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岡山県・備前市

備前市移住ガイド

幼児教育課

0869-64-1825

子育て支援課

都市住宅課

0869-64-2225

ハローワーク備前出張所

産業観光課

0869-64-1848

農政水産課

保育園・こども園に関するお問い合わせ

定住、移住、住宅に関するお問い合わせ

起業支援に関するお問い合わせ

備前観光協会

0869-72-1919

備前市の観光に関するお問い合わせ

0869-64-1853

子育て関連の支援制度に関するお問い合わせ

就職に関するお問い合わせ

0869-64-2340

0869-64-1831

農林、漁業に関するお問い合わせ

それぞれの未来をかたちにする

【移住相談窓口】
備前市産業部都市住宅課移住定住推進係
〒705-8602 備前市東片上 126 番地
TEL：0869-64-2225
備前市 MAP/ 備前市の魅力 / 移住支援 / 先輩移住者の声

都会に比べて決して便利で快適な生活には程遠いかもしれませんが、
医療機関や保育環境が充実し、特に子育て支援や教育環境には力を
入れています。そんな自然いっぱいの里海・里山に囲まれた環境を
求め、子育て世帯の移住者が増えています。
これから子育てを考えている方、子育て中の方は、安心安全で魅力
いっぱいの備前市で「強育移住」
（子供たちの心と体を芯から強
く育てる）を実現してみませんか。

夢・家族・ものづくり・学び等々、何かをかたちにしていく場所･･･
それが備前市です。

日本遺産に認定された
備前焼など、
備前市は伝統産業の街です。

地域の協力があり、
仕事をしながら
子育てができる環境です！

わたしたちの 街はこんな街

電車が 1 時間に 1 本。
終電も早いので
気をつけて！

高校生の子どもまで
医療費補助があって
助かります。
自家用車が無いと生活が不便です。

海も山も自然がいっぱい！
災害が少なく安心して暮らせます♪

フルーツや魚介類など、
美味しい食べ物が
たくさんありますよ！

学校給食費は補助があり、
保育料が無償化されて助かります。

備前市ってこんなところ

備前市は、岡山県南東部にある市で、東部は兵庫県に隣接しています。
瀬戸内海と小高い山々に囲まれた豊かな自然環境と温暖な気候、災害の
少なさに恵まれた土地柄です。伝統工芸の「備前焼」や日本最古の現存する
庶民教育の学校「旧閑谷学校」という２つの日本遺産に象徴される伝統と
教育のまちです。近年は自然の中の遊び場や子育て仲間と繋がれる拠点が
増え、安心してのびのびと子育てができるようになりました。

吉永 エリア

茅葺屋根の集落が残る八塔寺ふるさと村や三国渓などがある里山
の緑豊かなエリアです。商業施設などが少なく利便性にやや欠け
ますが、JR 山陽本線によって、岡山市などへの電車移動が比較
的しやすいまちです。

八塔寺
ふるさと村
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岡山県

三国出張所
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八塔寺川ダム公園

アクセス

備前 エリア

池田家墓所

一千年の伝統を誇る備前焼の里や、日本遺産に認定された旧閑谷
学校と共に伝統を感じるエリアです。国道２号線と JR 赤穂線が
通り、商業施設や文化施設、工業が集まっているまちです。

東京駅から

自動車：約 8 時間 鉄道：約 4 時間
飛行機：約 2 時間 30 分（鉄道移動含む）

市立病院

新大阪駅から

自動車：約 2 時間

保育園・認定こども園

鉄道：約 1 時間 40 分

深谷の滝

小学校・中学校・高等学校

吉永総合支所

吉永

市役所・総合支所・出張所

岡山駅から

自動車：約 50 分

368

山陽

市立吉永病院

本線

三石

鉄道：約 40 分
三石出張所

旧閑谷学校
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備前プレーパーク

日生 エリア
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備
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「晴れの国」岡山県は、降水量 1mm 未満の日数が
日本トップクラスです。

蕃山IC

250

伊里

日生
赤穂線

真魚市

海の駅

備前市総合
運動公園

日生総合支所

39

日生運動公園
市立日生病院

片上大橋

加子浦
歴史文化館

鶴海 IC
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人口

33,558 人

（男性 16,185 人 女性 17,373 人）

世帯数

15,666 世帯
( データ：2020 年 10 月末日現在 )

10月 11月 12月

鹿久居島

頭島大橋

頭島

鴻島
5

備前♡日生大橋

五味の市
曽島

182

日生諸島が浮かぶ瀬戸内海に面した海の恵みが豊富なエリアです。
漁業と海運業のまちとして栄え、牡蠣の養殖が盛んで、飲食店や
宿泊施設が市内で最も多いまちです。穏やかな瀬戸内海に面して
いるため、SUP
（サップ）
やシーカヤックなどのマリンスポーツを
する人が増えています。

寒河

鶴島

222

大多府島

0

［10 年平均］

面積

258.14

km²

医療施設

総合病院：4（うち市民病院 3）
診療所：34

小児科：6

災害

国内でも地震の少ない地域とされています。

震度 4 以上の地震観測数

19 回（全国平均 66 回）
自主防災組織率

89.5％（全国平均 84.1％）

保育機関

保育園：2 園

認定こども園：8 園

小中学校

小学校：10 校

中学校：5 校

生活情報

教育機関
高等学校：2 校 ( うち定時制 1 校）
特別支援学校：1 校

青少年教育施設：1 施設

図書館：3 館 (うち分館 2 ）
病児保育：1 施設

5,442 円
下水道料金 7,602 円

上水道料金

(2 カ月 40 ㎥使用の場合 )

コンビニ：11
スーパー：6

ホームセンター：4

大型ドラッグストア：3
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五味の市

日生漁協の市場では、早朝に水揚げされた魚が、
漁師のおかみさん達の手で威勢よく売られています。どれも獲れたて
の新鮮さで、値段も市価より格安。午前 9 時頃から市が立ちます。
冬季には特産の牡蠣も水揚げされ、大勢の人で賑わいます。

カキオコ

07

岡山のご当地グルメで、県下有数の漁獲
量を誇る日生の牡蠣がたっぷり入った
「カキ入りお好み焼き」は絶品です。
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八塔寺国際交流
ヴィラ
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築 130 年以上の江戸時代の面影を残す
建物を市の宿泊施設として改修。茅葺
屋根の下、いろりを囲んでの団らんや
五右衛門風呂など昔ながらの日本の生
活を体験しながら、美しい自然風景が
楽しめます。

の

日生

穏やかな瀬戸内海の気候に恵まれた
備前市では美味しいフルーツが沢山
栽培されています。多くの農園では、
フルーツ狩り体験もできます。

体験

様々な窯元や作家の焼き物約 40 万点が割安で販売される人気の陶器市です。
約 40 年、年に 1 度 10 月頃に行われ、2 日間で10 万人もの焼き物ファンが
訪れる人気イベントになっています。また、前夜祭として、たいまつを担ぎ、
無病息災を祈って街中を練り歩く「かべりだいまつ」が開催されます。

せ

ひな

フルーツ

旧閑谷学校は平成 27 年 4 月 24 日、
「近世日
本の教育遺産群ー学ぶ心・礼節の本源ー」
として日本遺産に認定されました。庶民の
教育を目的に寛文 10 年岡山藩主池田光政
が津田永忠に命じ閑谷学校は創立されまし
た。四季折々に色づく木々や花々が訪れる
人を楽しませてくれます。特に紅葉の季節
に赤と黄に色づく学問の木「楷」の大木は
圧巻です。

備前は、日本の六古窯と言われている瀬戸・常滑・丹波・越前・
信楽・備前のなかでも、もっとも古い窯場です。須恵器の
時代から備前焼になり、無釉焼き締めの伝統を守り続け、
一千年の間、窯の火は絶やしたことがありません。平成 29
年 4 月 28 日、「きっと恋する六古窯ー日本生まれ日本育ち
のやきもの産地ー」として日本遺産に認定されました。
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INTRODUCTION OF CHARM

豊かな自然と伝統文化が輝き
人が元気で笑顔あふれるまちです
CONTENT

備前プレーパーク森
の冒険秘密基地

08
10

八塔寺ふるさと村

瀬戸内海と島々を望む自然豊かな里山に、冒
険遊び場（プレーパーク）があります。この
遊び場のモットーは「自分の責任で自由に遊
ぶ」。一般的な公園とは違い、遊具を手作りし、
お互い様の気持ちで子どもたちを見守り、子
どもも大人も繋がり合える楽しい遊び場に
なっています。

かつて山岳仏教のメッカとして栄えた備前の高峰、八塔寺山の山頂付近には茅葺屋根の
民家が残る「八塔寺ふるさと村」があり、日本の原風景を体感できます。県内でも有数
の星空が広がり、茅葺屋根の山荘やキャンプ場など、レジャースポットとしてもおスス
メです。また、映画のロケ地にもなっています。

アウトドア

備前市はモンベルのフレンドタウンになっており、温暖な気候、穏やかな波、
多島美をサイクリングやシーカヤックで楽しむ体験は飽きる事がありません。

穏やかな 瀬戸内海 の
景色は最高！

教育

子どもたちの未来をかたちづくる教育

「わかった！」を実感できる授業づくり

かぞくの笑顔をつくる街

子育て

教育費の負担軽減

安心して子どもを育てられる環境づくり

タブレット

給食費補助

出産祝い金制度

子育て支援制度

全ての小・中学校で 1 人 1 台のタブレット PC を全
国に先駆け配備し、無線 LAN、電子黒板 ( プロジェ
クター ) も整備しています。
また、独自教材を提供、タブレットの家庭への持ち
帰りなど、学びの意欲を高め、基礎学力の向上を目
指しています。

2 人以上の子どもを扶養している
世帯に対し、2 人目は半額、3 人
目以降は全額の学校給食費の補助
金を支給しています。

備前市の次代を担う子どもへ、将来の健やかな成長を願い、
新生児 1 人につき 10 万円を出産祝い金として贈呈します。

・一時保育
・預かり保育

子ども医療費給付制度

・病児保育

18 歳までの子どもが病院などで受診された場合、通院・
入院共に医療費 ( 保険診療分 ) の自己負担額を助成します。

スクールバス

フューチャールーム（未来の教室）
子どもたちのコミュニケーション能力や発表能力など、未来に必要な力を高める
ことを目指し、全ての小・中学校にフューチャールームを整備しています。
複数の電子黒板に教材や映像を自由に映し出すことができ、移動しやすい机、椅
子を配置するのが特徴で、主体的・対話的で深い学びを促進しています。

スクールバスを校外学習や部活動
への臨時便として運行し、保護者
の負担を軽減しています。

グローバル化が進んだ社会で活躍できる力を身に付ける！
ALT の全校配置

保育料無償化
0 歳から満 5 歳の園児の保育料が無償です。
( ただし、実費部分である材料費や教材費、
一般生活費等は負担。０歳児は待機児童が出ています。)

お問い合わせ先

幼児教育課 0869-64-1825
お問い合わせ先
備前市病児・病後児保育室（市立吉永病院内）

090-7138-7377

子育て関連支援制度
・弱視等治療用眼鏡等購入費助成制度
・ファミリーサポートセンター、など
お問い合わせ先

子育て支援課

0869-64-1853

地域の子育て拠点
ー 備前エリア ー

ー 吉永エリア ー

備前プレーパーク

ー 備前エリア ー

わくわくるーむ

ー 日生エリア ー

うみっこ丸

しずちゃん家

久々井 1431-1
TEL：080-2925-1215

伊部 1455
TEL：0869-64-0087

日生町日生 639 -12
TEL：070-5425-8461

吉永町三股 26
TEL：080-5758-3375

国際化・グローバル化が進む社会に生きる子どもたちに、国際感覚や英語力を身につけるため、
全ての小・中学校に ALT を配置しています。
さらに、幼稚園、こども園、保育園全園への派遣も行っており、日常的に ALT と関わることができる
環境が整備されています。

国際交流
クレア＆ギルバートバレー町 ( オーストラリア ) やメンローパーク市 ( アメリカ ) と、隔年で中・高校生
を対象にした相互派遣を実施するほか、蔚山広域市東区 ( 韓国 ) と、隔年で小学生による相互派遣事業
を行っています。それぞれの国を訪問して学び、ホームステイによる家族ぐるみの交流をするなど、国
際感覚や語学能力などを養っています。

図書館司書の全校配置
全ての小・中学校に図書館司書を配置し、子どもたちにとって本が身近なものになり、読書活動が習慣化
されるよう、学校の図書館環境を整備しています。

仕事

やりたい事をかたちにできる街

プラス

地域が教育を支援！ まなび塾＋

備前焼、アマモ再生、旧閑谷学校、米作りなど、備前市の学校では、
郷土の文化体験や歴史について学習する際、地域住民がゲストティー
チャーになったり教材を提供したりしています。
また、市内の公民館を教室に、地域ボランティアの協力により、子供
たちの自主学習や体験学習など豊かな学びを提供する「まなび塾＋」
を開催しています。

起業・開業したい！

東京圏からの移住をサポート！

空き店舗を改装して、小売店・飲食店を営業する場合
や、新規創業で空き家等を営業所にする場合、
改修費の３分の１（限度額 100 万円）を補助します。

東京圏から移住し、岡山県のマッチングサイトで移住
支援金対象企業に就職した方、もしくは、起業支援金
の交付が決定した方に移住支援金を交付します。

お問い合わせ先

産業観光課

0869-64-1848

お問い合わせ先

都市住宅課

0869-64-2225

住宅

HOW TO

住まいの場をつくる

移住の流れ

生活体験ができる移住体験住宅を用意

STEP

1

移住先での暮らしをイメージしてみよう

2

情報を集めて相談してみよう

あなたや家族、パートナーが移住先でやりたいことや実現したい夢を
具体的にイメージすると、住む地域や仕事なども決めやすくなります！

移住体験住宅
備前市では、移住を希望される方を対象に、実際に市内で生活体験ができる場として、移住体験住宅（お試し住宅）を
用意しています。「移住を考えているが、いきなり移住は不安・・・。」という方は、利用してみてください。

STEP

■ 利用できる条件
・備前市への移住を希望している方
・移住体験住宅敷地内の維持管理を適切に実施でき
る方
・暴力団関係者でないこと

移住相談窓口に相談したり、移住セミナーに参加して現地の情報を収集しよう！
zoom、電話、メール等でもご相談をいただけます。
▶東京：NPO ふるさと回帰支援センター、とっとり・おかやま新橋館 移住・しごと相談コーナー
▶大阪：大阪ふるさと暮らし情報センター

■ 利用できる期間
1 月 6 日〜 12 月 25 日までの間で利用開始から起
算して 27 泊 28 日以内です。延長はできません。
※特別な事由によりご利用期間を制限している場合もございます。
詳しくはお問い合わせください。
※短期のご利用の場合は、備前市移住調査宿泊費補助金をご利用く
ださい。

■ 利用料
1 日 1,000 円（1 泊 2 日の場合は 2,000 円）です。
※キャンセル等による利用料の返金はいたしませんので、ご了承く
ださい。

詳しい情報はコチラから
https://www.city.bizen.okayama.jp/site/
bizen/9671.html

3

備前市に行ってみよう

STEP

4

住まい、仕事を探そう

STEP

5

備前市での新生活を楽しもう

STEP

現地に行き、地元の人と触れ合うことでリアルな生活情報を入手できます。
移住体験住宅、宿泊費補助、下見ツアーもあるので、ぜひご利用ください。

お問い合わせ先

都市住宅課

0869-64-2225

仕事は、就職・起業・就農などの選択肢があり、就職フェアもあります。
住まいる岡山、ハローワーク、岡山県しごと情報サイトを利用するのもオススメです。

住まいづくりのための補助金・助成金制度
若年者新築住宅補助

住宅リフォーム補助

50 歳未満の方が住宅を新築、建売を購入し 10 年居住
する場合、
建築費の1割 ( 限度額 100万円 ) を補助します。

改修費の 10 分の１( 限度額 20 万円 ) を補助しま
す。※転入前申請の場合、限度額が 40 万円に変更になります。

若年世帯家賃補助

空家活用促進補助

50 歳未満の若年世帯の家賃 2 分の１( 共益費等除く )
を補助します。
（1年間 )

空家 ( 中古住宅 ) を購入し 10 年居住する場合、
対象経費 ( 空家購入費及び空家購入に伴う土地購入費
【住宅用地のみ】
) の1割 ( 限度額 50万円)を補助します。

移住調査宿泊費補助
移住のための家探し、仕事探し、現地確認などを目的と
して、市内の民間宿泊施設を利用される方を対象に、
宿泊料金の一部を補助します。
（１人1泊あたり4,000円以内、
世帯の場合最大 50,000円、
単身の場合最大 24,000 円）

詳しい情報はコチラから
https://www.city.bizen.okayama.jp/site/
bizen/4290.html

お問い合わせ先

※2020 年度の制度です。制度変更が生じますのでご確認ください。

引っ越しが終わったら、近隣の方々に挨拶をしましょう。
地域に合った付き合いを心がけることで、早く地域に溶け込むことができます。

都市住宅課

0869-64-2225

私たち移住スタッフは、備前市に移住を考えている方の不安を取り除くため
に、各種相談やサポートをしています。移住希望者の様々なご要望を聞き
取り、各種支援制度の情報を提供し、ご相談への対応を行っています。
また、東京・大阪などでの定期的な移住相談会にも参加するほか、オンラ
イン相談も受け付けております。仕事や住まい、子育て環境など、いろい
ろ疑問に感じられることはお気軽にお尋ねください。
お問い合わせ先

都市住宅課 0869-64-2225

備前

日生

エリア

エリア

人に囲まれて、人と一緒に

自然に沿った

暮らしていくのが好きな方に

生活ができるところが

備前市はオススメですね！

オススメです。

NPO法人職員（放課後児童クラブ運営）

清家 彩菜 さん

東京都から移住
世帯構成：夫婦・子ども 2 人

自然環境：★★★★★

子育て環境：★★★★★

交通の便：★★☆☆☆

医療・福祉：★★★★☆

人間関係：★★★★★

生活コスト：★★★★★

子どもたちが安心して遊べる居場所づくり
備前市を選んだ理由はなんですか？

私は東京で生まれ 30 年暮らしてきたんですが、夫の転勤でまず岡山市に引っ越しました。
当時は出産したばかりで、親戚も友達もいなくて。そこで勇気を出して岡山市のプレーパークに足を
運んだのがきっかけで、備前プレーパークの会の代表の北口ひろみさんに会って、備前のプレーパー
クにも遊びに来てねって声をかけてもらいました。備前プレーパークは本物の森の中なのに、目の前に
集落や海が見えていて、そこで子どもたちが遊べるなんて！ってすごく感動して、この備前市の久々井
（くぐい）地区に移住を決めました。

備前市に住んで良かったところ、イメージと違ったところはありますか？
備前に越してきて、子育てが一度もしんどいと思ったことがないんです。人口は少ないですけど、
私と同じように備前プレーパークを目指して移住してきた人たちが何人かいて、すごく気の合う仲間
にも恵まれて一緒に子育てができたので本当に幸せでした。ここの集落に暮らすと、通うべき小学校
までは 7km あるので、スクールバスに乗って通うことになります。習い事だったり、友達と遊ぶ時に、
親が連れて行ってあげなきゃいけないっていうことは、ひとつネックなのかもしれません。

どのような仕事をしていますか？
私は備前プレーパークに自分の子育てで通って、その後スタッフとして一緒に活動す
るようになって、会の事務局を務めさせてもらいながら、小学生の放課後の居場所づ
くりというのを行っていました。そこを発端にして、今はこの久々井地区の中に放課
後児童クラブを作りました。元々はうちの子の同級生の半分ぐらいが、7km 先の小学
校の中にある放課後児童クラブに残っていたんです。今では夕方になると子どもたち
がみんな帰ってきて、にぎやかに声を上げながら遊んでいるので、その姿を見て、地
域の方たちがすごく喜んでくださいます。ありがとうって言っていただいたりもする
んですが、私としてはそうやって地域の中で子どもたちのいろんな姿を受け止めてい
ただいて、本当に感謝でいっぱいです。

イラストデザイン・縫製アトリエ

橋本 あみ さん

京都府から移住
世帯構成：夫婦・子ども 1 人

自然環境：★★★★★

子育て環境：★★★★★

交通の便：★★★☆☆

医療・福祉：★★★★★

人間関係：★★★★★

生活コスト：★★★★★

やりたい仕事ができる場所をつくる
移住のきっかけはなんですか？

私はもともと山育ちだったので、海に憧れて移住してきました。移住先に備前市を選んだ理由は、
瀬戸内国際芸術祭に近くていいなと思ったのと、父が頭島でカフェを始めていたことがきっかけです。

どのような仕事をしていますか？
私はここ、日生町にアトリエ「Little Ami」を開いて、チラシやポスター、ホームページに載せるイラストのデザインや、洋服の
お直しをしています。他にも瀬戸内のクラフト体験で、頭島に落ちているシーグラスや貝殻を使ったアクセサリーを作ったりする
ようなワークショップも行っています。私がここにアトリエを開いたとき、
すぐにお客さんが来てくれたのはとても嬉しかったです。
都会ではなかなか家で起業をしても目立ちにくいのですが、備前市だと口コミでどんどん広まっていって、こんな場所でもわざわざ
お客さんが来てくれるので、気軽に仕事を始められました。

備前市に住んでみてどうですか？
備前市は晴れの日が多いですし、気候も暖かくて過ごしやすいので、とても住みやすいと思います。街の人ともすごく楽しく
会話ができたり、世話好きな方がたくさんおられて、果物とか海の幸をもらったり、物々交換する頻度が多いということが印象的
ですね。

備前

吉永

エリア

エリア

田舎暮らしは

自分が何を大切にしたいか、

縁で繋がっているって

まずそこを知ることが

感じられます。

大切かなと思います。

農業・農家レストラン「絲（いと）」経営

池田 雄二 さん・由衣 さん
大阪府から移住
世帯構成：夫婦・猫 2 匹・ニワトリ 2 羽

自然環境：★★★★★

子育て環境：★★★★☆

交通の便：★★★★☆

医療・福祉：★★★★☆

人間関係：★★★★☆

生活コスト：★★★★☆

koti brewery（クラフトビール製造）

妹尾 悠平 さん

岡山市から移住
世帯構成：夫婦・子ども 2 人

自然環境：★★★★☆

子育て環境：★★★★★

交通の便：★★★☆☆

医療・福祉：★★★☆☆

人間関係：★★★★★

生活コスト：★★★☆☆

人と人の繋がりをつくる農家レストラン

空気中の酵母を使ったクラフトビールづくり

温暖で災害が少ない所が良いなと思った時に、岡山県が思い浮かびました。住んでいる三石には
JR 山陽本線が通っていることと、高速道路にもすぐ乗れて、関西圏からのアクセスがすごく良いっ
ていうところ、また、車で10 分も走れば、海にも山にも行けるなど、
すごい素晴らしい環境だと思っ
て備前市に決めました。

備前市の吉永町というところでクラフトビールを作っています。普通のビールとは少し違っていて、備前市の空気中から酵母を取っ
て、それを自然に発酵させて作っています。ここで作ったビールは備前市や岡山市内、北海道から沖縄まで、ここから発送して全国
の方に飲んでいただいています。

備前市を選んだ理由はなんですか？

どのような仕事をしていますか？
自然栽培という農薬や肥料を使わない方法で野菜やお米、豆などを育てています。
そこで出来た野菜をたくさんの方に味わってもらいたいなという想いで、すごくボロボロだった
空き家を改修して、1 年半かけて農家レストランとしてオープンしました。
店名の絲
（いと）
は、
この店を通じて人と人が繋がったり、
お店に来てくれた人が畑に興味を持ったり、
糸で繋がるような感じになればいいなと思って、この名前にしました。

備前市に住んで良かったところ、イメージと違ったところはありますか？
都会に住んでいた時は隣人と話をしたことがない、ということがすごく多かったです。逆に田舎はすごく人に干渉されるイメージ
があると思うんですけど、意外にそんなことはなくて、良い距離感でみなさん私たちのことを気にかけてコミュニケーションを取っ
てくださるし、温かく見守ってくださるので、人の温かさを感じてひとりじゃないんだなって思うことが出来ました。

移住の時に利用した制度はありますか？
私たちは元々、地域おこし協力隊という制度で備前市に移住してきました。地域おこし協力隊は最初
に市の方が住む場所を用意してくれているし、地域の中に入って仕事をしていくのでたくさんの人と
知り合うことが出来ます。そのおかげでレストランをオープンする時に区長さんや地域の方々のご協
力も得られたんだと思います。本当に地域おこし協力隊という制度に僕たちは助けられました。

どのような仕事をしていますか？

備前市に住んで良かったところ、イメージと違ったところはありますか？
最初にビールを作る工場を借りた時に、とてもすぐには始められる状況ではなかったんですけど、ここの地域の方々が手伝ってく
ださって、掃除をしてくれたり、片付けてくれたりして、今のこの環境があるんです。そういうところで人の優しさとか、ここの
地域の方の温かさっていうのを感じることが出来てよかったですね。イメージが違うことはあまりなくて、岡山市にいたときから
よく遊びに来ていたので、だいたい想像通りですね。

移住の時に利用した制度はありますか？
家賃補助ですね。ビールの事業が始まったばかりの時には、すごく助かりました。あと、起業する時に備前暮らしカレッジという
のがあって、そこで起業のノウハウなどを教えていただきました。その時に備前で実際に活躍されてる備前焼作家さんだったり、
地域の方だったり、そういういろいろな人と知り合えて、そこから新しいものが生まれたり、お話できたりしたというのが今にも
役立っていることです。

