
なおしま
暮らし事情

これから直島に移住を考えているみなさんに、

ちょっとでもお役に立てればと思い、 暮らしの情報をまとめてみました。

まずは大事な住まい情報から。

住まい

支援

直島カラーズより空き家バンク登録後、

ご希望の物件の詳細をご連絡します。

移住のご相談も受け付けています。

宮浦の家で移住体験ができます。

※3 泊 4 日より受付

民宿や飲食店で住み込みのバイトを募集している

こともあるので気になる方は要チェックです。

空き家改修等事業補助金 ・ 住宅家賃補助

金制度あり。 各申請書ダウンロードはこちら

のリンクよりどうぞ。

https://naoshimacolors.com/download/

島で起業する場合の支援移住者への支援 ・ 空き家に住む

場合の支援
香川県による新規事業 ・ 創業支援あり。

詳しくは香川県商工労働部ホームページ

「がんばれ香川」 よりご確認ください。

http://www.pref.kagawa.jp/shoko/shinki/01.html

移住体験空き家バンク

NAOSHIMA COLORS　直島移住情報サイト

https://naoshimacolors.com/



生活

三菱マテリアル直島生活協同組合本店

（１F 食品 ・ 2F ホームセンター ・ 100 円ショップ）

月曜～土曜　10:00 ～ 19:30  日曜 10:00 ～ 15:00

三菱マテリアル直島生活協同組合本村売店

月曜～土曜　10:00 ～ 17:00  日曜 10:00 ～ 15:00

セブンイレブン　6:30 ～ 22:00

生協やコンビニがありますが､ 宇野 ( 岡山 ) へ買い出しに

行く方もいます｡ セブンイレブンは遅くまで開いているので

「しまった！買い忘れた！」 という時に助かります。 生協

本店の 2F にある 100 円ショップも生活に役立つ商品が

たくさん揃っているのでおすすめです。

買い物 ATM ・ 銀行

移動手段

宅配便 ・ 通販

ライフライン

病院

ごみの収集

子育て支援 ・ 教育 ・ 学校

セブンイレブン　ATM 6:30 ～ 22:00

百十四銀行　窓口 9:00 ～ 15:00 （平日のみ）

　　　　　　　　 ATM 8:45 ～ 18:00 （平日のみ）

ゆうちょ銀行 窓口 9:00 ～ 16:00 （平日のみ）

                 ATM 8:45 ～ 18:00 （平日のみ）

                        9:00 ～ 17:00 （土曜日）

                        9:00 ～ 14:00 （日曜 ・ 祝日）

香川県農業共同組合 （JA 香川県）

窓口 8:30 ～ 16:00 （平日のみ）

ATM 9:00 ～ 17:00 （土曜日）

水道料金やガス料金の支払いは主にゆうちょ銀行、

百十四銀行または JA 香川県からの口座引き落としなの

で口座をひとつ持っておくと便利です。

島民のほとんどが車移動。といっても島内は自転車でも

簡単に回れてしまうので自転車があると便利です。坂が

多いため電動自転車があるとなお良し。坂を上がるのは

結構な体力がいります。

歩くのが好きな方にもおすすめ。海の見える景色は最高

です！

町営バスはフェリーとの接続便が多いので路線沿いに

お住まいの方は帰りが楽です。

電気は中国電力株式会社

お問い合わせは 【岡山営業所 0120-411-669】

ガスは主にプロパンガス。ボンベのあるお家がよく見られま

す。お問い合わせは 【木村プロパン 087-892-2524】

または、【直島石油 087-892-3288】

水道は岡山県玉野市から海底送水管により浄水の給水を

受けています。お問い合わせは 【直島町役場/ 環境水道

課 087-892-2225】まで

インターネットはNTT 西日本の光インターネット 「フレッツ

光」。詳しくはこちらのリンクよりご確認ください。

http://www.fletsmedia.com/web17/d_00374.html
直島町立ふれあい診療所

診療科　内科 ・外科 ・小児科 〔泌尿器科は月１回〕

診療日　月曜～金曜 （祝祭日、年末年始は休診）

　　       救急の場合はお電話でご相談ください。

診療時間　9:00 ～ 12:00 / 14:30 ～ 16:30

受付時間　8:30 ～ 11:30 / 14:00 ～ 16:00

待ち時間も少なく診療してもらえることもあり、お子様連れ

の方にもありがたいですね！

小さなお子さまがいるご家庭では子育て支援等がいろい

ろあるので良い環境です。

島内には幼児学園 （認定こども園） ・ 小学校 ・ 中学校

があります。 小学校ではめずらしい英語の授業もあり。

高等学校がない為、 宇野か高松の学校へ船で通学か

下宿している生徒さんもいます。 高校生を対象とした通

学航路費等の補助金制度もあります。

燃えるごみ （月 ・ 水 ・ 金） ・ 資源ごみ （火） ・ 紙 （木）

※直島町指定のごみ袋 （有料） が必要。 生協等で購

入できます。

ごみ分別はこちらのリンクからご確認ください。

http://www.town.naoshima.lg.jp/kurashi/cl1000037/

i80.files/gomiwakekata.pdf

ごみは前日の夜に出さず、 当日の朝 8:30 までに出しま

しょう！

ゆうパック ・ ヤマト運輸 ・ 佐川急便

ネットショッピングは楽天や Amazon を利用される方が多

いです。 配送日が指定できないこともあります。

また、 購入する時に離島料金がかかることもあるので買

う前に送料確認をお忘れなく！



季節対策 祭りやイベント ・ 自然

治安 観光客

引越し

家電 ・ 大型家具購入

引越し業者 ・ 荷物配送

島民・移住者

移住者 ・ 仕事

島民の人柄

島民との交流

春は桜が見れるところが数箇所あり、 町花のツツジも

山全体に開花するのでとても華やか。

8 月は夏祭り ( 盆踊り ) と火まつり ( 花火大会 )、

10 月には積浦、 宮ノ浦、 本村とそれぞれの地区で

秋祭りが開催されます。

年末年始の行事も見逃せません！本村にある極楽寺

では除夜の鐘が突け、 新年を迎えたら初詣はすぐ近く

の八幡神社へ。

地区にもよりますが、 お店や飲食店が閉まるのが早いた

め夜はとても静か。 夜もぐっすり眠れ、 朝も鳥のさえずり

で起きるくらいのどか。 春はウグイスの鳴き声がよく聞こ

えます。

島内に駐在所が２ヶ所あり、 おまわりさんが２名いるのも

安心です。

海外からの観光客が毎日多く見られるので、 とても国

際色豊か。 道を聞かれることがよくあるので英語を喋

る機会があったり、 気づくと自然と地区に詳しくなって

いたり。 島ならではの事も知っておくと面白いです。

月曜日は美術館など主な施設がお休みのため比較的

静か。

宇野周辺の家電量販店は配送可能。 ただし配送は

週 1 回。 リサイクルショップでは配送対応してくれると

ころがほとんどないため車で買いに行くのが便利。 近

所の軽トラックを持っている方に借りて自分で運んだ方

もいます。 車によって船代も変わってくるので逆に高く

かかってしまうことも。 下調べも必要です。 船の運賃

はこちらのリンクからどうぞ。

https://www.shikokukisen.com/fare/

生協など町内でも何ヶ所か購入できるお店もありま

す。

離島なので取り扱い地域外だったり引越し業者は限ら

れてしまい業者を探すのも一苦労ですが、 荷物があ

まりなければダンボールでまとめて送ってしまうのも手

です。 佐川急便は 260 サイズ ( 重さ 50 キロまで )

の大きい荷物も配送可能です。

引越しのご挨拶

やはり引越しをしたら、 ご近所の方々へのご挨拶もお

忘れなく！主に直島町指定のごみ袋を持ってご挨拶

に回る方が多いようです。 ご近所の方と仲良くなって

ご飯にお呼ばれされたり、 おすそわけを頂いたりする

こともあります。 島ならではのお話も聞けたりするので

島暮らしがもっと豊かになります。

平成 24 年から 29 年までの移住者が約 300 名ほどい

ます。 三菱マテリアル株式会社直島製錬所の関係会

社、 マテリアル ・ エコ ・ リサイクル株式会社でのお仕事

や直島カラーズの求人情報もぜひご覧ください！

町民体育祭、 各地区での掃除奉仕活動やお祭りの

イベント ・ 行事に参加していきましょう！

移住者同士の集まりも定期的にあるので馴染みやす

い環境だと思います。 飲食店など人の集まりやすいと

ころに出向くと意外な繋がりが出来たり面白いと思いま

す。

最初は近寄りがたいかもしれませんが、 親しくなったらす

ごくすごく温かく迎えてくれます。 お互い助け合うことが

日常なので島の方々の優しさが心に染みます。 基本的

に島民のみなさんとても優しいです。 道で島民に会った

ら挨拶をしましょう！

夏はとにかく暑いです。 エアコンがあれば天国ですが、

風通しのよいお家であれば 窓を開けて扇風機だけで快

適に過ごせることもあります。

そして、 夏に必要なのが虫対策！新築建物はあまり問

題なさそうですが、 特に山に近い場所、 日本家屋や家

の隙間は要注意です。

冬はとても寒いので石油ストーブはもちろん、 電気毛布・

カーペットやこたつなど暖房対策は必須です！


