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画像にスマートフォンをかざす
スペシャルムービーが楽しめる21 アプリを

ダウンロード・起動 【COCOAR2】

AR牛久市ガイドブックでは、　　がある写真にスマートフォンをかざすと動画が見られるARサービスが付属しています。写真や記事
と連動した動画が視聴できます。スマートフォンをお持ちの方は無料アプリCOCOAR2（ココアル2）をダウンロードし、ぜひお
楽しみください。※ARとは拡張現実（Augmented Reality）のこと。スマートフォンを使い現実の物や景色の上に、付加情報を表示する技術。
COCOAR2は印刷物にスマートフォンをかざすことで動画を見ることができるARアプリです。　※詳しくは市公式ホームページをご覧ください。

牛久市ガイドブックが動き出す
こんにちは、牛久市です。
当市は、東京にほど近いベッドタウンとして成長を続けているまち。

暮らし・子育て・教育のサポートが整っていると好評です！

都心まで電車で50分――。

都心で働きながら、自然の豊かさを感じる暮らしが広がります。

動画を見よう！
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牛久市観光アヤメ
園

牛久運動
公

園

雲魚亭

落花

生
畑

のどかな里山や畑・田園が広がるエリア
です。落花生のぼっち（野積み）がある風
景は、生産地ならでは。牛久自然観察の
森やりんご園、ブルーベリー農園なども

あり、自然豊かな暮
らしが楽しめます。

ひたち野うしく駅エリア
ひたち野うしく駅を中心に、24時間営業の
スーパーやレストラン、地元産の新鮮な食材
を提供するお店が並びます。近くにショッピ
ングモールもあるなど利便性が高く、新しい
住宅街が広がるエリアです。

住宅街

牛久沼エリア
牛久沼周辺には河童絵の画家・小川芋

う
銭
せん

や作家・住井すゑゆかりの地があり、今
も多くの芸術家がアトリエを構えるエリ

アです。牛久沼のほ
とりにある牛久市観
光アヤメ園には、多
くの市民が俳句づく
りやスケッチに訪れ
ています。

JR常磐線で品川・東京駅まで乗り換えな
しで行くことができます。また市内
には2つの駅（牛久駅・ひたち野う
しく駅）があり、都内通勤に最適な
環境です。

東京まで電車で　　　　約50分　
成田国際空港まで車で　約45分　
茨城空港まで車で　　　約50分　
つくば市まで車で　　　約15分

アーティスティックエリア

アーバンエリア

当市の中心市街。スーパーやレ
ストラン、おしゃれなカフェな
どがあり、暮らしやすい環境で
す。牛久シャトーには多くの市民が
集い、うしくかっぱ祭りには１万人以上の踊り
手が参加するなど、賑わいを感じるエリアです。

牛久駅エリア
セントラルエリア

牛久東部エリア
ネイチャーエリア

牛久市は

ココ！

USHIKU

ひたち野うしく駅

牛久駅

ま

ち
並

み

りんご園

牛久シャトー稀
勢

の里関の手形モニ
ュメ

ン
ト

牛
久沼

駅が

2つ

すてきなお店がたく
さ
ん

牛久ってこんなところ
田園や里山が広がる豊かな自然環境と、充実した都市機能を併せ持つ牛久市。
多様な顔を持つ牛久市を4つのエリアに分けてご紹介します。

動画を見よう！
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安心・安全
な暮らし

1
牛久をつくる３つの

力

安心して暮らせる環境で、より豊
かな暮らしを
　実際に移住してきた人たちに感
想を聞いてみると、数年前に仙台
から移住したご夫婦の奥様は「のど
かで落ち着いた生活環境です。住
宅街に一戸建てを購入しましたが、
周りは同じように家を新しく建て
た家族も多く、自然と交流が広が
りました。生活圏内にお店がたく
さんあるし、まちや公園はきれい。
大きな山や川がないことで災害も
少ないと感じています。
地場産の食べ物が多いの
も安心できるポ
イントですね」と
満足げ。移住して
きてから、趣味が高じてオリジ

ナルアクセサリーの販売にも挑戦
しているという奥様は、活動を通
してコミュニケーションの輪が広
がり、友人もたくさん増えたそう
です。安心して生活できる環境が
あることで、新しい事にも積極的
にチャレンジできるとのことで、
牛久での暮らしの充実ぶりが伺え
ました。
どこへ行くにも好アクセス
　あまり知られていませんが、羽
田空港・成田国際空港・茨城空港
の3空港が車で1時間圏内、だか
ら海外や国内の都市にも好アクセ
ス。また、海、山、湖、森などが
周辺にあり、レジャーや趣味への
選択肢も大きく広がります。Iター
ンやUターンなど、他から移住す

る人が多いのもうな
ずけます。
環境の充実が暮ら
しやすさに直結
　また、都内から
移住した30代男性
は「都心に近くて便

利なことに加えて、車で十数分の
場所に大きな病院があるし、歩い
て行けるところにもクリニックが
多くある。安心感がありますね」
と、医療機関が整っていることに
大きなメリットを感じているそう
です。
コンパクトシティ
　暮らしのあらゆる環境がコンパ
クトに整い、安心・安全に暮らせ
るまち、牛久。
　「実際に住んでみたら、思って
いた以上に暮らしやすかった」と
いう声をた
くさん聞く
ことができ
ました。

「ポケットファームどきどき」
新鮮で美味しい野菜がそろっています

牛久をつくる３つの力
自然と都市機能を併せ持った住宅都市

24時間営業のスーパーや、おしゃれな
カフェ・レストラン、ショッピングモー
ルなどが身近にある住環境です。

じぶんらしい暮らしを始めてもらうために、当市が特に力を入れている
「安心・安全な暮らし」「充実の子育て環境」「質の高い教育」をご紹介します。

田園や里山が広がる豊かな自然環
境。「茨城観光百選」に選ばれた牛
久沼や、全国に10カ所しかない

「牛久自然観察の森」があります。

医療機関が充実

市内には2つの病院（牛久愛和総合病院・つく
ばセントラル病院）をはじめ多くのクリニック
があります。隣接するつくば市には筑波大学附
属病院があるなど医療機関が充実しています。

シティプロモーションサイト

現在、防犯カメラは市内に
約480基設置されています。

防犯カメラの設置
安心・安全

な暮らし
1

公立小中学校で「アクティブ・ラーニング」にいち早く取
り組むなど、当市の教育は海外からも注目されています。

牛久市の子どもたちの学力は全国上位

うしく放課後カッパ塾は市内全小中学校で実施。
基礎学力の向上と学習習慣の定着

に役立っています。うしく土
曜カッパ塾は、市内の全小学
校で実施しており、地域と
のつながりを深め地域全体
で子どもの成長を支え、豊

かな体験となっています。

うしく放課後カッパ塾・うしく土曜カッパ塾

公立小中学校には平成18年から設置しています。
トイレの洋式化など、子どもたちが快適な学校生
活を過ごせるよう環境を整備しています。

すべての教室にエアコン設置

うしくの教育サイト

質の高い教
育

3

きょうだいで利用する場合、最年長の
子どもから順に2人目は半額、３人目
以降は無料となります。

3人目以降の保育料無償化

予防接種法に基づく接種のほか、任意
接種を加えた14種類35回分を助成
しています。

予防接種を市独自で助成

親子が集う子育て広場

市内に計6カ所（常設広場3・出張広場3）あ
り、乳幼児と保護者が集う交流の場です。
子育てアドバイザーが常駐し、子育て支援
サービスの情報提供や相談を行っています。

子育て情報サイト

充実の子育て環境
2

ココがおすすめ

動画を見よう！

公園がいっぱい!
ひたち野さくら公園

110本もの桜が
立ち並びます！

人気のヒミツ!
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牛久をつくる３つの
力

質の高い教
育

3
保育園、幼稚園

が多数！

給食が
美味しい！

人気のヒミツ!

人気のヒミツ!

恵まれた教育環境がうれしい
　未来を担う子どもたちのために、
当市では特色豊かで先進的な取り
組みを積極的に行っており、快適
な教育環境で集中して学べます。
　学校生活では、公立小中学校の

すべての教室
にエアコンを
設置していま
す。給食はす

べて自校式学校給食を採用。各校
で「美味しい」特色ある給食が提供
されています。恵まれた環境で快
適な学校生活を送れるので、子ど
もたちの笑顔が輝きます。
連携を重視した教育体制
　当市では平成17年度から、公
立・私立すべての保育園・幼稚園・
小学校の連携を図っています。こ
れは茨城県内でも先進的なもので
す。同じく公立の小学校と中学校
で、小中一貫教育に準じた「小中
連携事業」も行っています。

牛久をつくる３つの
力

充実の子育
て環境

2
切れ目のない子育て支援
　当市にはきめ細やかな子育て支
援があります。子どもが生まれる
前から充実したサポートが始ま
り、大人になるまで途切れること
なく続くので安心して子どもを産
み育てることができます。
大人気！『子育て広場』の交流
　乳幼児期の子育て支援として

『子育て広場』が市内に6カ所（常
設広場3・出張広場3）設けられて
います。ここでは子育てアドバイ
ザーが常駐し、サポートを行いま
す。牛久市総合福祉センターにあ
る『のびのび広場』は最も広い子育
て広場で、室内遊びのほか、外遊

びやふくしの森で散策など子ども
たちが活動的に過ごすことができ
ます。入退出や飲食物の持ち込み
が自由、館内のカフェや売店など
使い勝手のいい場所です。「“午前
中は下のお子さんと来て過ごし、
一旦退出して幼稚園へ上のお子さ
んを迎えに行き、また戻って来て

過 ご す 人” 
“家 族 で 子
どもを遊ば
せ な が ら、

交代でお風呂に入っていく人” な
ど、それぞれ自由に都合に合わせ
て使っていただけます。おじい
ちゃんやおばあちゃんが孫を連れ

　これらの連携がもたらす、子ど
もたちの異年齢交流による心身の
発達の促進、中1ギャップの解消、
人間関係に対する配慮、小中教師
の授業交流など、さまざまな効果
は計り知れません。さらに、市内
の小中学校では「一人残らず質の
高い学びを保障する学校づくり」
を目指し、主体的・協働的な学び
による授業づくりに積極的に取り
組んでいます。子ども・保護者や
地域住民・教職員が共に学び育ち
合う姿勢が、豊かな教育現場をつ
くり出します。
全国上位の学力を培う取り組み
　その代表的な取り組みが、無料
で参加できる「うしく放課後カッ
パ塾」「うしく土曜カッパ塾」です。
これらは牛久市教育委員会の放課
後対策課によって運営され、基礎
学力の向上と学習習慣の定着に役
立っています。実際に、当市の子
どもたちの学力は全国上位です。

て来たり、休日はパパたちも多い
ですよ」と、アドバイザーさんも
にっこり。
子育てのしやすさを実感
　子育て広場の利用者さんに聞き
ました。「牛久は子どもとお出掛け
しやすいまちですよ。子育て広場
は子どもと1日ゆっくり過ごせて
本当に助かっています。子どもが
アドバイザーさんになついちゃっ
てて（笑）」
　また、“牛久はイベントが多い” 
“車道も歩道も広く、ベビーカー
を押して歩きやすい” “空気がき
れい” “親子で参加できる活動が
多い” “公園が多い”という声も聞
くことができました。
　子育て支援はさらに、一時預か
り、病後児保育「牛久みらい保育
園病後児保育室　バンビちゃんの
お家」、朝7時から夜7時までの児
童クラブなど、働くママにうれし
い環境も整備されています。

　ほかにも、いち早く取り組む「ア
クティブ・ラーニング」(市内公
立小中学校)、英語教育強化のた
めALTを配置（市内全公立小中学
校）、耐震化率100％を達成（市内
全公立小中学校と公立幼稚園）な
ど、国内外から多くの視察者を受
け入れており、教
育先進地として
大変注目されて
います。

「子育て広場」
「のびのび広場」内

でカフェメニューを楽

しめます

★耐震化率100％（市内全公立小中学校・公立幼稚園）
★英語教育強化のためALTを配置（市内全公立小中学校）
★牛久産食材を使用した給食の提供・自校式給食

★18歳までの医療費助成
　（高校生相当）
★妊婦健康診査費用14回補助
★産婦健康診査費用2回
★夜7時までの児童クラブ
★就学援助制度
★産後ケア事業
★子育て世代包括支援センター
　「すまいる」 ココがおすすめ

「ふわふわドーム」
牛久運動公園
ふわふわドームは
お母さんたちの
アイデアで実現！

ココがおすすめ

「中央図書館」夜9時まで
OPEN!

絵本も充実、 毎月

おはなし会を開催し

ています

「高校」が4つも！
牛久栄進高等学校、
牛久高等学校、 東
洋大学附属牛久高
等学校、つくば開成
高等学校があります
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牛久市 空家バンク

牛久市空家バンクトップページ
http://www.city.ushiku.lg.jp/
page/page006232.html

牛久を調べる

住む場所をさがす

市公式ホームページ
http://www.city.ushiku.lg.jp/

シティプロモーションサイト
「らしく、うしく。」
http://www.city.ushiku.lg.jp/
page/dir007585.html

子育て情報サイト
http://www.city.ushiku.lg.jp/
kosodate/

市公式YouTube
https://www.youtube.com/
channel/UCsz0m3RErke94
koa1mP8a2g

市公式Facebookページ
https://www.facebook.com/
ushiku.citypromotion/

市公式LINE
https://page.line.me/bpj8674s

FMうしくうれしく放送（FM-UU）　
コミュニティFM放送局・周波数85.4MHz

当市では、都会やその他の地域から市内への移住や定
住を促進するため「牛久市空家バンク制度」を設けてい
ます。当市への「I・J・Uターン」や、「定住」などを検
討されている方に、物件情報等を提供しています。当
市の空家を買いたい・借りたいとお考えの方はぜひご
覧ください。

空家バンク利用の流れ

※当市は交渉・契約に関与しません。売買・賃貸借契約が締結
されたときは、法律で定められた仲介手数料が必要です。

牛久が一番住みやすい。

県北出身ですが、職場への通勤を考えて牛
久を選びました。夫は転勤族。今までさま
ざまな地域に住んできましたが、牛久が一
番住みやすいと実感しています。まちがの
どかで、とにかく人がいい。自転車で色々
な場所に行けるし、大型ショッピングモー
ルやアウトレットも近くにあって便利です。
つくばが近いのもいいですね。

都内で勤務していましたが、家を買うなら
自然が豊かな場所と決めていました。牛久
はコンパクトで暮らしやすいまちです。特
にひたち野うしく駅周辺は、徒歩でスーパー
やクリニックなどへ行けます。また、公園
や自然も多いので、のびのびと子育てでき
ます。育児相談など、市の子育て支援が充
実しているのでとても助かっています。

生まれてからずっと牛久に住んでいます。スーパーは多
いし、ドラッグストア、病院など暮らしに大切なことは
何でもそろっています。駅も2つあるので本当に便利です。
週末はブルーベリー狩りや、りんご狩りを楽しんでいま
す。また、遊園地や水族館などいろいろな場所に行った
り、仲間とバーベキューをしたりします。高速道路が近く、
どこへ行くにもアクセスしやすいのが特徴です。リフレッ
シュが簡単にできるのが良いですね。
牛久は子育てもしやすいですよ。「子育て広場」が充実しているし、
小学校の給食はおいしいし、小児科もたくさんあります。私は昔
から、自分と同じ幼稚園に子どもを通わせるのが夢でした。自分
がすくすくと育ったまちで子どもを育てられるのは幸せです。

牛久で暮らすという選択Interview
育児のこと、経済面のこと、子育て中は悩むこともあります。
当市では独自のサポートで子育てを応援しています。

じぶん
らしく

子育て支援が充実しています。
生まれ育った牛久が大好き。

Yさんご一家 市内出身

Oさんご一家 東京都出身

暮らしに大切なこ
と、

何でもそろってま
す。

通勤、通学に

便利な立地です
。

保育園・児童クラブ
なども

充実しています。

自然とふれあいながら、
のびのびと子育てできる。

牛久に移住する
牛久市からの情報はこちら

物件情報の申し込み
希望物件の交渉を希望される方は、物件交渉申込書を
市に提出します。

物件交渉※
利用希望の申込みがあった場合、物件登録者・取扱業
者へ市から通知、取扱業者の仲介で交渉となります。
空家バンク制度について不明な点等について、市へ問
合せを行います。

空家情報の確認
市公式ホームページ等で空家の情報を確認します。

利用登録
空家バンクの利用を希望される方は、利用登録申込書、
誓約書を市に提出します。

ブルーベリー狩り
やりんご狩り、み
そ作り体験などを
楽んでいます。

体験スポット
いっぱい

切れ目のない
子育て支援！

ファミリー
サポートセンター事業

クチコミ
！

Sさんご一家 県北出身

生まれる前から18歳
まで充実した支援を
行っているのがうれ
しい。

首がすわった0歳児か
ら小学生までの子育て
をサポートするサービ
スを活用しています。

クチコミ
！

クチコミ
！
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View spot
おさんぽする場所いっぱい！

ギネスブックが認定した世界一の大仏
です。高さは地上から120ｍもあり、台座
からの像高は100ｍと世界一の大きさです。

牛久大仏

牛久産小麦「ゆめかおり」を使用。
もちもちとした食感です。

ゆめかおり〝ピザ〟

牛久産ぶどうを100％使用して
作られた赤ワイン「レガーメ」。

ワイン

肌のきめ細かさと甘みが自慢のうしく河童
大根です。

うしくブランド〝大根〟

牛久沼界隈は、美味しい
うなぎのお店がたくさん
あリます。

うなぎ

明治期の実業家、神谷傳兵衛が建てた日本初の本格的ワイン醸造
場の建物群。レストランでは、ワインやクラフトビールが楽しめます。

牛久シャトー
（国指定重要文化財）

広大な敷地を散策しながら、自然
に触れることができます。週末に
は自然観察会も開催。全国10カ所
の「自然観察の森」のひとつです。

牛久自然観察の森

セグウェイで
プレミアムガイド
も楽しめます

りすとうさぎの
小動物公園も

あります。

Gourmet

おいしいものいっぱい！

豊かな香り、甘さと
コクがあります。

メロン

牛久産小麦「ゆめかおり」を
使ったラスク。

ラスク

濃厚で上品な甘さのうしく河童西瓜です。

うしくブランド〝スイカ〟

菜の花の栽培から搾油まで
全て市内で行った純牛久産
菜種油です。

菜の花油県の特別栽培農産物の認証を
受けた、安全で美味しい
うしく河童米です。

うしくブランド
〝お米〟

スケッチブックやカメラを持っ
て散策するなど、市民の憩いの
水辺として親しまれています。
また、河童にまつわる伝説が語
り継がれています。

牛久沼

摘み取りができる観光農園
が大人気 !

ブルーベリー

表面の白い粉
（ブルーム）

は新鮮な果実の証し！

糖度が高くシャリシャリ感の

ある美味しい西瓜です

みずみずしいのが
特長で、 サラダなどの
生食に最適です！

散策が楽しいまち、うしく。
季節ごとに彩られる美しい景色や、
美味しい食べものを探しに、
気軽に出掛けられる場所が
ここにはたくさんあります。

動画を見よう！

動画を見よう！
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池袋

東京

千葉

渋谷 大手町

日暮里
上野

北千住 我孫子柏

成田 成田IC

牛久阿見IC

ひ
た
ち
野
う
し
く

牛
久

つくば牛久IC

谷田部IC つくばJCT 友部JCT

大栄JCT

取手 土浦

茨
城
空
港

JR常磐線

品川横浜

東京メトロ千代田線

山手線

三郷JCT

至 首都高速
至 水戸

至 大洗

至 水戸

常磐自動車道

Ｊ
Ｒ
成
田
線

圏
央
道

ACCESS イベントカレンダー

うしく・鯉まつり　5月3日
（市役所西側近隣公園・
　　　　市役所敷地内）

ゴールデンウィークフェア（牛久シャトー）

牛久健康ウオーク　5月中旬

5月

電車
★東京方面から

上野駅 牛久駅 ひたち野うしく駅
JR常磐線

4分

JR常磐線

約50分

JR常磐線

4分
東京駅 牛久駅 ひたち野うしく駅

JR常磐線（上野東京ライン）

約52分

JR常磐線

4分 ひたち野うしく駅大手町駅 北千住駅 牛久駅
東京メトロ千代田線

約17分

JR常磐線

約40分

車

★成田国際空港から

成田国際空港 成田JCT 大栄JCT 牛久阿見IC
新空港自動車道

約5km

東関東自動車道

約5km

圏央道

約30km

県道

約20km

常磐自動車道

約25km

★茨城空港から

茨城空港 千代田石岡IC つくばJCT つくば牛久IC
圏央道

約1km

★東京方面から

都内 つくばJCT つくば牛久IC
常磐自動車道

約40km

圏央道

約1km

都心まで50分、つくば市まで15分――。
どこに行くにも便利で、暮らしやすい環境が整っています。

牛久シャトー桜まつり
（３月下旬〜４月初旬）

ブリアントヴィルうしく
（12月初旬〜2月中旬）

うしく・鯉まつり
（5月3日）

コミュニティバス かっぱ号
市内を周遊。
図書館近くや子育て広場にも停車します

1月 修正会　12月31日〜1月3日
（牛久大仏）

牛久シティマラソン　1月中旬
（牛久運動公園付近）

4月 はつまいり（牛久大仏）

うしくゴッ多市　第2日曜日

こどもとしょかんまつり　4月下旬〜5月上旬
（中央図書館）

うしくゴッ多市　第2日曜日

うしくのひなまつり　2月中旬〜3月3日
（中央生涯学習センター）

2月

牛久シャトー桜まつり　3月下旬〜4月初旬
（牛久シャトー）

女化神社初午　旧暦2月最初の午の日　
（女化神社）

3月

牛久市観光アヤメ園開園
うしくゴッ多市　　第2日曜日

ブルーベリー狩り　　6月中旬〜8月下旬
（長沼りんご園）

ブルーベリー狩り　　6月下旬〜8月
（女化ブルーベリーの森）

6月

10月 うしくゴッ多市　第2日曜日

うしくみらいエコフェスタ　10月中旬
（牛久運動公園）

牛久市民文化祭　10月中旬〜11月中旬
（中央生涯学習センター）

うしくWaiワイまつり　11月3日
（中央生涯学習センター）

としょかんまつり　11月上旬
（中央図書館）

うしく菊まつり　11月上旬〜中旬
（中央生涯学習センター）

うしく現代美術展
（中央生涯学習センター）

11月

うしくゴッ多市　第2日曜日

修正会　12月31日〜1月3日
（牛久大仏）

ブリアントヴィルうしく　12月初旬〜2月中旬
（牛久駅周辺）

12月

7月 うしくかっぱ祭り　7月最終土日
（花水木通り・市役所・近隣公園）

万燈会　8月15日
（牛久大仏）8月

りんご狩り　9月中旬〜11月下旬
（長沼りんご園）9月

うしくかっぱ祭り
（7月最終土日）

うしくWaiワイまつり
（11月3日）

休日を過ごすのにぴったりな、季節ごとのイベントがたくさん。
お出かけするのが楽しみになります。

動画を
見よう！

毎月第4日曜は

とくとく市
（市営青果市場）
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牛久市で

お待ちしています。




