
帰ってこんかな

八幡浜に帰ってきたいあなたへ
お子さんに帰ってきてほしい親御さんへ

八幡浜Ｕターンリーフレット



若い世代の方にアンケート

成人式で、地元への思いを伺いました

Q1 八幡浜のこと、
どう思いますか？

Q2 将来、
八幡浜へ帰りたいですか？

■ 大好き
■ 好き
■ 普通
■ 嫌い・その他

■ 帰りたい
■ 県内には帰りたい
■ 帰りたくない
■ 在住・その他

実際にＵターンした方に伺いました
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【2019、2020年　成人式アンケート】

八幡浜が大好き・好きという声が68％
に及ぶものの、「仕事の選択肢が少なく
て外に出ざるを得ない」との声も。
今は市外にいるけれど、いつかは八幡
浜か親の近く（県内）に帰りたいという
若者は73％という結果でした。

仕事を機に、あるいは地元で親の近くで暮らしたいから帰ってき
たという意見が多数でした。
Ｕターンにあたり、しばらく離れていたから地元の情報が分からな
い、働ける場所はあるのか、という点が多くの方に共通した不安
だったようです。

きっかけは？

・転職や就職など
・地元で暮らしたい
・子育て環境

不安だったことは？

・今の地元情報を知らない
・仕事があるのか
・都会に慣れたので飽きないか

八幡浜を離れるときにも帰ってくるときにも、「仕事」が大きなポイントとなっています

働き先の例 ①

地元のために働きたい

市役所

【正職員】
公務員試験の対策は必要ですが、従来よりも競争倍率が下がり、チャレンジしやすくなっています。

【正職員】民間企業等経験者枠（事務職）
民間企業等を経験した方を採用する枠もあります。ＳＰＩ試験はありますが、
公務員試験対策の必要な一般教養や法律・経済等の専門科目の試験がありません。

【会計年度任用職員】地域おこし協力隊
いま都市部にお住いの方なら、地域おこし協力隊という働き方もあります。
八幡浜の元気のために地域とともに積極的に活動してくれる方を募集しています。
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【事務職の競争倍率の推移】

※その他の試験区分の過去10年間の平均競争倍率
　●土木技術職 ･･････････････ 2.8倍
　●保健師 ･･････････････････ 2.7倍
　●保育士（経験者枠を除く）･･･ 8.4倍

●年齢制限…33歳まで
●試験時期…7月中旬～下旬

※詳しくは市HPをご覧ください。

●年齢制限…34歳から45歳まで　　●試験時期…7月中旬～下旬 ※詳しくは市HPをご覧ください。

＜地域おこし協力隊とは＞
人口減少等が進んだ地域に都市部等から地域外の人材を
受け入れ、地域力の維持・強化を図る総務省の制度。

●八幡浜市の実績
　令和３年３月までに計15名が活動

●主な条件・内容
・満20歳以上の方
・１年更新（最長３年）
・市の会計年度職員（パート）として任用
・活動期間中の住居・車両・ＰＣは無償貸与

※地域おこし協力隊とは別に、通常の事務補助を行う会計年度任用職員も募集しています。（年数回）

八幡浜市地域おこし協力隊

募集情報等は
市ＨＰで。
（随時募集）

一時期と比べて
競争倍率は約半分！



働き先の例 ②

みかん農家になる！

就 農

働き先の例 ③

市内の企業で働く

就 職

子の思い・親の思い Interview

八幡浜の代表産業のみかん。実家が農家の方もそうで無い方でも、研修等の補助を受けながら
みかん農業を始めることができます。代々受け継がれた地域の宝の担い手になってみませんか？

近年は人手不足等の背景もあり、市内の多くの業種で有効求人倍率が1.0倍を超えています。

研修を受けてみましょう
【研修内容】
①複数地区の農家を巡って農業スタイルの確認
 （専作・複合）　
②研修地（就農地）の決定
③研修地の支援チームから年間通じた技術を
　学びます。（１～２年）
④独立への準備（農地確保、農業経営学）

【各種補助】
※年齢等の諸条件があります
※重複して申請することができます

●農業次世代人材投資事業(準備型)
　⇒年間最大150万円(最長2年間)
●就農サポート事業補助金
　⇒月額最大6万円(最長2年間)

就農前（研修中）

農 非
非

非

●農業次世代人材投資事業(経営開始型)
　⇒年間最大150万円(最長5年間)
●就農サポート事業補助金
　⇒年間最大50万円(最長2年間)

就農後（独立後）

農 非

非

農 農家の方が対象 非 非農家の方が対象

どうやって
技術を

身に付ける？

西宇和みかん支援隊が
サポート

地元ということを活かして、
近所の農家さんにも積極的に

聞いてみましょう！

Ｕターンしようと思ったきっかけは？　
　大学進学で一度地元を離れましたが、当時は就職難の時代
だったので、資格を取れる専門学校に入学しなおそうか等、色々
悩んでいました。専門学校の入試の小論文で農家の事について
書いてしまって(笑)、改めて自分の中の農家をしたい気持ちに気
付き、農家を継ぐことに決め、八幡浜に帰ってきました。

帰ってきて困ったことはなかった？
　まだ20代前半だったので、もう少し遊びたかったという気持ち
はありました。当時は知り合いも少なかったのですが、父の勧め
もあり、青年団やソフトボールのチーム、地域の祭りへの参加を
通じて地元の人との繋がりができました。お酒が苦手なので、初
めの頃は飲み会が苦に感じることもありましたが、自分から溶け
込むことで地域の方も歓迎してくれました。

Ｕターンしてみて
　若くて体力があるうちの方が思い切って出来ることも多く、失
敗も経験でき、地域にも馴染んでいきやすく、地域の方も気軽に
絡んできてくれる気がします。

Ｕターンを相談された時のお気持ちは？　
　我が子には、人生の転機となるタイミングでは本人の好きな
事をさせようと思っており、自分で選んだ道の背中を押すように
していました。本人から農業をすると報告があったのは突然で、
ちょっともったいないなとも思いましたが、内心は嬉しかったの
で、心の底には農家を継いで欲しいという思いがあったのかもし
れません。物事をコツコツとやるタイプなので、農業には向いて
いると思っていました。

作業指導はどのように？
　比較的若い年齢で帰ってきたので、農作業の技術的なことは
特に教えなくても、周りの若手と一緒に学べていました。最初か
ら畑の一部分を任せ、実践で学んでもらいながら、時々様子を
見てアドバイスをしました。

お子さんが戻ってきてよかったことは？
　体力的な面でも助かり、私の趣味の時間が増えました。
息子が帰ってきてにぎやかになり、
家族が増えたという安心感が生ま
れ、八幡浜に帰ってきて結婚もした
ので、さらににぎやかになりました。

市内の求人状況
（2021年2月の例） 求人倍率

専門・技術職
事務職
販売職

サービス職
製造職

建設・土木職
運搬・清掃職等

3.50
0.44
1.89
2.88
1.90
4.25
0.24

Ａさん Ｕターンした年代：20代
Ｕターン後の仕事：実家の農業
以前の仕事：学生

親御さんにもお話を伺いました



利用可能な支援制度の一例を紹介

移住者住宅改修支援事業

結婚新生活支援事業

やわたはま・移住者向け仕事情報おつなぎ支援

八幡浜市移住者等無料職業紹介　通知番号　38-地-000007

や∞わーく
県外から帰ってきた方は、空き家バ
ンクを通じて購入または賃貸した家
を改修する際に、利用できる補助金
があります。

結婚を機に市内の住居へ引っ越しを
した新婚夫婦の方は、新居の住居費
や引越費用の補助を受けることが出
来ます。(最大60万円）

移住希望者と、市内の登録事業者をつなげる支援制度が
あります。

愛媛県の求人・移住情報が満載の
「あのこの愛媛」では、市内企業の
求人情報を見ることができます。

最高420万円補助!
※補助率は経費の2/3。50万円以上の改修に限ります。

※現在、市内在住の方も利用できます。

※各種支援事業には、年齢等の諸条件があります。
　詳細は下記「やわたはま移住相談窓口」にご相談ください。

相談窓口
(市役所)

登録事業者
(市内業者)

移住希望者
(求職者)

編集・発行
八幡浜市　政策推進課　

八幡浜市 政策推進課 地域づくり支援係
〒796-8501　愛媛県八幡浜市北浜１丁目1番1号
TEL：0894-21-0413
Mail：iju-shien@yawatahama-iju.com

八幡浜市への移住・定住の相談窓口

八幡浜で相談する
やわたはま移住相談窓口
移住に関する全般的な相談を、

市役所3階 政策推進課でお受けしています。

八幡浜市移住・定住支援
 ポータルサイトもご覧ください！

八幡浜市　移住　定住 検索

オンラインでのご相談も随時受付中!
八幡浜市 政策推進課 地域づくり支援係
《受付》月～金曜日 8:30～17:15
　　　（祝日・年末年始休業）
〒796-8501 八幡浜市北浜１丁目1-1
☎ 0894-21-0413
　 iju-shien@yawatahama-iju.com

■お問い合わせ先
《受付》火～土曜日 10:00～18:00
　　　（祝日・年末年始休業）
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階
☎ 080-7749-3244（直通）
　 ehime@furusatokaiki.net

親御さんからのご相談も大歓迎！

東京で相談する
愛媛ふるさと暮らし応援センター
愛媛県や八幡浜市への移住に関する相談を
専任の移住コンシェルジュが行っています。

■お問い合わせ先
《受付》水・木曜日 10:00～21:00
　　　土曜日 　　10:00～17:00
東京都渋谷区渋谷3-6-1 イースト渋谷ビル8階
☎ 0120-224-377
　 ui-ehime@crie.co.jp

ふるさと愛媛Uターンセンター
東京おしごと相談窓口

愛媛県や八幡浜市への就職に関する相談を
専任のキャリアコンサルタントが行っています。


