
主な

福岡 I.C

大分 I.C

長崎 I.C

宮崎 I.C

鹿児島 I.C

鹿児島空港 I.C

佐賀大和 I.C

熊本 I.C

えびの市

　 自家用車をご利用の場合　
●福岡 IC→えびの IC…約 2時間 40分
●熊本 IC→えびの IC…約 1時間 20分

　 航空機をご利用の場合

●東京→鹿児島空港…約 1時間 35分
●大阪→鹿児島空港…約 1時間 10分
●名古屋→鹿児島空港…約 1時間 15分

●東京→宮崎空港…約 1時間 35分
●大阪→宮崎空港…約 1時間
●名古屋→宮崎空港…約 1時間 10分

宮崎県えびの市

Spa

Food

History

温
泉

食

歴
史

　宮崎県内で最多の泉源数と歴史を誇る温泉郷「京
町温泉」や、県内最古の温泉「吉田温泉」など、数多く
の温泉施設があります。良質の湯に浸かることで心
身ともに癒されます。

　宮崎県内で最多の泉源数と歴史を誇る温泉郷「京
町温泉」や、県内最古の温泉「吉田温泉」など、数多く
の温泉施設があります。良質の湯に浸かることで心
身ともに癒されます。

　えびの市の基幹産業は農畜産業です。盆地特有の
寒暖明白な内陸性気候を生かし、清らかな水、肥よ
くな土壌など、豊かな自然の恵みを受け、安心・安
全な食材を育てることができます。

　えびの市には、偉人が功績を残した歴史の名所が
多数あります。また、えびの市歴史民俗資料館には、
貴重な文化遺産を適切に保存するため湿度・温度
が管理された収蔵庫があり、そこでは、整然と美し
い空間から幾世紀もの「えびの」が語りかけ、歴史を
感じることができます。

　えびの市には、偉人が功績を残した歴史の名所が
多数あります。また、えびの市歴史民俗資料館には、
貴重な文化遺産を適切に保存するため湿度・温度
が管理された収蔵庫があり、そこでは、整然と美し
い空間から幾世紀もの「えびの」が語りかけ、歴史を
感じることができます。

えびの市は食の宝庫。
自慢は日本一の食材!

宮崎県内最古の温泉。
すべてが自家泉源！

◆日本一の宮崎牛の生産地
　宮崎牛は、第10回全国和牛能力共進
会 (和牛のオリンピック)で、9部門中5部
門の優等首席に加え、第7区の総合評価
群における内閣総理大臣賞、さらには、
各部門の総合得点で道府県の順位を決め
る団体賞で1位を獲得し、2連覇を達成
しました。安全・安心で美味しい宮崎牛
を、ぜひご賞味ください。

◆特A米の〝ヒノヒカリ〟
　日本穀物検定協会が発表した「平成27
年産米の食味ランキング」で、えびの産
ヒノヒカリは、宮崎県では初となる国内
最上位「特A」を獲得しました。えびの市
特有の豊かな自然の恵みを受け、他に真
似できない、とっておきの味が誕生しま
す。

◆京町に点在、無料の足湯
　京町温泉郷には、天然温泉が湧き出る
足湯が点在します。また、えびの高原の
入口にも川湯をイメージした流れる足湯
があります。足をぽかぽか温め疲労回復
にも効果大です。観光、登山やトレッキ
ング後の休憩にどうぞ。

◆眼下に広がる絶景の景色
　白鳥温泉上湯は、征韓論に敗れた西郷
隆盛が心身を癒しに訪れ、3か月間滞在
したという歴史ある温泉です。情緒豊か
な木製の天然蒸し風呂や木の香漂う風呂
の数々は昔懐かしい風情を醸し出しま
す。展望露天風呂からは、えびの市の風
景が眼下に広がります。大自然に囲まれ
た天然温泉にゆっくり浸かりにお越しく
ださい。

えびの市の
お米がおいしい
秘密は、ズバリ
おいしい水と
寒暖な気候

住まい編

えびの市への移住を目的として住居又は仕事を探す活動等
を行うため、市内の宿泊施設（旅館業法の営業許可の適用を
受ける施設に限る。）に宿泊した場合の宿泊料及びレンタ
カー借上料の一部を助成します。
【助成金額】
◎宿泊料：１泊宿泊料の 1/2 以内とし、最大 10泊分までを助成 
※１泊あたり 3千円を上限とする。 ※同行者は１人分を助成する。

◎借上料：レンタカー借上料の 1/2 以内を助成
※上限を3万円とする。

お試し滞在助成金

「農家民泊」とは、農家に泊まり農家のお父さんやお母さん
と一緒に、農作業体験や田舎料理作りなどをまるごと体験
できるものです。心と心の交流が生まれ、新しい ぶるさと゛
を感じてもらう、まさにこれが農家民泊の醍醐味です。素
敵な出会いと喜びや感動が味わえる農家民泊にぜひご参加
ください。
【農家民泊事務局】  ●北きりしま田舎物語推進協議会　
http://www.kitakirishima.com/
※農家民泊の宿泊料についても、上記の「お試し滞在助成金」がご利用で
きます。

農家民泊

市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯（婚姻日から1年以
内の世帯）に対し、家賃の一部を助成します。
【助成金額】実質家賃負担額（毎月の家賃から住宅手当を除い
た額）の1/2以内（上限月額1万円）
※夫婦とも市外からの転入の場合（上限月額1万4千円）
※夫婦のいずれか一方が市外からの転入の場合（上限月額1万2千円）

【助成期間】最長36月間（3年間）

新婚世帯家賃助成金

市内唯一の県立高校である飯野高等学校を存続させるため
に、以下の取組みを行います。
【支援内容】
◎成績優秀者に3年間給付型奨学金として、月2万円を給付
◎通学困難な西諸管内及び西諸管外からの通学者に、3年間
通学支援として月5千円を支給
◎週2日、希望者を対象に、放課後、県立高校で指導経験があ
る外部講師による公営塾を開設

飯野高等学校支援事業

保育士・看護師・介護福祉士の就職促進と定住促進を図るた
め、市内で就職が内定した者に対し、就職準備等の費用とし
て支度金を支給します。
【支給金額】20万円

就職支度支援金

経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを産み育てること
ができる環境づくりを推進するため、体外受精又は顕微授精
による不妊治療を受ける夫婦に対し、助成金を給付します。
また、体外受精又は顕微授精による不妊治療の一環として行
われる男性不妊治療に対し、助成金を給付します。
【助成金額】
◎特定不妊治療：上限5万円／1回の治療
◎男性不妊治療：上限2万5千円／1回の治療

不妊治療費助成事業

保護者が就労などにより、昼間に家庭にいない小学生を対象
に、授業終了後や土曜日等に放課後児童クラブで預かります。
【費　用】　月額5千円（おやつ代を含む）／1人
【保険料】　年間800円／1人

放課後児童クラブ運営事業

児童の保護者の子育てと就労の両立を支援し、安心して産み
育てる環境を整えるため、病気の回復期にあり集団保育が困
難な子どもを、仕事を休めない保護者に代わって、保育士や
看護師が保育所にて預かります。

病後児保育事業

中学校卒業まで、保険対象分の医療費について助成します。
【助成内容】 ※保険医療機関等及び被保険者ごと
◎入院・薬局…無料
◎外来等…3歳未満350円（1月につき）、3歳以上800円（1月
につき）に軽減

子ども医療費助成事業

子育て世帯の負担軽減を図るため、幼稚園及び保育所等に通
う第３子以降の児童について保育料を無料にします。

第３子以降保育料無料化事業

自己が所有し、居住する住宅を市内の施工業者を利用して改
修工事を行う場合に、その経費の一部を補助します。
【補助金額】　経費の20％（上限15万円）

住宅リフォーム促進事業補助金

空き家バンクに賃貸を目的として登録している家屋につい
て、市外在住者又は市外からの転入後１年未満の者との賃貸
借契約成立（確約を含む。）に伴い、市内業者を利用して改修、
清掃、家財道具等の廃棄等を行う場合に、その経費の一部を
補助します。
【補助金額】 経費の1/2（上限40万円）

空き家バンク活動事業補助金

空き家バンク登録者間で行う賃貸借契約（借主が市外からの
転入の場合に限る）について、契約の安全上の確保のために
市内の不動産業者に仲介を依頼した場合に、仲介手数料を補
助します。
【補助金額】 仲介手数料相当額（上限5万円）

空き家賃貸借契約支援事業補助金

市外に居住していた市内出身者が、Ｕターンのために市内業
者を利用して自己の空き家の改修、清掃、家財道具の廃棄等
を行う場合に、その経費の一部を支援金として交付します。
また、中学生までの子どもを扶養している場合は、加算金が
あります。
【住宅改修等支援金】 経費の1/2（上限50万円）
【子育て加算金】 10万円／子ども1人（上限20万円）

Ｕターン住宅改修等定住促進支援金

子育て編

お試し滞在編

就 労 編

えびの産

ヒノヒカリ

戦国武将縁の品や、
国の重要文化財あり！

◆島内地下式横穴墓群出土品
　今から約1,500年前（古墳時代）の短
甲や冑、銀象嵌大刀などの重要文化財が
出土し、これらの保存状態は大変良好で
全国でも珍しいとされています。柄の部
分が「鮫皮巻」と呼ばれるエイの皮を巻
いた構造の大刀は、国内最古の出土例と
され、朝鮮半島製で、東アジアでも実物
が確認できる最古級のものです。

◆島津義弘公
　島津義弘公は、戦国時代から安土桃山
時代にかけての戦国武将・大名であり、
「関ヶ原の戦い」で数万の敵陣の中央突
破を果たした事はあまりにも有名です
が、この義弘公は、えびの市に２６年間
居城しており、ゆかりのある史跡や文化
財が数多く残されています。ぜひ、ご覧
ください。

日本で最初の国立公園
霧島ジオパーク！

◆神秘的で美しい陣の池
　市内には霧島山系の湧水池が多数点在
します。そのひとつ「陣の池」は水底まで
見える青く澄んだ水をたたえ、池を囲む
木立の緑と相まって神秘的な美しさを漂
わせており、幻想的なホタルの乱舞も観
ることができます。

◆雄大な霧島山えびの高原
　霧島山の最高峰、韓国岳の裾野に広が
る標高 1200 メートルのえびの高原。日
本初の国立公園に指定された歴史もあ
り、今でも変わらない四季の変化に富ん
だ雄大な自然が残されており、1 年を通
して楽しむことができます。絶景の火山
湖も点在し、登山や、トレッキングスポッ
トとしても県内屈指の観光エリアです。

Nature

自
然

　えびの市の北部には九州山脈、南部には霧島ジオ
パークの一部でもあるえびの高原をはじめ、霧島の
山々が連なります。さらに、市の中央部には川内川
が美しく流れ、田園風景、湧水池など自然の魅力は
数多く、市内のあらゆる場所で四季折々の表情を楽
しむことができます。

　えびの市の北部には九州山脈、南部には霧島ジオ
パークの一部でもあるえびの高原をはじめ、霧島の
山々が連なります。さらに、市の中央部には川内川
が美しく流れ、田園風景、湧水池など自然の魅力は
数多く、市内のあらゆる場所で四季折々の表情を楽
しむことができます。

えびの高原に
自生する

ミヤマキリシマは
5月～6月が
見頃です。

　えびの市は明治 22年に町村制の施行により、飯野村、加久
藤村、真幸村が誕生。その後、昭和 15年に飯野村が町に、昭和
25年に真幸村が町に、昭和 30年に加久藤村が町になりまし
た。そして、昭和 41年に 3つの町が合併し「えびの町」とな
り、さらに昭和 45年に市制を施行し現在に至ります。

◎空き家バンクや、移住に関すること
【えびの市移住・定住支援センター】
〒889-4292　宮崎県えびの市大字栗下 1292番地（えびの市役所３階）
TEL 0984-27-3242
E-mail：ebino-iju@aioros.ocn.ne.jp

◎その他、このパンフレットに関すること
【えびの市役所 企画課 定住対策係】
〒889-4292　宮崎県えびの市大字栗下 1292番地（えびの市役所３階）
TEL 0984-35-3713（直通）　FAX 0984-35-0401
E-mail：kikaku@city.ebino.lg.jpえびのミノリ えびのユタカ

移 住 定 住 支援策
えびの市の

　近年、都市部の方々を中心に、豊かな自然を満喫できる田
舎暮らしを望む人が増える中、えびの市では、新たな住まい
を取得するための支援や、子育てがしやすい環境を充実させ
る取組み、新規就農者への経営安定を図る支援など、移住・
定住促進に向けた積極的な施策を、以下のとおり多数導入し
ています。ぜひ、ご利用ください！

●平均気温16.0度　●最高気温 37.2度
●最低気温 マイナス 4.1度 　●年間降水量 3,444ミリ
●年間日照時間 1,764.7時間 

面積 総面積
282.93㎢ 人口 19,053人

（男  9,035人 /女１０,018人）

世帯数 8,693世帯

南九州の中心「えびの市」

お問合わせ先

交通アクセス

【気象】（平成 27年度）

（平成 29年 5月１日現在）

（鹿児島空港からえびのインターまで約 40分）

（宮崎空港からえびのインターまで約 1時間 40分）

おすすめ

市内の空き家等の売却・賃貸を考えている所有者に、物件の
登録をしていただき、その物件情報をインターネットを利用
して紹介します。また、空き家等の購入・借入を希望し、空き
家バンク利用者として登録した方と空き家所有者との連絡
調整を行います。
【えびの市定住促進サイト】●来(き) ゃんせえびの　
http://www.ebikyan.jp/

空き家バンク制度おすすめ

自己の居住を目的に住宅を取得（新築・新規購入）した場合
に、経費の一部を住宅取得支援金として交付します。また、市
外から移住した場合や、中学生までの子どもがいる場合は、
加算金があります。 
【支援金額】 経費の10％
※市内業者を利用して住宅を新築した場合又は市内業者から新規購入し
た場合（上限50万円）
※上記以外の場合（上限30万円）

【移住加算金】30万円
【子育て加算金】10万円／1人（上限20万円）

住宅取得定住促進支援金おすすめ

おすすめ

定住の促進と地域の活性化を図るため、定住促進住宅を設置
しています。
【構　造】 鉄筋コンクリート造5階建て（築37年）
【間取り】 3ＤＫ（和室6畳2部屋・4.5畳1部屋）
【家　賃】 ・月額3万円（1,2,3階） ・月額2万8千円（4階） 
・月額2万7千円（5階）
※18歳未満の子どもを扶養している場合は、家賃の減額があります。

【共益金】　月額2千円　
【駐車場使用料】　月額1千円／1台
【敷　金】　家賃の3か月分

定住促進住宅

おすすめ

就農初期の生産基盤が不安定な新規就農者の経営安定を図
るため、3年間を限度とし補助金を交付します。
【補助金額】月額10万円（最長3年間）

新規就農者定住促進事業おすすめ

宮崎県
えびの市

移住ガイドブック

MIYAZAKI  EBINO

〒889-4292　宮崎県えびの市大字栗下 1292番地（えびの市役所 3階）
TEL.0984-27-3242/E-mail：ebino-iju@aioros.ocn.ne.jp

教 育 編

少人数指導による１人ひとりを大切にした教育に取組み、
「徹底した学力向上」と「地域に貢献する人材の育成」を図る
ため、市内小中学校の全学年において30人学級編成（1クラ
スの児童・生徒数が30人以内）を実施します。

30人学級実施事業おすすめ

★移住・定住に関する専用相談窓口です★

住まい、仕事、就農、移住に関する支援策など本市で暮らすにあ
たり役立つ各種情報を集約し、本市の魅力や相談者のニーズに応
じた情報をワンストップで提供するなど、きめ細かなサポートを
行っています。空き家バンクや、移住・定住に関することなど、
お気軽にお問合わせください。 　

えびの市移住・定住支援センター

専用サイト：http://www.ebikyan.jp/

〒889-4232　宮崎県えびの市大字永山 1182番地 1
TEL.0984-27-3077/E-mail：suppot@ebino-shien.com

★起業家を全力でサポートします★

起業希望者や起業して間もない方に対するオフィスの貸し出しや、
専門家等による総合的な創業・経営支援を実施しています。また、
センターには専門の相談員が常駐し、起業家の問題や悩みに即時
対応します。インターネット環境や什器設備など充実した空間も
ありますので、センターの利用や、起業に関することなど、お気
軽にお問合わせください。 

えびの市起業支援センター

専用サイト：http://ebino-shien.com/


