山形県市町村別

遊佐町

移住支援情報

山形県には35の市町村があり、
それぞれ4つの地域（村山・最上・置賜・庄内）
に
分かれています。各地域では特有の文化・自然が発展しているので、
ぜひお気に入りの地域を探してみて下さい！
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豊かな創造性によって新たな活力育む 山形市
2017年ユネスコ創造都市ネットワークに加盟した山形市は映像文化を
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始めとする豊かな創造性を世界に誇るまちです。
「健康医療先進都市」
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2019年に中核市となり、
市民サービスの更なる充実を図ることで、
市民

置賜 地域

村山地域
ざおう

がっさん

あさひ

蔵王、月山、朝日連峰など

最上地域
比較的冷涼な気候で、巨木や山菜に

県都山形市があり、県人口の半数近くが集まる地域です。

きのこなど、四季折々の山の恵みが豊かな地域です。

「日本一さくらんぼの里」寒河江市は観光さくらんぼ園地数日本一を誇
り、清流・寒河江川と最上川の流域に広がる、風光明媚で美しい街です。
また、国史跡慈恩寺、東北最大規模の神輿の祭典など、歴史を愛する街
でもあります。
山形空港へ車で20分、
山形駅へ30分、仙台へ1時間と交通
アクセスも良く、近年子育て世代が増えています。

支援制度など

●山形市に住宅を取得する方やリフォームされる方に対してその費用の一部を助成し

●移住者や子育て世代の方が、
住宅を建築・購入・リフォーム

形市内の企業をつなぐことを目的として、
山形市内の求人情報を発信しています。

て支援多数。

ています。
●０歳〜中学校３年生までのお子さんの保険診療にかかる自己負担額を無料化して
います。

暮らしのおすすめポイント
して遊べます。

●
「山形は食べ物が美味い」
とはよく言われますが、暮らしてみればその魅力がさらに

わかるはずです。
●仙台市まで片道１時間で移動でき、
ふたつの都市を上手に利用しながら生活する
人が増えています。

023-641-1212（内線220）

メール kikaku@city.yamagata-yamagata.lg.jp
H P

県内でもとりわけ豊かな森林が残っています。

秀麗な山々に囲まれた県の中央部に位置します。

さくらんぼと歴史が育むスマイルシティ寒河江

●高校3年生までの医療費無料、
学校給食費助成など子育

TEL
もが み

寒河江市

●山形市独自の求人情報サイト
「ジョブっすやまがた」
では、
山形市で働きたい人と山

お問い合わせ先 山形市企画調整課政策調整係
むらやま

さが えし

支援制度など

●屋内遊戯施設
「べにっこひろば」
があり、雪が積もる時期でもからだをいっぱい動か

小国町

飯豊町

うビジョンを掲げ、
その実現を目指しています。
が暮らしやすく健康元気なまちづくりに取り組んでいます。

中山町 天童市

白鷹町
長井市

村山市

河北町

大江町

尾花沢市

村山地域

http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/

する際の費用を助成しています。
（最大200万円）

●新規就農者や農業研修生が、
賃貸住宅を借りる際の家賃・

光熱費を助成しています。
（最大月4万5千円を5年間まで）

暮らしのおすすめポイント
● 寒河江市は子育てに本気です！各種予防接種への助成、
病児・病後児保育施設

なども充実！

● 交通の便良し！市内はもちろん、
近隣自治体への通勤通学、買い物やレジャーに

も便利！デマンドタクシー・循環バスも運行中！

● 安全な暮らし！昔から台風や地震など自然災害の被害が少なく、
治安も良い街

です！

お問い合わせ先 寒河江市企画創成課 政策調整係
TEL

0237-86-2111（内線416）

メール seisaku@city.sagae.yamagata.jp
H P

http://www.city.sagae.yamagata.jp/

村山地域

村山地域

か み の や まし

む ら や まし

上山市
また来たくなるまち ずっと居たいまち
〜クアオルト かみのやま〜

村山市
田舎の「イイトコドリ」
しませんか？
村山市は、雄大な自然と農村部、都市部が近い距離で共存しており、

上山市は、里山でのウォーキング、歴史ある温泉での癒し、地産地消の

「田舎暮らしで日常生活が大変」
「自然が少なく大都市と同じ」
ということが

食事提供など、住む人訪れる人も“心と体がうるおう”クアオルト
（ドイツ語

なく、気軽に自然満喫の田舎生活が送れる田舎の「イイトコドリ」
できる地

で健康保養地）
のまちです。
また、温泉町・城下町・宿場町の３つの顔をも

域です。特産品である
「そば」東日本最大級の「東沢バラ公園」
そして
「徳

つほか、蔵王連峰の裾野で育まれる最高級の果実やワインなど全国に誇

内ばやし」
を観光の３本柱として市内外にＰＲしています。

る多彩な魅力に溢れています。
おきたま

しょう な い

置賜地域

庄内地域

県の南部、“母なる川 最上川”の源流部に

広大な庄内平野が広がる開放感にあふれた地域。

当たり、多くの温泉・秘湯に恵まれています。米沢牛、ぶどう、

夏はマリンスポーツが楽しめ、
１年を通して新鮮な魚介類が

ワインなどのおいしい食べ物にも恵まれた地域です。

堪能できます。平野部は比較的雪の少ない地域です。

支援制度など
●子どもの医療費無料、
児童手当に年額９万円補助、

支援制度など

保育料の１人目から半額補助、
中学校入学準備費
用助成、高校大学進学者への給付型奨学金
●転入者の家賃助成、
新築、土地・中古住宅の購入
に最大１５０万円補助
●オーダーメイド型お試し滞在、
いっくどねっづぐプ
ログラム
（手厚い就農支援）

●持家住宅建設等補助金
（条件により最大で190万円補助）
●住宅リフォーム等支援事業補助金
（工種、条件により最大で50万円補助）
●若者トライアル出店支援
（中心市街地で40歳未満の者が空き家等購入・借用し出

店する際の改修費用最大で100万円補助）

暮らしのおすすめポイント
●総合子どもセンター
「めんごりあ」
で遊んで学んでくつろげる。
第3子以降の保育料無料

など子育てしやすい！
●スーパー、
コンビニ、
ドラックストア等が中心市街地にコンパクトにまとまり買い物も便利！
●東京から新幹線に乗れば乗り換えなしで2時間30分、
車では仙台へ1時間、
山形空
港まで35分と好アクセス！

暮らしのおすすめポイント
●一人目から保育料半額補助や子どもの医療費無料、
中学入学準備費用補助など充

実した子育て施策。

● 県外からの移住者向けにオーダーメイド型お試し居住、
移住支援金、食の支援を

行っています。

●道路除雪時に住宅の前に雪を置かないなどのきめ細やかな除雪体制。

お問い合わせ先 上山市市政戦略課 シティプロモーション推進室
TEL

023-672-1111（内線229）

メール ijyu@city.kaminoyama.yamagata.jp
H P
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http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/site/move/

お問い合わせ先 村山市政策推進課地方創生係
TEL

0237-55-2111

メール seisaku@city.murayama.lg.jp
H P

http://www.city.murayama.lg.jp/
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村山地域

天童市

東根市

て ん ど うし

便利で住みやすく、ほどよい田舎暮らしが
できるまち てんどう
天童市は将棋駒と、温泉、
フルーツのまちです。
将棋駒は生産量が日本一。名湯・天童温泉をはじめ身近に温泉を楽し

ひ がしねし

果樹王国ひがしね しあわせつくる 学びと交流のまち
内陸部中央に位置する東根市は、
山形空港、新幹線停車駅、高速道路
ICを有し、
アクセスに大変便利です。
また、
さくらんぼの最高級品種「佐藤錦」の発祥の地であり、生産量日

村山地域

中山町

河北町

スポーツとフルーツ 伸びゆく町 なかやま
中山町は、
山形の中心部にある県内で一番小さい町です。旬のフルー
ツや豊かな自然が楽しめる一方で、
山形市などの近隣市町へのアクセス
も良好な
「ほどよい田舎」
です。

むことができます。
フルーツは、西洋梨のラ・フランス、
さくらんぼ、
もも、ぶ

本一！さらに、先進的かつ地道な子育て支援施策により、県内トップクラ

現在町では、国指定重要文化財「旧柏倉家住宅」
を活用した地域活性

どう、
りんごなど季節のフルーツがまちを彩ります。

スの出生率と婚姻率を誇り、毎年人口が増加しています。
まず一度ひがし

化や、歩いて健康長寿をめざす「なかやま健幸くらぶ」事業などに取り組

ねさ、遊びにきてけらっしゃい！

んでいます。

まずは、
ぜひ一度お越しください。

支援制度など
●市外から移住された方が、
市内に住宅を新築又は

購入して居住する場合に経費の一部を助成します。
●高校３年生
（１８歳）
までの子どもの医療費が無料
です。
●放課後児童クラブが市内の全小学校区にあり、
仕
事などで保護者が昼間家庭にいない小学生に遊
びや生活の場を提供しています。

暮らしのおすすめポイント
●子育て支援施設も充実。
子どもが遊べる屋内型交流施設は連日賑わっています。
●新幹線で東京から３時間、
山形空港まで車で10分の好アクセス。

お問い合わせ先 天童市市長公室
TEL

023-654-1111（内線324）

メール tendoshi@city.tendo.yamagata.jp
H P

https://www.city.tendo.yamagata.jp/

お問い合わせ先 東根市総合政策課 地域振興係
TEL

0237-42-1111（内線3121）

メール sougou@city.higashine.yamagata.jp
H P

http://www.city.higashine.yamagata.jp/

村山地域

村山地域

お ば なざ わし

やまの べまち

尾花沢市
雪とスイカと花笠のまち 尾花沢市

盛んで、近年は気候風土を利用した
「かほくイタリア野菜」の生産にも取
り組んでいます。
みてはいかがですか？

支援制度など
●無料で利用できる移住体験住宅

●ブックスタート事業
（乳児への絵本プレゼントと読

●移住して住宅を建築・購入された方への補助金

み聞かせ）、絵本プレゼント
（小学一年生対象）

●子ども
（高校生まで）
の医療費無料

●子育て支援
（高校３年生まで医療費無料、乳幼児

向け各種相談・教室の開催、
ファミリーサポートセ
ンター、
子育て支援センター）

暮らしのおすすめポイント
●スーパーや町内医院などの生活便利施設がコンパクトにまとまった町です。
●町民が健康で元気に暮らせる
「健幸」
を目指すまちづくりに取り組んでいます。
●山形市、
天童市、寒河江市に隣接しています。
ＩＣも近く、バスやＪＲ路線も通っており、

通勤・通学やおでかけに便利な立地です。

お問い合わせ先 中山町総合政策課政策企画グループ
TEL

023-662-4271

メール kikaku@town.nakayama.yamagata.jp
H P

http://www.town.nakayama.yamagata.jp/

公式マスコットキャラクター
「べにのすけ」

暮らしのおすすめポイント
●コンパクトな町であり、
空港や新幹線の停車駅にも近いので、周辺とのアクセスが良

い。

●医療機関や店舗がまとまっており、
生活に便利。
●県内唯一の動物園、
河北町児童動物園があり、24時間365日無料で見学可能。

お問い合わせ先 河北町政策推進課
TEL
H P

村山地域

http://www.town.kahoku.yamagata.jp/

村山地域
あ さひ まち

西川町
月山のある町 西川町

0237-73-5165

メール seisaku@town.kahoku.yamagata.jp

にし か わまち

山辺 町
森と湖沼のふるさと ファッションのまち 山辺町

医療機関や店舗などがコンパクトにまとまっており、周辺へのアクセス
も良い、生活しやすい町です。特産品である
「さくらんぼ」
を始め、農業も

費用補助

種予防接種助成、一時・休日・病後児・学童保育、
ファミリー・サポート・センターなど）
●定住促進事業助成金
（転入者の住宅新築・購入に助成。郊外の空家購入の場合最
大70万円）
●教育の充実
（市内小中学校にALT計７名配置、
学力向上支援員配置、小規模特認校
制度など）

ンド」
は屋内・屋外遊び場の先駆けです。
●月山を臨む一面の果樹園や田園、
東根温泉や黒伏高原スキー場など、
自然を満喫！
●豊かな自然も便利な暮らしもちょうどよく。
あなたに合った暮らし方がきっと見つかり
ます。

肉そば、イタリア野菜、
日本酒。
食文化豊かなおいしいまち

●認定農業者や認定新規就農者に対する農薬等の

●子育て支援策
（高校生まで医療費無料、妊娠中から子育て中の相談・サポート、各

暮らしのおすすめポイント

か ほ くちょう

無料の移住体験住宅もありますので、
まずは河北町の生活を体験して

支援制度など

支援制度など

●遊びから学ぶ
「遊育」、共に育ち合える
「共育」
を推進。
「けやきホール」
「あそびあラ

●買い物や病院、
学校など生活に必要な施設が充実していて、生活が便利です。

朝日町
「りんご」
と
「ワイン」のまち朝日町

尾花沢市は東京から新幹線で３時間半。山形県北東部に位置する自

山辺町は、県庁所在地の山形市の西部に隣接している緑豊かな町で

西川町は、
日本百名山「月山」の麓に広がる自然豊かな町です。古くは

朝日町は、
山形県の中央部に位置し、磐梯朝日国立公園の主峰・大朝

然豊かなまちです。特産の尾花沢すいかをはじめ、雪降り和牛、
そばなど

す。平野部は山形市へのアクセスが良く、山形駅まで電車で14分、車で

山岳信仰の宿場町として栄え、現在は月山のトレッキングや夏スキーが有

日岳の麓にあります。
「りんご」
と
「ワイン」
が特産品であり、秋にはりんごを

四季がはっきりしていることから、
それぞれの季節にぴったりの美味しい

12分と交通の便に恵まれています。

名です。
月山山麓には広大なブナ林が広がっており、
ブナ林で蓄えられた

買い求める観光客等で賑わいます。

食べ物があります。
また、洋風木造多層のレトロな雰囲気を醸し出す銀山
温泉は、国内外から多くの方が訪れます。

支援制度など
●新築宅地取得助成
（転入1年以内の子育て

世帯は最大300万円）
●中古住宅取得助成
（転入1年以内の子育て
世帯は最大200万円）
●民間賃貸住宅等家賃助成事業
（家賃月額の
20％助成 上限２万円）

暮らしのおすすめポイント
●交通アクセスに優れ、
四季の変化に富んだ自然の中でゆったり過ごしてみませんか。
●待機児童ゼロ！子どもの医療費ゼロ！給食費半額助成！子育て日本一を目指してい

ます。

また、
山間部には玉虫沼をはじめとした大小の湖沼が点在する緑豊か
な森林や湧水などが美しい自然景観を作り出しています。
全国有数のニットの産地でもあり、サマーニット発祥の地としても知ら
れるファッションの町です。

支援制度など
●住宅リフォーム支援事業補助金
（工事費の一部を助成）
●子どもの医療費無料
（中学３年生まで自己負担額を無料化）
●新規就農者支援
（45歳未満の農業者を目指す方に就農前の経営確立を支援。年

間最大150万円、最長5年間）

暮らしのおすすめポイント
●何をするのにもアクセスがよく、
便利なまち。
●四季折々のおいしい食べ物がいっぱい。

●新規就農に向けた研修制度や生活をサポートする支援制度も充実しています。

●県都に隣接、
ちょっと田舎を体験。

● 温泉、
オートキャンプ場、
コテージ、スキー場、
グラウンドゴルフ場等々まだまだあり

ます。

お問い合わせ先 尾花沢市定住応援課
TEL

0237-22-1111

メール t̲suisin@city.obanazawa.yamagata.jp
H P
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村山地域

な か や ままち

http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/

お問い合わせ先 山辺町政策推進課 総合戦略係
TEL

023-667-1110

メール kouhou@town.yamanobe.yamagata.jp
H P

http://www.town.yamanobe.yamagata.jp/

水は、数百年という年月をかけて湧出します。
町には、
その水を利用した地酒・地ワイン・地ビールがあり、
月山自然水
の販売、高さ日本一月山湖大噴水（112ｍ）の打ち上げ、
カヌー競技振興

また、町内には空気を祭る世界に一つだけの「空気神社」があり、
６月
の「空気まつり」
の際に年に一度だけ神社の地下にある本殿が御開帳し
ます。

等「水にこだわったまちづくり」
を展開しています。

支援制度など

支援制度など

●子どもの医療費無料化
（高校生まで）

●18歳未満の子どもの医療費無料

●新規就農者に向けた無料宿泊施設の完備

●新規就農者への家賃・光熱水費等補助

●物件数、
取引実績が豊富な空き家バンク

● 住宅の新築・改築への補助金交付
（使用木材、雪配慮、耐震改修による上乗せ

あり）

暮らしのおすすめポイント
●若者定住促進住宅の整備、
おむつ代助成、第1子からの子育て祝い金、18歳まで

の医療費無料等子育てに適した環境整備をしています。
●西川町で農業を始める方に、
家賃光熱水費等月25,000円を2年間補助。農業法人
等での技術取得を若手農業者の
「担い手育成協議会」
がサポートします。
●
「空き家バンク」
では、購入にかかわる補助（20万円）、清掃等に要する費用補助（最
大5万円）
を行っています。

お問い合わせ先 西川町政策推進課
TEL

0237-74-2112

メール kikaku@town.nishikawa.yamagata.jp
H P

http://www.town.nishikawa.yamagata.jp/

暮らしのおすすめポイント
●保育料無料に加え、
保育園の給食費が無料なため、子育てがしやすい町です。
●町内全域にデマンドタクシーが通っており、
ドアツードアで移動することができます。
●四季を通してレジャー
（川下り、
ツリーイング、
スキー等）
が楽しめます。

お問い合わせ先 朝日町政策推進課総合政策係
TEL

0237-67-2112

メール senryaku@town.asahi.yamagata.jp
H P

http://www.town.asahi.yamagata.jp/
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村山地域
お おえまち

大江町
最上川舟運の歴史とロマンの町
江戸時代からの歴史的でレトロ感あふれる街並みが、
「国の宝」
である
重要文化的景観に選定されています。
新規就農を希望する移住者が年々増えています。農家自ら新規就農希
望者を育てる就農研修生受入協議会（通称：OSINの会）
がありますので、

村山地域

最上地域

最上地域

大 石田町

もが みまち

ふ な が たまち

お お いし だまち

水と緑と文化の町「おおいしだ」
は、
「五月雨を集めて涼し最上川」
と詠んでいます。今も古びた土蔵の白壁

中央部には盆地が開ける一方、
四方は山々によって囲まれているため、
か

が流れる風情豊かな町。豊かな自然に育まれた特産の鮎や米、マッシュ

に当時の面影を偲ばせます。

つては“小国”と呼ばれ、独立圏を形成してきました。

ルームなど美味しいものも盛り沢山。

大石田町は、農業が基幹産業で、米・すいか・ソバの栽培に適しており、

んご、
ラ・フランス、
すもも等の果物や地酒「大江錦」等のおいしい特産物

大石田で“の〜んびり”田舎暮らしを始めてみませんか。

が楽しめます。

暮らしのおすすめポイント

●豊かな自然や複数の温泉のほか、
住宅地、工業団地、駅、高校等があり、
ほどよい田

●出産祝金や医療費無料化に加え、
子育て世代活動支援センターの整備も行ってい

●灯ろう流し花火大会、
秋祭りといったイベントもあり、
四季を感じる町です。

●雪対策の設備や助成金が充実しており、
負担の軽減が図られています。

0237-62-2118

ます。

お問い合わせ先 大石田町まちづくり推進課 政策推進グループ
TEL

メール seisaku@town.oe.yamagata.jp

http://www.town.oe.yamagata.jp/

0237-35-2111

メール seisaku@town.oishida.yamagata.jp
H P

http://www.town.oishida.yamagata.jp/

最上地域

新庄市

金山町

し ん じ ょうし

新庄市は山形県の北東部に位置し、最上地域の中心市です。米や花き
などの農業が盛んで、鉄道や道路などの交通の要衝になっています。
また、夏の風物詩である
「新庄まつり」は、ユネスコ無形文化遺産にも
登録された絢爛豪華な山車行事です。雪国ワンダーランドや雪まつりも楽
しむことができますので、
ぜひお越しください。

か ね や ままち

杉と白壁の家々が続く落ち着いた街並み、
山形県金山町。

る町」
を目指しています。

さい。

支援制度など
●３〜５歳までの保育料
（給食費含む）や０歳児〜高校生までの医療費が無料で、子

育て環境が充実しています。

●新築・中古住宅購入に最大200万円
（年齢・世帯条件等あり）を補助します。
●新規就農や起業を目指す方へ各種助成を行っています。
※詳しくはお問い合わせく

暮らしのおすすめポイント
●小規模校ならではの個に応じた細やかな指導により、
子ども達がのびのびと成長

できる環境があります。

●町には国道や高速道路が通っており、
近隣の工業団地への通勤に便利です。
●町内には温泉やゴルフ場、
キャンプ場があり、雄大な自然を満喫できます。

お問い合わせ先 舟形町まちづくり課企画調整係
0233-32-0104

メール tyosei@town.funagata.yamagata.jp
H P

http://www.town.funagata.yamagata.jp/

最上地域

最上地域

真 室川町

大蔵村

まむ ろ が わまち

人が輝き 町が輝き 未来が輝く まむろがわ
真室川町は、
山形県の内陸最北部に位置し、雪深く緑豊かで清らかな

四季に寄り添う暮らしが色濃く残る真室川で、心豊かに暮らしませんか。

お お くら む ら

大蔵村ってどこ？肘折温泉がある村です。
「日本で最も美しい村」連合に加盟する大蔵村。冬には４mの雪壁が現
れる
「肘折温泉」
と東北随一の規模の
「四ヶ村の棚田」
が代名詞です。
農業面では園芸作物に力を入れており、
トマトは県内一の生産量を誇
るほどになりました。30代・40代の若い農業者が増えており、本気になれ
ば稼げる農業ができることが売りです。

支援制度など

支援制度など

支援制度など

●高校生相当の年齢以下の子どもの医療費が無料

●メゾネットタイプの２階建て３LDK集合子育て支援

住宅（月額使用料30,000円〜40,000円）

●乳児
（1歳未満）
の家庭保育への支援（月３万円）

●0歳から100歳まで村診療所を中心に子育て・医

●3〜5歳までの保育料
（副食費含む）無料。0〜2歳

●企業と連携した
「仕事と子育ての両立支援」

療・福祉の連携体制が整っています。

まで保育料1/2（第3子以降は無料）。

●新規就農者への支援として農業次世代人材投資

●新規就農や起業への支援

補助金最大１７０万円を助成します。

http://www.city.shinjo.yamagata.jp/

https://mogami.tv/

観光よりも暮らしという言葉が似あう、
自然と人のおもてなしの町です。

情報を提供しています。

メール seisaku@city.shinjo.yamagata.jp

H P

ランドの開発にも取り組んでいます。

● 若者世帯が住宅
（新築・中古）
を取得した場合に

0233-22-2111

国宝土偶「縄文の女神」の出土地でもあり、縄文ロマンが息づく町とし
て知られています。
そんな自然と歴史が調和する舟形町にぜひお越しくだ

TEL

メール machizukuri@mogami.tv

として知られているほか、本町固有の伝承野菜などを活かした真室川ブ

●仕事に役立つ資格取得費用の助成

お問い合わせ先 新庄市総合政策課広報・地域づくり推進室

0233-43-2261

黄金に染める田んぼに映える、
どこか懐かしい町、金山町。
「風景と調和し

●子どもの医療費無料
（高校3年生まで）

●自然豊かな森林や澄んだ川の流れ、
星空がきれいに見えるなど美しい風景があります。

お問い合わせ先 最上町総務課まちづくり推進室

た街並み景観づくり100年運動」
を展開し、
「住み続けたい町、誇りを持て

●市ホームページで空き家バンクに登録された住宅

●市内の幹線道路沿いにスーパーやコンビニなどの店舗が多くあり、
買い物に便利です。

むことができます。
●県境の町であるため宮城県など周辺県へのアクセスが便利です。

山河を背景に、伝統文化が育まれた町です。民謡「真室川音頭」発祥の地

●中学３年生までの子どもの医療費が無料です。

●新幹線の発着駅があり、
国道が十字に交差する都市で周辺とのアクセスが良いです。

●前森高原や赤倉温泉スキー場など、
町内各地で四季折々のアウトドア活動を楽し

樹齢300年を越える杉の美林に囲まれ、
白壁づくりの家並みが、
山間を

支援制度など

暮らしのおすすめポイント

暮らしのおすすめポイント
●町内に3つの温泉があり、
多様な施設、
お湯を楽しむことができます。

TEL

最上地域

自然と共生 暮らしに活力
心豊かに笑顔輝くまち 新庄

ての移住プランを提案
●木質バイオマスを活用した地域熱供給を行う若者、
子育て世帯向け賃貸住宅 定住促進住宅
●中学3年生までのお子さんの、
医療費が無料

舟形町は、周りを小高い山々に囲まれ、町の中央を清流「最上小国川」

ださい。

●山形新幹線や高速道路など交通アクセスの利便性に恵まれています。

お問い合わせ先 大江町政策推進課総合戦略推進係

●地域おこし協力隊制度を活用した農業支援員とし

●子どもの医療費が無料
（中学3年生まで）

●OSINの会には先輩新規就農者が多数おり、
不安なことはいつでも相談ができます。

舎です。
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支援制度など

●空き家バンク制度
（リフォーム助成あり）
が充実

共同作業所、農機具バンク、生活補助等）
●子どもの医療費無料
（高校生相当まで）
●空き家・空き地バンク
（利用促進奨励金、利活用支
援補助金）

H P

も盛んであり、
また畜産や森林資源活用も行われています。

●住宅
（新築・中古）購入に最大100万円を助成

● 新規就農者に向けた支援
（新規就農者住宅・寮、

TEL

基幹産業は農業で、稲作の他アスパラガスをはじめとした作物の生産

支援制度など
支援制度など

暮らしのおすすめポイント

縄文の女神と若鮎の里 舟形町

最上町は、
山形県の北東部に位置し、秋田、宮城に隣接する町です。町

最上川から発生する朝霧や昼夜の寒暖差が農産物に風味を与えます。

H P

森が人をつなぐまち 山形県最上町

舟形町

かつて、最上川舟運の中心河岸として栄え、
この地を訪れた松尾芭蕉

安心して農業に取り組むことができます。豊かな自然から生み出される、
り

TEL

最上町

暮らしのおすすめポイント
●出産祝金、
保育料支援、各種検診等助成、小・中・高入学祝金など、子育て支援が

充実！

●高齢者の健康と暮らしを支える
「運動・学び・交流」
の場が充実。

事業や農業研修事業、施設・機械購入補助事業
などの手厚い支援を行なっています。

暮らしのおすすめポイント
●自然の中でのびのびと子育てができる町です。
●広い敷地の運動公園やスキー場が町内にあり、
運動環境が充実しています。
●町周辺で高速道路の建設が進み、
山形・秋田両方面へのアクセスが向上しています。

●豊かな自然に囲まれた充実した土地、
広場など居住空間が充実。

お問い合わせ先 金山町総合政策課 総合政策係
TEL

0233−52−2111

メール seisaku@town.kaneyama.yamagata.jp
H P

http://www.town.kaneyama.yamagata.jp/

お問い合わせ先 真室川町企画課企画調整係
TEL

0233‐62‐2111

メール kikaku@town.mamurogawa.yamagata.jp
H P

http://www.yume-net.org/

暮らしのおすすめポイント
●子育て世帯への経済的支援。
誕生祝い金・高校3年生までの医療費無料など。
●むし歯が少ない大蔵っ子。
乳児期からのヘルシーティースでむし歯ゼロへ。
●肘折温泉があり、
日帰り湯治も楽しめます。

お問い合わせ先 大蔵村総務課政策推進係
TEL

0233-75-2111

メール seisaku@vill.ohkura.yamagata.jp
H P

http://www.vill.ohkura.yamagata.jp/
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最上地域

最上地域

置賜地域

置賜地域

さけ が わ むら

とざ わ む ら

な ん よ うし

た か は たまち

鮭川村
鮭が上る川がある、美しい自然が残る村で
「そのまま」の暮らしを。
毎年秋に鮭が遡上する
「鮭川」がある美しい自然が残る村です。
きのこ
をはじめとする美味しい食べ物と、人柄の良さが自慢の村です。
清流鮭川を中心に広がる里山は、他では失われつつある日本の原風景
を象徴する
「心のふるさと」
です。

支援制度など
●小・中学校の給食費が無償。

豊かな自然に四季のかおりと
舟唄のこだまする村
本村は、
山形県の北部最上地方に位置する、人口約４，
５００人の小さな
村です。観光業の中心となる
「最上川舟下り」
は最上峡の四季折々の絶景
を眺めることができ、
この最上川がもたらす豊かな風土は米、エゴマ、パ
プリカ等の様々な特産品を育んでいます。
美味しいものがたくさんある自然豊かな戸沢村へ是非一度お越しくだ

TEL

0233-55-2111（内線281）

メール suisin@vill.sakegawa.yamagata.jp
H P

http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/

山林、南部は肥沃な平地が広がり、ぶどう、
さくらんぼなどの果樹や水稲
子育てしやすい環境Ｎｏ１を目指して施設や制度、相談体制を整えてい

奥羽の美しい山並みに囲まれた肥沃な土地に、米・ぶどう・りんご・ラフ
に
「まほろばの里」
と呼ぶにふさわしい町です。

支援制度など

暮らしのおすすめポイント
●村内に生活用品が買えるお店があり、
郡内中心市までの交通アクセスも良い。
●様々な子育て支援があり仕事・家庭の両立ができる。
（こどもの遊び広場・放課後

お問い合わせ先 戸沢村まちづくり課企画調整係
0233-72-2152
http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/

● 移住者の持家住宅の新築費用を助成
（最大50

万円まで）

大100万円支援）
● 子育て支援医療制度
（中学３年生まで医療費無
料）

●空き家バンクによる住宅情報の提供

●新規就農や起業支援のワンストップ相談窓口

暮らしのおすすめポイント

暮らしのおすすめポイント
●屋内木育遊戯場
「もっくる」
など、子育てを支援する施設・支援策が充実！

●市街地と田畑が近く生活の中に自然が感じられます。

●町内どこでもワンコインで移動できるデマンドタクシーが便利！

●幼稚園・保育園・学童保育・放課後子ども教室が充実し、
働きながら子育てがで

●新幹線や高速道路が町内を通っているため、
都市部からのアクセスも良好！

きます。
●新幹線が停車する
「赤湯駅」や東北中央道「南陽高畠ＩＣ」があり交通の便がいい。

お問い合わせ先 南陽市みらい戦略課企画調整係
TEL

メール kikaku@vill.tozawa.yamagata.jp

●高校3年生
（18歳）
までの医療費が無料

● 子育て世代定住促進交付金
（住宅取得費用を最

●空き家リノベーションに対する助成

H P

「まほろば」
とは、
「周囲が山々に囲まれた平地で住みよい美しいところ」
という意味を持つ言葉です。

ます。

●新規就農者に向けた交付金の給付

TEL

まほろばの里 「たかはた」

ランスなどが実り、
四季折々の多彩な風景が展開される自然環境は、
まさ

栽培が盛んです。

支援制度など

児童クラブ等）
●都会では味わえない自然の中での遊び、
家庭菜園等を行うことができる。

お問い合わせ先 鮭川村 むらづくり推進課

１２００年の歴史を誇る
「熊野大社」
がある伝統あるまちです。市の北部は

●高校生までの医療費が無料
（一部適応に条件有）

暮らしのおすすめポイント

●豊かな自然に囲まれ、
犯罪件数も少なく、静かに安心して暮らせます。

南陽市は、
１００年以上続く
「菊まつり」や開湯９２０余年の「赤湯温泉」、

高畠町

支援制度など

３０万円。
●高校生までの医療費が無償。
など、子育て支援に
力を入れています！

●コンビニやスーパーがある買い物圏も車で１５分程度で行けます。

菊とぶどうといで湯の里

さい。

●出産祝金第一子１０万円、
第二子２０万円、第三子

●山形新幹線のターミナル駅まで車で１５分、
自動車専用道のＩＣまで車で１５分。

南陽市

戸沢村

0238-40-0248

0238-52-1112（直通）

TEL

メール mirai@city.nanyo.yamagata.jp
H P

お問い合わせ先 高畠町企画財政課 企画調整係

http://www.city.nanyo.yamagata.jp/

メール kikaku@town.takahata.yamagata.jp

http://www.town.takahata.yamagata.jp/

H P

置賜地域

置賜地域

置賜地域

置賜地域

よねざ わし

な が いし

か わ にしまち

おぐ にまち

米沢市
地域の宝がいっぱい『愛と義にあふれるまち米沢』
米沢市は、
四季折々の雄大な景観に豊かな温泉群があるほか、登山や
スキーなどが手軽に楽しめる
「自然の恵み豊かな都市」。伝統産業の米沢
織物、全国でも有数のブランド牛「米沢牛」の産地でもあり、上杉の城下
町として歴史と伝統が息づく街でもあります。
主要な交通に山形新幹線や東北中央自動車道があり、
山形県の南の
玄関口として発展しています。

長井市
水と緑と花のまち・ながい
県の西南部、置賜地方の北部に位置し、東は出羽丘陵、西に朝日山系、
南は飯豊山系に囲まれた長井盆地に市街地があります。
競技用けん玉の生産日本一で、市内各所の十数社の神社が一堂に会

川西 町
緑と愛と丘のあるまち 川西町
川西町は四方を飯豊・朝日・蔵王・吾妻の名山に囲まれた置賜地方の
中心に位置する農業の町です。
米や豆、牛肉などに加えて、庭先の畑では日々の食卓を彩る多様な作

小国町
彩りゆたかな白い森「小国町」
〜自然も暮らしも働き方も〜
飯豊連峰と朝日連峰の広いブナの森に囲まれた小国町。冬の雪とブナ
の樹皮から町を
「白い森」
と表現しています。

する
「黒獅子まつり」
が有名です。
また、子育て・教育分野に力を入れてお

物が栽培され、周辺の里山には山菜や木の実、
きのこなど森の恵みが溢

季節ごとの絶景、マタギなど山での暮らし、最先端素材の製造業での

り、
「長井の心」
を教育の柱とし、各小中学校にALTを配置する等英語教

れています。
ここには自然や季節の移り変わりに応じた暮らしを楽しめる

仕事など、彩りある生き方が可能です。
まずは小国体験ツアーへご参加く

育も盛んに行われています。

豊かさがあります。

ださい！

支援制度など

支援制度など

支援制度など

●交流を楽しみたい方⇒ お試しくらし体験事業

●長井市定住補助金
（上限100万円）

●川西町地域おこし協力隊事業

●子育て世代の方⇒ 高校生までの医療費が無料

●新規就農支援

●川西町空き家バンク事業

●就職をお考えの方⇒ やまがた就職起業ナビ米沢

●オーダーメイド型お試し滞在
（お試し長井くらし・移

●町の担当者が、
移住者と住民の橋渡しをします。

住コンシェルジュ）

支援制度など
●0歳〜高校生までの医療費が無料です。
● 移住し町内の企業に就職した方に5万円の支援

金を交付します。
（18歳以下の子ども、小国高校入
学者がいる世帯は10万円加算）
●お試し滞在のための交通費を一部助成するととも
に、無料で宿泊できる住宅を整備しています。

暮らしのおすすめポイント
●地域ごとに運動会やお祭りなど様々な行事が企画されていて、
参加しながら交流

が深められる。
●四季折々の遊びができたり自然を活かした公園があったりと、
子どもたちがのびの
びと育つ環境がある。
●ものづくりの街として知られていて、
世界で活躍する企業も多く、
やりがいのある仕事を
見つけることできる。

お問い合わせ先 米沢市総合政策課 地域振興担当
TEL

0238-22-5111

メール chiiki-t@city.yonezawa.yamagata.jp
H P
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http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/

暮らしのおすすめポイント

暮らしのおすすめポイント

●子育てコンシェルジュの配置により子育て支援のワンストップ化

●移り行く季節ごとの旬の食材を使った料理を味わい、
町を美味しく楽しめます。

●水道水が100％地下水
（超軟水）

●季節によって変わる景色、
雲の形、においなどを体験し、四季を感じる生活ができ

●１ヵ月1,000円で乗り放題の市営バス、
待ち時間が豊富な鉄道

お問い合わせ先 長井市地域づくり推進課 地域づくり支援室
TEL

0238-87-0817

メール n-chiiki@city.nagai.yamagata.jp
H P

http://www.city.nagai.yamagata.jp/furusato/

ます。
●高校生まで医療費が無料。
子育てしやすい環境です。

お問い合わせ先 川西町まちづくり課
TEL

0238-42-6668

メール machizuku@town.kawanishi.yamagata.jp
H P

http://www.town.kawanishi.yamagata.jp/index.html/

暮らしのおすすめポイント
●山はもちろん海も近いので、
四季ごとのアクティビティが多彩（釣り、登山など）
●保小中高が連携し、
安全・安心な環境のもと、地域ぐるみで子どもたちを育ててい

ます！

●政令指定都市の新潟市
（新潟空港）が近いため、
買い物や旅行も行きやすい！

お問い合わせ先 小国町総合政策課
TEL

0238-87-0821

メール mirai@town.oguni.yamagata.jp
H P

http://www.town.oguni.yamagata.jp/index.html
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置賜地域

置賜地域

庄内地域

庄内地域

白鷹 町

飯豊町

み か わまち

三川町

しょう な い ま ち

しら た か まち

日本の紅(あか)をつくる町 白鷹町
白鷹町は、
山形県南部の置賜地方にある町です。町を東西に分けるよ

い い でまち

田園の息吹が暮らしを豊かにする町
飯豊町は、全国的にも数少ない屋敷林に囲まれた、
田園散居集落が美

三川町は庄内平野のほぼ中央に位置し、町内を赤川、藤島川、大山川

うに最上川が流れ、周囲を1000ｍほどの山に囲まれた自然豊かな地域

しい景観を形成しています。｢日本で最も美しい村｣連合に加盟しており、

の三川
（さんせん）が流れる自然豊かな町です。稲作を中心とした農業の

です。
白鷹町は、県花「紅花」
の生産量が日本一の町で
「日本の紅(あか)を

失ったら二度と取り戻せない日本の農山漁村の景観・文化を守りつつ、最

ほか、大型商業施設や工場が立地し、商工業も盛んです。

つくる町」
としてまちづくりを進めております。移住のご相談は白鷹町ふる

も美しい村としての自立を目指す活動を行っています。米沢牛や米、アス

さと移住推進協議会へお問い合わせください。

パラガス、
こくわワイン、
どぶろく等が特産です。

入の方を支援。10万円の支援のほか子育て加算もあります。

小学校、
中学校に入学した場合に祝金・祝品を贈呈。
●18歳までの医療費すべて無料
●町営学習教室
「いいで希望塾」
（中学校１〜３年生）英
語と数学の講義が受講料無料。

します。家賃や引っ越し費用などを最大40万円支援します。

暮らしのおすすめポイント
学校生活を支援。
●町外から転入の方に、
空き家バンクの利用への支援や若者夫婦・子育て世帯へ支
援制度がある。
●野球場、
サッカー場、テニスコート、
プール、スキー場などスポーツ施設が充実して
いる。

お問い合わせ先 白鷹町商工観光課
0238-85-2111

●四季折々の食べ物
（お米・山菜・野菜）
や景色（田園散居集落・水没林）
が楽しめる！
●獅子祭り、
雪まつり、めざみの里祭り、黒べこ祭り他、季節を通してイベントが盛り

だくさん！
●町内の8割以上が緑豊かな山林、
大自然に囲まれた町！

お問い合わせ先 飯豊町企画課
TEL

メール shoukou@so.town.shirataka.yamagata.jp
H P

暮らしのおすすめポイント

http://shirataka-iju.jp/

0238‐87‐0521

H P

http://www.town.iide.yamagata.jp/

です。
●町内に大型商業施設等が立地し、
買い物などの利便性に優れています。
●出産祝金、
医療費助成、子育て交流施設「テオトル」など子育て環境が充実してい
ます。

お問い合わせ先 三川町企画調整課企画調整係
0235-35-7013

H P

http://www.town.mikawa.yamagata.jp/

庄内地域

さか たし

遊佐町

鶴岡市は、城下町の面影を残しつつ、大学などの高等教育機関が集積

ゆざまち

酒田市
移住先に求めるもの。胸いっぱいに吸い込む清涼な山の空気、夕陽の

行きづらいけど、生きやすい町 遊佐町
山形県の最北西部に位置し、
トレッキングで人気の鳥海山や夕日が沈
む日本海、町内にあふれる湧水など、都会との暮らしとは真逆な豊かで穏
やかな時間が流れています。

されバイオ関連のベンチャーが続々と誕生するなど、伝統と現代文化が共

照らす浜辺でそっと頬を撫でる海風、容赦なく郷愁を刺激する清流のき

存する街です。
また、
山・平野・川・海に抱かれた豊かな自然環境の中では、

らめき、
この星に生きていることを実感する島の営み、街中に息づく古の

東京からは「行きづらい」
と感じるかもしれませんが、素晴らしい自然と

ゆったりと趣味や子育てを満喫できる生活の実現が可能です。

京文化、素材のクオリティに担保された至高の食事、近すぎず遠すぎない

食に恵まれ、人情味のある人の温かさや子育てや住まいに関する支援も

距離感の人々。全部あるのはそう、酒田だけ。

充実した
「生きやすい」町です。

支援制度など
が半額、第3子以降は無料

●日本遺産の羽黒山やクラゲ展示種類数世界一の加茂水族館など、
癒しのスポット

が多数

●海の幸、
山の幸、里の幸が豊富で、1年を通じて旬の味覚や食文化を楽しめる

お問い合わせ先 鶴岡市企画部地域振興課
TEL

0235-25-2111（代表）

メール iju@city.tsuruoka.yamagata.jp
H P

http://tsuruoka-iju.jp/

「0円」
！
●住宅取得費の１2％
（上限120万円、移住者は140
万円）助成などの手厚い住宅支援
●お試し住宅を利用して、
お好みのプランに合わせ
た移住体験ができます

→小学生以下のお子さんと一緒なら往復交通費も
全額補助（上限12万円）
●住宅の取得・改修や普通自動車運転免許の取得に
も助成あり
●酒田市UIJターン人材バンクによる就職支援

円で利用でき
（生活備品付き、最長1年）、移住後は住
宅リフォームの工事費の20％
（上限200万円）
を補助
●交流・やりがい支援：移住者交流会を通じた仲間づく
りが可能であり、就農希望の方には
「鶴岡市立農業経
営者育成学校（SEADS）」
が
「稼げる農業」
を支援

●海水浴場やスキー場など遊びのスポットが、
市街地から15分〜30分

● 子 育て支 援の 充 実！0 歳 から1 8 歳まで医 療 費

●7泊8日無料で使える移住お試し住宅

●住居支援：お試し住宅として公営住宅を月額12,000

暮らしのおすすめポイント

支援制度など

支援制度など

●子育て支援：医療費は15歳まで無料、
保育料は第2子

暮らしのおすすめポイント
●海、
山、川、島、街から選べるあなた好みのリビングエリアで充実の毎日
●東京からわずか1時間のアクセシビリティは多様なライフデザインにアジャスト可能
●雪国への不安を払拭できないこともない、
県内で最も温暖で積雪の少ないフィー

ルド

0234-26-5768

メール iju@city.sakata.yamagata.jp
H P

●若者夫婦世帯が町内に住宅を取得する場合に、
取

得費用の10%を助成（最大150万円）

暮らしのおすすめポイント
●2つの10万人都市に隣接しており、
中心市街地もあり、
日常生活に非常に便利です。
●ランドセル無料贈呈や子育て支援センターなど、
子育て支援に力を入れています。
●八幡スポーツ公園や総合体育館など、
運動ができる施設も充実しています。

お問い合わせ先 庄内町企画情報課移住定住係
0234-42-0192

メール iju@town.shonai.yamagata.jp
H P

http://www.town.shonai.lg.jp/teizyu/

山 形 県 移 住 交 流 ポ ータル サ イト

やまがた
暮らし情報館
35市町村の支援策などについて、
より詳しく知りたい方は、
山形県移住交流ポータルサイト
「やまがた暮らし情報館」の「市町村ページ」に、
ぜひアクセスしてみてください！

詳しくはこちら！

暮らしのおすすめポイント
●集落支援員やNPOによるサポートなど安心のスタッフ体制で移住後のアフターフォ

ローもバッチリ！

●山形県の
「里の名水100選」
に選ばれた
「湧水」
が町内のいたるところから湧き出て

います。
また、若者のいる移住世帯には水道料金の助成もあります。

●鳥海山の絶景や、
日本海の海の幸を堪能しながら、
ぜいたくな田舎暮らしができます。

お問い合わせ先 酒田市地域共生課移住定住係
TEL

補助（上限2万円）

●空き家情報活用システム
（空き家バンク）

TEL

メール iju@town.mikawa.yamagata.jp

庄内地域

世界のクルーズ船が寄港する
クールでモダンな港町

支援制度など
●移住体験住居があり、
利用期間中のレンタカー代を

暮らしのおすすめポイント
● 庄内空港から一番近く、
庄内平野の中央のため、近隣市町へのアクセスが容易

つるお かし

住みたい場所 やりたいことが きっと見つかる
ここがあなたのベストプレイス

つや姫など、現在の良食味米のルーツとなる
「亀ノ尾」発祥の地です。

円を補助します。

庄内地域

鶴岡市

月山を水源とする平成の名水百選立谷沢川と最上川の清流が田を潤し、
その恩恵を受ける庄内町は、
日本一おいしいお米のふる里。
コシヒカリや

●移住者の住宅の建設や取得に対して最大100万

TEL

メール i-seisaku@town.iide.yamagata.jp

庄内町は、庄内地方のほぼ中心に位置する町で、湯殿山、羽黒山ととも
に出羽三山をなす月山の山頂を有する町です。

50万円）
を支給します。
●2020年夏に新たに子育て交流施設
「テオトル」が
オープン予定です。

●町内にお住まいの方が出産された場合、
お子さんが

(5万円)を支援します。
さらに子育て加算もあります。

人と自然が輝き合う
日本一住みやすいまちを目指して

●出産祝金
（第1子10万円、第2子20万円、第3子

支援制度など

●結婚新生活支援事業：白鷹町で新婚生活をスタートする35歳以下のご夫婦を支援

● 18歳までの医療費無料化や保育料・小中学校給食費の助成などにより子育て、

支援制度など

が魅力の飯豊町。
四季折々の景色が楽しめます。

●空き家利活用支援交付金：空き家バンクを利用した転入者へ、
売買(50万円)と賃貸

TEL

町では出産祝金など子育てに力を入れており、子どもから高齢者まで住
みやすい町を目指しています。
ぜひ三川町にお越しください。

劇的においしいお米、見渡せば広がる大自然、町民の皆さんの温かさ

支援制度など
●しらたか若者移住定住支援交付金事業：45歳未満の夫婦世帯や子育て世帯の転
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笑顔つながるまち ハートフルタウン 三川町

庄内町

http://sakata-iju.jp/

お問い合わせ先 遊佐町企画課定住促進係
TEL

0234-28-8257

メール teiju@town.yuza.lg.jp
H P

各種支援策に加え、
イベント情報などが盛りだくさんです！

http://www.yuza-iju.com/
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