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 移住のてびき

「直島に住もうかな」と思っている方々
「直島にこれから住む」方々へ。

直島の移住専門サイト、「直島カラーズ」のサイトはこちらです。

https://naoshimacolors.com
NAOSHIMA COLORS



積浦エリア

本村エリア

宮ノ浦エリア宮ノ浦エリア

本村エリア

積浦エリア

フェリーが発着する宮浦港があり、島の玄関口の地域です。診療所、福祉センター、郵便局、スー
パーやコンビニがあり、生活するのに便利です。朝夕は工場で働く人々、昼間は観光客で賑わいま
す。地区は比較的広く、北側の山の中腹まで住宅が広がっています。

直島町の中心地。町役場、直島ホール、郵便局、銀行、商店、直島港（小型船発着）があるので、とても
便利です。昔からの町並みを利用したアート作品や施設があるので、観光客が多い地区です。道幅
が狭い所が多く、家が密集しています。　　　　　　　　　

積浦地区は水産業が盛んな地域。静かなので、のんびりゆったりとした生活を好む人には住み良
い所です。ただし、買い物や島外に出たい時は、乗り物での移動が必要になります。また、南側には
海水浴場やつつじ荘があり、レジャーを楽しむことができます。

みやのうら　

ほんむら

つむうら

・  三菱マテリアル（株）
直島製錬所

・

・
・ ・

・
・

・
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ベネッセハウス
ミュージアム

地中美術館

李禹煥美術館

直島幼児学園
直島小学校

直島中学校

琴弾地
海水浴場

宮ノ浦エリア

・ 宮浦港 ・

・ 総合福祉センター分館

・ ふれあい診療所

生協 ・

総合福祉センター

本村エリア

・

・

・

・

直島港

人材育成センター

直島町役場

直島郵便局
宮ノ浦エリア

本村エリア

積浦エリア

各エリアのご紹介

直島 おうち発見への道

空き家・空き地バンクの流れ

直島暮らし事情

移住・定住に関わる支援事業一覧
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Data
面積 : 14.22 ㎢（本島約 8㎢、属島 6㎢）
人口 : 3,002 人（2022 年 9月 1日現在）
町花 : 島つつじ（ヤマツツジ）
町木 : 黒松

 移住のてびき  移住のてびき

「直島」の由来
保元の乱に敗れた崇徳上皇が
讃岐へ流される途中に、直島
で３年過ごし、島民の純真素
朴な人柄を称して島の名前を
「直島（なおしま）」と名付けたと
言われています。
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「空き家・空き地バンク」の
流れ（P.05～06）を参照

法人の方個人事業主の方

直島 検索

「観光では来たことがあるんだけど
なぁ」という方もぜひ、住民目線で
直島に滞在してみて！そして、島の
人ともたくさん話をしてみよう。直
島がどんな所なのか体験しにきて。

まずは、会社の寮や社宅を確認
してください。なければ、紹介し
てもらえるかどうか、話をして
みましょう。

ここでやっと「空き家・空き地バンク」の利用登録です！
直島はどんなところか知ることができましたか？
直島愛 が膨らんだところで、「直島町空き家・空き地バンク」
の利用登録をしてみましょう。

TOP ⇒ 空き家バンク⇒ 住まいをお探しの方⇒ 利用登録
フォーム（ネットで登録する方）または申請書のダウン
ロード（郵送で登録の方）で登録の手続きをしてください。

「空き家・空き地バンク」は、定住
の方のための直島町の政策の一貫
として行っているため、法人での
利用はお断りさせていただいてお
ります。法人での物件探しは「直島
不動産」でメールでご予約のうえ、
ご相談をお願いします。

アポイントのない方は受付できませんので
ご了承ください。

「行きたいけど、忙しくて行けない」という人は、仕方ないけ
どインターネットで情報を収集してみて。直島町の公式サ
イトはもちろん、直島に住んでいる人のブログなども参考
になるかも♪ セキララちゃんの SNS もおすすめだよー！

直島町地域おこし協力隊２人の良き相棒、セキララちゃんの SNS。
直島町の身近な情報を発信していきます！

町の基本的な情報はこちらから。公営住宅の募集
もあるので、チェックしてみて。
公式 SNS のリンクもこちらから！

お引っ越しから島暮らし
まで、詳しくは、P.07～10
ページを見てね！

直島で仕事（就職）を
するので探しています

家も仕事も
探しています

直島で開業（起業）したいと
思っています

仕事を決めてから家を
探すか、家を決めてから
仕事を探すか、決めてく
ださい。

個人事業主としての開業なのか法人と
しての開業なのかで、ご紹介のし方が変
わってきます。個人事業主の場合は、こ
のまま矢印に沿って進んでください。

お引っ越し

【問い合わせ】
直島不動産

naoshimarealestate@gmail.com
※完全予約制

直島移住情報サイト

https://naoshimacolors.com/

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

NAOSHIMA COLORS

直島に
住みたい

START !

GOAL !
ではなく、改めて

直島生活のスタートです！

直島を知ろう

来てみる

インターネットで

セキララ 直島 地域おこし協力隊

直島町公式サイト

セキララちゃん

Instagram Twitter Facebook

すなおくん

「空き家・空き地バンク」の
利用登録をしよう

法人の方は、
「直島不動産」へ

 移住のてびき  移住のてびき
直島のキャラクター

すなおくんと行く 直島 おうち　発見への道
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 移住のてびき  移住のてびき

空き家・空き地の情報提供
空き家・空き地バンク専用サイト「直島カラーズ」および役場まちづくり
観光課で情報を提供します。

新着情報提供
「直島カラーズ」の「空き家バンク」にて、物件の情報を提供します。また、Facebook や地域おこし協力
隊の SNSでも情報の公開をお知らせしていくので、併せてご利用ください。
空き家・空き地バンク利用登録者には、空き家バンクの新着物件について「直島カラーズ」での公開
日時を事前にメールでお知らせします。

物件の内見、交渉の申し込み
物件の内見を希望される方は、まずは電話かメールでお申し込みください。複数
の場合は、順番に日程を調整します。その後、交渉を希望される方は「空き家・空
き地バンク物件交渉申込書」に必要事項を記入し、お申し込みください。

交渉
物件を登録された所有者さまへ物件交渉申込通知書を送付します。当方で日程の調整を行うので、
双方で交渉をしてください。

契約終了後、空き家改修補助を使用する場合はご相談ください。
詳細後について説明いたします。

成立

利用者の登録

申込書での提出の場合

インターネットの場合

利用を希望される方は、「空き家・空き地バンク利用登録申込書」を提出、またはインターネット
から電子申請でお申し込みください。申込書は郵送することも可能ですが、「直島カラーズ」のサ
イトからもダウンロードすることができます。

利用登録の通知
空き家・空き地バンクの利用登録を申込者に通知します。通知書とメールをお送りします。

役場 まちづくり観光課
で申込用紙を用紙を入
手する。

役場 まちづくり観光課に
連絡をして、申込用紙を
郵送してもらう。

「直島カラーズ」 ▶ 申請書類ダウンロー
ド ▶ 利用登録申込書からダウンロード
して、用紙を入手する。

「直島カラーズ」 ▶ 空き家バンク ▶ 「住まいをお探しの方」 ▶ 利用登録フォーム に進み、
手順に従って手続きをしてください。

空き家・空き地バンクを利用する場合の流れを   ご説明します。「直島カラーズ」もご紹介！

空き家・   空き地バンクの流れ

直島カラーズ とは？

直島町地域おこし協力隊の良き相棒

ちゃんと行く

▼
記入、押印をして提出または郵送。

利用を希望される方は、「空き家・空き地バンク利用登録申込書」を提出、またはインターネット

情報しっかり
集めてな～

利用登録フォーム に進み、

「おうちを探している理由」
を教えてくれたらうれしい
なぁ～♪

次ページへ次ページへ

空き家バンク

仕事情報

直島の暮らし

イベント

▼
▼

▼

▼

▼

▼

直島町内の空き家と空き地をご紹介。利用者登録をすると、
物件のより詳細な情報を知ることができる！

直島町の求人情報をご紹介。掲載情報は、随時募集中。
実は無料で掲載できるので、気軽にお問合せを！

セキララちゃんが新鮮でセキララな直島のくらしの情報
を「セキララ☆直島！ 暮らしの情報局」でご紹介！

直島町内のイベント、香川県の移住者交流会などの情報は
こちら。セキララちゃんも参加するかも!?

直島のまちや人の魅力を伝え、暮らしを彩るサイトです。
移住・定住希望者への空き家や空き地の紹介、
島内の仕事の紹介、そのほか直島の新鮮で
キラキラした情報をお伝えします。

https://naoshimacolors.com

物件の内見を希望される方は、まずは電話かメールでお申し込みください。複数
の場合は、順番に日程を調整します。その後、交渉を希望される方は「空き家・空
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 移住のてびき  移住のてびき

これから直島に移住を考えているみなさんに、少しでもお役に　立てればと思い、直島の暮らしの情報をまとめてみました。

なおしま  暮らし事情

買い物

銀行・ATM

移動手段

病　院

教育・学校

ライフライン

宅急便・通販

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。

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。単身者は自分で引っ越しをする人が多
いようです。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（生協、
コンビニで購入できます）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。

香川県農業協同組合（JA香川県）
　　　　　　　　窓口 9:00 ～ 15:30（平日のみ）

                           　　ATM 8:30 ～ 18:00（平日）

                                     　　9:00 ～ 17:00（土曜日）

ATM は島内に 2 カ所（本村の農協内と宮ノ浦の   
宮浦港近く商工会隣）あります。

ゆうちょ銀行　　窓口 9:00 ～ 16:00（平日のみ）

　　　　　　　　ATM 8:45 ～ 18:00（平日）

                                    　　 9:00 ～ 17:00（土曜日）

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

郵便局（ATM）は島内に 2カ所（本村と宮ノ浦）に 
あります。

百十四銀行　　　窓口 9:00 ～ 15:00（平日のみ）

　　　　　　　　ATM 8:45 ～ 18:00（平日のみ）

ATMは島内に 2カ所（本村の銀行内と宮ノ浦の生協）
あります。

セブンイレブン ATM  6:30 ～ 21:00

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。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。繁忙期には
臨時バスも出ることが
あるので、利用してく
ださい。

直島町立ふれあい診療所 　☎087-892-2266
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。

インターネットは光回線が使えます。
賃貸物件の場合は、工事をする時は、
必ず大家さんに相談をしましょう。

上水道は岡山県玉野市から海底送水
管を通って給水を受けています。
下水道は大体の地区は通っています
が、通っていない箇所もあるので、詳
しくは下記までお問合せください。

役場 環境水道課　087-892-2225

電気は海を渡ってやってきます！
賃貸の場合は、大家さんから中国電力
の契約はどうなっているのか、聞いて
みましょう。

島のガスはプロパンガス。
お湯を沸かす時は、ガスかボイラー
（灯油）を使います。

中国電力株式会社
岡山営業所　0120-411-669

木村プロパン　087-892-2524
直島石油　　　087-892-3288

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！

引っ越し

小さなお子さまがいるご家庭では子育て支援などが
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。高
等学校がないので、宇野か高松の学校へ船で通学し
ないといけません
が、高校生を対象と
した通学航路費等
の補助金制度があ
ります。
（支援などは P.11～
14 に掲載）

ごみの収集
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 「直島町」の公式サイト⇒暮らしの情報 
ごみ⇒環境⇒リサイクルごみの分け方と出し方 から
ご確認ください。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！

※外来診療担当医は、ふれあい通信で確認できます

三菱マテリアル直島生活協同組合 本店
（１F 食品・2F ホームセンターと100 円ショップ）
月～土曜  10:00 ～ 19:00　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～土曜 10:00 ～ 16:00　日曜 休業

町営バス
【問い合わせ : 直島町観光協会】 087-892-2299

四国汽船株式会社　宮浦支店　087-892-3104

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。 また、個
人商店もあるので、上手に買い物をしてください。

セブンイレブン　6:30 ～ 21:00

診療時間
9:00 ～ 12:00  
14:30 ～ 16:30
受付時間
8:30 ～ 11:30
14:00 ～ 16:00

電  気

ガ  ス
（灯油）

水  道

インター
ネット

季節対策
春は瀬戸内海に濃霧が発生することがあり、フェリーが
止まってしまう可能性があります。車などの運転には気
を付けてください。
夏は普通に暑いです。帽子を被り、熱中症対策は万全
にしておきましょう。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。 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。
冬も普通に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！ 海
風が強いので、物が飛んで行かないようにしましょう。
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 移住のてびき  移住のてびき

これから直島に移住を考えているみなさんに、少しでもお役に　立てればと思い、直島の暮らしの情報をまとめてみました。

なおしま  暮らし事情

主なイベント
1 月

タブレット

スマートフォン

二十歳（はたち）のつどい

消防団出初式
直島中の消防団が集合し、
出初式を行います。
一斉放水は見ものです！

園児、小学生、中学生だ
けでなく、一般の町民も
参加する大運動会です。

海上から直島の夜空に
見事な花火が打ち上げ
られます。ステージでの
催し物もあります。

やぐらを囲んでの盆踊り
はもちろん、演奏やダンス
の披露などもあり、盛り上
がりを見せます。

積浦、宮ノ浦、本村とそれ
ぞれの地区で秋まつりが
開催されます。

町内から力作がたくさん
集まります。お茶席などの
イベントも行われます。

すてきな音楽があふれるイ
ベントです。著名なプレイ
ヤーの参加もあるかも？！直島での一斉清掃です。

7 月
ごみ０（ゼロ）
クリーンデー

8 月
夏まつり

火まつり

9 月
健康福祉まつり

10 月
秋まつり

環境フェスタ

11 月
教育文化祭

12 月
きらめき音楽会

2 月

3 月
卒園式・卒業式

4 月
入園式・入学式

5 月
直島町民体育祭

直島女文楽やカラオケや踊り
など、島内の娯楽のひとつ。

6 月
直島町文化協会芸能大会

溝掃除

ふれあい通信
タブレット端末や、スマートフォンを使用した、文字と音声と画像による情報配信サービス
です。暮らしの役に立つさまざまな情報が配信されます。定時放送は、1 日 3 回、6:30、
8:30、19:30 に放送されます。また、日曜日・祝祭日・年末年始は放送はお休みですが、ス
ケジュール以外にも放送することがあります。スマートフォンはアプリのダウンロードをし
てください。タブレット端末の貸し出し、商業放送の申し込み、詳細は、役場  総務課
（087-892-2222）まで。

App Store（iPhone）、
Google Play（Android）

➡ 「Lifevision」で検索 
➡  インストール 
➡ 郵便番号
　 「761-3110」を
　 入力してログイン

https://www.crie.co.jp/page/sticc/

https://naoshimacolors.com/work/

くらしの情報
医療情報、くらしの情報、住まい引越し、
地域の情報、こどもの情報、その他の情報

防災
最新のハザードマップ
などが確認できます

時刻表　町営バス、四国汽船、交通安全情報

スマートフォンへの
ダウンロード、

インストールの方法

スマートフォンへの
ダウンロード、

インストールの方法

「直島カラーズ」仕事情報

瀬戸・たかまつ 移住&キャリアサポートセンター

仕　事
島の主要な会社といえば、三菱マテリアル（株）直島
製錬所。そしてその関係会社が主な就業先です。
その他、水産業、アート施設、ホテル・旅館業、飲食店、
公共団体などのお仕事があります。
会社に寮や社宅がある場合、住居も見つかる可能性
もあるので、直島に移住する予定で仕事が決まって
いない場合、仕事を先に見つけるのも手かもしれま
せん。
「直島カラーズ」でも求人情報を掲載しているので、
ぜひご覧ください！

東京および大阪にあるセンターでは、移住・転就職の相談や
セミナーを対面・オンライン（大阪は事前予約制オンライン
のみ）で行っているので、ぜひ参加してみてください。

メニュー
 くらしの情報

 防　災

時刻表

 おくやみ
 設　定
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町内の空き家・空き地情報の提供、案内を行っています。利用するには、登録が必要です。
詳しくは、P.05～06 へ。

○発電システム　1kW 当たり 5 万円、補助上限額 20 万円
○蓄電システム　工事費の 10 分の１の額または補助上限額 20 万円
※いずれも 10 キロワット未満で未使用のものに限る

公営住宅３団地 26 戸、単独町営住宅 28 戸。入居に条件あり。

1 団地 24 戸。入居に条件あり。

【有線系】超高速ブロードバンド（光ファイバ）整備済み（向島・屏風島以外） 
【無線系】４GLTE サービス接続可

直島町空き家・空き地バンクに登録されている物件で、空き家・空き地バンクの物件登録
者または利用登録者が改修等を行う場合に補助対象経費の 1/2 を補助。同一物件に対し   
1 回限り。
(1) 空き家の改修工事

（町）補助対象経費の１/２で上限 100 万円
（県）町の上限 200 万円を超える場合に超えた部分の補助対象経費の 1/2で上限 50 万円
「町」＋「県」→最大で 150 万円
(2) 空き家の家財道具等の運搬・処分

（町）補助対象経費の 1/2で上限 5 万円
（県）町の上限 5 万円を超える場合に超えた部分の補助対象経費の 1/2で上限 5 万円
「町」＋「県」→最大で 10 万円

◯香川県外で 3 年間在住した後、転勤、就学その他一時的な居住ではなく、定住の意思を
もって転入する方で、町内に永住し、または相当期間生活の本拠地を置く方に対する補助
◯賃借料（管理費、共益費、駐車場使用料等を除く。なお、会社などから住宅手当を受けてい
る場合は、その相当額も補助対象から除かれます。）の 1/2または 2 万円のどちらか低い額
を最大 1 年間補助するもので、県営住宅・町営住宅・社宅等は対象外となります。
※ただし、期間の途中で転出するなど、補助の条件を満たさなくなった場合は、全額対象外と
なります。

保護者のパート就労や疾病（感染症等を除く）、出産、子育てからのリフレッシュ等、一時的に
家庭での保育が困難となる子どもを幼児学園で預かります。1日の定員は 5 名まで。
利用時間　8 時～ 16 時 40 分
利用料　　1日 3,200 円　半日 1,600 円

第 3 子以降の保育料については無料になります。

昼間保護者のいない家庭の児童（小学生）を対象に、安全管理、生活指導、遊びの指導を行
う直島ふれんどルームを開設して児童の健全な育成を目的として預かります。（放課後や長
期のお休み等）場所は小学校の中にあります。

(1) 大学・短大・専門課程 2 年又は 3 年の専門学校：月額 2 万円
(2) 高校（専修学校高等課程を含む。）：月額１万円
(3) 高専（1 ～ 3 年生）：月額 1 万円
(4) 高専（4・5 年生）：月額 2 万円

3 歳到達月まで紙おむつや粉ミルクなど購入に係る費用を月額 3,000 円助成します。3ヶ月
ごとに（年 4 回）子育て支援券を郵送します。

生まれた時、小学校入学時、中学校入学時に出産奨励金を支給します。（第2子に各5万円、 
第 3 子に各 10 万円 ) 第 2 子・第 3 子出産時において直島町に居住しており（住民登録が 
されている方）、引き続き1 年以上居住する方が対象です。

中学校修了までの児童１人につき月額１万５千円または１万円を支給します。ただし、所得
制限限度額以上の人には特例給付として児童１人につき月額５千円を支給します。お子さ
んが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提
出すること（申請）が必要です。

ひとり親家庭の父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人に、その児童が
18 歳になった年度末（障がいがある場合は 20 歳未満）まで支給されます。

20 歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支
給されます。

子育て世代の親子の交流の場として、直島町総合福祉センター内になおしまキッズポートが
あります。子育て環境に関する相談の実施を行うほか、子育てに役立つ情報等の提供や子育
て支援に関する講習会やイベントを実施します。お気軽にご利用ください。

出産後のお母さんと赤ちゃんが安心して生活をスタートできるように、町が委託している助産
所で行われるお母さんの心身のケアや授乳指導、育児相談などを一定期間利用できる産後
ケア事業に対し、利用時にかかる費用の一部を助成します。

福祉センターや公民館において、助産師による相談日を年3回、管理栄養士・歯科衛生士によ
る相談日を年3回設けています。妊娠している方、お子さんがいる方、どなたでも参加できます。

看護師養成所に通う学生： 月額 6 万円

※下水道処理区域は対象外

移住・定住施策の主な事業についてまとめましたので参考にしてください。 　詳細については、直島町役場の各担当課にお気軽にお問い合わせください。

移住・定住に関する 支援事業一覧

住宅支援 子育て支援

空き家・空き地バンク

住宅用太陽光発電設置補助
（県補助金との併用可）

浄化槽新設補助

町営住宅
県営住宅

通信環境

直島町空き家改修等事業補助金

直島町移住促進家賃補助金

奨学金（貸与・無利息）

直島ふれんどルーム
（学童保育）

第 3子以降保育料免除

一時保育

子育て支援事業

妊婦・乳児交流会

産後ケア費用助成事業

地域子育て支援拠点事業
（なおしまキッズポート）

特別児童扶養手当

児童扶養手当

児童手当

出産奨励金（第2子・第3子）

看護学生修学資金貸付（無利息）

島で起業する場合の支援
町独自の創業支援制度はありません。香川県による創業支援については、香川県ホームページの「しごと・産業」のページをご参照ください。

香川県のホームページはこちら　▶▶▶ https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/index.shtml

5 人槽         664 千円
6･7 人槽　828 千円

8 ～ 10 人槽　    1,096 千円
11 ～ 20 人槽　 1,408 千円

21 ～ 30 人槽　 2,208 千円
31 ～ 50 人槽　 3,055 千円

ま

ま

ま

ま

建
建

環

環

住

住

住

住

住

住

住

住

住

教

教

教

教

… 総務課：087-892-2222・2220
… 住民福祉課：087-892-2223 … 健康推進室：087-892-3400

… まちづくり観光課：087-892-2020・2221ま … 建設経済課：087-892-2224建 … 環境水道課：087-892-2225環
住 … 教育委員会：087-892-2882教健
総
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高等学校の生徒が通学するために購入した乗船定期券等の購入費の一部、または部活動等の
ための下宿経費の一部を補助します。年 2 回、対象者の方に申請書及び請求書を送付します。

子育てサークルによる活動を、週１回程度公民館で行っています。（主に火曜日の午前中）

主に土曜日における子どもの活動場所として、地域の人々が指導者になり、教室を開いてい
ます。地域の教育力を活かすこと、子どもと地域社会の人との交流、家庭の休日の子育ての
軽減などの効果が期待できる事業です。※小・中学生が対象です。
現在の教室は、サッカー、テニス、お茶、卓球、アートクラブ、女文楽こども座があります。

町内在住の子育て世帯の皆さんの経済的負担を少しでも軽くして、若者世帯の定住化を図
ることを目的とした子ども・子育て支援を行うため、小・中学校に在籍する児童・生徒のうち、
年齢が上から2 人目以降に該当する児童・生徒に係る給食料について全額免除します。

6 歳未満のお子さんのためにチャイルドシートを購入した場合に、1 回 2 万円を上限に、購入
金額の2分の1を助成します。助成は、成長に合わせて、お子さん1人に対して2回までです。

年 2 回、集団健診で行います。案内や問診票などは対象者の方に送付します。

年 4 回、集団健診で行います。案内や問診票などは対象者の方に送付します。

妊婦健康診査受診のため、直島町の自宅から医療機関までの直近のバス停や駅まで要した
交通費を助成します。

満 18 歳に到達する最初の 3 月 31 日までのお子さんの医療費を助成します。香川県内は現
物給付（窓口負担なし）、県外は償還払い（支払い後の申請が必要です。）

満 9 歳に達した日以降の最初の 3 月 31 日までのお子さんが病児・病後児保育サービスを
受けた際の利用料を助成します。（おやつ代等の飲食代及び延長料金は除く。）

香川県内医療機関、岡山県内の一部の医療機関で出産まで計 14 回妊婦健康診査を受ける
ことが出来る受診票と出産後に受けることができる産婦健康診査受診票 2 枚を交付します。
直島に転入前に交付を受けている方は、残っている受診票と同じ枚数を直島町で交付する
受診票と交換します。転出する場合は転入先の市町村役場で交換してもらってください。
※里帰り出産など、県外の医療機関で受診する場合は、受診票の交換が必要です。その場
合、出産後に健診費用を払い戻しいたします。

香川県内医療機関、岡山県内の一部の医療機関で、出生後 1 歳まで計 2 回乳児健康診査
を受けることが出来る受診票 2 枚と出生後に受けることができる新生児聴覚スクリーニング
検査受診票 2 枚を交付します。直島に転入前に交付を受けている方は、残っている受診票と
同じ枚数を直島町で交付する受診票と交換します。転出する場合は、転入先の市町村役場で
交換してもらってください。
※里帰り出産など、県外の医療機関で受診する場合は、受診票の交換が必要です。その場
合、出産後に健診費用を払い戻しいたします。

〇撤去工事　補助対象経費 4/5、補助上限額 16 万円
　※町内の道路等に面したブロック塀で、点検表による点検の結果、不適合と認められる     
　　ものに限ります。
　※同一敷地につき1 回限り。

〇耐震診断　補助対象経費 9/10、補助上限額 9 万円
〇耐震改修工事　補助上限額 100 万円
〇簡易耐震改修工事　補助上限額 50 万円
〇耐震シェルター等設置　補助上限額 20 万円
　※昭和 56 年 5月以前に建てられた自己所有の住宅で、対策後も引き続き居住するもの
　　に限ります。
　※同一物件に対し診断 1 回限り、改修いずれか 1 回限り。

地震発生時における家具類の転倒等による被害を軽減するために、家具類転倒防止器具の購
入に係る費用を1世帯につき1回限り、補助対象経費の2/3以内で上限1万円を補助します。

自主防災組織の育成及び機能強化を促進するために、地域の防災活動を行う防災士の資格
を取得する方に対し、1 人につき１回限り21,000 円を限度に補助します。

救急患者輸送費の一部を補助します。救急患者ご本人または同居している親族の方が申請
してください。補助の対象者は下記のとおりです。
・町内に住所を有する方で救急患者と認定された方
・町内に住所を有する方の 3 親等以内の親族で救急患者と認定された方

未来を担う少年がスポーツ等活動において幅広く選択性を持たせ、夢と希望をもって活動す
ることを支援するために、スポーツ等活動を行うために必要な乗船券の購入費の一部を補
助します。

未来を担う少年が地域社会の中で活き活きと活動できるために、また、少年が自ら活動を活
発化させようとする事業に対して補助します。

○定期予防接種に定められている予防接種は集団で行いますが、案内や予診票などは接種
日までに対象者の方に送付いたします。接種料金は無料です。
任意予防接種を受ける場合、接種費用の助成が受けられるものがあります。
転入された時は、接種歴の確認のため母子健康手帳の予防接種欄の写しをとらせていただ
きます。転出される場合も、転出先の市町村役場でご確認ください。
○高校生以下インフルエンザ予防接種：無料
○Ｂ型肝炎ワクチン（1 歳～ 4 歳未満）・おたふくかぜワクチン予防接種（1 歳～ 4 歳未満
まで）：一部公費負担あり。
○風しん予防接種： 風しん抗体検査を受け、検査結果で風しん予防接種を推奨された方が対象です。

移住・定住施策の主な事業についてまとめましたので参考にしてください。 　詳細については、直島町役場の各担当課にお気軽にお問い合わせください。

医療に関する支援

その他の支援

防災支援

移住・定住に関する 支援事業一覧

チャイルドシート助成事業

子育てサークル「スマイリーズ」

学校外活動

第２子以降小・中学校
給食料免除

高等学校生徒通学航路費等
補助事業

3歳児健診

乳幼児健診・1歳 6ヶ月児健診・
2歳児健診･2歳 6ヶ月児歯科健診

妊婦健康診査交通費助成

危険ブロック塀等撤去補助

住宅耐震対策補助

直島町家具類転倒防止対策
促進事業補助

防災士育成支援事業補助

救急患者輸送費補助

少年スポーツ等活動費補助事業

少年の夢育み活動補助事業

予防接種

医療費助成

病児･病後児保育利用料助成

妊婦健康診査･産婦健康診査

乳児健康診査・
新生児聴覚スクリーニング検査

建

建

総

総

総

教

教

ま

教

教

教

教

住

住

健

健

健

健

健

健

… 総務課：087-892-2222・2220
… 住民福祉課：087-892-2223 … 健康推進室：087-892-3400

… まちづくり観光課：087-892-2020・2221ま … 建設経済課：087-892-2224建 … 環境水道課：087-892-2225環

住 … 教育委員会：087-892-2882教健

総
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建設経済課
環境水道課
住民福祉課
健康推進室
税務課
出納室　　　　　
まちづくり観光課
教員委員会事務局
議会事務局

087‐892‐2222/2220
087‐892‐2224
087‐892‐2225
087‐892‐2223/2226
087‐892‐3400
087‐892‐2296
087‐892‐2295
087‐892‐2020/2221
087‐892‐2882/2886
087‐892‐2297

直島町役場 ふれあい診療所
直島町立直島幼児学園
直島町立直島小学校
直島町立直島中学校
直島町学校給食センター
直島町西部公民館
直島町福祉総合センター
NPO法人直島町観光協会
直島町クリーンセンター
直島町浄化センター
直島町火葬場

087‐892‐2266
087‐892‐3018
087‐892‐3007
087‐892‐3011
087‐892‐3478
087‐892‐2885
087‐892‐2458
087‐892‐2299
087‐802‐2153
087‐892‐2648
087‐892‐2298

直島町役場 総務課

ふれあい診療所

直島町役場 環境水道課

中国電力（株）岡山営業所

NTT西日本

NTT西日本

【固定電話】119　【携帯電話】087‐892‐2222

087‐892‐2266

087‐892‐2225

0120‐411‐669（フリーダイヤル）

113

171
087‐892‐2524
087‐892‐3288

香川県警察本部通信司令室
高松北警察署
高松北警察署直島東駐在所
高松北警察署直島西駐在所

110
087‐811‐0110
087‐892‐3013
087‐892‐3017

海上保安庁
高松海上保安部
玉野海上保安部

118
087‐821‐7013
0863‐31‐3423

木村プロパン（株）
直島石油（有）

火災、その他災害など

救急（急病・ケガなど）

断水・水道管の故障

停電・電気の故障

電話の故障

災害伝言ダイヤル

事件・事故など

海難事故など

■緊急連絡先
Phone Book

Access Map




