
田んぼアートの里
青森県田舎館村
移住者向けパンフレット



村民に田舎館村のいいところを聞くと、

「自然が豊かなところ」「のどかなところ」「暮らしやすいところ」

という回答が多く挙げられました。

もちろん、いいところだけではありません。

不便なところとして「車がないと移動が難しい」、

「田舎には何もない」というイメージ。

確かに、田舎館村は世間でいう田舎かもしれません。

移住のかたちは人それぞれ。

固定観念にとらわれない、新しい暮らし。

それを田舎館村で実現してみませんか？

田舎だっていいじゃない。
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村民に田舎館村のいいところを聞くと、

「自然が豊かなところ」「のどかなところ」「暮らしやすいところ」

という回答が多く挙げられました。

もちろん、いいところだけではありません。

不便なところとして「車がないと移動が難しい」、

「田舎には何もない」というイメージ。

確かに、田舎館村は世間でいう田舎かもしれません。

移住のかたちは人それぞれ。

固定観念にとらわれない、新しい暮らし。

それを田舎館村で実現してみませんか？

田舎だっていいじゃない。

田舎館、田舎だっていいじゃない。
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なかなか想像しにくい
住まいや仕事、そしてお金のこと。
田舎館村の暮らしを、
モデルケースで紹介します。
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なかなか想像しにくい
住まいや仕事、そしてお金のこと。
田舎館村の暮らしを、
モデルケースで紹介します。

子育てをしながら移住を考えている方は
教育や子育て支援制度、学校のことが
気になりますよね。
田舎館村の教育や子育て支援制度を紹介します。
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教育や子育て支援制度、学校のことが
気になりますよね。
田舎館村の教育や子育て支援制度を紹介します。

生活に欠かせない食。
田舎館村ならではの食材やお食事処。
ここでちょっとだけ、つまみ食い。
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生活に欠かせない食。
田舎館村ならではの食材やお食事処。
ここでちょっとだけ、つまみ食い。

受け入れてもらえるか少し不安かも。
でも、田舎館村の人々はあったかい。
これは村民自身も誇りに思うこと。
老若男女問わず、安心して暮らせる村。
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受け入れてもらえるか少し不安かも。
でも、田舎館村の人々はあったかい。
これは村民自身も誇りに思うこと。
老若男女問わず、安心して暮らせる村。

田舎館村で行われるたくさんのイベント、
そこは住民同士を繋いでくれる
架け橋のようなもの。
その様子をちょっと覗いてみましょう。
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田舎館村に長年在住している方、
とあるきっかけがあり移住してきた方、
６人に村のことを聞いてみました。
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田舎館村に長年在住している方、
とあるきっかけがあり移住してきた方、
６人に村のことを聞いてみました。
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　田舎館村の田んぼアート
には年間20万人以上の観
光客が訪れます。国内外か
ら注目を集めているので、
観光客などをターゲットに
した業種を起業するチャン
スがあります。

起業

　田舎館村には工業団地が
あり、村内には精密部品な
どの製造業を中心に30社
が立地しています。

工業
　人口約7,800人のうち約
2,300人が農業に携わって
います。
　田舎館村の主要生産物は
米とりんご。いちごやブロッ
コリーなどの高収益作物の
生産も増加傾向です。

農業

企業
　田舎館村は弘前市、黒石
市、平川市、藤崎
町に囲まれてい
て、近隣市町
には様々な職
種の企業があ
ります。

憧れのマイホーム

集合住宅は部屋が広い

アパートは２ＬＤＫ以上が多く、値段は４～６万円！

東京

土地の価格

持ち家率59.1％
田舎館

93.5％
1㎡あたり 1㎡あたり

（東京近郊） 参考資料：平成27年国勢調査、平成29年度地価公示

449,000円 9,300円
東京と

比較

のんびり
ゆったり

　持ち家率の高さは地
方ならでは。地価が安
く、土地の取得費用を
抑えることが可能で、
家族でのびのびと生活
できます。

田んぼとりんご畑に囲まれて

黒石市

藤崎町

弘前市

田舎館村

平川市
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　犯罪発生率１位の地域は人口に対し発生
率が10.760％ですが、田舎館村は0.294％
（１年で20件程）です。

安心安安安安安安安安安安安安安安安安安安安心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心安心
犯罪が少ない

　田舎館村は内陸部の平野に位置し、のど
かな自然が広がっています。近年は自然災
害による大きな被害もありません。

のどかな自然

　田舎館村は病院が少ないですが、車で30分圏内に近隣市町村の様々な病院があります。
救急外来を受け入れしている病院や無料送迎バスを運行している病院もあります。

医療機関

全国の犯罪発生率ランキング

1778位/1946位中

　青森県は降雪地域です。慣
れない雪道の運転（自動車には冬
用スタッドレスタイヤの用意が必要）や
厳しい寒さは大変ですが、近
隣市町村にはスキー場があり、
ウインタースポーツを楽しめ
ます。

35歳未満の夫婦＋子ども１人の月間収支の
モデルケースです。

参考資料：平成26年全国消費実態調査
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　田舎館村では、独自の子育て支援制度を通じて、子育
て家庭の負担軽減を図っています。代表的なものが医療
費給付制度です。対象は０歳～中学３年生で、診療の保
険適用分について自己負担額を全額助成しています。
　また、第３子以降の学校給食費の免除措置も設けてい
ます。小・中学校ともに給食を実施しており、学校給食
センターの栄養士が子どもの食育をサポートしています。

　村には小学校、中学
校が各１校ずつありま
す。小学校ではスクー
ルバスを運行し、児童
の通学をサポートして
います。また、国際化
に対応できる人材育成
を目的に『国際科』を
新設し、全学年で英語
を中心とした外国語学
習を行っています。
　小・中学校ともに様々
な学校行事が行われて
おり、小学校ではいち
ご狩りや田植えなど、
自然に触れられる村な
らではの校外学習があ
り、中学校では赤ちゃ
んふれあい教室など特
色のある体験学習が実
施されています。

小学校・中学校

　村独自の取り組みと
して、第３子以降の出
産には出産祝金を支給
します。
　また、村内に会場を
設けて乳幼児健診を実
施し、医療機関への移
動に伴う負担軽減を図っ
ています。

乳児

　ご家庭の都合に応じ
て、放課後の児童が通
うことができる児童館
が３つあり、それぞれ
１日約50人の児童が集
まって過ごしています。
児童は遊んだり、宿題
をして過ごすほか、ピ
アノ教室や工作体験な
ど各児童館独自の行事
が毎月行われています。
また、３児童館合同の
遠足も行われています。

児童館

保育所・認定こども園

制　度

　村には保育所（３か
所）と認定こども園（１
か所）があります。ま
た、村内には平成29年
４月１日現在、待機児
童はいません。

制
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　村内のラーメン屋といえば
ここ！津軽地方ならではの煮
干しラーメンのお店です。煮
干しがしっかりきいているの
にあっさりとしたスープと、
自家製の細麺が絶品で、多く
のお客さんに愛されているお
店です。

いちごカフェ（工藤観光農園）

道の駅いなかだて「弥生の里」

やまや

買い物

お食事処

　村の買い物スポットとしておすすめしたいの
が道の駅。道の駅内にある産地直売センター
では村の野菜や果物、お惣菜が安く手に入り
ます。

品川鮮魚店
　自動車による移動販売も行う鮮
魚店。新鮮な魚はもちろん、肉や
野菜もそろっています。お店では、
明るく気さくなお母さんが出迎え
ます。

　村は一見、田んぼとりんご畑だけが広がってい
るようにみえますが、いちごの栽培も盛んです。
工藤観光農園では、６月下旬から11月中旬まで
いちごカフェを運営しており、いちごをふんだん
に使ったスイーツを提供しています。６月下旬か
ら７月上旬までの２週間ほど限定でいちご狩りも
実施しています。田んぼの中にあるログハウスが
特徴です。

道の駅いな品川鮮魚店
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田舎館中学校の赤ちゃんふれあい教室
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どろリンピック

乳幼児健診での絵本読み聞かせ教室
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春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春 参加者1300人が協力して田んぼアートの田植
えを体験するイベント

夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏

田植え体験ツアー

子どもから大人まで参加する村の運動会！
大人も子どもに戻ったように全力で競技に参加します。

村民体育レクリエーション大会

村内の各地区で制作したねぷたを運
行するイベント！参加者のねぷたに
かける熱意が魅力的です。

ねぷた運行

村内の神社や集落の広場では様々な露店が
並ぶ宵宮や夏祭りが行われます。７月から
８月にかけて開催されるので子どもたちは
とても楽しみにしています。

宵宮・夏祭り

苗っこまつり
トマト・きゅうり・なすなどの野菜
苗が農家直売で販売されるイベント

田舎館村ならではの楽しいイベ
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トの稲を1300人の参加者とともに刈るイ
ベント！稲刈り中は村内外の参加者が混
ざり合い、交流を楽しんでいます。

稲刈り体験ツアー

村の芸能・文化・産業が一堂に会する
イベント！収穫を祝って餅つき、村の
特産品の販売などが行われるほか、約
5000鉢のシクラメン等の展示販売や
模擬競りコーナー、芸能発表などが行
われます。

収穫感謝祭＆シクラメン市

夏の田んぼアートだけじゃない！
冬を楽しみ、雪と遊ぶイベント！

冬の田んぼアート

棒パンづくり

スノーアート（夜）

キャンドルナイト ソリすべり

スノードームづくり

イグルーづくり

ントが盛りだくさん！

ご当地キャラクター
米こめくん

11



　村でミニトマト農家を営む田澤さん。農
薬や化学肥料を一切使わないことにこだ
わっています。そしてこのミニトマト、フ
ルーツのように甘い！栽培したミニトマト
を使った商品開発にも力を入れており、オ
リジナルのミニトマトジャムやミニトマト
ドレッシングを販売しています。また、ご
当地サイダー「田んぼアート黒サイダー」
の開発にも携わり、田舎館村の魅力発信に
も取り組んでいます。　

　田澤さんは、「若い人こそ、子どもを連
れて村に来てほしい。保育料は安いし、自
然ものどか。車は必要だが、仕事や買い物、
子どもの習い事などひと通りできるので生
活に困らない。」と話していました。また、
村の好きなところを聞くと、「季節感をはっ
きりと感じられる村の景色が好き。ぜひ田
舎館村に来て、村ならではの季節感を体感
してほしい。」と話してくれました。

　村のコミュニティラジオ「エフエムジャイ
ゴウェーブ」でラジオパーソナリティを務め
ている藤原さんは、「仕事の関係で村に来てか
ら、地元神奈川に戻りたいと思ったことはな
いです。人が優しく、慣れない津軽弁もみん
なに教えてもらい、生活にすぐ慣れることが
できました。」と話していました。また、自然
にたくさん触れられることにも魅力を感じて
いるとのこと。「学校の行事で、田植えやりん
ご作業などが行われます。子どもたちが身を
もって経験することで、食育にもつながって
いると感じています。」と話してくれました。

 

岩木山 ミニトマト農家の田澤さん

「エフエムジャイゴウェーブ」ラジオパーソナリティの藤原さん
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　夫婦２人で美容室を営んでいる阿保さん。
立地条件や集客を考え、平成25年に隣の
弘前市で美容室「hair/select Lagut」を開
業しました。将来は村にお店を移すことを
目指しています。そんな阿保さんは、村の
好きなところについて、「世代を問わず村
の人同士仲が良く、楽しい。人とのつなが
りが魅力。」と話していました。また、近
所の目があるため、家を留守にしても心配
いらない安心感があるようです。
　ご近所同士の親交で、「野菜はご近所か
らいただくことが多く、自分で買う機会が
少ないことは村ならではかな。」と話して
いました。ご近所同士が好意で物を交換し

合うことは阿保さんの親の世代からずっと
続いているそうです。また、夏には地元の
ねぷた祭りに参加しています。「村の行事
に参加することで、村のために何かできる
のではないかと考えています。」と話して
くれました。
　最後に村での仕事について聞いてみまし
た。「村にはまだまだないものがたくさん
ある、飲食店とかリラクゼーション…村に
ないものをやれば成功する可能性は十分に
ある。スキマ産業！」
　田舎館村には起業のチャンスがあるかも
しれませんね。

美容師の阿保さん

Uターン者の齋藤さん

　村内で働く齋藤さんは、首都圏で開催されたＵターン
フェアに参加したことをきっかけに、田舎館村へＵターン
しました。村での生活費について、首都圏に比べて収入は
少なくなったものの、家賃や駐車場代を考えればあまり変
わらなかったそうです。また、「村に来てから格段に、新
鮮で安くて美味しい野菜が手に入る。」と話していました。
近くに温泉がたくさんあるのも嬉しいとのこと。そして、
村での子育てでは「埼玉在住の頃と違って、村にはおばあ
ちゃんたちがたくさんいます。そのため育児書などの情報
に加え、おばあちゃんたちとのあいさつや交流の機会があ
り、人を頼りに子育てができて安心だった。」と話してい
ました。村での子育てに不安は少なかったようです。
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　平成28年に田舎館村へ移住したトーマ
スさん。田舎館小・中学校でALT（外国語
指導助手）をしています。アラスカ出身で
日本への留学後、村に移住してきました。
田舎館村の印象を「子どもたちがとても元
気で良い子。田んぼアートが素晴らしい。」
と話してくれました。村の子どもたちの優
しさにたくさん触れているようです。そん
な子どもたちの学校行事、文化祭や中体連
が面白いと感じているとのこと。運動が好
きなトーマスさんは、中学生のサッカーの
試合を見に行ったり、隣の黒石市のスポー
ツカレッジにも参加しています。　
　トーマスさんは今後について、現在の

ALTの他に、デザイナーや翻訳者として働
きたいという夢を持っていると教えてくれ
ました。「仕事の関係もあるから、将来ど
こに住むかはわからないが、今は田舎館村
にいることで色々と勉強になっている。今
はここが好き。」と話していました。
　最後に移住者へのアドバイスをしてくれ
ました。「車があれば生活に困ることはな
い。そして村には田植え体験ツアーやねぷ
た祭りなど季節のイベントがたくさんあ
り、村民と仲良くなれる機会もあるので安
心して来てほしい。」と話してくれました。
村民が集い交流できる場をこれからも大切
にしたいですね。

ALTのトーマスさん

田舎館中学校吹奏楽部コンサート（村文化会館） 田舎館中学校文化祭
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　３人の子どもと旦那さんの５人で暮らし
ているお母さんにお話を聞きました。結婚
してしばらくは隣の弘前市でアパートを借
りて暮らしていましたが、田舎館村の近隣
市町村へのアクセスのよさ、土地の安さに
惹かれ、思い切って平成21年に移住を決
断しました。田舎館村での子育てについて、
彼女はこう話しています。
　「引っ越してきたばかりで、村のことを
何も知らない私に対しても、近所の方々は
とても優しかったです。特に、村の保健師
さんには大変お世話になりました。私だけ

ではなく、子どもが抱える不安も聞きとっ
てくれます。また、事務的な対応ではなく、
非常に親身です。困ったときはいつでも相
談にのってくれるありがたい存在です。」
　「村への不満はほぼありません。同様に、
子育てに対する不安ももうないです。ただ、
今後はもっとママ友以外の方ともつながっ
てご近所同士の交流を深めていきたいと
思っています。これからも田舎館村で暮ら
し、村内での友達をたくさんつくりたいで
す。」

弘前大学
教育学部
生涯教育課程
石戸谷

乳幼児健診

弘前大学
人文学部
現代社会課程
駒ヶ嶺

弘前大学
人文社会科学部
社会経営課程
箕輪

　このパンフレットには、「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）」に採択された「オー
ル青森で取り組む『地域創生人財』育成・定着事業」の一事業として行われた「平成29年度共育型地域イ
ンターンシップ in 田舎館」の調査・研究内容が盛り込まれています。
　「平成29年度共育型地域インターンシップ in 田舎館」には、以下の学生３名が参加しました。
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