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住宅情報

きっとあなた好みの家がみつかる

住まいの探しかた

14 15

住宅環境や季節によっても大きく異なりますが、長野県での二人以上の世帯と単身世帯の 1 ヵ月
の生活費の平均額です。参考にしてみてください。

Check!

山間エリア（八坂地区、美麻地区）への定住を目的とした公営
住宅です。子育て世代を応援するために中学生以下の子どもの
いる世帯の家賃を最大で 15,000 円減額しています。

間取り　2LDK など　
家　賃　10,000 ～ 36,000 円（物件や入居形態により異なる）

詳しくは ▶ 　　 大町市　公営物件情報 　

定住促進住宅

就労されている方や就労見込みの方を対象とした比較的低賃料
で借りられる公営住宅です。５階建てマンションタイプ。

（※一定の入居要件があります）

間取り　3DK
家　賃　28,600 ～ 42,900 円（入居形態により異なる）

詳しくは ▶ 　　 大町市　雇用促進住宅

雇用促進住宅
住宅にお困りで、市内にお住まいか通勤している、収入が一定の
範囲内など条件を満たす方が入居できる住宅です。空きが出た場
合、公募により入居者を決定します。八坂地区、美麻地区にある
市営住宅は市外にお住まいの方も応募できます。
詳しくは ▶ 　　 大町市　市営住宅

市営住宅

空き家所有者が市に登録した物件情報を、空き家の有効活用を
したい方に提供する制度のことです。情報の一部は市ホームペ
ージなどで見ることができますが、詳細な情報を知りたい方は、
空き家バンクへの利用登録が必要です。
詳しくは ▶ 　　大町市　空き家バンク
長野県の web サイトでも情報を掲載しています。

空き家バンク

民間不動産会社
賃貸物件を始め、売家、土地など地域に密着した情報を、地元の不動産会社が協力企業として提供。移住者の住まい探しをサポート
しています。

さくら不動産株式会社 大町支店 TEL　0261−23−7570 http: //sakurafudousan. net /

株式会社 中部住研 TEL　0263−72−9321 http: //c-juken. co. jp /

株式会社 信濃興産 TEL　0261−22−9200 http://shinano-kousan.com /

住宅の性能や機能の向上を図る目的でのリフォーム工事（省エネル
ギー型、防災型、環境負荷低減型）に対して、工事費の一部を補助
します。大町市に移り住んでからの申請が可能です。

補助金額：対象工事費の 20％以内。上限 20 万円

※工事着工前に申請が必要です。アパートなどの貸家、借家は対象外。
詳しくは ▶ 　　 大町市　リフォーム　補助金

住宅性能向上リフォーム支援事業補助金 売家の購入や新築でマイホームを取得した方は助成金があります。

● 新築：20 万円　　● 売家を購入：20 万円

さらに条件が合えば以下の助成金も加算されます。

● 市内建設業者により新築：5 万円　　　● 50 歳未満：5 万円
● 三世代同居または近居：5 万円
● ケーブルテレビ加入（限度額）：4 万円

詳しくは ▶ 　　 大町市　マイホーム　補助金

マイホーム取得助成

市外から大町市に移住される方が空き家に入居する場合、設備の 
リフォームなど改修にかかる費用の一部に補助金が適用されます。
大町市内の事業者による 10 万円以上の改修が対象です。

補助金額：改修にかかった費用の 1 / 2 以内。上限 30 万円

※入居前・改修前に申請が必要です。
詳しくは ▶ 　　大町市　空き家改修

空き家改修事業補助金

大町市浄化槽設置事業補助金

合併処理浄化槽とはトイレや台所等から出る生活排水をきれいに
する設備です。公共下水道が整備されていない地域で水洗トイレを
設置するには設置の届出が必要です。合併処理浄化槽を新たに設置
または汲取り式や単独浄化槽から転換する場合に、補助制度を活用
できます。

補助金額（例／ 5 人槽を新設）：609,000 円

※設置条件により変動します。
詳しくは ▶ 　　大町市　浄化槽　補助金

売家の購入や新築で住まいを考えている方には、嬉しい助成や補助制度があります支 援 制 度

空き家は修繕が必要なことも多いので、
そのこともふまえて探しましょう。家だ
けでなく、周りの環境の確認や、地域の
人とのコミュニケーションが大切です。

Check!
定住促進アドバイザーより

大町市定住促進係より

1ヵ月の生活費について

（出典：平成 26 年全国消費実態調査より抜粋）

HP　https://rakuen-akiya.jp/

教養・娯楽
28,289教育交通・通信費

47,939
医療

13,992
水道・光熱費
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食料品
69,734

二人以上の世帯
211,055 円
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単位（円）

単身世帯
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教養・娯楽
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交通・通信費
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医
療

水道
・

光熱費
住居

35,917
食料品
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仕事の情報

働き方いろいろ

信濃大町ではたらく　
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就職、起業の際に使える支援制度をご紹介支 援 制 度
通勤・通学・通院等で、日常的に長野市に
向かう「白馬長野有料道路」または、上田
市方面に向かう「三才山トンネル有料道路」
を利用する大町市民向けに、時間帯割引回
数通行券（1 回通行券の 5 割引）を販売し
ています。

（※三才山トンネル有料道路は 2020 年夏ごろ
無料化予定）
詳しくは ▶ 　　 大町市　有料道路負担軽減

長野県有料道路利用者負担軽減事業

東京圏、愛知県又は大阪府から長野県内に
移住した方で、長野県が選定した企業等に
就業した方又はソーシャル・ビジネス創業
支援金の交付を受けた方に、長野県と市町
村が共同で交付金を支給します。

交付額：単身世帯 60 万円、
　　　　2 人以上の世帯 100 万

詳しくは ▶ 　　 大町市　就業者移住支援金

大町市就業者等移住支援金

大町市過疎地域起業者育成支援事業補助金

山間エリア（八坂地区、美麻地区）で起業する場合の補助金です。

● 研修費補助金：月額 20 万円、最長 12 か月まで
● 事業所開設費補助金：限度額 300 万円

詳しくは ▶ 　　 大町市　過疎地域起業支援

大町市起業支援補助金

山間エリア（八坂地区、美麻地区）以外で起業する場合に開業の準備
資金として受けられる補助金です。

補助金額：10 分の 10、限度額 100 万円

詳しくは ▶ 　　 大町市　起業支援補助金

大町市周辺の求人検索ができるハローワークインターネット
サービスを利用してみましょう。興味をもった求人をみつけた
ら積極的にハローワーク大町までお問い合わせください。求人情
報に載っている企業の見学会やミニ面接会なども開催しています。

就職先を探す

地域おこし協力隊
高齢化や人口減少が著しい地方において、主に 3 大都市圏（東京・
名古屋・大阪）に居住する方を対象に人材を受け入れ、その地域
を盛り上げる活動をするとともに定住・定着を目的とした総務省
が推進する制度です。大町市もこの制度を活用し市の職員として
募集している場合があります。就任する期間は 1 年以上 3 年以下
ですが、任期中に地域の人と知り合うことができ、ほとんどの
隊員が任期後も大町市に居住しています。
詳しくは ▶ 　　 おおまちイイトコ探し隊  

長野県が地域の課題解決のため社会的事業
を創業される方を支援する制度です。

補助金額：2 分の１、最大 200 万円

詳しくは、長野県産業労働部創業・サービ
ス産業振興室までお問い合わせください。 
TEL　026−235−7194
または　 　　 長野県　創業支援

ソーシャル・ビジネス創業支援金

この冊子の編集とデザインを担当したのは、元 大町市
地域おこし協力隊の OB・OG の方々。自分の特技や
経験を活かして仕事をしてる人もいれば、
協力隊任期中に出会った人々がきっかけ
で、今までとまったく違う仕事を
している人もいます。

Check!

ハローワークインターネットサービス

H　 P　https://www.hellowork.go.jp / 

大町市で起業・創業を目指す方に向けてさまざまな支援を実施しています。起業に関する相談や各種補助金については下記まで
お問い合わせください。詳しくは ▶ 　　 大町市　起業支援

起業する

大町市創業支援協議会（大町商工会議所内）

T E L　0261 − 22 − 1890
H　 P　http://omachi-sougyou.com/

大町市 商工労政課

T E L　0261 − 22 − 0420（内線 542）
E-mail　syoukou@city.omachi.nagano.jp

ハローワーク大町

住　所　大町市大町 2715−4
T E L　0261−22−0340

野菜の育て方の相談は…

JA 大北農産物直売所 ええっこの里
（農ある暮らしサポート直売所）

住　所　大町市常盤 6367−26
T E L　0261−85−2289

農作業のパート・アルバイトについては…

JA 大北 無料職業紹介所
（農家対策支援室）

住　所　大町市大町 1058−2　   TEL　0261−22−1842
H　 P　https://entori.jp/naganoken-nogyou/

農地についてのご相談は…

大町市 農業委員会事務局

T E L　0261−22−0420（内線 641）
E-mail　nougyou@city.omachi.nagano.jp

新規就農については…

北アルプス農業改良普及センター

住　所　大町市大町 1058−2
T E L　0261−22−5111（大町合同庁舎内）

大町市 農林水産課 農業振興係

T E L　0261−22−0420（内線 635 or 636）
E-mail　noushin@city.omachi.nagano.jp

北アルプスからの豊富な水に恵まれる大町市は、稲作、果樹、
野菜栽培などが盛んです。新規就農や農地に関しては下記の
各担当までお問い合わせください。

農業をはじめる

Check!
大町市で求人の多い職種は？

● 介護職など福祉の仕事
● ホテルの仲居さんなど宿泊・接客業
● 土木作業員など建設業

…といった求人が多いです。



子育て・教育の情報

北アルプスの麓ですくすく、のびのび

子どもたちの生活

18 19

信濃大町の子育てや教育についてのもっと
詳しい情報を、移住者の先輩である私たち
定住促進アドバイザーが責任編集した「北アルプスの麓 
信濃大町で子育て」も合わせてご覧ください。

Check!

子育て世代に嬉しい様々な取組みをご紹介支 援 制 度

市立保育園が 7 園、認定こども園が 3 園、野外保育を行って
いる認可外保育施設が 2 園あります。各家庭の教育方針やライフ
スタイルで、子どもを預ける施設を選ぶことができます。

保育園＆幼稚園　

市内には 5 つの小学校、3 つの中学校、1 つの小中一貫の義務教育
学校があり、すべての学校は運営に地域の人が関わるコミュニティ・
スクールです。地域の人から伝統文化を学んだり、一緒に遠足
に行ったり、地域に見守られながら子どもを育てることができ
ます。温かい自校給食も自慢です。

小学校・中学校（コミュニティ・スクール）

大町市の高校生は、市内の大町岳陽高校のほか近隣の白馬村、
池田町、安曇野市、松本市の高校にも通っています。松本まで
は電車で約一時間。多くの進学校や専門的な高校もあるため、
松本方面へ通学する生徒も多いです。その場合、駅から遠い地
域では駅まで保護者の送迎が必要になります。あらかじめ考慮
しておくことも必要です。

高等学校

広い大町市、中には家から学校まで距離がある場合もあります
が、その距離によってはスクールバスを利用できます。また、
中学生からは自転車通学や電車通学も認められ、公共交通機関
を使う場合、定期券などの費用は市の教育委員会が負担し個人
負担はありません。

通学事情

山間エリアの八坂地区は、山村留学発祥の地です。都市部の
子どもが 1 年間を単位として農村生活を体験しながら、地元
の子どもと同じ八坂地区・美麻地区の小中学校に通っていま
す。互いに刺激を受け、恵まれた自然環境の中で学校生活を
送っています。

山村留学

小学生のお子さんが安心して遊べる児童クラブを市内各小学校
単位で設置しており、平日は放課後から午後 6 時まで、長期
休業時と、土曜日（1 か所のみ開所）は午前 8時から午後 6時
まで子どもを預けることができます。

児童クラブ
妊娠・出産〜未就園児

各公民館では入園前の乳幼児と保護者を対象とした親子教室を
開催しています。集団での遊び体験を通して親子のふれあいや、
保護者同士、子ども同士の友達づくりの場として利用できます。
詳しくは、各公民館にお問い合わせください。
お問い合わせ先は  ▶ 　　 大町市　施設案内

親子教室

未就園児向けに、保育園や認定こども園で同じ年代の子どもたち
と遊ぶ機会を設けています。親御さん同士の情報交換や仲間
づくりの場として活用してください。参加については各園まで
お問い合わせください。
詳しくは ▶ 　　 大町市　園開放

園開放

乳幼児の健診、予防接種などの相談のほか離乳教室なども
行っています。「あおぞら」では常駐の保健師・保育士・助産
師が産前産後の気になることや子育ての相談に対応しています。

中央保健センター
子育て世代包括支援センター  あおぞら

開館日　月～金曜（祝日、年末年始を除く） 
　　　　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 
住　所　大町市大町 1058 番地 13
T E L　0261−23−4400
 0261−85−8022（あおぞら直通）

地域の子どもたちの遊びや学習、保護者同士の交流の場を提供
しています。

児童センター＆子育て支援センター

開館日　年末年始を除く毎日
 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
 （子育て支援センターは午後 5 時まで）
住　所　大町市大町 4714
T E L　0261−22−0741

信州やまほいく
〜信州型自然保育認定制度〜

長野県では、森や山、畑、田んぼ、川など
自然と触れ合う保育・幼児教育を推進し、
公立・私立を問わず自然保育に積極的に取
り組む施設を認定する「信州型自然保育認
定制度」を設けています。大町市の保育園
と認可外保育施設はこの制度の認定を受け
ています。

Check!

お子さんが 3 歳、7 歳になる年度にそれぞれ
入園・入学のお祝いとして商品券をお贈り
しています。

市内で利用できる商品券　３万円分

詳しくは ▶ 　　大町市定住促進奨励事業

子どもが 3 歳、7 歳になったら
市内で使える商品券を進呈子育て支援を応援するために、中学 3 年生

までのお子さんの医療費の、自己負担分の
一部を助成しています。

自己負担額：上限 500 円（1 ヶ月につき）
500 円以上かかった分を市が負担します

詳しくは ▶ 　　 大町市福祉医療制度

子どもの医療費助成

出産時に大町市に住所がある方に、出産祝
金をお贈りしています。

第一子　　　  5 万円
第二子　　　  8 万円
第三子以降　10 万円

詳しくは ▶ 　　 大町市　出産祝金

出産祝金

年間登録料　1,000 円



生活の情報

安心して暮らせるまち

公共施設の紹介
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医療施設

交  通

このほか一般診療の内科・小児科などが 21か所、歯科医療機関が11か所、薬局が10か所あります。

市立大町総合病院
北アルプスエリアで医療の中核を担っている総合病院です。

診療科目
内科（総合診療）／小児科／外科／整形外科／脳神経外科／ 
皮膚科／泌尿器科／産婦人科／眼科／耳鼻咽喉科／形成外科／
特殊歯科・口腔外科
住　所　大町市大町 3130　　T E L　0261−22−0415

市立大町山岳博物館
日本初の " 山岳 " をテーマにした博物館で、市民からは「山博

（さんぱく）」の愛称で親しまれています。屋内展示はもちろん
付属する動植物園では、保護された動物が見られるほか特別天
然記念物であるライチョウやカモシカの飼育も行っています。

開館時間　午前 9 時～午後 5 時（入館 4 時 30 分まで）
 月曜、祝翌日、年末年始休館
住　　所　大町市大町 8056−1　T E L　0261−22−0211

長野県山岳総合センター
山岳博物館に隣接する登山や山の知識を学ぶための施設です。
各種講座が開催されています。館内には、1 回 100 円で利用で
きる「ボルダリング壁」や「スラックライン」もあり、専用の
道具も無料で借りられます。

開館時間　午前 9 時～午後 8 時
 月曜休館（GW、夏期、年末年始その他臨時休館日あり）
住　　所　大町市大町 8056−1　T E L　0261−22−2773

大町市文化会館
大町市文化会館は座席数 1,144 席を有する、大北地域で最大の
イベントホールです。消防団の出初式や成人式といった市民
イベントを始め、「劇団四季」の舞台やコンサートなども開催
されます。

住　所　大町市大町 1601−2　　T E L　0261−22−9988

病院の診療時間外に起きた発熱・腹痛・頭痛など比較的軽い症
状に対する初期救急医療を行っています。

北アルプス平日夜間小児科・内科
急病センター

受付時間　月～土曜　午後 6 時 30 分～午後 8 時 45 分
住　　所　大町市大町 1601−2（フレンド・プラザ大町内）
T E L 　0261−26−6199

公園や児童遊園地
北アルプスが一望できる大町公園や、裸足で走り回れる広大な
芝生がある文化公園、大きなタコの遊具があり「タコ公園」の
通称で親しまれる西公園など、大町市内には子どもと遊べる公
園や児童遊園地がたくさんあります。

子どもと楽しめる施設

市立大町図書館
西公園に隣接する、大北地域で最も蔵書数の多い図書館です。
子どもに本を好きになってもらえるよう、定期的に読み聞かせ
を行っているほか、子どもから大人まで図書館を身近に感じても
らうため、脱出ゲームなどのユニークなイベントも行っています。

開館時間　平日（通年）午前 9 時 30 分～午後 6 時 30 分
 土日祝（4 月～ 11 月）午前 9 時 30 分～午後 6 時
  （12 月～ 3 月）午前 9 時 30 分～午後 5 時
 月曜・毎月最終火曜休館
住　　所　大町市大町4710−6　　T E L　0261−21−1616

松本市にある信州大学附属病院には高度救急救命センターがあり、ドクターヘリが配備され
ているため大町市から松本市まで約 10 分で到着することができます。また、安曇野市には
長野県で唯一の県立こども病院があり、高度な小児医療を受けることができます。

Check! 近隣地域の高度医療

　　　　子育て family 口
くち

コミマップ

大町市で暮らす子育ファミリーと首都圏で暮ら
す子育てファミリーの声で作ったマップです。
大町市の子育て環境が一目で分かります。

Check!

市民バス “ふれあい号 ”
市内を走る市民バス「ふれあい号」は日曜・祝日・年末年始を
除いて毎日、主に市街地と各地域をつなぐ路線として運行して
います。通勤通学、買い物、通院の足として利用されています。

運　賃　　1 回乗車につき　大人  200 円
 小人  100 円（※幼児～高校生まで）

国営アルプスあづみの公園（大町・松川地区）
広々とした敷地を森林浴しながら散策できます。園内を走る

ロードトレインは子どもに大人気！ 雨の日は室内で遊べる

ボールプールやブロックパズルなどがあります。工作や食体験

など子どもと一緒に遊べる施設もあり、季節ごとのイベントも

開催されるので毎週のように通うご家庭も珍しくありません。

「年間パスポートは子連れ世帯には必須」なんて声もあります。

開園時間　午前 9 時 30 分～（閉園時間は季節により異なる）
 月曜、年末年始休園 ※
入 園 料 大人（15 歳以上）：450 円

（ 当 日 券） シルバー（65 歳以上）：210 円
 小人（小・中学生）、幼児は無料
住　　所　大町市常盤 7791−4　T E L　0261−21−1212

※休園日はイベントや祝日等により変動あり。詳しくはお問い合わせください。



移住支援の情報

さあ、大町市に住もう！

移住支援の取り組み
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大町市の情報が知りたいときは

クラインガルテンを利用しよう！
山間エリアの美麻地区には、都市部にお住まいの方が滞在しな
がら野菜づくり等を楽しめる滞在型市民農園（クラインガルテ
ン）があります。家庭菜園をしながら登山やスキーなど趣味を
満喫できます。大町市への移住を考えている方には、クライン
ガルテンを利用した「お試し暮らし体験」をおススメしていま
す。まずは大町市に来て、土地や地元の人たちの雰囲気を体感
してみてください。

大町市のほか、東京・名古屋・大阪でも相談窓口を設けています。お気軽にご相談ください。

全国の移住相談窓口移住定住協力店・協力者紹介ブックでは、あなた
の移住をサポートしてくれるお店・人物を一挙に
掲載してます。ぜひ参考にしてください。

Check!
移住定住協力店・協力者紹介ブック

東京・名古屋・大阪の 3 大都市圏で年に数回開催される移住セミナー。大町市単独の移住セミナーを始め、長野県主催の移住セミナー
や全国規模の移住フェアにも参加し、直接お話できる機会を設けています。

移住セミナー・移住フェアに参加しよう

利用可能期間　年末年始以外
利 用 料 金　1 人 1 泊  3,000 円、2 泊目以降  1,500 円

１泊２日から６泊７日のちょっとだけ大町での暮らしを体験し、
大町の雰囲気や魅力を実感していただけます。
詳しくは ▶ 　　 大町市　お試し暮らし

お試し暮らし体験  短期型

利用可能期間　GW・夏休み・年末年始以外
利 用 料 金　50,000 円（定額）

移住相談をすでにされた方限定で、7 泊 8 日から 29 泊 30 日
まで滞在いただけます。お仕事や住まい探しなど移住の準備の
ためにもご利用ください。

お試し暮らし体験  中期型

長期でクラインガルテンを借りて滞在しながら野菜づくりをし
たり、自由気ままに趣味を楽しみたい方は年間利用をしてみて
は。都市部と大町市の “ 二地域居住 ” の拠点としても利用でき
ます。詳しくは ▶ 　　 大町市　クラインガルテン

滞在施設の空きがある場合に利用可能
利 用 料 金　390,000 円（年額）

※光熱費、水道料金などは別途必要となります。

年間利用

下記の 2 つの web ページでは、移住セミナーなどのイベント情報や、大町市の住宅、就職などの最新情報を掲載しています。こまめ
にチェックして気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

web で最新情報をチェック！

冬の暮らし、働く場、山麓ならではの暮らし、子育てなど……様々なテーマでツアーを実施しています。地元の人たちや先輩移住者
との交流と通して移住に向けて不安なことを少しでも解消しましょう。

大町魅力体験ツアー

生まれも育ちも大町市の方から先輩移住者まで、様々なお店や個人の方が移住を志す
人をサポートしてくれます。地元で暮らす皆さんから自身の経験をもとに、大町市の

「良いところ」「気を付けた方がいいこと」など生活のあれこれを聞くことができます。
移住した後も心強い味方です。

移住定住協力店・協力者

大町市定住促進 web サイト「信濃大町で田舎暮らし」

HP　http://www.city.omachi.nagano.jp/teiju/

大町市移住情報総合 web サイト

HP　https://iju-omachi.jp/

Nagoya
名古屋移住・交流サポートデスク
名古屋市中区栄 4−16−36
久屋中日ビル  4F
長野県名古屋観光情報センター内
TEL　052−251−1441

Tokyo
銀座 NAGANO
しあわせ信州シェアスペース
中央区銀座 5−6−5  NOCOビル  4F  
移住・交流センター
TEL　03−6274−6016

ふるさと回帰支援センター
千代田区有楽町 2−10−1
東京交通会館  8F　長野県ブース
TEL　03−6273−4401

Nagano
大町市総務部まちづくり交流課
定住促進係
大町市大町 3887
TEL　0261−21−1210（直通）
 0261−22−0420
 （内線 531 or 532）
E-mail　teijuu@city.omachi.nagano.jp

Osaka
大阪移住・交流サポートデスク
大阪市北区梅田 1−3−1−800
大阪駅前第1ビル  8F
長野県大阪観光情報センター内
TEL　06−6341−7006

大阪ふるさと暮らし情報センター
大阪市中央区本町橋 2 − 31
シティプラザ大阪  1F
TEL　06−4790−3000




