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  新幹線で
約1.5時間

車で
約1時間

車で
約2時間

東京

仙台山形

盛岡

226万8,356人

1.5時間最速

102万3,972世帯
（気象庁ホームページ）

東は太平洋に面し、豊かな漁場と日本三
景の一つ松島をはじめとする風光明媚な
観光地などに恵まれています。西には蔵
王・船形・栗駒などの山々が連なり四季
折々の姿を見せ、中央部には有数の穀倉
地、仙台平野が広がります。このように
海・山・川・平野が調和した自然環境が、
豊かで暮らしやすい宮城県をつくりだし
ています。
一年を通して極端に暑くなったり、寒く
なったりする日が少なく、東北の中では
降雪量も少なめです。街中では降り積
もった雪が一週間以上残ることはほとん
どありません。四季折々の気候が宮城の
美しい自然を包んでいます。

宮城県は首都東京から約300キロメートル
北東に位置しています。東北では唯一の政
令指定都市・仙台市が県庁所在地です。

東北新幹線の利用で東京～仙
台間は最速で約1時間30分。仙
台空港アクセス線により仙台空
港～仙台駅までは最速17分。
高速バスも便数が豊富で、県内
外ともに、アクセス面も優れて
います。

東京の

住宅地を取得する場合の
平均価格は

約9分の1
国土交通省によると、宮城県の住宅地の平均
価格は44,100円/㎡となっています。全国平均
が約52,600円/㎡ですから、比較的安く住宅
用地を取得できると言えるのではないでしょ
うか。ちなみに全国１位は東京都で380,900
円/㎡。宮城県なら、東京都の約9分の１程度
で住宅地を取得できるということになります。

（国土交通省「令和3年度 都道府県地価調査」）

住宅を購入し、住みはじめるとかかるのが「水
道・光熱費」。総務省の統計では、宮城県内の
「水道・光熱費」は、東京周辺地域より唯一物
価水準が高い項目。主な内容は冷暖房等で
すが、実は北海道・東北地域では最も低い値
となっています。仙台管区気象台のウェブサイ
トでは、「東北地方の中では、冬はわりあい暖
かく夏も厳しくない暑さで、一年を通じて比較
的穏やかな気候である」ということですが、
「暮らしやすい過ごしやすい」気候が、こんな
ところからもうかがい知ることができます。

（総務省統計局「消費者物価地域差指数2020年」より）

東京　 仙台

自然や文化、食材など
豊かな地域資源に満ちている宮城県。
暮らしに関わるさまざまなデータから

宮城の特長と魅力を
探してみましょう！

宮城県
データで見る

仙台市中心部から
車の移動が便利！

自然が豊かで
暮らしやすく
過ごしやすい

暑すぎず寒すぎない。
だから…。

約1時間〜2時間
程度で隣県にも！

仙台市街から山や海は車で1時間圏内の
好アクセス！県内には東北道や山形自動車
道が走っており、1時間程度で山形・岩手・
福島にも行くことができます。三陸自動車
道も全線開通し、県内の移動環境も益々便
利になってきています。仕事にもレジャーに
もアクティブな時間の使い方ができます。

東京都仙台市

最深積雪 17㎝ 6㎝
年間降水量 1,254.1㎜ 1,528.8㎜
年間平均気温 12.4℃ 15.4℃

宮城県の気候人口

交通

自然

住む

7,282.29km2面積

（令和３年12月末現在　住民基本台帳人口及び世帯数）

（令和２年国土地理院調）
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宮城は温泉大国

有効求人倍率

24位全国

13位全国 13位全国

4位を誇る作付面積全国1.26倍

749か所

157店 1,163店

（令和3年3月31日現在）

1位全国かまぼこの購入金額
（仙台市）9,964円

源泉総数

宮城県の自慢のひとつは美味しいお米！「ひとめぼれ」「ササニシキ」を生産する米どころと
して知られてきました。「米どころ宮城」から、待望の新品種として生まれた「だて正夢」。これ
までのみやぎ米にはない“もちもち”した食感と強い甘みが特徴で、「みやぎ米の夢をかな
えた、これぞ天下をとる旨さ。」をキャッチフレーズに天下一のブランド米を目指します！

東日本大震災により甚大な被害を受けた宮城の水産業は、おおむね
震災前の水準まで回復し、全国屈指の地位に戻りつつあります！

伊達政宗にゆかりのある秋保温泉や鳴子温泉、作並温泉、青根温
泉…など風情ある温泉場が各地に数多く点在します。
観光地の旅館やホテル、気軽に入れる共同浴場や長期滞在向け
の湯治場など、自分に合った温泉の楽しみ方があります。

百貨店、総合スーパー数

仙台市中心部の最新商業施設はもちろん、映画館を併設し
た郊外型の大型商業施設やショッピングモール、スーパー、
コンビニなど多彩なショッピングが楽しめます。

コンビニエンスストア数

※新規学卒者除きパートタム含む
（令和2年12月）

353,400トン米の収穫量は （令和３年産）

64,600ha（令和３年産）

データで見る宮城県

1位全国パプリカ収穫量1,441トン

せり収穫量 1位全国443トン

2位全国18,800トン大豆収穫量

1位全国水産物調理食品
（冷凍食品）生産量17,320トン

宮城県は豊かな自然に囲まれ
海・山・大地の育む多彩で
豊富な食材に恵まれています！

世界三大漁場のひとつ「三陸沖」に面した全国屈指の水産県！ 

その他にもみやぎには
全国に誇る食材がたくさん！

仕事

観光

農林水産

生活

全国平均  全国で1.16倍
（厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」より）

（経済産業省「2020年商業動態統計年報」）

（平成30年産）
（農林水産省　地域特産野菜生産状況調査より）

（平成30年産）
（農林水産省　地域特産野菜生産状況調査より）

（令和２年産）
（農林水産省　作物統計より）

マグロ類漁獲量22,062トン 2位全国

カツオ漁獲量32,045トン 2位全国

ギンザケ養殖生産量14,179トン 1位全国

ワカメ養殖生産量18,309トン 1位全国

カキ養殖生産量21,406トン 2位全国
（令和元年） （農林水産省　漁業・養殖業生産統計より）

（総務省　家計調査より）

（令和２年） （農林水産省　水産加工統計調査より）
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南三陸町

女川町
美里町

涌谷町

加美町

色麻町

大衡村

大郷町大和町

利府町

七ヶ浜町

松島町

山元町

亘理町

丸森町

川崎町

柴田町

村田町

大河原町
七ヶ宿町

蔵王町

富谷市

大崎市

東松島市

栗原市

登米市

岩沼市

多賀城市

角田市

名取市

白石市

気仙沼市

塩竈市

石巻市

仙台市

県北エリア

世界農業遺産
「大崎耕土」が広がる

温泉天国

仙台エリア

仙台中心部まで
アクセス30分圏内

三陸エリア

水産業を中心に
あらたなまちづくりが進む

県南エリア

蔵王連峰のふもと
風光明媚な景色が広がる

宮城県は東京から300km北東に位置。
東側は太平洋に面し、西には蔵王・船形・栗駒などの
山々が連なり、中央部には日本有数の穀倉地
『仙台平野』が広がります。
そんな地形の多彩さが、エリアによって違う
魅力的な特色をもたらしました。
四季折々に美しく雄大な自然環境と、点在する温泉。
そして仙台の洗練された都市機能。
ウィンタースポーツも盛んです。

宮城県の4つのエリア
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宮城の最北エリアには岩手と秋田にまたがる名峰「栗駒山」がそ
びえ、秋には山全体が茜色に染まるみごとな情景に包まれます。
山の麓にはのどかな田園風景が広がり、そういった自然の恩恵を
受けた新鮮な農産物が採れます。
肥沃な土地柄から『米どころ』と言われる大崎地方には、江合川
（荒雄川）が流れ、その上流には全国的に有名な『鳴子温泉郷』が
あります。「鳴子温泉」「東鳴子温泉」「川渡温泉」「中山平温泉」
「鬼首温泉」の5か所の温泉地からなる一大温泉郷で観光資源で
もあります。
登米市・栗原市にまたがる「伊豆沼・内沼」や大崎市の「蕪栗沼」
は渡り鳥の聖地となっています。ラムサール条約の登録湿地でも
あり、全国からプロ・アマ写真家が訪れます。
加美町のほぼ中央には、宮城県立自然公園船形連峰に含まれる
『薬莱山（やくらいさん）』があり、山麓にはスキー施設、レジャー
施設、産直施設などがあり、国内有数の音響を誇る文化施設バッ
ハホールもあります。
県北エリアには多くの企業が集積しており、自動車関連、電子部
品、住宅資材関連、食品関連工場など働く場が幅広くあります。
また、子育て支援に積極的な自治体も多く、それぞれが独自の取
り組みを行っています。

名峰「栗駒山」に代表される雄大な自然
農業・畜産業が盛んな『米どころ』

教育資料館（登米市）

伊豆沼の白鳥（登米市・栗原市）

鳴子温泉（大崎市）

田園風景（栗原市）

https://www.city.tome.miyagi.jp/
shisejoho/ijuteju/index.html

▶移住に関するページ

宮城県登米市迫町佐沼字中江2-6-1
〒987-0511
☎ 0220-23-7331
■登米市 まちづくり推進部 
　観光シティプロモーション課

登米市 色麻町

加美町

涌谷町

美里町

栗原市

大崎市

 HP https://www.city.tome.miyagi.jp/

宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41
〒981-4122
☎ 0229-65-2127
■色麻町 企画情報課

 HP http://www.town.shikama.miyagi.jp/1.html

https://www.town.kami.miyagi.jp/
kurashi_tetsuzuki_ijuu/ijuu_teijuu/index.html

▶移住に関するページ

宮城県加美郡加美町字西田三番5
〒981-4292
☎ 0229-63-5611
■加美町ひと・しごと推進課

 HP https://www.town.kami.miyagi.jp/

http://www.town.wakuya.miyagi.jp/
kurashi/teijyu.html

▶移住に関するページ

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153-2
〒987-0192
☎ 0229-43-2119
■涌谷町 まちづくり推進課
　まちづくり推進班

 HP http://www.town.wakuya.miyagi.jp/

宮城県遠田郡美里町北浦字駒米13
〒987-8602
☎ 0229-33-2180
■美里町 まちづくり推進課

宮城県大崎市古川駅前大通り2-4-5-1F

■おおさき移住支援センター
　「cu:rus（くーらす）」

宮城県大崎市古川七日町1-1
〒989-6188

〒989-6162

☎ 0229-23-2129

☎ 0229-25-4493

■大崎市 市民協働推進部 政策課

 HP https://www.city.osaki.miyagi.jp/

 HP https://osaki-ijyu-support.jp/

https://www.kuriharacity.jp/
welcome/index.html

▶移住に関するページ

宮城県栗原市築館薬師1-7-1
〒987-2293
☎ 0228-22-1125
■栗原市 企画部 企画課
　定住戦略室 定住戦略係

 HP https://www.kuriharacity.jp/

http://www.town.misato.miyagi.jp/
07kurashi/2011-0825-1006-33.html

▶移住に関するページ

 HP http://www.town.misato.miyagi.jp
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※「オルレ」とはその土地の自然・歴史・文化などを身近に感じながらマイペースで楽しむトレッキングです。

東松島市から気仙沼市まで続く沿岸部の「三陸エリア」は、古くか
ら豊かな海の恵みを生かした暮らしや文化が育まれてきました。
三陸の沖合は親潮と黒潮が交わる潮境が広がる、世界三大漁場
の一つであり、日本有数の水産物の供給地です。また、入り江が複
雑に入り組んだリアス式地形となっているため、湾内は牡蠣やホ
ヤ、ワカメといった養殖に適し、重要な地場産業にもなっています。
東日本大震災で、水産業は甚大な被害を受けましたが、国内外か
らの支援と関係者の努力で復興が進み、おおむね震災前の水準
まで回復し、全国屈指の地位を回復しつつあります。
「海のまち」の活気が感じられる新スポットも誕生しており、幸せの
鐘などを設置した南三陸の新名所「北の恋人岬」、石巻の中心市
街地にできた「いしのまき 元気いちば」では、鮮魚、水産加工品、
地元の農産品や特産品の販売を中心に、ショッピングや食事も楽
しめる観光スポットとなっています。
2018年10月には気仙沼市と東松島市において宮城初のオルレ※コ
ース「気仙沼・唐桑コース」「奥松島コース」が誕生し、県内外から
の誘客を図っています。
一次産業である漁業・農業はもちろん、水産加工業、地元ならでは
の「食」に関する仕事、「復興ツーリズム」などの観光業など、日々
新しい『働く場の可能性』が生まれているエリアです。

活気ある「漁業」の復興と
新しい文化が育まれる海のまち

いしのまき元気いちば（石巻市）

奥松島オルレコース（東松島市）

袖浜海岸（南三陸町）

気仙沼湾（気仙沼市）

石巻市

気仙沼市

南三陸町

女川町

東松島市

http://ishinomaki-iju.com/
▶移住に関するページ

宮城県石巻市穀町14-1
〒986-8501
☎ 0225-95-1111（代表）
■石巻市 復興企画部
　SDGs移住定住推進課

 HP http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
　　 index.html

宮城県石巻市中央二丁目10-2
新田屋ビル1階

〒986-0822

☎ 0225-98-9969
■石巻まちのコンシェルジュ

 HP https://www.facebook.com/
　　hagukumi.ishinomaki/

宮城県気仙沼市南町海岸１－１１
気仙沼市 まち・ひと・しごと交流プラザ２F

〒988-0018
☎ 0226-25-9119
■気仙沼市移住・定住支援センター
　MINATO

 HP https://www.minato-kesennuma.com/

宮城県東松島市矢本字上河戸36-1
〒981-0503
☎ 0225-82-1111（代表）
■東松島市 復興政策部 復興政策課

 HP https://www.city.higashimatsushima.
　　miyagi.jp/index.cfm/1,html

宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1-1
〒986-2265
☎ 0225-54-3131
■女川町 企画課

宮城県気仙沼市八日町1-1-1
〒988-8501
☎ 0226-22-6600（内線314）
■気仙沼市　震災復興･企画部
　震災復興・企画課

 HP http://www.kesennuma.miyagi.jp/

宮城県本吉郡南三陸町
志津川字沼田101

〒986-0725
☎ 0226-25-9552
■南三陸町 移住・定住支援センター

 HP http://www.minamisanriku-iju.jp/

宮城県本吉郡南三陸町志津川
字沼田101

〒986-0725
☎ 0226-46-1371
■南三陸町 企画課

 HP https://www.town.minamisanriku.
　　miyagi.jp/

 HP https://www.town.onagawa.miyagi.jp/
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北は日本三景「松島」がある松島町から、南はホッキ貝で有名な山
元町まで、広域でまちの特色も違う「仙台エリア」。
松島・塩竈近郊は屈指の景勝地として歴史や文化的スポットが点
在し、国内外から多くの観光客が訪れる、観光の拠点でもあります。
県のほぼ中央に位置する内陸のエリアでは伝統的な農業の他、先
端技術産業や自動車関連の企業進出により、多くの雇用が生まれ
ています。
仙台市は約109万人が暮らす大都市で、行政、地元企業や全国企
業の東北支社、大学・専門学校などが集中し、東北の経済の中心と
なっています。近年はIT企業の進出もめざましいものがあります。
仙台市に隣接している市町村では、住環境とアクセスの快適さを含
めて「子育て支援」に力を入れているところが多くあります。
名取から岩沼、亘理、山元の沿岸部は比較的温暖な気候で雪も少
なく、自然豊かで住みやすいまちとしてファミリー向けの支援も多く
行っています。いちごや仙台せりなどの「特産野菜」の産地でもあり
ます。
仙台中心部から車で約30分圏内で行き来できる利便性の高いエリ
アなので、自分に合う風土、暮らしの条件に合う住環境を見つけてく
ださい。

杜の都「仙台」から車で約30分圏内
商業、貿易の拠点でありながら自然も豊か

郷郷ランド（大郷町）

亘理いちご（亘理町）

多賀城跡あやめ園（多賀城市）

仙台城跡からの眺め（仙台市）

仙台市

塩竃市

名取市

多賀城市

岩沼市

富谷市

亘理町

山元町

松島町

七ヶ浜町

利府町

大和町

大郷町

大衡村

宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1〒980-8671

☎ 022-214-1245
■仙台市 まちづくり政策局 政策企画課

 HP https://www.city.sendai.jp/

宮城県塩竈市旭町1-1〒985-8501

☎ 022-355-5631
■塩竈市 総務部 政策課

 HP https://www.city.shiogama.miyagi.jp/

宮城県名取市増田字柳田80〒981-1292

☎ 022-724-7182
■名取市 企画部 なとりの魅力創生課

 HP http://www.city.natori.miyagi.jp/

宮城県多賀城市中央2-1-1〒985-8531

☎ 022-368-1141
■多賀城市 企画経営部 企画課

 HP https://www.city.tagajo.miyagi.jp/index.html

宮城県岩沼市桜一丁目6-20〒989-2480

☎ 0223-23-0386
■岩沼市 総務部 地方創生推進課

 HP https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/

宮城県富谷市富谷坂松田30〒981-3392

☎ 022-358-0517
■富谷市 企画部 企画政策課

 HP http://www.tomiya-city.miyagi.jp

宮城県亘理郡亘理町字悠里１番地〒989-2393

☎ 0223-34-0505
■亘理町 企画課

 HP https://www.town.watari.miyagi.jp/

http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/site/kosodate/36.html▶移住に関するページ

宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山32〒989-2292

☎ 0223-36-9835
■山元町 子育て定住推進課

 HP http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/

https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/12,html▶移住に関するページ

宮城郡松島町高城字帰命院下一19-1〒981-0215

☎ 022-354-5702
■松島町 企画調整課

 HP https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/

宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1〒985-8577

☎ 022-357-2117
■七ヶ浜町 政策課

 HP https://www.shichigahama.com/

宮城県宮城郡利府町利府字新並松4〒981-0112

☎ 022-767-2120
■利府町 経済産業部 商工観光課

 HP http://www.town.rifu.miyagi.jp/

▶移住に関するページ

宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば1-1-1〒981-3680

☎ 022-345-1115
■大和町 まちづくり政策課

 HP https://www.town.taiwa.miyagi.jp/

宮城県黒川郡大郷町粕川字西長崎5-8〒981-3592

☎ 022-341-3061
■大郷町 復興定住推進課

 HP http :// www.town.miyagi-osato.lg.jp/

宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62〒981-3692

☎ 022-341-8510
■大衡村 企画財政課

 HP http://www.village.ohira.miyagi.jp/

https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kurashi/iju/teiju/index.html
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地域の西部に位置する蔵王連峰は，県南エリアを代表する山々
で、冬の風物詩「樹氷」や蔵王エコーラインの「雪の壁」、初夏には
まばゆい新緑や高山植物、錦秋の紅葉などの雄大な自然が味わ
えます。温泉も豊富で「小原温泉」「鎌先温泉」「遠刈田温泉」「青
根温泉」など風情のある名湯が古くからあります。また、キャンプ
場や雪質の良いスキー場が多く、一年を通してレジャーを楽しむ
ことができます。
伊達家の重臣・片倉小十郎が居城とした「白石城」や村田町の
「蔵の町並み」などの歴史的観光資源や、桜の名所の白石川堤
「一目千本桜」を目当てに、全国から多くの観光客が訪れます。地
域の東部には、東北で第２の長さを誇る一級河川「阿武隈川」が
流れる平野が広がっており、肥沃な耕地では様々な農産物が生
産されています。それらを運んだ舟運の歴史を現在に伝える「阿
武隈ライン舟下り」では、四季折々の美しい風景を眺めることが
できます。
東北新幹線やＪＲ東北本線が走り、首都圏や仙台からのアクセス
も良好であり、また、「あぶ急」の愛称で親しまれている阿武隈急
行は、沿線の町を歩く「あぶＱウォーク」など様々なイベントを企
画しており、地域の魅力を感じることができます。
米や野菜、果樹などの農産物の生産のみならず電子機器・機械
部品製造などの工業やサービス業も盛んで、第一次産業から第
三次産業まで多様な働き方が可能です。
各自治体では、子育てや住まいの支援も充実しており、移住相談
窓口も設けられていますので、ぜひ、県南エリアで自分らしい移
住先をみつけてください。

蔵王連峰と阿武隈川の雄大な自然
農業と製造業が盛んで穏やかな風土

白石城（白石市）

白石川堤一目千本桜（大河原町・柴田町）

遠刈田温泉 神の湯（蔵王町）

長老湖（七ヶ宿町）

白石市 村田町

柴田町

川崎町

丸森町

角田市

http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/site/tju/▶移住に関するページ

宮城県白石市大手町1-1〒989-0292
☎ 0224-22-1327
■白石市 市民経済部 まちづくり推進課

 HP http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/

■白石市移住交流サポートセンター「109-one」

宮城県白石市字東小路109-1〒989-0253
☎ 0224-26-6201
 HP http://109-one.com/

http://www.town.murata.miyagi.jp/
teijyu/index.html

▶移住に関するページ

宮城県柴田郡村田町大字村田字迫6
〒989-1392
☎ 0224-83-2113
■村田町 まちづくり振興課

 HP http://www.town.murata.miyagi.jp/

http://www.kawasaki-miyagi.sakura.ne.jp/iju/
▶移住に関するページ

宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁175-1
〒989-1592
☎ 0224-84-2117
■川崎町 地域振興課

 HP http://www.town.kawasaki.miyagi.jp/

宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山238-7

■みやぎ川崎 SPRING

〒989-1503
☎ 0224-51-8789

 HP http://www.kawasaki-spring.com/

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
〒981-2192

☎ 0224-51-9905
■丸森町 子育て定住推進課

 HP http://www.town.marumori.miyagi.jp/

宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田
字土手下102　丸森駅舎内

■まるもり移住・定住サポートセンター「じゅーぴたっ」

〒981-2103

☎ 0224-87-7837

http://www.city.kakuda.lg.jp/life/sub/10/28/146/
▶移住に関するページ

宮城県角田市角田字大坊41
〒981-1592
☎ 0224-63-2112
■角田市 総務部 まちづくり政策課

 HP http://www.city.kakuda.lg.jp/

宮城県柴田郡柴田町船岡中央2-3-45
〒989-1692
☎ 0224-54-2111
■柴田町役場 まちづくり政策課

 HP https://www.town.shibata.miyagi.jp/

蔵王町

七ヶ宿町

大河原町

宮城県刈田郡蔵王町
大字円田字西浦北10

〒989-0892
☎ 0224-33-2212
■蔵王町 まちづくり推進課

 HP https://zao-iju.jp/

宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字小妻坂71-1

■蔵王移住相談室

〒989-0916
☎ 0224-26-6115

 HP http://zao-fukusi.jp/iju/

宮城県柴田郡大河原町字新南19
〒989-1295
☎ 0224-53-2112
■大河原町 企画財政課

 HP https://www.town.ogawara.miyagi.jp/

宮城県刈田郡七ヶ宿町字関126〒989-0592

☎ 0224-37-2194
■七ヶ宿町 ふるさと振興課

 HP https://town.shichikashuku.miyagi.jp/

■七ヶ宿くらし研究所／移住定住支援センター

宮城県刈田郡七ヶ宿町字田中道下39-2〒989-0632

☎ 0224-26-6933
 HP http://shichikashuku-miyagi.co.jp

 HP https://ju-pita.com/
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市町村「こんな人にちょうどいい」 一覧
エ
リ
ア

こんな人にちょうどいい

●農業・畜産業に興味がある方
●子育ての環境を充実させたい方
●自然が好きな方

●自然が好きな方
●充実した環境で子育てをしたい方
●地域や人とのつながりを求めている方

●多泉質の温泉を楽しみたい方
●水田農業に興味がある方
●歴史・伝統工芸に興味がある方

●自然に囲まれた生活、子育てを希望される方
●農業に興味がある方
●「まちづくり」への参加に興味がある方

●充実した子育て環境をお探しの方
●アウトドアを楽しみたい方
●音楽を味わう・奏でる・支えるのが好きな方

●子育て・福祉環境を充実させたい方
●味わい深いお米・新鮮な野菜を楽しみたい方
●悠久の黄金文化に興味がある方

●農業に興味がある方
●公共交通機関をよく利用する方
●起業を考えている方

●海が好きな方
●出産・子育てを考えている方
●マンガが好きな方

●海も山も川も。ゆったりと暮らしたい方
●まちのためにスキルを活かしたい方
●人と人とのつながり　ぬくもりを大切にしたい方

●山も海も両方楽しみたい方
●自分の可能性を見つけたい方
●街づくりに興味がある方

●色んなことにチャレンジしたい方
●自然と街中どちらも楽しみたい方
●スポーツやイベントが好きな方

●寿司に目が無い方
●のびのびと子どもを育てたい方
●島遊びを楽しみたい方

●日常の利便性も高く，アクセスも便利な場所に住みたい方
●自然環境豊かなまちで生活したい方
●子育てに力を入れているまちで子育てをしたい方

●歴史が好きな方
●身近に文化・芸術を感じて暮らしたい方
●通勤・通学の便が良いところに住みたい方

●通勤・通学に便利なところに暮らしたい方
●子どもとの生活を楽しみたい方
●都会と田舎のちょうどいいところに住みたい方

●利便性が高く、住みごこちの良い環境で暮らしたい方
●保育施設や子育て支援が充実した環境で暮らしたい方
●地域コミュニティ活動やまちづくりに興味のある方

●海・山・川の自然を楽しみたい方
●充実した子育て支援・環境を望む方
●温泉が好きな方

●子育ての環境を充実させたい方
●季節のイベントを楽しみたい方
●農業や漁業に関わりたい方

●風光明媚な土地で暮らしたい方
●スポーツやアウトドアが好きな方
●歴史文化に興味がある方

●海が好きな方
●コミュニティを大切にしたい方
●穏やかな気候で暮らしたい方

●充実した子育て支援・教育環境を望む方
●適度な自然・買い物・医療環境を望む方
●暮らしやすさ＋ワクワク感の住環境を望む方

●海や山が好きな方
●交通の便が良いまちに住みたい方
●穏やかな気候を好む方

●海と山の近くで暮らしたい方
●新鮮な魚介類を楽しみたい方
●街づくりに関わりたい方

市町村

登米市 20

23

27

30

32

36

38

40

43

47

51

栗原市

大崎市

色麻町

加美町

美里町

涌谷町

石巻市

気仙沼市

東松島市

女川町

県
北
エ
リ
ア

三
陸
エ
リ
ア
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ページ
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岩沼市 68

71

73

76

79

82

84

57

60

63

65

富谷市

亘理町

山元町

利府町

七ヶ浜町

松島町

仙台市

塩竈市

54南三陸町

名取市

多賀城市

仙
台
エ
リ
ア

三
陸
エ
リ
ア
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●仙台都市圏で仕事したい方
●あんしんして子育てをしたい方
●自然豊かな環境で生活を楽しみたい方
●マイホームを持ちたい方
●豊かな自然の中で暮らしたい方
●旅行が好きな方

●子育て中の方
●農業を始めたい方
●マイホームを持ちたい方

●交通アクセスが気になる方
●充実した子育て環境を求めている方
●温泉や景勝地など自然豊かな場所を探している方

●宇宙・ロケットが好きな方
●スポーツ・ウォーキング・体を動かすことが好きな方
●田舎暮らし初心者の方～田舎過ぎず都会過ぎず～

●温泉が好きな方
●アウトドアスポーツを楽しみたい方
●自然に囲まれて暮らしたい方

●四季の変化を感じながら暮らしたい方
●充実した子育て支援・住宅環境を望む方
●人と人とのつながりを大切にしたい方

●一目千本桜と暮らしたい方
●買い物しやすいまちに住みたい方
●学校、病院、駅、官公庁の近くに住みたい方

●充実した環境で子どもを育てたい方
●都会に近い田舎で暮らしたい方
●歴史ある郷土で暮らし学びたい方

●花が好きな方
●自然も利便性も両方を求めている方
●仙台市及びその近郊で仕事をしたい方

●ふらっと仙台市に行きたい方
●自然・農業・温泉が好きな方
●子育て支援を重要視する方

●自然とふれあいながら子育てしたい方
●起業したい方
●アウトドアが好きな方

掲載
ページ
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蔵王町 99

102

106
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117
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七ヶ宿町

白石市

角田市

大河原町

村田町
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川崎町

大和町

大郷町
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