車／電車／路線バス／コミュニティバス

お買い物 [市内] スーパー等施設多数

医療 病院4施設／診療所51施設

子育て 保育機関16施設／小学校12校              

中学校7校／高校2校 

定住支援制度
・子どもの医療費無料（中学校卒業まで）

・創業サポート事業、店舗リフォーム支援

・住宅リフォーム、空家リフォームに対する助成

海南市 まちづくり部 産業振興課
☎073-483-8464
メール sangyosinko@city.kainan.lg.jp
ホームページ http://www.city.kainan.lg.jp/

お問合せ先

わたしたちが応援します！

ワンストップパーソン
海南市産業振興課
生駒（いこま）さん

受入協議会会長
大崎地区移住者支援協議会

武田（たけだ）さん
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で
し

岩
出
市

旧和歌山県議会議事堂

・面積：38.51km²　・総人口：53,551人　（2017年6月1日現在）

岩出市役所

〒649-6292 和歌山県岩出市西野209番地

☎0736-62-2141（代表）

・大阪府や和歌山市のベッドタウンとしても人気のまちです。

・広域幹線道路の整備に伴い、大型店舗やロードサイド

ショップの進出が相次ぐなど和歌山県の玄関都市として

成長を続けています。

・北部には緑豊かな和泉山脈が連なり、南部には紀の川

が流れています。

・新義真言宗 総本山 根來寺は、国宝大塔をはじめ文化

財の宝庫です。また、根來寺周辺には旧和歌山県議会

議事堂、ねごろ歴史資料館など「いわで歴史の丘」が観

光拠点として整備されています。

立地を生かして成長真っ只中の
活力あふれる元気なまち

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR和歌山駅まで約１時間　　　　

JR和歌山線に乗り換え岩出駅まで約２０分

【車】

●大阪から阪和自動車道→泉南IC→府県道泉佐野岩出線を

南進し約２０分

交通アクセス 生活環境

交通 車／電車／路線バス／コミュニティバス

お買い物 [市内] スーパー等施設多数　　

医療 病院4施設（内救急病院1施設）　　　　　

診療所36施設

子育て 保育機関10施設／小学校6校　　　　　

中学校2校／高校1校

定住支援制度
・創業支援事業

・住宅耐震化促進事業

・子ども医療費助成（中学校卒業まで）

岩出市 市長公室
☎0736-62-2141（代）
ホームページ http://www.city.iwade.lg.jp/

お問合せ先

ワンストップパーソン
岩出市市長公室
目崎（めさき）さん

わたしが応援します！

新義真言宗 総本山 根來寺の大塔と大伝法堂桃源郷

紀
の
川
市

き
の
か
わ
し

和歌山電鐵 貴志駅 「ニタマ駅長」

・面積：228.21km²　・総人口：61,131人　（2017年6月1日現在） 

紀の川市役所　

〒649-6492 和歌山県紀の川市西大井338番地

☎0736-77-2511（代表）

・桃・柿・キウイ・はっさくなどフルーツの生産量・品質が日本

でもトップクラスの「フルーツ王国」です。

・豊かな大地と暖かな気候に恵まれています。

・大学のキャンパスもあり、小学校から大学までの一貫した

教育環境が整っています。

・日本有数のスカイスポーツゲレンデがあるなど、自然を生

かしたアクティビティも充実しています。

・猫の「たま」が駅長に任命されて話題を呼んだ和歌山電

鐵「貴志駅」がある市です（現在はニタマ駅長）。

「たま駅長」でも話題に！
自然豊かなフルーツ王国

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR和歌山駅まで約１時間　　　　

JR和歌山駅からJR打田駅まで約３０分

【車】

●大阪から阪和自動車道→泉南IC→府県間道路泉佐野岩出

線・国道24号線で約30分

交通アクセス 生活環境

交通 車／電車／路線バス／コミュニティバス

お買い物 [市内] スーパー等施設多数　　

医療 病院5施設（内救急病院1施設）　　　　　

診療所68施設

子育て 保育機関21施設／小学校16校　　　　

中学校6校／高校2校

定住支援制度
・子ども医療費助成（中学校卒業まで）

・創業支援資金利子補給　・フルーツ給食

紀の川市 企画調整課
☎0736-77-2511
メール k030600-001@city.kinokawa.lg.jp
ホームページ http://www.city.kinokawa.lg.jp/

お問合せ先

ワンストップパーソン
紀の川市企画部
企画調整課
小河（おがわ）さん
受入協議会
紀の川市移住・定住推進協議会

わたしが応援します！
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・面積：151.69km²　・総人口：16,529人　（2017年6月1日現在）

かつらぎ町役場　

〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町2160番地

☎0736-22-0300（代表）

・丹生都比売神社、高野山町石道（参詣道）など世界遺

産に登録された地域です。

・「にほんの里100選」に選ばれています。

・県指定無形民俗文化財「天野の御田舞」ほか伝統文化

行事が多く残っています。

・幻の米「天野米」が特産です。

・柿、桃、ぶどう、りんご、栗などの作物を生産しています。 

・３つの地域（天野・新城・四郷）に田舎暮らし体験住宅が

あります。

豊かな自然と笑顔があふれる
歴史とフルーツの里

丹生都比売神社天野地域紀の川と鉄道橋

【電車・バス】

●大阪・南海なんば駅から南海橋本駅まで約５０分             

JR橋本駅からJR笠田駅まで約２０分                           

JR笠田駅からコミュニティバス乗車

【車】

●大阪から阪和自動車道→泉南IC→岩出市を経て京奈和自

動車道を利用約1時間

交通アクセス 生活環境

交通 車／電車／コミュニティバス

お買い物 [町内] スーパー等施設多数

医療 病院1施設／診療所2施設

子育て 保育機関2施設／小学校５校／中学校２校

高校３校

受入協議会会長
御所受入協議会

下垣内（しもがいと）さん

ワンストップパーソン
かつらぎ町産業観光課
東岡（ひがしおか）さん

受入協議会会長
天野の里づくりの会
谷口（たにぐち）さん

わたしたちが応援します！

受入協議会会長
四喜の会

辻本（つじもと）さん

受入協議会会長
新城地区定住促進協議会

鍛治（かじ）さん

かつらぎ町 産業観光課
☎0736-22-0300
メール sankan-noushin@town.katsuragi.wakayama.jp
ホームページ http://www.town.katsuragi.wakayama.jp/

お問合せ先

橋
本
市

は
し
も
と
し

・面積：130.55km²　・総人口：62,452人　（2017年6月1日現在）

橋本市役所

〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号

☎0736-33-1111（代表）

・なんばまで直通約50分の通勤圏。大阪府・和歌山市・奈

良県のどの方面へもアクセスしやすい好立地です。

・世界遺産高野山の麓にあり、中央には清流・紀の川が

流れ、山河の自然も豊かです。

・「出産・子育てしやすい街」として関西圏で2位（週刊東

洋経済 2013.8掲載）。子育て環境が充実しています。

・柿・卵・ぶどう・紀州へら竿やパイル織物などが地場産品

です。

紀州わかやまの玄関口で
都会と田舎のいいとこどり生活

飛び越え石

【電車・バス】

●大阪・南海なんば駅から南海橋本駅まで約50分（林間田園

都市駅まで約40分）

【車】

●大阪から阪和自動車道→美原北IC                            

美原北ICから国道３０９号・国道１７０号・国道３７１号で約１時間

交通アクセス 生活環境

交通 車／電車／路線バス／コミュニティバス

お買い物 [市内] スーパー等施設多数　　

医療 病院4施設（内救急病院3施設）　　　　　

診療所101施設

子育て 保育機関21施設／小学校16校　　　　

中学校8校／高校5校                               
※県立きのかわ支援学校小～高まであり

受入協議会
橋本市区長連合会会長
乾（いぬい）さん

わたしたちが応援します！

受入協議会
はしもと河南地区
活性化協議会会長
堀内（ほりうち）さん

ワンストップパーソン
シティセールス推進課
平田（ひらた）さん

ワンストップパーソン
シティセールス推進課
城野（じょうの）さん

橋本市 経済推進部 シティセールス推進課
☎0736-33-6106（直通）
メール chiikisn@city.hashimoto.lg.jp
ホームページ http://kikakhsy.wixsite.com/teijyu
                「はしっこ暮らし」で検索

お問合せ先
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・面積：137.03km²　・総人口：3,211人　（2017年6月1日現在） 

高野町役場

〒648-0281 和歌山県伊都郡高野町高野山636

☎0736-56-3000（代表）

・緑豊かな山々の清 し々さ、歴史・文化・自然が融合した町

です。

・高野山真言宗の聖地「高野山」を中心とする町で、貴重

な文化財・建造物・名所が数多く存在します。

・2004年7月には「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界

遺産に登録され、観光地としても人気があります。

・移住受け入れに積極的な花坂地域をはじめ、各地域で

Iターン、Uターン者の定住を促進しています。

知るほどに深く、
暮らすほどに温かいまち

体験交流施設「おおたき山の学校」

【電車・バス】

●大阪・南海なんば駅から南海高野山駅まで約1時間45分

【車】

●大阪府河内長野市から国道３７１号で橋本市へ　　　　　

橋本市から国道２４号・国道４８０号で約１時間３０分

交通アクセス 生活環境

交通 車／電車／路線バス

お買い物 [町内] 商店／コンビニ

[隣接市町村] スーパー／ホームセンター 

医療 診療所3施設

子育て 保育機関1施設／小学校2校／中学校2校

高校1校

わたしたちが応援します！

こうや暮らしの情報センター（高野町産業観光課内）
☎0736-56-9001
メール koyamachi@town.koya.wakayama.jp
ホームページ https://www.town.koya.wakayama.jp

ワンストップパーソン
高野町産業観光課
大谷（おおたに）さん

受入協議会会長
花坂さくら会
田和（たわ）さん

定住支援制度
・移住定住促進補助事業(町内に住宅を新築または中古

物件を購入する場合に補助金を交付)

・移住奨励空き家活用補助制度

・子ども医療費助成（中学校卒業まで）

お問合せ先

高野町富貴地区

九
度
山
町

く
ど
や
ま
ち
ょ
う

・面積：44.15km²　・総人口：4,226人　（2017年6月1日現在） 

九度山町役場　

〒648-0198 和歌山県伊都郡九度山町九度山1190

☎0736-54-2019（代表）

・慈尊院、丹生官省符神社、高野山町石道（参詣道）など

世界遺産に登録された地域です。

・戦国武将真田幸村ゆかりの地としても知られています。

・日本一の品質を誇る「富有柿」が特産です。

・京阪神とのアクセスが非常に便利です。

・清流「丹生川」が流れ、渓流釣りなど自然が満喫できます。 

京阪神へのアクセス至便
空海、幸村ゆかりの地

真田祭

【電車・バス】

●大阪・南海なんば駅から南海九度山駅まで約1時間15分

【車】

●大阪から阪和自動車道→美原北IC→国道371号で橋本市

を経て約1時間10分

交通アクセス 生活環境

交通 車

お買い物 [町内] 産直市場／コンビニ

[隣接市町村] スーパー／ホームセンター 

医療 診療所5施設

子育て 保育機関1施設／小学校2校／中学校2校

わたしたちが応援します！

九度山町 企画公室
☎0736-54-2019
メール kikaku@town.kudoyama.lg.jp
ホームページ http://www.town.kudoyama.wakayama.jp

ワンストップパーソン
九度山町企画公室
玉置（たまき）さん

受入協議会会長
九度山町区長連絡協議会
堂ノ浦（どうのうら）さん

お問合せ先

定住支援制度
・定住促進支援補助金

・地域優良賃貸住宅（さくら団地）家賃補助

・民間賃貸住宅入居者家賃補助

こいのぼりの丹生川渡し
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ゆ
あ
さ
ち
ょ
う

湯
浅
町

湯浅町で作られている金山寺味噌

・面積：20.80km²　・総人口：11,798人　（2017年6月1日現在） 

湯浅町役場　

〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町青木668番地1

☎0737-63-2525（代表）

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR湯浅駅まで約1時間30分

【車】

●大阪から阪和自動車道→有田ICから国道42号で約5分

交通アクセス 生活環境

交通 車／電車／路線バス

お買い物 [町内] スーパー等施設多数

医療 救急病院1施設／診療所１０施設

子育て 保育機関5施設／小学校5校／中学校1校

高校1校

・熊野詣の宿場町として発展した歴史ある町です。

・熊野古道周辺には、名産品である醤油や金山寺味噌の

老舗が軒を並べ、商家の町家や小路などが今も数多く

残っており、これら一帯は、平成18年に国の「重要伝統

的建造物群保存地区」として選定されました。

・農産物には三宝柑や田村みかんに代表される柑橘類が

あります。

・水産物ではシラスが高い漁獲量を誇っています。 

伝統と歴史を現代に紡ぐ、
醤油発祥の地

わたしたちが応援します！

湯浅町 まちづくり企画課
☎0737-64-1112
メール kikaku@town.yuasa.lg.jp
ホームページ http://www.town.yuasa.wakayama.jp/

ワンストップパーソン
湯浅町まちづくり企画課
枠谷（わくたに）さん

受入協議会会長
まちおこし連絡協議会
前田（まえだ）さん

お問合せ先

定住支援制度
・定住促進奨励金　・保育料助成

・太陽光発電システム設置補助金

昔ながらの町並み

有
田
市

あ
り
だ
し

・面積：36.89km²　・総人口：27,611人　（2017年6月1日現在）

有田市役所

〒649-0392 和歌山県有田市箕島50番地

☎0737-83-1111（代表）

太刀魚料理

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR箕島駅まで約１時間１５分

【車】

●大阪から阪和自動車道→有田ICから国道42号で約5分

交通アクセス

・有田川の河口近くに位置する小さな市で、海・山・川の自

然に恵まれています。

・人気ブランド「有田みかん」の産地で、傾斜地を利用した

ミカン園が独特の景観を創り出しています。

・タチウオ、シラス、アジ、サバ、マダイ、ワカメ、青のりなど海

の幸が豊富で、特にタチウオは全国一です。

・宮崎ノ鼻のあたり一帯は西有田県立自然公園に指定さ

れ、キキョウラン・ユウスゲの群生地としても有名です。

温暖な気候と自然に恵まれた
黒潮かおるみかんの里

生活環境

交通 車／電車／コミュニティバス

お買い物 [市内] スーパー等施設多数

医療 救急病院2施設／診療所58施設

子育て 保育機関7施設／小学校7校／中学校4校

高校1校

定住支援制度
・子ども医療費助成事業(中学校卒業まで）

・病児病後児保育事業

・お試し移住住宅でくらし体験（Ｈ２９．７月～）

有田市 経営企画課
☎0737-83-1111（内322・323）
メール keieikikaku@city.arida.lg.jp
ホームページ http://www.city.arida.lg.jp/

お問合せ先

ワンストップパーソン
有田市経営企画課
石井（いしい）さん

わたしが応援します！

有田のみかん山
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あ
り
だ
が
わ
ち
ょ
う

有
田
川
町

しみず温泉

・面積：351.84km²　・総人口：26,071人　（2017年6月1日現在）

有田川町役場

〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町下津野2018-4

☎0737-52-2111（代表）

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR藤並駅まで約1時間30分　　　

JR藤並駅から有田鉄道バスで約1時間30分

【車】

●大阪から阪和自動車道→有田ICから国道480号で約1時間

交通アクセス（清水地域まで）

【旧吉備町・旧金屋町】　　　　　　　　　　　　　

・全国的にも有名な「有田みかん」は地域ブランドに登録

され、農家の愛情をいっぱいに栽培されています。平地か

ら山の傾斜にかけて、一面にみかん畑が広がっています。                           

【旧清水町】

・日本の棚田百選に選ばれた「あらぎ島」があり、その周辺

地域は、平成25年「国選定重要文化的景観」に選定さ

れ昔ながらの風景を守っています。

・清水地域は、山林面積が約80％の山間部であり、その

気候と豊かな水を生かし「水稲」や「ぶどう山椒」、「トマ

ト」等栽培しています。

・「ぶどう山椒」の発祥地で、生産量日本一を誇っています。

清流 有田川上流の山椒の郷

生活環境（清水地域内）

交通 車／路線バス／コミュニティバス

お買い物 [町内] 商店／ドラッグストア／産直市場

医療 病院3施設／診療所2施設

子育て 保育機関1施設／小学校3校／中学校2校

あらぎ島

わたしたちが応援します！

有田川町 清水行政局産業振興室
☎0737-52-2111（代）
メール s.sangyoshinko@town.aridagawa.lg.jp
ホームページ http://www.town.aridagawa.lg.jp

ワンストップパーソン
有田川町清水行政局
産業振興室

青石（あおいし）さん

受入協議会会長
清水地域田舎暮らし
支援協議会
亀井（かめい）さん

お問合せ先

定住支援制度
・短期滞在型施設「ししがせの家」　

・定住奨励金　・子どもの医療費無料（中学校卒業まで）

広
川
町

ひ
ろ
が
わ
ち
ょ
う

プライベートリバー津木

・面積：65.33km²　・総人口：7,013人　（2017年6月1日現在）

広川町役場

〒643-0071 和歌山県有田郡広川町広1500番地

☎0737-63-1122（代表）

・阪和自動車道（湯浅御坊道路）のインターチェンジが町

内に2箇所あります。

・津木地域（移住推進地域）には交流促進施設「滝原温

泉ほたるの湯」があります。

・広川町は「稲むらの火」で有名な濱口梧陵翁生誕の地

です。

・プライベートリバー津木は、広川のきれいな水と豊かな自

然を感じられる都市農村交流拠点となっています。

・ツーギー谷のお花畑では、きれいな花とゆったりとした時

間を楽しむことができます。

都会と行き来しやすい
ホタルの飛び交う町

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR湯浅駅まで約1時間30分　　　

JR湯浅駅から御坊南海バスで約30分。権保橋バス停下車

【車】

●大阪から阪和自動車道→湯浅御坊道路広川ICから５分また

は広川南ICからすぐ

交通アクセス（津木地域まで）

32

生活環境

交通 車／路線バス

お買い物 [町内] 商店

[隣接市町村] スーパー／ホームセンター 

医療 診療所3施設

子育て 保育機関2施設／小学校3校／中学校2校

わたしたちが応援します！

広川町 企画政策課
☎0737-23-7731
メール kikaku4@town.hirogawa.wakayama.jp
ホームページ http://www.town.hirogawa.wakayama.jp/

ワンストップパーソン
広川町総務政策課
中山（なかやま）さん

受入協議会住宅協力員
広川町移住者受入協議会

古瀬（こせ）さん

お問合せ先

定住支援制度
・定住促進奨励金　・空き家改修事業補助金

・学校給食費補助金制度

ツーギー谷のお花畑
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み
は
ま
ち
ょ
う

美
浜
町

煙樹ヶ浜（遠景）

・面積：12.77km²　・総人口：7,349人　（2017年6月1日現在）

美浜町役場

〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138-278

☎0738-22-4123（代表）

・和歌山県で2番目に面積が小さな町です。

・町の南には近畿最大の松林と煙樹ヶ浜（日本の白砂青

松100選）が広がっています。

・煙樹ヶ浜では昔ながらの地曳網漁が現在も行われ、生き

たまま水揚げされるシラスは鮮度最高です。

・2016年には「アンテナショップMIHAMA」を新規開設す

るなど、様 な々地域活性化プロジェクトに取り組んでいます。

美しい夕陽、白砂青松の海岸に
心癒される小さなまち

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR御坊駅まで約１時間４５分

　JR御坊駅から御坊南海バス「海猫島行き」乗車

【車】

●大阪から阪和自動車道→湯浅御坊道路 御坊IC→国道４２

号線で約１５分

交通アクセス 生活環境

交通 車／路線バス

お買い物 [町内] コンビニ／産直市場／商店

[隣接市町村] スーパー／ホームセンター         

　　　　　　 ドラッグストア

医療 病院1施設／診療所6施設

子育て 保育機関2施設／小学校2校／中学校1校

美浜町 防災企画課
☎0738-23-4902
ホームページ http://www.town.mihama.wakayama.jp/

お問合せ先

ワンストップパーソン
美浜町防災企画課
田中（たなか）さん

わたしが応援します！

御
坊
市

ご
ぼ
う
し

カヌー体験

・面積：43.91km²　・総人口：24,179人　（2017年6月1日現在）

御坊市役所

〒644-8686 和歌山県御坊市薗350番地

☎0738-22-4111（代表）

自然、歴史、ロマンあふれる
紀中の中核都市

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR御坊駅まで約１時間４５分

【車】

●大阪から阪和自動車道→湯浅御坊道路 御坊ICから約１０分

交通アクセス 生活環境

交通 車／電車／路線バス

お買い物 [市内] スーパー等施設多数

医療 救急病院3施設／診療所50施設

子育て 保育機関12施設／小学校6校／中学校6校

高校3校

・「花のまち ごぼう」と呼ばれるほど花卉栽培が盛んで、特

にスターチスは全国屈指の出荷量を誇っています。

・聖武天皇の生母「宮子姫」の生誕の地です。

・古い街並みが残る寺内町や、日本最古の青銅器鋳型が

発掘された堅田遺跡など、歴史とロマンあふれる町です。

・日高川流域ではカヌーやゴルフ、オートキャンプなどが楽し

めます。

・市内を走る紀州鉄道は”西日本一短い鉄道”として全国

の鉄道ファンにも人気です。

・乳幼児、子ども医療費助成制度（１８歳年度末まで）

・子育て応援給付金（第3子以降）

・病児・病後児保育

御坊市 総務部 企画課
☎0738-23-5518
ホームページ http://www.city.gobo.wakayama.jp/

お問合せ先

ワンストップパーソン
御坊市総務部企画課
三木（みき）さん

わたしが応援します！

定住支援制度
・マイホーム取得支援事業

・チャイルドシート購入助成

・出生祝金及び子育て応援給付金制度（第３子以降）

紀州鉄道 日ノ岬から望むアメリカ村

定住支援制度
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ゆ
ら
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う

由
良
町

・面積：30.94km²　・総人口：5,629人　（2017年6月1日現在） 

由良町役場　

〒649-1111 和歌山県日高郡由良町里1220-1

☎0738-65-0200（代表）

日本有数の景勝地

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR湯浅駅まで約１時間３０分        

JR湯浅駅からJR紀伊由良駅まで約１０分

【車】

●大阪から阪和自動車道→湯浅御坊道路 広川IC→国道４２

号で約１５分

交通アクセス

交通 車／電車／路線バス

お買い物 [町内] スーパー／コンビニ

[隣接市町村] ホームセンター 

医療 診療所2施設

子育て 保育機関1施設／小学校3校／中学校1校

・大阪市内から電車・車とも約90分、和歌山県のほぼ中

央の位置にあります。

・日本の渚百選に選ばれた「白崎海岸」は散策に適してい

ます。

・タイ・アジ・サバ・ハマチ・イサギなど、さまざまな釣りが楽し

めるフィッシングスポットが多数あります。

・白崎海洋公園ではダイビングが楽しめます。 

青い海と白亜の岩壁に囲まれた
風光明媚な町

わたしたちが応援します！

由良町 総務政策課
☎0738-65-1801
メール kikakuseisaku@town.yura.lg.jp
ホームページ http://www.town.yura.wakayama.jp/

ワンストップパーソン
由良町総務政策課
川口（かわぐち）さん

受入協議会会長
由良町区長会
中田（なかた）さん

お問合せ先

定住支援制度
・新婚世帯家賃補助　・おむつ助成（2歳まで）

・子どもの医療費無料(中学校卒業時まで)

展望台から見た白崎海岸

生活環境

日
高
町

ひ
だ
か
ち
ょ
う

・面積：46.19km²　・総人口：7,658人　（2017年6月1日現在）

日高町役場

〒649-1213 和歌山県日高郡日高町高家626番地

☎0738-63-2051（代表）

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR御坊駅まで約１時間４５分          

JR御坊駅からJR紀伊内原駅で下車、徒歩５分

【車】

●大阪から阪和自動車道→湯浅御坊道路 川辺ICから約10分

交通アクセス 生活環境

交通 車／電車

お買い物 [町内] スーパー／ホームセンター／コンビニ

[隣接市町村] 商店／産直市場         　　

　　　　　　 ドラッグストア

医療 診療所4施設

子育て 保育機関3施設／小学校3校／中学校1校

みちしおの湯

・温暖な気候と肥沃な土地を生かして、良質の米や野菜な

どを生産しています。

・県下屈指のきれいな海岸には釣りスポットが多数あり、一

年を通じて釣りを楽しめます。

・地元特産の高級魚「クエ」を主役に、まちおこし・地域活

性化を進めています。

・熊野古道の史跡が数多く残る原谷地区は、全国一の

「黒竹」の生産地です。

・温泉館「海の里」みちしおの湯は、自然を満喫できる癒し

スポットとして親しまれています。

きれいな海岸は県下屈指！
”クエのまち日高”

定住支援制度
・子どもの医療費無料（高校卒業まで）

日高町 総務政策課
☎0738-63-2051
メール soumu@town.wakayama-hidaka.lg.jp
ホームページ http://www.town.wakayama-hidaka.lg.jp/

お問合せ先

ワンストップパーソン
日高町総務政策課
田嶋（たしま）さん

わたしが応援します！

産湯海水浴場
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み
な
べ
町

・面積：120.28km²　・総人口：12,417人　（2017年6月1日現在）

みなべ町役場　

〒645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝742番地

☎0739-72-2015（代表）

・梅のトップブランド「南高梅」の誕生の地で、日本一の梅

の里として知られています。

・町の木ウバメガシを使った紀州備長炭は、世界の最高傑

作として高く評価されています。

・美しい山・川の大自然を有しています。

・美しいリアス式の海岸線は千里の浜や鹿島などの景勝

地に恵まれ、磯釣りや磯遊びが楽しめます。

・千里の浜は、本州一を誇るアカウミガメ産卵地です。

・800種類を超える近海ものの鮮魚介類が水揚げされる、

海の幸の宝庫です。

風光明媚な景観を誇る
日本一の梅の里

みなべ温泉

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR南部駅まで約2時間              

JR南部駅から南部タクシー定期便

【車】

●大阪から阪和自動車道→みなべIC→みなべICから清川地域

へ約20分

交通アクセス 生活環境

交通 車／タクシー定期便

お買い物 [町内] スーパー／ホームセンター　　　　

　　　コンビニ／商店

医療 病院8施設／診療所1施設

子育て 保育機関8施設／小学校5校／中学校3校

高校1校

生活環境

交通 車／電車／路線バス／コミュニティバス

お買い物 [町内] スーパー／ホームセンター　　　　

　　　ドラッグストア／コンビニ／商店

医療 診療所7施設

子育て 保育機関1施設／小学校4校／中学校4校

岩代梅林

定住支援制度
・若者定住促進事業（賃貸住宅等家賃助成事業（最大２

万円）、新築住宅等取得助成事業（１００万円））

・子育ていなみっ子施策（県下一安い保育料、５歳児無料）

・子ども医療費助成（高校卒業まで）

わたしたちが応援します！

みなべ町 産業課
☎0739-72-1337
メール sangyo@town.minabe.lg.jp
ホームページ http://www.town.minabe.lg.jp/

ワンストップパーソン
みなべ町産業課
長瀬（ながせ）さん

受入協議会会長
清川の会

石上（いしがみ）さん

お問合せ先

定住支援制度
・紀州材で建てる住宅支援事業（最大２０万円）

・子ども医療費助成（高校卒業まで）

・保育料助成（第２子以降）

印
南
町

い
な
み
ち
ょ
う

・面積：113.62km²　・総人口：7,871人　（2017年6月1日現在）

印南町役場

〒649-1534 和歌山県日高郡印南町印南2570

☎0738-42-0120（代表）

・かえるをモチーフとした印南町のシンボル「かえる橋」に

は、町発展への願いが込められています。

・高級品として人気の「真妻わさび」発祥の地です。

・かつお節発祥の地です。

・小玉スイカ、ミニトマト、えんどうなどの生産が盛んです。

・光ファイバー町内全域敷設済です。

太陽と黒潮の恵みを受ける
歴史と伝統の町

上洞棚田

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR御坊駅まで約１時間４５分          

JR御坊駅からJR印南駅まで約20分

【車】

●大阪から阪和自動車道→印南ICまで約2時間

交通アクセス

かえる橋

印南町 企画政策課
☎0738-42-1736
メール kikaku@town.wakayama-inami.lg.jp
ホームページ http://www.town.wakayama-inami.lg.jp/

お問合せ先

わたしたちが応援します！

ワンストップパーソン
印南町役場企画政策課
玉置（たまき）さん

受入協議会副会長
印南町移住推進協議会
中村（なかむら）さん
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田
辺
市

・面積：1,026.91km²　・総人口：72,933人　（2017年6月1日現在）

田辺市役所

〒646-1192 和歌山県田辺市新屋敷町1

☎0739-22-5300（代表）

近露の里山風景

求める田舎がここにある
近畿一広い地方都市･田辺

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR紀伊田辺駅まで約2時間

【車】

●大阪から阪和自動車道→南紀田辺IC→南紀田辺ICから龍

神地域へ約40分・中辺路地域へ約30分・本宮地域へ約1時

間10分

交通アクセス

交通 車／路線バス／コミュニティバス

お買い物 [市内] スーパー等施設多数

医療 病院4施設／診療所12施設

子育て 保育機関25施設／小学校28校　　　　

中学校14校／高校5校

生活環境

・美しい海・山・川の大自然を有している紀南の中核都市

です。

・龍神温泉や湯の峰温泉など有名な温泉が市内各地に

あります。

・世界遺産「熊野古道」や「熊野本宮大社」など歴史的文

化資源を数多く有します。

・医療・福祉施設が充実しています。

・龍神・中辺路・本宮地域に短期滞在住宅があります。 

（→11P）

定住支援制度
・移住推進空き家改修支援事業

・移住者起業支援事業

・短期滞在施設（龍神、中辺路、本宮地域）

わたしたちが応援します！

田辺市 山村林業課
☎0739-48-0303
メール sanson@city.tanabe.lg.jp/
ホームページ http://www.tanabe-teiju.jp/

ワンストップパーソン
田辺市山村林業課
平谷（ひらたに）さん

受入協議会会長
田辺市定住支援協議会
柏崎（かしわざき）さん

お問合せ先

日
高
川
町

ひ
だ
か
が
わ
ち
ょ
う

・面積：331.59km²　・総人口：9,602人　（2017年6月1日現在）

日高川町役場

〒649-1324 和歌山県日高郡日高川町土生160番地

☎0738-22-1700（代表）

・大阪市内から電車、車ともアクセスが容易です。

・移住の先輩たちが多く、安心して地域に入ることができます。

・畑付きの短期滞在住宅があります。（→１１P）

・「安珍清姫伝説」で有名な道成寺があります。

・全国有数のやまびこスポット「ヤッホーポイント」があります。

・紀州備長炭の生産量が日本一です。 

「日高川」に沿って広がる
自然豊かなまち

田舎暮らし現地体験会、短期滞在住宅見学

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR御坊駅まで約1時間4５分         

JR御坊駅から御坊南海バスで各地域へ

【車】

●大阪から阪和自動車道→湯浅御坊道路 川辺ICから各地域へ

交通アクセス 生活環境

交通 車／路線バス／コミュニティバス

お買い物 [町内] スーパー／商店／コンビニ 　　　　

　　    産直市場

医療 病院5施設／診療所3施設

子育て 保育機関４施設／小学校９校／中学校５校

高校２校

わたしたちが応援します！

日高川町 企画政策課定住促進室
☎0738-23-9511
メール teijyu@town.hidakagawa.lg.jp
ホームページ http://www.town.hidakagawa.lg.jp/

ワンストップパーソン
日高川町定住促進室
直川（のうがわ）さん

受入協議会会長
ゆめ倶楽部21
山下（やました）さん

お問合せ先

定住支援制度
・田舎暮らし短期滞在施設でお試し移住体験

・子ども医療費助成（高校卒業まで）　

・学童保育所の開設

豊かな紀伊山地の山 と々美しい渓流に抱かれたのどかな町 中辺路町高原の棚田と見渡した風景
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上
富
田
町

富田川

・面積：57.37km²　・総人口：14,995人　（2017年6月1日現在）

上富田町役場

〒649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地

☎0739-47-0550（代表）

・自然豊かな田舎でありながら、便利な生活環境が整って

います。

・近年Iターン希望者が増え、紀南地方で唯一人口が増え

ている町です。

・熊野の入口として知られ、歴史ある「熊野古道」を身近に

感じながら生活できます。

・県内唯一のフルマラソン「紀州口熊野マラソン大会」を

毎年開催しています。

・梅・みかんを中心とした農業や、食品加工製造業、金属

やボタン加工等の製造業などが盛んです。

自然にあふれ生活便利なまちで
”ほどよい田舎暮らし”

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR紀伊田辺駅まで約2時間　　　

JR紀伊田辺駅から明光バスで約15分

【車】

●大阪から阪和自動車道→上富田IC

交通アクセス

交通 車／電車／路線バス／コミュニティバス

お買い物 [町内] スーパー等施設多数

医療 病院1施設／診療所8施設

子育て 保育機関4施設／小学校5校／中学校1校

高校1校

富田川

上富田町 総務政策課
☎0739-34-2370
メール soumu@town.kamitonda.lg.jp
ホームページ http://www.town.kamitonda.lg.jp/

お問合せ先

ワンストップパーソン
上富田町総務政策課
出羽（でわ）さん

わたしが応援します！

定住支援制度
・子育て支援センター　・子ども一時預かり

・チャイルドシート購入費助成

白
浜
町

し
ら
は
ま
ち
ょ
う

川添茶

・面積：200.98km²　・総人口：21,062人　（2017年6月1日現在）

白浜町役場

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地

☎0739-43-5555（代表）

・日本三古湯である白浜温泉があります。

・日本の渚百選に選ばれた白良浜は、夏には海水浴場とし

て開設され、多くの海水浴客が訪れます。

・三段壁、千畳敷や円月島等、名勝地、景勝地が多数あり

多くの観光客が訪れます。

・世界遺産「熊野古道」の富田坂、仏坂が通っています。

・日置川地域（移住推進地域）は、県内における農家民泊

の先進地です。

・日置川地域は、カヌーや農業、藍染め体験などの体験観

光プログラムが豊富です。

輝きとやすらぎと交流のまち 白浜

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR白浜駅まで約２時間１５分

【車】

●大阪から阪和自動車道→日置川IC

交通アクセス 生活環境

交通 車／路線バス／コミュニティバス（要予約）

お買い物 [町内] スーパー／ホームセンター　　　　

　　　コンビニ

医療 病院2施設／診療所13施設

子育て 保育機関8施設／小学校10校／中学校4校

わたしたちが応援します！

白浜町 日置川事務所
☎0739-52-2302
メール chiiki@town.shirahama.lg.jp
ホームページ http://www.minamikishu.com/

ワンストップパーソン
白浜町日置川事務所
産業建設係
羽山（はやま）さん

受入協議会会長
一般社団法人南紀州交流

公社理事長
奥山（おくやま）さん

お問合せ先

定住支援制度
・子どもの医療費無料（中学校卒業まで）

日置の町の風景

生活環境
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新
宮
市

熊野川川舟下り

・面積：255.23km²　・総人口：28,337人　（2017年6月1日現在）

新宮市役所

〒647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号

☎0735-23-3333（代表）

・熊野三山へと続く世界遺産「熊野古道」の要所です。

・名勝「瀞峡」めぐりや熊野川川舟下りが有名です。

・勇壮な火祭り「御燈祭り」、南紀随一の船祭り「御船祭」

など、郷土色豊かな祭りが一年を通じて行われています。

・短期滞在住宅があります。（→１１P）

・空き家・空き農地バンク制度で田舎暮らしを支援します。 

熊野川を眼下に、
広大な自然に抱かれた田舎暮らし

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR新宮駅まで約３時間５０分

【車】

●大阪から阪和自動車道→南紀田辺IC→国道311号→田辺

市本宮町を経て約1時間30分

交通アクセス

定住支援制度
・しんぐうファミリー・サポート・センター　

・新規開業にぎわい支援事業補助金

・インターネット活用販路拡大事業補助金

生活環境

交通 車／電車／路線バス／コミュニティバス

お買い物 [市内] スーパー等施設多数

医療 病院3施設／診療所33施設

子育て 保育機関14施設／小学校5校／中学校6校   

高校3校

わたしたちが応援します！

新宮市 熊野川行政局住民生活課
☎0735-44-0301
メール k-jyumin@city.shingu.lg.jp
ホームページ  https://www.city.shingu.lg.jp/

ワンストップパーソン
新宮市熊野川
行政局住民生活課
山本（やまもと）さん

受入協議会会長
熊野川地域森林と川の
資源活用ほんもの会
上野（うえの）さん

新宮市高田移住
定住促進協議会
葛藪（くずやぶ）さん

お問合せ先

す
さ
み
町

す
さ
み
ち
ょ
う

里山風景

・面積：174.46km²　・総人口：3,955人　（2017年6月1日現在）

すさみ町役場

〒649-2621 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見4089

☎0739-55-2004（代表）

・平成28年9月に、移住・定住や観光情報の発信に強化

したすさみ町総合情報センターがOPENしました。

・海岸線は豪壮なリアス式海岸で、吉野熊野国立公園に

指定されています。

・「ケンケン鰹」で有名なカツオ漁や伊勢エビ漁などが盛ん

です。

・トローリングなどマリンスポーツが楽しめます。

・可憐な花をつけるキイジョウロウホトトギスが群生しています。

・日本におけるレタス栽培発祥の地です。

・イノブタ肉「イブの恵み」が名物です。

黒潮踊る枯木灘と
深緑の山々に囲まれた町

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR周参見駅まで約2時間40分

【車】

●大阪から阪和自動車道→すさみIC

交通アクセス 生活環境

交通 車／電車／コミュニティバス

お買い物 [町内] スーパー／商店／コンビニ

医療 病院1施設／診療所3施設

子育て 保育機関2施設／小学校2校／中学校1校

わたしたちが応援します！

すさみ町 地域未来課
☎0739-55-4801
メール mirai@town.susami.lg.jp
ホームページ http://www.town.susami.lg.jp/

すさみ町総合情報センター
☎0739-33-7100
メール susami@chic.ocn.ne.jp

ワンストップパーソン
すさみ町地域未来課
水上（みずかみ）さん

受入協議会会長
すさみ町総合情報センター

集落支援員
二見（ふたみ）さん

お問合せ先

定住支援制度
・出産祝い金（１０万、第３子以降１５万）

・保育所からの英語教育　・サマーチャレンジ教室

周参見地域の風景 平野地区ひまわり畑
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太
地
町

くじらの博物館

・面積：5.81km²　・総人口：3,008人　（2017年6月1日現在）

太地町役場

〒649-5171 和歌山県東牟婁郡太地町太地3767-1

☎0735-59-2335（代表）

・和歌山県で一番面積が小さな町です。

・日本の古式捕鯨発祥の地で、町内にはくじら博物館があ

ります。

・海岸線には遊歩道が整備され、自然美を堪能しながら散

策を楽しむことができます。

・郷土が生んだ画家・石垣栄太郎氏の記念館や落合博満

野球記念館など文化施設も充実しています。

・町内の移動をスムーズにするため「町営じゅんかんバス」

が運行しています。

太陽と自然の恵みがいっぱい
歴史と文化薫るクジラの町

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR太地駅まで約3時間40分

【車】

●大阪から阪和自動車道→すさみ南IC→国道４２号で約４時間

交通アクセス 生活環境

交通 車／コミュニティバス

お買い物 [町内] スーパー

[隣接市町村] ホームセンター／コンビニ         

　　　　　　 ドラッグストア

医療 診療所1施設

子育て 保育機関1施設／小学校1校／中学校1校

定住支援制度
・乳幼児・就学児医療費助成（高校卒業まで）

・給食費補助

・姉妹都市との交流事業（オーストラリアブルーム市）

太地町 総務課
☎0735-59-2335（代）
ホームページ http://www.town.taiji.wakayama.jp/

お問合せ先

ワンストップパーソン
太地町総務課
久保（くぼ）さん

わたしが応援します！

那
智
勝
浦
町

な
ち
か
つ
う
ら
ち
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う

農作業体験：藁まき

・面積：183.31km²　・総人口：15,107人　（2017年6月1日現在）

那智勝浦町役場

〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地7丁目1-1

☎0735-52-0555（代表）

・熊野那智大社、那智山青岸渡寺、那智の滝、熊野古道

といった世界遺産や泉源数県内一の温泉があります。

【色川地域】

・色川地域（移住推進地域）は、Iターン者受け入れ４０年

近い歴史を持っています。

・色川地域は、地元住民とIターン者が一体となって住民主

体の地域振興に取り組んでいます。

・本州で最も早摘みされる色川茶の産地です。

・家族用２世帯と単身用４世帯の短期滞在住宅がありま

す。（→１1P）

色川地域は住民の４割がIターン者
移住者受け入れ先駆けの里

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR紀伊勝浦駅まで約3時間30分  

JR紀伊勝浦駅から町営バスで約50分

【車】

●大阪から阪和自動車道→すさみ南IC→国道42号線で約4時間

交通アクセス（色川地域まで） 生活環境

交通 車／電車／路線バス

お買い物 [町内] スーパー等施設多数

医療 病院1施設／診療所10施設

子育て 保育機関8施設／小学校6校／中学校4校

定住支援制度
・紀州材需要拡大事業補助金

・子どもの医療費助成（中学校卒業まで）

・お試し移住生活

わたしたちが応援します！

那智勝浦町 観光産業課
☎0735-29-4455
色川地域振興推進委員会
メール info@wakayama-irokawa.com/
ホームページ http://www.wakayama-irokawa.com/

ワンストップパーソン
那智勝浦町観光産業課
赤岡（あかおか）さん

受入協議会会長
色川地域振興推進委員会
新宅（しんたく）さん

お問合せ先

昔ながらの暮らしが息づく山里 高台から眺める太地港
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北山川観光筏下り

・面積：48.20km²　・総人口：438人　（2017年6月1日現在） 

北山村役場

〒647-1603 和歌山県東牟婁郡北山村大沼42

☎0735-49-2331（代表）

・和歌山県でありながら県内のどの市町村とも隣接しない、

全国唯一の飛び地の村です。

・村の97%を山林が占め、すぐそばを北山川が流れる豊か

な自然が魅力です。

・北山川では全国で唯一、観光筏下りを体験できます。

・柑橘類「じゃばら」の原産地で、生産加工販売が盛んです。

全国唯一の飛び地の村で
“ゆるり”田舎暮らし

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR新宮駅まで約3時間50分　　　

JR新宮駅からJR熊野市駅まで約30分　　　　　　　　

JR熊野市駅から村営バスで約60分

【車】

●大阪から南阪奈道路→大和高田バイパス橿原から約2時間

30分

交通アクセス 生活環境

交通 車／村営バス

お買い物 [村内] コンビニエンスストア

[隣接市町村] スーパー等施設多数

医療 診療所1施設　

子育て 保育機関1施設／小学校1校／中学校1校

わたしたちが応援します！

北山村 政策推進室
☎0735-49-2331
メール kitasou@vill.kitayama.lg.jp
ホームページ http://www.vill.kitayama.wakayama.jp

ワンストップパーソン
北山村政策推進室
小林（こばやし）さん

受入協議会会長
北山村受入協議会
山口（やまぐち）さん

お問合せ先

定住支援制度
・住宅取得補助金　・海外語学研修　・保育料無料

じゃばら畑

古
座
川
町

こ
ざ
が
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う

ふるさと定住センターで農作業体験：柚子採り

・面積：294.23km²　・総人口：2,695人　（2017年6月1日現在）

古座川町役場

〒649-4104 和歌山県東牟婁郡古座川町高池673-2

☎0735-72-0180（代表）

・田舎暮らしを支援する県の施設「ふるさと定住センター」

があります。

・特産品「ゆず」の生産加工品販売が盛んです。

・国指定天然記念物「一枚岩」など奇岩が点在しています。

・県内一の銀杏（いちょう）の巨木は、紅葉の有名スポット

です。

・町内2地区に短期滞在住宅があります。 （→１１P）

清流古座川が流れる
レクリエーションとゆずの里

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR古座駅まで約３時間２０分

【車】

●大阪から阪和自動車道→すさみ南IC→国道42号で約3時間

交通アクセス 生活環境

交通 車／路線バス

お買い物 [町内] スーパー

[隣接市町村] コンビニ／ホームセンター         

　　　　　　 ドラッグストア

医療 診療所５施設

子育て 保育機関2施設／小学校3校／中学校2校

定住支援制度
・移住定住者新築住宅等補助金

・木造住宅等推進事業　・０歳からの英語教育

わたしたちが応援します！

古座川町 産業建設課
☎0735-72-0180
メール info@town.kozagawa.lg.jp
ホームページ http://www.kozagawa.com/inaka/

ワンストップパーソン
古座川町産業建設課
海野（うみの）さん

受入協議会会長
古座川町

産業振興委員会
日下（くさか）さん

お問合せ先

古座川町直見地区の風景
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橋杭岩

・面積：135.67km²　・総人口：15,947人　（2017年6月1日現在）

串本町役場

〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町串本1800番地

☎0735-62-0555（代表）

・黒潮の恵みを受けて冬は暖かく夏も過ごしやすい地域です。

・ラムサール条約湿地に登録された珊瑚の海が広がって

います。

・スキューバダイビングなどマリンスポーツが盛んです。

・大島の樫野埼灯台は「水仙」の群生地として有名です。

・無量寺では、円山応挙と長沢芦雪のふくま絵を所蔵して

います。

・カツオ漁、伊勢エビ漁、マグロの養殖が盛んです。

本州最南端、
常春の町で田舎暮らし

【電車・バス】

●JR新大阪駅から特急でJR串本駅まで約３時間

【車】

●大阪から阪和自動車道→すさみ南IC→国道４２号経由で約３

時間

交通アクセス 生活環境

交通 車／電車／コミュニティバス

お買い物 [町内] スーパー等施設多数

医療 病院1施設／診療所15施設

子育て 保育機関6施設／小学校9校／中学校5校

高校1校

わたしたちが応援します！

串本町 産業課
☎0735-62-0558
メール sangyou@town.kushimoto.lg.jp
ホームページ http://www.inakagurashi-kushimoto.jp/

ワンストップパーソン
串本町産業課
渡瀬（わたせ）さん

受入協議会会長
串本町移住・
交流推進協議会
嶋本（しまもと）さん

お問合せ先

高台から見た橋杭海水浴場周辺の風景

定住支援制度
・紀州材利用定住促進住宅等建築費補助金　

・出産祝い金（第３子１０万、第４子以降３０万）

・子どもの医療費無料（中学校卒業まで）

わかやま暮らし相談窓口

facebook twitter instagram
https://www.facebook.com/nago
migurashi.wakayama/

https://www.instagram.com/nago
migurashi.wakayama/

https://twitter.com/wakayamagur
ashi/

最新の移住・定住情報を発信中！

和歌山県移住ポータルサイト・空き家情報

http://www.wakayamagurashi.jp/

わかやま定住サポートセンター
〒640-8033 和歌山県和歌山市本町1-22 
Wajima本町ビル1階
☎073-422-6110　FAX:073-422-6150
メール:wakayama-teijyu01@bz04.plala.or.jp
案内時間：水曜～月曜（火、祝日定休） 9:30～18:00

わかやま定住サポートセンター
（ふるさと回帰支援センター内）
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8階
☎03-6269-9883　FAX:03-6273-4404
メール:wakayama1@furusatokaiki.net
案内時間：水曜～日曜（月、火、祝日定休）10:00～18:00
※夏季休業期間、年末年始休業期間はお休みです。

和歌山県についての観光情報　
和歌山県名古屋観光センター
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-1中日ビル4Ｆ
☎052-263-7273　FAX：052-265-0327
メール：nagoya@wakayama-kanko.or.jp
案内時間9:00～17:45（月曜～金曜）
※祝日、年末年始はお休みです。

わかやま定住サポートセンター
（大阪ふるさと暮らし情報センター内）
〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋2-31
シティプラザ大阪内
☎06-4790-3000　FAX:06-4790-3111
メール:wakayama@osaka-furusato.com
案内時間:火曜～土曜 10：00～18：00
※木曜日以外に面談をご希望の方は、事前に連絡してください。
※夏季休業期間、年末年始休業期間はお休みです。

和歌山県ふるさと定住センター
〒649-4222 和歌山県東牟婁郡古座川町直見212
☎0735-78-0005　FAX:0735-78-0150
メール:furusato51@zc.ztv.ne.jp
案内時間：月曜～金曜（土、日、祝日定休） 9:00～17:00
※年末年始はお休みです。

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館地下1階
☎03-3216-8000　FAX：03-3216-8002
メール：kishukan@wakayama-kanko.or.jp
案内時間：10:00～19:00（日曜、祝日は18:00まで）
※年末年始はお休みです。

和歌山県観光情報、特産品の販売
わかやま紀州館

WAKAYAMA LIFE
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アクセスマップ

【新幹線+在来線】

●東京駅～和歌山駅：約3時間30分

【飛行機】

●羽田空港～関西空港：約70分

●羽田空港～南紀白浜空港:約70分

東京ー和歌山

【在来線】

●新大阪駅～和歌山駅：約1時間

●難波駅～和歌山市駅：約1時間

【車】

●吹田JCT～和歌山IC:約1時間10分

大阪ー和歌山

【新幹線+在来線】

●名古屋駅～和歌山駅：約1時間50分

【車】

●名古屋IC～和歌山IC:約3時間

名古屋ー和歌山

24

168

169

311

川辺IC

京奈和 自
動
車
道橋本橋本

五条

王寺


