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高山村ってどんなところ？

高山村は長野県北東部に位置し群馬県
と隣接しています。県庁所在地長野市
の中心部からおよそ 20km の距離にあ
り、JR 長野駅から電車・バスを利用し
て約 1 時間、上信越自動車道の須坂長
野東インターや小布施スマートイン
ターから車で約20分の距離です。

どこにあるの？ どんなところ？

おおらかな暮らしができる高山村
溢れるような自然の魅力と芯から温まる 8 つの温泉

あなたにぴったりの
心地いい暮らしを見つけよう

98.56㎢の面積を有し、村域の約85％が森林・
原野で占められています。森林地域の多くが
上信越高原国立公園に指定され、村全体が自
然と人間社会の共存を目指した志賀高原ユ
ネスコエコパークに登録されています。また

「日本で最も美しい村」連合に加盟し、未来
に残したい美しい景観を守り続けています。

ユネスコの一事業で、生態
系の保全と自然と人間社会
との共生を目的として活動
しています。

将来にわたって美しい地域で
あり続けることを目的として
活動している団体です。本村
は 2010 年に加盟しました。

志賀高原ユネスコエコパーク 「日本で最も美しい村」連合

長野県

隣接する市町村：須坂市・小布施町・山ノ内町・中野市・
群馬県（草津町、嬬恋村、中之条町）

高山村
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年間平均気温が 12°C と比較的冷涼で、 
降水量は年間 1,000mm 前後です。全般
的に西向きで日当たりの良い扇状地で
す。夏季は最高気温が 30 度を超え、冬
季は最低気温が氷点下となることもあ
る内陸性の気候です。夏の暑い日でも
木 陰 に 入 る と 涼 し く 感 じ る 過 ご し や
すいところです。冬期の積雪量は、意
外と少 な いで す が、多 い 時 で30cm 以
上になることが数年に1度あります。

気候は？

人口は 7,067人、世帯数が 2,468 世帯です。
（平成 31 年 4 月 1 日現在）

人口は？

車が便利な地域です。自動車を複数台持つ家庭も多く
みられます。隣接する須坂市にある長野電鉄須坂駅か
ら村の中央あたりに位置するYOU游ランドまでは1時
間に 1 本程度走る長電バスが利用でき、YOU 游ランド
から山田温泉までの村内は、巡回バス「ふれあい号」が
走っています。ふれあい号は 100 円で利用できるので
とても便利です。村内を移動するのにはデマンド型（予
約制）の乗合タクシーも利用できます。

移動手段は？

冬には降雪があり、積雪が10cm以上にな
ると深夜から除雪車が出動し、生活に支障
がないように道路の除雪を行っています。
12 月から 3 月くらいまでスタッドレスタ
イヤが必要です。お出かけ前にご自宅の玄
関前の雪かきが必要になる日もあります。

雪がたくさん降るの？

松川を挟み 26 の集落が点在
しています。各地区ごとに
お祭りや、地域の清掃活動
などがあります。夏の信州
高山まつりや2年に1度開催
される村民体育祭では地区
ごとに参加し、子どもから
大人まで地域住民が一丸と
なって大盛り上がりします。
これからも守っていきたい
文化や景色がそれぞれの地
区にたくさんあります。

どんな地域があるの？

どんど焼き 地区の春祭り
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村には一般向け、就農者向けの村営住宅があり
ます。一定の条件がありますが、新規に建設
された時または入居者が転居した場合に入居
者を募集しています。また村内の空き家を【貸
したい】【売りたい】と希望する所有者や管理
者の方から寄せられた物件を登録し、空き家の
利用を希望する方へ情報提供する空き家バン
クもあります。家探し中に短期で利用できるお
ためし住宅もあります（P.13-P.14）

村内に内科が2つ、歯科が1つあります。
近隣市町に総合病院を含む多くの医療
機関があります。

病院は？

移住するときに物件はあるの？

村内にはコンビニエンスストアが2件
あり、そのほかにホームセンター、パ
ン屋さん、酒屋さん、八百屋さん、カ
フェ、お蕎麦屋さん、おやきやさんな
どがあります。日常品の買い物には、
須坂市や小布施町のスーパーを利用し
たり、長野市内の大型店へ車でのアク
セスもよいです。

買い物は？

村内全域に光ケーブルが整備されて
います。インターネットとCATVを快
適に利用することができます。

通信環境は？

高山村ってどんなところ？
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住民の半数以上が村外で勤務し
ています。車で須坂市まで約 20
分、長野市まで約40分ほどです。
冬場の降雪があった日には時間
がかかりますが、あまり渋滞は
ありません。昼間は都市部で働
き、夕方静かな村に帰ってくる
という生活ができます。農業を
営んでいる方も多く、新規就農
の際は研修制度や様々なサポー
トがあります。

実際に高山村に移住し
た人の話を聞いてみよ
う！この地に移住する
までのこと、どんな暮
らしをしているのか、
暮らしてみて感じるい
いところ・不便なとこ
ろなどをインタビュー
しました。（P.11-P.12）

仕事は？

農家を目指す人、理想の暮
らしを追求する人、子育て
の環境に期待してきた人、
いろんな人がそれぞれの
暮らしを求めて高山村へ
移住しています。子どもか
らお年寄りまで、馴染みや
すい環境です。

移住者って
たくさんいるの？

保育園が 1 園、小学校と中学校がそれぞれ 1 校あります。
放課後の児童クラブもあるので、仕事に安心して出かけ
られます。乳幼児期からの支援も手厚く、小さな村なら
ではの温かな子育てができます。村立たかやま保育園は、
豊かな自然を生かした保育や幼児教育の実践活動を行う、

「信州やまほいく」（信州型自然保育）に認定されていま
す。小学校では親子ふれあい体験などの世代間交流を行う
PTAわくわく村などの活動があり、のびのびとした環境の
中で子育てができます。

子育ては？
ホタルの生息地観察
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高山村は満天の星降る村。住宅地でも美しい星空を見ることができますが、
標高1500mに広がる山田牧場から見あげる星空は神秘的で息をのむほどです。
澄んだ空気の中、視界いっぱいに星空が広がります。視線を変えると眼下に
広がる善光寺平のきらきらとひかり輝く夜景を独り占めできます。

星
空
と
夜
景

高山村ってこんなところ！

魅力いっぱいの高山村
暮らしのすぐそばに

こんないいものが溢れています

村内では年間を通して村
の美しい景観やおいしい
食材、地元で醸造された
ワインを、村外の方も含
め、みんなで一緒に楽し
もうと様々なイベントが
企画されています。新た
な出会いもあり、つなが
りが増えていきます。

人
と
の
つ
な
が
り
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高山村を含む須高
地域は、ぶどう生
産の全国トップク
ラスのシェアを誇
ります。特に「シャ
イ ン マ ス カ ッ ト 」
は、さわやかな香
りと皮まで食べら
れる食べやすさで
大人気です。

ぶ
ど
う

高山村ってこんなところ！

個性豊かな 8 つの温泉が点在す
る「信州高山温泉郷」。景色も泉
質も全く違う温泉にはそれぞれ
にファンがいます。8 つのうち 3
つは村営の温泉で、お得な年間パ
スもあり毎日のように利用する
方もいて、温泉は村民の生活の一
部となっています。

温
泉

長野県オリジナル品種
「ナガノパープル」

春の白い花も美し
い村を代表する特
産物「信州高山さ
わやかりんご」を
求め県内外から多
くのお客様が訪れ
ます。長野県のオ
リジナル品種「シ
ナノゴールド」、「シ
ナノスイート」、「秋
映」はりんご 3 兄
弟と呼ばれ、味も
よく大変人気です。

平成 8 年頃から始
まったワインぶど
うの栽培は、恵ま
れ た 立 地 条 件 と
栽培家たちの努力
によって国内外か
らとても高い評価
を得ています。村
内にワイナリーが
続々と建設されワ
イン産地として全
国に村の名前が知
られ始めています。

ワ
イ
ン

り
ん
ご
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春は思わず見とれてしまう桜。冬期
通行止めになる道が開かれる初夏の
頃。静かに、鮮やかに色を変えてい
く紅葉。一面をしっとりと覆う雪。
いつもの景色も、季節の移ろいに合
わせて違った一面を見せてくれます。
少し車を走らせれば新しい景色を見
つけることもできるのです。

パウダースノーの虜にな
る遊び場、YAMABOKU ワ
イルドスノーパーク、山田
温泉キッズスノーパーク
があります。標高差 800m
を滑り降りる13km のタコ
チコースなどもあり存分
に冬を楽しめます。村の
中心部から車で30分程度
で上質な雪上で遊ぶこと
ができるのです。

紅葉の高井橋

四
季
折
々
に

出
会
え
る
景
色

2
つ
の
ス
キ
ー
場

高山村ってこんなところ！
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長野・群馬県の県境にある山田峠。5月〜11月までしか出会えない景色が広がる。
百番観音は今も志賀草津道路を往来する観光客を静かに見守っている。

滝の裏側に立つこ
とができ、自然の
エネルギーを感じ
るパワースポット
です。音と水量に
は圧倒されます。

どの桜も里山のあ
たたかさを感じる
場所にある名桜ば
かり。県内外から
桜を見にたくさん
の方が訪れます。

諏訪大社の流れを
くむ髙杜神社では
7 年 に 1 度、 北 信
地方で随一と言わ
れる御柱祭が執り
行われます。

高
山
五
大
桜

御
柱
祭

雷
滝
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移住者インタビュー

移住前から高山村と関わりがあったそうで
すがどんな関わりでしたか？
移住前に 2 シーズンほど、山田温泉の旅
館で調理の仕事をしました。休みの度に山
田牧場や温泉にバスに乗って回っていまし
た。その中でスパイン（観光協会が入る施
設）で開催されたワイン会に出席し、村の
いろんな人と出会う機会がありました。

移住を決めた理由は？
ここに移住したい！という思いが先にあっ
たわけではなく、仕事が決まり以前からの
関わりや生活の中で、ここで暮らすのもい
いなと感じ移住する流れになりました。村
の人と、村の食材と出会ったことが大きな
きっかけです。移住＝永住という思いはあ
りませんでした。

ご自分の飲食店を持つまでについてお話く
ださい。
旅館の仕事をしながら空いた時間で様々な

田中　裕美さん（名古屋市出身）
2016年移住

手法を農家の方に教えてもらったり、狩猟
をしている方などとも知り合ました。今は
お米や野菜を自分でも育てています。心地
よい暮らしができるから、今もここで暮ら
せています。移住し約 2 年半後、以前から
相談していた山田温泉エリアにある物件を
借りることができ、色々な方の協力のおか
げで飲食店をオープンしました。

移住で大変だったことは？
独身者が暮らしやすい家がなかなかないこ
とでした。地域の方と距離が近いので、相
談したり困ったときにはすぐに助けてもら
えたりします。

これから目指していくことは？
村内にも村の良い食材を良い物と認識して
いない人がいるのではないかと思います。
これは良い物ですよ！ということを移住し
た者として、村の人や訪れる人に伝えてい
きたいです。将来は村のセントラルキッチ
ンとしての役目も担い、旅館の料理人不足
などの問題解決などを考えていきたいです。

ひろみさんが不定期で作る村カリーで思わず笑顔に

11

実際に村に移住された方たちに、
移住のきっかけや高山村での暮らしについて聞いてみました。

移住者の本音

Q&A

村内で起業
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高山村に移住先を決めた理由は？
ワインぶどうを作ってワインを醸造するた
めです。長野県主催の「ワイン生産アカデ
ミー」で高山村を知り、役場の方の熱意に
も惹かれこの地に決めました。

住む家はどう決めた？
まず長野市に転職を決めたため転職先の社
員用アパートを利用し、その後高山村の村
営住宅に応募して入居しました。当時、平
日は会社員、土日に農業見習をしていたた
め、一般用住宅に入居し、会社を辞めて本
格的に農業研修を受けている中で、就農用
住宅に空きが出てそちらに転居しました。

就農までの道のり、仕事はすぐ見つかりま
したか？
敦志さん：我が家は 1 年かけて就農までの
イメージを固め、農業や村との距離を縮め
ながらソフトランディングで就農に至りま
した。村が親身になって相談に乗ってくれ、
道筋を提案してくれたので非常に助かりま
した。新規就農者やワインぶどう栽培を志
す人も多く、周囲の方の理解があること、
情報が共有しやすいことも助かります。
明日美さん：引っ越しが決まってすぐにハ
ローワークに通い、村から通える仕事を探

丸山　敦志さん（仙台市出身）
　　　明日美さん（富山市出身）

2016年移住

しました。子育てと両立出来るという条件
で正社員として入社しました。安定した職
に就けたことは幸運だったと思っています。
仕事を探した範囲は高山村、須坂市、小布
施町で、4 年近く前になりますが条件に適う
求人はいくつかあった印象です。

移住して不便と感じることは？
敦志さん：消防団や獅子舞、区の活動など
があり、移住前に住んでいた地域と比べる
と活動回数も多く、農業の繁忙期と時期が
重なると少し大変です。時には事情を説明
してお休みさせて頂いたり、自分の出来る
範囲で参加するようにしています。
明日美さん：日常用品は家から車で10分く
らいで用が足りますが、子ども用品や洋服、
家具・家電を買おうと思うと30分程度かか
るので子どもが小さいうちは大変です。ネッ
トショップを利用することも多いです。

村での出産・子育てに不安はありましたか？
病院は車で 30分圏内にありますし不安はあ
りませんでした。村の保育園、小学校、中
学校は、どれも広い敷地の中で子どもたち
が伸び伸び育つ環境だと思います。自然も
一杯で四季折々の行事や遊びを通して子ど
もたちが様々な経験を積むことが出来ます。
現在住んでいる村営住宅には同年代の家族
が多く、家の周りでも子どもたちが賑やか
に遊んでいて育児には向いているなと感じ
ています。

これからこの地で目指していくことは？
まずはワインぶどうを生産し、いずれはワ
イナリーを建てワインを醸造したいです。

高山村に移住を考える人に一言
とにかくフルーツの村です。村中に広がる
リンゴ畑やぶどう畑は圧巻で秋の実りの時
期はもちろん、四季を通じて木々の成長に
目を奪われます。ご近所から頂くフルーツ
のお裾分けは最高の贅沢品です。素晴らし
い温泉と桜もぜひ体感しに来てください！

12

村内で会社員
村内で農家
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村でのくらしを応援します 高山村役場　TEL：026-245-1100

住宅支援

暮らしの中心となる住宅購入を支援します

若者住宅建設資金融資利子補給制度
申請日現在45歳以下の方で金融機関から融資を受け、村内に住宅を建設する方に
住宅建設資金の利子の一部を補助します。
借入期間が5年超　　 5年分の利子総額の20％以内
借入期間が5年以下　利子総額の10％以内

（いずれの場合も利子補給対象限度額は新築2,000万円、増改築1,000万円）

住宅用太陽光発電システム設置費補助金
自ら居住する高山村村内の住宅に太陽光発電システムを設置
1kw 当り 7 万円（上限 35 万）

空き家購入等補助
空き家バンク登録物件を新規転入者が購入した場合、土地代金を含む空き家
購入費用の一部を補助します。
土地代金を含む空き家購入額の1/10以内（限度額50万円）

子育て支援
子どもたち一人ひとりの成長を大切にしています

出産祝金
子どもが生まれたご家庭に出産祝金を交付します。 
第 1 子  3 万円  /  第 2 子  5 万円  /  第 3 子  7 万円

家庭育児給付金
乳幼児を家庭で育児する世帯に村内で使用可能な商品券 1 万円分を給付します。

保育料等軽減支援
子育て世帯の経済的負担を軽減するため保育料等の軽減措置を講じています。
令和元年 10 月から 3 歳以上児保育料無償化。

子育て支援のための各種負担軽減支援
通学費・給食費の負担軽減
テスト代公費負担など

小中学校入学祝金
小・中学校へ入学する児童・生徒 1 人につき 1 万円の祝金を交付します。

特色ある教育

医療費の無料化
18 歳まで医療費無料（窓口での自己負担金 500 円）

たかやま保育園  信州やまほいく認定園 （豊かな自然を生かした保育
や育児教育を実践）

高山小学校 ユネスコスクール承認、PTA わくわく村（社会教育活
動や親子ふれあい体験を中心とする世代間交流活動）

高山中学校 ユネスコスクール承認、中学生議会での提案発表
学校給食センター 平成 28年度にしゅん工し、高山村の食材を活かした

地産地消を目指すとともに食物アレルギーに対応す
る専用調理室を設けています。
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高山村役場　TEL：026-245-1100
新しい生活を村で始めるふたりを温かく迎えます

結婚生活支援金
新婚世帯が婚姻を機に住宅を購入または賃貸する際の費用や引越し費用を支
援しています。
限度額 30 万円（夫婦所得 340万円未満、夫婦ともに35 歳以下など条件有）

定住促進結婚祝金
高山村で婚姻届が受理された後、1 年以上村に居住し引き続き村に居住する意
思のある夫婦に 20 万円を交付します。（村税等に滞納がないことなど条件有）

結婚支援結婚支援

新たに事業を始める個人または法人を応援します

ふるさと投資活用型地域産業支援事業
村内に住所を有し、村内で創業または新規事業を行う個人または法人で、ク
ラウドファンディング運営会社から事業計画の承認を受け、実際の投資を募
集する際に必要となるファンド組成費用の一部を支援します。経費の 1/2 以
内（上限 50 万円）

● ながので働きたい人と企業のための応援サイト
  「おしごとながの」　https://oshigoto.nagano.jp/

創業支援事業
村内に事業所や店舗を設け、新たに創業する個人または法人に対し、創業に
係る事業所または店舗の増改築及び改装改修等に要する経費や設備または備
品の購入費を補助します。（車両等は除く）経費の 1/2 以内（上限 50 万円）

就業支援

※それぞれの支援には条件があります。

新規就農
支援

新規就農でも安心して農業を始められます

農業機械等賃借料の助成
賃借料の 2/3：20 万円以内（3 年間限度）

住居費助成
賃貸住宅の家賃助成：月額 10,000 円（5 年間を限度）

転入経費助成
対象経費のうち村長が定める額の 1/2 以内

研修費助成
先進的経営体における研修費助成：月額 20,000円以内（2 年間を限度）

農地賃借料の助成
3 年以上の利用権設定者：1 人 85,000 円以内（5 年間を限度）

1棟 3部屋のシェアハウスで1泊 1部屋1,000円から利用できます。

高山村で就農を検討されている方、村の暮らしを体験したいという方向け
の短期滞在型おためし住宅です。農業研修時の宿泊施設としてのご利用は
もちろん、住居探しや仕事探しの際にもご利用いただけます。新規就農に
向けて研修を受けられる方は長期の利用も可能です。（要申込）

移住・定住おためし住宅



高山村の頭文字「タ」を円形の中に図案化。
「タ」を平和な「ハト」に形づくり、円満な
円に囲まれた高山村は扇状地として三方を
囲まれ、村も村民も躍進していく象徴です。

自動車の場合

電車の場合

東名高速道路

関越自動車道

約175km

約117km約77km

約6km

約75km約160km

約16km 約12km

上信越自動車道

上信越自動車道

藤岡
JCT

名神高速道路

長野自動車道中央自動車道小牧
JCT

岡谷
JCT

高山村

約 30分

長野電鉄
長電バス山田温泉行き
またはタクシー

北陸新幹線東京

東京
（練馬 IC）

大阪
（吹田 IC）

名古屋
（小牧 IC）

更埴
JCT

須坂
長野東
I.C

東海道新幹線 特急しなの
名古屋新大阪

特急サンダーバード 北陸新幹線
大阪 金沢

須坂駅長野駅

約 1時間20分

約 1時間 約 3時間

約 2時間 30分 約 1時間

約30分

〒 382-8510　長野県上高井郡高山村大字高井 4972　
TEL：026-245-1100 / FAX：026-248-0066
MAIL： takayama@vill.takayama.nagano.jp
https://www.vill.takayama.nagano.jp

高山村役場
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