
かみいち暮らしまでの流れ

STEP1
まずは、家族と相談しましょう。 剱岳に抱かれた

雄大な剱岳が間近に見える上市町。
自然環境に恵まれたこの土地で、それぞれの仕事に携わりながら、新しい
ライフスタイルを楽しみ、子育てや家族とのゆったりした時間を過ごす。
都会では味わえない生き生きとしたかみいち暮らしは、きっとあなたの
人生を豊かにすることでしょう。
上市町の定住促進担当がお手伝いします。

家族全員が納得できる人生を送ることが大前提です。
みんなで新しいライフスタイルを考えてみましょう。

STEP2

地域の情報を集めましょう。
住まいは？仕事は？生活環境は？気になる情報を集めてみましょう。
気になることがあれば上市町の定住促進担当にお気軽にお問い合わせ
下さい。

STEP3

実際にかみいち暮らしを体験し、移住準備をしよう。
上市暮らしを決めても、移り住むには準備が必要です。
上市町ではお試し居住施設を用意していますので、仕事探し、住まい探
しに活用ください。

STEP4

かみいち暮らしをはじめる。
引っ越しが済んだら、まずはご近所へ挨拶しましょう。上市町ではそれ
ぞれの地域でみんなで助け合って生活しています。それぞれの地域の
区長さんにも挨拶しておきましょう。お祭りや地域の行事など、地域の
方とのお付き合いも大切です。

自然が
好きだから。

人が
好きだから。

富山県上市町

かみいち暮らし

上市町マスコットキャラクター
つるぎくん

お問い合わせ先

2016.3発行

上市町企画課定住促進担当　TEL:076-472-1111（内線222、223）
〒930-0393　富山県中新川郡上市町法音寺１番地



県都富山市の東側に位置し、北アルプスの山々を間近に仰ぐ緑豊かな
田園工業都市です。町のシンボルである名峰・剱岳（標高2,999ｍ）を
はじめとして、大岩山日石寺や眼目山立山寺などの古刹・旧跡、穴の谷
の霊水ほか、自然や歴史、文化の見どころの宝庫でもあります。
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水と緑と人の町、かみいち。
剱 岳 に 抱 か れ た か み い ち 暮 ら し

●緯度・経度（役場の位置）： 北緯36度41分56秒
 東経137度21分48秒
●標高（役場の位置）：41.24ｍ
●面積：236.71㎢
●人口：21,523人、世帯数：7,918戸（平成28年1月1日現在）
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かみいち暮らし お役立ちMAPエリア

上市町は、「暮らしに便利」が
コンパクトにまとまっています。

かみいち暮
らし

お役立ちM
AP
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「えほんしつ＊ゆめぽっけ」は保護者同伴の未就学児が対象の施設です。小さいお子さんも参加しやす
いおはなし会「おはなし　ぴよぴよの会」や、就学前のお子さんはどなたでも参加できる「おはなし
会」、「おりがみ教室」などを開いています。

28週前後の初産の妊婦と夫を対象として開かれる教室です。
ここではお産の知識、新生児の扱い方、沐浴指導、パパの育児
参加等、親になるための心構えや育児について学びます。

「えほんしつ＊ゆめぽっけ」

上市児童館外観

おはなしルームでの読み聞かせ わくわくルーム

パパママ教室

５～６か月児を対象とした離乳食教室や８～９か月児を対象とし
た乳児育児教室、保育士による親子遊びの実践、親子交流会等
様々な行事を行って支援しています。

子育て支援事業

上市町では平成26年度に「上市町子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。「『確かな地
域力』で支える 子どもがすくすく育つまち」を基本理念として掲げ、平成27年度から平成31年
度までの計画として以下の５つの施策毎に様々な支援事業を展開しています。

上市町子ども・子育て支援事業計画

所在地：上市町南町2-6（上市児童館１F）
TEL: 076-472-2211
利用時間：午前10:00～午後6:00
お休み：毎週火曜日（祝日の場合はその翌日）、
 毎月第３水曜日、祝日の翌日、年末年始
HP：kamiichilibweb.town.kamiichi.toyama.jp

乳幼児を預かる保育所では基本的な生活習慣の獲
得に最も力をいれながらも、自然体験や多世代交
流、絵本の読み聞かせ等を積極的に取り入れていま
す。町内には認定こども園を含め町立の保育所と民
間が運営する保育園合わせて10か所があり、十分な
定員を確保しています。もちろん待機児童はひとりも
いません。

地域子育て支援センターは家庭で子育てしている人
を対象に、親子で気軽に利用できる施設です。それ
ぞれの施設では専任の保育士が育児相談や毎月の
様々な催し（ベビーマッサージやリトミック、体操教
室など）を通じて子育てをサポートしています。

※保育に関する施策や入所手続きなどの詳細は上市町役場福祉課児童班にお問い合わせ願います。
　TEL:076-472-1111（内線7231）

保育所（園）

地域子育て支援センター

ありんこひろば

保育所で元気に体操をする園児たち

ベビーマッサージ

虫よけスプレー作り

上市町でも年々子どもの数は減少していますが、将来を担う子ども達を育てる環境をしっ
かり用意しています。保育所では対応できる施設毎に延長保育や障害児保育、一時保育、病
児・病後児保育など様々なニーズに応える体制を整えています。また、地域で子育てするた
めの拠点施設（子育て支援センター）を２か所開設しています。

子育てをしっかりサポート
する環境があります。

充実の子
育て

支援体制

所 在 地：上市町中江上96
開所時間：午前9:00～午後3:30
お 休 み：土・日曜・祝日・お盆・年末年始
T　E　L: 076-472-2402

さくらんぼ広場

所 在 地：上市町北島613
開所時間：午前9:00～午後3:30
お 休 み：土・日曜・祝日・お盆・年末年始
T　E　L: 076-472-0264

❶地域における子育て支援
❷母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進
❸子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の
　整備

❹安心して子どもを産み育てられる
　環境の整備
❺要保護児童へのきめ細やかな
　取組みの推進
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●お問い合わせ先：教育委員会事務局　生涯学習班　TEL:076-472-1111（内線347）

富山県立上市高等学校は平成32年には創
立100周年を迎える歴史ある高等学校で
す。現在は各学年総合学科４クラス、全校
生徒480名を有します。
TEL: 076-472-2345
HP：www.kamiichi-h.tym.ed.jp/

高等学校

富山県立上市高等学校

町立上市図書館町立上市図書館

学校法人健康科学学園富山健康科学専門学校学校法人健康科学学園富山健康科学専門学校

上市町こどもの城上市町こどもの城

学校法人健康科学学園富山健康科学専門
学校ではスポーツトレーナーやインストラク
ターなど健康づくりの指導者育成を目指す
ために必要な専門知識や指導技術を身につ
けるカリキュラムを構成し、若者を育ててい
ます。  
TEL: 076-473-2111
HP：www.tomiken.ac.jp

専門学校

町立上市図書館は約9万冊の蔵書の他、郷土資料
室、学習室やビデオ・ＤＶＤなどの鑑賞スペース・
児童コーナーもあります。

図書館

「上市町こどもの城」は子ども達が遊び育つ拠点
として整備されました。年齢の異なる子ども達が
集い、自発的に遊ぶことや学ぶことを通じて人と
して成長していきます。
一輪車広場やふれあいの部屋、パソコンの部屋、
知識の部屋などでいろいろな活動ができます。
所在地：上市町上法音寺17-3
TEL: 076-473-0001　

子ども達の交流の場

所在地：上市町南町19（生涯学習会館２Ｆ）
TEL: 076-472-6494
開館時間：午前10:00～午後6:00
休館日：毎週火曜日・祝日の翌日・毎月第3水曜日・
 年末年始・蔵書点検日
HP：kamiichilibweb.town.kamiichi.toyama.jp

自然がいっぱいの上市町では子ども達がのびのび育つ環境が整っています。都会と違い、
ちょっと歩けば野山のかわいい草花や昆虫に出会えます。おいしい空気を胸いっぱい吸っ
て元気な子ども達が駆け回っています。

上市町では他市町村に先駆けて校舎の耐震化
や教室の冷暖房化、快適トイレへの改修などを
行い、子ども達の快適学習環境を整備していま
す。また、小規模校では小規模校ならではの、き
め細かな学習や他校との合同学習などを実施
し、子ども達の健やかな成長を支えています。

上市町では小学生を対象とした放課後子ども
教室をそれぞれの地域の状況に併せて実施し
ています。

※通学区域や入学・転学の手続き等詳細については下
記上市町ホームページで確認いただくか、教育委員会
事務局学校教育班までお問い合わせ願います。

未来を担う子ども達が、
のびのび育っています。

小・中学校

放課後子ども教室

白萩西部小学校と子ども達

●お問い合わせ先：教育委員会事務局　学校教育班　TEL:076-472-1111（内線342、343）

上市町HP／くらしの情報／学校・教育／入学・転学・通学区域など

宮川、相ノ木、白萩西部の各小学校 陽南、南加積・白萩、中央、宮川校区

鉄棒、マット運動、陸上などを総合型
スポーツクラブが実施しています。

将棋、折り紙、風船遊び、ビーズ工作
など子ども達が自由に楽しく安全に
過ごせる環境を提供しています。

地区公民館で、コーディネー
ターが企画したさまざまな体験
活動、自然体験等を行い、子ど
もを中心とした家庭と地域との
連携を促します。

相ノ木小学校 165人 上市町上荒又68

上市中央小学校 419人 上市町横法音寺1

南加積小学校 148人 上市町広野768

宮川小学校 176人 上市町中江上2

白萩西部小学校 31人 上市町丸山43

陽南小学校 60人 上市町柿沢424-2

上市中学校 583人 上市町稗田1

学校名 生徒数 住　所

体力向上クラブ 居場所づくり事業 エンジョイ教室

のびのび
育つ

教育環境

（平成27年4月1日現在）
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全国的には産科医不足、小児科医不足でお産ができ
ない地域が増えています。しかし、かみいち総合病院
は地元でお産ができる環境を大切にしており、産婦人
科・小児科を含む16科219床を有する総合病院とし
て地域の医療を守っています。診療科以外に透析セン
ター、家庭医療センター、健診センター、糖尿病セン
ターを併設し、在宅医療の推進、疾病予防の他、糖尿
病専門スタッフによるチーム医療やフォローアップを
行っています。

かみいち総合病院では、高齢者等に必要な全人的・包括医療
を推進するため、総合診療医を確保のうえ、在宅医療を担う
家庭医療センターを開設しています。また、かみいち総合病院
は中新川郡医師会が中心となって運営する「たてやまつるぎ
在宅ネットワーク」に参加してしており、立山町・上市町・舟橋
村の在宅開業医・訪問看護ステーション・地域包括支援セン
ターと連携し、地域完結型医療を推進しています。

リハビリテーションの重要性が増していく高齢
化社会に対応し、平成25年11月には回復期リ
ハビリテーション病棟を開設しています。また、
へき地巡回診療、訪問診療、訪問リハビリ、地域
に出向いて行うナイトスクールの活動などを展
開し、積極的に地域医療を支えています。

上市町では、疾病の早期発見のため健康診査やがん
検診等を実施するとともに、健康教室・健康相談等を
通じて、町民の健康づくりを支援しています。町民の
皆さんが気軽に参加できる健康教室スタンプラリー
や健康セミナー、ヘルスアップ教室、健康相談など
様々な施策を実施しています。
また、高齢者向けには配食サービスをはじめとして
様々な福祉サービスも実施しています。

町内には８つの診療所と６つの歯科医院があります。
詳細は22ページの「暮らしインフォメーション」に掲載しています。

かみいち総合病院

高齢者福祉施設

特別養護老人ホーム
常楽園

診療所・歯科医院

かみいち総合病院外観

訪問診療HP：www.kamiichi-hosp.jp/
所在地：上市町法音寺５１　TEL:076-472-1212

健康の維持・増進に努める

上市町では町民が安心して地域で暮らしていけるよう、かみいち総合病院を中核とした
医療の体制が整っています。地域の医療機関と密接に連携し、地域包括ケアを推進してい
ます。

「安心のかみいち暮らし」を
お約束します。

「安心」の

医療・福祉

所在地：上市町舘209
TEL:076-472-3993
定員: 80名（別にショートステイ20名）
サービス内容：介護福祉施設サービス、
 ショートステイ、
 デイサービス、居宅介護支援

上市老人保健施設
つるぎの庭

所在地：上市町森尻704
TEL:076-473-0070
入所定員: 130床
 （うち認知専門棟50床）
サービス内容：施設入所サービス、
 ショートステイ、
 通所リハビリ

※その他、居宅サービス事業所、地域密着型のグループホームなど町内の事業所数は増えています。

病院の理念

在宅医療の推進

「住民が安心して地域で暮らし続けるための医療の砦として
私たちの病院が存在する」



12 13

右の写真は最近完成した白萩西部町営住宅です。この
ほかにも、陽南町営住宅や稗田町営住宅など、とりそろ
えています。なお、比較的所得の高い方でも入居可能な
住宅もございます。

定住促進住宅は、これまでの雇用促進住宅を町が買い
取り平成22年7月1日から運用を開始しています。なお、
この住宅は、若年単身者が入居でき、所得制限を取りや
めるなど、従来の町営住宅にあるような入居制限を緩和
し、家賃を抑えた新しい制度の住みやすい住宅です。

2015年9月～2016年1月までに取引された上市町の55物件の平均家賃等は以下のとおり
です。（無料ウェブサイト「ウチノカチ」より）

町営住宅案内

定住促進住宅案内

稗田定住促進住宅

町営住宅一覧

定住促進住宅一覧

上市町では町内の空き家を紹介し、家主と入居希望者との橋渡しを行うことを目的として「空家情報提
供制度」を開設しています。この制度は空家に関する情報収集と提供であり、入居交渉や空家の詳細情
報は直接、家主さんにお問い合わせ願います。

空き家バンク

家主 入居
希望者上市町

上市町に拠点を持つ不動産会社「フジ企画」の他、県内の不動産会社においても賃貸物件や、売買物
件を取り扱っています。

民間アパート等

上市町の賃貸アパート家賃相場

宮川町営住宅 30 ３DK 上市町中江上94-1
和合町営住宅 16 ２LDK(８戸)、３DK(８戸) 上市町和合43-27
稗田町営住宅 60 ２DK(22戸)、３DK(38戸) 上市町稗田１
稗田町営住宅
（特定公共賃貸住宅） 

6 ３LDK 上市町稗田１(４号棟３階）

陽南町営住宅 32 ２DK(８戸)、３DK（８戸） 上市町女川14-1
白萩西部町営住宅 40 ２DK(８戸)、２LDK（32戸） 上市町湯崎野437
白萩西部町営住宅
（地域優良賃貸住宅） ８ ２DK(４戸)、２LDK（４戸） 上市町湯崎野437

町営住宅名 戸数 住戸タイプ 住　所

横法音寺定住促進住宅 79 ２Ｋ(32.84㎡)　　79戸 上市町横法音寺1-2

稗田定住促進住宅 79  上市町稗田6-1

定住促進住宅名 戸数 住戸タイプ 住　所

※それぞれの住宅に関する入居手続きや募集案内等、詳細については下記上市町ホームページでご確認い
ただくか、建設課管理建築班までお問い合わせ願います。

●お問い合わせ先：建設課管理建築班　TEL:076-472-1111（内線316、317）
上市町HP／くらしのガイド／住宅・土地

※空き家バンクは下記上市町ホームページにて開設していますのでご覧いただくか、建設課管理建築班まで
お問い合わせ願います。

●お問い合わせ先：建設課管理建築班　TEL:076-472-1111（内線318）
上市町HP／くらし情報／空家情報提供制度について

２ＤＫ(39.83㎡)　40戸
３ＤＫ(53.96㎡)　39戸

●（有）フジ企画

平均家賃
平均築年数
平均駅距離
平均専有面積

49,418円（997円／㎡、3,297円／坪）
8.5年
21.5分
50.1㎡（15.2坪）

参考

空き家

情報提供

入居交渉等

登録

参照

情報提供

上市町ホームページ
 【空き家バンク】

富山県は持ち家住宅の延べ面積は全国第１位（2008年）と、ゆとりのある住宅が一般的で
す。小さな負担で快適生活を応援する町営住宅をはじめ、上市町ではゆとりある住環境が
整っています。

小さな負担で、ゆとりある
住まいを用意しています。

ゆとりあ
る

住まい

所在地：上市町法音寺2-1　TEL:076-472-1601
ＨＰ：www.fuji-kikaku.info/
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大岩山日石寺は真言密宗の大本山として知
られ、行基菩薩が大岩川の岩に不動明王を
刻んだことが起源と伝えられています。
高さ 3.46mの本尊不動明王像のほか四体
が凝灰岩の巨岩に半肉彫りで彫り出され、
中部地方の最高傑作として高い評価を受け
ており、国指定重要文化財となっています。
最近では手軽にできる滝行や写仏と言った
プチ修行体験が若者に人気です。

大岩山日石寺

不動明王像

トガ並木

立山杉の巨木

立山寺　三門

中山山頂

滝行

所在地：上市町大岩163　TEL: 076-472-2301　HP：www.ooiwasan.com

禅宗曹洞派の名刹として知られる眼目山立山
寺は、建徳元年（1370年）に曹洞宗大本山総
持寺第二祖峨山禅師の高弟宗門五派の随一
である大徹宗令禅師により創立されました。
三門前の参道には富山県指定天然記念物の
「栂（トガ）の並木」が永い歴史を偲ばせます。

眼目山立山寺

上市町では馬場島エリア、眼目エリア、大岩エ
リアの３つのエリアの森林セラピー基地が整
備され、五感で森林パワーを体感できます。
また中山（標高1,255ｍ）登山ができる遊歩
道をはじめとして８つのトレッキングコース
が整備されています。幹回り10ｍ、樹齢千年
を超えると言われる立山杉の巨木が並ぶ
「五本杉の平」など、上市町の自然は見どこ
ろがいっぱいです。

森林セラピー＆トレッキング

所在地：上市町眼目15
TEL: 076-472-0699

西田美術館は、富士化学工業の創設者、西田安正氏
が個人的に海外で直接収集した美術品を中心に平
成５年９月に開館しました。
西田美術館は古代オリエント文化遺産からシルク
ロードを経て中国に至る陶磁器・彫刻作品が充実し
ており、700点を超えるコレクションは、この種の美
術館では全国的にも稀なものといわれています。

西田美術館

精霊やぐらやき

所在地：上市町郷柿沢１番地
TEL: 076-472-4352
HP：www.nishida-museum.com

江戸時代に美濃国の白心法師がこの地で修行
して以来、多くの修行僧・行者が訪れたとして
知られています。参道から階段を下った谷間に
石像の薬師如来が祀られており、その右横か
ら湧き出る清水は霊水として古来から万病に
効くといわれ、全国から多くの人が訪れていま
す。環境省指定「全国名水百選」の一つです。

穴の谷の霊水

毎年8月13日に行われるふるさと観光上市まつりでは、上市川の川原に竹や枝
で組まれた高さ7～10mほどの「におとんぼ」と言われる櫓に火がつけられ、12
基の櫓が次々と豪快に焼かれます。
また川沿いでは多くの町民が「おしょうらい棒」を手にして先祖の霊をお迎えす
る伝統行事が行われ、夜空には、大輪の花火が色を添えます。
今でも先祖を大切に思う地域の人々は伝
統行事として後世に受け継いでいます。

ふるさと観光上市まつり

一般社団法人 穴の谷弘真会
所在地：上市町黒川84　TEL: 076-472-4711　HP：www.anantan.jp

主催：上市町観光協会
TEL: 076-472-1515
HP：kami1tabi.net

「暮らしたいまち」は「魅力あるまち」
でもあります。

町内の
みどころ
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北陸と言えば豪雪地帯、冬の雪国は閉ざされた世界。ひ
と昔前まではそんなイメージが強かったと思いますが、
こちらに住んでいる私たちには昔ばなしです。最近は雪
が降っても50cmも積もることはほとんどなく、楽しむ

程度の雪しか降りません。
また、雪が降っても除雪体
制がしっかりしていること
や、あちこちに融雪装置が
整備されており、日常生活
にはほとんど支障ありません。少し降る雪も雪遊びを楽しむ子ども達に
とっては大満足ですし、ちょっと車で山の方へ行けばスキー場や雪景色
が美しい温泉宿が待っています。

年間の気象状況 グリーン・ツーリズム 大
き
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
里
山
で

少
し
の
厳
し
さ
と
深
い
愛
情
を
持
っ
た

本
当
に
本
当
に
、贅
沢
な
時
間
に
出
会
う
。

ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
は
、

ス
ロ
ー
な
分
だ
け
濃
密
だ
。

冬の生活

上市町の雪景色

融雪装置が整備された
生活道路

上市町の月別平均気温と平均降水量 「グリーン・ツーリズム」とは農山漁村において、自然、文化、人々との交流を楽
しむ滞在型余暇活動です。欧州では、農村に滞在しバカンスを過ごすという余
暇の過ごし方が普及しています。日本では農林水産省が都市と農山漁村を行
き交う新たなライフスタイルを広め、お互いの地域の魅力を分かち合い、「人、
もの、情報」の行き来を活発にする取り組みとして普及に努めています。
上市町では、この「グリーン・ツーリズム」の趣旨を踏まえた以下のふたつの事
業を行っています。

町民農園
上市町では町民農園を用意しています。自分で好きな農
作物を育て、収穫する農園です。おいしい農作物を育てる
楽しさを味わってみませんか？
くわ、シャベル等の基本的な農具も借りられます。
町民の方向けに毎年３月頃募集を行っています。

気温は過去30年間の
富山市の平均気温を基
に上市町中心部の標高
(38ｍ)で補正したもの

夏の最高気温は東京などとそれほど変わりませんが、都会とは違って朝夕は涼しい日も
ありますので、暑いとは言え東京・大阪など大都市近辺より間違いなく過ごしやすい気候
です。また、冬は曇天の日が多く雪も降りますが、地球温暖化の影響でしょうか、最近の降
雪量は少なく、カラッ風の吹く東京よりも暖く感じるかもしれません。

「豪雪地帯」のイメージも、
今は昔のお話です。

上市町の

過ごしや
すさ

「グリーン・ツーリズム」とは、農山漁村で自然や文化、交流を楽しむ滞在型余暇活動のこ
と。上市町では、棚田オーナー体験や炭焼き体験を実施し、全国に上市ファンを増やして
います。最近話題になっている「スローライフ」に関心のある方々も、ぜひ一度、上市町を
訪ねてみてください。

豊かな自然に囲まれた里山で
スローライフを。

チャレン
ジ！

農業体験

●お問い合わせ先：産業課内グリーン・ツーリズム協議会　TEL:076-472-1111

●お問い合わせ先：産業課農政地籍班　TEL:076-472-1111

所在地：上市町広野２４５６番地
 （「みやげ処味蔵」正面付近）
 １区画　約20㎡

①“種の里”棚田オーナー体験 ②“黒川はなおか窯”穴の谷炭焼き体験
５月下旬……田植え体験、山菜摘み、
 里山ハイキング他
７月下旬……草刈り体験
９月下旬……稲刈り、はさがけ体験

９月下旬……薪入れ体験
10月中旬……炭出し体験
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医薬品原料の製造販売を主として行うグローバル企業です。
安全で高い抗酸化力を持つ「天然アスタキサンチン」の工業化
を世界で初めて実現し、医薬品原料や健康食品を通じて社会
に貢献しています。富士化学工業グループは、高齢化社会にお
いても人々が健康で質の高い生活を送ることが社会の発展に
貢献すると言う考え方に基づいて、「医薬・原薬事業」、「ライフ
サイエンス事業」、「リテール事業」を展開しています。

富士化学工業株式会社

ＨＰ：www.shokoren-toyama.or.jp/̃kamiichi/kami-kou/

ＨＰ：www.kamiichi-job.net

※上市町には医薬品の製造やプラスチック成型などの企業が多数あります。
詳しくは右記のホームページでご確認願います。

所在地：上市町横法音寺55番地
創　業：昭和21年10月10日
資本金：100,000,000円
従業員：425名（2015年3月）
事業内容：医薬品製造・販売、医薬品原薬受託合成・
 加工、食品添加物製造・販売

所在地：上市町神田16番地
創　業：明治42年　　設　立：昭和23年
資本金：95,160,000円
従業員：300名（2015年4月）

各種化学合成繊維による好感度ファッション織物、
ハイテク産業資材織物及び染色仕上げの一貫生産
を行い、高付加価値開発型のテキスタイルコンバー
ターを目指す企業です。国内はもとより、欧米に広
くマーケットを有する当社のファッション繊維は、国
内外共に高級婦人衣料の主流をなし、さらなる快
適繊維を創造しつづけています。

細川機業株式会社

所在地：上市町正印1番地
創　業：明治24年
資本金：252,450,000円
従業員：141名（2010年10月）
主要取引先：東レ

「肌を治すチカラ」のスローガンを基にこれまでの本
流であった虫さされ・かゆみ止め分野から、予防的な
製品や内服薬なども視野に入れ、肌のトラブル全般
を見据えた肌分野の総合ブランドへの変身に挑む企
業です。

株式会社池田模範堂

特　長：外用薬のトップメーカー、特に虫さされ・
かゆみ止めの分野ではムヒのブランド
でトップの座を誇っています。アンパン
マンのブランドで医薬品としては日本で
初めてキャラクター商品を開発した会社
です。

所在地：上市町西中町22番地
創　業：大正13年5月
資本金：21,780,000円

「日本海みそ」のおいしさの秘密とは？
①澄んだ空気、立山連峰の清れつな地下水、厳しい
寒さ…富山の大自然そのもののうまみや栄養をたっ
ぷり取り込んだ米こうじみそ、②国産米だけを使用
し、香り高いこうじをつくり上げ、ほんのりとしたまろ
みのあるみそ、③良質の大豆を使い表皮を取り除い
て、色・艶の美しさを充分いかしたみそ、だからです。

日本海味噌醤油株式会社

特　長：磨き抜かれた伝承の技で、日本の自然と
先人の知恵を詰め込み、日本人の心に
しみるコクのあるおみそを、「米こうじみ
そのトップメーカー」の名にかけてつく
り続けます。

上市町に本社を置く主要企業
上市町で「

働く」

上市町工場協会

はたらくらすコネクションin上市
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DK

玄関

押入

和室
4.5 帖

和室
6帖

和室
6帖

押
入

バ
ル
コ
ニ
ー

収納
浴室

テレビ・冷蔵庫・電子レンジ・エアコン・ガスコンロ・テーブル
※寝具は設置してありませんがレンタルできますのでお問い合わせ願います。
※その他生活必需品・消耗品は使用者でご用意願います。
※駐車場１台分をご用意します。

転入手続き一覧

お試し住宅

外観 風呂

和室・台所 ベランダから見る剱岳

３DKの間取り

【稗田定住促進住宅】
鉄筋コンクリート造５階建
（所在地：上市町稗田６番地１）
２ＤＫまたは３DK

施設設備

使用期間 １回の使用は2～７日間とします。

使用料金 使用料金は１団体1泊1,500円
※電気・ガス・上下水道料金・駐車料金等はかかりません。

印鑑、転出証明書、本人確認できるもの
（住み始めた日から14日以内）

マイナンバーカード又は通知カード
（窓口で裏書きします）

役場1F
町民課①窓口

役場1F
町民課②窓口

役場1F
町民課④窓口

役場1F 町民課③窓口

役場1F 財務課⑨窓口

保健福祉総合センター
2F
福祉課児童班

保健福祉総合センター
2F
福祉課保健班

保健福祉総合センター
1F
福祉課社会福祉班

住民異動届（転入）

マイナンバーカード
又は通知カード

登録する印鑑、写真貼付の身分証明書印鑑登録

住所変更手続きが必要です。
窓口に問い合わせ願います。

・国民年金加入
・年金受給

国民健康保険証、印鑑国民健康保険

前住所地で発行した鑑札犬の登録

役場3F 教育委員会事務局

役場3F
建設課管理建築班

住民異動届のコピー小・中学生

役場1F 建設課上下水道班印鑑（使用開始手数料1,000円）上・下水道の開始

健康保険証、印鑑、療育手帳

窓口に問い合わせ願います。

療育手帳

窓口に問い合わせ願います。保育所

窓口に問い合わせ願います。保健行事（検診等）

前住所地で発行した受給資格証明書、印鑑

障害者手帳、印鑑
（受給資格証をお持ちの方は健康保険証、
所得課税証明書が必要）

介護保険

印鑑（名義人）、標識交付証明書、廃車証明書又は
ナンバープレート

原付・農耕車・
125cc以下のバイク

受給者とお子さんの健康保険証、
受給者名義の通帳、父母の所得課税証明書、印鑑

母子健康手帳
（12歳までの方、妊娠中の方の転入時）

・乳幼児医療費助成
・妊産婦医療費助成
・ひとり親家庭等
医療費助成
・児童手当

・児童扶養手当
・特別児童扶養手当

・予防接種問診票
・妊婦・乳幼児健診

転入手続き後、続柄の分かる住民票を
建設課へ提出

町営・定住促進住宅へ
転入される方

・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉
手帳

前住所地で発行した負担区分証明書後期高齢者医療保険

身体障害者手帳・療育手帳、
精神保健福祉手帳、印鑑、健康保険証、
預金通帳等口座番号のわかるもの

重度心身障害者等
医療費助成

手続き 手続きに必要なもの等 担当窓口

ふと、見上げれば勇壮な北アルプスの名峰剱岳が真正面に見えます。上市町では、毎日の
暮らしを剱岳が見守っています。まさに剱岳に抱かれて安心して暮らせる町、それが上市
町です。上市町に移住・定住を考えている方向けに、日常の暮らしの一端を直接感じてい
ただくための一時居住施設をご用意しました。最大１週間のお試し居住でかみいち暮ら
しを体験していただけます。

移住希望者向け！
「山を見て暮らす田舎暮らし」
を体験しませんか？

お試し居
住の

ごあんな
い
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かみいち
暮らし

インフォメ
ーション

■医療機関

■歯科医院

～子育てと上市町への定住促進に関わる施設・機関などの一覧～

上市町役場相談窓口

かみいち総合病院 上市町法音寺51
☎ 076-472-1212

池田内科医院
（内科・胃腸科）

上市町法音寺1
☎ 076-472-5222

中村内科クリニック
（内科・消化器内科・小児科）

上市町上経田2-5
☎ 076-473-3360

音杉保育所

南加積保育所

上市町法音寺10-1
☎ 076-472-2044

（認定こども園）
相ノ木保育園

上市町広野1540
☎ 076-473-0185

柿沢保育所 上市町柿沢828
☎ 076-472-0329

白萩西部保育所 上市町湯上野95-2
☎ 076-472-1402

ニチイ弓庄保育所 上市町横越17-1
☎ 076-472-0088

（認定こども園）
認定宮川こども園

上市町中江上96
☎ 076-472-2402

三日市保育園 上市町三日市3
☎ 076-472-0449

上市保育園 上市町北島613
☎ 076-472-0264

相ノ木小学校 上市町上荒又68
☎ 076-472-0094

上市中央小学校 上市町横法音寺1
☎ 076-472-2222

南加積小学校 上市町広野768
☎ 076-472-0159

宮川小学校 上市町中江上2
☎ 076-472-0519

白萩西部小学校 上市町丸山43
☎ 076-472-1403

陽南小学校 上市町柿沢424-2
☎ 076-472-0055

上市中学校 上市町稗田1
☎ 076-472-0221

若杉愛児保育園 上市町若杉52-4
☎ 076-473-0010

上市町飯坂新125-1
☎ 076-473-0433

酒井医院
（内科・小児科・外科・整形外科）

上市町広野494
☎ 076-473-1118

荒井歯科医院
（歯科）

上市町若杉新2-1
☎ 076-473-3110

加藤歯科医院
（歯科一般）

上市町法音寺60-1
☎ 076-473-1182

佐伯歯科医院
（一般歯科・矯正歯科）

上市町法音寺13-9
☎ 076-472-0330

山本歯科医院
（歯科一般）

上市町西中町73
☎ 076-472-0117

小森歯科医院
（歯科）

上市町柳町4-38
☎ 076-472-0032

吉岡歯科医院
（歯科）

上市町横法音寺11-1
☎ 076-473-0515

山崎眼科医院
（眼科）

上市町横法音寺30
☎ 076-473-1881

安本内科クリニック
（内科）

上市町上中町29
☎ 076-472-0228

ひの皮ふ科クリニック
（皮膚科）

上市町法音寺16
☎ 076-472-1800

わかくさ医院
（内科・外科・胃腸科・呼吸器科・
 在宅訪問診療）

上市町正印257
☎ 076-473-9380

渡辺整形外科医院
（リウマチ科・整形外科・
 リハビリテーション科）

上市町上法音寺12
☎ 076-472-0103

■図書館
町立上市図書館 上市町南町19

☎ 076-472-6494

■高等学校

富山県立上市高等学校 上市町斉ノ神新444
☎ 076-472-2345

■専門学校

富山健康科学専門学校 上市町堤谷1-1
☎ 076-473-2111

■スポーツクラブに関するお問い合わせ
教育委員会事務局
生涯スポーツ班

☎ 076-472-1111
（内線）349

■保育所等のご相談

福祉課　児童班 ☎ 076-472-1111
（内線）7231

■移住全般に関するご相談
企画課　企画班
定住促進担当

☎ 076-472-1111
（内線）222

■町営住宅等に関するお問い合わせ

建設課　管理建築班 ☎ 076-472-1111
（内線）319

■子育て関連施設

■放課後児童クラブ

上市児童館
幼児ことばの教室

上市町南町2-6
☎ 076-473-2355

上市町こどもの城 上市町上法音寺17-3
☎ 076-473-0001

えほんしつ★ゆめぽっけ
（上市児童館１F）

上市町南町2-6
☎ 076-472-2211

■保育所（園）・認定こども園

■小学校

■中学校

内科、外科、胃腸科、小児科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、
整形外科、皮膚科、泌尿器科、神経精神科、脳神経外科、放
射線科、麻酔科、血管外科、リハビリテーション科　計16科

開館時間 : 午前10:00～午後6:00
休 館 日 : 火曜日、祝日の翌日、毎月第３水曜日
 年末年始、蔵書点検期間

開館時間 : 平日　午前10:00～午後6:00
 土・日・祝日　午前9:00～午後5:00
休 館 日 : 毎月第３日曜日・年末年始

相ノ木こどもふれあい館 上市町飯坂新127
☎ 076-472-5646

開館時間 : 平日  原則として午前10:00～午後6:00
 土曜日　午前9:00～午後5:00
休 館 日 :日・祝日・年末年始

大岩児童館 上市町大岩156
☎ 076-472-2302

開館時間 : 午前10:00～午後6:00
休 館 日 :日・祝日・年末年始

（予約制、第2火曜日 9:00～11:00）

子育て支援センター
ありんこ広場

上市町中江上96
☎ 076-472-2402

※認定宮川こども園向い
開所時間 :（月～金）　午前9:00～午後3:30

子育て支援センター
さくらんぼ広場

上市町北島613
☎ 076-472-0264

※上市保育園内
開所時間 :（月～金）　午前9:00～午後3:30

開館時間 :（月～金）午後1:00～午後6:00
 （土曜日）午後1:00～午後5:00
 （夏・冬・春休みは午前8:00～午後6:00、
 土曜日 午前8:00～午後5:00）
休 館 日 :日・祝日・年末年始

上市中央放課後児童クラブ 上市中央小学校
宮川放課後児童クラブ 宮川小学校
南加積放課後児童クラブ 南加積小学校
相ノ木放課後児童クラブ
（こどもふれあい館） 相ノ木こどもふれあい館

相ノ木放課後児童クラブ分室 相ノ木小学校

クラブ名 実施場所

 

関連団体による相談窓口
■観光に関するお問い合わせ

上市町観光協会 上市町若杉3-3
☎ 076-472-1515

■法律相談

上市町社会福祉協議会 上市町湯上野8
☎ 076-473-9300

（第2・４火曜日 13:00～16:00）

■結婚相談

上市町社会福祉協議会 上市町湯上野8
☎ 076-473-9300

（第３水曜日 13:00～15:00）

■総合相談（心配ごと相談）

上市町社会福祉協議会 上市町湯上野8
☎ 076-473-9300


