
徳島県徳島市移住パンフレット

とくしま　 えーとこじょ！　　　
東京・大阪方面からのアクセス

市内での周遊に

えーとこじょ！とくしま
徳島市公式ウェブサイト

1日11往復運航
東京（羽田空港）へ 始発7：20 最終20：30
東京（羽田空港）から 始発7：00 最終19：40
※徳島阿波おどり空港へは、徳島駅前からリムジンバスで約40分

大阪方面（大阪・神戸・京都）へ毎日運行
大阪駅へ　 始発5：15　 最終20：45
大阪駅から　 始発6：30　 最終22：15

阪神高速・神戸淡路鳴門自動車道  経由

羽田空港
徳島阿波おどり

空港
徳島阿波おどり

空港

大阪方面より 徳島駅

徳島阿波おどり
空港徳島IC

●東京方面から飛行機で

大阪方面より

●大阪方面からお車で

●大阪方面から高速バスで

●レンタサイクル

徳島駅前地下自転車駐車場（℡.088-652-6661）（寺島本町3-4-3）
貸出時間　6：00～22：00
料金　5時間未満：270円　5時間以上：450円
※別途保証料:3,000円（返却時に返金）が必要

●レンタカー

駅レンタカー四国徳島営業所（℡.088-622-1014）
オリックスレンタカー徳島営業所（℡.088-626-3914）
トヨタレンタリース徳島（℡.088-652-0100）
日産レンタカー（℡.088-625-1612）
ニッポンレンタカー徳島営業所（℡.088-654-5809）
バジェットレンタカー（℡.088-625-0543）
タイムズカーレンタル徳島中央店（℡.088-653-5656）

※いずれも令和元年9月現在の状況です。

えーとこじょ！とくしま
徳島市移住交流支援センター
TEL （088）621-5083
FAX （088）624-0164
MAIL kikaku_seisaku@city-tokushima.i-tokushima.jp    
〒770-8571　 徳島市幸町2丁目5番地
 （徳島市役所８階企画政策課内）

発行日　令和元年9月30日
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徳島市って
どんなとこ？

日本を代表する夏祭り
阿波おどり
毎年8月12日から15日までの4日間、
徳島市中心部で開催され、
期間中には国内外から100万人以上が訪れます。
夏が近づくと街のあちらこちらで、阿波おどりを練習する
音が聞こえてくる、徳島市ならではの光景です。

市の中心部にある眉山と吉野川が
私たちのまちのシンボル
市内を東西に横断する「大河 吉野川」をはじめ、市内には
大小138もの川が流れています。
東側は海に面し、各所に豊かな緑が残ります。
徳島市は、自然環境が身近にある「水と緑の街」です。

水辺で過ごす休日
徳島市内の海や川では休日ともなると様々なウォーターア
クティビティを楽しむ人々の姿を見かけます。東部にある
小松海水浴場はサーフスポットとしても有名です。
また、市内の中心を流れる新町川沿いのボードウォークで
は 日曜市が開かれています。
とくしま育ちの食材や加工品など、のんびり散歩しながら
お買い物ができます。

四国八十八ヶ所霊場
真言宗の開祖 弘法大師 空海が修行のために歩いたとされ
る四国。その道のりは四国八十八ヶ所霊場として各地に
残っています。西部には、13番から17番までの札所があ
るので五ヵ所参りとして歩き遍路が気軽にできます。

豊かな自然が育んだ
食材の数々
徳島市には吉野川流域の肥沃な大地・紀伊水道の水産資源、
温暖な気候などおいしい農畜産物を育てる環境が整っています。
県外にも多くの食材を届けることから「京阪神の台所」とも
呼ばれています。
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徳島県文化の森総合公園
（県立図書館・博物館・美術館）

弁天山

丈六寺
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徳島城博物館
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井戸寺
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徳島県立阿波十郎兵衛屋敷
阿波木偶人形会館
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常楽寺第13番札所

大日寺

犬飼農村舞台

徳島県文化の森総合公園
（県立図書館・博物館・美術館）

弁天山

丈六寺

市立
徳島城博物館徳島県立中央病院

徳島大学病院
徳島県立中央病院
徳島大学病院
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●

徳島市の気候

古くは水運も盛んでしたが、現在では、市民の親水スポットとなっています。
市内を東西に横断する「大河 吉野川」には、市内には 6 本の橋が架かり、それぞれがラン
ドマークとなっています。吉野川は、日本三大暴れ川とも言われ、過去にはたびたび洪水
の被害をもたらしてきました。一方で、洪水でもたらされた肥沃な大地によって、藍生産
が栄んであったという側面もあり良くも悪くも 徳島市は水とともに発展してきた街です。
先人たちから現在に至るまでの、治水事業の努力の結果、現在ではたびたび洪水被害が起
こることはなくなりましたが、「水とともに生きる」徳島市でのライフスタイルは、今も昔
も変わりません。

歴史

徳島市マップ

【人口　253,197 人】
【面積　191.39㎢】
【うち可住地面積の割合 約 74％】
（いずれも 令和元年 7 月 1 日現在）

徳島市の概要

ふれあい健康館
「徳島駅前」から徳島市バスで約18分 
「ふれあい健康館」下車すぐ

とくしま動物園北島建設の森・
とくしま植物園

「徳島駅前」から徳島市バスで約25分 
「とくしま動物園前」下車すぐ
＊園内は広々としゆったりとできる

小松海水浴場 ｳｨズ アズマ建設
「徳島駅前」から車20分
＊ サーフスポットとしても人気

水とともに発展してきた「水都」

徳島市のまちの礎は 天正年間（戦国時代の末期）に蜂須賀家政が阿波国（現在の徳島県）
に入国し、お城を築いたときから形作られてきました。江戸時代には蜂須賀14代の治
世のもと、徳島市は阿波の政治・経済の中心として栄えました。
とりわけ、阿波徳島藩では染料である藍の生産が奨励され、江戸時代から明治時代にか
けて大変栄えました。阿波おどりも江戸時代にその元祖が始められたと言われており、
現在の徳島市を代表する産業や文化はこの時代からその礎が築かれてきました。
明治 22 年の市政制定とともに徳島市もスタート。大正期、昭和期に、周辺の市町村が
編入したことにより拡大し、現在に至ります。
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（出典：気象庁）　備考 1　徳島地方気象台、東京管区気象台の観測地にもとづく。備考 2　平年値とは、1981 年から 2010 年の 30 年間の観測値の平均をもとに算出している。

平年値の降水量（合計）　徳島市
平年値の降水量（合計）　東京都（千代田区）

平年値の気温（平均）　 　徳島市
平年値の気温（平均）　 　東京都（千代田区）

徳島市は徳島県の県庁所在地で人口は約 25 万人。
徳島県内の市町村でもっとも多くの人が住んでいます。　
産業面においても高い集積があり、県内の政治、経済、
文化・芸術、教育の中心地となっています。
一方で、面積は東西・南北、端から端まで、それぞれ
車で約 30 分くらいと比較的コンパクトです。
市内には 大小あわせて138もの川が流れるなど、各所
に豊かな自然が残り、コンパクトな中に、都市機能と
自然環境が共存し、街の豊かさを形成しています。

徳島市民病院
「徳島駅前」から徳島市バスで約
10分 「市民病院玄関前」下車すぐ

新町川・阿波製紙水際公園・
新町ボードウォーク

「徳島駅前」から徒歩5分
＊週末には様々なイベントや日曜市
が開催 周遊船の発着スポット SUP
も楽しめる　

●

●

●

●

藩祖
蜂須賀家政（蓬庵）

徳島県徳島県立中立中央病院央病院
徳島大学病院徳島大学病院

市立図書館
「JR徳島駅」から徒歩5分
＊キッズコーナーも充実

●

雪はほとんど降らない
とはいえ、年に数回は降ることが
あります。
雪に慣れていないため、数センチ
の積雪で大慌て（子どもは大は
しゃぎ？）ということも…

台風シーズン
8 ～ 10 月はよく台風が接近・上陸します。

「普段から風水害にしっかりと備える」
これも、徳島ならではの暮らしかもしれません。

温暖で過ごしやすく
 晴れの日が多い
徳島市の位置する 徳島県北部は
瀬戸内気候に属するので 温暖少
雨が特徴です。
年間の晴天日数は 245.9 日
これは全国平均よりも
約 28 日多いことになります。
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移住のステップ
移住の目的を考える

何のために移住をし、どのよ
うな環境で、どのような生活
を送りたいと思っているのか、
具体的に考えてみましょう。

 9：30 徳島駅を出発

 10：00 伝統芸能「阿波人形浄瑠璃」を鑑賞

 12：00 ご当地グルメ「徳島ラーメン」を食べる

 13：00 徳島の伝統産業「藍染」を体験

 15：30 市内中心部を囲む川をクルーズ船で周遊
 　　　　   （ひょうたん島クルーズ）

 20：00 阿波おどり会館で阿波おどり体験

家族と相談する

家族としっかり相談しましょ
う。家族それぞれの立場で意
見を出し合うことで、現実的
な課題や移住先に求める条件
などが浮かび上がってきます。

情報を集める

移住後の生活を想像しながら、
自分の求める条件に合うかど
うか、住まいや仕事、子育て、
教育、医療、文化などの情報
をしっかり収集しましょう。

仕事・住まいを探す

移住後の生活を考えると、まず
は仕事を見つけることが大事で
す。仕事が決まっていないと住
まいを借りることができないこ
ともあります。移住後に仕事を
探す場合は、当面の生活費を準
備しておきましょう。

徳島市へ訪れる

収集した情報を確認するとと
もに、その土地の雰囲気を知
るためにも、観光気分で、実
際 に 現 地 に 足 を 運 ん で み ま
しょう。

移住する

転入手続きなどを進めましょ
う。 地域の自治会や近所など
に挨拶回りをしたり、地域の
活動や行事などに参加してみ
るのもいいかもしれません。 

「とくしまマイシティ便利帳」は、
暮らしの手続きや役立つ情報を
1 冊にまとめたものです。徳島
市へ転入された皆様に無料でお
配りしています。

濃厚な豚骨醤油スープが麺
によく絡む。生卵をトッピ
ングするのが定番。

阿波おどり会館では、1 年中
阿波おどりが体験できる。

観光モデルコースの一例
（レンタカーで巡るプラン）

Q 市内での移動は？

Q 県外（都会）へのアクセスは？

Q 求人数や処遇、職種などは？ Q 教育環境は？

Q 女性が働きやすいと感じる？
Q 待機児童の状況は？

Q 起業のサポートは？ Q 近くに子どもの遊び場はある？

Q 買い物は便利？
自転車での移動が便利。平坦で舗装された道路が多
いので移動しやすい。（20 歳代女性、40 歳代男性、
30 歳代女性、40 歳代女性）

四国の各県や関西圏へは直行バスが毎日運行してい
るし、そんなに時間もかからず、アクセスが良い。（40
歳代男性）

自分の職種（看護師）は常に求人が出ている気が
する。また待遇も上がってきていると感じる。（20
歳代男性）

施設については、平均的に整っていると思う。（40
歳代男性）

女性が働きやすいと思う。まわりでもたくさんの
女性が働いている。女性社長も多いと聞いている。

（40 歳代女性）
・ 保育所入所待機児童数（平成 31 年 4 月 1 日現在）は

39 人です。都市圏と比較すると少ないと言えますが、
市は、待機児童数 0 を目標に、保育環境の整備を進めて
います。

・ 徳島市では、市内での起業（創業）を目指す人を支援し
ています。創業に係る経費を補助する「創業促進事業補
助金」のほか、創業に必要な知識を身につけるための各
種セミナーや相談会を実施しています。

・ 市立の児童館が市内 20 カ所にあります。

主要ターミナルの近くには、駐車場があり便利。（40
歳代女性）

求人雑誌などを見ると多いと感じる（30歳代女性）
学習塾は割と多く、選べた。（40 歳代女性）

・ 女性社長比率（徳島県）が全国 3 位。また、女性医師数
も多く、いろいろな場面で女性が活躍しています。

コンビニやスーパーが近所に数軒あるので便利。
（30 歳代男性、20 歳代女性、40 歳代男性、40 歳
代女性、30 歳代女性、20 歳代男性）

自転車があればほとんどの所に行けるし駅まで自転
車で行けばそこからは公共交通機関で移動できる。

（20 歳代女性）

駐車場が広く、車で行きやすいので便利。
（30 歳代女性、40 歳代男性、40 歳代女性）

近距離に学校・銀行・病院・コンビニ・薬局・飲食
店など揃っているので、自転車での移動が便利。（40
歳代女性）

大手スーパーだけでなく、地元のスーパーもいろい
ろあるから比べられて便利。（40 歳代男性）

・ 徳島県では、1 人 1 台自動車を保有していると言われるほど、
自動車での移動が便利です。

・ 一方で、普段の通勤・通学、お買い物には、自転車を利用す
るという人も多いようです。

・ 徳島駅を中心に、都会ほどは充実はしていないかもしれませ
んが、県内の主要な所へは公共交通機関が運行しているので、
生活スタイルに合わせて居住地を探してみると良いかもしれ
ません。

・ 有効求人倍率は、1.51 倍（徳島県・令和元年 7 月）と、
このところ高い状態が続いています。

・ 市内には、小売、飲食店などのサービス業や医療・福祉
関係の事業所が多く集積しているため、比較的求人の状
況は良いと言えるかもしれません。

・ すべての公立の幼稚園、小・中学校の普通教室等にエア
コンの整備を行いました。また、衛生環境の改善を図る
ため、トイレの洋式化を進めています。

・ 全国家計調査によると徳島市の「学習塾・予備校」への
年間支出額は 33,862 円（1 世帯当たり（2 人以上世帯））
と全国平均よりも高くなっています。また、児童・生徒
1 人あたりの学習塾の件数も同様に高くなっています。

・ 市内には、スーパーやコンビニなど、普段のお買い物をする
には、充実している地域が多いです。

・ あまり近くにスーパーやコンビニがない場所でも、お店には
駐車場があることが多いです。

・ 市内や市内近郊のまちには、大型ショッピングモールがあり
ます。

・ また、週末には、神戸や大阪にショッピングを楽しみに行く
という人もいます。

徳島市公式観光サイト
Fun!Fun! とくしま

Step
2

Step
1

Step
3

Step
6

Step
5

Step
4

住まい・暮らし

はたらく 教育・子育て

移住支援金
東京23区の在住者・勤務者が、就職や起業に伴い、徳
島市に移住する場合に、単身世帯で60万円／2人以上
世帯で100万円を支給します。

東京圏からの
移住者必見
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東京・大阪方面からのアクセス

市内での周遊に

えーとこじょ！とくしま
徳島市公式ウェブサイト

1日11往復運航
東京（羽田空港）へ 始発7：20 最終20：30
東京（羽田空港）から 始発7：00 最終19：40
※徳島阿波おどり空港へは、徳島駅前からリムジンバスで約40分

大阪方面（大阪・神戸・京都）へ毎日運行
大阪駅へ　 始発5：15　 最終20：45
大阪駅から　 始発6：30　 最終22：15

阪神高速・神戸淡路鳴門自動車道  経由

羽田空港
徳島阿波おどり

空港
徳島阿波おどり

空港

大阪方面より 徳島駅

徳島阿波おどり
空港徳島IC

●東京方面から飛行機で

大阪方面より

●大阪方面からお車で

●大阪方面から高速バスで

●レンタサイクル

徳島駅前地下自転車駐車場（℡.088-652-6661）（寺島本町3-4-3）
貸出時間　6：00～22：00
料金　5時間未満：270円　5時間以上：450円
※別途保証料:3,000円（返却時に返金）が必要

●レンタカー

駅レンタカー四国徳島営業所（℡.088-622-1014）
オリックスレンタカー徳島営業所（℡.088-626-3914）
トヨタレンタリース徳島（℡.088-652-0100）
日産レンタカー（℡.088-625-1612）
ニッポンレンタカー徳島営業所（℡.088-654-5809）
バジェットレンタカー（℡.088-625-0543）
タイムズカーレンタル徳島中央店（℡.088-653-5656）

※いずれも令和元年9月現在の状況です。

えーとこじょ！とくしま
徳島市移住交流支援センター
TEL （088）621-5083
FAX （088）624-0164
MAIL kikaku_seisaku@city-tokushima.i-tokushima.jp    
〒770-8571　 徳島市幸町2丁目5番地

（徳島市役所３階）
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