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ひらや村

親子山村留学制度がスタートする平谷村で

おためし移住してみませんか？

10 / 1 金 〜 3 /18 金
2021年

1日1組限定
参加費無料

2022 年

申込期限

原則、利用希望日の 3週間前まで
ご希望の実施日が近い場合もお気軽にご相談ください

ひらや村
って？
人口400人。標高920m。
夏も涼しく
美味しいトウモロコシや
トマトが採れる！

※定員：6組様受付次第、締切らせていただきます

長野県

ココ

せんか？
移住に関するこんな不安やお悩みありま

期間中お好きな日時に参加可能

参加特典

宿泊される方は宿泊特典あり

「信州平谷温泉ひまわりの湯」
無料入浴券（参加人数分）

日帰り・宿泊 選べます！

想像だけではわからない、ひらや村での移住生活をリアルに体感できるツアーです

ご案内します

ご案内します

気楽に話しましょう

学校・子育てや
生活に関連する施設

住宅・観光おすすめ
スポット

村の人との懇談・相談

平日は授業風景の

村内には親子で楽しめる
レジャースポットが
多数点在

見学もできます

地域住民や
先輩移住者との懇談や
移住コーディネーター
への相談

企画：
「OINAひらや」 主催：平谷村教育委員会

車で
名古屋市まで2時間
飯田市まで40分

仕事はある？収入や支出はどれくらい？
買い物や病院など多少の不便は理解していても、実際どの程度？
地域になじめるか、
正直不安・
・・
ご近所との関係って実際どんな感じ？トラブルは？？
子どもがきちんと学校に通えるか不安・・・
子どもと向き合う時間や心のゆとりが欲しいけど、実現できるかな・
・
・
移住や子育てに関する支援について、
詳しく聞きたい

1つでも当てはまる方、
ぜひ移住体験ツアーにご参加を♪

移住体験ツアーの詳しい内容やお申込みについては裏面をご覧ください
新型コロナウィルス感染症の状況によっては、体験企画が中止になる場合がございます。ご了承ください。

ひらや村親子できままに移住体験ツアー
見学
ご案内

子育て・生活関連施設

観光・おすすめスポット

● 児童数20名・平谷小学校の授業風景
● 平谷保育所
● SDGsマガジン
「ソトコト」
で紹介された
「ひらひら平谷」
（子どもの遊びと学びの場）
● 郵便局・診療所・小売店・飲食店など
住

懇談
相談

家族みんなが、
移住をよりリアルに、もっと身近に！

ツアー中、ご覧になりたい場所にご案内します！

宅

● 地域住民や先輩移住者とのおきらく座談会（30分）

● 道の駅信州平谷・ひまわりの湯・プール
● 平谷湖フィッシングスポット
（管理釣場）
● スキー場
（グリーンシーズン中はドローンやバギー体験）
● ゴルフ場（のんびりした練習場あり）
● 星空で有名な
「高嶺山」
● 苔テラリウム製作体験

5,000 円 /1泊
最大1泊・素泊まり
せせらぎコテージ

の声

加藤公理 さん

その他見学したい場所や見学したい順番などは、
スケジュールに合わせてプランを組み立てられます。

ご宿泊の方で希望者のみ

手ぶらでＢＢＱ

山小屋風コテージ宿泊

先 輩 移住者

● 移住コーディネーターとの相談（30分）

機材込み・ご予算に応じます
料金の目安：大人２名・小学生1名
未就学児1名で、およそ5,000円

先 輩 移住者

アウトドアお試しセット（無料）
焚火台・ホットサンドメーカー
食器一式など貸出します

の声

大田剛史 さん 奈々美 さん

妻と子ども4人 移住11年目

・・・・・・・・・・・・

Option

当企画限定宿泊プラン

限定
価格

移住に関すること お気軽に聞いてください

※冬期はご利用いただけない施設があります

● 見晴らしのいい村営住宅・庭＆畑付

Option

移住に対する不安を安心に

子ども1人 移住1年目

今年3月に東京から移住してきました。共働きで毎日仕

私は大阪出身ですが、平谷村に移住前は南信州の他地
域で違う仕事をしていました。辞めて農業をはじめよう

事に追われる日々を変えたいと、何度か訪れたことの

と平谷村に研修に来たことが移住のきっかけです。
自然

あった長野県への移住を考えるように。子育てや教育に

豊かな環境の中で子どもと過ごしたいと移住して11年

力を入れている平谷村で地域おこし協力隊の募集も

経ちますが、実際に移住して良かったと感じています。

あったことから移住を決意。移住前に日帰りで訪れたと

私が想像していた田舎暮らしより意外と便利すぎるかな、
と感じることもありますが（笑）

ころ、私たちの考えを尊重してくれて、
周辺見学をしたり地域の方と話をすることで、不安

ご近所さんもよく声をかけてくれたり、野菜を分けてくれたり・・・気にかけてもらえる安心

なく移住ができました。人口が少ない村だからこそ団結力があって、色んな世代の人とコ

感を持ちながら過ごせています。子育てに関しても、学力や将来の心配をしてキッチリしが

ミュニケーションがとりやすいと感じています。私たちも移住前より気持ちの余裕が生ま

ちでだったのが、今は子ども自身の可能性を信じられるように。生きていく上で大事なこと

れ、
いきいきと仕事もできています。子どもは現在2歳。同級生が少ないかも、
というのは

は、
こういう環境の中で子ども自身で学んでいるんだと思えると、私ものんびり育てていい

少し寂しい気もしますが、今は子どもの成長の喜びを100%感じられて、
お金ばかり気に

んだ、
という感覚でおおらかになったと思います。移住した頃は長男が1歳でしたが、今は4

せずやりたいことができる環境ができたのは、
とても良かったと思っています。移住して仕

人の子どもがいるのも、平谷村に暮らしてたからかな、
と感じています。移住ってそんなに

事やお金について心配する声もよく聞かれますが、探せば仕事もあるし、車があれば生活

ハードル高くないと思うし、来たら来たでなんとかなることも多い。少しでも移住に興味が

に事欠かないです。
「今の生活ってどうなんだろう？」
と感じているなら、
「とりあえず体験

あれば、
ぜひこの体験ツアーへの参加をオススメします。

ツアーに来てみて、村の人と話をしてみて。」
とお伝えしたいですね。

先 輩 移住者

の声

耳 寄りなお

子どもと親子での山村留学等を考え、いくつかの地域を見た中から平谷村へ移住。
様々な年代の人たちとコミュニケーションをとる機会も多く、子どもは
「平谷村に来て
よかった」
と言っています。
子どもにとっても都会では得られない、宝のような経験ができて、
自分自身も心の余裕
が生まれたからか、
「お母さん変わったね」
と、子どもに言われるまでになりました。
集落がギュッと集まっているからか、村の人たちは大きな家族のようでもあり、
いざと
いう時は助け合い、味方になってくれる、
チームワークの良さを感じられます。
ルールに縛られすぎず、
「ダメ」
と言わなくていい、のびのびとした子育てができてい
ると感じています。

知らせ

ひらや村に移住を
考えている方に向けた

イベント・移住情報を配信中

平谷村のイベントや保育園・学校での活動の様子など、移住を考えている方にとって、村での
生活が想像できるよう

https://www.facebook.com/hirayachiikiokoshi

な情報を、Facebook

長野県平谷村 地域おこし協力隊 活動中

やTwitterで随時発信

しています。

村の最新情報も、こち

らからぜ ひチェックし
てみてください。

【公式】長野県平谷村 地域おこし協力隊
https://twitter.com/hirahira̲hiraya

【新型コロナウイルス感染症拡大防止の協力について】

【ツアー参加者へのお願い】
●お子様
（未就学児〜小学生）
と移住をお考えのご家族を優先させていただきます。
●移住体験実施前と実施後に、
アンケートにご協力ください。

● 移住体験ツアー当日に、新型コロナウイルス感染予防の観点から、PCR検査陰性結果の提示をお願い
します。
PCR検査費用は主催者側で負担いたします。
● 発熱等、
新型コロナウイルス感染の疑いのある方の参加はご遠慮ください。

●次のような方はお断りします。移住希望が具体的でない方・観光目的と判断された方。 ● 移住体験ツアーの間は、マスク着用をお願いします。

わからないことはお気軽に問合せください
お申込みはこちらのフォームから >>>
https://forms.gle/DLv7xdSijFKYseJT8
お問合せはこちら 平谷村教育委員会

お問合せ・お申込みはこちらから

申込期限 原則、利用希望日の 3週間前まで

ご希望の実施日が近い場合もお気軽にご相談ください。
※定員：6組様受付次第、締切らせていただきます

0265-48-2211（担当：伊東）

平谷村移住サイト「引越しヒラヤ」

https://hiraya-iju.com/

hiraya.iju.event@gmail.com

【平谷村HP】 http://hirayamura.jp/

