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御杖村MAP

奈良県

奥宇陀わくわくバス
約49分

電車・バスの場合

●大阪・京都方面から ●大阪方面から
名阪国道・針ICより国道369号で
宇陀市榛原経由で約60分（35km)

●名古屋方面から
名阪国道・上野ICより国道368号で
名張市経由で約60分（40km）

車の場合
御杖村までは
ふれあいバスで！

所在地：奈良県宇陀郡御杖村
面　積：79.58k㎡（内90％が山林）
気　象：内陸性気候、冷涼多雨地帯
病　院：御杖村国民健康保険診療所
保育所：御杖保育所
小学校：御杖小学校
中学校：御杖中学校

道の駅 伊勢本街道 御杖
みつえ温泉「姫石の湯」

岡田の谷の半夏生園

姫石明神

御杖神社

不動の滝

四社神社安能寺

みつえ体験交流館御杖村役場

みつえ
青少年旅行村

みつえ高原牧場

春日神社
（土屋原）

春日神社（桃俣）
宿泊施設「三季館」

川
張
名

name

近鉄榛原駅 掛西口バス停 御杖村

三重交通バス
約54分

●名古屋方面から

近鉄名張駅 敷津バス停 御杖村
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御杖村の概要
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理想の移住をイメージしてみよう！

チェックしてみよう！ あなたと御杖村のマッチング

・どんな仕事？ →

・どんな暮らし？ →

・どんな家？ →

・休みの日は何する？ →

・ほかにも理想が？ →

「やりたいこと」と「住みたい環境」
何が魅力で自分と
何がマッチするのか
移住の目的は

決めておいた方がいいらしい

がすべて が４～5 つ が 0～3 つ
御杖村への移住を
オススメします

ぜひ一度、御杖村へ 
来てください

御杖村の魅力を
お伝えします

移住の理由は、
自然が豊かなところで暮らしたい。
「自然が豊か、奈良、移住」
それだけでもたくさんの
地域が出てきて正直迷う。
移住の決め方って

どうしたらいいんだろう。

移住の目的を
決めよう

まずは、どんな目的があって移住したい
のか明確にしましょう。やりたいことは
何なのか、住む環境の重視するポイン
トはどこなのか、ハッキリとさせること
で、次のステップに進みやすくなります。

情報を集めよう

御杖村でどんなことができるのか、ど
んな暮らしが実現できるのか、もっと
詳しくイメージするために、自然環境
や人、イベント、特産品など、さまざ
まなジャンルの情報を収集しましょう。

住居を探そう

暮らす上で重要視されるのが住居で
す。子育てにやさしい家、仕事場との
共同空間のある家、自然に囲まれた家
など、自分や家族のライフスタイルに
あった家を探してみましょう。

暮らしを
イメージしよう

実際に御杖村に移住された先輩方に、
たくさん話を聞きましょう。日々の様子、
移住のポイント、これからの展望など、 
暮らしてみてわかることを伺い、もっと
深く御杖村を知りましょう。

仕事を考えよう

御杖村には、仕事における新しい可能
性が広がっています。御杖村で働く、
村外に働きに出る、起業する、就農す
る。仕事のあらゆる可能性を考えてみ
ましょう。

P.3

P.4-5P.6-7

P.8-9 P.10-11

結果

やりたいこと 住みたい環境

キレイな空気や澄んだ川、周りに
は自然がいっぱい。四季ごとの
風景も見事です。

自然の中で子育てしたい、
アウトドアな暮らしがしたい

起業の種類もさまざま。農業、ク
リエイティブ系、飲食店など、そ
の可能性は無限大です。

田舎で起業したい

空き家を買って改修できるほか、
新築を建てることも可能。庭付き
一軒家も夢ではありません。

一軒家に住みたい

御杖村は高い標高に位置して
いるため気温は低く、夏でも快
適に過ごすことができます。

夏は涼しいところで
暮らしたい

特に子どもたちはいつも気にか
けてもらえ、地域全体で子育て
をするような安心感があります。

人が温かいところで
暮らしたい

源流に近いところの水を使って
産物を育てているため、新鮮野
菜や加工品、全てが美味しい。

水も食べ物も美味しい
ところで暮らしたい

３２



http://mitsue-kanko.jp

観光情報や、イベント情報などを
詳しく知りたい方は

御杖村観光協会
ホームページ
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御杖村に住むなら

交通手段で車は必須ですか？

快適なネット生活が
実現できます。

ほぼ全域で使用できます。

全域で「こまどりケーブルインター
ネット」のサービスが利用できます。
快適なインターネット生活ができま
すので、不便は感じません。

携帯電話やスマートフォンは、一部
使用できないエリアもありますが、ほ
ぼ全域で使用できます。

スクールバスを運行しています。
保育所、小中学校の通園、通学はスクール
バスを運行しています。高校は交通手段の
制約があるため、下宿や最寄りの駅までの
送迎が必要です。

Q

携帯電話は使えますか？Q

インターネットは
つながりますか？Q

住む家はどうしたらよいですか？Q快適に暮らすには車は必要です。
鉄道はなく村営バスはありますが本数も少ないた
め、車は必須です。都市部までは車で約30分ほど
ですが、交通量も信号も少ないのでストレスなく走
ることができます。冬場は道路の凍結や積雪がある
ため、スタッドレスタイヤ等の装備が必要です。

A

A

A

A 学校へは歩いて？Q

空き家情報バンク制度を設け村のホーム
ページで物件情報を公開しています。空き
家情報バンクを利用された場合、各種支援
制度もご利用いただけます。他には、村営の
賃貸住宅があります。

空き家情報バンクを利用できます。A

　奈良市で行われていた
「なら国際映画祭」におい
て、桃俣地区の獅子舞を見

て興味を持ったんです。実際の祭りの稽古にも参加さ
せていただき、この村の風土に魅力を感じて、地域お

特産品であるホウレンソウの栽培に携わるとともに、
SNSを通じた村の魅力
の発信方法について試
行錯誤しているところ
です。
　ホウレンソウ栽培は
ハウスで行っており、年
5回の収穫です。そのた
め、成長の過程がよくわ
かって楽しいですね。毎
日がとても充実していま

す。地域おこし協力隊としての活動が終わった後、ホ
ウレンソウ農家として自立できるよう、知識や経験を
吸収していきたいと思っています。

　朝、玄関を開けると見え
る杉の木から浮かび上がる
霧や暖かい陽射し。毎晩聞

で、後世に残していくべきだと思います。過疎化・高齢
化が進み、集落機能を維持することが困難な状況を
僕たちのような外部の人間が移住し、豊かな環境の
維持や伝統文化を継承していける歯車のようなもの
になりたいです。

映画祭で
運命の出会い

歯車のような
存在に

実際に住んでいる
人の話を聞くと

より暮らしのイメージが広がる
こんな暮らしもできるんだ

山里暮らしは
どのようなものですか？Q

のんびりだけではありません。
地域により異なりますが、河川の清掃作業
など地域の共同作業として行われていま
す。また各地域の神社ではそれぞれ秋まつ
りが行われます。地域行事への参加や近所
付き合いは地域の人と仲良くなるきっかけ
になります。

A

地域おこし協力隊
栗栖 陽さん
移住年：2015年　出身地：奈良市

撮影：豆塚 猛
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　新潟県で農業を営んでい
ましたが、妻の体調不良が
きっかけで環境が良く住み

ていただいたんです。その時「ここだ！」という直感と良

こでも農業を生業としていますが、移住して約2年、今
でもその直感は間違っていなかったと思っています。

　この村の人は、気さくでと
ても付き合いやすいです。
　移住者同士での食事会も

定期的に開催していまして、現状報告や相談をしてい

力だと思います。村の人々の温かい支えがあるからこ

る人も、まだそうでない人
も、まずは一度、この村に遊

びに来てもらいたいですね。見渡す限り自然に囲まれ
ているだけで何もないように見えるかもしれませんが、
このすばらしい大自然の中で、心と体、両方で村を感
じてみてほしいです。きっと帰る頃には、この村だけの
魅力に気づき、これまでの自分とは違う癒やされた自
分に出会えるはずですよ。

直感で
御杖村に移住

御杖村で働いてもいいし、
起業にも憧れる

田舎にも新しい可能性が
広がっているらしい

どんな働き方があるか考えてみよう

御杖村の働く支援
御杖村役場代表 TEL：0745-95-2001

気さくで
良い人ばかり

一度来て
欲しい

農業に関すること

産業に関すること

45歳未満の新規就農者に対し、県が指定す
る機関や農家で研修を受けて就農する場合
等、給付金を支給します。

お問い合わせ：産業建設課

農業次世代人材投資資金
（旧青年就農給付金）

高強度農業用ビニールハウスの設置や既存
農業用ビニールハウス補強に係る費用の一
部を助成します。

お問い合わせ：産業建設課

ビニールハウス
設置補強事業補助金

高い評価を得ている「みつえほうれん草」の生
産拡大を図り、出荷量を拡大させるため、ほう
れん草部会員の出荷に対し出荷奨励金を支
給します。

お問い合わせ：産業建設課

ほうれん草共選出荷奨励金

独立・自営就農時45歳未満の新規就農者に
対し、就農開始から3年間、村が斡旋する農
地の賃借料の全額を助成します。

お問い合わせ：産業建設課

農地賃借料助成制度

独立・自営就農時45歳未満の新規就農者に
対し、就農開始から3年間、トラクター、耕うん
機、播種機の購入費用の一部を助成します。

お問い合わせ：産業建設課

農業用機械購入助成

独立・自営就農時45歳未満の新規就農者に
対し、就農開始から3年間、ハウス設置費の資
材費の全額を助成します。

お問い合わせ：産業建設課

ビニールハウス設置助成

村内の若者の就労促進、能力向上の助けと
なるものとして、資格取得費用の一部を助成
します。

お問い合わせ：むらづくり振興課

就業資格取得支援助成金

産業・雇用の創出を図り、経済活性化を図る
ことを目的に、村内で創業をめざす人に対し
て事業経費の一部を助成します。

お問い合わせ：むらづくり振興課

創業支援事業補助金

第一種銃猟免許を取得し、有害鳥獣捕獲に
協力いただける人に対して、免許の取得など
費用の一部を助成します。

お問い合わせ：産業建設課

第一種銃猟免許取得補助金

移住年：2015年　出身地：新潟県

農家
山家 毅さん
　　 由紀子さん
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　出身は三重県名張
市です。12年前、両親
がセカンドハウスとし

知県で暮らしていたのですが、名張市に帰省するたび

とになった際、夏は涼しくて気持ちを安らかにする力

ることを決めました。

　ここは水も空気もキレイで
自然がとても豊か。静かに暮
らせる場所ですので、周りを

気にせず子どもたちを思いっきり遊ばせることができま
す。また、村民の皆さんは心温かい方が多く、いつも子
どものことを気にかけて声をかけてくださいます。村全
体で子どもを育てていく意識があるような感じですね。

　
伝統があったようですが、今
は活動されていません。その

ことがとても残念で、妻が元々和太鼓をしていたことも
あり、復活させようと取り組んでいるところです。徐々に
前に進んでいて、この前、保育所の家庭教育学級で演
奏することもできるようになりました。なくなりつつある
大切な伝統が途絶えてしまわないように、そのことが村
の活性化につながるようになればと思っています。

セカンドハウス
からメインの家に

生活するには住むところは
とても重要

子育てするにも、仕事をするにも
基本となる帰る場所を

見つけよう

御杖村の住まい・子育て支援

子どもたちの可能性を広げる取り
組みとして、郷土愛を育む寺子屋
事業を実施。村の名所や伝統行事
を題材とした英語教室など、特色
ある学びの機会を提供しています。

サマースクール

環境と
人が良い

伝統を
守りたい

住まいに関すること

村内に新たに2世代、3世代で同居や近居を
始める人に、住宅の新築・増改築、改修に係
る費用の一部を補助します。

お問い合わせ：むらづくり振興課

多世代による同居・近居推進事業

浄化槽を設置される方に、補助金を交付し
ます。

お問い合わせ：住民生活課

合併処理浄化槽設置費補助

子育てに関すること

中学3年生までの子どもの医療費について、自
己負担金の無料化を実施します。

お問い合わせ：住民生活課

子ども医療費助成
子育て支援医療費助成

漢字・英語力の向上を図るため、小学生には
漢字検定、中学生には漢字検定と英語検定
の検定料を年1回全額負担します。

お問い合わせ：教育委員会

漢字・英語力向上プラン事業

1回の妊娠期を通して、14回の健診費用を補
助します。

お問い合わせ：保健福祉課

妊婦健康診査

3歳児以上の子どもの保育料の無料化を実
施します。

お問い合わせ：保健福祉課

保育料の無料化

中学3年生までの子どものインフルエンザ予
防接種に対する費用の一部を助成します。

お問い合わせ：保健福祉課

インフルエンザ予防接種助成

保育園児・小学生・中学生の給食費の無料
化を実施します。
お問い合わせ：保健福祉課／教育委員会

給食費助成

張間さんご家族
移住年：2015年　出身地：名張市

御杖村役場代表 TEL：0745-95-2001
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