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子育てがしやすく、交通アクセスもよく、暮らしやすい！
最も旬な移住地をランキング形式でご紹介する「住みたい田舎」ベストランキング。
第6回は194項目のアンケートに671自治体が回答。人口10万人未満の「小さなまち」
と
10万人以上の「大きなまち」
に分けてランキングしました。その「小さなまち」
ランキングで、
常陸太田市は「子育て世代が住みたい田舎」
部門の第1位、総合部門でも第5位に輝きました！
「子育て上手 常陸太田」
の取り組みをご紹介します。
イラスト／ヤマグチカヨ

『田舎暮らしの本』特別編集©宝島社

写真／菅原孝司

元気いっぱいな板谷家の子どもたち。
常陸太田市で理想の地にたどり着いた。

写真提供／茨城県常陸太田市

アクセス 上野駅から特急と在来線で
約1時間40分。東京から常磐自動車
道利用で約2時間。新宿・東京から高
速バスあり。
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「子育て上手」を掲げる市が
きめ細かな支援策を実施中！

文／山本一典

面積 371.99㎢
人口 約5万660人
（2017年11月現在）
平均気温 14.7℃

全国の自治体が子育て支援に力を入れているなか、人口 万人以下で第１位に
輝いた常陸太田市。じつは「子育て上手 常陸太田」をキャッチフレーズにさまざまな
政策を実施しており、若い移住者も急増している。まさに堂々たるトップランナーだ。

扌市役所の屋上から見た中心部の風景。
田んぼと山並みが広がっており、5万人
都市でも自然がたっぷり。
➡市南端の
「道の駅 ひたちおおた
（黄門
の郷）」にある高速バスのバス停。東京
へのアクセスのよさは文句なしだ。
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アンケート結果

総合部門
若者部門
子育て部門

71点／83項目
21点／27項目
40点／52項目

40点＋
（移住者数148人×0.04）
＋
（総合71点×0.1）＝53.02点

シニア部門

19点／28項目

『田舎暮らしの本』
編集長・柳の総評
本ランキングでは北関東から突如と
して1位に躍り出た感がありますが、
子育て支援の手厚さでは知られた
市です。多くの企業が人材確保に苦
しむなかで、地元発祥の新進企業
に全国から若者が集まっています。
市の取り組みも一役買っているに
違いありません。

板谷 岳さん●28歳 みはるさん●30歳

いた たに たかし

春杜くん●4歳 つきかちゃん●3歳

はる と

雪杜くん●11カ月

ゆき と

心して子どもたちを外で遊ばせ

道もしっかりしているから︑安

公園が３つくらいあります︒歩

﹁うぁー︑草だ草だ︒あっち︑
あっちに行こう〜﹂
野山を駆け巡る板谷家の子ど
もたちの元気な叫び声が︑空に
響き渡る︒お父さんに抱っこさ
れた赤ちゃんもニコニコ顔で︑
機嫌がよさそうだ︒
﹁自宅は駅も市役所も歩いて行
ける場所にありますが︑周辺に

カウンセラーの支援で
子育ての不安から脱出

点

「市の子育て支援策は経済的に手厚く、さらに
専門の相談員が親身になって相談に乗ってくれ
ました」
（板谷岳さん）

92
利用した支援制度

□新婚家庭への月２万円の家賃助成
□保育料が第１子半額、第２子半額、
第3子以降無料
□おむつ代2万円プレゼント
□子育て支援制度の相談窓口
□出生祝い品プレゼント

られるんですよ﹂と岳さん︒
今でこそ笑顔いっぱいの板谷
家だが︑ここにたどり着くまで
はかなりの苦労があった︒結婚
してすぐ北海道の農業生産法人
で働きはじめたが︑思うような
収入が得られない︒冬は家にこ
もるような生活で︑イメージし
ていた理想の北の暮らしとはか
け離れていた︒大きな転機は３

常陸太田市の
満足度

年前︑求人サイト﹁日本仕事百
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扌道の駅には子どもの遊び場、体験農園など
も併設されている。

加えて︑会社からも子ども手当

貨﹂で家具修理職人の募集を見
つけ︑茨城県へ移住したのだ︒
しかし︑当初は妻のみはるさ
んが子育てに慣れず︑育児ノイ
ローゼになりかけた︒その苦し
みから救い出してくれたのが常
陸太田市の子育て支援センター
に常駐するカウンセラーだった︒
﹁いろいろ声をかけていただき︑ が出る︒その合計で２ＤＫ・５
本当に助かりました︒子どもが
万円の家賃が賄えてしまうのだ︒
保育園に入ってからはママ友も
﹁夫婦でラフジュ工房の仕事を
できて︑今は家を行き来する人
しています︒子どもの保育料は
が４人︑公園や保育園で話をす
収入に応じて変わるんですが︑
る人が 人以上います︒常陸太
２人合計で月１万円ほど︒成長
して高校生になっても近隣の学
田市は子育てしやすいから︑引
っ越してきて本当によかったと︑ 校に通えることがわかったので︑
主人ともよく話しているんです
１年以内には常陸太田市内に家
よ﹂とみはるさんは︑ほほ笑む︒ を新築しようと考えているんで
すよ﹂と岳さんは語る︒
常陸太田市に移住して︑家計
も格段に向上した︒市から新婚
たった３年で︑ここまで生活
が好転した板谷家︒子育て支援
家庭への月２万円の家賃補助に
が見事にはまった好例だろう︒

扌新鮮な地元の食材が手に入る
「道の駅 ひたち
おおた」には、市外からの買い物客も多い。

➡遊具がいっぱいの山吹運動
公園の親水広場では、子ども
たちが大はしゃぎ。

岳さんは大阪、みはるさんは東京出身。北海道
で就農者を目指すも挫折。求人サイト
「日本仕
事百貨」で茨城県常陸太田市のアンティーク
家具修 理 販 売
（株）
ラフジュ工 房に出会い、
2014年に常陸太田市へ移住し、夫婦で働く。
扌ラフジュ工房の展示場。
和物、民芸品、輸入品な
ど商品の種類が多い。

扌広い園庭でのびのび遊べる常陸太田市立
太田進徳幼稚園。

移住者リポート
扌アンティーク家具の仕上げ工程。岳さんは品質管理のほか、製作の方向性を指示する。

常陸太田市の
魅力＆支援制度
市内でも市外でも働ける環境
近隣に水戸市、那珂市、日立市な
どがあり、道路整備の向上で市外
にも働きに出やすい。また、常陸
太田市内で女性が働けるよう、商
業施設の建設を進めている。

扌竜神
（りゅうじん）ダムでは初心者
でもラフティングボートが気軽に楽
しめる。
➡日本一の高さから飛ぶバンジージ
ャンプがある竜神大吊橋。
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市外居住者を対象に宅地の
無償分譲も
認定こども園や小中一貫校に近い
「里美白幡台団地」で市有地を無
償分譲中。子育て世代の住宅新築
に20万円、里美白幡台団地の無
償分譲区画に住宅を建てた人に
転入促進助成金100万円、温泉
施設利用券助成あり。
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出生した子どもよりも
入学した児童が多い市

市長室で差し出された名刺を
見てびっくり︒肩書が﹁﹃子育
て 上 手 常 陸 太 田 ﹄推 進 隊 長
︵常陸太田市長︶﹂になっている
のだ︒市長が先頭に立って子育
て支援を最重要政策にし︑推進
していることがよくわかる︒
﹁常陸太田市が子育て支援を始
めたのは平成 年から︒国の地
方創生より５年前です︒平成
年から自然減で人口が減りはじ
めていたので︑持続可能な自治
体にするため生まれる子どもを
増やしたいと考えたんですよ﹂
と大久保太一市長︒
市の子育て支援は新婚家庭家
賃助成︑保育料を１人目から半
額︑おむつ代２万円プレゼント︑
午後 時までの子ども夜間診療
など多岐にわたる︒

充実した子育て支援制度
新婚家庭へ月2万円×最長3年間
の家賃助成、1人目・2人目の保育
料半額、3人目無料、子どもの夜間
診療実施など。育児相談などのサ
ポートが充実しているのも心強い。
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その効果は数字にはっきり表
れている︒月２万円の家賃助成
の申請は年間約 組︒建築の助
成によって︑アパートはこの３
年で 棟も増えた︒入居率は
㌫を超えており︑古いアパート
に空き室がわずかに残るくらい
だという︒６年前に出生した子
どもが約２４０人なのに対し︑
今年の小学校入学児童は約３０
０人︒差し引き 人増加なのだ︒
このペースが８年前から続いて
23
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いち早く子育て支援に取り組んで
きた常陸太田市が第１位を受賞し
たことは誠に喜ばしいことであり、
私たちのやってきたことが間違い
でなかったと実感しています。平成
29年度からの10年計画では「幸
せを感じ、暮らし続けたいと思う
まち 常陸太田市～子育て上手そ
の先へ さらなる魅力の創造～」を
キャッチフレーズに、さらなる向上
を目指します。

お問い
合わせ

いるというからすごい︒
﹁うちは幼稚園︑小・中学校の
給食費を半額にしていますが︑
あえて無料化には踏み込んでい
ません︒子どもが親の苦労をわ
かることも必要と考えているか
らです﹂と持論を語る市長︒
教育方針はそれぞれの子ども
ゆめいく
の夢をかなえる﹁夢育﹂︒郷土
を愛する子どもたちが地元に定

「子育て上手」の成果を
さらに進めていきます！

着すれば︑それもひいては人口

大久保太一
常陸太田市長より
受賞メッセージ
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減少対策につながるのである︒

扌1日2000円
（8日目以降は1日1000円）
で泊まれる
「お試し居住トライアルハウス
Jinba」。ほかにも、空き家バンクによる
家の紹介も行っている。

80

扌古い街並みが残る中心部の鯨ヶ丘商店街。
ゆっくり散策するだけでも楽しい。

扌
「コミュニティカフェ cafe+1」は、NPO法
人
「結
（ゆい）」が運営。子育て支援と女性向
けのイベントなども行われる。

➡市長を囲む少子
化・人口減少対策
課の皆さん。ゆる
キャラの
「じょうづ
るさん」も登場！

常陸太田市 少子化・人口減少対策課

☎0294-72-3111（内線314・346）
http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/

常陸太田市公式
マスコット
キャラクター
「じょうづるさん」

