
週末は 
野菜づくり 

海を見に 
ちょっとお出かけ 
もちろんランチは 
     海鮮丼 

スキー場へも 
日帰りで楽々 

登山にハイキング 

京阪神まで車で 
約１時間半 

ＢＢＱ 

ご近所から 
おすそわけ 

お買い物は 
全国チェーンの大型店から 
福知山だけのこだわりの 

お店まで 

福知山 

京都 



雲の原っぱ社 
農家民宿 
手打ちそば 
  ＆地域交流 
  ＆地域づくり 

農家民宿 

吉田美奈子さん 

大江山鬼そば屋 

佐々井飛矢文さん 

ふくふく暮らし 
移住水先案内人 
ネットワーク 

福知山 
ワンダーマーケット 
 ＆商店街活性化 

福知山 
ワンダーマーケット 
実行委員会 

庄田健助さん 

美作歩さん 

子育てサロン 

大江参道マルシェ 
   ＆地域活性化 

毛原の棚田 
ワンダービレッジ 
プロジェクト 

水口一也さん 

櫻井一好さん 

畑七つの里づくり協議会 
省水力発電 
水車コーヒー＆ 
      地域おこし 

京の田舎ぐらしナビゲーター 

中島俊則さん 

地域おこし協力隊 

山田正利さん 

農家民宿 鹿鳴庵 
農業・そば打ち体験  

足立国昭さん 

   勝代さん 

農業集団 
循環型農業 
  ＆地域活性化  

Season 

久保世智さん 

松村賢三さん 

三和地域協議会 

大槻昭則さん 

京の田舎ぐらしナビゲーター 

垣内忠正さん 

地域おこし協力隊 

紀氏浩太朗さん 他 

三和移住者ネットワーク 
移住促進＆地域交流 
    ＆地域づくり 

京の田舎ぐらしナビゲーター 

加藤晋吾さん 

移住促進＆地域活性化 

夜久野高原 
手づくり市＆ 
    地域活性化 

作るを楽しむ会 
夜久野星空の会 

衣川タカ子さん 

美術＆地域活性化 

山山アートセンター 

イシワタマリさん 

北山 三和 三和 

子育て 

おひさまと風の子サロン 

  足立喜代美さん 
福知山子育て教室わかば 

  足立幸恵さん 

大江 大江 

大江元気プロジェクト 
ＩＣＯＥ 

河口珠輝さん 

地域おこし協力隊 

濱口義典さん 
カフェ経営 
 ＆地域交流 
 ＆まちづくり 

まいまい堂 

横川知子さん 

棚田＆taikan 
  ＆交流 
  ＆地域活性化 

雲原 

三岳 

大呂 

夜久野 

夜久野 

私たちは 
あなたの 
移住生活を 
応援します！ 

一緒に 
ふくちやまを 
もっと楽しい
まちに！ 

雲の原っぱ社 

鬼そば屋 

おひさまと風の子 わかば 

まちなか 

まちなか 

移住者を支援するための民間のネットワークづくりを進めています！ 



「
ア
ー
ト
」
と
「
子
育
て
」 

 
 

 

で
繋
が
る
人
と
地
域 

ふくふく暮らしな人々 

美術家 

イシワタマリさん 

（神奈川県横浜市出身） 
 
 大阪で知り合った夫（兵庫県西脇市出 
身）が福知山に転職し、結婚を機に福知 
山に来ました。車の免許がないため駅近 
くのアパートに住んでいましたが、誰と 
も出会えず、遊ぶ場所もわからず・・・ 
泣きながらしょっちゅう京都・大阪・神 
戸に出向いていました。免許を取った頃 
に妊娠も分かり、「いっそ山奥に住んで 
みたらおもしろくなるかも」と、「空き 
家情報バンク」で見つけた三岳エリアの 
古民家を借りることに。決め手は近所の 
方たちの魅力でした。出産後は子どもを 
預かっていただいたり、人生相談に乗っ 
ていただいたり、ほんとうにお世話にな 
っています。 
 
 私は結婚前から「アート」とか「文化」 
という切り口を頼りに国内外を転々とし 
てきました。その頃の経験や人脈を今の 
暮らしの中でも活かそうと、現在は三岳 
エリアを拠点に「山山アートセンター」 
構想のための準備をしています。仲間を 
増やそうと作った「いろいろやってみる 
部」毎月発行のフリーペーパー「このあ 
 

たりのしんぶん」は思わぬ人気に。初め 
は伝わるかどうか不安でいっぱいだった 
言葉にいろいろなひとが耳を傾け、手を 
貸してくれるようになりました。移住当 
初の私の寂しさは思いのほか多くのひと 
の共感を呼ぶことがわかったので、ひと 
が出会い、互いの違いを認めながら地域 
の多様性を育んでいけるようなしくみを 
つくりたいと思っています。 
 
 子育てについていうと、私のように 
「勤め人」でなく収入も不安定な母親が 
子どもを保育園に預ける選択は、都会で 
は考えにくいことだと思います。娘（2 
歳半）は保育園生活を満喫していて、親 
子関係を考えるうえでも園の存在が欠か 
せません。周囲の子育て世代の大半は公 
務員や会社員ですが、これから新しい生 
き方や働き方を開拓していこうとするひ 
とや、その中で子どもを産み育てたいと 
いうひとにもっと来てほしい。外からの 
移住者がまだまだ少なく地道で根気のい 
る作業も多い福知山ですが、そのぶん未 
知の世界を開拓していく醍醐味でいっぱ 
いです。寛容で楽観的な地域性と、移住 
ブームがまだ到来していないところがオ 
ススメのポイントです。 

※本冊子の表紙デザインはイシワタマリさんにお願いしました。 

平成２９年４月 福知山移住お役立ち情報を 
発信するｗｅｂサイトをオープンしました！ 

「福知山に移住してみたら意外とこうだった」 
そんなお話がいろいろ。意外がいっぱいふくふく暮らしな人々インタビューを月１人
発行を目標にして掲載中です。ぜひご覧ください！ 

地域活性化 起業 

ジュエリー工房を経営しながら、元
伊勢内宮周辺の活性化に取り組む。 

伊田さなえさん 

中田愛さん 川瀬さん夫妻 

移住して広がったご縁！ 
Ｔｏｍｏｓ－人の心に火を灯す－ 

お米も山菜も、お酒も美味しい。景
色がよい、空気がよいです。 

サラリーマン
移住 

半農半Ｘ シニア移住 農業・就農 

松村賢三さん／久保世智さん 

農業・就農 

5,000株規模の農家を目指し、就農
の輪を広げていく。 

サラリーマン
移住 

田舎子育て 

漆と子育て。地域の人々は温かく見
守ってくれています。 

平岡明子さん 

サラリーマン
移住 

田舎子育て 

まちの中心街に住みながら自分の
やりたい仕事をする選択 

サラリーマン
移住 

半農半Ｘ 

この地域から「漆」という伝統産業を
広める 

村岡孝則さん 
髙島麻奈美さん／吉川枝里香さん
／髙橋治子さん／山内耕祐さん 



農山村 
農家民宿 
鹿鳴庵 

農山村 
農家民宿 
雲の原っぱ社 

まちなか 
シェアハウス 

住む 

農山村空き家情報バンク 
自然豊かな農山村の空き家情報を提供します             

空き家・空き店舗等ストックバンク 
市街地の空き家・空き店舗等の情報を提供します 

住宅支援制度 
本市への移住者や空き家バンク利用者を対象に、補助金を交付します。 
■住宅補助金＝月額3万円／最長1年間（家主の口座に振りこみます） 
■改修補助金＝空き家バンク登録物件改修費の2分の1を補助（上限100万円） 

詳しくはクリック 

三和町 
間取り：４ＤＫ 
家賃：５万円/月 

空き家 

ふくちやま 体感イベント 

３・４月 
○元伊勢内宮参道マルシェ（大江） 
○桜花祭～しだれ桜の夕べ～（夜久野） 

５月 
○大江山一斉登山（大江）        ○ふれあいハイキング（三和）    
○経ヶ端城址 野点の会（三和）     ○夜久野高原手づくり市（夜久野） 
○毛原の棚田（田植え）taikanツアー（大江） 

６月 
○田んぼアート・田植え（夜久野） 

７月 
○ドラム缶転がしタイムレース（雲原） 
○どろんこドッジボール（夜久野） 
○大江山国定公園クリーンデー（大江） 

８月 
○ドッコイセまつり（広小路） 
○鬼力の由良川夏まつり（大江） 
○やくの高原まつり（夜久野） 

９月 
○毛原の棚田（稲刈り）taikanツアー（大江） 

10月 
○田んぼアート・稲刈り（夜久野） 
○額田のダシまつり（夜久野） 

11月 
○うえるかむまつり（夜久野） 
○ふれあいハイキング（三和） 
○夜久野農林商工祭（夜久野） 

不定期 

○福知山ワンダーマーケット（新町、毎月第４日曜日） 
○まち歩きツアー（元伊勢、福知山城）○漆の絵付け体験教室（夜久野） 
○毛原の棚田オーナー制度（大江）   
○おはなし会（図書館中央館、三和・夜久野・大江分館） 

お試し住宅・・・3ヶ月無料、最長1年間 

みわ上川合住宅 鬼の里Ｕターンプラザ１ 

http://www.fukuchiyama-stockbank.jp/images/events/sikkui_A5.pdf


働く 北近畿最大の産業集積地 福知山 
長田野工業団地、アネックス京都三和 

合同就職面接会 
 毎年８月と１１月の２回、採用を予定している市内事業所約６０社が参加 

ハローワークや北京都ジョブパークと連携し、就業支援を行います。 
※福知山公共職業安定所有効求人倍率 ＝１．３８ 
 （平成２９年４月現在） 

起業支援 
市内で新たに創業される人、創業されて1年未満の人 
の事業にかかる経費を対象に次の補助金を交付します。 
■ソフト事業（マーケティング調査費や広報費など） 
 補助率2分の1で最大２0万円を助成 
■ハード事業（備品購入費や店舗改修） 
 補助率4分の1で最大５0万円を助成 
 ※ハード事業を申請するには、特定創業支援事業と 
  しての認定を受ける必要があります。 

まちなか 
広小路マルシェ 

夜久野高原 
手づくり市 

大江内宮 
参道マルシェ 

お店開業への第１歩 

青年就農支援 
京都府と連携して、45歳未満の新規就農者を対象 
とした給付金や就農前の研修支援を行います。 
■青年就農給付金＝年最大150万円を給付 
（夫婦共同の場合225万円・最長5年間） 

雇用奨励 
本市への移住者を新規に雇用した 
企業に補助金を交付します。 
■雇用奨励金＝ 
月額4万円／最長1年間 

北京都ジョブパーク 

北京都ジョブパークは、ハローワークと
緊密に連携し、相談から就職、職場への
定着まで、ワンストップで支援します。 

㈱浅田可鍛鋳鉄所 ナガセケムテックス㈱ 

天藤製薬㈱ 日東薬品工業㈱ 

ＳＥＣカーボン㈱ ㈱日本アクセス 

エスペック㈱ 日本製紙クレシア㈱ 

長田野貨物輸送協同組合 日本赤十字社（血液管理センター・血液センター） 

㈱長田野ガスセンター 日本ピラー工業㈱ 

カワイ電線㈱ ニンバリ㈱ 

㈱関西金属工業所 パナソニックフォト・ライティング㈱ 

京都薬品工業㈱ ヒエン電工㈱ 

呉羽製鋼㈱ 日立マクセル㈱ 

㈱神戸製鋼所 扶桑化学工業㈱ 

サンキン㈱ ㈱ブリヂストントレッドシステム 

三晃金属工業㈱ （一社）日本血液製剤機構 

㈱浅田可鍛鋳鉄所 加美電機㈱ 

㈱野村佃煮 ㈱クリエイティア 

福大商事㈱ ㈱メタルカラー 

㈱堀場エステック 米澤化学㈱ 

㈱ワイエムシィ 京奉㈱ 

長田野工業団地（平成２９年４月現在） 

長田野工業団地アネックス京都三和（平成２９年４月現在） 

東洋製鉄㈱ ㈱ポテトフーズ 

三和ハイドロテック㈱ 松尾電機㈱ 

㈱ＧＳユアサ ヤマウチ㈱ 

㈱大洋発條製作所 ユアサ化成㈱ 

武田ヘルスケア㈱ 関西電力㈱ 

タツタ電線㈱ ㈱ブルーエナジー 

東洋ライト㈱ ㈱ベッセル福知山 

交洋ファインケミカル㈱ 

京都府北部企業 
京都府北部地域で 
ＵＩＪターン就職 
を希望される方 

京都府ＵＩＪターンナビ 
http://kyoto-ui.jp 

まちなか 
福知山ワンダーマーケット 



保育所（園）は市内に２９箇所あり、子育て支援セン
ターにファミリー・サポート・センター、就学前健診・
スクリーニング、放課後児童クラブ、福知山市民病院で
の保育サービスなど、子育て環境が充実しています。 

子育て 

0歳から中学3年生までの児童が病気やけがなどで医療機関にかかった 
ときの医療費を支給します。 

  

0歳～3歳未満 3歳～中学3年 

 

入院外 

（通院） 
 

訪問看護 

ステーション 

 

1医療機関ごとに1か月200円の負担
で受診できます 

1医療機関1日500円までの負担で受診
できます 

ひとりのお子さんにつき、1か月間の
各医療機関での支払い合計が3000円

を超えたとき、超過分を申請により払い
戻しします 

入院 1医療機関ごとに1か月200円の負担で受診できます 

医療費支給制度（京都子育て支援医療・ふくふく医療） 

育児の 
援助を 

受けたい方 
（依頼会員） 

ファミリーサポートセンター 
（アドバイザー） 
援助会員と依頼会員の 
引き合わせと連絡 

育児の 
援助を 

行いたい方 
（援助会員） 

援助の依頼（預かり日の４日前まで） 

援助の提供 

調整 

ちょっと情報 
福知山市は出生率がイイらしい!? 
合計特殊出生率（ベイズ推定値） 
平成２０～２４年人口動態保健所・市町村別統計（厚生労働省） 

全国 ９位/813市区   京都府内 1 位/36市区町村 
全国平均 1.38  京都府平均 1.27  
     1 沖縄県 宮古島市  2.27 
     2 長崎県 対馬市   2.18 
     3 沖縄県 石垣市   2.16 
     4 長崎県 壱岐市   2.14 
     5 沖縄県 豊見城市  2.03 
     6 滋賀県 栗東市   1.99 
     7 沖縄県 糸満市   1.99 
     8 沖縄県 沖縄市   1.97 

   9 京都府 福知山市 1.96 
     10 長崎県 平戸市 1.96 
              11 宮崎県 串間市 1.96 

 

詳しくはこちら 

 

過去のイベントをもっと見る 

 

子育てサークル 

ひとつひとつの実は少しづつ、たく
さんの愛の中で育まれ、大きく大き
く育っていきます。 
おひさまと風の子サロンは、あたた
かいおひさまの中で、さわやかな風
の流れの中で、子育てが楽しくなる
支援や交流会、そして、 
情報交換等をし、自分 
育ちや子育てしやすい 
環境づくりを目的とし 
ています。 

ふくちやま子育て教室わかばは、今年
で活動４年目を迎える非営利の任意団
体です。 
京都北部に良質な子育て支援の輪を広
げるべく活動しています。 
「ゆったりまぁるい子育て」 
をモットーに親子の絆が深まることを
願って。 
これからも毎日をハッピーに、楽しく
為になる子育て支援を目指しています。 

便利なサイトもチェック！ 
福知山市の育児を応援する 
行政サービスガイド「ふくふく」 

http://fukuchiyama-city.mamafre.jp 

防災ハンドブック 
2014年8月の豪雨災害を体験した子連れママ 
が「福知山ママボランティアＬＩＮＫ」を結成。 
災害時を振り返った体験談、安全に避難する 
ための心得、もしものときの 
手当て、連絡先、防災情報 
についてガイドブックにまと 
めました。 

住みやすい 
を目指して！ 

ふくちやま 

子育てガイド 

子育て支援拠点 

あゆみ保育園地域子育て支援センター 

三和子育て支援センター 夜久野子育て支援センター 大江子育て支援センター 

こんにちは 子育てコンシェルジュです！ 
子育てコンシェルジュは、 
子育て支援課 （0773-24-7082） 
すくすくひろば（0773-23-5722） 
にいます。 
お気軽にお電話ください！ 

保護者の方のお話をうかがいながら、その方のニーズに
合った子育て支援に関する情報やサービスを紹介したり、
子育て支援の関係機関につなぐサポートをしています。 
気軽にご連絡ください。 

すくすくひろば（岡ノ三町） 

子育て支援拠点は、「子育て家庭」
を応援する場所です。子育てに関す
るさまざまな相談や、親子や子育て
家庭同士の交流の場、学習の機会も
あります。 
 

http://www.wakaba888.com/#!event/i4mxp
http://www.wakaba888.com/#!event/i4mxp


教育 

市立福知山市民病院 
「命と健康を守り、信頼される病院」を基本理念とし、地域
の中核病院として、市民に親しまれる病院を目指しています。  
●診療科目２7科 ●病床数３５４床 

■医療機関 
 病院・診療所・・・６５ 
 （許可病床数１００以上で主要な診療科を含む病院・・・２） 
 （産婦人科 ・・・ ３） 
 （小児科  ・・・２３） 
                         中丹西保健所リスト（Ｈ２９．６末現在） 

保育園・・・２９ 
幼稚園・・・ ４ 
小学校・・・２３ 
中学校・・・１１ 
高等学校・・・６  
大学  ・・・２ 
※小中一貫校１、中高一貫校２ 

■学校 

お子さんが病気の時に保護者が仕事等のため家庭で保育できない場合
に一時お預かりします。対象は生後おおむね６ヶ月の乳児から小学３
年生までの児童です。ただし、水ぼうそう・はしか・はやり目・腸炎
などの感染力の強い病気や精密検査が必要な状態の場合は利用できま
せん。 
実施場所 
市立福知山市民病院5階福知山市病児保育所 
利用時間午前7時30分～午後6時 
*初回は、診察（午前8時30分頃開始）が終了するまで保護者の付き
添いが必要です。 
利用料金2,500円／人（1日あたり）5時間以内は、1,500円／人 

福知山市病児保育サービス 

病院 

福知山市立図書館中央館 
館内から電車が走る風景や、駅前公演の景色を見ながらリラックス
して本を楽しめる空間になっています。親子で読み聞かせなどを楽
しんでいただけるように、毎月「おはなし会」なども開いています。 

夜久野学園児童による花時計植替え 



表紙＝イラスト 

移住をお考えの方は気軽にご連絡ください 
 

移住・定住ワンストップ相談窓口 
福知山市 
地域振興部 移住・企業立地推進課 
京都ふくちやま移住定住・企業立地サポートセンター 
TEL  
FAX  
E-mail welcome.iju.kigyo@city.fukuchiyama.lg.jp 

婚活相談会開催中！ 

ふ
く
ふ
く
暮
ら
し
ノ
ス
ス
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京
都
福
知
山 

0773-24-9174 
0773-23-6537 

今年度２回実施予定！ 

体験ツアーや婚活も 


