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宇和島市移住情報パンフレット
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宇和島で暮らしてみませんか。

愛媛県宇和島市は、宇和海と鬼ヶ城山系に囲まれた城下町で、真珠やマダイ養

殖の質と生産量は全国でもトップクラスです。また、柑橘王国である愛媛県のなか

でも、ポンカン、タロッコのシェアを一番多く占めています。ほかにも、「宇和島鯛め

し」や「じゃこ天」などの絶品グルメや重要文化的景観に指定された「遊子水荷浦
ゆ す みず が うら

の段畑」、現存 12 天守のひとつに数えられる「宇和島城」などの観光資源も多い、

魅力あふれるコンパクトなまちです。豊かな自然だけではなく、大きな病院や大型

小売店にコンビニなども充実しており、県庁所在地である松山市から、車でおよそ 1

時間 30 分ほどで訪れることができます。



2

Uwajima is here!

宇和島鯛めし ↓

”高級なたまごかけご飯”

じゃこ天 ↓

宇和海の小魚のうまみを揚げたソウルフード

ブラッドオレンジ →

イタリア原産の柑橘で、柑橘では唯一

アントシアニンを含む赤い果肉が特徴

九島大橋 ↓ 2016 年に開通した九島と市内中心部をつなぐ橋
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過去に何度も開花日本一になった

ことの有る桜が、春の訪れを知らせて

くれます。丸山公園、愛宕山、城山がピ

ンクに染まり、三浦街道の杏、南楽園の

菖蒲、日振島の浜木綿が彩りを添える
は ま ゆ う

『鮮やかな春』です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

空色が海に鏡映し、立ち上る入道雲と

浮かぶ養殖筏のレイアウトが、宇和海を
いかだ

青のキャンバスに変えます。

薬師谷渓谷でのそうめん流し、

四国三大夏祭りの「和霊大祭」など、

『楽しみの多い夏』です。
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畑には、柿・栗・サツマイモなど、

秋の喜びが実り、三間米の水田には

秋風が黄金の波を打たせます。

中山池公園に咲き乱れるコスモスの

美しい彩りと芳香に心から癒やされる

『のどかな秋』です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

山野を眺めれば、山肌を染める

蜜柑の黄色に目を奪われます。
み か ん

主産業である水産養殖業では、

タイやハマチ、真珠の出荷がピーク

を迎え、市場に盛況の声が響く、

『活気のある冬』です。
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らし
気 候
宇和島市は愛媛県の南西部に位置し、

海洋性の気候で、年間を通じて過ごしや

すいまちです。

土地柄、暖かい地域と思われることが

多いですが、冬場は山間部などで雪が

積もることもあります。

夏場は暑さが厳しいですが、山間部や

海沿いの地域では自然の風で過ごせる

所もあります。

買い物
宇和島市は南予地域の中核都市であり、商業の中心地です。

市内中心部には商店街があり、さまざまな店舗が通り沿いに建ち並んでいます。

国道 56号線沿いには、大型店舗が並び、日々の買い物に困ることはありません。

仕 事
仕事を探したい場合は、市内に「ハローワーク宇和島」があるので便利です。

ハローワーク宇和島 ☏0895-22-8609
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医療・介護機関
市内には、100 を超える病院、医院、歯科医院があり、市立宇和島病院をはじめと

する総合病院もあります。周辺部や離島には診療所もあります。休日夜間の急病に

も市内の当番医が対応しています。

介護施設（介護サービス施設、介護老人保健施設）や

老人ホームもあり、高齢になった際の介護も十分

受けることができます。

土地・建物
宇和島市は旧宇和島市・旧吉田町・旧三間町・旧津島町が合併してできたまちで、

市街地から農村・漁村部までさまざまな地域があります。住宅地は、市街地で坪 15

～35 万程度、周辺部だと 5～15 万円くらいで購入することができます。

また、借家では、安いところで月 3万 5千円くらいから借りることができます。

敷金：礼金は、おおむね 2：1 がこちらの相場です。

公共料金
宇和島市の上下水道料金、電気料金、ガス料金の目安は、以下のとおりです。

光ファイバー等のインターネット接続環境は各サービス事業者にお問い合わせくだ

さい。

※料金の目安（月額）

※インターネットサービス事業者について例を掲載します。

宇和島ケーブルテレビ（株）)ピカラ光ねっと 月額（税込）5,720 円～

NTT 西日本 : フレッツ光ネクスト 月額 （税込） 5，720 円～

水道料金 宇和島市 20 ㎥使用した場合、5,977 円

下水道料金 宇和島市 20 ㎥使用した場合、3,509 円

電気料金 四国電力 :130 ㎾使用した場合、約 3,900 円

ガス料金 四国ガス 30 ㎥使用した場合、約 8,700 円
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【子育て相談窓口】

宇和島市役所 保険健康課

: ☏ 0895-24-1111（内線 3120）
kosodate-sodan@city.uwajima.lg.jp

教育・福祉
宇和島市では「子育て相談窓口」を設置しています。

子育て支援コーディネーターが相談に応じ、それぞれの家庭にとって必要な子育

てサービスや適切な施設・関係機関へつなぐお手伝いをします。

＜宇和島市の子育てや教育に関する主な支援制度＞

（１）子育て応援給付金

子育て応援給付金、出生時に新生児 1人につき 10 万円、誕生月に

満 1歳及び 2歳児 1人につき 5万円を給付します。(条件有り）

（２）愛顔の子育て応援事業

子どもを持ちたい人が安心して産み育てることが出来る環境を整備す

るため、第 2子以降の子どもが出生した保護者に対し、県内企業 3社

が生産する乳児用紙おむつ製品を市内の登録店舗で購入する際に利用

できる「宇和島市愛顔っ子応援券」を交付します。(5 万円分）

（３）子ども医療費助成制度

0歳から中学校修了までの入院、通院費を助成します。受給資格者証

と健康保険証を提示して、窓口負担無く受診できます。所得制限や

一部負担金もありません。

＜お問合せ＞宇和島市役所 こども家庭課 ☏0895-49-70１７

（2022.7.1 現在）

保育所 18 認定こども園 5

幼稚園 5 小学校 28

中学校 6 高等学校 5

中等教育学校 1
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化なら宇和島

宇和島市は伊達十万石の城下町であり、現存 12 天守のひとつである「宇和島

城」があります。

その文化的な魅力に引きつけられる文人も多く、市内にある「木屋旅館」を定宿

としていた司馬遼太郎をはじめ、吉村昭や獅子文六、山本周五郎など著名な作家

が宇和島を作品の中に登場させています。大ブームにもなった「世界の中心で愛

を叫ぶ」の作者 片山恭一氏は宇和島市出身です。

宇和島伊達家
宇和島伊達家は、伊達政宗の長男秀宗が大坂冬の陣の功績により、宇和郡十万

石を拝領したことから始まりました。市内には、武具・調度品などの宝物を堪能でき

る「伊達博物館」や七代藩主伊達宗紀がつくった「天赦園」など伊達家に関連した

施設があります。

文化施設
図書館、子育て支援、生涯学習という 3つの機能を併せ持った、市民の活動拠

点、宇和島市学習交流センター「パフィオうわじま」や簡野道明記念吉田町図書館

などをはじめ、講演会やコンサートに利用できる南予文化会館やコスモスホール三

間もあります。

さらに、武家屋敷や商家、農家などを再現した国安の郷、みま道の駅に併設され

た畦地梅太郎記念美術館、井関邦三郎記念館などもあります。ほかにも、四国八十

八カ所霊場の龍光寺、仏木寺をはじめとして、寺社・仏閣も多いので参詣して回る

のも一興です。
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るなら宇和島

宇和島市は潮流の激しい豊後水道（宇和海）に面し、絶好の釣り場に恵まれてい

ます。全国的にも有名な釣りのメッカ、宇和島で釣り生活を送ってみませんか。

なんでも釣れる、いつでも釣れる
マダイ・アジ・グレ・ブリ（ハマチ）・モイカなど、ここには書ききれないほど魚種は

豊富です。年中、なにかは狙える好漁場が広がっていますので、陸釣り・磯釣り・船釣

り・筏釣りなど、いろいろな楽しみ方で宇和海と遊んでください。

釣具店・渡船業者も充実
宇和島市内には釣具・釣餌店や渡船屋さんが

あり、初心者から上級者まで、どなたでも釣りを

楽しむことができます。

漁業新規従事就業者への支援
市外（当市に隣接する市町を除く）から宇和島市に移住し、国事業の長期研修を

受ける満 50歳未満の漁業就業を希望する研修生に対して、就業支度金や定住支

援金などを助成する制度があります。

＜お問合せ＞ 宇和島市役所 水産課 ☏0895-49-7024（内線）2745

ｂ
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すなら宇和島

宇和島市は『みかん』の産地である吉田地区、『お米』の産地である三間地区や

御槇地区など農業の盛んな土地です。お手軽な家庭菜園から本格的な経営まで

農業に親しむ生活を送ってみませんか。

手軽に始める家庭菜園

<お問合せ>

宇和島市役所津島支所 産業建設係 NPO 法人 段畑を守ろう会事務局

☏0895-49-7059 ☏0895-62-0091

農林業新規従事者への支援

<お問合せ> 宇和島市役所 農林課 ☏0895-49-7022（内線）2816・2815

津島ふれあい農園 遊子地区水荷浦のバレイショオーナー制度

津島町岩松にある市民農園。賃料も安い上

に、共同農機具も使えて大人気です。

A タイプ：コテージ付 年 33,000 円

B タイプ：コテージ無 年１１0,000 円

遊子水荷浦にある段畑 1 区画に種芋を植え付

け、地元で管理して収穫物はオーナーへお渡し

します。

費用 年 35,000 円

農業新規就業者支援

市外から宇和島市へ移住し、将来農家として自立することを

目的として先進農家に就業する満５０歳未満の新規就業者へ

支援金を助成します。

林業新規就業者支援
市外から宇和島市に移住し、認定林業事業体などに就職した

満５０歳未満の新規就業者へ支援金を助成します。
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種制度のご紹介

移住体験住宅
宇和島の生活を体験してみたいという方へ、お試し住宅を貸出しています。

最短 7日間から最長 92 日間ご利用いただくことができ、敷金・礼金は必要あり

ません。必要最小限の家電、家具などを備えておりますので、お気軽にお得に、宇和

島の生活を体験してみませんか。

（賃料と光熱水費をご負担していただきます。別途諸費用が必要な物件もあります。）

※令和 3年度よりインターネット（Wi-Fi）も利用できるよう環境を整えました。

【移住相談窓口】 宇和島市役所 企画課 移住定住推進室

::::::::::: ☏ 0895-49-7105
: iju@city.uwajima.lg.jp

移住体験住宅の概要

①蜜柑
みかん

②温州58号（右棟）
うんしゅう

写真

所在地 吉田町沖村 宇和島市吉田町

家賃(月額) 15,000 円/月 15,000 円/月

形態 鉄骨 2階建（1 階部分）3DK 木造平屋（２戸棟続き）3DK

建築年 不明 昭和 63年

駐車場 あり あり

その他(実費) 光熱水費 光熱水費

トイレ 浄化槽水洗洋式 浄化槽水洗洋式
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※設備は施設によって異なります。 :

※インターネット（Wi-Fi）設備あり。

※消耗品は入居者様でご用意ください。

※電気・水道料金・家賃は納付書でのお支払いになります。

※ガス料金、汲み取り費、その他は、現金でのお支払いになります。

③温州59 号（左棟）
うんしゅう

④白鷺
しらさぎ

写真

所在地 宇和島市吉田町 津島町岩渕

家賃(月額) 15,000 円/月 15,000 円/月

形態 木造平屋（２戸棟続き）3DK 木造平屋 3DK

建築年 昭和 63年 昭和 62 年

駐車場 あり あり

その他(実費) 光熱水費 光熱水費 . 汲み取り費用

トイレ 浄化槽水洗洋式 汲み取り簡易水洗洋式

⑤川獺
かわうそ

写真

所在地 九島百之浦

家賃(月額) 15,000 円/月

形態 鉄骨 2階建て(2 階部分) 4DK

建築年 昭和 62 年

駐車場 あり

その他(実費) 光熱水費

トイレ 浄化槽水洗洋式
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①蜜柑
み か ん

山と川、田園地帯の物件。吉田町の中心街まで車で約 10 分、5 分程走れば海も

あり、釣りも楽しめます。みかんの産地でもあり、収穫体験もできます。

大楽寺でムササビが見られるかも。

　　駐車場

   階段

　　　

床

の

間

押

入

押

入

押

入

和室６畳 和室６畳

洋室６帖キッチン

玄関

設 備

トイレ、浴室、シャワー、洗面台、洗濯機、冷蔵庫、

電子レンジ、炊飯器、ガスコンロ、テレビ、食器棚、

エアコン、掃除機、掃除道具、布団、

食器、調理道具、風呂用具

【持ってきたほうがよいもの】

調理器具、認印、生活雑貨・消耗品

外観
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温州59号（左戸） 温州５８号（右戸）

押入 押入

床
の
間

床
の
間

押
入

押
入

玄関 玄関

6畳 6畳

6畳

8畳

6畳

6畳6畳

8畳

裏　庭 裏　庭

②温州 58 号（右棟）③温州 59 号（左棟）
散歩気分で歩けば釣りが出来る防波堤が、秋には敷地の隣の畑に蜜柑が熟れて

いる、吉田町らしい場所です。庭も広く穏やかに時間が流れる物件で、宇和島の暮

らしを満喫してみては。

外観

設 備

トイレ、浴室、シャワー、洗面台、洗濯機、冷蔵庫、

電子レンジ、炊飯器、ガスコンロ、テレビ、食器棚、

エアコン、掃除機、掃除道具、布団、

食器、調理道具、風呂用具

【持ってきたほうがよいもの】

調理器具、認印、生活雑貨・消耗品
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④白鷺
しらさぎ

山や川に囲まれた自然豊かな地域にあり、日当たりもよく落ち着ける物件です。

加えて、津島町の中心街や高田インターへは車で約 5分の好立地。早期米の産地

です。飛来した白鷺が見られるかも。

外観

屋根付き洗濯干し場

ポーチ

押

入

床

の

間

押

入

押

入

和室６畳 和室６畳

洋室６帖

キッチン

洗面所

ローカ
玄

関

設 備

トイレ、浴室、シャワー、洗面台、洗濯機、冷蔵庫、

電子レンジ、炊飯器、ガスコンロ、テレビ、

エアコン、掃除機、掃除道具、布団、

食器、調理道具、風呂用具

【持ってきたほうがよいもの】

調理器具、認印、生活雑貨・消耗品
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⑤川獺
かわうそ

青い海と空、緑豊かな大自然に囲まれた九島の「島の保健室」の 2階。

日本一大きなキスが釣れたスポットにも徒歩 2、3 分で釣り好きにはたまらない

地域です。自転車で橋を渡って見てはいかが。

外観

設 備

トイレ、浴室、シャワー、洗面台、洗濯機、冷蔵庫、

電子レンジ、炊飯器、ガスコンロ、テレビ、

エアコン、掃除機、掃除道具、布団、食器、

調理道具、風呂用具、自転車 1 台

【持ってきたほうがよいもの】

調理器具、認印、生活雑貨・消耗品
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⑥伊達

緑豊かな三間町で新しく生まれ変わります。しばらくお待ち下さい。

体験住宅利用料金

番号 名称 月額
対象月内の利用日数に

応じた賃料
備考

１ 蜜柑 15,000 円 ・1 日以上 10 日以内 ： 5,000 円

・11 日以上 20日以内：10,000 円

・21 日以上 ：15,000 円

賃料には水道

光熱費、その

他諸経費は

含みません。

２ 温州 58号（右棟）

３ 温州 59号（左棟）

４ 白鷺

５ 川獺
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移住体験住宅の地図

黄色の「旧宇和島市」、オレンジ色の「吉田町」、緑色の「三間町」、青色の「津島

町」1 市 3町が、平成 17 年 8月 1 日に合併して現在の宇和島市になりました。

それぞれの特徴を残した地域に移住体験住宅を用意しました。短期間でも、実際

に住んでみて、気になるところを確かめていただければ幸いです。

『ご相談ください。』

　⑤　川獺（九島）

　①　蜜柑（吉田町沖村）

　②　温州５８号（吉田町法華津）

　③　温州５９号（吉田町法華津）

　④　白鷺（津島町岩淵）

　⑥

2

1

4

3

5

吉田町

三間町

津島町

旧市内

九島

6

紹介して欲しい

してみたい

行ってみたい
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空き家バンク

宇和島市では、宇和島へ移住を希望し、住まいを探している方へ、空き家バンク

に登録していただいた物件情報を市ホームページ上で紹介しています。

「宇和島市 移住特設サイト うわじま住まい」で、売買価格・家賃や間取りなどをみ

ることができます。

登録物件は、山や海の近くなど、市内中心部から離れたところに多くあります。

気になる物件がございましたら、移住相談窓口までご連絡ください。見学対応を

受け付けます。

【移住相談窓口】

宇和島市役所 企画課 移住定住推進室

☎ 【0895-49-7105】 【iju@city.uwajima.lg.jp】
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移住体感ツアー

宇和島市では、2017 年度から、県外在住の方を対象に、移住した後の暮らしを具

体的に思い描けるようなツアーを実施しています。宇和島の豊かな自然や食文化、

暮らしを体感してみませんか？

市ホームページにて随時お知らせしますので、ぜひチェックしてみてください。

（2020・2021 年度は新型コロナウィルスの感染拡大防止のため中止しました。）

2019 年度 移住体感ツアーの様子
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住をする際に必要な手続き

新しい生活を始める際に、どうしても必要となる各種手続き。

完璧にこなしたつもりでも一つ二つ抜けていて、思わぬ手間がかかったりするも

のです。移住する際に必要な一般的な手続きをまとめてみました。

前編（今住んでいるところでしておくべき手続き）

※引っ越し先が決まってない場合、転入先から郵送で取り寄せることも可能

手続きをする場所 必要なものなど

転出届※ 現在お住まいの市町村役場 身分証明書・印鑑

印鑑登録の廃止手続き

（印鑑登録をしている方）

現在お住まいの市町村役場

※印鑑登録証またはカードの返却

が不要な自治体もあり

印鑑登録証またはカード

国民健康保険に加入されて

いる方
現在お住まいの市町村役場 国民健康保険証・印鑑

原動機付き自転車（125CC 以

下）の登録変更手続き（原動

機付き自転車を所有されて

いる方）

現在お住まいの市町村役場

ナンバープレート

標識交付証明書

印鑑

介護保険に関する手続き

（介護保険サービスを利用さ

れている方）

現在お住まいの市町村役場

「介護保険被保険証」を返却して、

「受給資格証明書」を受け取ってく

ださい。

介護被保険者証

印鑑

児童・母子・高齢者福祉・障が

い者福祉関連のサービスを

受けている方

現在お住まいの市町村役場

※受けているサービスにより、各種

手続きが必要です。

各サービスを提供してい

る窓口へお問い合せく

ださい

転 校

手続き

公立の小中学生

の場合

現在通っている学校

※「在学証明書」「教科用図書給与

証明書」を受け取ってください。

印鑑

高校生・私立の小

中学生の場合

現在通っている学校と、転入希

望の学校に連絡してください。

郵便局へ転居届
最寄りの郵便局 または

日本郵便 HP より手続き可
印鑑（認印可）

各種サービス

電力会社・水道局・ガス会社

ご利用中のサービス事

業者へご連絡を

☏NTT 全国共通 116 または

NTT東日本/西日本HPより手続き可

☏NHK 全国共通 0120-151515

または NHK HP より手続き可
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後編（宇和島市に来てからする手続き）

※引っ越し先が決まっていたら事前にネット・電話での手続きが便利

手続きをする場所 必要なものなど

転入届

宇和島市役所市民課

※各支所、出張所でも可

転出証明書・印鑑

本人確認書類

印鑑登録の手続き

（印鑑登録をしたい方）

身分を証明するもの

登録する印鑑

国民健康保険の加入手続き

（国民健康保険に加入されている方）
印鑑

国民年金の住所変更手続き（国

民年金に加入されている方）

国民年金手帳

印鑑

原動機付き自転車（125CC 以

下）の登録変更手続き（原動機付

き自転車を所有されている方）

宇和島市役所税務課

※各支所、出張所でも可

廃車証明書

印鑑

介護保険に関する手続き

（介護保険サービスを

利用されている方）

宇和島市役所高齢者福祉課

※各支所、出張所でも可

※「受給資格証明書」を提出して、新しい「介護保

険被保険者証」を受け取ってください。

受給資格証明書

印鑑

その他児童・母子・高齢者福祉・

障がい者福祉関連のサービス

に関する手続き

（児童・母子・高齢者福祉・福祉関連のサ

ービスを受けている方）

※受けているサービスにより、各種手続きが必要です。

【児童・母子】
宇和島市役所福祉課

※各支所、出張所でも可
各サービスを提供して

いる窓口へお問い合

せください

【高齢者福祉】
宇和島市役所高齢者福祉課

※各支所、出張所でも可

【障がい者福祉 】
宇和島市役所福祉課

※各支所、出張所でも可

犬の登録変更手続き

（犬を飼育されている方）

宇和島市役所生活環境課

※各支所、出張所でも可

鑑札・狂犬病予防注射

済証・印鑑

転 校

手続き

公立の小中学生の

場合

宇和島市教育委員会学校教育課

※市民課で「転入学通知書」を受け取り、「在学証明書」

「教科用図書給与証明書」を学校に提出してください。

印鑑

高校生・私立の小中

学生の場合
転入予定の学校に連絡をしてください。

運転免許証の住所変更手続き

（運転免許を持っている方）

☏宇和島警察署 0895-22-0110

※新しい運転免許証を受け取ってください。
印鑑（認印可）

軽自動車の異動手続き

（軽自動車を持っている方）

軽自動車検査協会愛媛事務所

☏ 089-975-7310

車検証・住民票・自賠責

保険証明書・印鑑

自動車またはバイクの登録変

更、車庫証明の手続き（自動車ま

たはバイクを持っている方）

四国運輸局愛媛支局

☏ 089-956-9957

車検証・住民票・自賠責

保険証明書・印鑑

各種サービス※

電力 <四国電力（株）宇和島支店>

☏ ☏0120-418-582 または 0895-23-2374

ご利用中のサービス事

業者へご連絡を

☏水道<宇和島市水道局> 0895-22-5265

ガス会社

☏NTT 全国共通 116 または

NTT 東日本/西日本 HP より手続き可

☏NHK 全国共通 0120-151515

または NHK HP より手続き可
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＜市役所・各支所・各出張所のご案内＞

名称 住所 電話番号／FAX

宇和島市役所
〒798-8601

宇和島市曙町１番地

☏ 0895-24-1111

FAX 0895-24-1121

吉田支所
〒799-3792

宇和島市吉田町大字東小路 70

☏ 0895-52-1111

FAX 0895-52-4505

三間支所
〒798-1192

宇和島市三間町宮野下 835

☏ 0895-58-3311

FAX 0895-58-3317

津島支所
〒798-3301

宇和島市津島町岩松甲 471

☏ 0895-32-2721

FAX 0895-32-5343

宇和海支所
〒798-0104

宇和島市下波 1016

☏ 0895-62-0311

FAX 0895-62-0333

蒋淵出張所
〒798-0211

宇和島市蒋淵 1639

☏ 0895-63-0001

戸島出張所
〒798-0212

宇和島市戸島 2014

☏ 0895-64-0016

日振島出張所
〒798-0099

宇和島市日振島 1712

☏ 0895-65-0001
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自分自身の移住目的の

「心棒」を明確にし

必要な情報を集めて

移住先の見当をつけ

後は

「縁」と「勘」

で決める
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【移住相談窓口】

〒７９８－８６０１ 宇和島市曙町１番地

宇和島市役所

企画課 移住定住推進室

℡ 0895-49-7105

FAX: 0895-20-1905

Mail iju@city.uwajima.lg.jp

市ホームページに移住情報を随時掲載中！

最新情報はQR コードからチェック

もしくは

「うわじま住まい」で検索してみてください！

mailto:sosei@city.uwajima.lg.jp

