とちぎで暮らそ

vol.5

栃木市 移住・定住支援情報

ウェブサイト版は
こちら！

栃木市データ
人 口
幼稚園・保育園
小・中学校
高 校
病 院
診療所

159,211 人（県内第 3 位）
34 園
44 校
8校
6 ヶ所（県内第 5 位）
128 ヶ所（県内第 2 位）

出展：H27 国勢調査、R2 栃木県病院・診療所名簿
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栃木市ってどんなとこ？
古くは飛鳥時代から平安時代にかけて「下野国庁」が置かれ、江戸時代には「日光例幣使街道」の宿場
う ず ま がわ

町として栄える一方、市内を流れる「巴波川」の舟運により北関東随一の商都と呼ばれ、明治初期には栃
木県庁が置かれるほどの発展を遂げました。 栃木県の最南端に位置しており、東武鉄道とＪＲが乗り入
れる栃木駅を含む１２の駅に加え、東北自動車道と北関東自動車道の結節点として東西南北に交通網が
広がることから、首都圏を含む多方面へのアクセスに優れています。 東京駅へは最短 55 分、新宿駅ま
での直通電車もあり、都内への通勤・通学が可能です。 東には豊かな田園、西には桜・紫陽花・紅葉の
名所「太平山」、南には日本最大にして動植物の宝庫「渡良瀬遊水地」、北には昔懐かしい里山風景が広
がるなど自然にも恵まれ、また、地震や雪の影響も少なく、大変住みやすいまちです。

歴史ある街並み
かつての例幣使街道の一部は、現在の中心街をなす大通りや、国の重要伝統的建造物群保存地区（重伝建地区）に
か

う

え もんちょう

選定された「嘉右衛門 町地区」として、今も黒塗りの重厚な見世蔵や白壁の土蔵群を受け継いでいます。また、栃木
市最大の祭り「とちぎ秋まつり」では、絢爛豪華な江戸型人形山車が蔵の街中を練り歩き、江戸時代を彷彿とさせる
「粋」と「雅」を今に伝えています。

栃木・蔵の街かど映画祭

とちぎ秋まつり

重伝建地区マルシェイベント

とちぎで暮らそ
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移住者の声 File.1

山本陽平さん・幸恵さんご家族
子育て世代

埼玉県から移住

キーワード
Uターン移住・東京通勤・テレワーク

子供のころから見ていた景色。

からでも可能だということを知っていた私にとって、栃

大学に入学するまでは栃木市で暮らしていたので、私

木市に家を持つということは、結果としてとても納得の

自身は Uターン移住ということになります。 妻は東京

いく選択だったと思います。それに、当時はまだ言葉自

出身で、都市部での生活が長いものですから、一般的な

体が一般的ではなかった、テレワークの普及にも期待を

移住のイメージに合うのは妻の方かもしれません。

していましたので。

移住者の声
File.2 埼玉の賃貸マンションで
こちらに移住してくる前は、

暮らしていました。 東京と比べて家賃が割安なことや、
東京通勤のしやすさからの選択でしたが、これからの生

上杉孔さ・南実さご家族

活、特に子育てを考えると、
やっぱり持ち家かなと近所
ん
ん
の分譲マンションを見学したのが、移住検討の始まりだ

と思います。
子育て世代

東京都から移住

実は私の父も、私と同じく東京に勤めていたのです

キーワード
が、
栃木から電車で毎日通勤するその姿は、幼い頃の私

車の使い方。空の眺め方。
移住するに当たってまず考えたことは、車を使う生
活についてです。 徒歩や電車でたいていの用事が済む
こともあって、以前の私は免許を持っていませんでした
し、夫も運転の機会がほぼありませんでした。 どちらか
といえば、駐車場探しや駐車料金など、車は負担ばかり

の目に、とても大変そうに映っていましたので、私自身
Iターン移住・移住体験・こどもの遊び方

が目に付くものだったと思います。けれど、こちらでは

が栃木市に家を持つということは、始めの頃まったく頭

都市部のような負担はわずかで、むしろ、天気を気にせ

にありませんでした。 ただ、いつの頃からか、かつて見

ず出かけられて、行動範囲も格段に広がる分、想像以上

ていた父の通勤姿が、これからの私の姿に重なり始め

に多くのメリットを感じています。 地方は車がなければ

たのかもしれませんね。

生活ができないというより、車でより豊かな暮らしがで

移住者の声 File.3

小道泰紀さん・千夏さんご家族
若者世代

茨城県から移住

キーワード
Jターン移住・農業（いちご）・自然環境
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東京・埼玉も最後まで悩みましたが、東京通勤は栃木

きると考えていいかもしれませんね。
空や暮らしを流れる時間に対しても、考え方が変わり
ました。 以前は高い建物に切り取られた空が見えるば
かりで、雲は下から見上げるだけの存在でしたから、遠
くの空を流れる雲が、層を成して厚みをもっていること
や、その先に地平線があるという当たり前を実感した時
は、つい時間が経つのを忘れるほどでした。 街明かり
が消えた夜の空には月や星がたくさん輝いていて、昼
間とはまた違った魅力がいっぱいです。 私が知ること
のできた空の魅力を、これからは息子にたくさん伝えて
いきたいと思っています。

小さな夏と秋のお祭り。
今の住まいは比較的新しい分譲地ということもあり、

これから始まる暮らし方。
栃木からの東京通勤は朝が早くなりますが、満員電

息子と年齢の近い子ども達がいっぱいで、とても賑や

車の以前と比べて、車内での自由な時間が増えた分、負

かです。夏には各家庭のプールが庭先に勢ぞろいして、

担が減ったと感じる部分もあります。 当初の思惑から

あちこちのプールを子ども達が飛び回ったり、秋には近

は少し違う形でしたが、テレワークが社会に普及し始め

くの公園でハロウィンパーティを開いたり、親子共々、

たこともあり、週によっては一度も会社へ出勤しなくて

垣根のないお付き合いが自然と手に入りました。こち

済むこともありますので、なおさら通勤の負担は減りま

らで暮らし始めてから気付いたことではありますが、都

した。テレワークが一般的な社会になればなるほど、栃

市部の人口が集中するエリアでは、コミュニティが出来

木市は生活する場所であり東京へ通勤する場所である

上がっているためか、親しく付き合える方に出会えるま

ということが、様々な方にとって現実的なものとなって

で時間がかかったように思います。 以前はネットの口コ

いくのではないでしょうか。 少なくとも私達家族にとっ

ミを頼りにしていた子育て情報も、こちらではママさん

て、今の暮らしと働き方を選んだことに間違いはなかっ

ネットワークのおかげで苦労せず手に入りますし、信頼

たなと、改めて思います。

度も段違いです。

移 住 の 検 討を始めたばかりの 段 階では、私 がそう

そういえば先日、栃木の郷土料理「しもつかれ」を義

だったように、仕事やその他様々な事情で選択肢を狭

母に作ってもらいました。 苦手だという声も多いと周

めがちになることが多いと思います。 何事もそうです

りから聞いていたのですけど、とても美味しかったで

が、先入観を捨てていろいろと試したり比べてみること

す。 家庭で作られる機会が減ってきているらしいので、

で、始めは思いもしなかった幸せを手に入れることがで

今度作り方を教えてもらおうと思います。 せっかくの

きるかもしれませんね。

郷土料理、家族みんなで毎年楽しみたいと思います。

TOPIC!

栃木の郷土料理

「しもつかれ」

「しもつかれ」は２月の初午の日にふるまわれる郷土料理として、

栃木地域に古くから親しまれてきました。 近年ではその多様性のあ

る魅力から、映画の題材や郷土料理の枠を超えたアレンジ料理に進
化するなど、知る人ぞ知るコンテンツとなっています。
■山本さん家のしもつかれレシピ

①鮭の頭をやわらかくなるまで煮る。 ②大根・人参（多め）を鬼おろしでおろす。 ③福豆の薄皮をむく。

④酒粕（多め）を細かくほぐす。 ⑤下ごしらえした材料を、和風だし、塩、砂糖等で味を調えながら煮て出来上がり。

とちぎで暮らそ
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移住者の声 File.2

上杉孔さん・南実さんご家族
子育て世代

東京都から移住

キーワード
Iターン移住・移住体験・こどもの遊び方

２人の夢。家族の夢。

理想の暮らしができる場所。

私達夫婦は、栃木市に移住するまで東京でカフェを

のびのびと子供が育つ環境を都市部で十分に整える

経営していました。 もともと同じコーヒーチェーンで働

ことは、やはり難しいと思います。 そこで、地方への移

いていた二人ですが、いつかは自分だけの店を持ちた

住も視野に入れ、東京のふるさと回帰支援センターで情

いという共通の夢を持っていたこともあり、夫婦で独立

報収集をしながら、気になる移住体験ツアー等に参加し

移住者の声
File.3
し、
おかげさまでカフェの経営も軌道に乗せることがで

て現地へ足を運んでいたところ、あることがきっかけで

きました。 当時は店内にベビーベッドを置きながらお

栃木市を知ることになりました。

店を開けていたこともあって、娘も常連のお客様に看板

そのきっかけとは、以前の職場に栃木市出身の友人

さ
さ
娘として可愛がっていただき、
とても充実した生活を送
ん
ん

小道泰紀 ・千夏 ご家族

がいたことです。 市内を案内してもらうことになった私

いいますと、
カフェの経営と子育ての両立を、
若者世代
茨城県から移住 今のスタ

園や保育園にまず驚いたことを覚えています。また、労

ることができていたと思います。 ただ、将来的なことを

イルで継続できるのかというおぼろげな不安はありま

キーワード
した。

達は、初めて訪れた栃木市で、見たことのない広さの公
せず物が手に入る東京の生活に慣れていた分、商業施
設があまり見当たらないような地域への移住はためら

子育て自体についても、東京では園庭のない保育園
Jターン移住・農業（いちご）
・自然環境

いがありましたが、実際に移住体験施設で栃木市の生

や、狭くて駆け回ることすら難しい公園が多いものです

活を体験してみたところ、街中の個人経営店、郊外の大

から、東京で暮らしていくことに、いつしか心境の変化

型店など、普段必要な日用品が十分揃う生活環境であ

が生じてきたように思います。 娘にはのびのびと育っ

ることも知ることができました。 互いの実家からほど

てもらいたい、休日は家族で一緒に過ごしたい、という

近い関東近郊であって、中でも特に子育てのイメージが

思いは次第に大きくなり、夫婦二人の夢は、”カフェを

しやすかったこともあり、栃木市を知ってから、この場

経営すること”から”家族で一緒に素敵な日常を送るこ

所を私達の移住先とすることに、それほど時間はかかり

と”に変わっていきました。

ませんでした。

サンタさんが家にやってきた！
興味があってもなかなか実現できなかった家族キャン
プも、思いのほか近くにキャンプ場があったことから、念
願のデビューを果たすことができました。 思い切り遊び
まわれる広場もたくさんあるので、外遊びが大好きな娘
は以前にも増して活発です。 麦ワラ帽子いっぱいに詰
め込んだセミの抜け殻を見た時は流石に驚きましたが、
のびのびと育つ孫の姿には、栃木市に遊びに来てくれる
おじいちゃんおばあちゃんも喜びっぱなしのようです。
天気が悪くて外で遊べない日も、娘にはお気に入り
の場所があります。 好きなおもちゃをレンタルして遊ぶ
5

ことができる「とちぎおもちゃ図書館」です。 大人の私

ます。 市内にはたくさんの直売所がありますし、自分の

でも、新鮮で面白い施設だなって思います。 そうそう、

目で見て選んだとれたての野菜や果物は格別です。 娘

面白いと感じたことといえば、サンタクロースとトナカイ

は特に果物が大好きで、家族で一緒に出掛けたいちご

が、クリスマスプレゼントを我が家へ届けに来てくれた

狩りや直売所のぶどうの味は、きっと素敵な思い出に

んです。 自治会が行う「サンタの宅配サービス」という

なったと思います。

ものなのですが、娘も大喜びで、本当に夢のある素敵な
企画ですよね。

買い物もそうですが、移住したことで何事も自分達で
やってみようと思う機会が増え、より充実した生活へと
日に日に変わっていくように感じます。 実は今、人口芝

“ やってみよう” が始まる暮らし。
移住してから変わったことの一つは、ネット通販に頼

をホームセンターで買ってきて庭を作っている最中なの
ですが、いずれは家庭菜園にもチャレンジして、娘に育
てるということを経験させてあげたいと思っています。

らなくなったことでしょうか。 お米などの重いものは、

コーヒーも今は自宅で楽しむ程度ではありますが、また

出掛けてまで買わなくてもと思っていたものですが、今

いつか、夫婦でカフェをやってみようと思うこともある

ではすっかり買い物に出掛けることが楽しみになってい

かもしれませんね。

TOPIC!

子供にも大人にも大人気！

「永野川緑地公園」

とんがり屋根がシンボルの大型複合遊具で

は、大人気の大型パイプスライダー・ターザン

ロープをはじめとした７０種類もの遊具が遊び

放題！ 春には園内一面の桜、夏には気軽な川遊
びも楽しめる、上杉さんご家族お気に入りの公
園です。

とちぎで暮らそ
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移住者の声 File.3

小道泰紀さん・千夏さんご家族
若者世代

茨城県から移住

キーワード
Jターン移住・農業（いちご）・自然環境

こころざす自分らしさのある暮らし。
広島県広島市、異色の阪神タイガースファンの小道家

妻は、程よく街、程よく自然豊かな栃木市の暮らしが
気に入っているようです。 千葉県の海沿いの街が出身
ということもあり、自然や生き物に対する愛情が人一倍

に生まれた私ですが、父は仕事柄、転勤がとても多く、

で、短大・農学校とひたむきに農業を学んできましたの

福岡市、大阪市、神戸市等、いわゆる都会を転々とする

で、私よりも農業に対する造詣は深いかもしれません。

子供時代を過ごしました。
大学生になって以降、東京での暮らしが長く続きまし
たが、企業で働くことが性に合わないと感じていたこと

農業、
イチゴ、
とちぎ。

もあり、30 歳を前に「農業」で暮らしていくことを決意

農学校を卒業後、住み込みの農作物生産研修のた

します。 自分自身の力で一から「育てる」ことに、大き

め、私達は日本各地を訪れることになりました。 数ある

な可能性と魅力を感じたのです。

研修先の内、いちご生産研修のために訪れた街が栃木

とはいえ、ノウハウはもちろん、土と無縁な生活をし

県栃木市、初めて聞く街でした。

てきたものですから、新たに農業を学ばなくてはなりま

栃木市に抱いた初めの印象は、
「どこまでも平野が広

せん。そこで、社会人向けコースのある茨城県の農学校

がる、平和な場所だなあ。」というものです。 東京も栃

に入学したところ、運よく出会ったのが妻でした。

木市と同じ関東平野にありますが、東京での暮らしは歩
くにしろ自転車にしろ坂ばかりで、関東平野を感じるこ
とはなかったかもしれません。
様々な研修を経た後、私達はいちご農家として生計
を立てていくことを決め、その場所を栃木市とするわけ
ですが、これは、研修でお世話になった方に親しくして
いただいたことも大きな理由だったと思います。また、
農業の研修先というと、生活面で苦労する地域が多い
のも事実ですが、数多く訪れた研修先と比べて、都市部
の生活とほぼ同じ感覚で暮らせることも、栃木市を選ん
だ理由の一つです。
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ちょくちょく遊びに来ては、私達と食事をすることを楽

里山ガール。

しみにしているみたいです。 そんな父のお気に入りは、

農業で普段から自然と触れ合う生活ではありますが、

老舗うなぎ屋の「釜屋」さん。 栃木市は江戸時代、北関

休日は休日で、夫婦揃って市内の自然散策に出掛けて

東随一の商都と呼ばれていたくらいですので、街中に

います。 毎年初詣に訪れる太平山をはじめ、出流山、

は老舗と呼ばれるお店をよく見かけますし、東京と比べ

皆川城址等、市民おなじみのスポットだけでなく、何気

て手ごろな値段で楽しむことができるので、父はいつも

ない山里の道を散策中に出会うめずらしい野鳥や祠な

ご満悦の様子です。

ど、思いがけない出会いにときめくことがあります。 星
野の山中にある小山芳姫の墓なんて、知らない方も多

これからも自分らしさのある暮らし。

いのではないでしょうか。 博物館ボランティアにも登録
していますので、生き物好きとしては、たくさんの方に

全国各地を転々としてきた私でしたが、気が付けば栃

栃木市の自然の素晴らしさを知ってもらいたいですね。

木市が一番長く暮らしている街になりました。 実は、妻
の両親も栃木市を気に入ったみたいで、私達を追いかけ
るようにこちらへ移住してきています。 今では私達より

海なし。老舗あり。

も栃木市の暮らしに馴染んでいるかもしれませんね。

栃木県は海なし県ですが、栃木市自体は高速道路で

移住者としてもいちご農家としても、私が栃木市に迎

太平洋まで１時間程度、気軽なドライブ気分で海まで遊

え入れてもらってから、それなりの月日が経ちました。

びに行くことができます。 海が近くにある暮らしが長

これからは私が迎え入れる側になれたらな、と考えると

く、時々海が恋しくなる私達にとって、ちょうどよい距

同時に、新しいことにもチャレンジしていきたいと考え

離感だなと感じます。

ています。 そのチャレンジの一つが、新品種のハート型

東京までの時間も１時間程度、こちらも気軽に行き来
できる距離感ですので、東京に住む両親は、栃木市に

TOPIC!

いちご「とちあいか」。 皆さんの食卓に届く日が今から
楽しみです。

いちご王国とちぎ

５１年連続いちごの生産量ナ
ンバーワンの栃木県において、
栃木市は県内第 2 位の作付面
積を誇ります。 市内の直売所
やスーパー店頭で新鮮ないち
ごを購入するだけでなく、いち
ごを摘み取ってその場で頬張
ることができる「いちご狩り」
も大人気です。

いちご園

料金（とちおとめ）

品種

いわふねフルーツパーク
（栃木市岩舟町下津原１５８５）

１，
６００円（小学生以上）
８００円（３歳以上）
無料（３歳未満）

とちおとめ
とちあいか
スカイベリー

観光農園アグリの郷
（栃木市大塚町１２８－１）

１，
５００円（大人）
１，
２００円（小学生）
８００円（幼児）

とちおとめ
とちひめ

ホームページ

※料金は令和３年３月利用の場合

とちぎで暮らそ
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♪
援
応
を
新生活
CHECK!!

1

栃木市の移住支援補助制度

IJU（移住）補助金

【対

象

者】市街化区域に家を新築・購入（R２年４月～R５年３月の契約）して転入した方
（栃木市へ転入後、
２年以内に家を新築・購入して転居した方を含みます。）

【補 助 金 額】新築住宅：３０万円

中古住宅：２０万円

【若年世帯加算】所有者・配偶者どちらかが４０歳未満：１０万円（５０歳未満：５万円）

【子ども加算】
１８歳未満の子ども１人につき１０万円

【勤労者加算】市内勤務：１０万円（テレワークの場合：２０万円） 市外勤務：５万円
≪モデルケース：新築住宅、
３５歳、子ども２人、市内勤務（テレワーク）の場合≫

補助金合計８０万円（３０万円＋１０万円＋１０万円×２＋２０万円）

多世代家族住宅新築等補助金

【対象者】市街化調整区域に３世代以上が同居または近居するための家を
新築・購入・増築（R２年４月～R５年３月の契約）した方

【補助金額】２０万円

市街化調整区域等空き家購入補助金

【対象者】市街化調整区域に空き家住宅を購入（R２年４月～R５年３月の契約）した方

【補助金額】２０万円
CHECK!!

2

【フラット３５】地域連携型

【対象者】Check1 の「ＩＪＵ( 移住 ) 補助金」
「市街化調整区域等空き家購入補助金」に該当する方
【内

容】長期固定金利住宅ローン【フラット３５】を利用して住居を取得すると、
当初５年間、借入金利が０．
２５％引下げ！

さらに【フラット３５】Ｓとの併用で、当初５年間、０．
５０％も引下げとなります！

借入額が３，
０００万円の場合、約１１０万円もお得に！
※借入金利年１．
２７％、借入期間３５年、元利均等返済、ボーナス返済なし、
【フラット３５】Ｓ（金利Ａプラン）と
【フラット３５】地域連携型を併用（当初５年間、年０．
５０％引下げ）した場合の試算

CHECK!!

3

移住支援補助金（とちぎ WORKWORK 就職促進プロジェクト）
わ

く

わ

く

移住のハードルの一つは仕事選び。 栃木市は、移住者の受入れに積極的な

企業のご案内や起業したい方をサポートするための補助金をご用意しています！
【対象者】次の各要件を満たす方

・東京２３区に在住している方
または、東京圏に在住し東京２３区に通勤している方
・栃木県が運営する「企業情報掲載サイト」の企業に就業する方、県内で起業する方

【補助金額】世帯で移住の場合１００万円

単身で移住の場合６０万円

※在住期間及びその他一定の要件を満たす必要があります。 詳細は市ホームページまたは問合せ先へ。

9

CHECK!!

4

ら く ち ん

通勤者特急券購入費補助金『楽賃』

都内まで電車でおよそ１時間の栃木市なら、都内通勤が十分可能！

『楽賃』を使えば特急列車でらくらく都内通勤も可能です！
【対象者】東武鉄道を利用して都内へ通勤する方

【補助金額】特急券購入費用に対し、
１月最大１万円

（特 急利用に対する手当が支給され
ている場合、その額を除きます。）

ら く ち ん

通学者定期券等購入費補助金『通学版楽賃』
市内から通学している、若者世代を強力バックアップ！

【対象者】東武鉄道を利用し東京圏に通学する大学生・短大生・専修学校生

【補助金額】１年度につき最大２万円
CHECK!!

5

結婚新生活支援補助金

新たな生活の始まりには何かとお金がかかるもの。

栃木市は、幸せいっぱいな二人の新生活のスタートをお手伝いします！
【対象者】次の 3 つの要件を満たす夫婦

・令和３年１月１日～令和４年３月３１日に婚姻したこと
・令和２年の 2 人の合計所得が４００万円未満であること
・婚姻時の夫婦の年齢がいずれも３９歳以下であること

【補助金額】住宅の購入・賃借費用及び引越費用の合計額に対し、最大３０万円
CHECK!!

6

空き家バンクリフォーム補助金

空き家バンク制度を利用して、おトクな古民家を理想の住まいに復活させてみてはいか

がですか？ 栃木市では、空き家を有効活用してくださる方をお待ちしています！
【対象者】空き家バンク登録物件を購入し、リフォーム工事や家財処分を行う方
専用HPは
コチラ

【補助金額】・リフォーム工事費用の２分の１について最大５０万円

（工事費用が２０万円未満は対象外）

・家財処分費用について最大１０万円

（処分費用が５万円未満は対象外）

《栃木市の空き家バンク制度「あったか住まいるバンク」は実績全国トップクラス！
まだまだ使える市内のおトクな空き家情報を、専用ＨＰにて毎日発信中です！》

CHECK!!

7

移住・定住資金相談窓口「移住定住サポーター」

栃木市と地域の金融機関が連携し、移住・定住を希望する方の「住む・働く・学ぶ」を応援するため、移住

定住サポーターとして資金面に関する相談にお応えします！ お気軽にお問い合わせください！
移住定住サポーター
足利
銀行

小山ローンセンター

住宅金融支援機構
日本政策金融公庫

問合せ先

住宅ローン

教育ローン

栃木支店
○

事業性ローン

TEL

○

0282（24）1311

○

0285（28）1150

○

048（658）5677
○

○

0283（22）3011

栃木市地域政策課 地域政策係・移住定住支援センター
seisaku@city.tochigi.lg.jp
☎ 0282-21-2453
とちぎで暮らそ
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か？
ん
せ
ま
試してみ

栃木市の移住体験施設

栃木市では、移住後の具体的な生活がイメージできるように、最長で 1 か月間、実際に暮らす

ことができる宿泊施設を２棟ご用意しています。タイプの異なる両施設では、いずれも栃木市
の魅力や歴史・文化を肌で感じることができるはず。 ぜひお試しください。

蔵の街 やどかりの家
かつての栃木県庁舎を囲んでいた水辺に佇む「蔵の街
やどかりの家」は、昭和２５年に建てられ随所にこだわりの
意匠が施された趣ある古民家です。 畳と浴室をリフォー
ム済みですので、古民家の魅力そのままに快適にお過ごし
いただけます。 街中にあるため気軽な蔵の街散策をお楽
しみください。
場 所／栃木県栃木市入舟町 14-17
間取り／３ＬＤＫ ※敷地内に駐車スペースあり（１台）

11

移住体験施設ご利用案内
利用期間

１泊～１か月

申込方法

専用ＨＰメールフォームまたは電話 （☎0282-21-2453）

利

用

料

１泊２千円〜１か月３万円（光熱水費込）

専用HPは
コチラ

設備・備品 バ
 ス、トイレ、キッチン、ＴＶ、エアコン、冷蔵庫、炊飯器、食器、オーブン
周辺情報

レンジ、調理器具、掃除機、洗濯機、ドライヤー、Wi-Fi、自転車

市役所、スーパー、百貨店、金融機関まで徒歩 5 分。栃木駅まで徒歩 15 分。

く ろ う ど か ん

Ｉ
ＪＵテラス 蔵 人館
江戸時代創業の履物店であった見世蔵と土蔵が、蔵の
外観と現代的な居住空間を兼ね備えるカフェ併設型の施
設に生まれ変わりました。市内中心部の大通りに面してお
り、蔵の街の今を余すことなく体験できます。 カフェ「日
光珈琲 蔵ノ街」では、市内外から訪れるたくさんの方々と
の交流もお楽しみください。
場 所／栃木県栃木市万町 4-1
間取り／１ＬＤＫ ※駐車場は市役所駐車場を使用（徒歩５分）

とちぎで暮らそ
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施設利用者の皆さま
験
体
住
移

「こんにちは！」
「栃木市はどうですか？」と近所の方が
声をかけてくれて、街に親しみを感じました。
小江戸の雰囲気が街全体で感じられて素敵です。
思っていたよりも都内へのアクセスが良いとわかりまし
た。これなら仕事を変えずに移住できそうです。
古民家の良さを残しながらも、お風呂や水周りのリフォー
ム・クリーニングがきちんとされていて快適でした。
旅館やホテルと違って、時間に縛られず自由に行動でき
るので、自分の性に合っている施設だと思います。
13

病院や大きなスーパーがいくつもあるので、はじめての
街での生活にも大変心強いと感じました。
駅からのアクセスも良く、街中に坂道もないため、子供
からお年寄りまで利用しやすい施設だと思います。
コーヒー店がとても多いことに驚きました。 高校生が多
いからなのか、学割があることにもびっくり！
木のぬくもりや香りを大変心地よく感じました。
家電やネット環境が整っていたので過ごしやすく、自転
車もあるので行動範囲が広げられて助かりました。

栃木市の暮らしに興味をお持ちいただけましたか？

移住までの流れをご案内

STEP

1

家族と相談しましょう

どんな目的で、どんな生活をしたいのか、家族で話すことから始
めましょう。
先輩移住者の体験談も参考にしてみてください。
『移住者の声 File.1 ～ File.3 ３P ～８P』

STEP

2

地域の情報を集めましょう

住まい、仕事、医療機関、教育環境など、暮らしに必要な情報を集めましょう。
ご相談は地域政策課・移住定住支援センターへ。平日は市役所、
土・祝日は栃木駅前の観光交流館でお待ちしています。 オンライン

移住相談も随時受付中です。
また、ラジオ放送局「ＦＭくらら８５７」では、毎月第４月曜１１時
に、移住者トーク番組『教えて移住者のみなさん！』を放送中♪ 移
住者目線の栃木市の情報を、スマホアプリで是非お聴きください。

STEP

3

ラジオアプリ
DLはこちら！

移住体験をしてみましょう

百聞は一見に如かず！街の雰囲気・気候などを、実際に体験してみましょう。
古民家・蔵を改修した２種類の移住体験施設を用意しています。
『蔵の街やどかりの家 １１P』
『IJU テラス蔵人館 １２P』
『移住体験施設利用者の皆さま １３P』
お得な値段で参加できる移住体験日帰りツアーも開催していま
すので、まずは観光気分で栃木市を体験してみるのもいかがでしょ
うか。

STEP

4

住まい・仕事を探しましょう

補助制度を上手に活用しながら、新しい生活に向けて基盤を整えましょう。
住宅取得・通勤・通学等に手厚い補助制度を用意しています。
『栃木市の移住支援補助制度 ９P ～ 10P』

空き家バンク
専用 HP は
こちら！

また、栃木市空き家バンク制度は、物件成約件数実績全国トップ
クラス！ 専用 HP でお得な空き家情報を発信中です！

STEP

5

いざ移住！ 新生活を楽しもう！

新たな発見を重ねながら、
「住んでよかった！」と言える生活を送りましょう。
移住後の悩みや疑問について、先輩移住者に相談できる移住交

流相談会を、市内会場やオンラインで毎年開催しています。 せっか
くの新生活。この機会に新しい友人との出会いを楽しんでみては？

とちぎで暮らそ
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交通のご案内
白河I.C

至郡
山

至郡
山

至会
津若
松

アクセス

電車
利用

I.C

新白河

会津高原
尾瀬口

●東武鉄道（特急スペーシア〈きぬ・けごん〉／特急リバティ）
（浅草駅から約65分）
約10分

栃木県

N

線
日光
東武

普通 約30分

東北新幹線

約30分

東北新幹線

約10分

東北新幹線

約45分

両毛線 普通

約10分

宇都宮線 快速

約65分

両毛線 普通

約90分

木

宇都宮市

約60分

●東北自動車道（川口JCTから栃木I.Cまで約45分）

栃木市

茨城県

川口JCT

km
60

埼玉県

東京都

東武日光線

お車
利用

栃木県
群馬県

約45分

栃

東京

大宮

北関東自動車道

鬼怒川温泉

東北自動車道

上野

約20分

東武日光

私鉄

浅草

約5分

池袋

JR線

新宿

新宿

東北新幹線

栗橋

池袋

東武宇都宮

●JR・東武直通（JR特急きぬがわ・日光・スペーシア）（新宿駅から約70分）

大宮

川口JCT

特・普 約120分

木

JR水戸線

佐野藤岡I.C

浦和I.C

会津高原尾瀬口

栃

太田桐生I.C

笠間I.C
至友部JCT

小山

栃木

区快 約70分

山

北関東自動車道

鬼怒川温泉

小

至高崎JCT

区快 約60分

宇都宮

東
武
宇
都
宮
線

栃木I.C

JR両毛線

約35分

●JR東日本（東京駅から約55分）

宇都宮

北関東自動車道

東 武日光

郡山 東京 上野 高崎

東武宇都宮

至高崎

日光線 特急

木

宇都宮I.C

都賀I.C

約20分

栃

怒川線

ＪＲ
宇都
宮線
ＪＲ
東北
新幹
線

東北
自動
車道

会津鬼

東武日光

栃木市

日光線 特急

春日部

日光線 特急

那須塩原
鬼怒川温泉

北千住

浅草

那須I.C

東北道

約35分

東北道

約10分

東北道

郡山 I.C

千葉県

佐野藤岡I.C

栃木I.C

約90分

●北関東自動車道（友部JCTから栃木I.Cまで約40分）

神奈川県

北関東道

高崎JCT
友部JCT

約50分

北関東道

約35分

都賀 I.C

北関東道

栃木I.C

約5分

■お問い合せ

栃木市役所 地域政策課 地域政策係
移住定住支援センター

デザインコンセプト

〒328-8686 栃木市万町9-25

☎0282-21-2453
FAX：0282-21-2676
メールアドレス：seisaku@city.tochigi.lg.jp
ホームページ：www.city.tochigi.lg.jp

栃木市章

緑色の４本のラインは「自然」、
「歴史」、
「地域」、
「人」
を表し、青色はこれらがひとつとなった大河の流れを、そ
の先にあるオレンジ色の円は輝かしい未来と人々の情熱
を表しています。いままでの歴史を受け継ぎ、明るい未
来へと続くイメージを栃木市の「と」の文字をモチーフに
表現しました。

栃木市マスコットキャラクター

とち介

