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雪？ たくさん降りますよ だって冬ですから
それに 夏は北国だって暑いんです

でも 寒いだけの冬 暑いだけの夏ではなく
冬らしい冬と 夏らしい夏
そして 万物が息づく春と 収穫をもたらす秋
そんな日本らしい四季が横手にはあります

それぞれの季節を楽しみ 恵まれた自然と教育環境の中で
子どもはのびのびと 子どもらしい時間を過ごす

良いことばかりではありませんが それはどこでも同じこと
あたりまえのようで気づきにくい 贅沢な環境
横手に住む価値は きっとそこにあります
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横手暮らしのススメ

２
日本らしい四季

横手市のイメージは「かまくら」でしょうか
ご想像のとおり 雪はたくさん降ります

8月の平均気温は25度くらい
最高気温38.6度を記録したこともあります（2018年8月23日）
でも 朝晩は涼しく 比較的過ごしやすいのが特徴です

春夏秋冬 それぞれの楽しみ方があり
１年中 たくさんのお祭りやイベントが開催されています

それを楽しむ方法も知っています

３
子どもがのびのびと

そんな横手市は
「出産・子育てしやすい街ランキング」で
全国１位になりました（2012年・東洋経済）
その後も 子育て環境はさらに充実しています

待機児童数は もちろんゼロです

持ち家率、三世代同居率、小・中学生の学力
すべて全国トップクラス

毎日の食卓には 地元でとれる新鮮な食材がならび
旬の味を楽しむことができます

子どもらしい時間を過ごす

Ⅰ平均気温

Ⅰ横手市

横手市は秋田県の内陸南部に位置し、東側
は岩手県と接しています。秋田自動車道と湯
沢横手道路が交差する交通の要所であり、秋
田県の東の玄関口となっています。
肥沃な土壌と寒暖の差が大きい気候により、

県内有数の穀倉地帯となっているほか、りん
ご・ぶどう・さくらんぼ・スイカ・しいたけ
など、安全でおいしい農産物が自慢です。

Ⅰ降水量

＜アクセス＞
【鉄道】
秋田～横手 約１時間10分
盛岡～大曲～横手 約１時間30分
仙台～大曲～横手 約２時間
東京～大曲～横手 約３時間30分
仙台～北上～横手 約２時間10分
東京～北上～横手 約４時間
東京～新庄～横手 約５時間

【飛行機】
東京（羽田）～秋田 約１時間10分

【自動車】
東京～横手 約５時間30分

※すべて待ち時間を含まない乗車時間

１
県内第２の都市で

面積は東京23区の1.1倍（692.8㎢）
豊かな自然に囲まれて約8.5万人が暮らしています

東京からは 新幹線を使えば最短４時間弱

田舎といっても 県内第２の都市です
近年は 企業進出も相次ぎ
県内でも有数の自動車関連企業の集積地域です

生活には やはり自家用車が必要ですが
田舎過ぎない ちょうどいい暮らしを楽しめます

ちょうどいい田舎暮らし

資料：気象庁（2020年・月ごとの平均気温）

資料：気象庁（2020年・月ごとの降水量）

これは雪です。降雪量に
すると１日に50センチくら
い降ることもあります。



よこてfun通信 ふるさと納税

全国各地にいる「横手を愛する皆様」に、
横手市内で活躍している人、懐かしい街並
みなどを紹介する情報紙をお届けします。

どこにいても 横手の楽しさ、懐かしさを感じてほしいから

～秋田県と首都圏の暮らし～

①家計の比較（世帯の月額）

資料：総務省「社会生活統計指標－都道府県の指標－2021」
（二人以上の世帯（可処分所得はそのうち勤労者世帯））
※可処分所得：税金や社会保険料を除いた自由に処分できるお金

②住環境の比較

資料：総務省「社会生活統計指標－都道府県の指標－2021」

③その他（都道府県ランキング）

【秋田県】 睡眠時間たっぷりランキング１位（８時間２分、東京41位[７時間35分]）
通勤・通学時間の短さ ２位（58分、東京44位[94分]・１日あたりの往復通勤・通学時間）

資料：総務省「平成28年社会生活基本調査結果」（10歳以上）

（主に横手市外に在住の方向け）

二人以上の世帯 東京都 全国値

可処分所得 439,833円 554,445円 ○住居の環境

消費支出（以下の単純合計） 261,579円 100.0% 332,518円 100.0% 持ち家比率 (全国1位) 77.3% 45.0% 61.2%

食料費 69,080円 26.4% 89,185円 26.8% 持ち家住宅の延べ面積 (1住宅当たり) (全国6位) 154.3㎡ 93.3㎡ 119.9㎡

住居費 11,716円 4.5% 26,350円 7.9% 民営賃貸住宅の家賃 (1ヶ月3.3㎡当たり) 3,658円 8,824円 ―

光熱・水道費 26,180円 10.0% 21,419円 6.4% ○公共施設数（人口100万人当たり）

家具・家事用品費 8,617円 3.3% 11,828円 3.6% 公民館数 348.6館 5.7館 107.8館

被服及び履物費 8,500円 3.2% 14,291円 4.3% 図書館数 48.9館 28.8館 26.6館

保健医療費 11,282円 4.3% 16,227円 4.9% 社会体育施設（運動場、体育館等）数 155.7施設 371.6施設

交通・通信費 40,526円 15.5% 36,886円 11.1% ○治安（人口1,000人当たり）

教育費 9,193円 3.5% 19,935円 6.0% 刑法犯認知件数 (全国最少) 2.51件 8.28件 6.46件

教養娯楽費 23,380円 8.9% 37,702円 11.3% 刑法犯検挙率 (全国最高) 72.9% 32.8% 37.9%

その他の消費支出 53,105円 20.3% 58,695円 17.7% 少年刑法犯検挙人員 (14～19歳) (全国最少) 1.29人 4.52人 3.27人

秋田県 東京都 秋田県

880.7施設

生まれ育ったふるさとや応援したい市町
村などに寄附できる制度です。ご寄附いた
だいた方の所得税や住民税が一定額控除
されるほか、ご希望の方には寄附のお礼と
して横手の自慢の品をお届けしています。



しごと

住まい

横手JOBナビ

横手市で働きたいと考えて
いる方と求人企業のマッチン
グを行うポータルサイトです。
約2,200社の情報を掲載。

よこて
農業創生大学校
農業技術研修

市の園芸振興拠点センター
で農業技術を習得し、就農を
目指す研修生に奨励金を支
給します。

未来農業の
フロンティア
育成研修

県果樹試験場・農業試験場
等で農業技術を習得し、就農
を目指す研修生に奨励金を支
給します。

起業・創業支援

市内で新たに起業する方に
対し、経費の一部（1/2以内）
を補助します。
例）移住枠（上限80万円）

起業を予定している方に、
安価な事務所スペースの貸
し出しや、専門家による経営
相談を行います。

Ｂｉｚサポート
よこて

空き店舗活用

空き店舗を活用して事業を
営む方に、経費の一部を補
助します。
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空き家バンク

空き家を売りたい（貸した
い）方と買いたい（借りたい）方
を結びつけるサービスです。

新たに三世代同居
される方への支援

子育て世帯が、新たに親元
と同居または近居する場合、
住宅取得や増改築にかかる
費用の一部を補助します。

新たに婚姻した夫婦の住
宅取得、住宅賃貸、引越し
にかかる経費の一部（上限
30万円）を補助します。

結婚
新生活支援

一定の条件の下で多子世
帯の保育料を助成します。副
食費(おかず代)は月額4,500
円を上限に助成します。

保育料および
副食費の助成

中学卒業まで
医療費ゼロ

中学生までの医療費自己
負担分を全額助成します。

学童保育

放課後や夏休み等、保護
者が仕事が終わるまでの時
間、小学生が安心して過ごせ
る学童保育が充実しています。

横手暮らしのための主な施策

横手市 総務企画部 経営企画課
（横手暮らしアクションチーム）

〒013-8601
秋田県横手市中央町８番２号
電話番号 0182-35-2164
FAX番号 0182-33-6061
電子メール kikaku@city.yokote.lg.jp

結婚
子育て


