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ロゴマークとキャッチコピーに込めた想い
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ここで暮らすと
　　　　気づくことがある。

都心から約１時間、神奈川県の西部に位置し、
生活の中心となる大通りから一歩入るとゆるやかな
時が漂う里山風景と実り多い田園風景が広がる町。

自然からの恵みと利便性が背中合わせで、様々
な要素があふれ、四季の彩りと香りを感じながら
程よい生活が送れる場所、大井町。 

そんな大井町の「ＯＨ！」をご紹介。
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●東海道新幹線
●JR 東海道線・御殿場線
●小田急小田原線　
●東名高速道路

【大井町へのアクセス】

電  車： JR 御殿場線「上大井駅」または「相模金子駅」下車
 小田急小田原線「新松田駅」より富士急湘南バス乗車
   車   ： 東名高速道路
 大井松田インターチェンジより小田原方面



　ご主人様は静岡県下田市で生まれ育ち、
結婚を機に小田原市に移り住み、家族も増
えたこともあり、もう少し広めの場所に移
り住むことを考えたのがきっかけ。

◆移り住んで良かったと思うことは？
　やはり前の住まいが駅から近かったこと
もあり、通勤時間帯の人や車、電車などの
騒がしさが日常でしたが、こちらに来て周
りが自然で溢れ、ゆったりとした環境は家
族もとても気に入ってます。

　もともと土いじりもしたかったこと、土
地も広く取れたこともあり、家の裏に畑を

作って子どもと一緒にキュウリやトマト、
ブルーベリーなどを栽培し、収穫して食べ
ることも前の住まいでは出来なかったこと
なので、とても楽しめています。今では草
刈り機も購入し子どもたちと一緒に本格的
に畑づくりに精を出しています。

　また子どもとの時間について、仕事柄平
日の休みが多いので、大井町に移り住んだ
ことで、子どもが学校から帰ってきてから
のちょっとした時間でも近所を散歩して草
笛で遊んだり、身近にある自然が子どもと
の遊び場になっていたりすることも、ここ
に来て良かったと思える大きな要素です。

「桜や野原、身近にある自然が子どもの遊び場です。」

「子どもたちの食育にも繋がってますね。」

「近所の方たちが子どもを見守ってくれているところも」

◆今の環境は、お子さんたちにとって何かいい影響はありますか？

◆移り住んでから、日常生活で変わったことは何ですか？

　子どもの教育という視点では、裏庭の畑
で自分たちで野菜を作って収穫して食べる
ということが “食育” に繋がっていると感じ
ます。子どもたちも自分で採った野菜だよ！
と得意気に食べるんです。

　実際に野菜が実っているのを見ても収穫
する機会はなかなかないことなので、子ど
もの成長にはとても良い環境に住むことが
出来たと感じてます。

　共働きの視点からは、以前よりも職場への
距離が短くなったことと、始業前に通勤途中
の保育園に立ち寄ったりして、バタバタして
ましたが、家の近くまで送り迎えのバスが来
てくれるので朝もだいぶ余裕を持てるように
なりました。
　ご近所の方もとても気さくな方たちが多
く、移り住んで間もないころにも、こちらよ

り先に挨拶を頂いたり、子どもたちにも声を
かけてくれるような方が多く、人との繋がり、
温もり、地域全体で子どもを見守ってくれて
いるように感じます。
　近所の方たちが子どもを見守ってくれてい
ることは以前の住まいでは感じなかったこと
なのでとても心強く感じます。

で暮らす

福山さん一家
ご主人様は箱根町、奥様は小田原市で働く共働き家族。2011 年に小田原から大井町に移住。
現在小学校高学年、低学年、幼稚園児の 3 人のお子さんと奥様のご両親と 7 人住まい。

移住者インタビュー
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四季の彩りを感じ、

季節の変わり目に気づく

大井町の自然
自然が身近にあると季節の変化や
自然の大切さ、そこで収穫される
食の恵みに気づかされる。

で暮らす
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子育てによい環境のポイント！

大井町独自の子育て支援
「子育てに協力的な環境が整っている」
子育て世代のママからは

と評価されている

子どもの医療費
中学校卒業まで

無料がある公立幼稚園
3年保育

が子どもの登下校を
見守ってくれる

パトロール隊
にこにこ

公立幼稚園の
送迎バスが

無料

中学校卒業まで

がある！

給食制度

　  エンジョイ！マタニティ

　新しい生命を迎える準備をする教室です。妊婦さん同士の交流を図り、心と身体
の変化についてのお話をします。また、お父さんや家族向けに沐浴実習や、妊婦体
験ができるプログラムも準備しています。

　  ぞうさんくらぶ

　地域の母子保健推進員が中心となり、初めてのお子さん（３か月児～１歳になった
年の最初の３月まで）のお母さんを対象とした仲間づくりのサークルです。
　先輩ママの母子保健推進員が赤ちゃんを預かり、その間にママたちは自分たちの
活動が楽しめる取組です。

　  相和地区幼稚園・小学校運営の活性化

　園児・児童数が減少傾向にある相和地区で通園・通学区域を全町化しています。
また、小学校では同校の施設を活用した放課後教室の実施や ICT 教育の推進など特
色のある教育活動を行っています。

土に触れ、森に触れ、

自然は「生きる」を教えてくれる

◆ 四季の里 … 農業体験の受け入れや、そば打ち教室、ピ
ザ焼き教室などの各種体験教室を行い、様々な人が交流
できる施設です。また、施設内に併設された「四季の里
直売所」では、新鮮で安価な地場産農産物や特産品を販
売しています。

大井町の子育て
町全体が自然博物館。
自然の中で育ち、自然からたくさんを学ぶ。

「ネウボラ」とは？
フィンランド語で「アドバイスの場」を意味し、
妊娠期から出産、子どもの就学までの間、母子
とその家族を支援する制度のこと。

大井町の子育て支援に関する詳細は QR コードから

「大井町版ネウボラ」

その他、子育て支援センターや一時預かり保育、
児童コミュニティクラブ（学童保育）等、様々な支援を行っております。

田植え体験（5 月中旬） おおい自然園事業（季節ごとの自然観察会）

ピザ焼き教室

収穫体験（秋のいも掘りなど） みかん狩り（12 月～ 2月頃） そば打ち体験

で暮らす
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「町に来て間もないころから、
大人も子どもも気さくに接してくれる風土がありますね。」

◆「人との繋がり」の深さを感じたエピソー
ドがあれば教えてください。
　笑顔特派員に就任してまだ 2 ヶ月ほどで
初めて参加した、地域対抗の町民体育大会。
　そのお昼休憩で、各地域のテントに挨拶に
行くと手に持ちきれないほどの差し入れをい
ただきました。誰だかわからないタンクトッ
プのおじさんにこんなに良くしてくれるなん
て！と衝撃を受けたのをよく覚えています。
　「人付き合い」や「思いやり」を大事にす
る大井町の皆さんの人柄ならではだと感じ
てます。

◆子どもと接していて気づくこと、特徴ある
ことなどあれば教えてください。
　大井町の子どもたちはとにかく人懐っこ
い子が多いです！
　ある時 1 人のお子さんとなんとなく始め

た追いかけっこが、パッと振り返ると 30 人
くらいに増えていたり、小学生グループに
気軽に声をかけてもらったりして、お祭り
や人とのつながりを大切にしている大井町
で育っている背景なのか、コミュニケーショ
ン能力が高い子どもが多いと思います。

◆最後に、大井町のみなさんやこれから大
井町に来る方に一言お願いします。
　大井町に来たらもうみんな仲間です！
ドンドン手を取り合ってパーンといい町に
していきましょう！
　 ド ン ド ン パ ー ン と … ド ン ド ン パ ン … 
We Will We Will Rock You ～！

◆スベリーさんにとって大井町はどんなと
ころですか？
　本来「笑顔をお届けする立場」なのですが、
皆さんの笑顔や応援でスベリーも笑顔をも
らえている大切な場所です。
　また町民の皆さんと近い距離でお会いで
きるので、芸人活動を頑張ろうというモチ
ベーションや新しい発見を与えてくれると
ころでもあります。

◆笑顔特派員として、丸 2 年大井町で活動
されてますが、一番印象に残る出来事は？
　２年目の「笑いの日（８月８日）」に開催
したふるさと劇団旗揚げ公演です。
　“町民が劇団員となる吉本新喜劇” という
ことで、約 2 ヶ月かけてたくさん稽古もし
ました。
　迎えた本番。町民の皆さんが主役になっ
て作り上げるエンターテイメントが満員御
礼のホールでドカドカ笑顔を生み出してい
く光景は今でも忘れられません。

「町のみなさんの笑顔に逆に元気をもらってます！」

スベリー・マーキュリーさん
ロックバンド「クイーン」のボーカル、フレディ・マーキュリー
のモノまねで人気のよしもとの芸人。南足柄市出身という縁
もあって、現在大井町笑顔特派員としてPR 動画の制作や広
報の連載、SNS なども活用しながら大井町の魅力発信をして
います。

で繋がる 笑顔特派員インタビュー

スベリーさんの大井町紹介動画 ➡
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子どもから 大人まで

地域みんながつながる

地域・人との
繋がり

地域のみんなで
支え合う。

自然と笑顔になって、
人と人とが
繋がっていること
に気づく。

◆ 大井よさこいひょうたん祭（８月第１土曜日）… 町内最大の夏祭りです。「ジュニア & キッズダンスフェスティバル」と 
「よさこいひょうたん踊りコンテスト」が開催され、町内外から多くの人が集まります。

◆ 町民対話型ワークショップの開催 … 町民と町職員が対話
して一緒に町について考えるワークショップ。

◆ チャレンジデー（5月）… 毎年 5 月の最終水曜日に開催され、
自治体間で 15 分以上継続して運動を行った住民の参加率
を競うイベントで、毎年多くの町民が参加します。

◆ 大井町ふるさと劇団…神奈川初！「地元愛」をテーマによしもとの芸人と町民による
劇団を結成しました。

◆ にこにこパトロール隊…安全で安心なまち
づくりを推進するため、地域の方が防犯を
目的とした地域パトロールや小中学生の登
下校時の見守り活動などを行っています。

で繋がる

◆ 町民体育大会（10 月）… 幼児から高齢者の方まで、町民総参加の大運動会を開催しています。地区対抗の種目もあり、
地域全体の交流を大切にしています。
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大井町のおいしいもの
自然と水に恵まれると食べものもおいしい。
大井町の特産品をご紹介します。

ケークショコラ
フェイジョア

フェイジョアブッセ

フェイジョアアイス

フェイジョアカレー

フェイジョアジャム

◆ フェイジョア…2012 年から南米原産の果物「フェイジョア」
を使った商品の特産品化を進めています。フェイジョアの果肉
は白色で味と香りはパイナップルに似ており、ビタミン C など
栄養豊富な果物。

◆ 四季の里直売所などで年中、旬の野菜や果物を販売してます。

◆ 原材料から製造まで 100％大井町産のお酒です。

◆ 日本酒（石井醸造、井上酒造）…豊かな
自然環境と良質な地下水に恵まれる大井
町には、石井醸造と井上酒造の２つ酒蔵
があり、伝統を受け継ぎつつ、地元の農
産物などを原料とした新酒の開発も積極
的に行っています。

のおいしいもの

フェイジョア
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