信州安曇野

松川村で暮らそう!
（長野県松川村移住・定住支援パンフレット）

ココ
長野県

住宅や田畑は主に平野部

北アルプスのふもと

安曇野インターまで約30分

美しい田園風景

村内に24時間大手スーパー

JRの駅が３つ

近隣に総合病院や大手ホームセンター

そんなコンパクトな

村

で
です

松川村について
松川村ブランド米 鈴ひかり

安曇野の原風景を守る村
松川村は、雄大な北アルプスのふもと、美しい田園風景が広がる村です。
住宅地や田畑は主に平野部にあり、大手スーパーやホームセンター、総合病院も近隣にあります。
JR 大糸線の駅が村内に３つあり、松本市へは車で約 40 分。豊かな自然と利便性が調和した、面積約 47 ㎢
のコンパクトな村です。

＜人

口＞

9,961 人（Ｈ28.7.1 現在）

＜世 帯 数＞

3,771 世帯（Ｈ28.7.1 現在）

＜面

積＞

47.07 ㎢

＜標

613ｍ（松川村役場）

＜最低気温＞

−13.0℃（Ｈ27）

＜最高気温＞

＜平均気温＞

12.1℃（Ｈ27）

高＞

36.3℃（Ｈ27）

気候
夏は、まれに猛暑日もありますが、比較的湿度が低く、夜になれば涼しく過ごすことができます。
冬は、まれに氷点下 10℃以下になることもありますが、積雪は多くても 20 〜 30 センチ程度です。四季
がはっきりしているため、美しい季節の移り変わりを実感できます。

▲安曇野ちひろ公園内 安曇野ちひろ美術館

▲安曇野ちひろ公園内 トットちゃん広場

▲安曇野ちひろ公園内 体験交流館

平成 28 年 7 月、安曇野ちひろ公園が拡充オープンしました。ぜひお立ち寄りください！
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働く
松川村は、農業を中心とした村です。主力の稲作の他、リンゴ、桃、ブルーベリー
等の果樹や黒豆・そば等の畑作も積極的に行われています。
国道147号線やJR大糸線、オリンピックロード等により交通アクセスが良く、松本市
や安曇野市、大町市への通勤圏内であるため、ベットタウンとしても発展しています。

松川村名産

リンゴ

松川村で農業を始めてみませんか？
現在、国、長野県、松川村で、農業を行う上での様々な支援制度があります。以下は一例です。
●農業技術等の研修中の所得確保のための給付金（年間 150 万円、最長２年間）
→ 青年就農給付金（準備型）
●農業開始間もない時期の所得確保のための給付金（年間 150 万円、最長５年間）
→ 青年就農給付金（経営開始型）… 認定新規就農者
●農業用各種機械・車両購入、
農業用施設を建設する際の補助金（事業費 100 万円以上を対象。
事業費の 20％以内で上限 50 万円）
→ 松川村農業機械等導入助成事業補助金 … 認定新規就農者、認定農業者
※それぞれの支援制度には、一定の条件があります。詳しくは、松川村役場 経済課 農林係
（TEL：0261−62−3109）又は長野県 農村振興課（TEL：026−235−7242）までお問い
合わせください。

松本市などの近隣都市も含めれば、様々な求人があります。周辺地域では、福祉・介護関係の求人が比較的
多くあります。詳しくはハローワークインターネットサービス（http://www.hellowork.go.jp/）等を
ご覧下さい。

信州安曇野 松川村
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生活する
松川村は、住宅地や田畑が主として平野部にあり、近隣への交通アクセスも
良好なため、「生活に便利な村だ」という声をよく聞きます。
西には雄大な北アルプスが広がり、自然と利便性が調和した村です。
松川村手作り味噌

交通
主な移動手段は車です。冬は積雪や凍結があるため、スタッドレスタイヤの装着が必要です。村内には、南
北に国道 147 号線、県道有明大町線（山麓線、北アルプスパノラマロード）、東西に県道上生坂信濃松川停
車場線、県道矢地赤芝線の５本の主要道路が走り、大町市、安曇野市、松本市などの近隣主要都市にも容易
に移動可能です。同じく南北に JR 大糸線が走っており、村内に３つの駅があるため通勤・通学に便利です。
また、交通手段を持たない高齢者の方を対象にした村営の福祉バスが巡回しています。

住まい
民間のアパートは、築 20 年程度のものが多数あります。空き部屋状況は時季によって変動しますが、単身
用から世帯用まで比較的ご希望の物件を見つけやすい地域です。中古物件（一戸建て）に関しては、P６の
松川村空き家バンク制度を是非ご参考下さい。村営住宅に関しては、以下の通りです。

公営住宅（村）
入居には一定の条件があります。空き状況その他詳細は、松川村HP又は松川村役場 建設水道
課建設係（TEL：0261−62−3110）までお問い合わせください。
●村営住宅
戸数 36 戸

間取２LDK 又は３DK

家賃 18,200 円〜

駐車場１台分無料

●特定公共賃貸住宅（単身用）
戸数８戸 間取１LDK 家賃 38,000 円

駐車場 1,000 円

●特定公共賃貸住宅（世帯用）
戸数 16 戸 間取４DK 家賃 49,000 円

駐車場 1,000 円

●地域特別賃貸住宅
戸数 6 戸 間取２LDK

駐車場２台分無料

家賃 40,000 円

検索
村内には県営住宅もあります。空き状況その他詳細は、長野県HP 長野県県営住宅
又は
長野県北安曇地方事務所商工観光建築課（TEL：0261−23−6524）までお問い合わせく
ださい。
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病院
現在、村内には以下の医院があります。
・内科４院

・外科２院

・眼科１院

・歯科５院

（・薬局４局）

また、総合病院として「北アルプス医療センターあづみ病院」が隣接する池田町にあり、松川村から容易に
行くことができます。320 床のベッド数、20 の診療科を備え、大北地域（大町市・松川村・池田町・白馬村・
小谷村の５市町村）の中核をなす病院となっています。この他、近隣にも、総合病院が複数あります。なお、
分娩可能な産科がある近隣の総合病院は、平成28年現在、大町市の「大町総合病院」、安曇野市の「穂高病院」
となっており、更に、小児専門病院であり小児高度医療だけでなく周産期母子医療が可能な総合周産期母子
医療センターと小児救急救命センターを備えた「長野県立こども病院」が隣接する安曇野市にあることは、
出産や育児における大きな安心に繋がります。

公共施設
・平成21年にオープンした多目的交流センター「すずの音ホール」は、音楽や演劇のできる最大300人収容
のホールや、展示コーナー、図書館、研修室、調理室などがあり、村民交流の拠点となる施設です。
・村の福祉施設の拠点として松川村福祉プラザ「ゆうあい館」があり、ホームへルパー派遣や入浴サービス、
デイサービス事業などが充実しており、近年進む高齢化社会に備えています。隣接する老人福祉プラザ
「松香荘」では、浴室、歩行プールや大会議室・教養娯楽室などを備え、年齢を問わず村民の皆さんに広く
ご利用いただける施設です。
・スポーツ施設は、野球場やテニスコート（屋内・屋外）を備えた川西運動公園や、体育館施設が３か所あり、
スポーツ活動も盛んに行われています。
・JR 信濃松川駅のすぐ近くに、「セピア安曇野（安曇節曾舘）」があります。村を訪れる人々への観光情報
等を発信する場として（レンタサイクルも行っております）、また、大正時代に松川村で生まれた正調安
曇節に関する資料の保存や普及・伝承を行うための施設です。村の文化財である正調安曇節に、ぜひ触れ
てみてください！

商業施設等
村内には、24 時間の大手スーパー１店、コンビニエンスストア４店、各金融機関（八十二銀行、松本信用金庫、
郵便局、JA バンク）があります。その他、日々の暮らしを支える様々な商店が村内に点在しています。
また、近隣の市町村には、大手のホームセンターやスーパー、農業資材店があり、生活用品の調達に不自由
することはありません。

松川村マスコットキャラクター

リンリン（右）
＆りん太（左）

信州安曇野 松川村

4

子育て
松川村には、保育園（認定こども園）が２園、小学校、中学校が各１校、小学校の放課後
児童をお預かりする児童クラブが１館あります。村の宝である子どもたちは村で育てる
をモットーに、かけがえのない子どもたちの健やかな成長を願うと共に、松川村で子育
てをして良かったと思ってもらえるように、子育て支援に積極的に取り組んでいます。

松川村名産黒豆商品

保育園（認定こども園）
松川村には、南北に２つの認定こども園（保育園）があり、保育・教育・療育・
体育・食育の５育を柱とした総合的な保育・幼児教育に取り組んでいます。
また、公立では県内でも先駆けて、認定こども園へ移行し、保護者の働いて
いる状況に関わらずお子さんを預かれる体制作りや、園に通っていないお子
さんのご家庭にも子育て相談や親子の交流の場を提供するなど、より多くの
ニーズに対応できる体制を整えています。
待機児童はなく、ゆとりある園舎と自然豊かな環境で子どもたちはのびのび
と過ごしています。

子ども未来センター
平成 30 年４月のオープンを目指し、
「子ども未来センター」が建設されます。ここでは、乳幼児、小中学
生から高校生、子育てをする世代の大人まで幅広い世代が集える空間を有し、遊戯や多様な活動、子育てに
関する支援や相談などがワンストップで対応できる施設となります。

遊戯・活動ゾーン
や
グなども備えた遊戯室
天井が高くボルタリン
学
でが自由に利用できる
小中学生から高校生ま
ーン。
習コーナーを備えたゾ

子育て支援ゾーン
や
きるキッチン、授乳室
飲食や簡単な調理がで
家
た子育て支援広場や、
お昼寝コーナーを備え
ゾーン。
族支援ルームを備えた

管理・相談ゾーン
な
ペース、子育ての悩み
多機能トイレや交流ス
え
できる相談室などを備
ど、個別相談にも対応
たゾーン。
このように、子育てをする父母への支援事業や交流活動も含めて総合的にサポートできる施設が誕生します！
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移住・定住支援の
取り組み

松川村名産

桃

松川村には、移住・定住を応援するための様々な制度があります。
その一例をご紹介します。

私立高等学校等保護者補助金
私立高等学校等に在籍する生徒の保護者に対し、
生徒１人年額２万円の補助をします。

保育料軽減制度

松川村住宅リフォーム補助金
村内施工業者に発注して行う住宅のリフォーム費用
の一部（20％・20 万円限度）を助成します。

生ごみ処理機設置補助金

園児に生計同一の兄姉がいる場合、所得にかかわ
らず、在園の第２子が半額、第３子以降は無料と
なります。

就学援助事業補助金

生ごみ処理機（コンポスト含む）の購入費用の３分
の１（生ごみ処理機２万円以内・コンポスト２千円
以内）を補助します。

チャイルドシート購入費補助金

経済的理由により就学困難な児童・生徒に対する
補助を行います。

福祉医療費給付金制度

新規購入したチャイルドシート費の３分の１（上限
１万円）を補助します。

交通災害共済公費負担

満 18 歳に達する日以降の最初の３月 31 日までの
乳幼児等に対する医療費の自己負担について、一
つの医療機関・薬局等において 500 円を超える額
につき、全額助成します。

交通事故にあわれた方を救済することを目的とし
た制度です。村では、全住民の方の掛金を全額負
担し、加入しています。
（入院 1 日 2,000 円、通院 1 日 1,000 円など）

無料入浴券配布
村内にお住まいの 68 歳以上の方を対象に、老人福祉プラザ「松香荘」と、宿泊・温泉施設「すずむし荘」
の無料入浴券（各 20 回分）を配布します。

松川村空き家バンク
村内にある空き家を有効活用するため、宅建業協会と連携して、移住を希望される方に空き家
の紹介を行っています。

手続きの流れ
① 村のホームページ
楽園信州空き家バンク

または県の運営するホームページ
で、空き家情報をご覧ください。

松川村空き家バンク
検索

検索

② 気になる物件が見つかったら、「空き家バンク利用申込書」を村にご提出ください。
（HP からダウンロードできます）
。村は受付後、不動産業者に連絡します。
③ 不動産業者を介して、物件見学、売買・賃貸借に関する交渉、契約等を行います。

信州安曇野 松川村
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移住者インタビュー

井口正治さん

明恒次郎さん・直子さん

ご夫妻

平成 23 年に東京より移住した井口さん。

平成 27 年に横浜より移住した明さんご夫妻。

現在、松川村で人気のパン屋さん、「いぐパン」を
経営しています。

自然に寄り添った農的な生活を送りたいと、空と
水と空気がきれいな松川村に引っ越してきました。

松川村は自然が豊かで、田んぼ沿いをサイクリン
グしたり写真を撮ったりすることが楽しみだそう
です。

現在では、有機栽培による安心・安全なお米作り
の勉強をしています。
「ここは雪も比較的少なく、生活しやすい場所。自
然と調和していて、何よりも多くの人との出会い
がとてもうれしいんです。村の皆さんが気軽に声
をかけてくださいます。」と、魅力を語っていただ
きました。

また、地域の方々の理解があってこそのお店の経
営なので、地域の方々への感謝の思いが常にある
といいます。
「人と接することが大切で、村の行事などにも積極
的に参加する努力が必要だと思います。」移住を考
えている方へのメッセージです。

道

●自動車 を ご利用の場合

車

動

更埴JCT

長野自動車道
約30分

東名高速・中央自動車道

岡谷JCT

約２時間30分

長野自動車道
約30分

約30分

●電車 を ご利用の場合

名古屋

約１時間20分

中央本線（特急あずさ） 約３時間

中央本線（特急しなの） 約２時間

松本駅

JR大糸線
約40分

松川駅

富山

松川村

高山

安曇野

国道158号

札幌

信州まつもと空港

上田
松本

藤岡JCT

岡谷JCT

線

本

大阪

甲府

東京

中央自動車道

90分

福岡 110分

高崎

中央本線

央

中

バス 約30分

●飛行機 を ご利用の場合

岡谷

更埴JCT
北陸新幹線

車道
自動
関越

宿

約１時間30分

JR篠ノ井線

長野駅

長野

北陸自動車道

新

京

松川村

北陸新幹線

東

北陸本線

国道147号

安曇野 I.C

信州安曇野

名古屋

陸

北

上越新幹線

中央自動車道 約２時間30分

自

長野自動車道

京

直江津

関越・上信越自動車道 約２時間30分

東

新潟

松川村への ア ク セ ス

名古屋

60分

（８/1〜/31）

お問い合わせ

信州安曇野

松川村

松川村役場 総務課政策企画係
住 所：長 野 県 北 安 曇 郡 松 川 村 7 6 番 地 5

0261−62−3111 ㈹

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：0261−62−9405
E-mail：s-kikaku@vill.matsukawa.nagano.jp

www.vill.matsukawa.nagano.jp
松川村

検索

