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田舎暮らし楽園信州ちの協議会





茅野市の年間日照時間は全国トップクラス
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気候概要
平均気温 12.2℃
最高気温 35.0℃
総降水量 1616.0㎜

最低気温 -9.1℃
最深積雪 11㎝

市名の由来

茅野市の地勢 茅野市の気候

茅野市での暮らしは、八ヶ岳とともにあります。「朝起きたら、八ヶ岳が真っ白だった」とか
「八ヶ岳の雪が消えるまでは、里に霜が降りる」など、地元の人は、八ヶ岳を日々話題にし、
その恩恵に感謝して生活しています。諏訪湖の西に沈む大きな夕陽が、雪の八ヶ岳を真っ
赤に染める。満月が八ヶ岳のシルエットを浮かび上がらせる。
…神々しい折々の光景が、多くの人を魅了してやみません。

茅野市は長野県の中部やや東よりに位置する
諏訪盆地の中央にあり、市役所は標高801m に
位置しています。東京・名古屋から、ともに車で
約2 時間半圏内と利便性に優れ、そのエリアは、
北は大門峠入口、白樺湖、車山、蓼科山まで、東
は麦草峠から八ヶ岳連峰の頂上まで、南は御柱
街道・諏訪南IC、西は、杖突峠を境としています。
市の面積は266.59 平方キロメートルにおよび
ます。

茅（かや）の生える原野、かつてはそうした風景
が広がっていたのでしょう。明治38 年に中央
線が開通し、旧村の地名の茅野（ちの）から「茅
野駅」が開設されました。以来、産業経済が発達
し、一方で、観光地として、蓼科高原への玄関口
として知名度がアップしたことを受け、茅野駅
の名が町名となり、さらに、近隣の村との合併
を経て、現在の茅野市が誕生しました。

茅野市の年間日照時間（1971年から2000 年
までの平均）は 2,126 時間で、全国の 810市区
の中で33番目に日照時間が長くなっています。
長野県の中では、上田市、東御市に次ぐ日照時
間の長さであり、太陽光を十分に活用できる地
理的環境にあるといえます。

一年を通して降水量が少なく湿度の低いさわ
やかな気候です。冬の天気予報を見ると、長野
は毎日のように雪だるまのマークが付いてい
ると思われるかもしれませんが、それは県庁所
在地である県北部の天気を示したもの。信州は
広いため、北信と南信では、天気が大きく違い
ます。茅野市の気候は、東京、山梨に類似し、冬
でも高い晴天率を誇ります。また、温暖化の影
響と幹線道路の除雪の徹底により、最近では雪
道のトラブルも減っています。
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※「茅」とは、細長い葉と茎を地上から立て
　る草本植物で、チガヤ、スゲ、ススキなど
　がその主要なものです。
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1位　滋賀県　81.78歳

2位　長野県　81.75歳

3位　京都府　81.40歳

1位　長野県　87.675歳

2位　岡山県　87.673歳

3位　島根県　87.64歳

長寿「信州」男性は２位、女性は１位
（2015年都道府県別生命表）

2020年
移住希望地域
ランキング

1位 静岡県
2位 山梨県
3位 長野県

〒391-8501 長野県茅野市塚原二丁目６番１号　E-mail : iju@city.chino.lg.jp
https://rakuc.net/

茅野市暮らしを
応援します
都会からの移住（信州田舎暮らし）や二地域居住（別
荘等）を計画している皆さんに八ヶ岳の見えるまち
茅野市をご紹介しています。豊かな自然の中でゆとり
を持った生活をしてみませんか？

田舎暮らし体験プログラム
茅野市での「田舎暮らし」を、実感し理解するツアーを実施しています。 豊かな自然に囲まれた
地域を歩き、地元のみなさんとふれあい、語り合う。 住まう喜びを発見する、そんな体験プログ
ラムに参加してみませんか。

農業を営む移住者のお話 八ヶ岳山野草園散策

東京有楽町で茅野市のセミナー開催 物件見学（蓼科高原入口の中古物件）

「神宿る里
」茅野市は面白い、奥が深い！

むかしむかし、八ヶ岳の裾野は
「神野」（神の野原）と呼ばれる
諏訪大社の御狩場で、一般人が
立ち入ることのできない聖地で
した。茅野市玉川神之原は、「神
野」にあった唯一の集落で、そ
この村人は特別な役割を担って
いました。現在も御柱祭では重
要な役割をまかされています。

国宝土偶「縄文のビーナス」御柱祭

諏訪大社  上社

「新たな暮らし、新たな笑顔」田舎暮らしのお手伝い。
楽園信州ちの協議会は、行政・商工会議所・民間の三
位一体で運営する地元密着の組織です。自然環境・歴
史 • 文化など、茅野市の魅力に精通し、タイムリーな
情報発信を行うほか、柔軟な対応力と企画力で、あな
たの田舎暮らしを強力にあと押しします。











※お問い合わせはP.63、64をご参照してください。

保育園16 園、認定こども園 3 園

2019年10月から、３歳から５歳までの全て

の子ども及び０歳から２歳までの住民税非

課税世帯の子どもについて保育園、認定こど

も園、幼稚園の費用が無償になります。

市役所では子育ての相談を受け付けています。 0123広場、市内

4 ヶ所にある保健福祉サービスセンター、家庭教育センターでも

同様の相談を受け付けています。

中学３年生までの

お子さんの医療費を給付しています。

（一医療機関につき月額500円の負担金あり）

市役所こども部こども課（こども・家庭総合支援拠点「育ちあいちの」）
平日午前８時30分〜午後５時15分まで

0266-72-2101（内線615、616、618）

休日・時間外（24時間）090-7721-6043

自然のなかで育った子どもは、きっと負けない。
茅野市には、子育てをサポートする様々な制度があります。

茅野市の子育て応援！

中高生世代のためにスタジオ、

学習室、多目的広場、ダンス室、

キッチンなどを備えた施設。

CHUKOらんどチノチノ
市内10か所にあり、図書館分室

が併設された施設。

地区こども館

主に０歳から３歳の子どもと子

育て中のみなさんが、いつでも

自由に遊べる屋内施設。

0123広場 (おいちにさんひろば)

病気または回復期の児童を一時

的に預けることができる施設。

病児病後児保育「おやすみ館」

施　設

子育てのサポートを行いたい方と受けたい方が会員となり、地

域の中で相互に助け合いながら子育てする有料のシステム。

ファミリー・サポート・センター事業

サポート内容

・児童の送迎、一時預かり、など
※子どもの安全が確保できる場所で、双方の会員の合意により

　決定します。

※1時間800円～ 900円（交通費別途）

※生後3 ヵ月～小学校6年生まで

出　産

一時保育の実施
生後8 ヶ月から就学前の保育

園に通っていない児童を有料

でお預かりします。

・妊婦健診及び
　産婦健診費助成

健診費の一部を助成。里帰

り等により、県外医療機関

等で受診された場合も一部

助成。

・不妊及び
　不育症治療費助成

医療費の自己負担額の２分

の１（限度額内）を助成。県へ

の上乗せ助成あり。

・産後ケア

医療機関や助産所等で母乳

相談や育児相談等を受けた

際の費用の一部を助成。



地域医療が充実

小高い丘に立つ諏訪中央病院は、「住民とともにつくる医療」を提案
し、地域への啓発、ボランティアの積極的な養成と受け入れ、住民によ
る病院評価の実施等、地域に開かれた病院づくりを推進している先進
医療施設です。ドック健診センターも併設されています。

※お問い合わせはP.64をご参照してください。

総合診療科、総合内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、呼吸器内科、
腫瘍内科、緩和ケア科、リウマチ膠原病内科、東洋医学科、脳神経内科、血
液内科、甲状腺科、リハビリテーション科、小児科、放射線科、病理診療科、
精神科、救急科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌
尿器科、脳神経外科、麻酔科、歯科口腔外科、救急総合診療センター、在
宅・地域ケアセンター、ワクチン外来、禁煙外来

ホームページ　http://www.suwachuo.jp/

諏訪中央病院・診療科

組合立  諏訪中央病院

諏訪中央病院看護専門学校

看護師寮「こまくさハイツ」

諏訪中央病院ハーブガーデン
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豊かに暮らす

八ヶ岳山麓の清涼な空気と水、美しい風景に包まれた茅野市を含む諏訪地域
は、東洋のスイスとも呼ばれ精密機械からエレクトロニクス分野まで、国内
外に幅広くビジネスを展開する多くの製造業が集積しています。
また、蓼科高原という高原都市でもあるため、多くの観光業、商業、建設業が
発達しており、広大な土地を利用した農業も盛んに行われています。理想の
暮らしを豊かにする「就業」がここにはあります。

農業

医療・介護

観光業建設業 サービス業

避暑地で有名なまち

茅野市でのしごとを
応援します！

就職 ・ 就業窓口紹介

●ふるさとハローワーク（地域職業相談室）
　TEL0266-７２－２０２９

●茅野商工会議所　TEL0266-72-2800起業したい方

●茅野市の就農相談窓口
　TEL0266-72-2101

就農したい方
就職したい方

茅野駅ベルビア内にあり、職業相談・職業紹介
等を行っています。土曜日も開設しており、
無料でご利用いただけます。

地域に密着して就活支援を行う地元企業の
（株）ミットと提携し、移住者の就職相談サー
ビスを行っています。

創業時に重要となる事業計画の作成支援から、創業時融資制度の紹介、税務・会計、創業手続きなど
経営指導員および専門家による支援を充実させています。

茅野市役所５階農業支援センターに就農相
談員が在籍し、基本的なことから専門的なこ
とまで、ご相談に対応します。

長野県で就農された方の体験談をはじめ、
様々な情報が掲載されています。また、就農
希望者向けに就農里親制度もあります。

●無料就職相談
　TEL 0266-73-8530（株式会社ミット） ●長野県での就農について

　http://www.noukatsu-nagano.net

茅野市の暮らしちょうどいい

製造業

ものづくりに強いまち

27 28



《会社名》松木寒天産業株式会社
《代表者氏名》代表取締役　松木 秀之
《住所》長野県茅野市宮川1280番地　　《事業内容》寒天の製造販売
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楽しく暮らす

情熱が彩る、あざやかな歳時

小津安二郎記念・蓼科高原映画祭

茅野市で行われている最大のイベントは「茅野どんばん」。
毎年 8月上旬の祭りの夜には、2000人以上の人々が踊りに
参加します。旧盆には納涼花火大会も周辺各地で行われ、夏
の夜空を彩ります。秋の小津安二郎記念・蓼科高原映画祭で
は、小津作品の上映のほか、日本映画に親しむ多くのイベント
が行われます。また、縄文の里ゆかりの催しも、9月～10 月
に行われます。

茅野どんばん

信州 八ヶ岳 新そばまつり in 茅野

白樺湖夏祭り花火大会

どぶろく祭り小津安二郎・蓼科高原映画祭 / 無藝荘

われます。

日本映画史上、小津、黒沢、溝口の三大巨匠と賞され、世界の映画人から高い評価を得ている映画監督「小津安二郎」。蓼科高原は小津映画のこころ
のふるさとであり、ここ蓼科から晩年の多くの名作が生まれました。秋には小津安二郎記念・蓼科高原映画祭が行われます。

※1

※1

茅野市の暮らしちょうどいい

八ヶ岳縄文の里マラソン大会茅野市5000年祭尖石縄文祭り

43 44





















各 種 機 関 住　　　所 電話番号
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茅野市便利帳

茅野警察署
北山警察官駐在所
茅野駅前交番
尖石縄文交番
諏訪広域消防茅野消防署
茅野市役所
茅野市図書館
尖石縄文考古館
八ケ岳総合博物館
青少年自然の森
茅野市民館・茅野市美術館
茅野市文化センター
茅野市総合体育館
こども館０１２３広場
茅野市広域シルバー人材センター
（一社）ちの観光まちづくり推進機構
長野県諏訪合同庁舎
諏訪税務署
諏訪保健所
長野地方法務局　諏訪支局
ハローワーク諏訪
茅野市千駄刈自然学校

☎0266-82-0110
☎0266-78-2110
☎0266-72-5380
☎0266-72-2203
☎0266-72-0119
☎0266-72-2101
☎0266-72-9085
☎0266-76-2270
☎0266-73-0300
☎0266-76-5858
☎0266-82-8222
☎0266-72-3266
☎0266-71-1645
☎0266-71-1661
☎0266-73-0224
☎0266-73-8550
☎0266-53-6000
☎0266-52-1390
☎0266-57-2925
☎0266-52-1043
☎0266-58-8609
☎0266-67-1115

茅野市本町西9-39
茅野市北山4222
茅野市ちの3506-1
茅野市豊平3074-4
茅野市玉川2213-1
茅野市塚原2-6-1
茅野市玉川500
茅野市豊平4734-132
茅野市豊平6983
茅野市豊平4734-2683のイ
茅野市塚原1-1-1
茅野市宮川4552-2
茅野市玉川500
茅野市ちの3502-1
茅野市塚原2-5-45
茅野市ちの3506モンエイトビル2F
諏訪市上川1-1644 -10
諏訪市清水2-5-22
諏訪市上川1-1644-10
諏訪市大手1-21-20
諏訪市上川3-2503-1
茅野市北山5513-341

アルピコ交通茅野営業所
茅野バス観光（株）（デマンド運行）
高速バス予約センター
FDAコールセンター
日本航空予約センター
日本道路交通情報センター
アルピコタクシー
第一交通（タクシー）

☎0266-72-7141
☎050-5558-3658
☎0266-75-0017
☎0570-55-0489
☎0570-025-071
☎050-3369-6620
☎0266-71-1181
☎0266-72-4161

茅野市宮川4313-1

松本市大字空港東8909
松本市大字空港東8909
長野センター
茅野市塚原2-2-11
茅野市本町西4-2

中部電力諏訪営業所
諏訪ガス
水道課（市役所）
茅野郵便局
ＮＴＴ東日本  諏訪支店
ＬＣＶ（ケーブルＴＶ）
諏訪南清掃センター
諏訪森林組合

　 0120-921-691
☎0266-52-2511
☎0266-72-2101
☎0570-943-286
☎0266-54-1125
☎0266-53-3833
☎0266-72-2905
☎0266-73-2350

下諏訪町西鷹野町4559-43
諏訪市小和田南17-5
茅野市塚原2-6-1
茅野市宮川4404-8
諏訪市清水2-4-17
諏訪市大字四賀821
茅野市米沢2000-3
茅野市宮川4392-1

諏訪中央病院
諏訪赤十字病院
富士見高原病院
小児夜間急病センター
おやすみ館（病児病後児保育）
茅野市ファミリー・サポート・センター
茅野市東部福祉サービスセンター
茅野市西部福祉サービスセンター
茅野市中部福祉サービスセンター
茅野市北部福祉サービスセンター
茅野市社会福祉協議会

☎0266-72-1000
☎0266-52-6111
☎0266-62-3030
☎0266-54-4699
☎0266-55-3161
☎0266-72-2101(内線611)
☎0266-82-0026
☎0266-82-0073
☎0266-82-0107
☎0266-77-3000
☎0266-73-4431

茅野市玉川4300番地
諏訪市湖岸通り5-11-50
富士見町落合11100
諏訪市四賀2299-1
茅野市玉川444４-１
茅野市塚原2-6-1（茅野市役所こども課内）
茅野市玉川4300番地
茅野市宮川3975
茅野市塚原2-5-45
茅野市北山4808-1
茅野市塚原2-5-45

アクアランド茅野
河原温泉  河原の湯
金沢温泉  金鶏の湯
尖石温泉  縄文の湯
玉宮温泉  望岳の湯
米沢温泉  塩壺の湯
湯川温泉  河童の湯
白樺湖温泉  すずらんの湯

☎0266-73-1890
☎0266-79-6162
☎0266-82-1503
☎0266-71-6080
☎0266-82-8833
☎0266-71-1655
☎0266-77-2929
☎0266-68-3424

茅野市ちの263-4
茅野市泉野1616-2
茅野市金沢2316-1
茅野市豊平4734-7821
茅野市玉川6128-2
茅野市米沢6845
茅野市北山1263
茅野市北山3419-84

生活クラブ生活協同組合岡谷センター
コープデリ諏訪センター
ヤマト運輸  松本サービスセンター
佐川急便  松本店

☎0266-24-0211
　 0120-502-550
　 0120-01-9625
☎0263-53-4100

岡谷市赤羽2-3-47
諏訪市大字湖南字城下3174
塩尻市大字広丘1945-1
塩尻市大字広丘1031-1

2019.4.1現在
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白樺地所
㈲志路喜家
信州綜合開発観光㈱
信州土地建物㈱
諏訪不動産㈱
㈲田島不動産
㈱蓼科企画
蓼科グリーンビュー開発㈱
㈲蓼科計画
㈱蓼科ビレッジ
蓼科不動産
タナカ総業
㈱田村建設
㈱店舗情報
㈲長野県くみあい建設センター
長野総合㈱
南部建設㈱
㈱フォレストメンテナンス
㈱ブリスライフ
堀竹不動産
㈱マルユー
㈱三井の森
㈱三井の森チェルトの森別荘地営業センター
㈱宮坂建設
㈱宮沢工務店
㈲八ヶ岳自然農園
八ヶ岳ライフ㈱
ヤマト不動産
㈱萬屋 

☎0266-77-2101
☎0266-72-2218
☎0266-68-2220
☎0266-82-0325
☎0266-72-6525
☎0266-72-0340
☎0266-82-7741
☎0266-72-1182
☎0266-72-8686
☎0266-67-2411
☎0266-67-3883
☎0266-72-5739
☎0266-72-2798
☎0266-73-7309
☎0266-68-2422
☎0266-77-2123
☎0266-79-5720
☎0266-55-2241
☎0266-75-2772
☎0266-73-8144
☎0266-72-0022
☎0266-76-5002
☎0266-76-2637
☎0266-79-2536
☎0266-72-0733
☎0266-73-0015
☎0266-72-5880
☎0266-82-1717
☎0266-79-7099

●事務局

●茅野・原宅地建物取引業協会

㈱アパートセンター茅野
㈲アルプス土地開発
㈲石井企画
エコー企画
オータ住環境㈱
㈱カネトモ
㈱グリーン企画
㈲小平不動産
㈱サンケイ
ジェイエイサービス諏訪㈱
ジェイリゾート㈱
㈱篠原不動産
㈲勝建エステート

☎0266-72-9865
☎0266-73-0229
☎0266-75-3378
☎0266-71-1477
☎0266-71-1722
☎0266-72-2575
☎0266-75-1185
☎0266-79-2640
☎0266-72-6196
☎0266-82-5175
☎0266-77-3883
☎0266-73-1900
☎0266-82-5236

㈱有信建設
泉建設㈱
㈱牛尼建設
㈱河西建設
菊島工業㈱
㈲小林工務店
㈱田村建設
細田建設木材㈱
㈱ミセキ茅野支店
㈱宮沢工務店 

☎0266-79-5533
☎0266-79-3263
☎0266-72-1017
☎0266-73-1800
☎0266-72-2871
☎0266-73-0057
☎0266-72-2798
☎0266-72-8936
☎0266-72-2617
☎0266-72-0733

㈲カネミツ
茅野バス観光㈱
㈱司建設
南新電気工業㈱
㈲マルイ産業 

☎0266-72-3582
☎0266-73-5858
☎0266-72-8880
☎0266-72-4158
☎0266-79-3257

㈱坂本建築事務所
平出建築設計工房
㈲藤沢設計 

☎0266-72-6128
☎0266-73-7644
☎0266-72-7224

●茅野商工会議所 会員

●茅野設計協会「田舎暮らし委員会」

●茅野市建設事業協同組合「田舎暮らし委員会」

●茅野・原宅地建物取引業協会

2022.3.1現在

茅野市役所 移住・交流推進係 0266-72-2101
（内線236）

茅野市移住ガイドブック

2022年3月1日　1,000部発行

このガイドブックの作成にあたりご協力いただきました茅野
市役所・茅野商工会議所や情報提供、投稿していただいた多く
の方々に感謝申し上げます。

発行者  田舎暮らし｢楽園信州ちの｣協議会

URL  https://rakuc.net/

0120-002-144
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