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位置及び地勢・気候

姫島の名前の由来
姫島は、古事記によると伊邪那岐命（いざなぎのみこと）伊邪那美

命（いざなみのみこと）の二柱の神が「国生み（くにうみ）」にさい
し、大島を生み、次に女島を生むとあります。この女島が姫島で、ま
たの名を「天一根（あまのひとつね）」といいます。古歌にも「姫島
のあたりにならぶ島もなし、うべもいひけり天の一つ根」と歌われて
いるところです。

また、日本書紀によると垂仁天皇の御代、意富加羅国（おほからの
こく）（今の韓国南部）の王子、都怒我阿羅斯等（つぬがあらしと）
が白い石から生まれた姫と結婚しようとしたが、姫はそれを逃れ、海
を渡って姫島に上陸し、比売語曽（ひめこそ）の神となったといわれ、
姫島の名の由来はここから始まります。

姫島の概要

日本書紀に記述されている
お姫様を祀った比売語曽社

姫島村は瀬戸内海の西端、大分県国東半島の北５ｋｍ周防灘海域に位置する東西６．６ｋｍ、南北２．６ｋｍ、周囲１７
ｋｍ、総面積６．９９ｋｍ２の一島一村の離島です。

姫島村は、第四系の基盤の上に噴出した７つの火山からなる４つの島が砂州によって連結されてできたものであり、島
の中央南端に矢筈岳（２６６ｍ）がそびえ、それを中心に西端に達磨山（１０５ｍ）、その北東に観音崎の半島基部をなす
城山（６２ｍ）、東端に灯台のある柱ケ岳（４５ｍ）があります。これらの連結された山間の平地に集落が形成されていま
す。

気候は、瀬戸内海式気候に属し、年平均気温１７．５℃と温暖で積雪はほとんどみられず、降雨量は年平均１，５００
ｍｍ前後です。台風が年に数度訪れ、直撃する場合は少なく甚大な被害を受けることはあまりありませんが、台風による波
の影響で島への交通機関であるフェリーは欠航することがあります。
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春
アサギマダラが毎年５月上旬から6月上旬にかけて、みつけ海岸に自生するスナビキソウの蜜を求めて南の地か

ら飛来し、休息した後に北の地へ飛び立ちます。
５月下旬には「姫島おさかな祭」が開催され、お得に刺身・煮付け・フライ・吸い物などが楽しめる賞味会が

あり、島外の観光客にも人気があり売り切れるほどです。
食後には、キツネ踊りとアヤ踊りの鑑賞会、食券を購入した方には海産物があたる抽選会などもあります。
４月の比売語曽社春の大祭では、1km程はなれたお旅所でお神幸を行います。お旅所では獅子舞・神楽の奉納

が行われます。

夏 姫島海水浴場は島内で一番きれいで、広さも最大の砂浜です。弓状に弧を描く500ｍの海岸線は澄んだ海とマッチ
して美しい景観です。7月に海開きがあり、海水浴場の施設には管理棟、トイレ、シャワー室、休憩所が完備されて
います。

また、7月中旬の2日間姫島ビーチサッカーフェスタが姫島海水浴場で開催されます。
九州大会の予選となるチャンピオンクラスから小学生チームによるＵ－12クラスなどの部門別に試合が行われ、広
い砂浜の上で、足技を競います。

毎年8月14日～16日の3日間、中央広場と、各地区盆坪で「姫島盆踊り」が披露されます。
伝統踊り（アヤ踊り、キツネ踊り、猿丸太夫、銭太鼓）と、趣向をこらしたメイクや衣装の創作踊りがあり、3日間
で約50種類の踊りが披露され、14、15日の2日間は夜間臨時便も運航され、特に賑わいます。

また、 8月下旬には姫島村青年団が主催となり、姫島村トライアスロン大会が開催されます。

姫島かれい

アサギマダラ休息地
ビーチサッカーフェスタ 姫島盆踊り（キツネ踊り）

姫島の概要 – 四季 -
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10月中旬頃には北の地で世代を交代したアサギマダラが金地区のフジバカマの花の蜜を求めて飛来し、休息した後に
暖かい南の地に向かって飛び立ちます。

10月下旬には「姫島車えび祭」が開催され、お得に刺身・煮付け・フライ・味噌汁などが楽しめる賞味会があり、島
外の観光客にも人気があり売り切れるほどです。

食後には、キツネ踊りとアヤ踊りの鑑賞会、食券を購入した方には姫島車えびがあたる抽選会などもあります。
10月（体育の日の前々日）には大帯八幡社の秋の大祭が行われます。
男衆による祝いの歌と子どもたちがたたく鐘や太鼓ではやしながら、舟形の山車を引き、村内を廻ります。
秋の大祭の翌日には、村民体育大会が行われます。小さい子供からお年寄りまで、地区対抗で競います。

秋

姫島車えび

アサギマダラ

大帯八幡社の秋の大祭

冬
年中星空はよく見えますが冬は特に空気が澄んで星空がきれいに見えます。星のよく見えるスポットを探してＳＮＳ

等で公開してみるのもよいかもしれません。魚釣りも魚種が豊富で年中行えますが、秋から冬は、モイカ・チヌ・メバ
ル・カレイ等がよく釣れます。移住者の中には、漁師さんと仲良くなって土日は漁師さんの舟で釣りを行っている猛者
もいます。

村民体育大会
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沿革

姫島の概要 – 基本情報 -

江戸時代は杵築藩の領下でした。明治４年に杵築県となりました。明治５年大分県第１大隊区第１会所

（高田）の管下となり、翌６年第１大区１１小区姫島となり、用務所が設置されました。明治１１年東国東
郡に属し、同２２年姫島村となって現在に至っています。

集落は、本村の中央部にそのほとんどが形成されていますが、中央部から隔たった東部にも集落がありま
す。これらの集落は、６つの駐在区からなっており、中央部には村の行政、経済の中心である役場、診療所、
漁協、農協、商工会等があります。

七つの波
空間・風土－美しい自然をテーマとして、気品、栄光、躍動、斬新－四つの造

形を表現しています。外部は瀬戸内海の青い波。内部は空に輝く星。七つの波は、
村民に語り継がれた伝説、七不思議を象徴させたものです。なお波は時計の方向
に回転し、過去から未来、伝統と、輝く明日への躍進をあらわします。

村章

村木 黒松 村花 野路菊
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面積

人口・世帯

事業所

農業

水産業

工業

商業

教育

総数・・・・・・・・・・ 1,725人 ・男性 804人 ・女性 921人 ・世帯数 832世帯
(大分県統計調査課 令和2年国勢調査)

事業所・・・・・・・・

・

106事業所 ・従業員数 409人
(総務省 平成28年 経済センサス活動調査)

農業経営体・・・・・・

・

2経営体 ・耕地面積 33アール
(農林水産省 令和2年 農林業センサス)

海面漁業経営体・・・・

・

113経営体
(農林水産省 平成30年 漁業センサス)

事業所・・・・・・・・

・

5事業所 ・従業員数 52人 ・製造品出荷額 18,300万円
(総務省 令和2年 工業統計調査)

事業所・・・・・・・・

・

30事業所 ・従業員数 89人 ・年間商品出荷額 85,200万円
(経済産業省 平成26年 商業統計調査)

小学校・・・・・・・・・

中学校・・・・・・・・・

1校 ・児童数 67人

1校 ・生徒数 28人
(文部科学省 令和4年度 学校基本調査)

厚生

医師・・・・・・・・・ 3人

歯科医師・・・・・・・ 1人

診療所・・・・・・・・ 1施設

6.99平方キロメートル
(国土地理院 令和3年 全国都道府県市町村別面積調)

・
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下水道普及率・・・・・
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100％

・

・

・

・
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国の重要文化的景観
「瀬戸内海姫島の海村景観」

おおいた姫島ジオパーク

姫島の見どころ

火山が生み出した神秘の島、「おおいた姫島ジオパーク」は、平成25年に日本ジオパークネットワークに加盟
認定されました。姫島は火山活動によって生まれた4つの小島が砂州でつながって１つになった島で、随所にみら
れる火山活動の痕跡や、砂州の地形を利用して発達してきた産業、生態系などたくさんのみどころがあります。

大海のコンボリュートラミナ
屋根瓦の連なったような模様の地層がみられ、1959年に大分県の天然記

念物に指定されています。この屋根瓦のような模様は、 もともとまっすぐ
であった地層が地震などの揺れを受けて変形したもの(コンボュートラミナ)
です。

令和2年「姫島全体」が「国の重要文化的景観」に認定さ
れました。姫島は、約30万年前から7つの火山の噴火によ
りできた高まりが、瀬戸内海の誕生により4つの島となり、
これが砂州でつながってできた、瀬戸内海では特異な地形
を持っています。
また、姫島には歴史的に由緒ある「比売語曽社」などが

あり、人々は、このような地形、自然、歴史をうまく利用
して7つの集落を形成するとともに、島と海の資源を活かし
て漁業や塩業、農業などを営み、独自の「海村景観」を創
り出しました。

西浦地区
防風石積み塀
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① 千人堂（せんにんどう）
観音崎に馬頭観世音を祀った小さなお堂があります。
大晦日の夜、債鬼に追われた善人を千人かくまうことが

できるといういわれから、この名があります。

「姫島の黒曜石産地」観音崎（国指定天然記念物）

島内随一の景勝地である観音崎は、乳灰～乳白色の黒曜石の断崖が、高さ４０ｍ、幅１２０ｍにも及んでいます。露天の
黒曜石は、全国的にも貴重なもので、平成１９年に観音崎一帯が、「姫島の黒曜石産地」として国の天然記念物に指定され
ました。黒曜石は、古代の人々の石器材料として貴重であったため、人々はその原石を求めて姫島にやってきました。瀬戸
内海唯一の産地であることから、東九州を中心に、中国地方や四国地方をはじめ、鹿児島県種子島から大阪府に至る広範囲
の遺跡で姫島産の黒曜石が発見されています。

用作遺跡から出土した
黒曜石の矢じり

9



② 阿弥陀牡蠣（あみだがき）
灯台の下の海食洞窟内に牡蠣が群棲し、海水につかること

がなく、食べると腹痛を起こすといわれています。その牡蠣
が阿弥陀三尊の形に似ているので、この名があります。

④ 拍子水（ひょうしみず）
お姫様が、おはぐろをつけた後、口をゆすごうとしたが水

がなく、手拍子を打って祈ったところ、水が湧出したという
いわれから、拍子水といいます。

③ 浮洲（うきす）
沖合の小さな州に漁業の神様、高部様を祀っており、高部

様と鳥居は高潮や大しけの時でも決して海水につかることが
ないといういわれから、この名があります。
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⑦ 逆柳（さかさやなぎ）
お姫様が、使った柳の楊枝を土中に逆さまに挿したところ、

芽を出したといういわれから、逆柳といわれています。

⑤ かねつけ石
別名をおはぐろ石とも言い、お姫様がおはぐろをつける時、

石の上に猪口と筆をおいたところ、その跡ができたといわれ
ています。

⑥浮田（うきた）
大昔、池に棲んでいた大蛇を誤って埋めてしまったため大蛇

の怒りで田が揺れるといわれています。
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姫島村国民健康保険診療所

診療時間

9:00～12:00、13:30～17:00

※第3土曜日午前のみ診療あり

※歯科は土・日 休診

※眼科は第3土曜日

時間帯（ ）外来受付時間 月 火 水 木 金 土 日

午前（ 8:30～11:30 ） ● ● ● ● ● ▲

午後（ 13:30～16:00 ） ● ● ● ● ●

・村には、診療所が1つあります。診療科目等は以下の通りです。

実施しているサービス

入院施設 あり（8床）

予約診療 ○

休日診療 ○（急患に限る）

往診 ○

在宅医療 ○

訪問看護 ○

健康診査 ○

保健指導・健康相談 ○

予防接種 ○

主な診療機器

上部消化管内視鏡 ○

下部消化管内視鏡 ○

X線単純 ○

超音波断層装置 ○

心電図 ○

（お問合せ） 姫島村国民健康保険診療所

【TEL】 0978-87-3221

【FAX】 0978-73-7000

（医師等）

医 師： 3名

歯科医師： 1名

看 護 師 ：14名

・緊急の際は、漁船を出すなどして対応しています。
日中、荒天でなければ、緊急時ドクターヘリを要請します。

診療科目

内科

小児科

外科

歯科

眼科
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名称 種別 住所 電話番号 診療科目

国東市民病院 病院 国東市安岐町下原1456番地 0978-67-1211 婦人科等（総合病院）

みやうちウィメンズクリニック 一般診療所 杵築市大字杵築665-501 0978-66-4103 産科、婦人科

くりやまレディースクリニック 一般診療所 杵築市大字杵築字木田861-12 0978-66-1177 小児科、産婦人科

医療法人大神会
佐藤レディースクリニック

一般診療所 宇佐市大字上田1060番地2 0978-32-3300 産婦人科

宇佐レディースクリニック 一般診療所 宇佐市大字法鏡寺字川上336の1 0978-33-3700 産婦人科、麻酔科

別府医療センター 病院 別府市大字内竈1473番地 0977-67-1111 産婦人科等（総合病院）6

5

4

3

2

1

4

3
2

1

5

6

・村内には、産婦人科、産科はありません。

出産等については、村外の病院等にかかる必要があります。

・妊婦とその付添いの方は、妊婦健診の際に村営フェリーを利用する

場合に船賃の助成を受けることができます。

・近隣の市町村の産婦人科のある医療機関は以下のとおりです。

詳細については、直接おたずねください。

・また、大分県内の医療機関の情報については、下記のホームページ

「おおいた医療情報ほっとネット」より検索することができます。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

おおいた医療情報ほっとネット

大分県内の医療機関（病院、診療所、歯科診療所、助
産所）・薬局の情報や、医療に関する情報を提供してい
ます。左記ＱＲコードよりアクセスください。

※ この他に、大分大学医学部附属病院（大分市）・大分県立病院（大分市）・鶴見病院（別府市）等があります。

村外の医療機関、産科
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妊娠・出産

出産祝金

・村内に定住する方が出産

したとき、出産祝金を

交付しています。

（申請に必要なもの）

・住民票記載事項証明書

（交付金額）

・第1子 10万円

・第2子 20万円

・第3子以降 30万円

（１）不妊治療費等

助成事業

・特定不妊治療を受けて

いるご夫婦を対象に先

進医療に係る経費を助

成します。

（助成金額）

・上限10万円

（経費の７割）

（助成回数）

・3回(1出産あたり)

（２）母子健康手帳の交付 （手続きに必要な物）

・印鑑

・妊娠していることがわかる書類（医療機関が発行したもの）

・個人番号(マイナンバー)

妊婦の「個人番号カード」または、「通知カード」と

「身元確認ができるもの(保険証や運転免許証等)」

※上記が準備できない場合は、健康推進課へご相談ください。

（３）妊婦健康診査受診票

・大分県内の医療機関で妊婦健康診査を受けるときに提出する

と、受診料の一部が無料になります。

・県内で受診して無料にならなかった分と県外の医療機関を受

診した分は、健康推進課で償還払いができます。

（４）超音波検査受診票

・出産予定日の年齢が満35歳以上となる妊婦の方に超音波検査

の無料受診票を交付します。

（５）妊婦健診交通費助成券

・妊婦とその付添いの方は、妊婦健診の際に村営フェリー

を利用する場合に船賃の助成を受けることができます。

（６）子ども医療費受給資格者証の交付

・0歳児から中学3年生までの子どもが医療機関にかかった時の

費用を助成するものです。

※（3）～（5）は、（2）母子健康手帳に併せて交付します。

（お問合せ（手帳、助成関係））

姫島村健康推進課

【TEL】 0978-87-2177

【FAX】 0978-73-7000

妊娠
出産したら・・・

（お問合せ（出生届、祝金））

姫島村住民福祉課

【TEL】 0978-87-2278

【FAX】 0978-87-3629
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姫島村保育所

（お問合せ）

姫島村役場 住民福祉課

【TEL】 0978-87-2278

【FAX】 0978-87-3629

（１）入所基準

・保護者の就労・病気・出産などの理由により、家庭での

保育ができないという条件を満たしていることが原則

（２）入所対象児

・０歳児(8ヶ月)～4歳児（満５歳になる子ども）の乳幼児

（３）保育所児童数

・定員 40名

・全児童数 23名(令和4年度）（0歳1名、1歳8名、2歳6名、3歳8名、4歳0名）

（４）保育時間

・8:30～17:00まで ※希望があれば18：00まで時間外保育を行います。（無料）

・休所日：国民の祝日、日曜日その他臨時に定めた休日

その他、災害・伝染病の発生など非常時のとき

・登降所は保護者の送迎です。

（５）入所申込

・入所申込は、住民福祉課で行っています。次の手順で行います。

保育認定の申請（保護者）→保育の認定・認定通知書の交付（村）

→入所申込（保護者）

（６）入所受付

・4月1日入所の申請受付は前年度の1月以降に行います。

（回覧・文字放送）にて案内いたします。

・年度途中での入所は、随時受付をします。

（７）保育料

・無料

（８）一時保育

・家庭において一次的に保育ができない場合に、1ヶ月のうち7日間を限度として保育所でお子さん

をお預かりします。（保育料は無料です。）

未就園児を子育て中の保護者の方がお子様と一緒に集い、

交流する場です。お子様のこと、子育てに関することについ
てのご相談も随時お受けしております。

利用料は無料です。

開 所 日 月曜日から金曜日（祝祭日は除く）

利用時間 10:00～11:30

13:00～15:00まで

場 所 支援センター「たんぽぽ」（姫島村保育所内）

子育て支援センター「たんぽぽ」
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姫島村立姫島幼稚園

（１）入園対象児

・満5歳児、満4歳児

（２）幼稚園園児数

・定員 70名

・全園児数 ７名(令和４年度）（4歳児4名、5歳児3名）

（３）保育料等

・保育料、給食費 無料

（４）保育時間

・平日 9:00～15:00まで（木曜日のみ13:30まで）

（５）入園申込

・入園を希望する保護者は、幼稚園入園申込書を

教育委員会又は、幼稚園に提出してください。

※各種様式は、教育委員会でも準備しています。

（１）対象園児

・幼稚園に通園する園児のうち、保護者が希望する園児。

（２）申込み方法

・預かり保育申込書を幼稚園に提出

※各種様式は、教育委員会及び幼稚園でも準備しています。

（３）保育時間

・平日・・・15:00～18:00まで

（木曜日のみ、13:30～18:00まで）

・土曜日、夏・冬・春休み等

・・・7:30～18:00まで

（４）休業日

・日曜日、祝祭日、お盆、年末年始等

（５）保育料等

保育料は無料

給食費は1食190円を徴収します。

入園について 幼稚園預かり保育を行っています。

（お問合せ）教育委員会（教育課学校教育係）

【TEL】 0978-87-2112

【FAX】 0978-87-3567
16
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姫島村立姫島小学校

通学区域：姫島村全体

児童数：67人（令和４年度）

学級数：7学級(1学年1学級、特別支援学級)

教員数：11人、職員数：1人

・姫島村には学習塾はありません。

・村の教育委員会が中心となり、子どもたちの学力向上を目的と

した「かにっこ塾」を開塾しています。

・対象は小学校4年生から6年生

・週1回、小学校にて１時間の授業が行われます。

・学年毎に準備されたプリントで学習

・保護者等が学習サポーターとなり、どんな風に教えたら子ども

たちが理解できるか、工夫を重ねています。

かにっこ塾

概要

（お問合せ）教育委員会（教育課学校教育係）

【TEL】 0978-87-2112

【FAX】 0978-87-3567

保護者が就労等で昼間家庭にいない児童に対し、授業の
終了した放課後及び長期休業期間・土曜日等の学校休業日
に、家庭に代わる「生活の場」を確保し、「遊び」や「生
活」を通してその児童の健全な育成を図るとともに、保護
者の子育てと仕事の両立を支援するための事業です。

（場所） 幼稚園

（対象児童）

・姫島小学校に就学する児童

（開設時間）

・平日 児童の下校時～午後6時まで

・土曜日、夏・冬・春休み等

8:15～18:00まで

（休業日）

・日曜日、祝祭日、お盆、年末年始等

（利用料）

・月額3,000円/人

・学校の休業日における給食費は1食190円

・スポーツ安全保険等その他の経費については、実費分

を負担していただきます。

（申込み方法）

・様式を教育委員会に提出してください。

※ 各種様式は、教育委員会でも準備しています。

放課後児童クラブ
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姫島村立姫島中学校

・村内から、通学できる高校はありません。

・高校等に通学する生徒の保護者負担軽減を目的に、交通費及び居住費の一部を補助する制度があります。

●姫島村離島高校生修学支援事業

（補助金の対象者）

・高校等に通学する生徒で、保護者が姫島村に定住する方。

（補助金の対象経費）

・通学定期券等の旅客運賃 ・通学のため、民間のアパートや寄宿舎等に居住している生徒の下宿費等

（補助金の算定）

・生徒1人当たりの補助金額上限：年額48万円。補助対象期間：高等学校等在学中の３年間を上限

通学区域：姫島村全体

生徒数：28人（令和4年度）

学級数：3学級(1学年1学級)

教員数：14人、職員数：1人

部活動：（男子）野球部

（女子）バレー部

卒業後、高校へ進学する場合

概要

（お問合せ）教育委員会（教育課学校教育係）

【TEL】 0978-87-2112 【FAX】 0978-87-3567
18
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姫島村保育所
子育て支援センター「たんぽぽ」

姫島幼稚園

姫島中学校

姫島小学校

診療所
健康推進課（2階）

姫島村中央公民館

（参考）姫島の子ども人口
（令和2年国勢調査人口等基本集計）

姫島村教育委員会
公民館図書室

総数 男 女

0～ 4歳 30 14 16

5～ 9歳 48 31 17

10～14歳 55 31 24

15～19歳 10 8 2

計 143 84 59

子育て・教育関係地図
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姫島村営フェリー「姫島丸」

（お問合せ）

姫島港船客待合所
TEL.0978-87-2021

伊美港船客待合所
TEL.0978-82-0022

便名 姫島発 伊美発

1 5:50 6：20

2 6:55 7：30

3 8:00 8：40

4 9:15 9：50

5 10:25 11：00

6 11:35 12：10

7 13:00 13：35

8 14:10 14：45

9 15:20 15：55

10 16:30 17：25

11 18:00 18：45

12 19:15 19：45

※12便は12月1日～翌年3月31日
まで運休します。

時刻表
姫島港←→伊美港（所要時間20分）

運賃（旅客） 運賃（車両）

旅客運賃 自動車航送料（片道）

大人片道（中学生以上） 580円 車の全長 運 賃

小人片道（小学生） 290円 3ｍ未満 2,180円

幼児
（大人１人につき１人のみ）

無料
3～4ｍ未満 2,520円

4～5ｍ未満 3,380円

団 体 15名以上1割引 5～6ｍ未満 4,260円

学生団体 15名以上3割引
（学校長等の証明が

必要）

6～7ｍ未満 5,140円

（中・高・大学生） 7～8ｍ未満 6,020円

※姫島港からの往復（有効期間3日） 900円 8～9ｍ未満 7,440円

二 輪 車 運 賃 9～10ｍ未満 8,850円

自転車 150円 10～11ｍ未満 10,270円

原付50cc未満 320円 11～12ｍ未満 11,680円

二輪750cc未満 470円 1ｍ増すごとに1,250円増し、
ドライバー1人分を含みます。二輪750cc以上 630円
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姫島巡回バス

※ 1月1日～3日は運休します。
12月31日は、西浦公民館発15:28分
（ 西浦公民館着 16:07 ）が最終便となります。

（お問合せ） 姫島村水産・観光商工課

【TEL】 0978-87-2279

【FAX】 0978-87-3629

巡回バス経路時刻表

・西浦公民館より発着します。

所要時間は、約40分です。

・巡回バス経路上であれば、バスに乗ることが出来ます。

21

交通



交通アクセス関係

◆伊美港から大分空港まで・・・約40分

◆伊美港から別府市内まで・・・約100分

◆伊美港から大分市内まで・・・約120分

◆伊美港からJR宇佐駅まで・・・約40分

自家用車

・伊美港バス停又は伊美バス停から国東方面・宇佐駅方面行きのバスがあります。

・国東以南（大分空港や国東市民病院）へ向かう場合は、終点国東のバス亭で乗
り換えが必要です。

路線バス

エアライナー（空港バス）

・大分空港から南方面（日出町、別府市、大分市）へは、バスが出ています。

・飛行機の発着時間にあわせていますが、概ね１時間に1～2本出ています。

・乗車時間は、大分駅まで1時間程度です。

・時刻表など、詳しくは左記ＱＲコードより、大分交通のサイトにてご確認くだ
さい。

・姫島から、別府市、大分市へ出かける場合、フェリーで姫島港から伊美港へ渡った後は、

「自家用車で移動する」「路線バス等の公共交通機関を利用する」「レンタカーを利用す

る」の3通りとなります。

レンタカー

伊美港の近くにレンタカーの会社があります。

22
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路線バス（国東方面）

・伊美港バス停又は伊美バス停から国東行きのバスがあります。

・伊美港から伊美バス停までは、歩いて5分程度かかります。

・国東方面、大分空港までのバスの運行ダイヤ、運賃は以下の通りです。(令和4年4月改正）

伊美 伊美港 国東 乗換 国東 大分空港

7:09 - → 7:50 → 8:30 → 8:58

7:59 8:01 → 8:39 → 8:39 → 9:08

8:12 8:14 → 8:52 → 9:40 → 10:08

9:52 9:54 → 10:36 → 11:40 → 12:08

13:40 → 14:08

15:34 - → 16:15 → 17:00 → 17:28

16:10 - → 16:51

17:09 - → 17:50 → 18:35 → 19:16

大分空港 国東 乗換 国東 伊美港 伊美

7:22 → 8:03 → 9:00 → 9:43 9:44

10:51 → 11:19 → 12:51 → 13:30 13:31

11:51 → 12:19

12:21 → 12:51

13:51 → 14:19 → 14:50 → - 15:31

15:51 → 16:19 → 17:25 → - 18:06

16:57 → 17:27 → 18:35 → - 19:16

17:51 → 18:19

大分空港 国東 乗換 国東 伊美港 伊美

7:22 → 7:50 → 8:50 → 9:33 9:34

11:00 → 11:43 11:44

14:02 → 14:30 → 14:30 → - 15:11

16:02 → 16:30 → 16:30 → - 17:11

伊美 伊美港 国東 乗換 国東 大分空港

7:49 - → 8:30 → 8:40 → 9:08

9:47 9:49 → 10:31 → 11:40 → 12:08

13:27 13:29 → 14:11 → 15:30 → 15:58

15:30 - → 16:11 → 17:25 → 17:53

◆平日

◆土曜・日曜・祝日

◆平日

◆土曜・日曜・祝日

（行き）伊美港→国東・大分空港方面 （帰り）大分空港・国東方面→伊美港

大分空港 ー 国東：大人片道530円

国東 ー 伊美：大人片道990円

大分駅前 ー 大分空港・国東：大人片道1,550円

運
賃 (お問合せ）国東観光バス（大分交通グループ）

国東市 【TEL】0978ｰ72ｰ3111
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路線バス（宇佐駅方面）
・伊美港バス停又は伊美バス停から宇佐駅行きのバスがあります。

・伊美港から伊美バス停までは、歩いて5分程度かかります。

・豊後高田市内、宇佐駅までのバスの運行ダイヤ、運賃は以下の通りです。(令和4年4月改正）

伊美 伊美港 竹田津港 豊後高田 宇佐駅

6:30 6:32 6:41 → 7:25 7:35

8:25 8:27 8:36 → 9:20 → 9:33

9:40 9:42 9:51 → 10:35 → 10:48

11:00 11:02 11:11 → 11:55 → 12:05

12:40 12:42 12:51 → 13:35 → 13:45

14:35 14:37 14:46 → 15:30 → 15:40

16:00 16:02 16:11 → 16:55 → 17:05

宇佐駅 豊後高田 竹田津港 伊美港 伊美

8:30 → 8:39 → 9:24 9:33 9:35

9:45 → 9:54 → 10:39 10:48 10:50

11:05 → 11:17 → 12:02 12:11 12:13

12:15 → 12:27 → 13:12 13:21 13:23

13:25 → 13:34 → 14:19 14:28 14:30

16:15 → 16:24 → 17:09 17:18 17:20

17:30 → 17:39 → 18:24 18:33 18:35

宇佐駅 豊後高田 竹田津港 伊美港 伊美

8:30 → 8:39 → 9:24 9:33 9:35

9:45 → 9:54 → 10:39 10:48 10:50

11:05 → 11:17 → 12:02 12:11 12:13

12:15 → 12:27 → 13:12 13:21 13:23

14:35 → 14:44 → 15:29 15:38 15:40

16:15 → 16:24 → 17:09 17:18 17:20

伊美 伊美港 竹田津港 豊後高田 宇佐駅

8:25 8:27 8:36 → 9:20 → 9:33

9:40 9:42 9:51 → 10:35 → 10:48

11:00 11:02 11:11 → 11:55 → 12:05

12:40 12:42 12:51 → 13:35 → 13:45

14:35 14:37 14:46 → 15:30 → 15:40

16:00 16:02 16:11 → 16:55 → 17:05

◆平日（月～金曜日）

◆土曜・日曜・祝日

◆平日（月～金曜日）

◆土曜・日曜・祝日

（行き）伊美港→豊後高田・宇佐駅方面 （帰り）宇佐駅・豊後高田方面→伊美港

伊美港 ー 宇佐駅 ：大人片道1,250円

伊美港 ー 豊後高田：大人片道1,150円
運
賃

（お問合せ） 大交北部バス（大分交通グループ）

豊後高田市 【TEL】0978ｰ22ｰ2085
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伊美港の駐車場

・大分空港や大分市・別府市等への交通手段については、公共交通機関（バス）を使う方法

もありますが、乗り換え等の関係から、時間がかかってしまうのが実情です。

・村外の移動用として、伊美港に駐車場を借り、自動車を置いている方が多いです。

伊美港駐車場について

・伊美港で借りることのできる駐車場は、2種類あります。

①村営駐車場（露天）

②民間の駐車場（ガレージ付駐車場）

・伊美港には村外から訪れる人の為の無料駐車場があります。

自家用車

（お問合せ）

姫島村船舶課 【TEL】0978-87-2012

姫島港船客待合所 【TEL】0978-87-2021

伊美港船客待合所 【TEL】0978-82-0022

水産・観光商工課 【TEL】0978-87-2279
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・食料品や生活雑貨、雑誌などについては、島内で購入可能です。
・電気製品、衣服、家具については、島外での購入が多いです。島外では、近隣の国東市や豊後高田市での購入もあります。
・衣類等の嗜好品については、大分市、別府市まで出かける人も多いです。
・缶飲料は通常価格より10円高い価格で販売し、空き缶を島内の店舗で返却すると差額の10円を返却するデポジット制度を

導入し、空き缶の散乱防止を図っています。

店舗情報

名称 Ａコープ ひめしま店
位置 地図 ①
ＴＥＬ 0978-87-2448
利用時間 9:00～18:30(平日)

9:00～18:00(土・祝)
定休日 日曜日
販売物 食料品、日用雑貨、

酒類、肥料、種、家電
惣菜売出

月・水・金（姫乃家）
火・水（ヤマザキ）
火・水（かなんど工房）
火・木（パン：ｈ.ベーカリー）

＜食料品＞

名称 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ はなだ
位置 地図 ②
ＴＥＬ 0978-87-2050
利用時間 9:00～18:15(平日)

9:00～18:00(土日祝)
定休日 不定
販売物 食料品、日用雑貨、

酒類、宅配便窓口、
クリーニング取次

惣菜売出 月・水・金
お得情報 毎週火～金

名称 岸本商店
位置 地図 ③
ＴＥＬ 0978-87-2318
利用時間 7:00～21:00
定休日 不定
販売物 食料品

名称 はぐろや
位置 地図 ④
ＴＥＬ 0978-87-2152
利用時間 7:00～20:00
定休日 不定
販売物 食料品・日用雑貨

買い物店舗情報

☆クリーニング取次ぎ店

概要
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＜食料品＞ ＜雑貨＞

名称 今木米穀店
位置 地図 ⑤
ＴＥＬ 0978-87-2153
利用時間 不定（随時対応）
定休日 なし
販売物 米

名称 松原ユキエ商店
位置 地図 ⑦
ＴＥＬ 0978-87-2509
利用時間 8:00～19:00
定休日 不定
販売物 たばこ・日用雑貨

名称 ｈ．ベーカリー
位置 地図 ⑥
ＴＥＬ 090-5722-7303
利用時間 10:00～売切れまで
定休日 月・水・金・日
販売物 パン

名称 文具のIRIKOYA
位置 地図 ⑧
ＴＥＬ 0978-87-2134
利用時間 不定
定休日 不定
販売物 文房具

名称 江原商店
位置 地図 ⑨
ＴＥＬ 0978-87-2407
利用時間 8:00～17:30
定休日 不定
販売物 衣料品、薬

名称 馬場商店
位置 地図 ⑩
ＴＥＬ 0978-87-2131
利用時間 7:00～19:00
定休日 不定
販売物 衣料品、手芸用品

名称 浜田電器
（パナソニック）

位置 地図 ⑪
ＴＥＬ 0978-87-2333
利用時間 8:00～18:00
定休日 日・祝日
販売物 家電

＜衣料＞ ＜家電＞
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＜土産＞

名称 東みやげ店
位置 地図 ⑫
ＴＥＬ 0978-87-3436
利用時間 8:30～18:00
定休日 不定
販売物 菓子、海産物、雑貨

釣り餌、釣り具

名称 まるい商事
位置 地図 ⑭
ＴＥＬ 0978-87-3505
利用時間 8:00～18:00
定休日 不定
販売物 菓子、海産物、雑貨

名称 ビ・ボーン
位置 地図 ⑬
ＴＥＬ 0978-87-2844
利用時間 9:00～18:00
定休日 不定
販売物 菓子、海産物、雑貨

名称 農協売店(船客待合所内)
位置 地図 ⑯
ＴＥＬ 0978-87-3618
利用時間 7:45～16:45

7:40～15:40(12月～3月)
定休日 不定
販売物 菓子、海産物、雑貨

＜レンタカー、土産、カフェ＞

名称 (株)おおいた姫島
位置 地図 ⑮
ＴＥＬ 0978-87-2067
利用時間 9:00～17:00
定休日 火曜日
販売物 海産物、菓子

名称 姫島ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ事務所
位置 地図 ⑰
ＴＥＬ 080-6452-0263
利用時間 9:00～18:00(4～10月)

10:00～17:00(11～3月)
定休日 不定（基本火曜日）

＜釣り具＞

名称 大分県漁協姫島支店
位置 地図 ⑱
ＴＥＬ 0978-87-2211
利用時間 8:30～17:00
定休日 土・日・祝日
販売物 釣り具（針、ハリス等）

餌は取り扱い無し
※漁業者向け

名称 須賀金物店
位置 地図 ⑲
ＴＥＬ 0978ｰ87ｰ2506
受付時間 8:30～18:00
定休日 日曜日
販売物 金物、雑貨、ペンキなど

＜金物、雑貨＞
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名称 姫乃家
位置 地図 ⑳
ＴＥＬ 0978-87-3956
営業時間 11:00～22:00
定休日 火曜日
利用定員 1階25名、2階30名
おすすめ 車えび・活魚料理
※弁当出来ます（要予約）

名称 かのや
位置 地図 ㉒
ＴＥＬ 0978-87-2870
営業時間 11:30～15:00

17:00～
21:00（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ）

定休日 水曜日
利用定員 14名
おすすめ 車えび・活魚料理
※出前できます（7人前まで）

名称 もりえい
位置 地図 ㉑
ＴＥＬ 0978-87-3666
営業時間 11:30～17:00

17:00～22:00（要予約）
定休日 不定
利用定員 1階テーブル席28名

2階座席 35名
おすすめ 車えび料理1,650円～

活魚料理（要予約）

＜お食事処＞

飲食店舗情報

名称 Ｍｒ．
位置 地図 ㉕
ＴＥＬ 090ｰ8836ｰ3499
営業時間 20:00～翌2:00
定休日 月曜日
利用定員 30人
おすすめ 焼酎他飲み放題歌い放題

2,500円※カクテル有り

＜スナック＞

名称 夕月（2階）
位置 地図 ㉓
ＴＥＬ 0978-87-3432
営業時間 17:00～22:00
定休日 月曜日
利用定員 35名
おすすめ もりあわせ5人前

3,740円(税抜）

＜焼肉＞

名称 一休
位置 地図 ㉔
ＴＥＬ 0978-87-3571
営業時間 17:00～22:00
定休日 不定
利用定員 20名
おすすめ 車えび・もち・チーズ入り

お好み焼きスペシャル880円
※テイクアウト860円

＜お好み焼き＞
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名称 明石石油
位置 地図 ㉗
ＴＥＬ 0978-87-2155
営業時間 7:00～18:30
定休日 日曜日
販売物 石油販売

名称 松原石油
位置 地図 ㉖
ＴＥＬ 0978-87-2037
営業時間 7:00～19:00(5月～11月)

7:30～18:30(12月～4月)
定休日 日曜日
販売物 石油販売

＜整骨院＞

名称 姫島車輌整備
位置 地図 ㉘
ＴＥＬ 0978-87-2935
営業時間 8:00～18:00
定休日 日曜日
販売物 自転車・バイクの販売

車の修理等

その他店舗情報

名称 はまだ整骨院
位置 地図 ⑥
ＴＥＬ 0978ｰ73ｰ7001
受付時間 8:00～12:00

14:00～18:00
定休日 水、土（午後）日・祝
※水曜日の午後からは、出張整体

を行います。

＜修理＞＜ガソリンスタンド＞

＜ＡＴＭ＞

名称 ＪＡおおいた姫島支店
位置 地図 ㉙
窓口営業時間

平日 9:00～15:00
土・日・祝 定休日

ＡＴＭ利用時間
平日 8:45～19:00
土曜 9:00～17:00
日・祝 ご利用できません

名称 姫島郵便局
位置 地図 ㉚
窓口営業時間

平日 9:00～17:00
土・日・祝 ご利用できません

ＡＴＭ利用時間
平日 8:45～18:00
土曜 9:00～17:00
日・祝 9:00～15:00 30
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⑤

⑭

買い物等店舗地図

①
②

③

④

⑥

⑰

⑦

⑧ ⑨

⑩

⑫ ⑬

⑯

⑮

⑪

⑱

㉖

㉕ ㉗
⑳

㉒

⑲

㉑

㉘
㉙

㉚

ＡＴＭ

・村内には、ＡＴＭコーナーが２ヶ所あります。

＜姫島郵便局＞
ゆうちょＡＴＭ
位置 地図 ●
利用時間
平日 ８：４５～１８：００
土曜 ９：００～１７：００
日曜・祝日 ９：００～１５：００

＜ＪＡおおいた姫島支店＞
ＪＡバンクＡＴＭ
位置 地図 ●
利用時間
平日 ８：４５～１９：００
土曜 ９：００～１７：００
日曜・祝日 ご利用できません

ＡＴＭ
（ＪＡバンク）

ＡＴＭ
（ゆうちょ）
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拍子水温泉

離島センター

姫島港

（お問合せ） 姫島村水産・観光商工課

【TEL】 0978-87-2279

【FAX】 0978-87-3629

温泉施設

拍子水温泉は、姫島の七不思議の拍子水（炭酸水素塩泉）を活用したもので、源泉（約
２５℃）に温水を加えた温泉（４１℃前後）と源泉の２種類を利用することが出来ます。
高血圧症、慢性皮膚病、慢性消化器病、神経痛、疲労回復等に効能があり、村内外の多く
の人に利用されています。

又、飲用すると、慢性消化器病、糖尿病、肝臓病等に効能があります。

泉 質 炭酸水素塩泉

泉 温 源 泉 約 25℃
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公共施設

○営業時間 火・水・木・金曜日：正午～午後7時

土・日・祝日：午前10時～午後7時

○定休日 毎週月曜日(平日のみ)

○入場料

○拍子水温泉には、村内巡回バスで行くことができます。

〒872-1501 大分県東国東郡姫島村5118-2 TEL 0978-87-2840

お問合せ先

村内者 村外者 摘　　　要

大人 260円 310円 ○入場券は健康管理センター窓口で販売しています。

小人(中学生以下) 120円 150円 ○入場に必要なタオル、石けん等は施設内に準備しています。



姫島村軽スポーツセンター（１階）
・トレーニング室（ランニングマシーン等の器具が設置）
・村民は無料、村外者は330円。小学生以下は保護者同伴。

（利用時間：年末年始の休館日を除く）
・平日8:30～20:00

土・日・祝日 8:30～12:00、13:00～17:00

姫島運動公園
・野球場、多目的グラウンド、ソフトテニスコート

ナイター設備あり

（お問合せ）教育委員会（社会教育係）

【TEL】 0978-87-2113・2540

【FAX】 0978-87-3567

姫島村中央公民館（若者宿 城山）
・和室、談話室、中会議室、ホールの貸出し（無料）

公民館図書室（教育委員会庁舎内）
・一般書、児童書をはじめ、郷土資料、公民館資料など約１万冊の蔵書。
・大分県立図書館との連携により村内に蔵書していない図書の取り寄せ・

貸し出しも可能。

（公民館図書室利用時間
：年末年始の休館日を除く）

・平日8:30～17:15
・土・日・祝日

9:00～12:00、13:00～17:00

運動公園

軽運動室 軽スポーツセンター（1階）

中央公民館（若者宿 城山）

公民館図書室

スポーツ施設、公民館
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姫島おさかな祭（5月下旬）

姫島車えび祭（10月下旬）

姫島盆踊り（８月14日～16日）

姫島盆踊り

姫島車えび祭

姫島車えび祭

姫島のイベント

・５月下旬、「姫島おさかな祭」が開催され、お得な弁当は、刺身・煮付け・フラ
イ・吸い物などが楽しめる賞味会があり、食後には、キツネ踊りとアヤ踊りの鑑賞
会、食券を購入した方には海産物があたるお楽しみ抽選会などがあります。
前日には、前夜祭として花火大会も開催され、約４０００発の花火が夜空を彩り

ます。

・毎年８月１４日～１６日の３日間、中央広場と、各地区盆坪（６地区）で「姫島
盆踊り」が披露されます。
伝統踊り（アヤ踊り、キツネ踊り、猿丸太夫、銭太鼓）と、趣向をこらしたメイ

クや衣装の創作踊りがあり、３日間で約５０種類の踊りが披露され、１４、１５日
の２日間はフェリー夜間臨時便も運航され、特に賑わいます。

・１０月下旬には「姫島車えび祭」が開催され、お得な弁当は、刺身・煮付け・フ
ライ・味噌汁などが楽しめる賞味会があり、食後には、キツネ踊りとアヤ踊りの鑑
賞会、食券を購入した方には姫島車えびが当たるお楽しみ抽選会などがあります。
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銅像まつり（10月下旬）

おせったい神事 村民芸能大会

・毎年１０月下旬に南浜公園で、藤本熊雄前村長の遺徳を偲ぶ「銅像まつり」が行われます。
神事が執り行われた後、「おせったい」と姫島車えびが当たる「お楽しみ抽選会」があり、賑わいを見せます。
また、村民芸能大会も行われ、歌謡や舞踊があり、出演者による自慢の歌声や熟練の踊りが披露され、集まった客

席の皆さんを楽しませます。

梅まつり（3月中旬）

神事 おせったい

・毎年３月中旬に西村記念公園で、姫島村名誉村民元自民党副総裁西村英一先生の遺徳を偲ぶ「梅まつり」が行われ
ます。西村先生の顕彰碑前で神事が執り行われた後、「おせったい」があり、「おでん」等が振舞われます。
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島のくらし

姫島村消防団

消防団は56歳定年で、欠員がでれば募集をかけています。
（活動内容）

・災害時の出動（救助活動）
・特別点検（出初め式） １月中旬
・年末夜警 １２月２４日～３０日

姫島村婦人会

女性既婚者は全員入会しています。（６９歳まで。）
（活動内容）

・役員は姫島車えび祭、姫島おさかな祭等での出店、梅まつり、村民体育大会での接待、料理講習会等

姫島村老人クラブ連合会

70歳以上の方が入会しています。
（活動内容）

・古庄家、よばらの管理
・郷土料理作り（かんころもち、納豆味噌、いもきり）
・各種行事の参加
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体育協会には、野球部、ママさんバレー部、バドミントン部、ゲートボール部、少年野球部、少女バ
レー部、ジュニアソフトテニス部があり、村内外である様々な大会に参加しています。

・詳しくは、教育委員会 社会教育係 TEL：0978-87-2113・2540へお問い合わせ下さい。

姫島村体育協会

商工会青年部では姫島おさかな祭や、姫島ビーチサッカーフェスタ、みそぎ祭り、姫島車えび祭、姫島
文化祭など様々なイベントの実施等を行っています。

姫島村商工会青年部

青少年健全育成村民会議では、幼・小・中学生を対象に読み聞かせ、田植え体験、海岸清掃、芸術鑑賞、
箸の使い方教室、餅つき大会、マラソン大会、名人さんに学ぼう、親子ふれあい福祉入門教室など様々な
活動を行っています。

姫島村青少年健全育成村民会議
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余暇の過ごし方

釣り
島のおすすめの釣り場は「姫島港」「西浦漁港」等です。

「姫島港」では投げ釣りでキス、カレイが、
「西浦漁港」ではフカセ釣りでメジナとチヌがたくさん釣れます。

春：チヌ・カレイ・キス
夏：アジ・メイタ・メジナ・スズキ・キス
秋：モイカ・アジ・メジナ・チヌ・カレイ
冬：モイカ・チヌ・メバル・カレイ

スポーツ
運動公園には、野球場、多目的グラウンド、テニスコートがあり、ナイター設

備も備えています。
軽スポーツセンターでは、ランニングマシーン等のトレーニングを行うことが

できます。
また、フットサル、バレー、バスケット等は、小・中学校の体育館を使用する

ことができます。

姫島海水浴場（7月～8月）
弓状に弧を描く500メートルの砂浜があり、管理棟、トイレ、ロッカー、シャワー室、休憩所が完備さ

れ、シーズンには村内外の人々で賑わいます。
シーズンオフには、海水浴場の一部がパークゴルフ場として、利用されています。
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西浦漁港

姫島港
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アサギマダラが飛来している間、毎日運行しますのでご利用ください。
なお、雨天等で飛来が確認できない場合は運休いたします。

（お問合せ） 姫島村水産・観光商工課

【TEL】 0978-87-2279

【FAX】 0978-87-3629

アサギマダラ無料観賞バス
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移住定住による各種奨励金

（支給要件）

・村外から村内に定住する意思があ
る方。

※定住とは住民基本台帳に登録さ

された者で、本村に５年以上継

続して居住し、かつ、生活の実

態がある方。

※申請期間は、要件を満たして

から1年以内です。

※移住支援金とは、重複して申請

はできません。

（金額）

・子育て世帯 30万円

・その他世帯 20万円

（申請に必要なもの）

・交付申請書

・世帯員全員分の住民票又は戸籍

の附票等

・調査同意書（住民票又は附票を

提出する場合は不要）

・定住誓約書

・応援給付金の申請に関する誓約

事項

（お問合せ）

姫島村企画振興課

【TEL】 0978-87-2282

【FAX】 0978-87-3629

（支給要件）

・婚姻の届出をした夫婦が共に村内

に定住する方。

※定住とは住民基本台帳に登録さ

された者で、本村に５年以上継

続して居住し、かつ、生活の実

態がある方。

※申請期間は、要件を満たして

から1年以内です。

（金額）

・10万円

（配偶者が村外の方の場合

：20万円）

（申請に必要なもの）

・結婚祝金給付申請書

・婚姻届出受理証明書

・住民票

応援給付金 就業奨励金 結婚祝い金

（支給要件）

・学業修了後、新たに事業所又は自

営業に就業し、村内に定住する方。

※定住とは住民基本台帳に登録さ

された者で、本村に５年以上継

続して居住し、かつ、生活の実

態があるか方。

※申請期間は、要件を満たして

から1年以内です。

（金額）

・10万円

（申請に必要なもの）

・奨励金給付申請書

・就業奨励金調書

・就業証明書

・定住する旨の誓約書

・卒業を証明する書類

（卒業証書の写し等）
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（お問合せ）

姫島村企画振興課

【TEL】 0978-87-2282 【FAX】 0978-87-3629

就 職 に 関 す る 要 件 テレワークに関する要件 関係人口における要件 起 業 に 関 す る 要 件

・県外から村内に転入後３か
月以上１年以内で５年以上
定住する意思があること。
・就業先が、大分県マッチング
支援事業で設置したマッチン
グサイトに移住支援金の対
象として掲載している求人に
応募したものであること。
・転勤、出向、出張、研修等に
よるものでなく、新規の雇用
であること。

・県外から村内に転入後３か
月以上１年以内で５年以上
定住する意思があること。
・所属企業からの命令ではなく
自己の意思で移住し、移住
元の業務を引き続き姫島村
で行うこと。
・地方創生テレワーク交付金を
活用した取組みの中で、所
属先企業から資金提供を受
けていないこと。

・県外から村内に転入後３か
月以上１年以内で５年以上
定住する意思があること。
・県が実施する「関係人口拡大
プロジェクト大分つなぐラボ」
に参加又はテレワークを実
施して姫島村に一定期間以
上滞在したもの。
・上記に該当しない場合は地
域の課題解決に資する取組
みに参加していることを村長
が認め証明できること。

・県外から村内に転入後３か
月以上１年以内で５年以上
定住する意思があること。
・大分県地域課題解決型起業
支援事業実施要領に定める
起業支援事業に係る起業補
助金の交付決定を受けてい
ること。

（金額） 単身の場合 60万円 世帯の場合 100万円 子育て加算 30万円（18歳未満の者1人につき加算）

・本人確認書類
・移住支援金交付申請書
・移住支援金の交付申請に関
する誓約事項
・個人情報の取扱いに関する
承諾書
・就業証明書（就職に関する移
住支援金の申請用）
・世帯員全員分が記載された
住民票（世帯向けの申請）

・本人確認書類
・移住支援金交付申請書
・移住支援金の交付申請に関
する誓約事項
・個人情報の取扱いに関する
承諾書
・就業証明書（テレワークに関
する移住支援金の申請用）
・世帯員全員分が記載された
住民票（世帯向けの申請）

・本人確認書類
・移住支援金交付申請書
・移住支援金の交付申請に関
する誓約事項
・個人情報の取扱いに関する
承諾書
・上記の要件を満たすことを証
明できる書類
・世帯員全員分が記載された
住民票（世帯向けの申請）

・本人確認書類
・移住支援金交付申請書
・移住支援金の交付申請に関
する誓約事項
・個人情報の取扱いに関する
承諾書
・起業補助金の交付決定通知
書
・世帯員全員分が記載された
住民票（世帯向けの申請）

移住支援事業費補助金

42

ライフ
イベント



（お問合せ）

水産・観光商工課

【TEL】 0978-87-2279

【FAX】 0978-87-3629

地域を担う人材となる移住者の増加による地域活力の向上を図るため、村外から本村に移住しようとする
方等に対して、住宅として空き家を利活用するために必要な経費を、予算の範囲内において、姫島村空き家
利活用事業費補助金を交付する。

趣旨

補助額

事業区分 対象物件 補助対象経費 補助率 限度額

（1）
家財処分補助
（成約前）

空き家バンクに登録予定の物
件

・姫島村空き家バンクへ物件を登録する際に、所有者が空き家及び

その敷地内に散在する家財等の撤去、処分に要する経費
補助対象経費
の10／10

100千円
／物件

（2）

家財処分補助

（成約後）

空き家バンクに登録している
物件

・移住者等又は所有者に対して、空き家及びその敷地内に散在す
る家財等の撤去、処分に要する経費

補助対象経費
の10／10以内

100千円

／物件空き家マッチングチームにより
マッチングが成立した物件

・空き家マッチングチームによりマッチングが成立した移住者等又
は所有者に対して、空き家及びその敷地内に散在する家財等の撤
去、処分に要する経費

(3) 改修補助

空き家バンクに登録している

物件

・移住者等又は所有者に対して、空き家に居住するために必要な
改修に要する経費

補助対象経費

の2／3

1,000千円
／物件空き家マッチングチームにより

マッチングが成立した物件
・空き家マッチングチームによりマッチングが成立した移住者等又
は所有者に対して、空き家に居住するために必要な改修に要する
経費

(4) 購入補助

空き家バンクに登録している
物件

・移住者等に対して、空き家購入費用に要する経費
補助対象経費

の10／10以内
1,000千円

／物件空き家マッチングチームによ

りマッチングが成立した物件

・空き家マッチングチームによりマッチングが成立した移住者等に対し

て、空き家購入に要する経費

(注)1 (1)（2）の併用は不可とする。
2 (3)と(4)を併用して補助する場合は、１物件あたり(3)と(4)をあわせて1,000千円を限度とする。

※補助対象や要綱・申請書等については姫島村ＨＰよりダウンロードできます。

姫島村空き家利活用事業費補助金
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・月額1,050円

ケーブルテレビ姫島

（お問合せ）
情報センター
【TEL】 0978-87-3446

○テレビチャンネル表
1：NHK総合、2：NHKＥテレ、3：OBS（大分放送）、4：TOS（テレビ大分）、
5：OAB（大分朝日放送）、6：RKB（毎日放送）、7：TVQ（九州放送）、
8：TNC（テレビ西日本）、9：FBS（福岡放送）、
11-1：自主放送、11-2：港内監視カメラ、11-3：文字放送

※1ch2chについては、別途NHKとの契約が必要となります。
（基本料金にはNHK受信料は含まれていません。）

○ラジオチャンネル表
1：FM-NHK、2：FM福岡

基本料金

（料金（基本料金とは別途））

・月額2,100円

・ご家庭のパソコンとインターネット加入時に無料
貸し出しされるGE-PON ONUを接続すれば、
情報センター設備のサーバーを経由してインター
ネットが利用できます。

最大上下１Gbps（理論値）
メールアドレス1個

インターネット接続サービス

チャンネル

サービス内容

○自主放送サービス
・村内のイベント、行事等をニュース形式で放送しています。

○文字放送サービス
・行政情報、イベント等の告知を文字画面にて放送しています。

○港内監視サービス
・港湾・漁港9箇所に設置している監視カメラにより、港内の状況

をリアルタイムで放送しています。

○音声告知放送サービス
・J-アラートからの緊急情報や役場からお知らせ等を村内各地区

14箇所に設置している屋外拡声器と、加入時に無料貸し出しさ
れる告知端末から放送します。
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姫島ＩＴアイランドセンター
【姫島へのIT関連企業の進出】

立地表明 平成29年7月20日
（2社合同での立地表明）

（株）ブレーンネット
本 社：東京都千代田区神田神保町
業 務：システム受託開発、運用保守

ＩＴ人材育成、ＩＴ人材派遣

（株）Ruby開発
本 社：大分県東国東郡姫島村

姫島ITアイランドセンター2階
業 務：Ｗｅｂ系設計開発・請負

各種システム開発・研究開発

姫島ＩＴアイランドセンター

姫島ＩＴアイランドセンター

【姫島ＩＴアイランドセンターオフィス1・2概要】
・旧姫島小学校の理科棟をリノベーション
・120㎡×2フロアを整備
（2社入居済み）

・高速インターネット回線を整備

ITアイランド
の拠点施設
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姫島ＩＴアイランドセンターコワーキングスペース

コワーキングスペース A

リモートワークの拠点やサテライト
オフィスとして、ぜひご活用ください。

また、開発合宿や、セミナー・イベント
としてのスペース利用も可能です。

・Wi-Fi、電源、空調完備、フリーアドレス、
プロジェクター、スクリーン、プリンター、
シュレッダー、ホワイトボード等設置

コワーキングスペース 使用料

Ａ （貸切） 5,000円／日
（１日使用） 500円／日
（月額使用） 5,000円／月

B・C （お問合せ） 姫島村水産・観光商工課

【TEL】 0978-87-2279

【FAX】 0978-87-3629

使用申請場所：姫島村水産・観光商工課
開所時間：毎週月～金曜日 8:30～17:00
※土日祝、年末年始(12/29～1/3)は休館。
合宿・研修でご利用も出来ます。

コワーキングスペース B コワーキングスペース C
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（お問合せ） 姫島村水産・観光商工課

【TEL】 0978-87-2279

【FAX】 0978-87-3629

２０２０年１月より３階オフィス５部屋の入居企業を募集しています！！
ココに事業所設置の場合、県から最大１億３００万円の支援があります。

●オフィス3-1～3-3（3部屋）
広さ：30㎡ 金額：26,000円/月・共益費：1,500円/月
※3部屋をつなげて90㎡での使用も可

●オフィス3-5（1部屋）
広さ：60㎡ 金額：52,000円/月・共益費：3,000円/月

●オフィス3-6（1部屋）（入居済み）
広さ：30㎡ 金額：26,000円/月・共益費：1,500円/月

●設備
高速インターネット回線、OAフロア、空調 整備済

対象経費 補助内容

雇用奨励 新規雇用×20万円/年
（3年間）

固定資産 10％

オフィス賃料 1/3補助（3年間）

人材育成 出張24回/年（3年間）

通信回線 1/2補助（3年間）

大分県オフィス系企業誘致促進補助金

【要件】事業開始1年以内に新規雇用５名
【補助上限】１億円

【問い合わせ先】 097-506-3246
大分県企業立地推進課 企業誘致班

大分県ファーストステップ支援補助金（R2年度～）

【要件】事業開始１年以内に新規雇用１名以上
【補助上限】300万円

対象経費 補助内容

人件費（2名分まで）
人材確保に要する経費

補助対象経費の2/3＋

姫島ＩＴアイランドセンター 3階オフィス
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移住物件情報

48

位置図（S=1：25000）

ITアイランドセンター

村営中村団地

村営第２用作団地

県営住宅・
村営用作団地

48

物件



村営住宅 物件案内 （例）

【物件概要】
団地名：村営住宅 中村団地
建築年：平成4年
構 造：低層耐火2階
広 さ：約67.1㎡
家 賃：18,700～27,900/月
敷礼金：なし（退去時に畳表替等の実費相当負担あり）

上下水：上水道、下水道（トイレ水洗洋式）
ガス・電気：プロパン、九州電力、ダイプロ
駐車場：有（賃料なし）
その他：CATV、インターネット可
備 考：・サテライトオフィスに近い

・村の中心部に近い
・横に公園あり
・小学校が近い
・ペット不可（水槽も不可）

【主要施設への距離（徒歩）】
・ＩＴアイランドセンター 約 2分
・姫島中心部（役場） 約 3分
・姫島郵便局 約 5分
・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰはなだ 約 7分
・姫島フェリー乗り場 約 10分

【間取り】

２階

１階
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村営住宅 物件案内

※内装（ふすま、畳み、壁紙等）は入居時に修繕します。

玄関 風呂

トイレ 洗面台

1F和室 2F洋室

1Fダイニング

50



村営住宅 物件案内 （例）

【物件概要】
団地名：村営住宅 第二用作団地
建築年：平成7年
構 造：簡易耐火平屋建
広 さ：約53.2㎡
家 賃：15,200～22,700円/月
敷礼金：なし（退去時に畳表替等の実費相当負担あり）

上下水：上水道、下水道（トイレ水洗洋式）
ガス・電気：プロパン、九州電力、ダイプロ
駐車場：有（賃料なし）
その他：CATV、インターネット可
備 考：・近くに公園あり

・住宅と民家が離れているので静か
・村中心部から遠い
・ペット不可（水槽も不可）

【主要施設への距離（徒歩）】
・ＩＴアイランドセンター 約 17分
・姫島中心部（役場） 約 13分
・姫島郵便局 約 11分
・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰはなだ 約 8分
・姫島フェリー乗り場 約 11分

【間取り】
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村営住宅 物件案内

※内装（ふすま、畳み、壁紙等）は入居時に修繕します。

玄関 風呂トイレ
洗面台

和室1 和室2

ダイニング
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県営住宅 物件案内 ［MR-1-301］

【物件概要】
団地名：県営姫島住宅MR-1-301（村営用作団地隣接）

建築年：平成11年
構 造：中層耐火
広 さ：約60.40㎡
家 賃：19,900～29,700円/月
敷礼金：敷金あり（退去時に返還）

上下水：上水道、下水道（トイレ水洗洋式）
ガス・電気：プロパン、九州電力、ダイプロ
駐車場：有（賃料なし）
その他：CATV、インターネット可
備 考：・近くに広場あり

・村営住宅密集地（馴染みやすい）
・海、運動公園が近い
・村中心部から遠い
・ペット不可（水槽も不可）

【間取り】

【主要施設への距離（徒歩）】
・ＩＴアイランドセンター 約 15分
・姫島中心部（役場） 約 12分
・姫島郵便局 約 10分
・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰはなだ 約 7分
・姫島フェリー乗り場 約 8分
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県営住宅 物件案内 ［MR-1-301］

外観

玄関 トイレ 風呂

和室 洋室
ダイニング

リビング
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上下水道、ゴミ収集 姫島村生活環境課 TEL 0978-87-2276

ガス 小野プロパン TEL 0978-87-2315

（株）ダイプロ別杵国東販売 TEL 0978-87-2772

電気 九州電力株式会社 姫島委託営業所 TEL 0978-87-2029

CATV、インターネット 姫島村情報センター TEL 0978-87-3446

小・中学校編入 姫島村教育委員会 TEL 0978-87-2112

住宅 姫島村建設課 TEL 0978-87-2283

○自動車について

村民の多くの方が村内で自動車を所有しています。
また、対岸の伊美にも村外での移動用として、自動車を持っている方が多いです。

その他

○引っ越し手続き連絡先
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役場相談窓口

内容 部署 TEL FAX

消防･防災、選挙、自治体関係等 総務課 0978-87-2281 0978-87-3629

移住応援給付金、移住支援金、結婚祝い金、おおいた姫島ジオパーク等 企画振興課 〃 -2282 〃 -3629

税金等 税務課 〃 -2275 〃 -3629

上下水道、ごみ、畜犬登録、デポジット等 生活環境課 〃 -2276 〃 -3629

水産、観光、商工業、消費者相談、空き家関係、ＩＴ関係、海水浴場等 水産･観光商工課 〃 -2279 〃 -3629

道路、漁港、港湾の管理、村営住宅、街路灯等 建設課 〃 -2283 〃 -3629

住民票、戸籍、パスポート、福祉、年金、出生届、出産祝金、マイナンバー 等 住民福祉課 〃 -2278 〃 -3629

幼児保育、一時保育、子育て支援センター「たんぽぽ」 姫島村保育所 〃 -2049 〃 -2049

幼児教育、幼稚園預かり保育 等 姫島幼稚園 〃 -2015 〃 -2015

小学校、中学校、高校修学支援、奨学資金、放課後児童クラブ 等 教育課学校教育係 〃 -2112 〃 -3567

生涯学習、運動公園、文化財関係、公民館 等 教育課社会教育係 〃 -2113 〃 -3567

姫島丸（フェリー）、駐車場等 船舶課 〃 -2012 〃 -2012

CATV、インターネット 情報センター 〃 -3446 〃 -3629

診療、調剤、予防接種等 国民健康保険診療所 〃 -3221 0978-73-7000

健康、医療費助成、不妊治療助成、母子手帳、各種予防接種、
新型コロナウイルス関係等

健康推進課 〃 -2177 〃 -7000 

介護、高齢者相談 地域包括支援センター 〃 -3223 〃 -7000 

地域密着型介護老人福祉施設（特養）、デイサービス、訪問介護、短期入所 老人福祉施設姫寿苑 〃 -3703 〃 -7000

総合相談窓口
水産・観光商工課 TEL 0978-87-2279 FAX 0978-87-3629
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