
うおづ

富山県魚津市



市街地から 海まで5分 山まで20分
平日は市街地でべんりに、休日はあっというまに大自然へ。
お金をたくさんかけなくても、のびのび、わくわく、くらせます。
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a.魚津市の全景
b.フルーツの産地（ぶどう、りんご、もも、なし）
c.８月のたてもん祭
d.花の森・天神山ガーデン
e.沌滝 まちにはいくつもの清流が流れています
f.駅前には飲食店が200以上
g.お店もいろいろ

h.小菅沼 ヤギの杜
i.水族館のいねむりアザラシまちこ
j.魚津水族館
k.かにの陣
l.冬は山手の公園でそり遊び
m.遊園地よこの公園
n.さまざまなイベントが開催されます
・ミラージュランド

ｆ g

h i j

k l

m n



魚津市ってどこにあるの？

通勤エリアは？
新幹線・電車で

東京から 約２時間40分
東京-富山-魚津
東京-黒部宇奈月-魚津

大阪から 約３時間50分
大阪-金沢-富山-魚津

金沢から 約１時間

車30分圏内 東京駅から
約２時間40分

けっこう便利な
ところだよ

黒部市、滑川市の

主要エリアまで車で約15分

富山駅まで電車で23分

車で約40分

もちろん、魚津市にも
たくさん会社があります。



移住者インタビュー

Ｑ.魚津を選んだ理由は？
妻が免許を持っていなかったので、車がなくても買い物等日々の生活に困
らないエリアがあることが魚津市に住む決め手となりました。子どもがで
きたこともあり、現在は一人１台、合計２台所有しています。

Ｑ.移住してみてどうでしたか？

漠然とした表現ですが、幸せ度は格段に上がりました。
通勤時間が短いのでその分、趣味や家族と過ごすなど充実した

時間がとれること、子育て環境がよいこと（自然がいっぱい、

待機児童ゼロ、広い園庭、病児保育がある、学力も高いなど）が大きいで
すね。人があたたかくて優しいのもすばらしいと思います。若い男性のコ
ンビニ店員さんが子どもが喜ぶようにと、お菓子を小さい袋に入れてにっ
こり笑いながら手渡ししてくれて、移住してよかったなと感じました。

Ｑ.都会にあって魚津にないものは？
都会に比べたらお店の数が少ないです。よっぽどの買い物好きでないなら、
支障はないとおもいます。ネットでなんでも買えますし、現物を見て買い
たいときは富山市（電車で23分、車で40分）まで出ればたいていのもの
はそろいます。

千葉 → 富山
長谷川さん一家

職業：夫/会社員 妻/公務員
家族：夫婦(30代),子2人
出身：夫/青森 妻/大阪
移住年月：2011年春

Ｑ.富山に移住したきっかけは？
当時子どもはいませんでしたが、いつか子育て
するなら関東より地方のほうがいいだろうなと
ぼんやり思っていました。商業施設など人工物
だらけのところで幼いころから受験勉強に駆り
立てるよりは、山や川のあるところで人間も自
然の一部なんだ、ということを日々肌で感じる
環境のほうがいいんじゃないかなと。

そんな頃、たまたま転職サイトで富山勤務の求人を見つけました。採用面
接を受けに富山へいったら、景色がいいし、住むのによさそうな所だなと
感じたので「きっとなんとかなるよね！」くらいのノリで転職しました。

正直なところ“勢い”です



家計簿チェック

出典：総務省統計局「家計調査結果」 平成28年 第2表 １世帯当たり１か月間の収入と支出（二人以上の世帯のうち勤労者世帯）
魚津市のみの詳細な調査結果はないため、同等の生活水準と推測される富山市の数値で比較を行っています。
※ 消費支出項目の端数調整のため、調査数値に対し富山市は+２円、関東は-１円してあります。

関東大都市圏と比べると夫婦合わせた収入の合計はやや減りますが（①-37,738円）
支出もほぼ同額減るので（③-38,270円）、

暮らし向きは変わらなそうです。
黒字額は富山の方が多い⑥です。
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②その他の収入を差し
引いても、富山の方が
黒字額は多いです。（⑥
-②）

----------------

④雪国ですが、電力の
安さのおかげか光熱費
はそれほど高くなりませ
ん。

----------------

⑤車の出費が増えます。

交通（電車賃など）を

差し引くと、月9,000円
アップです。

----------------

うおづの家賃相場は

１Ｒ～１Ｋ ４万円

２ＬＤＫ～３ＤＫ 5.82万円

駐車場は無料～5,000円程度/月

（出典：不動産情報サイトアットホーム）

住宅

うおづの住宅地は 10万円程度/坪

（出典：国土交通省地価公示Ｈ29 ）

市街地、庭付き新築一戸建てで3,000万円前後

庭なしなら2,200万円くらいから

東京とあまりかわりません。

が、魚は安いです。

東京と比べると、鯛で６割程度
（出典：総務省統計局「小売物価統計調査（動向編）」

Ｈ28 第1表 東京都区部と富山市の比較）

物価

日常的にお刺身を食べます。
スーパーのお寿司も、
10貫600円でうなるおいしさ！



うおづ生活体感 おすすめルート

遊園地ミラージュランド
入場は無料なので、
ぜひ中もご覧ください
向かいには水族館も

○魚津駅
↓
○魚津市立図書館
↓
○遊園地ミラージュランド・水族館
↓
↓135号線を通り、沿線のお店を確認
↓
○ショッピングセンター アップルヒル
↓（スーパー、ドラッグストア、本屋など）
↓
○富山ろうさい病院
↓
○スーパー 大阪屋ショップ釈迦堂店
↓
○駅前の飲食店散策（お店が開いている夜がおすすめ）

車・レンタカー利用（2～3時間ほど）

バス利用（4～5時間ほど）

海の駅蜃気楼

バス1日乗車券 500円
（小学生 300円）

バス利用で立ち寄る所

魚津駅前観光案内所には、
バスの時刻表、

レンタサイクルもあります。

市街地をぐるっとひとま
わりするバスルートなの
で、車窓から街なかの様
子をご覧いただけます。



レンタカー店

沿線にさまざまなお店が並んでいます
北から
・アップルヒル（ショッピングセンター）
・カーマホームセンター
・ユニクロ
・ラーメン屋
・スポーツ用品店
・マクドナルド
・ＧＵ
・ＡＢＣマート
・しまむら
・西松屋
・アピタ（ショッピングセンター）
・満天の湯（スーパー銭湯）

・大戸屋（定食屋）
・コメダ珈琲

地元スーパー
地元野菜コーナーと
魚売り場をぜひチェック魚津駅前

飲食店が
200店以上

見たことない魚が
いるかも。
まるで水族館！？

図書館

スーパー
ドラッグストア
本屋

富山ろうさい病院

スーパーマーケット
魚売り場は専門店の場合が多いので、
希望に応じてその場でさばいてもらえ
ます。

たとえば１匹980円のぶり
・半身で刺身
・半身で切り身５つ
・ぶりカマ
・アラ
さばく手間なしで、丸ごと楽しめます。
魚津さいこう！



Ｑ＆Ａ
Ｑ.車は必須？

Ａ. 基本的に車は必須です。

スーパーや病院など、生活圏はコンパクトにまとまっていますが、

電車やバス等の公共交通機関は「1時間に一本」という頻度の

ため、買い物等の日常生活を送るうえでも、車が無いと不便な

ことは多いです。

魚津駅から徒歩5分圏内

総合スーパー、ドラッグストア、飲食店、
病院（内科・小児科・歯科など）

魚津駅から徒歩15分圏内

ユニクロ、GU、小学校、
保育園、図書館

Ｑ. いざというとき頼る人がいない…

知り合いのいない土地での暮らしが不安

Ａ. 頼って、頼られて、がしやすいのが田舎の強み。

ご近所さんと仲良くなれば安心ですが、最初は不安ですよね。

市役所の移住担当者にもご相談ください。

コミュニティを一緒に探しましょう。

Ｑ.雪ってたいへん？

Ａ.年により降雪量は異なりますが、生活が困難になるほどの雪が

積もることはほとんどありません。最初は車での移動時などに

気を使うことも多いかと思いますが、

道路には水を流して雪を溶かす装置

が付けられており、除雪車も稼働しま

すので、多少の積雪でも日常生活は

可能です。



Ｑ.自治会（町内会）ってどんな感じ？

Ａ.地区により、会費も行事もかなりちがいます。

アパートだと町内会に参加しない場合も。

自治会長・班長

地区により任期が違い、基本的に持ちまわりです。

町内会費
地区によってかなりばらつきがあります。

たとえば市街地のとある地区は 12,000円/年程度

町内会の行事運営や、集会所の管理などに使われる、

マンションの共益費のようなものです。

行事などのために、寄附の受付が回ってくることもあります。

地区の人々で旅行にいったり、毎年夏祭りを行ったりする

ところもあります。

地区の行事
地区総会、側溝掃除、草刈り、

夏祭り、新年会など

ほかにも、聞いてみたいことがあれば、
お気軽に市役所へお問い合わせください。
魚津市定住応援室 TEL：0765-23-1095

自治会長

班長 班長 班長

地区行事全般のとりまとめ

回覧板の管理、地区の草刈りや
掃除の日程調整など



問い合わせ

魚津市役所 定住応援室

TEL 0765-23-1095/FAX 0765-23-1051

E-mail：teiju@city.uozu.lg.jp
937-8555 富山県魚津市釈迦堂一丁目10番1号

定住応援サイト


