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報道発表資料 宮 城 県 登 米 市 

あふれる笑顔 豊かな自然 住みたいまち とめ 

 

  平成 30年４月 25日 

 

平成 30年度 第１回 登米市移住体験ツアーを開催します 

 

移住を検討している人に、登米市の魅力を体感していただくことを目的に、基幹産

業である農業を取り入れた「平成 30年度第１回目の移住体験ツアー」を下記のとおり

開催します。 

今年度は、先輩移住者を含めた地域住民との交流に重点を置くため、日帰りから宿

泊型のツアーを拡充するとともに、県外から来訪する人を対象に交通費及び宿泊費の

一部を補助する「登米市移住体験参加促進事業補助金」を創設し、参加者の増加を図

ります。 

 ぜひ、取材いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 日 時  平成 30年５月 26日（土） 13:00から 19:00まで 

平成 30年５月 27日（日）  8:00から 13:00まで 

 

２ 内容及び行程 

  ■平成 30年５月 26日（土） 

時間 場所等 
所要時間 
（分） 

13：00 集 合：登米市役所迫庁舎 正面玄関前  

移動 30 

13：30 

観 光：道の駅 津山もくもくランド（津山町） 
【登米市津山町横山細屋26-1】 
旬の山菜や津山杉を加工した矢羽木工品等の
買い物を楽しむ 

30 

移動 15 

14：15 
体 験：登米地域認証品生産者金田忠男氏圃場（登米町） 

【登米市登米町大字日根牛不動前112-2】 
旬を迎えたアスパラガスの収穫体験を楽しむ 

40 

移動 20 

15：15 
観 光：みやぎの明治村（登米町） 

とよま観光物産センター「遠山之里」を発着 
点とした自由散策を楽しむ 

75 

移動 30 
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17：00 

交流会：登米市移住・定住サポートセンター（迫町） 
【登米市迫町佐沼大網390-15】 
フードコーディネーター千葉翔太氏が調理する
登米市ならではのメニューを味わいながら先輩
移住者を含めた地元住民との交流を楽しむ 
≪会費≫ 
・中学生以上：1,500円 
・小学生：800円 
・未就学児：無料 

110 

移動 10 

19：00 解 散：登米市役所迫庁舎 正面玄関前  

  ■平成 30年５月 27日（日） 

時間 場所等 
所要時間
（分） 

8：00 集 合：登米市役所迫庁舎 正面玄関前  

移動 30 

8：30 

見 学：ひだまりタウンよねやま（米山町） 
【登米市米山町中津山字筒場埣地内】 
平成30年７月より分譲開始予定の宅地造成地
を見学する 

20 

移動 10 

9：00 

体 験：株式会社いなほ（米山町） 
【登米市米山町西野後小路10】 
米・野菜・家畜による自然循環型農業の取組
を学びながら種々の作業を体験する 

 
◇9:00～9:30（移動10分） 
 自然循環型農業の取組に関する講話 

平飼い養鶏場での卵収穫及び餌やり体験 
◇9:40～10:00（移動10分） 
 田んぼ豚の飼育見学及び餌やり体験 
◇10:10～11:20（移動10分） 
 田植え体験（昔ながらの手植えによる作業を体験） 
◇11:30～11:40 
 株式会社いなほに戻り身支度（着替え等） 

160 

移動 20 

12：00 
昼 食：若鮨【ローストビーフ丼】（迫町） 

【登米市迫町佐沼中江５丁目2-8】 
※食事前に移住体験ツアーの感想記入 

50 

移動 10 

13：00 解 散：登米市役所迫庁舎 正面玄関前  

 

３ 募集定員  12名【定員に達し次第、募集締め切り】 

 

４ 参 加 費  無料【ただし、登米市までの交通費、宿泊費、観光施設入場料、交

流会費、食事代は参加者負担】 
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５ 申込方法  必要事項を記載の上、平成 30 年５月 24 日（木）までに、ＦＡＸま

たはＥ-mailにて事務局あて申し込み 

≪必要事項≫ 

■代表者情報：氏名、性別、年齢、住所、電話番号、当日相談し

たいこと 

■同伴者情報：氏名、性別、年齢 

 

６ 移動方法  ツアーコースは、登米市の公用車にて移動 

 

７ 参加者景品  ツアーへの参加意欲の喚起と本市への愛着醸成を図るため、参加者

１人当たり 1,500円相当の景品（登米市の特産品等）を進呈 

 

８ そ の 他  移住体験ツアー参加者の増加を図り、移住者の創出につなげるため、 

県外から来訪する人を対象に交通費及び宿泊費の一部を補助する。 

【登米市移住体験参加促進事業補助金】 

■補助対象経費 

◇交通費 

・公共交通機関を利用した場合は、居住地より登米市役所まで 

の往復経費とする。 

・自家用車利用の場合は、25円/ｋｍで積算した額とする。 

・レンタカー利用の場合は、その借上料を対象とする。 

・自家用車利用、レンタカー利用ともに、高速道路を利用した 

場合は、その料金も対象とする。 

◇宿泊費 

・旅館業法に規定する市内のホテル、旅館、その他の宿泊施設 

を利用した場合の経費とし、１泊を上限とする。 

■補助率等 

補助対象経費の２分の１以内で１人当たり上限３万円 

 

９ 事務局（問い合せ先） 

登米市移住・定住サポートセンター 

■所在地：登米市迫町佐沼字大網 390番地 15 

■電話：0220-23-8711／ＦＡＸ：0220-23-8755 

■Ｅ - m a i l：tome-life@city.tome.miyagi.jp 

 

mailto:tome-life@city.tome.miyagi.jp


宮城県登米市移住体験ツアー 
　〜この土地だからこその農業体験〜 

集合場所

定員

参加費

申込み

登米市役所　正面玄関 
（必要な場合、くりこま高原駅・新田駅・石越駅まで 
の送迎も対応致します。） 

12名（定員に達し次第、募集は締め切ります。） 
※登米市外にお住まいで、移住に興味がある方 

登米市までの交通費、宿泊費、観光施設入場料、 
食事代は参加者様のご負担となります。登米市内 
での移動に関しては公用車を利用いたします。 
※県外からの参加者は、補助金をご利用いただけ 
ます。詳細は、「移住体験参加促進事業補助金」の 
チラシをご覧ください。 

裏面の参加申込書に必要事項を記載の上、 
平成30年５月24日（木）までに、FAXまたは、 
E-mail、電話にて事務局までお申込みください。 

申込み 
・ 

問合せ 

主　催：登米市 ※申込書は裏面にあります。

登米市移住・定住サポートセンター 
ＴＥＬ：0220-23-8711 / ＦＡＸ：0220-23-8755 
Ｅ－ｍａｉｌ：tome-life@city.tome.miyagi.jp 
※詳細は裏面をご確認ください。 

５月26日（土） 
13：00 
集　合：登米市役所迫庁舎　正面玄関前 

13：30 
観　光：道の駅　津山もくもくランド 

14：15 
体　験：金田さんのアスパラガス収穫体験 

15：15 
観　光：みやぎの明治村・登米散策 

17：00 
交流会：登米市移住・定住サポートセンター 
（中学生以上1,500円、小学生800円、未就学児は無料） 

19：00 
解　散：登米市役所迫庁舎　正面玄関前 

５月27日（日） 
8:00 
集　合：登米市役所迫庁舎　正面玄関前 

8:30 
見　学：ひだまりタウン米山（分譲予定地見学） 
　　　 
9：00 
体　験：株式会社いなほ 
　　　・自然循環型農業の取組に関する講話 
　　　・平飼い養鶏場での卵収穫及び餌やり体験 
　　　・田んぼ豚の飼育見学及び餌やり体験 
　　　・田植え体験（昔ながらの手植えによる作業を体験） 

12：00 
昼　食：割烹若鮨　※食前にアンケート記入をお願いします。 
　　　　（仙台牛ローストビーフ丼1,000円） 

13：00 
解　散：登米市役所迫庁舎　正面玄関前 

ツアー日程

と　　め

1泊2日 平成30年5月26日（土）午後1時〜午後7時 
5月27日（日）午前8時〜午後1時

米の名産地として知られる宮城県。 
そんな宮城の中でも「米」が２つ重なる地名を持つ、 
登米市米山町に拠点を置き、４００年余り続く米農 
家さんでの田植えを中心とした農業体験。 

豊かな環境で生産された食材を収穫・調理し、登米 
市住民や先輩移住者と一緒に食事をしながらの交 
流会で、未来の生活に思いをはせてみませんか？ 

豊かな大地、「登米市」で移住希望者のみなさんを 
お待ちしております。 

道の駅津山 
もくもくランド

アスパラガス 
収穫体験

みやぎの 
明治村・登米 田植え体験



▼ご注意いただきたいこと
　　①職業など記載漏れのないように、すべてご記入ください。（職業は、会社員、自営業、主婦、中学生、小学生など）
　　②ご記入いただいた個人情報は、登米市移住・定住サポートセンターでの業務にのみ使用させていただきます。
　　③電子メールでのお申込みの際は、申込書のスキャンデータを添付、もしくは必要事項を記入してお送りください。
　　④高校生以下の方のみの参加はできません。
　　

当日相談したいこと、聞きたいことをご記入お願いいたします。

【申込締切日】平成30年５月24日（木）

FAX
・

電子メール

お問合わせ先 登米市移住・定住サポートセンター

ふりがな

②
同伴者氏名

昭和・平成　　　年　　月　　日生まれ　　男 ・ 女

職業

代表者氏名

昭和・平成　　　年　　月　　日生まれ　　男 ・ 女

職業

電話：0220-23-8711　/　ＦＡＸ：0220-23-8755

tome-life@city.tome.miyagi.jp

登米市移住体験ツアー

電話番号
（代表者）

携帯電話：

自　　　宅：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（お持ちの方は必ずご記入ください）

0220-23-8755
上記参加申込書に必要事項をご記入のうえ、次のいずれかの方法でお申し込みください。

①
同伴者氏名

昭和・平成　　　年　　月　　日生まれ　　男 ・ 女

職業

住所：宮城県登米市迫町佐沼字大網３９０番地１５（アルテラスおおあみ２階）

参加申込書
ふりがな

ふりがな

住所

e-mail

※参加申込み結果は、代表者へお知らせします。



移住 
体験 

宮城県登米市 

参加促進事業補助金 

【お問合せ先】 

〇登米市移住・定住サポートセンター  TEL:0220-23-8711(直通) 

 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字大網390番地15（アルテラスおおあみ内） 

E-mail：tome-life@city.tome.miyagi.jp 受付時間：9:30～17:00（土・日・祝日を除く） 

 

〇登米市 企画部 企画政策課 移住・定住促進係  TEL:0220-23-7331(直通) 

 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目６番地１   

  E-mail：tome-life@city.tome.miyagi.jp 受付時間：8:30～17:15（土・日・祝日を除く） 

最大３万円 
交通費・宿泊費 

助 成 

移住体験ツアー・移住お試し住宅 
ご利用の方に助成します！ 

 登米市では、市への移住・定住を促進するため、  
 宮城県外にお住いの方が、移住体験ツアー（５月、   
７月、９月開催予定）にご参加、移住お試し住宅を   
ご利用した場合に交通費及び宿泊費を助成します！ 

人も自然もほっこり、あったかい登米市で気軽に移住体験してみませんか？ 

と  め 



移住検討者 ①移住相談 

②移住体験ツアー参加申込 
 

または 
移住お試し住宅利用申請 

登米市 

【移住お試し住宅 利用申請 提出書類】 
 〇利用申請書（様式第１号） 
 〇滞在計画書（様式第２号） 

〇本人確認書類（運転免許証等）の写し 

③移住体験ツアー参加申込受付 
 

移住お試し住宅利用許可 
 

④移住体験ツアー参加（１泊２日） 
 

移住お試し住宅利用（２泊３日以上） 

⑤補助金申請（利用から30日以内） 
 
 

【移住体験参加促進事業 申請 提出書類】 
 〇交付申請書（様式第１号） 
 〇交通費・宿泊費の支払を証明する書類の写し 

⑥審査・補助金額の確定 
 

交付決定通知書 
 

⑦補助金の請求 
 
 

⑧補助金の支払 
 
 

登米市移住体験参加促進事業補助金の流れ 

補助対象者  
                      

〇宮城県外に住所を有する方 
〇登米市が実施する移住体験ツアー  
 に参加する方 
〇登米市移住お試し住宅を利用する方 

補助対象経費  
                      

〇交通費 
▮電車、飛行機等  
 居住地より登米市役所までの往復経費 

▮自家用車   25円／ｋｍで積算 
          高速道路利用料金 

▮レンタカー  借上料 
       高速道路利用料金 

〇宿泊費 
 登米市内のホテル、旅館その他の宿泊 
 施設を利用した場合のみ、１泊を上限 
 ※お試し住宅は利用料（宿泊費）無料    
  なので対象外 

補助額 
 

▮補助対象経費の1/2、1人につき   
 3万円を上限 
   （1,000円未満は切り捨て） 
▮補助金のご利用は当該年度内２回まで 
 
《積算例》 
 移住体験ツアー  
 １泊：54,780円×1/2＝27,000円 
 お試し住宅  
 １回：47,780円×1/2＝23,000円 

補助金の申請  
                      

移住体験ツアーへの参加、移住お試し住宅
利用から30日以内に申請してください。 
 

【移住体験参加促進事業 申請 提出書類】 
〇交付申請書（様式第１号） 
〇交通費・宿泊費の支払を証明する書類の  
   写し 

【お問合せ先】 お気軽にお問合せください！ 

〇登米市移住・定住サポートセンター   

TEL:0220-23-8711(直通) 

E-mail：tome-life@city.tome.miyagi.jp      

 

〇登米市 企画部 企画政策課 移住・定住促進係   

TEL:0220-23-7331(直通) 

E-mail：tome-life@city.tome.miyagi.jp 


