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　川
かわもとまち

本町は、健康食品であるエゴマの栽培で知られる人口約3,300人の小さな町です。面積の
約81%を山林が占める典型的な中山間地域でありながら、町を縦貫する「江

ごう

の川
かわ

」の水運に
より、古くは石

い わ み ぎ ん ざ ん

見銀山（世界遺産「石見銀山遺跡」）の玄関口として栄え、石見地方の要衝、
｢交流の町」として発展してきました。
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移住・定住にまつわるあらゆる相談にワンストップで対応する

　川本町では、移住・定住についての総合相談窓口「かわもと暮らし情報
センター」を開設しており、専任のスタッフが、仕事、住まい、子育てに至る
まで、移住・定住にまつわるあらゆる相談にワンストップで対応しています。
メール、電話での個別相談はもちろん、各地相談会への出展やPRイベント
の開催、「かわもと暮らし体験プログラム」や川本町定住サイト「かわもと
ぐらし」の運営などを行っています。

かわもと暮らし情報センター

かわもと暮らし情報センター
川本町定住サイト「かわもとぐらし｣

空き家バンク
〈川本町役場〉

空き店舗バンク
〈商工会〉

空き家・空き店舗情報支援制度・求人情報

ハローワーク
〈民間企業〉

川本町
島根県

地域おこし協力隊
移住・交流ナビ「JOIN｣

しまねUIターン総合サイト
「くらしまねっと」

移住希望者

かわもと暮らし情報センター   0855 -74 -2110
 info@kawamotogurashi . jp

〒696 - 0 0 01 島根県邑智郡川本町大字川本608︲1
総合相談窓口 �︲㊎ 9 : 0 0～17: 0 0〈土・日・祝日定休≳

 http: //www.kawamotogurashi . jp
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宿泊費無料の随時型体験ツアー

　｢かわもと暮らし体験プログラム」では、事前の
相談内容を踏まえ、川本町での実際の暮らしを
感じることができるよう日程・プログラムを個別
に作成します。職場体験や空き家見学のほか、
保育所や学校、商業施設、病院など、「この町
で生活する」ことを前提としたオーダーメイドな
体験プログラムをご案内します。

期　間：2019年６月１日〜2020年２月末日
町内交通費・宿泊費無料

＊現地までの交通費・食事代・保険料等についてはご負担ください
＊プログラムの内容により別途体験料が必要な場合がございます

かわもと暮らし体験プログラム

川本町定住サイト『かわもとぐらし』
 http://www.kawamotogurashi.jp

私たちが全力でサポートします。

　移住先での生活に求めるものは人それぞれですが、相談に来られる方の思いを大切にし、移住後
の生活も含めてサポートいたします。疑問や不安解消のお手伝いとなるよう個々の事情にも柔軟に
対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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川本町のこと

大
邑
農
道

旧JR因原駅

旧JR石見川本駅

学習交流センター

保育所

中学校消防署円山

ふれあい公園 笹遊里
（キャンプ・ロッジ）

道の駅 インフォメーションセンターかわもと

保育所

小学校

保育所

高校
警察署

悠邑ふるさと会館（図書館・音楽ホール）
音戯館（宿泊・ジム・プール・レストラン）

長江寺

湯谷温泉
弥山荘
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旧JR木路原駅
保

町役場

ドラッグストア

コンビニ

ホームセンター

スーパー

三原地区

因原地区

川本地区

スーパー

かわもと暮らし
情報センター

261

261

江の川

旧JR三江線

保

病院40

町民球場

GS

GS

GS

 約４時間〈新幹線〉 東　京
  約１時間半

  

川
本
町

広　島
　  約２時間 　  約２時間 広島空港〈高速バス〉

大　田
　  約１時間 　  約２時間 出雲空港〈路線バス〉

浜　田
　  約１時間 　  約２時間 萩・石見空港〈路線バス〉

アクセス

　川本町は、かつては人口約１万人を数え、現在も国県の出先機関や警察署、銀行の支店が残るなど「都会の利便性を
持つ田舎の町」としての側面を持っています。「交流の町」として発展してきた町民感覚を背景とする都会的な感覚、
外部の人間を受け入れる寛容さがあり、移住者にとって「移住しやすい町」とされています。

川本町の立地
　川本町は、島根県のほぼ中央に位置し、高速道
路を利用して広島まで約１時間半の道程。大田市、
江津市に隣接しており、「出雲大社」や｢石見銀山
遺跡（世界遺産）」をはじめ、国引き神話の舞台と
もなった国立公園「三

さ ん べ さ ん

瓶山」、国の天然記念物で
ある「鳴き砂」で知られる｢琴

こ と が は ま

ヶ浜」、「しまね海洋館
アクアス」を有する「石見海浜公園」など、近隣には
お出かけスポットが目白押しです。町内には、天然
温泉施設や室内温水プール、スポーツジム、野球
場のほか、多目的ホールや音楽ホール、図書館など
が整備されています。

田舎の自然環境に利便性が機能するコンパクトタウン

吉賀町

津和野町

益田市

浜田市

江津市

邑南町

川本町

大田市

美郷町
飯南町

雲南市

奥出雲町

安来市

松江市

出雲市

竹島竹島

西ノ島町

海士町
知夫村

隠岐の島町

広島県

●
●出雲空港

出雲大社

宍道湖

●
石見銀山

●琴ヶ浜

●

石見海浜公園
しまね海洋館
アクアス

▲
三瓶山

●
瑞穂ハイランド

川本町の交通事情
　川本町内の交通手段としては、主に車、バス、タクシーがあります。路面の凍結、積雪のため冬期
にはスタッドレスタイヤの装備が必要となりますが、川本町近郊には、信号も数えるほどしかなく、
車での移動にストレスがないので、片道１時間の道程も十分に生活圏内です。遠隔地指定地域で
はないことから、宅配便等の輸送に追加料金が発生することはほとんどありません。
　町内６箇所を経由する広島駅新幹線口への直通バス（石見銀山号）が運行されており、出雲縁結び
空港・広島空港を利用する航空便のほか、広島からの新幹線の利用が便利です。高速バスを利用する
場合は、出雲発着便か浜田発着便（最寄：「大朝I.C.」）の利用が可能です。
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川本町での買い物
　川本町は、離島を除き県内では唯一、いわゆる「平成の大合併」を経験しておらず、目の行き届く
コンパクトさが町の大きな特徴となっています。町内全域に光通信サービスが整備されており、
病院、学校、金融・公的機関といった生活に必要な施設も揃っています。コンビニ、スーパー、薬局、
ホームセンターなどの商業施設もあり、買い物に不便を感じることもほとんどありません。通勤など
を考えるとマイカーの所有は必須ですが、町の中心部に暮らす分には、徒歩圏内で全てが事足りる
｢田舎らしからぬ」利便性を持っています。

地勢
　中国山地の北、島根県のほぼ中央部に位置する典型的な中山間地域であり、総面積106.39km²、
東西に16.5km、南北に13.5kmの菱形をしています。北東から南西に向かって約14.2kmにわたり、
中国地方最大の一級河川「江の川（総延長192km）」が貫流し、総面積の約81.6%を山林が占めます｡

気候
　気候は、山陰地方特有の低温多湿型で、年間の平均気温は約14℃。日本海側気候の地域としては
最西南端に位置するため、比較的温和な気候であり、年間降水量は約1,700〜2,000mm。12月〜３月
にかけて数回程度、10cm〜30cmのまとまった積雪があるものの、日中の平均気温が比較的高い
ことから、根雪となることはありません。

人口 〈平成31年１月現在〉

人口 男 女 65歳以上 高齢化率 15歳未満 世帯数
3,307人 1,552人 1,755人 1,494人 45.2% 319人 1,667世帯

施設 〈平成31年１月現在〉

図書館 １
公民館 ３
保育所 ３
小学校 １
中学校 １
高等学校 １

子育て支援施設 １
学習支援施設 １
一般総合病院 1
歯科診療所 ２
ドクターヘリポート ２

郵便局 ３
金融機関 ３
警察署 １
駐在所 １
消防署 １

その他 〈 ◯：可　△：一部地域で不可 〉

光回線 ADSL CATV 携帯３社 ガス 下水 救急医療機関
◯ △ ◯ ◯ プロパン式 合併浄化槽 車で約20分

川本町での食事
　石見和牛や石見ポークのほか、天然鮎やツガニ、
ノドグロに代表される海鮮魚も県内随一の水揚
げ量を誇る浜田港などから手に入るため、新鮮な
食材に事欠くことはありません。
　道の駅「インフォメーションセンターかわもと｣
では、エゴマ、西条柿などの特産品や各種お土産
物に加え、地元産の新鮮野菜なども安価に購入で
きるほか、併設する「レストランいんふぉ」にて、
ボリューム満点の食事をとることもできます。町の
中心部には意外なほど飲食店が多く、自炊が苦手
という人にも心強い環境です。
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川本町での住まい
古民家カフェ、新築マイホームも夢じゃない

　川本町では、空き家バンクの活用や町営住宅の提供のほか、最大350万円の空き家改
修助成、新築・中古住宅購入助成などの支援制度が充実しており、安価に新築戸建住宅
に入居できる定住促進住宅の整備も進んでいます。

川本町空き家バンク
 http://www.town.shimane-kawamoto.lg.jp/category/akiyabank/

定住促進住宅
新築戸建〈木造２階建〉専用駐車場付３LDK〈91.15㎡〉オール電化住宅
家賃：25,000円〜／月　敷金：50,000円〜〈入居時〉

追加特典①　こどもの人数に応じて家賃が減額　一人につき５,000円〈上限：３人〉
追加特典②　入居後15年で買取可能〈想定価格：約120万円〉
追加特典③　ペット飼育応相談

〈応募条件〉
❶川本町に定住するための住宅を必要とし、
　入居後、速やかに住民票を移すことができる方

❷ 入居時、夫婦いずれかが40歳以下又は
　中学生以下のお子さんを１人以上扶養している世帯

❸住宅に長期的に居住することが見込める方

お試し住宅〈最長１年間〉 民間アパート町営住宅〈世帯用〉
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川本町での子育て
地域に見守られながら安心して子育てできる

　川本町では、地域住民が一体となった子育て環境づくりを実践しており、地域の指導者
によるジュニアスポーツクラブや公民館活動に加え、子どもの医療費助成や保育料完全
無料化などの支援制度も充実しています。子育てサポートセンターでは、在宅児家庭向け
の交流スペースや放課後の子どもの居場所づくり、地域の「もの・ひと・こと」とふれあう
体験活動など、様々な取り組みを行っています。
　町の中心部には総合病院、近隣には24時間体制の救急医療機関である公立病院があり、
乳幼児医療（小児科）にも対応しています。
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川本町の教育環境
少人数だからこその魅力、保・小・中・高の連携教育

　町内には３カ所の保育所のほか、小学校、中学校、ユネスコスクールにも認定されている県立高校があり、
世代間の交流や地域とのふれあいの機会を多く取り入れた特色ある教育を行っています。

▶全ての児童が主体的に学べる「学び合い授業」　▶学習支援員による学習サポートの充実　▶地域
の特産品を活かした学校給食による食育推進　▶地域に学ぶ「ふるさと教育」の充実　▶図書館司書
の常駐　▶専任ALT*の配置　▶電子黒板・タブレット端末を活用したICT教育

▶ 完全給食の実施　▶ALT*による英語遊びや外部講師による運動・美術指導　▶田植えや川遊び
などの自然環境を活かした様々な体験学習　▶土曜保育・延長保育・一時保育・障がい児保育に
対応　▶保育料完全無料化などの充実した支援制度　　

川本・因原・川本北保育所　体験を通じて学ぶ、元気な根っこづくり 川本小学校　心豊かにたくましく、進んで取り組む子どもの育成

⁂ALT……Assistant Language Teacherの略。英語の授業で日本人教師を補助する外国語指導助手｡
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▶１クラス30人学級を基本とした少人数指導体制　▶人文科学・自然科学・地域デザインのコース制・
総合選択制　▶全国大会にも出場するカヌー部・吹奏楽部・硬式野球部などの部活動　▶まちごと
キャンパス学習「職業体験」の実施　▶全国102の中学校から集まる多様な生徒たち〈平成30年度〉

▶トップアスリート等から学ぶ「夢先生授業」の実施　▶少人数を活かしたきめ細やかな指導体制　
▶学習支援員を各学年に配置　▶図書館司書の常駐　▶専任ALT*の常駐　▶みんなが主役の
生徒会・部活動　▶職場体験などのキャリア教育の視点を持った教育活動　

島根中央高等学校　地域を愛し、夢を叶える人財の育成川本中学校　知・徳・体の調和のとれた人間形成の確立
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川本町の地域教育
地域との関わりの中で健やかな心身を育む

かわもとスポーツクラブ
　生涯を通してスポーツを楽しめる環境
づくりを目指して活動している「かわもと
スポーツクラブ」には、小学生を対象と
した「ジュニアクラブ」があります。野球
やバレーボール、フットサル、バスケット
ボール、剣道などのスポーツ教室に参加
でき、各クラブとも放課後や休日に小学
校の体育館を貸し切るなどして練習し
ています。スペースや設備を贅沢に使え
るのも田舎ならではの魅力で、地元有志
による指導のもと、地域との関わりを
自然に身につけることができます。

K
ケ ー ポ ッ プ

-POP
　K-POPとは、川本町教育委員会が
中心となって実施している「かわもとポ
カポカ親子プロジェクト」の略称です。
親子のふれあいの時間を通じて、子育
ての基本である親子の絆を深め、地域
や自然との関わりの中でふるさとへの
愛着を育んでいくことを目的に、山菜採
りや竹の子狩り、鮭の観察会やピザづ
くりなど毎回ユニークなイベントを企画
しています。都会では、なかなか体験
できない経験ができるとあって、移住
者家族らにも大好評のイベントです。

かわもとサマーキャンプ
　町内の子どもたちを対象とした２泊
３日のサマーキャンプには、夏休み中
の小学生らが参加し、竹食器づくりや
野菜の収穫、川遊びやアユの掴み取
りなどの様々な体験学習を行います。
地域住民らの協力のもと、島根中央
高校の生徒らもボランティアスタッフと
して加わり、自然の豊かさを満喫しなが
ら世代間の交流を深め、地域の魅力を
再発見します。子どもたちにとっては、
一生の思い出となる体験ができる人気
のアウトドアイベントです。

ベンチャーキッズスクール 
　自ら考え、行動できる未来の起業
家を育てることを目的に一昨年度から
始まったベンチャーキッズスクール。
昨年は、道の駅等で販売するお土産
(お菓子づくり）の企画・販売を実施し
ました。マーケティングリサーチに始
まり、商品企画、パッケージデザイン、
製造加工と各 分野の専門家を講師
として招き、全４回の講座を通じて
実際のビジネスさながらのお土産づ
くりに子どもたちが 挑戦しました。
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川本町での仕事
一人ひとりのマンパワーが地域の暮らしを支える

　川本町では、地域おこし協力隊制度や産業体験事業、農業次世代人材投資資金などの
就農支援制度に加え、町として58年振りとなる県外企業の工場誘致やIT系企業の町内
進出に伴うテレワーク拠点の整備など、新たな雇用の創出に取り組んでいます。
　空き店舗対策としての事業継承支援や新たな起業支援、空き店舗情報サイトの開設など、
町の中心地である弓市商店街の活性化にも力を入れており、実際の空き店舗を活用した
｢弓市ビジネス・チャレンジ・コンペティション」の開催なども行っています。

空き店舗情報サイト『HELP! かわもと』
 http://www.help-kawamoto.jp

株式会社 三協／島根川本工場
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川本町には、現在、９名の地域おこし協力隊員、６名の地域おこし協力隊出身者とその家族が居住しています。
隊員の要望に柔軟に対応するためチャレンジ型・ミッション型合わせて５つの受入制度を設けており、全国に先駆けて隊員の活動支援補助金を明確に制度化しています。

スポーツトレーナー〈チャレンジ型〉

　田井　誠 さん

 かわもとおとぎ館

　前職は東京・銀座でパーソナルトレーナーをしていまし
た。塾講師や部活の外部指導員などの経験もあり、広義
の意味での教育に携わる仕事をしています。昨年、健康
運動実践指導者の資格を取得し、今年は健康運動指導士
の資格を取得する予定です。スポーツへの関心や健康へ
の意識が高く、人と人との距離が近い川本町に魅力と可
能性を感じており、かわもとおとぎ館のトレーニングルー
ムの魅力化を進めながら、地域の教育と健康・福祉のた
めに尽力したいと思っています。

高校魅力化コーディネーター〈ミッション型〉

須崎 開人 さん

川本町学習交流センター

　東京出身で、高校３年間を「しまね留学生」として川本
町で過ごしました。当時の思い出は、学校よりも寮生活の
ことが多く、大学進学で東京に戻った後も当時の仲間との
交流は続いています。大学では社会学を専攻し、教員免許を
取得｡卒論テーマにも「しまね留学」を選びました。最初は
嫌々だった田舎暮らしも今では懐かしく、どこかに住むな
らやっぱり川本町がしっくりくると感じ、地域おこし協力隊
に応募することにしました。自らの経験を活かし、学習面も
含めて寮生をサポートしていけたらと思っています。

地域おこし協力隊とは？
　「地域おこし協力隊」とは、人口減少の著しい地方にお
いて、地域外の人材を積極的に受け入れ、地域協力活動
等に従事しながら、その定住・定着を図るための総務省の
取り組みです。川本町では、町内を拠点に自らの夢や目標
に挑戦するチャレンジ型、地域の課題解決のための要望
に応えるミッション型の２つを柱に、雇用・非雇用合わせて
５つの受入制度を設けており、全国平均と比べても高い
定住率を堅持しています。

基本報酬：163,600円／月〈最長３年〉

指導手当：40,000円／月〈専門型のみ〉

活動支援補助金とは？
　「川本町地域おこし協力隊活動支援補助金」は、地域お
こし協力隊の趣旨である「地域の活性化と３年後の定住｣
に沿った活動に要する経費に対し、隊員の活動支援を
目的として交付される川本町独自の補助金制度であり、
住宅費等を含め、基本報酬とは別に年間で最大200万円
(最長３年間・計600万円）の補助を受けることができます。

※職種や活動内容によって、上限金額等が異なりますので、
　詳しくは、「川本町役場 まちづくり推進課」まで
　お問い合わせください。  0855-72-0634

活動補助金：50万円〜200万円／年〈最長３年〉

川本町地域おこし協力隊
しなやかに、そしてパワフルに地域のリノベーションをサポートする
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弓市ビジネス・チャレンジ・コンペティション

農業研修生
〈チャレンジ型〉

山田 翔太 さん
オーサンファーム

▶ 活動内容
雇用就農を目的としたエゴ
マの栽培・加工・販売研修

農業研修生
〈チャレンジ型〉

栗林 太一 さん
平成建設

▶ 活動内容
自営就農を目的とした野菜
等の農作物の栽培研修

教育魅力化コーディネーター
〈ミッション型〉

梅原　梨 さん
まちごとキャンパスネット

▶ 活動内容
保・小・中・高を通じた連携
教育の仕組みづくり

音楽の里づくりプランナー 
〈ミッション型〉

伊藤 浩平 さん
悠邑ふるさと会館

▶ 活動内容
悠邑ふるさと会館を拠点とし
た音楽を通じた魅力づくり

観光活性化コーディネーター 
〈ミッション型〉

曽我　瞭 さん
川本町観光協会

▶ 活動内容
観光活性化のための情報発
信と新たな観光資源の発掘

　川本町の中心地である弓市商店街では空き店舗を活用した新たな取り組みとして、
｢弓市ビジネスチャレンジコンペティション」と題したビジネスコンテストを開催しています｡
昨年は多数の応募の中から、川本町地域おこし協力隊として２年間活動していた大村
信望さんが、中高生を対象としたまちづくり教室、マルシェ等の運営を行う「cuereate
（キュリエイト）〜きっかけをつくりだす〜」のビジネスプランで、第１回採用者として
選出されました。現在、本年度中の事業実施に向けて開業準備を進めています。

開業支援金：1,200万円／３年〈川本町地域おこし協力隊として委嘱〉

第１回弓チャレ採用者

大村 信望 さん
cuereate

弓チャレ特設サイト
 http://www.yumichalle.jp

ローカル・デザイナー
〈ミッション型〉

神吉　絵 さん
RIVERBANKS

▶ 活動内容
デザイン制作による町のPR
素材作成とブランディング
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川本町子育て移住のすゝめ
子育て世帯に選ばれる魅力

特集記事
No.1

を抑えることができたことも結果的に大きな後押しになったと思います。現在は、地域おこし
協力隊員としての任期満了を間近にひかえ、町のPR素材作成のミッションと並行して、
事務所の開設準備を進めているところです。意外に忙しい移住後の暮らしは、まさにあっ
という間の３年間でしたが、少ない人口の中で一人ひとりの担う役割は大きく、都会では感
じることのできない充実感を持って日々を過ごすことが出来ています。何より、緩やかな環
境の中で、のびのび遊ぶ娘の成長を見る度、移住という選択が間違いではなかったんだと
感じています。移住先に100%を求めることはできませんが、求めすぎない心の余裕が、
本来優先すべき事柄に気づかせてくれる「鍵」になるのかも知れないと思っています。

神吉　絵 さん

ローカル・デザイナー

　東京から神戸にUターンした後、家族で川本町に移住してきました。縁も所縁もない
川本町への移住の決め手となったのが、育児環境、特に現在の保育所の雰囲気だったとい
うこともあり、近隣で住居兼事務所を探していたところ、空き家バンクを通じて、今の物件を
ご紹介いただきました。格安とはいえ、新居の購入はとても勇気のいる決断でしたが、役場
の方々をはじめ、応援してくださる皆さんの期待に応えたいという思いもあり、家族で何度
も話し合って購入を決めました。空き家改修助成などの支援制度を活用し、経済的なリスク

移住についての相談件数の中で最も多いのが、田舎でのびのびと子育てしたいという30代を中心としたの子育て世帯からの問い合わせです。
川本町では、子育て世帯の移住希望者受け入れにも力を入れており、空き家改修助成の大幅増額など住環境の整備にも積極的に取り組んでいます。
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関係人口という地域との絆
心の充足は地方にあり

近年、定住人口でも交流人口でもない第３の人口「関係人口」という新たな考え方が、全国的に注目を集めています。
移住・定住はできなくても、何かしら地域や故郷と関わりを持ちたいと感じる人たちが増え、地域の課題解決のための大きな原動力となっているのです。

水野  ひまわり さん

武蔵野美術大学

　川本に移住した友人の誘いで始めたアートプロジェクトがきっかけで、その後何度も町を
訪れるようになりました。高校時代からアートと社会課題に興味を持ち、リバースプロジェク
ト等の社会活動に参加し、いろいろな場所に行きましたが、川本の人たちの人柄や空気感
がとても気に入っています。何度も足を運ぶうち、「おかえり」と言ってもらえる場所ができた
ことが嬉しくて、すべてが０からの活動にもやりがいを感じます。今後も川本町とつながり、
アートを通じて地域課題を解決するような仕事に就けたらと思っています。

木下　陽介 さん

映像クリエーター

　川本生まれ川本育ち、生粋の川本人です。東京の大学に進学し、名古屋で一旦は就職しま
したが、28歳の時に脱サラして始めた映像の仕事で現在は都内に暮らしています。昨年の三
江線廃線の際、川本駅が妻にプロポーズした思い出の場所だったこともあり、何かかたちに
残しておきたいと作品を制作したことが縁で、母校（高校）のムービー制作等、映像を通じて
地元と関わるようになりました。川本にも移住者が増えていることや東京にも出身者会がある
ことなど知らなかったことも多く、ふるさとの魅力を改めて考えるきっかけとなっています｡

特集記事
No.2
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支援制度一覧
充実の支援制度が移住後の暮らしをバックアップ

●保育料の完全無料化
　2019年４月より全保育料が無料。〈所得制限等なし〉

●保育所完全給食化
町内全保育所で地元産の炊きたてごはんを提供する完全給食を実施。

●子どもの医療費助成〈子ども等医療費助成制度〉
①乳幼児、小・中学生の入院・通院・薬局費が無料。
②20歳未満の特定16疾患群に係る入院費が無料。

●まげなフリーパス
町内在住の小・中・高校生を対象に町内の公共施設やスクールバス、温泉などを無料で使用で
きるフリーパスポートを発行。

●不妊治療〈特定・一般〉費助成
不妊治療費等の一部を助成。

●男性不妊検査費助成
保険適用外の検査費用の3割を1回助成〈上限：28,000円〉

●妊婦健診助成
妊婦一般健康診査14回の受診票を交付。〈県内：無料　県外：上限あり〉

●風疹ワクチン・麻疹風疹ワクチン予防接種助成
妊婦と同居の方、妊娠を希望される女性及び同居の方の予防接種の助成。〈一部負担あり〉

●産婦健診助成
産後２週間と１ヶ月の健診費助成。〈上限：5,000円／１回〉

●産後ケア事業
助産師による授乳指導や心理的ケア。〈産後４ヶ月以内、一部負担あり〉

●乳児一般健診費助成
生後１ヶ月・９〜11ヶ月に受けていただく受診票を交付。〈県内：無料　県外：上限あり〉

●新生児聴覚検査助成
新生児聴覚スクリーニング検査の費用が無料。

●歯科対策助成
フッ素塗布・フッ素洗口費用が無料。〈対象：３歳児〜中学生〉

●インフルエンザ予防接種助成
妊婦・高校生以下のインフルエンザ予防接種費用が無料。

●チャイルドシート購入費助成
１台につき購入価格の１/２を助成。〈上限：1.5万円〉

●自転車ヘルメット購入助成
１個につき購入価格の１/２を助成。〈上限：２千円〉

●学習塾助成〈自らの学び応援事業〉
町内の学習塾等への経費の一部を助成。

●英検助成〈自らの学び応援事業〉
英語検定を受検する費用の全額を補助。〈同一級同年度内１回〉

●通学助成〈遠距離通学費支給制度〉
小学生〈通学距離：２km以上〉、中学生〈通学距離：６km以上〉の定期券等を支給。
※バス通学で最寄りの停留所までの距離が２km以上の場合も対象になります。

●就学援助制度
経済的な理由で児童生徒の就学が困難な世帯に対して、学校関係経費を補助。

●就学奨励費制度
障がいのある児童生徒の学校関係経費を家庭の経済状況等に応じて補助。

●夢と可能性に挑戦する人財定住助成金事業
①高校・大学等卒業後就職し、川本町に居住した場合に定住助成金として最大50万円を交付。
②奨学金を借入れ大学等に進学し、卒業後10年以内に就職、川本町に居住した場合に
　奨学金返済額範囲内で毎年助成金を交付。〈上限：24万円／年　期間：最長10年〉

●しまね子育て応援パスポート「COCCOLO」 http://www.pref.shimane.lg.jp/education/syoushika/syoushika/parntenv/coccolo/
協賛店において、商品の割引、ポイントカードのポイントアップ、景品のプレゼント、子育て関連情報の提供などのサービスを受けることができます。

それぞれの助成・支援制度については要件等がありますので詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください｡
川本町役場 総務財政課（代表） 0855-72-0631
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●新築・中古住宅購入助成
　新築住宅の建築費、中古住宅の購入費・改修費の一部を助成。
　❶新築住宅〈最大200万円〉
　　建築費の１/10 または 50万円のうち、比較して安い方
　　＋ 土地購入額の１/２または 50万円のうち、比較して安い方
　　＋ 解体撤去費の１/２または 50万円のうち、比較して安い方
　　＋ 加算額 ①〜③ 各25万円〈上限：50万円〉

　❷中古住宅〈最大350万円〉
　　購入費の１/20 または 50万円のうち、比較して安い方
　　＋ 改修費の１/２または 250万円のうち、比較して安い方
　　＋ 加算額 ①〜③ 各25万円〈上限：50万円〉

〈加算額条件〉①中学生以下の子ども１人につき
　　　　　　　②世帯主が45歳未満の世帯
　　　　　　　③町内業者が施工

●空き家改修助成
　❶空き家改修〈最大350万円〉　空き家等の改修費の一部を助成。
　　改修費の１/２または 350万円のうち、比較して安い方　※要耐震診断

　❷家財撤去〈最大40万円〉　家財撤去、ハウスクリーニング等の費用の一部を助成。
　　費用全額または 20万円のうち、比較して安い方　※空き家バンク登録の場合は 40万円

●起業・事業継承支援制度
空き店舗等を活用した起業、事業継承者に対して、開店または事業継承にかかる
初期投資費用の一部を支援。〈上限：300万円〉
特に地域住民の買い物不便の助けとなる場合〈上限：1,000万円〉

●ふるさと納税起業家支援事業費補助金
川本町内で新たに、起業または既存事業の展開を始めようとする方の事業資金を、ふるさと納税型
クラウドファンディングの仕組みを活用し募集。集まった寄附額の７割を補助金として交付。
※ハード事業を対象に交付する額と同額をさらに上乗せして補助する場合があります

●就業支援制度
　目指す就業のスタイル〈自営・兼業・雇用〉にあわせた支援制度。

❶産業体験事業〈農業・林業・漁業・伝統工芸・介護分野等〉
　12万円／月〈期間：３〜12ヶ月〉
　※親子連れ助成 ＋ ３万円／月〈世帯毎　対象：中学生以下の子どものいる世帯〉　

❷半農半Ｘ支援事業〈就農前研修経費・定住定着助成〉
　12万円／月〈期間：１年・１年〉
　※夫婦共同経営の場合、それぞれが対象です

❸農業次世代人材投資資金〈準備型・経営開始型〉
　150万円／年〈期間：２年・５年〉　 

●地域おこし協力隊活動支援補助金
地域活性と隊員の３年後の定住に向けた活動に要する経費に対する補助金を交付。
Ⓐ雇用型地域おこし協力隊〈川本町役場非常勤嘱託員〉　　　　　　　　　　　　　　　　 
　報　　酬：163,600円／月〈期間：３年〉　◯活動支援補助金　最大100万円／年度
　勤務時間：124時間（16日／月）8:30-17:15〈昼休憩１時間〉

Ⓑ委嘱型地域おこし協力隊〈個人事業主〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　報償費：163,600円／月〈期間：３年〉　◯活動支援補助金　最大200万円／年度
　勤務時間：124時間（16日／月）程度または、それに準ずる業務量
Ⓒ専門型地域おこし協力隊〈川本町役場非常勤嘱託員〉　　　　　　　　　　　　　　　　 　
　報償費：203,600円／月〈期間：３年〉　◯活動支援補助金　最大50万円／年度
　勤務時間：124時間（16日／月）8:30-17:15〈昼休憩１時間〉

Ⓓ起業型地域おこし協力隊〈個人事業主〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
　報償費：163,600円／月〈期間：３年〉　◯活動支援補助金　最大200万円／年度
　※活動支援補助金は２年目が最大150万円／年度、３年目が最大100万円／年度となります　

Ⓔ受入型地域おこし協力隊〈個人事業主〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
　報償費：163,600円／月〈期間：３年〉　◯活動支援補助金　最大130万円／年度

※業種・職種により、活動支援補助金の限度額等の条件が異なりますので
　詳しくは各募集要項をご確認ください

●合併浄化槽設置費補助制度
　❶単独浄化槽撤去費分　単独浄化槽撤去費用の一部を助成。〈上限：９万円〉
　❷合併浄化槽設置費分　合併浄化槽設置に伴う費用の一部を助成。〈１基〉

　５人槽：58万円　７人槽：78.5万円　10人槽：112万円
　※単独浄化槽撤去費分・合併浄化槽設置費分の併用可、10人槽は２世帯住宅が対象です

●生ゴミ堆肥化装置設置事業補助金
生ゴミ堆肥化装置設置に伴う費用の一部を助成。
電源あり：購入費の１/３〈上限：２万円〉　電源なし：購入費の１/２〈上限：３千円〉　

●太陽光発電システム設置費補助金
太陽光発電システム設置に伴う費用の一部を助成。〈上限：20万円〉

●飲料水供給施設設置奨励金
簡易水道が供給できない地域にお住まいの方が飲料用井戸の設置をする場合の費用の一部を助成｡
対象経費の２／３〈上限：100万円〉
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　川本町は、中国山地に位置し、比較的地形が険しく一年を通じて変化
に富んだ景観が楽しめます。多湿地域であることから、美肌県としても知
られる島根県ですが、川本町は町内を縦貫する「江の川」の影響で霧

身近に感じる暮らしという観点からは魅力的です。そのほか、川本町
は、希少種である「ユキワリイチゲ」や島根県のみで自生する絶滅危
惧種「イズモコバイモ」の群生地としても知られています。

紅葉に彩られた幻想的な景色が広がる川本の秋島根県指定史跡「丸山城跡」付近から望む雲海

三原の「ホタル祭り」には毎年多くの人が訪れる

の発生率が高く、雲海などの絶景を日常的に目にすることができます。
　野生の「ホタル」や国の特別天然記念物「オオサンショウウオ」などの
希少生物に加え、農家さんにとっては厄介な野生動物たちも、生命を

川本町の自然・文化・歴史
四季折々の自然と文化が調和する

「春の妖精」の愛称で親しまれる「イズモコバイモ」

江の川に架けられた三つの橋のひとつ「川本東大橋」の雪化粧〈石見銀山街道〉

「中国太郎」の異名を持つ「江の川」沿いの桜並木と山桜



 川本町の自然・文化・歴史

21

　石見銀山に程近く、江戸時代には天領であった川本町は、古くは
中世石見小笠原氏の居館があった場所としても知られ、この地域
一帯の中心地として栄えました。町内には、かつてを物語る史跡が

｢音楽の町」を宣言。石見地方随一の音楽ホールを町内に有する
など、文化振興の精神も厚く、風光明媚をもって知られる江の川の
ほとりにあって、歴史的にも文化的にも成熟した風土を持っています。

随所に見られ、「田植囃子」や「石見神楽」などの伝統芸能が、歴
史の面影を今に伝えています。また、近年では、「緑にこだます音楽
の里」をテーマとしたユニークなまちづくりに取り組み、昭和60年に

400年以上の歴史を持つと云われる「小笠原近重流 三原田植囃子」石見地方に古くから伝わる伝統芸能「石見神楽」

全国大会の常連校として知られる「島根中央高等学校吹奏楽部」独特の赤褐色で知られる日本三大瓦のひとつ「石州瓦」 珍宝「獏頭の玉枕」を所蔵する「長江寺」の境内

海外公演も行う川本町を代表する芸能団体「江川太鼓同好会」
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道の駅 インフォメーション
       センターかわもと
　町を縦貫する国道261号線沿いにある「イン
フォメーションセンターかわもと」は、島根県下で
22番目の道の駅です。約30種類のエゴマ関連商品
のほか、西条柿や鮎などの特産品、町内外の新鮮
野菜が揃います。長江寺の「漠頭の玉枕」にあや
かったバクのグッズ商品などが人気で、近隣住民
の憩いの場ともなっています。　

悠邑ふるさと会館
　音楽の町として知られる川本町。かつて、島根
県立川本高等学校〈現島根中央高等学校〉吹奏
楽部が全国コンクールで度々優勝を飾ったこと
から、昭和60年に「音楽の町」を宣言しました。
オーケストラでの本格的コンサートにも対応する
1000人規模の音楽ホールを備えた「悠邑ふるさと
会館」は、文化の発信基地、町のランドマークとし
て、町民に親しまれています。

エゴマの町 かわもと
　川本町といえば、なんといっても健康食品でもあ
るエゴマの栽培が全国的にも有名です。その栽培
品質は、「エゴマの聖地」と称されるにふさわしいブ
ランド力を誇ります。そのエゴマの実からつくるエゴ
マ油は、普段使いやお土産、贈答用のほか、ふるさ
と納税の返礼品としても人気です。テレビなどで話
題となり、常に品薄の状況が続いている希少価値の
高い特産品です｡

湯谷温泉 弥
み せ ん そ う

山荘
　「湯谷温泉 弥山荘」は、山間に佇む温泉施設
で、日本では珍しい天然炭酸塩泉としての優れた
泉質を誇ります。神経痛や関節の痛みを和らげる
だけではなく、アトピーなどの皮膚病にも効果が
あると云われており、薬湯や信楽焼きの「つぼ湯」
が人気です。地元食材を使ったメニューが豊富な
レストランは、食事のみの利用も可能。売店で県内
の特産品を購入することもできます。

川本町民球場
　昭和54年に整備された川本町民球場は、両翼
91m、センター121m、ナイター設備を有する天然
芝野球場です。小学校・中学校・高校の野球部
の練習や試合のほか、町内地区対抗野球大会の
会場としても使用されています。過去には、国内
有名歌手による野外コンサートが開催されるな
ど、町民にとって思い出の詰まった施設のひとつ
です。

ええなぁまつりかわもと 

　川本町の夏の風物詩である「ええなぁまつりか
わもと」には、地元団体による屋台や露店が並
ぶほか、中央大通りの特設ステージでは、神楽、
よさこい踊り、吹奏楽や太鼓の演奏などが披露
されます。クライマックスには、山々を背にした山
間部ならではの大迫力の花火が打ち上げられる
｢江の川名物 花火大会」が開催され、毎年多くの
家族連れで賑わいます。

かわもと図書館 

　悠邑ふるさと会館内に併設された「かわもと図
書館」では、「移動図書」や「絵本の読み聞かせ｣
などの読書普及活動が盛んです。流線型を思わ
せる館内が印象的で、試験前の高校生らが自習
スペースとしても利用しています。絵本ブースや
おすすめコーナーなどのソフト面が充実しており、
書籍に対する愛情を感じる空間づくりは、読書
好きにはたまらない隠れ人気スポットです。

ふれあい公園 笹
さ さ ゆ り

遊里
　｢ふれあい公園 笹遊里」は、合宿、会合、サーク
ル活動などに利用される「体験実習館」のほか、
ログハウス風のコテージ、キャンプ、バーベキュー、
グラウンドゴルフなどのアウトドアを満喫できる
滞在型公園です。春から夏にかけて、ササユリを
はじめとした様 な々種類のユリを観察できるほか、
季節に応じて桜、紫陽花、ラベンダーなどの花々を
見ることができます。
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  　川本町移住パンフレット

　川本町は平成の大合併で近隣の市町村との合併を選択せず、単独町政を続けた町です。離島を除いて

島根県内では最も小さい町となりましたが、一人ひとりの存在感が大きく、町民みんなの顔が見える関係

にあることが大きな強みとなっています。

　町内は、官公庁、銀行、病院、学校、商店街などの生活機能がコンパクトにまとまっている「弓市地区」、

ドラッグストアやホームセンターなどの大型店舗や道の駅などが揃い、広島方面、近隣市との交通アクセス

もよい「因原地区」、農村風景が広がり、スローライフが満喫できる｢三原地区」という、同じ町内でも特徴

が異なる地域があり、ライフスタイルに応じて様々な暮らしを選択できることも大きな魅力となっています。

　また、起業や就農など、この町でチャレンジする方の受け入れも積極的に行っています。「この町だからこそ、

自分の夢が実現できた」と思っていただけるよう、「オール川本」でサポートする万全の体制を整え、皆様の

チャレンジを応援していきたいと考えています。

　このような町に暮らしてみませんか。皆様のお越しを心よりお待ちしています。

 

川 本 町長 　　三　宅　　実

｢だからこそ、川本。」と呼ばれる、まちづくりを目指して
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