志和町

【人口】6,833人 【世帯数】3,122世帯 【面積】70.92㎢
【特産品】ネギ、レンコンなど

※人口・世帯数：平成29年３月末住民基本台帳

志和町ってどんなところ？
東広島市の西部に位置する志和町は、山陽自動車道志和ＩＣを有する

など、隣接する広島市へのアクセスも抜群です！

流通団地もある志和町内で働くもよし、広島市内での仕事も十分通勤

圏内です。

東広島市の中心部に比べると少し涼しい気候です。冬には雪が積もる

こともありますが、夏は涼しく過ごせるかも。

実は、広島カープの名付け親の出身地でもあるんですよ！

交通・アクセスはどうですか？
志和出張所からの車での移動時間です。
約25分

山陽自動車道

六地さん一家のプロフィール

現住所：広島県東広島市志和町志和堀
移住した年：2012年
（栃木県→広島県三原市→現在）
家族構成：７人（本人、妻、長男、長女、次女、
三女、四女）
前職：農業（農地を借りて）
現職：農業（『むささび農園』経営）

●志和町へ移住した経緯は？

栃木県にある専門学校で農業を学んでいる時に妻と

出会いました。生まれて間もない長男を連れて全国の
農場などで働きながら自立して農業ができる環境を探
していました。この野菜を作りたいということではな
く、それぞれの地域にあった農産物が作れればよいと

いうことで場所に強いこだわりはなかったのですが、
友人からの紹介で広島県三原市の家と農地を借りるこ
とができ、広島県へ移住してきました。

それからも自分たちで自立して農業ができる土地と

家を探し続け、自分たちのプロフィールを載せたチラ
シを手作りし、不動産屋や役所、地域の人など出会っ

東広島市の中心部（市役所）まで
車で約25分です

た人に配り続けました。そうした時に縁があって今の
大正11年に設置された「時報塔」

志和堀地区の家と農地に巡り合え、購入し、本格的に
自分たちで農業を始めることができました。

野菜は直売所に持ち込んで販売を始め、口コミで

広島空港 約30分

広島IC

移住者に聞く︑志和町の暮らしとは？

ホタル飛び交う桃源郷

●北原

徐々に個別契約してくださる方が増えていきました。
自宅にはかまども作り、薪ストーブも設置していま

約10分

約35分

山陽自動車道

志和IC

志和
出張所

山陽新幹線

東広島駅

JR山陽本線

JR山陽本線

広島駅

八本松駅

す。自分たちに合ったライフスタイルが実現でき、満

約30分

足しています。

●志和町の生活環境はどうですか？

約15分

【買い物】

農業を営んでいるので食べ物はほとんど自給自足で

す。市内の保育所に週一回野菜を配達していますので、

地域のイベントをおしえて？
４月

「春の園芸まつり」は多くの人で賑わいます。

【子育て・教育】

西志和春まつり（西志和）

問い合わせ先

電話

広島県東広島市西条栄町8番29号

メール

082-437-3021

FAX

082-422-1395

hgh200919@city.higashihiroshima.lg.jp

●志和くらしの生活必需品は？

自家用車（冬用タイヤも）は必要ですね。それから、

志和に住まわれるなら、ぜひ野菜や米作りをお勧めし
ます。

●移住して驚いたことってありますか？

もともと農業に従事しながらの生活を続けていまし

たので自然や田舎には驚きませんでしたが、この地域
は住民自治協議会の活動も活発で、地域の人もとても
元気ですね。様々な地域のイベントを通して子どもた
ちと高齢者の方の交流も盛んです。小学校で育てたサ
ルビアの花を地域で一緒に歩道に並べて飾って、とて
もきれいな通学路になっています。

●移住を考えている方へメッセージを
お願いします！

田舎は何もないと思われがちですが、自分の工夫次

第で色々な楽しみ方ができます。不便とみるか、可能

性を見出すかは個人の心持ちしだいです。ぜひ一度、
志和町を訪れてみてください！

して遊ぶ子は多いですが、うちの子は自然の中でたく
ましく育ってますよ。

【交通】

乗用車と軽トラックを所有しています。車があれば

普段は不便なことはありません。路線バスも走ってい

平成29年で31回目を迎えたホタルまつり。地域と学校
が一体となって続けられています。

〒739-8601

に遊びを求めないので遊興費も少ないですね。

ます。田舎の子も都会の子と同じで集まってもゲーム

ホタルまつり（志和堀）

広島県 東広島市 政策企画部 市政情報課

す。そうした生活そのものが私たちの楽しみです。外

すね。自然が近いので、山でも遊べるし、川でも遊べ

市の園芸センターで2日間にわたり農産物や加工品など
の販売や各種イベントなどが行われます。

その他にも、大小様々な地域のイベントが開催されています。

基本的に自給自足で、ご飯も薪を焚いて作っていま

車が少ないので子どもが遊ぶのにも危険が少ないで

志和みはらし公園で行われる春まつり。様々な出店も
あり、フィナーレには打ち上げ花火も上がります。

春の園芸祭り（園芸センター）

６月

その便に合わせて必要な日用品を買ったりしています。

●生活コストはどうですか？

ますが、ＪＲ八本松駅も近いので、高校生のお子さん
地域が一体となり開催される「ホタルまつり」

を親御さんが駅まで車で送り迎えしている家庭も多い
と聞いています。

【レジャー】
Webサイトも
チェック

☞

都会の人がわざわざ時間とお金をかけて遊びに行く

くらいの自然が身近にあるので色々なことができます
よ。近くの川で魚釣りをして釣れた魚を子どもと一緒
に食べたりもします。

北原さんの育てる野菜は年間50〜60種類にも及び、福富町にある
道の駅「湖畔の里福富」へも出荷しています。
2017年取材時

志和町 暮らしのマップ

子育て・教育環境
町内に、保育所が４カ所、小学校
が３校、中学校が１校あります。高
校からは町外へ通うことになります。
私立高校２校のスクールバスが町内

公共交通

買い物
町内に、スーパーが１カ所、コンビニ（24H）が５カ所あり

を運行しています。

志和町内をぐるりと一周し、JR八本松駅や

ます。普段のお買い物なら町内で完結させることができます。
東広島市の中心部まで、車で20分程度走れば大型商業施

JR西条駅をつなぐ路線バスが走っています。
また、広島市までの高速バスの停留所もあ

設も多数あります。

ります。
志和堀保育所
●志和堀地域センター

レジャー
志和市民グラウンドをはじめとしたスポー

志和町志和堀

町内に、診療所が３カ所、歯
科診療所が３カ所あります。

●東広島市
志和出張所

店など、楽しめる場所が沢山あります。
志和中
志和龍城保育園

●志和生涯学習センター

志和町志和西
東広島市園芸センター●

つねかわ歯科
さえき医院

関

町内にはこの地域でよく見られる伝統的な赤瓦に

川

白壁の家屋が多く見られます。

三木医院

東広島CC

都市計画の区域区分では、流通団地を除く全域が
市街化調整区域なので開発等に要件が伴いますので
ご注意ください。

西志和
コミュニティハウス
●
西志和小
ショージ●
志和医院

ムしてみてはいかがですか？

主要な幹線道路には上水道管が埋設されています

水が豊富です。
＜下水道＞
一部地域で農業集落排水があります。
その他の地域でも合併浄化槽設置で生活に支障は
ありません。

●東志和地域センター

志和市民グラウンド
●

宮島志和カンツリーC

やまがた歯科医院
西志和中央保育園
志和流通団地●

志和町奥屋

ので、その付近では上水道に接続可能です。
自然豊かな地域ですので、その他の地域でも地下

東志和小
東志和保育園

志和町別府

あなたに合った空き家を探して、素敵にリフォー

＜上水道＞

志和町内

川

す。また、ゴルフ場や古民家を活用した飲食

住まい

志和堀小
東

ツ施設では、様々なチームが活躍されていま

医療機関

●
志和IC
●
奥屋PA

道

動車
山陽自

志和町冠

志和町七条椛坂

井上歯科医院

黒瀬町

【人口】22,812人 【世帯数】10,028世帯 【面積】63.84㎢

【特産品】日本酒、黒瀬の牛肉、ナス、ぶどう、黒瀬たこ焼きなど
※人口・世帯数：平成29年３月末住民基本台帳

黒瀬町ってどんなところ？

散策道

サクラの丘

東広島市の南西部に位置する黒瀬町は、周囲を広島市、

冒険広場

呉市、東広島市の中心部に囲まれています。

休憩棟

町内には東広島呉道路、矢野安浦線などの主要道路が走

り、広島市、呉市、東広島市の中心部まで車で約30分とい
う非常に利便性のよい場所にあります。

また、町内には福祉系の広島国際大学が立地し、県立黒

多目的広場

瀬高等学校では福祉の学科が設けられるなど、町全体で福

駐車場

龍王山総合公園完成予想図

祉に取り組んでいます。

「龍王山総合公園」は平成29年度中の完成予定です。

交通・アクセスはどうですか？

東広島市の中心部（市役所）まで
車で約30分です

黒瀬支所からの車での移動時間です。
約30分

約50分

約35分

JR山陽本線

JR山陽本線

JR呉線

JR呉線

呉駅

広駅

東広島駅

「香木堂」スタッフと池田さん（左から二人目）

●黒瀬町へ移住した経緯は？

人混みや家が密集しているところではなく、のびの

びと暮らせる環境を探して呉市や熊野町などで家を探
しました。その中で黒瀬町の空が一番広く見え、空気
もおいしかったのをおぼえています。

車で30分ほど走れば東広島市の中心部や呉市、広

島市へ行ける立地の良さもこの町の特長だと思います。
我が家から小学校までは歩いて少し距離がありますが、
その登下校の間も自然に触れ合え、のびのびと子ども
を育てられることが教育面からも良いと思い、主人と
二人の娘と一緒に黒瀬町へ移住しました。

生のエピソードです。

約25分

ます便利に。
平成29年「大多田IC」が開通し、東広島市中心部ま
での所要時間が短縮されました。

その他にも、大小様々な地域のイベントが開催されています。
広島県 東広島市 政策企画部 市政情報課
広島県東広島市西条栄町8番29号
FAX

082-422-1395

hgh200919@city.higashihiroshima.lg.jp

【交通】

車があれば不便なことはないと思います。国道375

号線を中心に路線バスも走っています。

【レジャー】

私たち家族がよく遊びに行ったのは黒瀬ダムですね。

広場でバドミントンをしたり犬の散歩をしたりしたの
が思い出に残っています。

●生活コストはどうですか？

野菜を作っている農家さんも多いので、新鮮な野菜

が安く手に入ると思います。水道代は移住前と比べる
と少し高くなったことを覚えています。

●現在のお仕事は？

けて食べると…おいしい！

それが酒粕かりんとう誕

4、5年前にカフェは閉店し、現在は私と7名の女性

スタッフで作っています。

自ら売り込みに行くほかＪＡ広島中央となりの農家

や道の駅などで販売を開始したかりんとうは、現在、
青森から福岡まで全国各地の店頭で販売しています。

●黒瀬町の生活環境はどうですか？
【買い物】

町内には大型商業施設や複数のスーパーマーケット

もありますので、普段の買い物であれば町内で間に合

●黒瀬暮らしの生活必需品は？

車（冬用タイヤも）は必要ですね。あと、家の周り

が田んぼだと湿気が少し気になりますね。でも、暑過
ぎず、寒過ぎず、過ごしやすい土地だと思います。

●黒瀬町のおすすめスポットをおしえて？

町内にある温浴施設（雲母の里）も人気スポットで

多くの人が訪れています。現在整備中の龍王山総合公
園が出来上がるのも楽しみです。

●移住を考えている方へメッセージを
お願いします！

住宅街に限らず、空き家を探しても楽しいと思いま

すよ。
（私自身も古民家を探しています。）仕事は車で
30分圏内で色々と探せると思います。

人も多いし、多方面にアクセスできる道路環境もあ

ります。何かにチャレンジするのも可能性が大きいと
ころだと思いますよ！

います。

【子育て・教育】

車椅子、手話などの福祉体験コーナーや健康福祉に関す
る各種相談コーナーのほか、音楽コンサート、屋台、バザー
など毎年盛大に開催しています。

メール

HP：http://www.kobokudo.jp/

違いがでるのかと驚きました。それにかりんとうをつ

10月 黒瀬町健康福祉まつり（黒瀬生涯学習センター）

082-437-3021

現職：「香木堂」代表

作っていた時のことです。酒粕によってこんなに味に

約15分

スペシャルゲストによるライブをはじめ、地元の出演者によ
る演奏やダンス、子ども向けイベントなどが行われます。バザ
ーコーナーでは、黒瀬たこ焼きをはじめ、かき氷、焼きそば、
近隣地域の特産品販売などの出店がずらりと並びます。エン
ディングの打上げ花火は、お祭り気分を大いに盛り上げます。

電話

前職：専業主婦

酒好きの私が2種類の酒粕を使い、別々の鍋で甘酒を

黒瀬ふれあい夏祭り（黒瀬生涯学習センター周辺）

〒739-8601

家族構成（※移住当時）
：４人（本人、夫、長女、次女）

塩やゴマなどのかりんとうをつくっていましたが、甘

地域のイベントをおしえて？

問い合わせ先

移住した年：1988年（呉市東辰川町→現在）

2009年にかりんとう工房「香木堂」を開店。当初は

平成27年「東広島呉自動車道」が全線開通し、ます

７月

現住所：広島県東広島市黒瀬町大多田

米菜食のカフェを始めました。お菓子作りも始め、

山陽新幹線

黒瀬支所

広島駅

久美さん一家のプロフィール

今から十数年前に工場付きの土地を買い、最初は玄

広島空港 約30分

西条駅

移住者に聞く︑黒瀬町の暮らしとは？

自然と産業が調和する町

●池田

私の娘が小学生の頃は、登下校中に出会った全ての

人へ大きな声であいさつしていたのをおぼえています。
「黒瀬ふれあい夏祭り」は毎年多くの人で賑わいます。

高校は町内に２校（県立、私立）ありますし、西条

方面や呉市内の高校までバスで通っている子もたくさ

んいます。教育面では特に不便は感じないと思います。

Webサイトも
チェック

☞

【医療】

病院や診療所が多くありますし、クリニックが集ま

った地域もあります。歯科診療所も多くありますので
医療面で普段不便することはないと思います。

名菓「酒粕かりんとう」には東広島の酒造会社の酒粕が使われ
ています。
2017年取材時

黒瀬町 暮らしのマップ

医療機関
町内に、病院・診療所、

買い物

歯科診療所が多数ありま

町内に、大型スーパーが４カ所、コンビニ（24H）が多数あり、さらに大型スー

すので安心です。

パーでは黒瀬町内の農家の方が作られた新鮮な野菜や米もあわせて販売してい

子育て・教育環境
町内に、公立保育所５カ所

ますので、普段の買い物なら町内で完結します。また、東広島市の中心部や隣

幼稚園３カ所（うち認

接する呉市まで車で出かければ家電、服、その他必要なものは何でも揃います。

定こども園２カ所）
、公立小学校５校、公立中学校１

公共交通

校、県立高校１校、特別支援学校１校、私立中学・高
校各１校、大学１校があり、また、東広島市内や隣接
する呉市、広島市にも多くの教育機関があります。

電バスが黒瀬学園台に位置する広島国際大学

武田中
武田高

と呉市を結んでいます。さらにこれらの主要

東

広

大多田IC●

●黒瀬市民グラウンド

熊野

黒瀬
トン
ネル

東広島消防署
●南分署

黒瀬楢原北
ひまわり認定こども園

黒瀬松ケ丘

黒瀬町津江
暁保育所

島

呉 自

動

車

バスが通らない路線については、東広島市黒

道

黒瀬特別支援学校
賀茂精神医療センター

●
黒瀬工業団地

ハズタニ歯科医院

賀茂環境センター●

上黒瀬小

黒瀬町楢原

375
黒瀬B＆G海洋センター
黒瀬屋内プール
松ケ丘医院
黒瀬IC
●
●
中黒瀬小
ナフコ●
認定こども園
黒瀬中
よしおか歯科クリニック
みどりがおかようちえん
●龍王山総合公園
くるみヶ丘幼稚園
左下拡大図

黒瀬町宗近柳国
上黒瀬保育所

乃美尾保育所

黒瀬町南方

下黒瀬小

黒 瀬 川

乃美尾小

広島国際GC

新開医院
広島国際大学

清水医院
●黒瀬保健福祉センター
●東広島市黒瀬支所
●ビッグハウス
木村歯科医院

黒瀬児童館
●

●黒瀬図書館
黒瀬生涯学習センター
●くすりのレディ

きっかわ歯科クリニック

しげもと歯科クリニック
むぎ耳鼻咽喉科医院
サザンクリニック
野村脳神経外科クリニック

●エブリイ
ひまわり

板城西保育所

ショージ●

黒瀬町川角

真愛病院

瀬さくらバス）がカバーしています。

板城西小

アリス歯科クリニック

黒瀬高

瀬支所を発着点としたコミュニティバス（黒

前田医院

黒瀬町乃美尾

黒瀬町兼広

康成病院
黒瀬歯科医院
かとう歯科クリニック
●ウォンツ
森石眼科
●ジュンテンドー 中黒瀬保育所
ゆめタウン●
山形内科
循環器医院
はたの小児科
岡本内科消化器科

中国ＪＲバスが町内の主要路線を通り、広

黒瀬ダム

住まい

しょう しゃ

赤い屋根瓦の昔ながらの家並みと瀟洒な外観の住
宅が並ぶ住宅団地が見られます。

黒瀬町市飯田

レジャー

都市計画の区分では団地を除く全域が市街化調整
区域なので開発や賃貸には厳しい条件が伴います。
あなたに合った空き家を探して、素敵にリフォー
ムしてはいかがですか？

黒瀬生涯学習センター、黒瀬図書館（町内４カ所を移動図書館車
が巡回）
、黒瀬屋内プール、黒瀬市民グラウンド、黒瀬B&G海洋セン
ター、 龍 王 山 総 合 公 園（H29年 度 完 成 予 定 ）、 多 目 的 グ ラ ウ ン ド
（H29年度完成予定）のほか、民間の美術館、ゴルフ場など楽しめる
場所がいっぱいあります。
龍王山総合公園には多目的広場のほか大型遊具やサクラの丘など
が整備され世代を超えた交流が楽しめる公園となる予定です。

＜上水道＞
ほぼ全域で接続可能です。
＜下水道＞
一部地域で農業集落排水と下水処理施設があり、
その他の地域においても浄化槽設置で生活に支障は
ありません。

福富町

【人口】2,473人 【世帯数】1,061世帯 【面積】60.71㎢
【特産品】エゴマ、ナスなど

※人口・世帯数：平成29年３月末住民基本台帳

福富町ってどんなところ？
広島県のほぼ中央に位置し、922ｍの鷹ノ巣山をはじめ700

ｍ級の高峰に囲まれた盆地状の地形を成し、山々の水源から流
れ出る湧水は沼田川を形成します。

源流域のクロボヤ峡ではホンシャクナゲが群生しており、県

の天然記念物にも指定されています。またハッチョウトンボや
多くの貴重な動植物が生息しており、満天の星空のもと自然を
存分に味わうことができます。

新たな取り組みとして、古民家改修プロジェクトも行われてお

り、改修後は地域活性化の拠点として活用を予定されています。

交通・アクセスはどうですか？

虚空蔵山から道の駅「湖畔の里

福富」を望む

約25分

志和IC

移住した年：2013年（広島市西区→現在）
家族構成：４人（本人、妻、長男、次男）
前職：美容師
現職：自営業（『スドウ雑貨店』経営、画家、林
業見習い）
HP：https://www.facebook.com/sudou318

●福富町へ移住した経緯は？

祖父母が福富町にあった「がんぼ村」を気に入って

よく遊びに来ていたようで、95年頃、祖父母が呉市

から福富町へ移住しました。祖父が６年前に亡くなり、
祖母は呉市の両親の元へ。

当時、私たちは広島市西区に住んでいましたが、妻

がレザー作家ということもあり、自身の作品や小物を
置いたお店をしたいということと妊娠をきっかけに子
どもを育てるのには自然豊かな土地がいいなというこ
とで決意し、祖父の家を引き継ぐかたちで福富町へ移
住しました。

市内の中心部（西条や高屋方面）に出かけたときに

1週間分くらい買いだめすることが多いです。

広島空港 約30分

三次IC

現住所：広島県東広島市福富町上竹仁

【買い物】

約45分
中国自動車道

翔太さん一家のプロフィール

●福富町の生活環境はどうですか？

東広島市の中心部（市役所）まで
車で約25分です

福富支所からの車での移動時間です。
山陽自動車道

移住者に聞く︑福富町の暮らしとは？

自然が語りかける県央のまち

●周藤

【子育て・教育】

福富町内に診療所もありますし、西条や高屋方面に

約20分

約50分

山陽自動車道

西条IC

JR山陽本線

山陽新幹線

福富支所

東広島駅
JR山陽本線

JR山陽本線

広島駅

西高屋駅

西条駅

は多くの病院があります。車で30分ほどなので特に

約30分

困ることはありません。

【交通】

約20分

車があれば特に困ることはないですが、引っ越した

約25分

アクアフェスタin福富

っているバスをよく利用させてもらっていました。バ

地域のイベントをおしえて？

スの中で地域の方と自然にコミュニケーションも図れ
ました。

10月 アクアフェスタin福富（道の駅「湖畔の里 福富」
）

二級河川沼田川の源流地域にあたる福富町。毎年「水」
をテーマに芸能発表やバンド演奏などのステージ、合鴨レ
ースなどのイベントや特産物の販売が行われます。

【レジャー】

道の駅「湖畔の里 福富」には、無料で遊べる遊具

があり、遠方からも子ども連れの家族がたくさん遊び

10月 ハッピーハロウィンラン（道の駅「湖畔の里 福富」
）

に来ていますよ。福富支所の子育て支援センターも子

仮装した走者が、コース上に設けられた東広島をはじめ
とする県内各地のご当地フード、スイーツ、ドリンクが並
ぶ『給食』コーナーを楽しみながら、ランニングする大変
ユニークなイベントで、2016年に初開催されました。

その他にも、様々な地域のイベントが豊富です。

問い合わせ先

広島県 東広島市 政策企画部 市政情報課
〒739-8601
電話

広島県東広島市西条栄町8番29号

メール

082-437-3021

FAX

当初の頃は車が家に一台しかなかったので、地域を走

082-422-1395

hgh200919@city.higashihiroshima.lg.jp

ども連れがよく訪れていて、同年代の方との交流もで
きるのでオススメです。

2016年に初開催された「ハッピーハロウィンラン」

移住当初は隣町の会社へ勤務していました。広島市

内まで通勤している方もいらっしゃいますし、東広島

の中心部も車で30分ほどです。働くところは色々と
選ぶことができると思います。

●福富暮らしの生活必需品は？

やはり、車（冬用タイヤ含む）は必要ですね。その

他では草刈り機ですかね。地域の方と共同で草刈りを

するので大活躍です。（まだ持っていないので少し肩
身が狭いかも。
）

●移住して驚いたことってありますか？

自然豊かな環境やおいしい水はもちろんですが、ご

近所の方と交流する中で皆さんが何でもできることに

びっくりしました。チェーンソーも普通に持っていて、
大工仕事もご自身で当たり前のようにされます。素直
にすごいと感じました。

●福富町のおすすめスポットは？

道の駅湖畔の里福富と登立公園ですね。近くに子ど

もを連れて遊べる場所があるのはいいですね。近くの
川でも季節になればホタルを見ることができますよ。

●移住を考えている方へメッセージを
お願いします！

現在、福富町内で林業見習いとして働かせていただ

いているのですが、社長から「田舎で暮らすには人情
が大事だ」と教えていただきました。その教えを胸に

「お互いさま」という気持ちで色々な方へ接するよう
に心がけています。

人との出会い、付き合いがあって、色々な交流が生

まれて膨らんでいき、人生が豊かになるんだと思いま

す。ぜひ一度、福富へ来てみてください。素敵な人、
素敵なお店がいっぱいです！

●生活コストはどうですか？

畑を借りて野菜を作っているので、以前の暮らしと

比べて食費は下がったと思います。お米は近くの農家

さんから30㎏単位で買っています。とてもおいしい

Webサイトも
チェック

☞

ですよ。

車での移動は必須ですが、以前も車は持っていてよ

く乗っていたのでガソリン代もほぼ変わっていません。

レザー作家の奥様が手作りした
かわいい革製品がたくさん！

2017年取材時

福富町 暮らしのマップ

公共交通
ＪＲ西条駅と豊栄を結ぶ路線バスが国道375
号線を走っています。
また、道の駅「湖畔の里福富」と豊栄を結ぶ
コミュニティバスが週２日走っています。

買い物
個人商店や、道の駅「湖畔の里福富」等で

●県央の森公園
（キャンプ場）

新鮮な食材が手に入ります。

子育て・教育環境
町内に、認定こども園が２園、小学
校が２校、中学校が１校あります。
特に、竹仁小学校は特認校として町

クロボヤ池

福富町久芳

クロボヤ峡

外からの児童も受け入れています。

375
早志歯科福富診療所

久芳小
認定こども園くば
久芳診療所

福富パークゴルフ場●

福富町上竹仁

認定こども園たけに

福富町下竹仁

竹仁地域センター
●
竹仁診療所
●福富物産しゃくなげ館
竹仁小

福富中

●東広島市福富支所
福富図書館
福富内科外科医院 福富保健福祉センター・子育て支援センター
福富生涯学習支援センター
久芳地域センター
●
道の駅湖畔の里福富

●
福富多目的グラウンド

医療機関
内科の診療所が３カ所、
歯科の診療所が１カ所あり
ます。

福富ダム

上戸野地域センター
●

福富町上戸野

住まい
古くからの茅葺屋根の民家が点在しているほか、伝
統的な赤瓦に白壁の家屋が多くみられます。
また、移住者の受け入れに熱心な地域で、多くの方
が古民家を気に入られて移住しておられます。

レジャー
道の駅「湖畔の里福富」には大型遊具が充実している「ふれあい
広場」等が整備されています。休日にはお子様連れのご家族でいっ
ぱいです。
また、「県央の森公園」ではキャンプもできます。
町内にはこだわりの店舗・施設が多くあり、牧場の動物とのふれ
あい、酵素風呂、木工体験、地元食材いっぱいのランチ、スイーツ、
パン、雑貨のショッピング等々楽しい体験ができます。
福富支所２階には図書館も整備されています。

わにぶちの滝公園
●

あなたに合った空き家を探して、素敵にリフォーム
してみてはいかがですか？
＜上水道＞
久芳地域の一部で接続可能です。二級河川沼田川の
源流地域なのでおいしい地下水が豊富です。
＜下水道＞
久芳地域の一部で公共下水道があります。その他の
地域でも浄化槽設置で生活に支障はありません。

豊栄町

【人口】3,389人 【世帯数】1,562世帯 【面積】72.56㎢

【特産品】米、吉原ごぼう、白ネギ、りんご、ぶどう、しいたけ、うみたて卵など
※人口・世帯数：平成29年３月末住民基本台帳

豊栄町ってどんなところ？
広島県のほぼ中央で東広島市の北部に位置し、瀬戸内海側

に流れる沼田川・太田川、日本海側に流れる江の川の源流を
形成し、山陰・山陽の分水嶺にあたります。

四季の寒暖に富み、冬には雪が積もることもあります。

特別天然記念物であるオオサンショウウオも生息する自然

豊かな町で、こだわりのあるお菓子屋や雑貨屋等もあります。
板鍋山から豊栄町清武方面を望む

交通・アクセスはどうですか？

約30分

約25分

約55分

志和IC

山陽自動車道

西条IC

JR山陽本線

広島駅

山陽新幹線

豊栄支所

東広島駅
JR山陽本線

JR山陽本線

西高屋駅

西条駅

約35分

豊栄で祖父が一から開拓し、60年以上にわたって

決意しました。

なっていう程度です。

スとしての農業の可能性に挑戦したいと思い、就農を
町内のとある方が新居を建てられ、元の家が空いて

いるという情報を知り合いからもらったのが縁で、家
を借りることもできました。子どもがいる家庭だった
ので子育てに必要な物も揃っていて使わせていただけ
たので、非常に助かりました。

ンター（西条町）まで行ったこともありますが、普段
どまんなか豊栄ヘソまつり

町内に診療所もありますし、耳鼻科などの専門科な

ら高屋や西条まで車で30分ほど走ればありますので
不便なことはないですね。

【交通】

車は２台所有しています。車があれば不便はありま

せん。豊栄町から広島市まで高速バスも走っています。

【レジャー】

広島県東広島市西条栄町8番29号
082-422-1395

hgh200919@city.higashihiroshima.lg.jp

車の移動距離が増えたのでガソリン代が少し増えたか

●豊栄暮らしの生活必需品は？

車（冬用タイヤ含む）と雪かきグッズかな。昨シー

ズンは雪が30〜40ｃｍ積もることもありました。冬
季は水を出していないと水道管が凍ります。

あと、住まいにもよりますが、蚊帳や除湿器ですね。

うちは湿気が多いのか半日で１Ｌタンクがいっぱいに
なることもあります。

●移住して驚いたことってありますか？

町内のネットワークがすごいです。若い子が少ない

ので、若いだけですぐ知られます。すぐに知り合いも
できると思いますよ。

あと、意外にお店が多く、移住者も多いです。

●豊栄町のおすすめスポットは？

７月に本町商店街で開催される「宮島さん」がお気

に入りです。興味のある方は調べてみてください。

●移住を考えている方へメッセージを
お願いします！

実際に現地に足を運んでみることが大事だと思いま

す。できれば季節ごとに豊栄町へ来ていただき、肌で
感じてください！

先輩移住者を見つけて話や意見を

聞いてみるのも良いと思います。

田舎だからと言って誰とも会わないような生活は

……災害時などは助け合いも大事ですし、色々ともっ
たいないと思います。

アウトドア派なら遊ぶ場所もいっぱいありますし、

その他 駅伝大会や愛好家による美術、音楽、文芸などのアー
トイベント等も開催されております。

FAX

は特に困ったことはありません。

【医療】

広島県 東広島市 政策企画部 市政情報課

四季菜館などで旬の野菜が安く手に入ります。私の

家は井戸水なので水道代もかかりません。私の場合は、

ました。）子どもが夜中に発熱した時は東広島医療セ

約25分

●生活コストはどうですか？

農業を続けてきた畑を守りたいと思い、また、ビジネ

くなった時は焦りました。（結果、旅行用の物があり

錦秋の板鍋山を駆け上がるマラソン大会です。市内外か
ら多くの方が参加されます。バザーやステージでの演奏な
どもあり、選手も応援の方々も大いに楽しめます。

メール

●豊栄町へ移住した経緯は？

24Ｈスーパーはないので、子どもの粉ミルクがな

11月 板鍋山登山マラソン

082-437-3021

ＨＰ：http://ok-farm.hateblo.jp

保育園は同級生が10人くらいですが、園庭が広く

広島県の中央部（ヘソ）に位置する豊栄町ならではのお
祭りです。抱腹絶倒の名物「ヘソ踊り」の競演大会をはじ
め、盛りだくさんの内容となっています

電話

現職：農業（『ＯＫ farm』経営）

すごく良い環境だと思います。

どまんなか豊栄ヘソまつり

〒739-8601

前職：自動車ディーラー営業職

【子育て・教育】

地域のイベントをおしえて？

問い合わせ先

家族構成：４人（本人、妻、長女、長男）

高屋方面へ出かけた時にまとめて買うこともあります。

約30分

８月

移住した年：2015年（広島市安芸区→現在）

町内にスーパーもありますし、土日に市内の西条や

広島空港 約30分

三次IC

現住所：広島県東広島市豊栄町清武

【買い物】

約40分
中国自動車道

晋治さん一家のプロフィール

●豊栄町の生活環境はどうですか？

東広島市の中心部（市役所）まで
車で約30分です

豊栄支所からの車での移動時間です。
山陽自動車道

移住者に聞く︑豊栄町の暮らしとは？

日本海と瀬戸内海を結ぶ郷

●川手

板鍋山登山マラソン

トム・ミルクファームや道の駅湖畔の里福富など、家
族連れで遊べるところが近くにあります。

Webサイトも
チェック

☞

2017年取材時

豊栄町 暮らしのマップ
買い物

●大草田農村公園

スーパーが１カ所、ホームセンターが２カ所、
コンビニ（24H）が２カ所あり、土日には産直

豊栄町飯田

市場も開催されています。

●吉原地域センター

また、東広島市内の中心部に行けば何でも揃
います。

豊栄町吉原
●清武西地域センター
清武西区民プール

子育て・教育環境
町内に、認定こども園１園、小学校１校、
中学校１校、高等学校１校があります。

医療機関

375

豊栄町別府

豊栄中

療所が１カ所あります。

ＪＲ（西条駅、西高屋駅、河内駅）まで
路線バスがあり、広島市内まで高速バスが
走っています。

豊栄町清武
近藤歯科医院

町内に、診療所が１カ所、歯科診

公共交通

天神嶽
▲

●ショージ

豊栄小 ●
豊栄市民グラウンド
清武地域センター
486
● ●ジュンテンドー
豊栄市民体育館
豊栄診療所 ● 認定こども園とよさか
●
コメリ
賀茂北高
豊栄ふれあいグラウンド
●豊栄屋内球技場
とよさか四季菜館●
豊栄保健福祉センター●
● ● ●やすらぎの園
375
豊栄テニスコート
東広島消防署
東広島市豊栄支所
北分署
乃美地域センター
豊栄図書館
●
豊栄生涯学習センター

豊栄町安宿
●安宿地域センター
安宿区民プール

住まい
椋 梨
川

その他地域交通として町内５路線が運行
されています。

板鍋山
▲

どんどん淵峡●

伝統的な赤瓦と白壁の家屋が多く、
又、茅葺屋根の家屋も見られます。
都市計画未設定区域で建築制限も
ありません。
＜上水道＞
上水道はありませんが、おいしい

レジャー
公園が２カ所、図書館が１カ所、スポーツ施設が５カ所で屋内競
技場や体育館もあり、スポーツ愛好家が集っています。
民間施設としては、牧場や乗馬クラブ、リンゴ園、レンタルサイ
クリングショップ等もあります。

地下水が豊富で生活に支障はありま
能良地域センター
能良区民プール
●

豊栄町能良

せん。
＜下水道＞
一部区域で実施しています。区域
外は浄化槽設置で生活に支障はあり
ません。

河内町

【人口】6,024人 【世帯数】2,604世帯 【面積】84.68㎢

【特産品】米粉パン、宇山そば、アスパラガス、ぶどう、西条柿、マイタケなど
※人口・世帯数：平成29年３月末住民基本台帳

河内町ってどんなところ？
河内町は、東広島市東部に位置する標高60ｍ〜600ｍを有

する地域で、山あいを流れる川と山に囲まれた地形は、壮観
な自然を体感できる地域です。この河内地域には、ＪＲ山陽
線の「河内」、「入野」の２駅、山陽自動車道「河内」ＩＣの

ほか、広島の空の玄関「広島空港」にも近く、都市へのアク
セスも抜群です。住宅団地や流通団地もありながら、河内中
心部は、大正から昭和にかけての街並みが残る「レトロ感漂
う」地域なんです。

雄大な渓谷美を誇る深山峡

交通・アクセスはどうですか？
近隣への通勤・通学に便利です。

入野駅

JR山陽本線

河内駅

三 原・福 山 方 面

西 条・広 島 方 面

JR山陽本線

約60分

約15分

河内支所

三次IC

広島空港

JR山陽本線

山陽自動車道

約55分

約15分

河内IC

山陽新幹線

東広島駅
約30分

夏の一大イベント「リバーサイドフェスティバル」

広島県 東広島市 政策企画部 市政情報課
広島県東広島市西条栄町8番29号

メール

082-422-1395

hgh200919@city.higashihiroshima.lg.jp

普段の生活がレジャー！

毎週末のようにバーベキ

し、関東地方で３年働く間に、日本庭園の美しさに魅
ボルンで妻と知り合い結婚。メルボルン郊外に日本風

もゾクゾクしながら窓のから景色をしばらく眺めたり

の場所が見つかりませんでした。

たなと感じます。

せられ、日本の大ファンになりました。帰国後にメル

る私たちの家からはよく雲海も見えるのでどんな天気

の庭のある家を建てようと計画しましたが、思い通り

しています。冬も日当たりがいいので移住して良かっ

日本にある妻の実家へ１か月帰省中、オーストラリ

アに建てたい日本風の家のアイディア収集が目的で売
りに出ている中古住宅を見てみる事にしました。ある
不動産屋のウェブサイト上で500万円の家・土地付き
が写真で見る限り魅力的だったので「500万円だから

きっと雨漏りもしているくらい傷んでいるだろうけど

するとびっくり！

家は今日からでも住めそうなく

らい清潔。そこから見える広大な景色、そよ風、虫の
音や鳥のさえずり。私たちは自分たちで建てる家の参
考にするどころか、そこへ住む前提の話（仕事やそこ
へのアクセス、学校など）を始めていました。

信があり、オーストラリアへ戻ってからの手続きは不
動産屋や家族とメールや郵便で完了させ、私たちの住
まいとなりました。なぜ空き家だったのか、私たちに

ます。回覧版と一緒にご近所の方たちが立派な野菜を
届けて下さる事も多々あります。

【子育て・教育】

何より子どもを大切にしてくれる地域です。河内町

周辺地域は、他町にある幼稚園や保育園が果物狩りや
芋ほり、牧場見学などの行事で訪れる事が多く、子ど
もたちにとって感動がいっぱいの町です。

【医療】
様々な催しが行われる「小田営農田植まつり」

【レジャー】

ューをしています。冬の雪景色も最高で、山の上にあ

季節の野菜は無理のない程度だけ自分たちで育ててい

放流された鮎のつかみ取りや焼き鮎を味わえるほか、食
の広場もあり、会場の一部である椋梨川で川遊びもでき、
子どもから大人まで楽しめるイベントです。

FAX

12年前にオーストラリアから英語講師として来日

で15分程度のスーパーで買い物したりしています。

リバーサイドフェスティバル（河内市民グラウンド、椋梨川河川敷）

082-437-3021

●河内へ移住した経緯をおしえて？

共働きなので宅配サービスを利用したり、週末に車

田植えやサツマイモの苗植え体験などのほか、様々な催
しが行われます。
また、秋には収穫まつりとして、春に植えた稲・サツマ
イモの収穫体験のほか、様々な催しが行われます。

電話

現職：会社員（造園業）、英語講師

【買い物】

小田営農田植まつり（河内町小田地域）

〒739-8601

前職：映像編集、英会話講師

●河内町の生活環境はどうですか？

その他、竹林寺はなまつり、篁ふれあい祭り、ふれあいマラソ
ン大会、そば処さわやか茶屋まつりや各地域の夏祭りなど、地域
のイベントも豊富に開催されています！

問い合わせ先

家族構成：４人（本人、妻、長男、長女）

は信じられない程衝撃的な出合いでした。

地域のイベントをおしえて？

７月

移住した年：2013年（オーストラリア→現在）

「ここで決断しなかったら一生後悔する」そんな確

広島駅

５月

現住所：広島県東広島市河内町宇山

絡を取りその家を訪れました。

河内支所からの車での移動時間です。
中国自動車道

ジャクソンさん一家のプロフィール

参考にするだけだし」と気軽な気持ちで不動産屋に連

東広島市の中心部（市役所）まで
車で約30分です

河内町内にはＪＲの駅が２つあります。

移住者に聞く︑河内町の暮らしとは？

河と風のせせらぎ感じる

●ブレア

町内に複数の医療機関があり、消防署もあります。

きれいな空気と水での生活で身体も心も健康になった

●生活コストはどうですか？

湧水で生活しているので、水はタダ！

夏は冷たい

水が気持ちいいです。夏の夜も涼しいのでクーラー無
しで生活していて、この冬からは薪ストーブを設置予
定で、光熱費は1年間毎月ほぼ同じです。

●河内暮らしの生活必需品は？

車、菜園グッズやバーベキューの道具があれば、毎

日充実すること間違いなし。犬を飼い始めてもっと楽
しくなりました。

●移住して驚いたことってありますか？

季節の変わり目を楽しみながら通勤できること。虫

の音や鳥、山の色、時々鹿に遭遇するなど、わくわく
度は半端ないです。

●河内町のおすすめスポットは？

旧宇山小学校にある「さわやか茶屋」というお蕎麦

屋。小学校の雰囲気そのままで特別な体験が出来る温
かい蕎麦屋さん。宇山蕎麦が振る舞われます。

ここ周辺で行われる「宇山ふれあいまつり」では、

他市からも宇山の土地で育ったおいしいさつまいも掘
りのイベントへの参加が特に人気です。

河内という町は老若男女楽しめる環境です！

●移住を考えている方へメッセージを
お願いします！

大きな町ではありませんが、寂しさよりエネルギー

とハートの熱さ、どきどき度がいっぱいの町です。来
て確かめてみませんか？

豊かな土や水と触れながらやりたい事を思い切って

始めてみながら仕事や学校に行く。小さな子供がいる
家庭でもそんなオンとオフの切り替えをしつつ生活を
潤す事が出来る環境が待っています！

気がします。

Webサイトも
チェック

☞

【交通】

普段は車で移動し、時々スクーターも利用します。

子どもたちがもう少し大きくなったら家族でサイクリ
ングをしたいなと思っています。

2017年取材時

河内町 暮らしのマップ
買い物
町内には、スーパーが１カ所、コンビニ（24H）が２カ所

子育て・教育環境

あります。近隣の高屋方面にも近距離にスーパーマーケット

町内に、保育所２カ所、幼稚園が１園、小学校が３校、中学校が１

などがありますので、普段の買い物に困ることはありません。

校、高校が１校あります。
小学校、中学校はスクールバスの利用が可能ですので家からの距離
があっても大丈夫です。

公共交通
町内にはＪＲ山陽本線の「河内駅」、「入野駅」があるほか、
バス路線「白市〜広島空港」線、「河内駅〜甲山」線、「河内
〜上戸野」線のほか、コミュニティバス「あゆピチ号」も走
っています。

医療機関
町内には、診療所３カ所、歯科

河内町宇山

診療所が３カ所あります。

●宇山地域センター

河内町小田

●戸野地域センター

小田診療所
小田地域センター 往診歯科おだ
小田区民プール ●

河内町河戸
河内西小
河内西保育所

沼 田 川

●

●河戸地域センター

椋梨川

こうち寄りん菜屋

●

●白竜湖親水公園

河内パークゴルフ場

河内町戸野

河内町上河内

432

レジャー
椋梨ダム湖畔から、深山峡を経由して沼田川沿いに「公園」
が４カ所のほか都市公園もあり、深山峡の公園では野外キャ
ンプも可能です。
パークゴルフ場のほか、スポーツアリーナやスポーツ広場
もあり、河内中心部には「こども図書館」もあります。

河内高
入野光保育園

入野

東広島消防署東分署 ●

住まい
ＪＲの駅周辺部は住宅が集まり、市街地が形成され

東広島市河内支所
●深山峡公園
河内こども図書館
河内生涯学習支援センター
河内市民グラウンド
河内地域センター
河内発祥公園
コメリ
河内中
●
中河内農村公園
●
河内小 ●
●● 河内クリニック
河内歯科医院
JR山陽本線
Aコープ
● ささき歯科クリニック
河内町下河内
河内保健福祉センター 河内

サールナート幼稚園

河内町入野
入野小

ています。ＪＲ入野駅の近くには大規模な住宅団地

葵の園クリニック

「グリューネン入野」が開発され、美しい街並みが形
成されています。その他の地域では自然豊かな農村地
帯が広がっています。
場所によって農振地域や都市計画の用途区域があり

●入野地域センター
●
河内スポーツアリーナ
入野区民グラウンド

432

ますので、開発に制限がかかる区域もあります。
●
河内IC

＜上水道＞
中河内・下河内・入野地区の一部で接続可能です。
その他の地域でもおいしい地下水や湧水があり、自然
の恵みを満喫できます。
＜下水道＞
上河内・中河内・下河内・入野地区の一部で接続可
能ですが、その他地域でも浄化槽設置で生活に支障は
ありません。

安芸CC

山陽自
動車道

【人口】9,988人 【世帯数】4,441世帯 【面積】65.08㎢

【特産品】日本酒、じゃがいも、びわ、みかん、レモン、牡蠣、しろうおなど
※人口・世帯数：平成29年３月末住民基本台帳

安芸津町ってどんなところ？
東広島市の中で唯一海に面した安芸津町は、奈良時代から

海上交通の要港として栄え、万葉集にも詠われている伝統文

化が息づくまちです。気候は温暖で風光明媚、穏やかな三津
湾では牡蠣の養殖も盛んです。

また、春のしろうお漁にはじまり全国的にも有名な赤崎の

じゃがいもやびわ、みかんなど四季を通じて海の幸、山の幸
を堪能できます。

吟醸酒のふるさととしても有名で、２軒の酒蔵もあります。

交通・アクセスはどうですか？

東広島市の中心部（市役所）まで
車で約30分です

安芸津町内にはＪＲの駅が2つあります。
近隣への通勤・通学に便利です。
JR呉線

風早駅

安芸津駅

約15分

約25分

山陽新幹線

山陽自動車道

東広島駅
JR山陽本線

広島駅

４月

７月

広島空港

就農を志して全国の農地を渡り歩いていた時、イン

ターネットで安芸津町にある有田園芸農場の「研修生
募集」の記事を見て応募したのがきっかけです。住み
込みで働かせていただいているうちにどんどん安芸津
に魅了されていきました。

現在の住まいもその時の同僚に紹介していただき、

自分で農業を営みたいという気持ちもより強くなって
きましたが、当初からどうしても柑橘類をというわけ
ではありませんでした。有田園芸農場で働いている時
に、呉市蒲刈にＪＡ広島果実連の「広島県果樹農業振
興対策センター」が設立されると聞き、１期生で研修
を１年間受けました。

そうした時、経営者がご高齢で管理が難しくなって

津の地で就農することができました。

●安芸津町の生活環境はどうですか？
【買い物】

子どもが小さいので児童館へ遊びに行くことがよく

あります。同じく子育て中の親御さんと情報交換もで
きるので助かっています。

安芸津町三津湾の海上から約2,000発の花火が打ち上げ
られ、保野山に点灯された「万」の文字と一緒に夜空を彩
ります。

満開の正福寺公園の桜と瀬戸内海

広島県東広島市西条栄町8番29号
FAX

082-422-1395

hgh200919@city.higashihiroshima.lg.jp

柑橘類のほかにも野菜や水稲栽培をしていますので

以前より食費は減りました。魚釣りが好きな知り合い
の農家さんから魚をもらえることもあります。

●安芸津暮らしの生活必需品は？

東広島市内で唯一瀬戸内海に面しており、とても温

暖なよい気候です。車があれば生活にも困りませんの

で、その他にこれといって必要な物はないと思います。

●移住して驚いたことってありますか？

地域の方々の人柄が良さですかね。本当にやさしく

していただいています。就農して苦労も多いですが、
応援してくださるのでやる気も出てきます。

また、沿岸部ですが海は穏やかで台風被害も少ない

と思います。

●安芸津町のおすすめスポットは？

東広島花火大会やあきつフェスティバルは多くの人

が来られて賑わいます。市内でもこの町ならではのイ
ベントです。ぜひ一度お越しください！

●移住を考えている方へメッセージを
お願いします！

安芸津町はじゃがいもや種類も豊富な柑橘類の名産

地ですが、農業の後継者不足ということは現実にあり
ます。年間を通して温暖な気候なので農業に適してい
る土地だと思います。農業に興味のある方、就農した
い方はぜひチャレンジしていただきたいです！

県立安芸津病院のほか、診療所も多数ありますので

もを産むときは西条の診療所にお世話になりました。

【交通】

軽自動車と軽トラを保有しています。自家用車があ

この他、市重要無形民俗文化財に指定されている「三津祇園祭」、
「祝詞山八幡神社大祭の神賑行列」や大芝朝市（びわ祭、みかん
祭）など、お祭りや地域のイベントがいっぱいです!!
広島県 東広島市 政策企画部 市政情報課

【医療】

●生活コストはどうですか？

特に困ったことはありませんが、産科がないので子ど

牡蠣やじゃがいもといった地域のグルメ特産品の実演販
売をはじめ、様々なステージイベント、夕刻には万文字焼
きなどが行われます。

メール

●安芸津町へ移住した経緯は？

【子育て・教育】

東広島花火大会

082-437-3021

現職：レモン農家（自営）

距離なので特に困ることはありません

穏 や か な 瀬 戸 内 海 を 一 望 す る 風 光 明 媚 な 公 園 で、 約
1,200本のソメイヨシノが咲く桜の名所としても知られ、
桜の開花時期には多くの花見客で賑わいます。

電話

前職：農業従事（アルバイト）

面で買うことが多いですが、車で30分あれば行ける

正福寺山公園の桜

〒739-8601

家族構成：３人（本人、妻、長女）

用品は町内で間に合います。子ども服は市内の西条方

安芸津支所

11月 火とグルメの祭典「あきつフェステイバル」

問い合わせ先

移住した年：2011年（千葉県鎌ケ谷市→現在）

町内にスーパーマーケットも複数ありますので、日

約70分

地域のイベントをおしえて？

現住所：広島県東広島市安芸津町木谷

モンの木がすでにある状態で借りることができ、安芸

約40分

高屋JCT・IC

直樹さん一家のプロフィール

いる農園があるとの話をいただき、ハウスや設備、レ

安芸津支所からの車でのおよその移動時間です。

竹 原・三 原 方 面

呉・広 島 方 面

JR呉線

保野山から安芸津港を望む

移住者に聞く︑安芸津町の暮らしとは？

安芸津町

瀬戸内の絶景！万葉の里！

●甲斐

れば不便することはないですね。路線バスも走ってい
保野山に点灯された「万」文字

ますし、ＪＲ呉線の駅が町内には２駅ありますよ。

【レジャー】
Webサイトも
チェック

☞

山も海も街も近いので色々な楽しみ方ができると思

います。桜の季節は正福寺公園でのお花見がおすすめ
です。桜の花と瀬戸内海の多島美が織りなす風景は絶
景です！

甲斐さんのレモンは７月下旬から出荷されています。
７月から10月頃はグリーンレモン、11月から２月頃は
イエローレモンで出荷されます。
2017年取材時

安芸津町 暮らしのマップ

買い物
町内には個人商店に併せてスーパー２カ所
とコンビニが３カ所、ホームセンター、ドラ
ッグストアや産直市などもあり、日常の買い
物には困りません。西条町の大規模商業施設
へも車で25分程度で行けます!!

蚊無トンネル

安芸津町三津
鎌倉トン
ネル

東広島消防署安芸津分署●

三津小
県立安芸津病院
土田歯科医院
ひだまりハウス
● ひだまりの家
原田歯科医院
●
いとう歯科クリニック

東広島市安芸津支所
安芸津図書館
安芸津生涯学習センター
安芸津文化福祉センター
風早幼稚園
三津保育所
●
神田医院
南海診療所
●
安芸津
風早保育所
ゆめマート
●
風早小
安芸津Ｂ＆Ｇ海洋センター 木谷保育所
● ひまわり
●
ジュンテン
ドー 安芸津児童館子どもの家
風早地域センター●
藤三
安芸津歯科医院 安芸津中
おの内科クリニック
マイ歯科

安芸津町風早

安芸津町大田

●安芸津市民グラウンド

線

JR呉

185

木谷小
●木谷地域センター

安芸津町木谷
●竹原安芸津最終処分場

風早

医療機関

豊田高

大西

安芸津町小松原

津―

安芸

保野山
▲

●龍王島自然体験村

185

12の診療科目と98の病床数を誇る
県立安芸津病院では、病気の治療は
もとより、特定健診やがん検診など
疾病予防にも力を入れ、地域と一体
になって地域住民の健康を支えてい
ます。他にも診療所が３カ所、歯科

大芝大橋

診療所が５カ所あります。

大芝島

子育て・教育環境
町内には保育所が３カ所、幼稚園が1園、小学校が３校、
中学校が１校あります。高校は県立豊田高等学校があり、私
立高校２校のスクールバスも運行しています。ＪＲ呉線を利

公共交通

小芝島

用して市外へ通学することも可能です。また、安芸津児童館
こどもの家があり、町外からも多数利用されています。

三津湾に沿ってＪＲ呉線が走り、安芸津駅、風早駅の２つの
駅があります。東広島市中心部からはＪＲ西条駅、大規模商業
施設や新幹線東広島駅などと安芸津を結ぶ定期バス路線があり、
町内を巡回するカラフルな「海風バス」も走っています！

住まい
安芸津町には、市内で唯一の市営の子育て世代向け賃貸
住宅「ひだまりハウス」があります。

レジャー
桜の名所・正福寺山公園、東広島市で唯一、瀬戸内海国立公園に指定されている
ハート島（小芝島）や万葉火を灯す保野山などの名所や、屋内温水プールのあるＢ
＆Ｇ海洋センター、三津湾に浮かぶ龍王島自然体験村など安芸津ならではの施設が
いっぱい!!
生涯学習センターの２階には図書館もあり、続きの文化福祉センター内の郷土資
料室では古くからの酒造りなどの資料も見ることができます。

また、空き家もたくさんあるのでお気に入りの物件を見
つけて交渉してはどうでしょうか？瀬戸内海を見渡せる眺
望を有する物件に巡り合えるかも?
＜上水道＞
ほぼ町内全域に行き渡っています。
＜下水道＞
三津地区、風早地区の一部では下水道の接続も可能です。
その他の地域でも浄化槽設置で生活に支障はありません。

