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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
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　　 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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至　福島空港

白河市

西郷村

泉崎村
中島村

矢吹町

棚倉町

塙町

矢祭町

289  

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

野出島地域活性化プロジェクト

地域のみんなで、地元を盛り上げる！
　2010 年から、白河市の東地区（旧・
東村）野出島地域で暮らしている有志の
メンバーによって『野出島地域活性化プ
ロジェクト』が発足しました。
　野出島地域の農地や自然環境、文化
財、人材を活用した活動を通して、地域
の魅力創出と交流人口・定住人口を増や
すことが目的。メンバーは現在28名で、
年齢も職業もさまざまな皆さんが特技
や経験を活かして活動を支えています。　　
　11月下旬に行われる“新そばまつり”。
地域で収穫されたそば粉を使って、そ
ば打ちの技術を持っているメンバーが

500 食以上ものそばを打ちます。その
ほかのイベントや県外からの訪問客の
対応では、そば打ち体験教室を実施する
こともあります。
　そのほか、野出島地域では菜の花や
小麦を栽培しています。花を観賞する
菜の花まつりでは、花畑の中での音楽
会が大人気。菜の花から収穫した実か
ら野出島地区オリジナルの「なたね油」
をつくり、地域の直売所で販売していま
す。小麦粉を使った「のでじまうどん」
も販売中です。地域の水田や水路には、
全国的に減少しているといわれている

ゲンジボタルが生息しており、初夏には
地域内にあるゴルフ場を会場にホタル
まつりが開催されます。プロジェクトの
中心で精力的に活動する本宮さんも野
出島地域出身。「この地域は農業だけだ
と思われがちがけど、農業以外にも魅力
があることをイベントやツアーを通し
て伝えたかった。おかげで県外からの移
住者も増え、メンバーもバラエティ豊
かです。」と話します。野出島地域には、
田舎暮らしが体験できる『お試し住宅』
もあります。移住の第一歩に、ぜひ野出
島地域を訪れてみてください。

#白河市 #そばの花

#新そば祭りがおすすめ

#なのはな #油屋

地域の皆さんと交流できるイベントを多数開催してい
ます。ここは人の温かさが一番の魅力。田舎暮らしを
してみたい方、ぜひご相談ください。

 野出島地域活性化プロジェクト 会長 本宮 直さん

白河市で、こんな活動をしています！

# 小麦 #お試し住宅

#ゲンジボタル

白河市の野出島地域は、こんなところ！

野出島地域のくらし

相談できること・主要施設へのアクセス

　野出島地域を含む白河市東地区には
国道や鉄道が走っておらず、移動に車
は必須。冬は凍結する箇所もあるので、
冬タイヤもご準備ください。白河市・矢
吹町・棚倉町の中心市街地まではそれぞ
れ 30分ほどで移動が可能です。
　主要な仕事である農業では、野出島ブ
ランドの特産品づくりに力を入れてい
ます。また地域には田畑の他、果樹園も
多く広がっており、四季ごとの野菜や果
物を美味しくいただくことが出来ます。

出身は新潟県です。震災前からこの土地に遊びに来て、農業体験や田舎暮
らし体験などに参加していました。場所や雰囲気を気に入ったこと、そし
てなにより、人が良かったんです。それまでは大手機器メーカーに勤務し
ていたのですが、自分の食べるものは自分で作りたいという気持ちがあり、
農業を志すようになりました。移住を考えている時期に震災が起きたこと
もあり不安はありましたが、本宮さんたちが「歓迎するからうちにおいで」
と言ってくれて。家族の理解もあって 2012 年に一家６人で神奈川から移
住しました。移住後もこの地域の皆さんに何度も助けてもらいました。今
は野出島地域で菜の花の栽培から搾油、販売までを行っています。

移住の ” センパイ ” の声

「皆さんが「歓迎するからおいで」と言ってくれて」

『梨本あぶらや』を経営。
地域の魅力に惚れ込んで家族で移住しました。

△地域内の果樹園で
収穫体験ができます

◁メンバーが講師の
そば打ち体験も開催

△広い農地で小麦の栽培をしています

▽野出島ブラントの特産品。
なたね油や野出島産小麦のうどん、そば。

お試し住宅を
利用者との交
流会も開催▷

野出島地域活性化プロジェクト
　福島県白河市東上野出島三ツ池 5-5
　https://nodejima.org/

▷住まいの相談
空き家バンク登録物件がいくつかある
ので、ご相談ください。移住される前
にお試し住宅も利用できます。

▷仕事の相談
主な仕事は農業。白河市の『人・農地セ
ンター』では、新規就農者向けの説明
会等を行っています。様々な職業のメ
ンバーもおりますので、ご相談下さい。

東北本線 久田野駅 18 分
東北新幹線 新白河駅 30 分

東北自動車道　白河 IC から 40 分
あぶくま高原道路　矢吹 IC から 20 分

コスモ石油刈敷坂 SS
　( 有 ) 南条商店　　　2 分

小野田小学校　5 分
東中学校　5 分
白河旭高校    25 分

白河信用金庫釜の子支店
 　　　　　　　　　2 分

セブンイレブン
ファミリーマート

各 5 分

TAIRAYA 白河東店 
3 分

白 河 厚 生 病 院（ 総
合 病 院 ） 25 分・ そ
の他個人医院  5 分 

梨本 清太 さん

◁神社に
ある狛犬
を学ぶツ
アーも開
催中。
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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

NPO 法人  表郷ボランティアネットワーク

住んでいる人もいない人も、地域を身近に感じられるイベントづくり
　白河市の南東部。広々とした田んぼの
真ん中を走る国道 289 号線沿いに白河
市表郷地域があります。白河市の中心市
街地からは 20 分程度ですが、四季の移
り変わりを伝えてくれる水田が表郷地
域の景観の中心です。地域内には、水田
に水を供給してくれる里山やため池が
あり、トレッキングや、ため池での白鳥
観察などが楽しめます。地域内には直売
所もあり、飾らない地域の人とのふれあ
いもできます。
そんな表郷地域で、表郷ボランティア
ネットワーク（表郷 VN）は災害福祉・

環境保全・文化交流の３つの分野で活動
を中心に行なっています。
　「田んぼの眺め」「天狗山の草花」
「ビャッコイ」など、身近に触れること
のできる地域の魅力を伝える『ふれあい
春の集い』や『移住体験ツアー』を行なっ
ています。専用道路を走る路線バス “ 白
棚（はくほう）線 ” を楽しむバスツアー
への協力や、バスの車窓から眺められ
る田んぼにかかしを並べる『かかしま
つり』、バス沿線情報の情報を集めたフ
リーペーパー『はくほ』の発行にも取り
組んでいます。元々は社会福祉法人に

ルーツがあるため、防災への意識も高
く、三陸の津波被災地との交流も兼ねた

『復幸市』の開催も行なっています。
　現在、表郷ボランティアネットワーク
では移住者の受け入れにも注力。どんな
ことも地域の皆さんが相談役になって
くれるのが表郷地域の強みです。地域お
こし協力隊として働く若者や、数十年
前に移住した方もおり、さまざまな形
の『移住経験談』を聞くことができます。
人生経験豊かなスタッフのみなさんが
お話を聞いてくださいますので、ぜひ事
務所を訪ねてみてください。

# イベント開催

#路線バスの旅

#地域交流 #里山

表郷地域のことを皆にもっと知ってもらいたいと思
い、みんなで活動しています。ぜひ一度、表郷に遊び
に来てください！

 表郷ボランティアネットワーク理事・藤田敦子さん

白河市で、こんな活動をしています！

#白河市 #田園風景

#受け入れ積極的

白河市の表郷地域は、こんなところ！

表郷地域のくらし

相談できること・主要施設へのアクセス

北半球で唯一自生している『ビャッコ
イ』や、四季の山野草が見られる『天狗
山』など、表郷地域だからこそ触れるこ
とのできる自然が多くあります。
地区内を横断する国道 289 号線沿いを
路線バスが走っていますが、移動のため
には車が必須。山の近くは冬になると
積雪や凍結もあるので、冬タイヤも準
備が必要。地域内にはスーパーやドラッ
グストアなどが揃っており、生活用品や
食料品などは揃えることが出来ます。表
郷ボランティアネットワークでは、高齢
者向けの買い物支援サービスも行なっ
ています。白河市の中心市街地へのアク
セスも自家用車で片道 20分ほどです。

　　出身は島根県松江市です。全国転勤のある企業に勤め、50 代の
　　　時に白河市の隣にある棚倉町に転勤してきました。そのとき、
　　　　『表郷陶芸クラブ』に出会ったのが陶芸を志すきっかけです。
　　　　　退職後にこちらで窯を開きました。表郷は都会と違って忙
　　　　　しさがなく、皆ゆったり過ごしています。のどかな景色も
　　　　　よくて、すぐ近くで四季を感じることが出来る。
　　　それなのに、東京まで２時間くらいで行くことのできる距離と
　　いうのも魅力ですね。

移住の ” センパイ ” の声

「 東京からから２時間で、のどかな自然を感じられる」

陶芸家。退職後に表郷に移住し、
『響窯』を立ちあげました。

△バス専用道路があ
り、秋にはこのよう
な絶景がみられます

◁表郷を体験する移
住体験ツアーの様子

◁新鮮野菜を楽しめ
る直売所があります

△北半球ではここにしか自生していない水草
ビャッコイ。天然記念物に指定されています。

▽天狗山は春になると多くの山野草が咲きます　
写真に写るのははご当地キャラ・おもてんくん。

実はイチゴやトマト
などの生産も盛ん▷

NPO 法人表郷ボランティアネットワーク

　  0248-29-8010
     福島県白河市表郷金山越堀 151-1

▷住まいの相談
　どんな住まいをお探しか、相談くだ
　さい。空き家などを紹介します。
▷仕事の相談

主な仕事は農業です。後継者を探して
いる農家さんも多くいらっしゃいま
す。白河市の『人・農地センター』で
は、新規就農者でも安心して働くこと
のできるように営農指導や説明会等を
行っています。

JR バス白棚線利用可能
JR 東北本線白河駅から 25 分
JR 水郡線磐城棚倉駅から 15 分

東北自動車道　白河 IC から 30 分

地域内に所在
　出光石油（油本商店）　
　JA SS

表郷小学校 地域内
表郷中学校 地域内
白河実業高　15 分

地域内に所在
白河信用金庫表郷支店、東西し
らかわ農業協同組合表郷支店

地域内に所在
　ローソン
　セブンイレブン

地域内に所在
　スーパー
　ドラッグストア

地域内に個人医院
あ り。 白 河 厚 生 総
合病院まで 30 分

太田 良夫 さん



p.8 p.9

〒 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

川谷学区を元気にする会

「開拓は教育にはじまり、教育に終わる。」　
 フロンティアスピリッツ ” 拓魂 ” の息づく小中一貫校のある開拓高原
西郷村西部、那須連峰の東麓にあたる川
谷地域西部は標高が高い高原地帯。戦後
の開拓によって切り開かれた広い農地
や宅地を生かして、酪農や、特産のじゃ
がいも等の穀物栽培が営まれています。
地区の中心部にある川谷小学校・中学校
は、村立の小中一貫校。同じ校舎で、小
学１年生から中学３年生まで共に学び
ます。生徒数は全体で５０名ほど。「み
んなが誰かのお兄ちゃんであり、お姉
ちゃんになる」環境では、世代を越えた
コミュニティが生まれます。多様性を受
け入れることと同時に、小学生のうちか

ら社会での自分の役割を認識できます。
例えば春の運動会では、園児から地域の
高齢者までが校庭に集い、小・中学生の
活躍をみんなで応援します。夏祭りの
目玉は中学生によるよさこい踊り。力強
い演技に、小学生たちは早くお兄さんお
姉さんになりたいなあと憧れの目線を
送ります。冬祭りの餅つきでは、受験を
控える中学３年生に向けて下級生が紅
白のお餅をつくって贈ります。地区と学
校の全体がまるで家族のよう。少人数
だからこそ育まれる感受性があります。
会長の田中さんは、学校だけでなく地域

全体で子どもたちを育てていくことが
文化だと言います。「将来、もしかした
ら限界集落になっているかもしれない。
実際になったとしても、“ 何もやってい
なかった ” という後悔はしたくない。な
んでもいいからやってみる。あきらめな
ければ成功する可能性がある。」ここは、
戦後の開拓事業で生まれた地域。開拓を
指導した加藤完治さんと最初の移住者
たちのフロンティアスピリッツは、” 拓
魂 ” と呼ばれ、子どもたちに受け継がれ
ています。ひとりひとりが大切にされる
川谷に、一度遊びに来てみませんか？

# 高原 #小中一貫

#戦後の開拓集落

#酪農体験 #西郷村

学校だけでなく、地域全体でこどもたちを育てていく
ことが川谷の文化。その魅力を一緒に楽しみ、守って
くれるひとが来てくれたら嬉しいと思っています。　　
　　　　　　  川谷学区を元気にする会　田中 進さん

西郷村で、こんな活動をしています！

#特認校 #少人数教育

#村内どこからでも通える

西郷村の川谷地域は、こんなところ！

西郷村 川谷地域のくらし

相談できること・主要施設へのアクセス

川 谷 地 域 は 那 須 連 峰 の ふ も と、 国 道
289 号線沿いにあり、阿武隈川の源流
地帯にあたります。川谷小・中学校の付
近は標高 550m 程度。年間を通じて湿
度が低い、過ごしやすい気候です。
自家用車を使えば、新幹線駅やインター
チェンジ、大型ショッピングセンターま
で 20 分程度。渓谷や田畑や温泉を楽し
める高原の暮らしと、地方都市の暮ら
し、両方のいいとこどりができる居住環
境が揃っているのが川谷地区です。

自分の子どもも川谷で育って欲しいと思って、土地を探して家を建てました。川谷の
学校の良いところは、少人数ということ。移動しやすい、企画しやすい「機動力」を
生かして、都市部の学校と交流をしたり、宿泊学習をしたり。地域のことを学ぶにし
ても、すぐ保護者の方が教えに来てくれます。暮らしの面では、「あったまるまでを
待てる暮らし」をしているなと感じます。自宅で薪ストーブを使っているのですが、
暖まるまでは少し時間がかかる。でも、自分で薪割りをした薪なので、暖まるまで時
間がかかっても愛おしい。家族と力をあわせて生活できたこと、それを地域の人が支
えてくれたことが住んでいてよかったと思うことです。勤務先である市街地と自宅と
は距離が離れているので、オンとオフをきちんと線引きできることも魅力ですね。

移住の ” センパイ ” の声

「あったまるまでを待てる暮らし」を、西郷村川谷でしています。

教諭として川谷小に赴任したことを
きっかけに、川谷地区に移住しました。

△ 小 中 合 同 の 文 化
祭。全校合唱が名物。

◁調べ学習なども盛
ん。地域の歴史や自
然環境を調査する授
業があります。

◁特産じゃがいもは
直売所でも購入可

◁地区の牛乳は「酪
王牛乳」になります

  △阿武隈川の源流地帯なので、川遊びも盛ん。

▽地区では酪農が盛ん。子ども向けの酪農体
験イベント「もーもースクール」があります

甲子街道沿いでは、
紅葉が美しい▷

川谷学区を元気にする会
福島県西白河郡西郷村大字鶴生字由
井ヶ原３５３ - １  雪割牧場（有）内
　TEL/FAX：0248-36-2560

▷住まいの相談
地域内に、村営住宅や賃貸住宅があり
ます。空き家を管理している不動産店
と協力し、相談に乗ることができます。

▷仕事の相談
地域内の酪農業・旅館業のほか、白河
市街地で様々な業種の仕事を探せま
す。首都圏への新幹線通勤も可能です。

東北新幹線・東北本線
　　　　 新白河駅から 20 分

東北自動車道　白河 IC から 20 分

ENEOS　5 分 
川谷小学校　地区内
川谷中学校　地区内
白河高校    　25 分

白河信用金庫西郷支店  10 分
東邦銀行新白河支店 15 分
川谷郵便局  地域内に所在

セブンイレブン
ミニストップ 

各 10 分

イオン白河西郷店
20 分  ド ラ ッ グ ス
トア 10 分

最寄り医院 10 分
白 河 厚 生 病 院（ 総
合病院）25 分 

鈴木 博之 さん
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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


