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茅刈りは
寒くならんと
あかんのよ

岩湧山頂ではこれから茅の刈り取りが

㎝程度の

始まります。まっすぐで艶のある良質な

茅は鎌で刈 り 取 ら れ、直 径

※ 茅 葺 き・ 茅 採 取 を 含 む「 伝 統 建 築 工 匠 の 技・
木造建造物を受け継ぐための伝統技術」が 月に
ユネスコの無形文化遺産へ登録されました。

材料として使われます。

まで行われ、
主に文化財の茅葺き屋根の

束にまとめられます。刈り取りは３月末

30

12

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載中のイベントや不特定多数が参加する会議などが中止や延期
となる場合があります。ご不便をおかけしますが、開催の有無は主催者または問い合わせ先にご確認ください。

同じまちで育ってほしい
安全・安心な家とまち

平野さんファミリー
綾塔さんファミリー

息子さんが生まれたことか

ていましたが、昨年１月に

結婚し、大阪市内で暮らし

ンした平野さん。数年前に

すのは、昨年３月にＵター

ていませんでした」そう話

てくるなんて、まるで考え

「私が河内長野市に戻っ

います。

けで健康によさそう」と言

感じるようで、
「散歩するだ

くアップダウンが激しいと

阪市内に比べて、坂道が多

白。これまで住んでいた大

こともない市でした」と告

野市は行ったことも聞いた

彼女と出会うまで、河内長

車の往来が多い大阪市内

ら、引っ越しを検討しはじ
めました。

通勤・通学の距離だけを考

ます。これまで暮らす所は

師として韓国語を教えてい

現在、平野さんは大学講

急に子どもの具合が悪い時

際に暮らし始めてみると─

入り購入に至りました。実

白な壁紙などの内装が気に

行ける物件を見つけ、真っ

息子と一緒に公園で

します。

河内長野はとても良いと話

すい公園がすぐ近くにある

に比べ、広々として遊びや

「この子が
えていたそうで、

すぐ聞きに行ける、そんな

遊ぶのが楽しみです

●出産が転機になり

生まれていなかったら戻って

近くで暮らす両親の協力を

あたたかいご近所さんにか

てあわただしい都会よりも、

公園デビューも間近です。

と自分で歩き出しつつあり、

もちゃが大好き。よちよち

１歳になる息子さんはお

内長野市内はかなり強い地

ため、地盤調査をすると、河

鉄骨造の家を希望していた

決めました。構造が丈夫な

の近くで家を建てることを

両親とも相談し、彼の実家

ろ落ち着こう」とお互いの

らしていましたが、
「そろそ

ることもあり、地元に戻っ

日は橋本市や五條市まで走

趣味はロードバイク。休

などが栽培されていました。

ロッコリー、白菜、青ネギ

で、取材時にはレタスやブ

節の野菜を育てているそう

いるため、両親と一緒に季

敷地の一部に畑を残して

一日が終わりません 笑(

何度か訪れるうちに、落ち

中のパートナー。里帰りで

ったという、現在育児休暇

保育園に預けるようになれ

たくて仕方ないそうです。

訪れ、今はお孫さんに会い

近所に住む両親も頻繁に

次のページでは移住を後押

)

なかったかも」と話します。

こまれて、ゆったり暮らせ

心強く感じています。

る本市がいいのではと考え
休日は、家族でよく道の駅

子育てするには人が多く

ました。当初は賃貸物件を
に行くそうで、新鮮な野菜

一方、北摂出身で箕面市

笑顔で将来のことを語って

探していましたが、父親か

に購入に傾きました。
にある自動車会社へ通勤し

くれました。

が買えることで料理も楽し

●子育てのまちならでは
ているパートナーは「実は

散歩にでかけても危険を感

ら市の近居同居マイホーム

その後、実家から徒歩で

●家族の顔が見える間取り

じることがなく、
「昼間の公

くなり、家族３人で新生活

夫婦とも八尾市内の機械

キッチンスペースを広く

園は空いていて少し寂しい

取得補助制度を紹介された

メーカーに勤務し、実家の

とり、家族の顔が自然と視

くらい」とのこと。

を満喫しています。

近くにＵターンした綾塔さ

界に入るように採用したア

実際に暮らしてみると、
ス

ことがきっかけで、
「いっそ
平野さん

ん。引っ越しと同時に息子

イランドキッチン。おかげ

ーパーや駅で「高齢者が多

●知らない土地へ

さんを授かり、育児に奮闘

で休日は夫婦二人で料理を

いなあ」と感じるそうで、同

買っちゃおうかな」と一気

中です。

楽しんでいます。まるでコ

年代の家族がもっと増えて

ファミリーは、

●大阪市内からＵターン

マーシャルのワンシーンの

綾塔さんは結婚後４年間、

ほしいと期待しています。

盤レベルだと判定されたと

てきてよかったと思える毎

この子の顔を見ないと

よう。

のことで、安心して家を建

日です。

大阪市内のマンションで暮

てたそうです。

●子育てするならこのまち
結婚当初は「河内長野市

着いたまちの雰囲気が気に

ば、送り迎えなどの協力体

●両親も大喜び

入り、子育てするなら彼の

制も整っています。

ってどこ？」という感覚だ

実家近くでと思うようにな
地、尼崎市と比べてなによ

しする施策をご紹介します。

りました。大阪市内や出身
り緑が近く、ベビーカーで
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市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶
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空き家に関する支援制度をご紹介します。
そんなあなたに、本市での暮らしの魅力や

インタビュー
広報広聴課
インタビュー

満員電車がストレスで、リモート環境で
仕事ができるようになったので
引っ越しを検討中…
子育てするなら自分が育った
環境のほうが安心
親が近くにいると心強いし…

人が過密な都心部より
注目が集まっています。
新しい生活様式では、
ゆったりと暮らせる本市に

私たちの価値観や生活は一変しました。
新型コロナウイルスの影響から、

子育て世代の住宅購入
移住定住
特集

そうだ、 ここで暮らそう

私たちが河内長 野を選んだわけ

特集

移住定住 子育て世代の住宅購入

未来の河内長野市民のために

今こそ河内長野へ戻ろう

住んでいない住宅を置いておくと維持管理の負担があるだけでなく

市ホームページでは、本市へ移住・定住した

地域の住環境の低下にもつながってしまいます。

ご家族のインタビューを多数掲載していますので

住むことのない住宅をお持ちであれば、空き家バンクなどの

ぜひ参考にしてみてください（左記 QR 参照）。

制度を利用し、手放すことを考えてみてください。

新年の節目に、市外で暮らすお子さんやお孫さんに、

新たな人に住んでもらうことによる

生まれ育った河内長野市へのＵターンを勧めてみませんか。

地域の活性化にご協力をお願いします。

いで

対象
①就学前の子どもがいる

歳未満で子

近居

同居

市内転居

10 万円 20 万円

市外から
転入

20 万円 30 万円

そこで、住宅をお持ちのみなさんは将来
売却するかもしれないことを念頭に、日ご
ろから住宅のメンテナンスを欠かさず、草
刈りや剪 定 などで敷地を綺麗にして備え
ておきましょう。特に「空き家」は放置す
ると徐々に荒れ、いずれ人が住めない家屋
になってしまいます。居住する予定のない
家をお持ちの場合は早めに決断していた
だけると、売る側買う側双方にメリットが
あるのではないでしょうか。
せん てい

出店事業者募集
住宅・暮らしのアドバイザーが集結！

かわちながの家と暮らしの
相談マルシェ

縁日など
子どもが楽しめる
ブースの出店も
同時募集！

市内の物件や住宅購入、移

住定住に関する相談会を実施

住宅販売事業者、ハウ

します。

対象

時～

スメーカー、不動産事業者、リ

４月３日㈯午前

フォーム事業者など

とき

道の駅奥河内くろま

午後３時

ところ

社（抽選）

10

世帯、②夫婦共に

どもがいない世帯（いずれも申

請日現在）

右表のとおり

補助対象住宅の敷地が法

補助額

要件

コロナ禍でも住宅販売にさほど変化
を感じません。今年の成約案件では夫婦
どちらかの実家が近い方がほとんどで、
都市部で暮らすお子さんやお孫さんに
住み慣れた場所へのＵターンの希望が
高まっているのかもしれません。
一方で、自宅の売却を希望する高齢者
は増えています。いくら子育て支援や
教育環境が魅力的でも、買いたいとい
う若い世代は相対的に不足しています。

ろの郷

定数

申込 １月 日ま

でに市ホームペー

ジから▽テント・

机など貸出し有

移住定住相談デスク（広報

広聴課内）

家族のいるまちに
もどっておいで

25

12

人ではなく個人から購入したこ

こちらもご利用ください

木造住宅除却
補助制度

周囲への悪影響を未然に防

ぐため、古い木造住宅を取り

壊 す工事 費 用の一部を補 助し

右近さん

40

近居同居促進
マイホーム
取得補助制度

河内長野の住宅事情

インタビュー

ユーケイホームズ株式会社

と、住民票を移した時点で祖父

母、親または兄弟姉妹世帯が既

に１年以上市内に居住している

こと、世帯主や配偶者の建物の

所有権割合の合計が２分の１以

上、住宅借入金の合計額が５０

０万円以上、２親等以内の親族

から家屋を購入していないこと

など

※住宅ローン額には、借り換え、

リフォーム、購入諸経費、入居費

などの購入価格を超える額は含

まれません▽他にも要件がありま

すので左記までご相談ください。

都市計画課

空き家を売りたい買いたい

空き家バンク制度

市内の空き家などを有効活

用することで、定住促進や地

域の活性化を図ります。

空き家などを持っている人

年５

56

ます。

補助 対 象 建 築 物 昭和

日以前に建てられた木造

31

住宅として利用が可能な空

き家・空き地を所有し、同制

月

の一戸 建て・長 屋・共 同 住 宅

で耐震性が不足し、１年以上

度への登録を希望する人は、

物件登録をしてください。

住む家などを探している人

広報かわちながの 2021 年
（令和３年）
１月号

居住しておらず空き家のもの

7

市内で住む家などを探して

だ！っと
うちと一緒 ひ登録を
ぜ
思った人は

※ 補 助 対 象 者 や 補 助 額 な ど、

・少しでも早く売却できると
思ったから。
・仲介事業者に依頼したけど
なかなか売れないため。
・市の事業なので広く発信して
拡散されるかなと。

おり、同制度に登録された物

空き家バンクに登録した理由は？

その他の要 件はお問い合わせ

・都会で暮らす子どもが
戻る予定もないので。
・借家にしたら手続きなどが
面倒かなと。
・子どもの負担にならないように
前もって処分を。
・誰も住まなくなり
徐々に傷んできていたので。
・借りてくれる人が見つからず
維持費がかかるので。

ください。

あなたが住宅を売却した動機は？

都市計画課

・庭木や雑草が
近所迷惑になっていないか心配。
・火災保険や固定資産税の
支払いが負担に。
・空き家にしておくことで
近隣に防犯上の心配も。

件紹介を希望する人は、利用

空き家の管理で大変なところは？

者登録をしてください。

利用者の声

都市計画課

空き家バンク制度

帰っと

市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶
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