
出張相談窓口
市町村紹介

いつもは市や町、村で移住の窓口をしている
担当者が、有楽町のふるさと回帰支援センターにて
移住のご相談を承ります！
※出張相談のご予約受付中！お気軽にどうぞ♪

13:00～16:00 @有楽町

企画部 企画課 0296-24-2111

8/30(日)
筑西市

オンライン相談会

県西

写真が撮りたくなるまち！

人口
100,349人

都心から電車で70分程度とアクセスが良く、穏や
かな自然環境に恵まれており、米・すいか・なし・
いちごなど、農産物が豊かなまちです。毎週末運行
するSLや、日本百名山の一つである筑波山山頂から
太陽が光り輝く「ダイヤモンド筑波」は一見の価値
あり！

12/13(日)
大洗町

県央
人口

15,979人

まちづくり推進課 地域振興係 029-267-5111

白砂青松の美しい自然に
恵まれた海辺のまち。

海洋性の恵まれた気候で暮らしやすい大洗町。
白砂青松の美しい自然に恵まれた海辺のまちで、
年間420万人を超える観光客が訪れる茨城県内
最大の観光地でもあり、四季それぞれで、旬の
美味しい魚を味わえます。

企画課 0297-68-2211

県南

11/28(土)
利根町

人口
15,233人

茨城県の最南端，都心から
1時間の小さな”まち”！

茨城県の最南端，都心から1時間圏内のここ利根町
は，人口16,000人ほどの小さな”まち”です。利根
川の雄大な流れを背にした町内には田園風景が広が
り，四季折々で移り変わる自然風景が町を彩ります。

地域創生部 地域創生課 029-52-1111

県北
人口

39,512人

大自然の恵みを
実感できるまち

川と里山に囲まれ、豊かな自然と豊かな食であふれ
る常陸大宮市。春夏秋冬を五感の全てで味わう贅沢
や、新たな発見と温かい出会いのあるくらし。人と
人との出会いや、コミュニケーションがもたらす温
かいつながりも魅力です。

9/26(土)
茨城町

町長公室 地域政策課 029-292-1111

県央
人口

31,501人

お試し移住やってます！
~東京から車で９０分

ほどよい田舎 いばらきまち～

国際条約に登録された「涸沼」や，３つのインター
チェンジを有する，水と緑に囲まれた田園都市です
！転入者向けリフォーム補助(最大100万円)や就農
支援等，移住支援に力を入れています！

市民部 市民協働課 0299-59-2111

県南

7/18(土)
かすみがうら市

オンライン相談会

人口
40,428人

湖と山に囲まれた、
住みやすいまち

名前のとおり日本第2位の面積を誇る霞ヶ浦に面し
たまちで、東に霞ヶ浦（湖）、西に筑波山麓（山）
に囲まれた自然豊かなまちです。移住にかかる住ま
いや仕事に関する支援も行っておりますので、是非、
相談ください。

人口は令和２年５月1日現在

ご予約・詳しいお問い合わせは
コチラから →→→

12/12 (土)
常陸大宮市



県西 8/22(土)
境町

オンライン相談会

人口
24,106人

地方創生課 0280-81-1300 

自然と近未来が
体感できるまち

境町は子育て支援日本一を目指し、先進英語教育や
安心の子育てサポート、移住者向け奨励金など、転
入される方の「暮らし」を徹底サポート！全天候型
の公園や子育て応援住宅などの施設も続々完成して
います。

8/29(土)
日立

オンライン相談会

県北
人口

174,639人

市長公室 地域創生推進課 0294-22-3111

豊かな自然と最先端の工業
技術が調和した、暮らしと
仕事に“ちょうどイイ”まち！

太平洋に面し、山に囲まれた風光明媚な日立市は、
日立鉱山と日立製作所と共に発展した工業都市です。
桜、海、レジャー、グルメ、イベントなど、魅力の
詰まった日立にぜひお越しください！

8/1(土)
つくば市

オンライン相談会

県南
人口

242,159人

市長公室 広報戦略課 029-883-1111

仕事を変えずに東京へ通勤！

東京圏へ約50分で通勤可能、生活に便利なつくばエ
クスプレス沿線で、仕事を変えずにお試し移住。暮
らしに慣れてきたら、ゆったりした環境の筑波山麓
や周辺市街地へ移り住むという二段階移住も可能で
す。まずは気軽に、田舎暮らしを始めてみませんか？

鹿行 9/19(土)
潮来市

人口
27,624人

市長公室 企画調整課 0299-63-1111

人の魅力に魅了され、
住みたいまち潮来

潮来市は、千葉県との県境に位置し湖沼や河川の水
辺に囲まれた自然豊かな水郷地帯。ガッツリ田舎で
もない中途半端なまちだけど、住んでいる人の魅力
や四季折々を五感で感じることができる「まち」っ
ていいなあと思う。

県央 10/3(土)
城里町

人口
18,214人

まちづくり戦略課 029-288-3111

地域活性が盛んな里山の町！

城里町は水戸市の北西に隣接し，里山の原風景が残
る自然豊かな町です。コンテストで日本一になった
米，水戸黄門ゆかりのお茶や赤ネギなどの特産品を
有し，県内最多の地域おこし協力隊も活躍する移住
に寛容な町です。

県西
10/17(土)
結城市

人口
50,533人

企画政策課 0296-32-1111

蔵のまちに，ふわり，
軽やかな風が舞う。

悠々と流れる，川のように清らかに
凛と咲く，花のように美しく
伝統の面影に今がきらめく
温故知新のまち，結城。

県北 11/7(土)
北茨城市

人口
41,870人

市長公室企画政策課 0293-43-1111

海あり山あり芸術ありの町

「海がある]「山がある」「アート活動が盛ん」
「夏が涼しい」「東京、仙台まで約２時間」
「子育て支援が充実」「健康都市づくりを目指して
いる」…これらのワードにピンときたら是非相談に
お越しください!

県西
11/21(土)
桜川市

人口
39,280人

総合戦略部 ヤマザクラ課 0296-58-5111

ヤマザクラ55万本の里

桜川市は茨城県の中西部に位置し、首都圏からの距
離も約70㎞程です。2019年には桜川・筑西ライナー
が運行を開始し、都心への交通アクセスも向上しま
した。市内には多くの山桜が自生していて、美しい
里山風景を楽しめるのも桜川市の魅力です。



県央 12/5(土)
那珂市

人口
53,187人

企画部 政策企画課 029-298-1111

いぃ具合に田舎で、
いぃ那珂暮らし♪

特に目立った名所や特産品は、ないかもしれない。
でも、ここにはいい時間が流れている。
のびのび暮らしを楽しむ人たちがいる。
田舎だと思います。でも、いい那珂なんです。
ぜひ一度、のぞいてみませんか。

鹿行 12/19(土)
行方市

人口
32,305人

企画部 企画政策課 0299-72-0811

２つの湖にはさまれた
穏やかな暮らし！

行方市は霞ヶ浦に挟まれた、美しい風景がみられる
場所です。食と気候と風土に恵まれた行方は，千年
以上前から人々が暮らし続けてきた場所があるとい
うほど、大変暮らしやすい場所です。湖とともにあ
る穏やかな時間を感じに、ぜひお越しください。

県央 1/16(土)
水戸市

人口
269,015人

市長公室 政策企画課 政策審議室 029-224-1111

納豆だけじゃない！

豊かな水と緑に恵まれたまち・水戸。子育て支援や
教育に力を入れているほか，就職，起業・創業，就
農に向けた様々な支援も行っております。路線バス
で市内の移動も便利。休日夜間緊急診療所の開設な
ど，医療体制も充実しており，安心して暮らすこと
ができます。

県北 1/30(土)
高萩市

企画部 地方創生課 0293-23-2111

海と山、自然に恵まれたまち

茨城県の北東部に位置し、新緑や紅葉が美しい花貫
渓谷や、日本の渚百選である高戸小浜海岸など、海
や山の自然景観が美しいまちです。東京からは約15
0キロで、常磐自動車道または常磐線の特急を利用し
て約２時間の距離に位置します。

2/6(土)
笠間市

県央
人口

73,921人

市長公室 企画政策課 0296-77-1101

美しさを感じるまち

四季折々の表情をみせる里山と田園，歴史ある神社
・仏閣，笠間焼・音楽・美術館などの芸術と産業，
充実した医療・福祉施設，多くの方が訪れる笠間市
は，生涯をとおした充実した暮らしを，あなたに提
供します。

2/20(土)
東海村

県央
人口

37,690人

企画総務部 企画経営課 029-282-1711

都市と自然が融合した
コンパクトな

サイエンスシティ

「住みやすさ自称№１」の東海村は，半径4㎞にまち
の機能が集約され，最先端科学技術や研究施設が集約
したコンパクトシティです。東京駅からJR常磐線特急
に乗り，約90分で来ることができます。美しい田園風
景の中に，洗練された街並みが整備された子育てしや
すい魅力あふれる東海村に来てみませんか。

2/27(土)
石岡市

県南
人口

72,175人

のんびり里山暮らし

東京から電車、車ともに90分程の距離に位置し、筑
波山などの山々に囲まれた里山の原風景や霞ヶ浦、
恋瀬川の水辺など豊かな自然があります。また、歴
史ある街でもあり、昭和レトロな看板建築などが残
っています。

市長公室 政策企画課 0299-23-1111

3/6(土)
稲敷市

県南
人口

39,467人

都心やつくば，成田にも近く，休日には釣りや野鳥
観察，サイクリング，ゴルフなど豊かな自然を楽し
めるのが稲敷市です。ゆったりとした生活に魅力を
感じ、移住を決断する人も少なくありません。まず
は、気軽にご相談ください。

地域振興部 まちづくり推進課029-892-2000

限りなく都会に近い
ローカル

人口
27,614人


