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福島県 しらかわ エリア

県 南 地 方

    ＼移住者大歓迎／ 
  地域団体紹介パンフレット



p.2 p.3

　　 野出島地域活性化プロジェクト
・・・・・P4-5

白河市の東にある野出島地域。菜の花やそば畑、果樹
園が広がる地域を盛り上げるため、地元メンバーで季
節のイベントを開催。お試し住宅もあります。

　 NPO法人表郷ボランティアネットワーク
・・・・・P6-7

白河市の表郷地域で目指すのは「ここに住んでよかっ
た」と思えるまちづくり。ボランティア活動を中心に、路
線バスや里山を楽しむイベントを行なっています。

３： 川谷学区を元気にする会
・・・・・p8-9

西郷村の小中一貫校『川谷小学校・中学校』は、高
原地帯にある小さな学校。地域全体で、子どもを見守
り育てる環境を整えています。

４： やまつり清流の里協議会
・・・・・p10-11

矢祭町の内川地区は、清流が流れる自然豊かな里
山地域。鮎のつかみどりや農家民泊など、里山の豊
かさを伝えるため、移住者と地元の人が協力。

７： アグリカレッジ福島　研修部
・・・・・p16-17

「農業はじめて」でも大丈夫。基礎的な研修から専門
的な技術習得まで、各種のカリキュラムが準備され、専
門支援員が丁寧に農業デビューをサポートします。

５： 一般社団法人矢塚明日香塾
　　　　（ふるさとカフェ 矢塚分校）

・・・・・p12-13
塙町矢塚地区で、廃校となった小学校を再利用して
土日限定のカフェを開いています。

６： 一般社団法人あぶくまエヌエスネット
・・・・・P14-15

鮫川村の山深い地域、葉貫地区で農業体験キャンプ
のプログラムを提供。子どもから大人まで、参加者の
生活スタイルにあわせた自然体験ができます。

西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町
白河市の西部・北東部に位置し、平坦な水田地帯が広がる
エリア。西郷村の西部のみ、奥羽山脈の高原エリアがありま
す。国道４号線や東北自動車道、新幹線、空港へのアクセス
に恵まれており、大規模な工業地帯も立地しています。

西白河郡

気候

しらかわ地方の民泊・農泊のご紹介・・・・・p18
しらかわ地方の魅力に触れることができる個性的な「民泊」「農
家民泊（農泊）」をご紹介します。地域の生活を体験しませんか？
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7~9月の平均気温

12~2月の平均気温

積　雪

東京都 白河市・西白河郡 東白川郡

24.7℃ 21.7℃ 22.0℃

1.3℃6.1℃ 0.9℃

5cm以上積雪は
1~2日程度

10cm以上積雪は
10日程度

10cm以上積雪は
9日未満

※地形や標高等によって気温や積雪量には差があります。

参考：気象庁HP「過去の気象情報」

しらかわ地方の特徴は、首都圏からのアクセスの良さと、豊かな自然環境。新幹線や高速道路網を背景に、東証一部
企業の大規模な工場が数多く立地しています。新幹線通勤によって東京圏で勤務する方も。

豊かな自然環境を生かした農業・林業・酪農業・内陸漁業はもちろん盛ん。コシヒカリやひとめぼれのお米はもちろん
ブロッコリーやトマト、ブルーベリーやりんごなど、季節の野菜や果実が、それぞれの町の直売所に並びます。
地域に息づいてきた伝統産業もあります。「白河だるま」や「大堀相馬焼」では、職人が手作業で働いていたり、酒蔵に
は地酒を仕込む杜氏がいたり。事業者によっては、観光客向けの体験プログラムを用意していることもあります。

主な仕事・産業

＼新規就農を目指す人の強い味方／＼新規就農を目指す人の強い味方／

わたしたちは ＼移住者大歓迎／
                                な 地域団体 です
わたしたちは ＼移住者大歓迎／
                                な 地域団体 です
特徴① 他の地域から来てくれる方を大歓迎しています。
特徴② 地域の資源を生かして、地域活性化を目指します。
特徴③ 人とのつながりを大切にして暮らしています。

しらかわ地方
           の 概要
しらかわ地方
           の 概要

白河市
しらかわ地方の中心地。人口は約6万人。中心市街
地では江戸時代の城下町の面影が残ります。大規
模ショッピングセンターや医療機関も所在。郊外の
農村部には田園や里山もあり、都市と農村のバラン
スにすぐれた小規模な地方都市です。

白河市の南東部に位置し、東部を八溝山系、西部
を阿武隈山系に挟まれた地域。久慈川と鮫川、ふ
たつの一級河川の源流部で、豊かな自然に囲まれ
た暮らしが残ります。ローカル線の水郡線や、農林業
など、個性的な景色や産業に出会えます。

福島県しらかわ地方
     と パンフレットの紹介
福島県しらかわ地方
     と パンフレットの紹介

東京から一番近い東北、しらかわ地方。多様で豊かな自然環境と、ア
クセスの良さ、そのバランスが最大の魅力です。

「福島県しらかわエリア 移住者大歓迎地域団体紹介パンフレット」
では、あなたの移住・二地域居住の背中を押してくれる、魅力的な地
域の団体をご紹介します。どの地域の方も、移住者大歓迎！ また、いな
か暮らしデビューにぴったりの農業の学校や、地域の民泊・農泊もあわ
せてご紹介します。

東京から一番近い東北、しらかわ地方。多様で豊かな自然環境と、ア
クセスの良さ、そのバランスが最大の魅力です。

「福島県しらかわエリア 移住者大歓迎地域団体紹介パンフレット」
では、あなたの移住・二地域居住の背中を押してくれる、魅力的な地
域の団体をご紹介します。どの地域の方も、移住者大歓迎！ また、いな
か暮らしデビューにぴったりの農業の学校や、地域の民泊・農泊もあわ
せてご紹介します。
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〒 963-5521 
福島県東白川郡塙町那倉矢塚１
　土曜日　11 時 00 分～ 15 時 00 分
　日曜日　11 時 00 分～ 15 時 00 分

やまつり清流の里協議会

地元の人の手作り里山体験プログラム
　矢祭町の内川地域は、なだらかな山々
にいだかれた里山地域です。清流・矢祭
川が流れ、田畑が緩やかに広がります。
まさに日本の原風景といえる景観であ
りながら、スーパーや銀行まで車で 15
分という利便性を兼ね備えています。
　内川の魅力を地域外の人にも楽しん
でもらおうと、地域のおとうさんやおか
あさん十数名で体験プログラムを提供
しているのが「やまつり清流の里協議
会」です。活動を始めたきっかけのひ
とつは、地域の小学校が 2014 年に廃校
になってしまったことでした。生まれ

育ち、親から子へ受け継がれてきたこ
の地域が消滅してしまうかもしれない。
そんな不安のなか、グリーンツーリズ
ムで有名な大分県の安心院町へ視察に
行く機会がありました。その時、内川地
域の人は衝撃を受けました。なぜなら、
安心院町での体験やもてなしは、普段
の自分たちの暮らしそのものだったか
らです。何でもない暮らしが都市部の
人にとっての価値であることがわかり、
活動がスタート。やまつり清流の里協議
会では現在、里山体験のイベントが年
に 6，7 回開催されています。その内容

は、田植えや稲刈りに、栗や山菜などの
山の恵みの収穫、アユやヤマメのつかみ
取りなど、季節に応じた里山体験です。
水にびっしょり濡れて楽しそうにして
いる子の親御さんが「普段は汚れるのを
嫌がるのに、こんなにも楽しそうなんて
…」と驚いていたとのこと。里山体験は、
本人も知らない好奇心や子どもらしさ
を引き出してくれるのかもしれません。
その他、個別の体験の受け入れも行われ
ており、事前相談の上でさまざまな体験
が可能です。農家民泊も整備が進んでお
り、田舎暮らしの体験もできます。

#矢祭町 #温暖な気候

#あゆのつかみ取り

#農業体験 #清流

「やまつり清流の里」は、清流「矢祭川」が流れる自然豊かな里山です。
四季折々の美しい景観、美味しい作物、温かい笑顔あふれる清流の里の
住民。素朴で優しい清流の里で、ゆったり、ほっこり里山時間を満喫し
ませんか？　　　　　　　　　やまつり清流の里協議会　古市孝行さん

矢祭町で、こんな活動をしています！

# 里山 #農家民泊

矢祭町の内川地域は、こんなところ！

内川地域のくらし

相談できること・主要施設へのアクセス

屈指の清流である矢祭川と八溝山系の
なだらかな山々に囲まれた内川地域は、
伝統的な日本家屋と田んぼや畑が広が
る里山です。水と空気がきれいな内川で
採れる農産物やアユの味は、地元の人
曰く「街とは比べ物にならない」とのこ
と。矢祭川の水で淹れるコーヒーにはプ
ロのバリスタも唸ったといいます。スー
パーなどへのアクセスも良く、降雪もほ
とんどありません。日本の原風景と生活
のしやすさが両立している地域です。

” やまつり清流の里 ” の会員が暮らす矢祭町内川は、豊かな自然に囲まれた
里山で、ゆったりとした時間が流れ、地域の皆さんの笑顔はとても穏やかで
す。そんな素敵な地域に惚れ込んで移住したのは 1 年半前になります。ガー
デニング、DIY、農作業、薪づくりなどなど、好きなことがなんでもできる
この地は私にとっては夢の場所です。好きなことをしていたら近所の方に声
をかけられ、どんどん輪が広がり、地域に自然と受け入れていただけたよう
に感じます。地域の皆さんの優しさに包まれて、四季折々の豊かな表情を見
せる里山で、充実したカントリーライフを満喫しています。

移住の ” センパイ ” の声

「地域の皆さんの優しさに包まれて、充実したカントリーライフを満喫」

人のあたたかさに惚れ込み、
二地域居住を経て 2018 年 4 月に移住。

△収穫した稲を 1 ヶ
月ほど天日干し。昔
ながらの方法です

◁大人も子どもも、
泥んこになりながら
の田植え

◁あゆのつり橋から
眺 め る 四 季 折 々 の
山々はとびきりです

◁ヤギは大事な草刈
り部隊

△矢祭川のアユはひと味もふた味も違います

▽毎日の食事は採れたて野菜の料理が並びます

ユズは矢祭町の名産
品のひとつです▷

やまつり清流の里協議会
　080-3430-1767  
   福島県東白川郡矢祭町内川塩ノ平 11
▷住まいの相談

空き家が地域内に数軒あり、場合に
よっては相談に乗ることができます。
▷仕事の相談

お気軽にご相談ください。内川地域は
矢祭町街や大子町街へも車で 15 分圏
内なので、街なかで働くことも可能。
▷体験の相談

里山体験の申し込みを受け付けていま
す。農家民宿で宿泊することも可能。

水郡線 矢祭山駅 35 分
東北新幹線 新白河駅 70 分
福島交通路線バス 1 日 4 本程度

東北自動車道　白河 IC から 70 分
常磐自動車道　那珂 IC から 60 分

エネオス　15 分矢祭小学校　10 分
矢祭中学校　15 分
塙工業高校　20 分

福島銀行矢祭支店・白河信用金
庫矢祭支店 各 35 分

ファミリーマート
セブンイレブン

各 10 分

リオンドール
エコス TAIRAYA
　　　　    各 15 分

塙 厚 生 病 院（ 総 合
病 院 ）20 分 / 町 の
医院まで 10 分

小泉 美峰 さん
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〒 963-5521 
福島県東白川郡塙町那倉矢塚１
　土曜日　11 時 00 分～ 15 時 00 分
　日曜日　11 時 00 分～ 15 時 00 分

ふるさとカフェ矢塚分校

地域の人でつくる週末限定カフェ
　森林に囲まれた矢塚地域は、塙町中心
部への通学が難しいことから、「塙町立
片貝小学校矢塚分校」がありました。少
子化による廃校が決まったとき、地域の
分校をなんとか守ろうと組織された団
体が、一般社団法人・矢塚明日香塾です。
分校跡地がまた賑やかになるようにと、
法人の女性会員であるお母さん方が手
料理をふるまっているのが「ふるさと
カフェ矢塚分校」。土曜日曜のみオープ
ンしています。店長の佐藤さんをはじ
めとするお母さん方が毎週集まり、け
んちんうどんやお手製のパンなどを提

供しています。スタッフのみなさんは、
ようこそいらっしゃい、と実家に帰って
来たかのように温かく迎えてくれます。
寒暖差の大きい高原地帯・矢塚で育っ
た野菜は、甘みが強く、素材そのまま
の味が楽しめます。特産のインゲン豆
はゆでるだけで調味料もいらないほど。
この集落では、畑仕事は女性の方が取り
組んでいることが多いです。「わたしら
農家なんで、わたしらの作った野菜をた
べて美味しいって言ってもらえるのも
嬉しいねぇ。」「気がきいた料理はできな
いから、母ちゃん料理に母ちゃん弁当。

山菜料理や煮物を入れて。 」と佐藤さん。
　子どもたちがキャンプに訪れたり、塙
町出身者が組織する「東京塙会」や、友
好都市の葛飾区民のみなさんなど、地元
からも、遠くからも、いろいろな人が山
の上の校舎に集まります。例えば、毎月
１５日に行われる「じゅうご会」に集ま
るのは、80 歳を超えた地域のおじいさ
ん・おばあさん。ふるさとカフェが地域
の高齢の方を招待して開催するサロン
です。地域の歴史をつくってきた世代を
見守る、あたたかく、ゆっくりした空気
が流れています。

# 高原 #標高 700m

# こんなところに一軒家

#山菜料理 #廃校

空気はおいしいところだから、ゆっくりしてもらいた
い。わたしら農家なんで、わたしらの作った野菜をた
べて美味しいって言ってもらえるのも、嬉しいねえ。

 ふるさとカフェ矢塚分校 店長・佐藤秋江さん

塙町で、こんな活動をしています！

# 塙町 #手作りパン

#土日限定カフェ

塙町の矢塚地域は、こんなところ！

塙町矢塚地域のくらし

相談できること・主要施設へのアクセス

標高 700m の阿武隈高地にあります。
冬寒く夏は涼しい、寒暖差の大きい地域
です。一般社団法人矢塚明日塾・代表理
事の藤崎進一さんいわく「夏はとにかく
最高です。エアコンなしで生活できる
し、夜はぐっすり眠りにつけます。」と
のこと。寝汗をかくような日は一夏に１
回２回くらい。網戸にしておけば快適に
過ごせます。その代わり冬は氷点下 15
度になることも。雪かき・雪道の運転は
必須です。地域の中心産業は林業です。

茨城県日立市出身で、ここに２０年住んでいます。６０歳になるまでは、まったく
農村に興味なかったんです。集落のボスがいたり、因習がいたり…それが嫌だった
から。でも６０歳になったときに、（近くの温泉である）湯遊ランドに入りにきて、
たまたまここ矢塚にきたら、景色がいい。真夏でも、ものすごく涼しい。人は飾り
気がないし、ぶっきらぼうなんだけど、あたたかくて。矢塚に住みたくなって、空
き家を購入しました。ここは旧家がないから、みんな同じ立場でオープンなところ
があります。いまは、矢塚週４、日立週３で生活しています。医療機関の心配はあっ
たので、日立の家は残して、矢塚は別荘です。ここの暮らしは自給自足。ぜんぶ自
分でやるのがいいんですよね。家にいるときは家のことをやって、畑をやって。

移住の ” センパイ ” の声

「飾り気がないし、ぶっきらぼうなんだけど、あたたかくて」

暖炉のある家に住み、薪割りもします。
82 歳ながら現役のエンジニア。

△子どもがキャンプ
に訪れることも。

◁鮫川水系源流域。
渓流釣りも可です。

◁特産のダリアの栽
培も行われます。

◁地域の大人がおも
てなしします。

△秋は校庭が燃えるように色づきます。

▽冬は雪が厚く積もります。校舎も雪化粧。

校庭を眺めながら
お茶できます。▷

一般社団法人 矢塚明日香塾
　  090-3125-3644 代表理事 藤崎進一
     福島県東白川郡塙町那倉字矢塚１

▷住まいの相談
空き家が地域内に数件あるので相談に
乗れます。ただし改修が必要です。

▷仕事の相談
地域の主要産業である林業は人手不
足。林野庁の「緑の雇用」制度などを
活用しながら仕事を紹介できます。塙
町中心部までは約 35 分。塙町市街で
の仕事に従事することもできます。

水郡線 磐城塙駅 35 分
東北新幹線 新白河駅 80 分

東北自動車道　白河 IC から 80 分
常磐自動車道　高萩 IC から 40 分

エクソンモービル　15 分
昭和シェル石油　　25 分

笹原小学校　25 分
塙中学校　30 分
塙工業高校　35 分

東邦銀行塙支店・福島銀行塙支
店・白河信用金庫塙支店・塙郵
便局 各 35 分

セブンイレブン
ミニストップ 

各 35 分

リオンドール塙店 
エコス塙店 

各 35 分

塙 厚 生 病 院（ 総 合
病院）・その他個人
医院各 35 分 

市毛 三郎 さん

一般社団法人 矢塚明日香塾
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〒 963-5521 
福島県東白川郡塙町那倉矢塚１
　土曜日　11 時 00 分～ 15 時 00 分
　日曜日　11 時 00 分～ 15 時 00 分

一般社団法人 あぶくまエヌエスネット

高原の農と食、暮らしの体験
あぶくまエヌエスネットは鮫川村の葉
貫（はぬき）地区で活動しています。葉
貫は、阿武隈高地の南端に位置する高
原の村・鮫川村のなかでももっとも山
深い地区のひとつです。あぶくまエヌ
エスネットでは、山里の環境を生かし、
子どもや大人を対象に、農と食をベー
スとした体験活動を行っています。キッ
ズキャンプや親子での遊びをメインに
したプログラムや、野菜の収穫や稲刈り
などのあらゆる農体験、田舎の暮らしに
欠かせない保存食や生活の生業（なりわ
い）の体験、災害教育など、参加者のニー

ズに応じた多種多様な体験プログラム
が用意されています。
　あぶくまエヌエスネットには、広い畑
と田んぼがあり、子ども向けの体験活動
のかたわら、スタッフが日々、作物を栽
培しています。こだわりのお米や野菜は
活動中の食事に使われ、訪れた人はいつ
も採れたての新鮮な野菜を楽しむこと
ができます。だからこそあぶくまエヌエ
スネットでは、参加者やスタッフみんな
で食卓を囲む時間を大切にしています。
新鮮な野菜がおいしいのはもちろんの
こと、目の前に並ぶ料理の素材を育てた

スタッフと一緒に「おいしいね」と笑い
あう食卓は、現代では貴重なことかもし
れません。
　あぶくまエヌエスネットでは、子ども
から大人まで、日帰りでも宿泊でも、参
加者の生活スタイルに応じた体験プロ
グラムが用意されています。社会人が週
末を利用して気軽に出かけることも可
能です。事前相談では、人情に溢れるス
タッフが話を聞いてくれるので、希望の
内容やちょっとした不安など、ぜひ相談
しながらあなたにぴったりのプログラ
ムを見つけてみてはいかがでしょうか。

# 高原 #農業体験

#キッズキャンプ

#防災教育 #鮫川村

福島県にきたのは震災の復興作業がきっかけでした。
あぶくまの活動に関わるようになり、人々の良さに魅
了されて、とうとうスタッフになってしまいました。　　
　　あぶくまエヌエスネットスタッフ　長友隆浩さん

鮫川村で、こんな活動をしています！

# 食育 #標高 650m

# 鹿角平観光牧場

鮫川の葉貫地区は、こんなところ！

鮫川村 葉貫地区のくらし

相談できること・主要施設へのアクセス

葉貫地区は、高原の村である鮫川村の
なかでもひときわ標高が高く、650m 前
後になります。冬の時期は降雪があり、
気温が 0℃を超えないことも多いため、
積もった雪がとけずに氷に閉ざされる
ことも少なくありません。この時期なら
ではの保存食が凍み餅や凍み大根です。
夏は涼しくさわやかで、エアコンは必要
ありません。水源地域のためほとんどの
家は水を山から引いており、飲むと抜群
においしいです。

1988 年に鮫川村に家族で移住しました。移住前、妻と子どもが 2
人おり、妻は 3 人目を妊娠中という状況で、家族を顧みずに仕事
一色という街の生活に疑問を感じていました。時代はバブル経済の
時期で、山間地域への移住は時代に逆行していましたが、結果的に
自然豊かでのびのびとした田舎で子育てをすることができ、移住し
て良かったと思っています。家族のためを思って始めた田んぼや畑
が、今は自分自身の喜びにもなっています。この場所を大好きな自
分の孫を、この山里の環境で遊ばせてあげられるのも幸せです。

移住の ” センパイ ” の声

「自然豊かでのびのびとした田舎で子育てを」

バブル経済の真っただ中に、
家族を連れて鮫川村に移住しました。

△雪が降るとしばら
くの間は白銀の世界

◁夏は畑も忙しい時
期。湿気がないので
少し休めば汗が引く
ような気候です

◁鹿角平の天文台ま
では車で 3 分です

◁初夏にはヤマユリ
が咲き乱れます

　　　　  △秋には雑木林が紅葉します

　　　　▽夏休みにはキッズキャンプが開催

春の田植え▷

一般社団法人
あぶくまエヌエスネット
福島県東白川郡鮫川村赤坂東野葉貫 57
TEL    0247-48-2508
Email abukuma@basil.ocn.ne.jp
ブログ http://abukma.seesaa.net

▷体験やツアーの相談
農業体験をはじめ、昔ながらの料理教
室やアウトドア体験など、さまざまな
プログラムの用意があります。近隣の
農家訪問や地域を巡るツアーも可。ぜ
ひお問い合わせください。

水郡線 磐城浅川駅 30 分
東北新幹線 新白河駅 70 分

東北自動車道　白河 IC から 80 分
常磐自動車道　勿来 IC から 40 分

ENEOS　15 分
出光　　25 分

鮫川小学校　20 分
鮫川中学校　20 分
修明高校    　40 分

東邦銀行棚倉支店・福島銀行棚
倉支店・白河信用金庫棚倉支店
各 35 分／鮫川郵便局 20 分

セブンイレブン
　（福島浅川店） 

30 分

ヨークベニマル棚
倉店・リオンドー
ル棚倉店   各 30 分

村営診療所 20 分・
塙 厚 生 病 院（ 総 合
病院）30 分 

進士　徹 さん
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〒 963-5521 
福島県東白川郡塙町那倉矢塚１
　土曜日　11 時 00 分～ 15 時 00 分
　日曜日　11 時 00 分～ 15 時 00 分

アグリカレッジ福島　研修部
　（福島県農業総合センター農業短期大学校）

＜新たに就農を考えている方におすすめの研修＞

# 農業 #新規就農

#県立の「大学校」

#農業体験 #矢吹町

研修部では、就農希望者や農業者を対象に「就農研修」
「長期就農研修」「農産加工研修」「農業機械研修」を
実施しています。年間を通してカリキュラムを実施。
就農希望者や農業者等の技術習得を応援します！

矢吹町で、農業に関するこんなことが学べます。

# 畑作 #農業機械

#はじめてでも、学べる

＜さらにステップアップしたい方におすすめの研修＞

矢吹町の農短大で、こんなことができる！

アグリカレッジ福島の研修

相談できること

  △刈り払い機の実習は、実際の草地で実施。

アグリカレッジ福島 研修部
 （福島県農業総合センター農業短期大学校）

▷研修に関するお問い合わせ
紹介した研修を受講したいなどの問い合わせは、上記連絡先までどうぞ。

▷新規就農に関する支援制度
福島県の事業で就農を希望する方のための交付金制度があります。
農業次世代人材投資資金（準備型）.... 就農前に県農業短期大学校や県が認め
た研修機関で研修を行う方を対象に資金を交付します。
農業次世代人材投資資金（経営開始型）... 就農直後の経営が不安定な方を対
象に資金を交付します。
⻘年等就農資金の貸し付け ... 市町村から認定を受けた方を対象に、機械、施
設の取得のための無利子の資金制度があります。
※制度の詳細につきましては、福島県⻘年農業者等育成センターや各市町村
へお問い合わせください。

私は農業の経験が全くありませんでした。旦那の実家がキュウリ栽培をしていて、
収穫のお手伝いをしたのが楽しくて自分でも育ててみたいと思うようになりまし
た。栽培技術を教えてくれるところがないか探しているときにこの大学校を知って、
はじめは就農研修を受けました。より農業に興味を持ったのでその後、長期就農研
修を受けることに。長期就農研修では、園芸用のビニールハウスを一棟借りて、年
間を通して様々な農作物の植え付け〜収穫までを体験することができます。私はこ
のハウスを利用して、家とは違う方法でキュウリ栽培にチャレンジしています。正
直、一人で管理するのは大変なこともありますが、助けてくれる先生がいます。そ
れに失敗しても経験になります。私も研修を受けたことでとても自信がつきました。
これからはいろいろな農作物の栽培にチャレンジしていきたいと思っています。

研修中 ＆ 移住実践中の ” センパイ ” の声

「これから農業を始めたい方にはぜひここでの研修をおすすめしたいです。」

神奈川県出⾝。結婚を機に 3 年前に福島県へ。
初めての⼟地で初めての農業に奮闘中。

星  早苗 さん
初級では基礎的な学習
や農作業を体験できま
す。また、中級ではよ
り専門的な栽培技術を
学ぶことができます。

就農研修

１ 年 間、 支 援 員 の サ
ポートのもと栽培・飼
養・機械操作等の実践
的な研修や講義を受け
ることができます。

長期就農研修

加⼯基礎研修や販売の
ための保存技術研修、
調理機械の活用研修な
ど農産加⼯に特化した
研修が数多くありま
す。

農産加工研修
農業機械の運転免許取
得に向けた練習や機械
操作・点検整備の研修
や実際に機械や圃場を
利用した施設利用研修
などがあります。

農業機械研修

〒 969 - 0292  福島県西白河郡矢吹町一本木 446 番地 1
T E L：0248 - 42 -  4114 　　
MAIL：nougyou.noutan@pref.fukushima.lg.jp

はじめての農業でも大丈夫。
作物を育て、農地を管理し、農作物を販
売して収益を得られるよう、様々な研修
メニューを用意しています。

  △真空包装機による保存技術研修。

　　　　　　　  △マッスルスーツの体験研修。  △刈り払い機の安全な使用法を学びます。  △農業用機械のメンテナンスを学びます。

はじめての農業デビューを支えてくれる

大人も通える「大学校」

東北本線 
 矢吹駅から徒歩 20 分

東北自動車道　
 矢吹 IC から 10 分
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しらかわ地方の民泊・農泊のご紹介しらかわ地方の民泊・農泊のご紹介 移住・定住の相談窓口一覧移住・定住の相談窓口一覧

鮫川村

289  

289  

118 

118 
4

4

白河市

西郷村

泉崎村
中島村

矢吹町

棚倉町

塙町

矢祭町

289

しらかわ地方には、田舎暮らし体験や農業体験のできる民泊・農泊が
あります。　民泊・農泊の良さは『地域の生活を体験できる』こと。

実際に地域で暮らす方のお宅に宿泊し、食事をしたり談話をしたり。ホ
テルでは得られない経験や情報が手に入ります。

６： 壽庵
〒963-5622　矢祭町内川　地内
☎080-3430-1767（やまつり清流の里）
人数 ： 1日4名
料金 ： 7,000円

８： 農家民宿　四季彩菜工房
〒963-5401　塙町東河内字荒屋162-1
☎0247-43-3757
人数 ： 1日13名（季節によって変動あり）
料金 ： 大人…8,500円／5歳～小学生…5,500円

　   体験民宿 
        WARERA元気倶楽部
〒963-8403　鮫川村赤坂東野葉貫57
☎0247-48-2508
人数 ： 1日16名
料金 ： 大人…2,500円／幼児…1,500円

　　くるま
〒963-8406　鮫川村富田字前沼218
☎0247-49-3211
人数 ： 1日 1組（5名）
料金 ： 大人…7,000円／小学生以下…5,500円

         郷里（さと）
〒963-8408　鮫川村西山字落合84
☎0247-49-2588
人数 ： 1日1組（4名）
料金 ： 大人…7,000円／小学生以下…5,500円

         寿満笑留（すまいる）
〒963-8408　鮫川村西山字折戸56
☎0247-49-2896
人数 ： 1日1組（5名）
料金 ： 6,500円

７： 百笑○
〒963-5622　矢祭町内川　地内
☎080-3430-1767（やまつり清流の里）
人数 ： 1日4名
料金 ： 7，000円

白河市

西白河郡

１： Cottage “Johnny Doome”
　   コテージ　ジョニードゥーム
〒961-0038　白河市旗宿滝50
☎080-8204-6624 
人数 ： 1日1組（2名）
料金 ： 5,000円
備考 ： 外国人観光客のみ受け入れ

２： ゲストハウスブラン
〒961-0905　白河市中町24　新駒ビル3F
☎0248-21-5779
人数 ： 1日 ９名
料金 ： 3,000円台 ～

　　： 食事提供なし
　　： 食事提供あり
　　： 体験プログラム

…このパンフレットで
紹介した地域団体の所在地

４： 農家民宿　農泊保木山
〒963-5116　矢祭町高野字高野６９
☎0247-46-2477
人数 ： 要問い合わせ
料金 ： 大人…4,000円～／小学生…すべて半額
　　　幼児…1,000円

東白川郡

３： 農家民宿　まふね農園
〒961-8071　西郷村真船字池端3
☎0248-25-0402
人数 ： 1日1組（6名）
料金 ： 大人…7,000円／小学生…5,000円
　　　幼児…無料

５： 満天星
〒963-5622　矢祭町内川　地内
☎080-3430-1767（やまつり清流の里）
人数 ： 1日4名
料金 ： 7,000円

　　はなの宿
〒963-8408　鮫川村西山字岩野草27
☎0247-49-2870
人数 ： 1日1組（5名）
料金 ： 大人…7,000円／小学生以下…5,500円

福島県県南地方での相談窓口・市町村の窓口

首都圏・福島県内に移住希望者向けの相談窓口を開設しております。
注：相談可能時間等は2019年12月時点での情報です。予告なく変更
となる場合がございますので、ご了承ください。

■ 福島県県南地方振興局 移住コーディネーター
〒961-0971　白河市昭和町269 
県南地方振興局 企画商工部内　　0248-23-1546
　   ijyu_kennan@pref.fukushima.lg.jp

■ 福島県県南地方 定住・二地域居住相談所 ラクラスしらかわ
〒961-0951　白河市中町24-2 新駒ビル 2F 　　0248-21-5779
　   staff@junbishitsu.jp　　https://junbishitsu.jp/iju

相談日　： 月曜～土曜（水曜、日曜、祝日および年末年始を除く）
相談時間： 10:00～16:00

係



しらかわ地域の「関係案内」所

お試し移住にも使える駅チカ徒歩 1 分の民泊施設

ゲストハウス ブラン 
         Guest House Blanc  

〒 961-0905 福島県白河市中町 24-2 新駒ビル 3F
TEL : 0248-21-5779　／　FAX : 0248-21-5781
MAIL :  blanc@junbishitsu.jp 

OPEN :  週末 + 繁忙期（夏季・春季）
　　　   その他の時期・長期滞在随時対応します　

１泊 3000 円台 〜 ご予約はインターネットで。
パンフレットの内容についてもお答えできます。

   http://guesthouse-blanc.jp/

ゲストハウス ブランは、移住相談できるスタッフが対応する
　JR 白河駅前の宿泊施設です。移住も、地域研究も、テレワークも。
　　 「これから白河に関わりたい！」あなたの気持ちに応えます。

2020 年 2 月 開設！

福島県しらかわエリア 移住者大歓迎 地域団体紹介パンフレット
発行：福島県県南振興局　　発行日：2019 年 12 月 15 日　　印刷：株式会社グラフィック
編集：福島県県南地方 定住・二地域居住相談所 ラクラスしらかわ（一般社団法人 未来の準備室 内）
掲載内容へのお問い合わせは、「ゲストハウスブラン」または「福島県県南地方振興局 移住コーディ
ネーター」までお寄せください。記載情報は、2019 年中の取材に基づくものです。地域の状況等は
変更になることがありますので、あらかじめご了承下さい。

ゲストハウス ブラン @GuestHouseBlanc @gh_Blanc 未来の準備室 note


