
 

 

  2 0 2 1 年 4 月 7 日 

西日本旅客鉄道株式会社 

高 島 市 

南 丹 市 

丹 波 篠 山 市 

 

「JR西日本×沿線自治体」 共同プロジェクト 

おためし地方暮らし 

～ 仕事はそのまま、ローカルに暮らし、ときどき出社 ～ 

あなたに合った暮らしさがしの旅を、JR西日本と沿線自治体がお手伝いします 

 

西日本旅客鉄道株式会社（大阪市北区、代表取締役社長：長谷川 一明、以下「JR 西日

本」）は、沿線自治体をはじめとした地域の皆様との協働により、西日本エリアの活性化に向けた取り

組みとして、2021年 6月より「おためし地方暮らし」プロジェクトを始めます。 

地方居住への関心の高まりに着目し、「テレワークと出社を組み合わせつつ、京都・大阪・神戸市内

の職場にお勤めの方」を含むご家族を対象に、「仕事はそのまま、ローカルに暮らし、ときどき出社」という

新しいライフスタイルをご提案します。地方居住にご興味を持たれながらも、不安・悩みを抱える「ご家

族」を対象に、1 か月以上のおためし暮らしを通して、地域との相性を確かめていただくことが可能です。

魅力的なひと・文化・地域資源が散りばめられた西日本ならではの、都会と地方、良いところ取りの新た

なライフスタイルを是非体感してください。 

 

Ⅰ．概要 
１ 概要 西日本エリア内の「滞在エリア」（※表中「３」参照）に居住して、鉄道サブスクサービス

を利用しながら、「都市圏の仕事を持ちながら地方居住」を体感する機会を提供します。 

２ 対象者 ・京都・大阪・神戸市内へ通勤される方を含むご家族 

・大人 2人以上の参加が条件、お子様の有無は問いません 

３ 滞在エリア ・兵庫県丹波篠山市、京都府南丹市、滋賀県高島市 

・応募の際に、ご希望の滞在エリア・住居をお選びいただきます 

・各滞在エリアの魅力に関する情報は公式ホームページをご覧ください 

（「Ⅲ.今後の情報発信」を参照） 

４ 参加期間 【短期】 2021年 6月１日(火)～2022年 3月 31日(木)のうち、 

1 ヶ月～3 ヶ月間（月単位） 

【長期】 2021年 6月１日(火)～2022年 3月 31日(木)の 10 ヶ月間 

５ 応募期間 2021年４月７日(水) ～ 2021年 4月 28日(水) 

６ 募集数 各滞在エリア 5組程度 

 



 

Ⅱ．参加者に対する支援 
１．住まい（賃貸） 

・ 地元の皆様のご協力により、おためし地方暮らしを体感いただく賃貸の住まいをご用意しております。 

短期・長期のプランによって、利用できる住まいが異なります。詳細は公式ホームページでご確認ください。 

・ 丹波篠山市に滞在の場合、丹波篠山市から、滞在支援金（月額利用料の 2分の１の額、上限 30,000

円）および移動支援金（居住地から滞在住まいまでの 1回分の往復交通費の２分の１の額、上限

3,000円）の助成が受けられます。 

・ 南丹市、高島市は、2021年度途中に、各市から「おためし暮らし物件」が提供される予定です。 

 

２．家具・家電 

・ 短期向けの住まいには、最低限の家具・家電が備わっています。 

・ 長期向けの住まいには、家具・家電のご用意はございません。 

 

３．鉄道サブスクサービス（概要） ※詳細なご利用条件は別途ご案内します 

・ 支援対象者は京都・大阪・神戸市内に通勤される方であり、各世帯２名までとします。 

・ 丹波篠山市または南丹市に滞在の場合は、指定区間(※1)の乗車に関する「定額 3,000円／月の特急

料金サブスクサービス」(※2)を提供します。通勤等の際に特急列車をご利用いただけます。 

毎月、予め 3,000円をお支払いいただいた上で、J-WEST チケットレス(※3)で特急列車を利用いただくと、

翌月末までに「J-WEST チケットレスの購入金額」(※4)を ICOCA ポイントで還元します。 

※1 指定区間は、【丹波篠山市】 ①JR篠山口駅～JR大阪駅または尼崎駅、②JR園部駅～JR京都

駅、【南丹市】 JR園部駅～JR京都駅です 

※2 運賃は別途ご負担となります 

※3  J-WEST チケットレス：https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/tokutoku/jwest_ticketless/  

※4  利用回数の上限 月 20回分までが対象になります 

・ 高島市に滞在の場合は、指定区間(※5)の乗車に関する「定額 7,000円／月の運賃サブスクサービス」を提

供します。 

毎月、予め 7,000円をお支払いいただいた上で、指定区間を ICOCA で乗車(※6)されると、翌月末までに

利用金額(※7)を ICOCAポイントで還元します。 

※5  指定区間は、高島市内の JR駅(住まい最寄駅)～大阪市内の JR駅(勤務地最寄駅)および京都

駅です。ただし、新幹線はご利用いただけません 

※6  SF(カード残額)を使用した乗車が対象となります。定期券での乗車は対象外です 

※7  利用回数の上限 月 20回分までが対象になります 

丹波篠山市 【短期】 南丹市 【短期】 南丹市 【長期】 高島市 【長期】 

福住の古民家 

月額 50,000円 

コワーキングも使える 

月額 90,000円 

全面リフォーム済の古民家 

月額 97,000円 

城下町古民家 
 

 

 

 

 
 

月額 43,000円 

丹波篠山市 【長期】 南丹市 【短期】 高島市 【長期】  

山々を見渡せる家 

 

 

 

 

 

月額 78,000円 

元造り酒屋の古民家 
 
 
 
 

 
月額 30,000円 

琵琶湖湖岸に好立地 

月額 50,000円 

 

https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/tokutoku/jwest_ticketless/


 

４．モバイルWi-Fiルーター 

・ ご希望される世帯に、モバイルWi-Fi ルーターを１台無償貸与します。 

   ※毎月のデータ使用量は 100GB までとなります 

 

５．レンタカー 

・ ご希望される方に、「JR西日本レンタカー＆リース株式会社」より、レンタカー特別プランをご用意します。 

   ※利用料金： K クラス（定員 4名） 月額 23,500円（税込） 

S クラス（定員 5名） 月額 28,500円（税込） 

※補償形態： 保険等による補償あり（免責補償制度、NOC サポート等は別途オプション） 

（詳細はリンク先参照 https://www.ekiren.com/outline_1#outline_1_4） 

   ※利用期間： 住まいの賃貸期間に準じます（ご利用は月単位） 

 

６．ワークプレイス 

・ 地域の皆様のご協力により、リモートワークが可能なワークプレイスをご紹介します。 

運営者の方々も、参加者のおためし地方暮らしを応援しています。 

 
[ 丹波篠山市 ] 
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 [ 高島市 ]  

   

  

 

 

 

 

 

 

７．移住相談窓口 

・ 自治体や地元の皆様のご協力により、 地域の魅力やコミュニティなど、幅広い相談が可能です。 

 CONOTE（コノ―ト） 
施設形態 コワーキング（一般向けには未開放 [現時点] ） 
所在地 丹波篠山市二階町 18-1 
アクセス 篠山口駅から車で 13分 
運営者 株式会社 NOTE 

（JR西日本イノベーションズの出資先） 
営業時間 平日土日祝 10:00～18:00 (要事前連絡) 
特徴 FREE Wi-Fi、複合機(有料)、キッチン利用、 

コーヒーサーバー 
利用料 [本施策向け特別プラン] 

コワーク：400円/日、貸し会議室：1,000円/時 

 Soi（ソイ）南丹市起業支援サテライトオフィスセンター 
施設形態 サテライトオフィス・コワーキングスペース 
所在地 園部町南八田中山 17（あかまつの丘西本梅３階） 
アクセス 園部駅から車で 15分 
運営者 株式会社ブイ・クルーズ 
営業時間 平日 10:00～19:00 
特徴 FREE Wi-Fi、モニター、複合機(有料) 
利用料 1,200円/日 

 wacca（ワッカ） 
施設形態 コワーキング・コミュニティスペース 
所在地 高島市新旭町深溝 901 
アクセス 新旭駅から車で 6分 
運営者 たかしまじかん 
営業時間 不定休 9:00～15:30 (受付 ～14:30) 

特徴 
FREE Wi-Fi、複合機(有料)、1 ドリンク付、 
150 インチ スクリーン・プロジェクター(有料) 

利用料 550円/日 

https://www.ekiren.com/outline_1#outline_1_4


 

Ⅲ．今後の情報発信 
１．無料オンラインセミナー 

 【 日  時  】 2021年 4月 21日(水) 18：30～20:00 

【  ツール  】 Zoom のウェビナーを使用します 

【 内  容  】 新たな移住のカタチ?!JR西日本と「おためし地方暮らし」を考える 

３エリアからゲストをお招きして、各滞在エリアの魅力を語りつくします！ 

【参加方法】 ①公式ホームページのご登録フォーム（=メルマガ登録）からご登録 

  ②Peatix イベントページからご登録（「移住」「地方暮らし」で検索してください） 

【ゲストご紹介】 

 

 北川様、田中様の対談コラムを公式 Facebook（「Ⅲ.今後の情報発信」を参照）にて配信中!! 

 

各滞在エリアのゲスト 

兵庫県丹波篠山市 京都府南丹市 滋賀県高島市 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 TSUMUGI 

代表理事 林 健二 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

つむぎ 

代表 東裏 晶子 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人 びわ湖高島観光協会 

坂井田 智宏 氏 

愛知県南知多町出身。兵庫県丹波篠山
市の移住相談窓口である「丹波篠山暮らし

案内所・クラッソ」で移住定住アドバイザーと
して活躍。 
丹波篠山市へ若者の移住を促進する事業

を行う「一般社団法人 TSUMUGI」を設
立。 

岡山県出身。大阪の大学を卒業後、公務
員としてまちづくり、建築関連業務に携わる。

2017年に南丹市胡麻へ移住。 
南丹市に移住した女性 3 人による民間プロ
ジェクト「つむぎ」のメンバーでもあり、移住者

による移住ガイドブック「楽しい移住」を作成。 

愛知県名古屋出身。結婚を機に高島市に
移住。「びわ湖高島観光協会」の職員とし

て、自然が豊かで数多くの場所が「日本の百
選」に選ばれた高島の魅力を国内外に発信
している。地元の人や資源を掘り起こし、高

島市、朽木を盛り上げていくことが夢。 

ファシリテーター コメンテーター 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社いろあわせ 

代表取締役 北川 雄士 氏 

  ローカルジャーナリスト 

田中 輝美 氏 

滋賀県彦根市出身。広告代理店、IT 企

業人事を経て、2015 年株式会社いろあわ
せを設立、地元滋賀へ U ターン。人事 14
年の経験を元に、企業の研修やファシリテー

ターなどが得意。滋賀移住計画を運営。 
彦根市シティプロモーションの「Talk Your 
Will」 等、滋賀県内のまちづくり、雇用・移

住などで、県民・市民の魅力発信をサポート
するファシリテーターとして活動中。 

島根県出身。大学卒業後、新聞社で報道

記者として活躍。2014 年からはフリーのロー
カルジャーナリストとして島根に暮らしながら、
地域のニュースを発信。 

また、「関係人口をつくる」の他、関係人口
関連の著書を複数出版。4 月下旬には「関
係人口の社会学」を出版予定。鉄道の旅

JR 全線に乗車された経験をお持ちの大の
JR ファン！ 



 

 

２．公式ホームページ 

・ 施策の詳細を掲載しております。 

オンラインセミナーの申し込みは、ホームページ内のご登録フォーム（=メルマガ登録）からご登録ください。 

【URL】                                    【QR コード】 

https://www.westjr.co.jp/life/living/otameshi_life/ 

 

 

 

 

３．公式 Facebook ページ 

・ 各エリアの魅力的な情報や、住まいの予約状況等を随時発信します。「JR おためし暮らし」で検索！ 

  【QR コード】 

 

 

 

 

 
Ⅳ．企業関係者さまへ 

地方への「おためし社宅・寮」の整備・支援 
今回「おためし居住」施策のご案内は、ご家族を対象としていますが、今後、法人様向けに、地方版社

宅・寮の整備・支援も検討してまいります。ご興味をお持ちいただける企業関係者の方がいらっしゃいまし

たら、「Ⅴ. お問合せ先」に記載の事務局にお問合せください。 
  

※お住まいになられる方は、京都市・大阪市・神戸市内への通勤者を含む家族とします 

※今回発表したエリア以外にも、西日本エリアを対象にご相談をさせていただきます 

 

Ⅴ．お問合せ先 
［事務局］ 西日本旅客鉄道株式会社 おためし暮らし窓口 

otameshi-ijyu@westjr.co.jp 
 

以上 

https://www.westjr.co.jp/life/living/otameshi_life/

