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１．浦河町のテレワーク・ワーケーションコンセプト

①⾃然⾵景からの癒し 桜が舞い散るさくらトンネル、馬が戯れる広大な牧草地、太平洋に沈む美しい夕⽇、⻘空にそ

びえる⽇⾼⼭脈など⾃然豊かな⾵景に癒されます。

②⾷事からの癒し 春ウニ、⽇⾼昆布、鮭、⽑ガニなど多くの海の幸や⼭菜などの⼭の幸、そして、浦河町の特産

物である夏いちご、アスパラガス、減農薬⽶、浦河和⽜等の多くの美味しい⾷事に癒されます。

③気候からの癒し 涼しくて、湿度が低い“爽やかな夏”、雪が少ない“穏やかな冬”という大変過ごしやすい気候の快

適さに癒されます。

④街並みからの癒し 浦河町ならではのテレワークオフィスや浦河町の美味しい⾷材を堪能できる飲⾷店、創業１００

年を超える映画館など魅⼒的なスポットに癒されます。

⑤馬からの癒し 乗馬体験はもちろん、馬の世話を体験できるプログラムや乗馬療育など、馬との関わりに癒され

ます。

うらかわちょう



２．浦河町のワーケーションプログラム ①⾃然⾵景からの癒し

冬

丘と海のまきば浦河町の⾃然豊かな⾵景は、⼼⾝ともにリフレッシュできる環境を創り出
します。⻘空にそびえる雄大な⽇⾼⼭脈、敷きつめられた⽇⾼昆布が太陽を浴び輝く浜辺、
広大な大地の中を馬が戯れるまきばなど浦河町ならではの環境は、⼼から癒される空間で
す。

サラブレットと雄大な⽇⾼⼭脈 広大な草原中でのトレッキング ⽇⾼昆布が⼲される磯の香り



２．浦河町のワーケーションプログラム ②⾷事からの癒しプログラム

１）お⿂さばき体験と海鮮丼ランチ

２）海の⾒えるベーカリーでランチボックス作り

３）海の⾒えるベーカリーでパン作り教室とランチ

春

アスパラガス

春うに

⼭菜

夏

⽇⾼こんぶ

新鮮イカ刺

夏いちご

秋 冬

銀聖
（ブランド鮭）

いくら

天然舞茸

⽑がに

キンキ

マツカワ



２．浦河町のワーケーションプログラム ③気候からの癒し

１）春〜雪解けが早く、春の訪れが早い
２）夏〜涼しく、湿度が低く爽やか
３）秋〜寒暖差が少なく、体への負担が少なく過ごしやすい
４）冬〜温暖で雪が少なく、外での活動しやすい

秋 冬

浦河町の気候は、１年を通して過ごしやすい⾃然環境であります。快適な気候は、仕事
の効率化にもつながるものであります。
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２．浦河町のワーケションプログラム

④街並みからの癒し
浦河町には、たくさんの古き良き街並みがあります。代表的なものを紹介いたします。

１）２０１８年に創業１００年を超えた映画館「大黑座」、大黑座での映画鑑賞は、昭和の良き時代の映画⾵景であり、内容は
店主のその時々の雰囲気によりセレクトされております。

２）市街地の国道沿いは、電線を無柱化し、建物のデザインも統⼀されています。その通り沿いにある浦河町⽴図書館は、蔵書
１７万冊のゆったり過ごせる雰囲気で児童書や⼩説など様々な分野の本が並ぶ中、馬産地ならではの馬に関する本も充実してい
ます。



２．浦河町のワーケーションプログラム

⑤馬からの癒し

冬

江⼾幕府の牧場があったと⾔われるほど、馬と関わる歴史が古い浦河町では、現在も約２００の牧場に３，０００頭を超えるサラ
ブレッドが駆け回っています。そんな「馬のまち」でしかできないプログラムを紹介します。

１）馬とのふれあい、厩舎作業、乗馬レッスン、トレッキングなどを体験することができます。

２）スタッフが体調やストレス状態をチェックしながら⾏うホースセラピープログラムもあり、乗馬や馬とのふれあいを通して、
⾝体や⼼の状態の改善を図ります。さらに町内にある、診療所（精神科）の医師やスタッフと連携を取り、リワークプログラム
（※１）なども受けることができます。※１ リワークプログラム〜ストレス関連疾患などで休職中の⽅を対象にしたプログラム



３．浦河町テレワーク・ワーケーション宿泊施設紹介①
名称 住所 ℡ E-mail WEBサイト 無料wi-fi有無 プリンター有無 会議室 コインランドリー

浦河ウエリントンホテル 大通3丁⽬
40-1 0146-22-8888 info@uwh.jp http://www.uwh.jp/ あり あり あり あり

ゲストハウスまさご 堺町東1丁
⽬11-1 0146-22-2645 reservation@gh-

masago.com https://www.gh-masago.com/ あり あり
あり

（ｗｅｂ会議専⽤
ルームあり）

あり

うらかわ優駿ビレッジ
アエル

⻄舎141-
40 0146-28-2111 info@aeru-

urakawa.co.jp https://aeru-urakawa.co.jp/ あり あり あり あり

ホテル浦河イン 築地3丁⽬
1-3 0146-22-1212 なし http://www.urakawainn.com/ あり あり あり あり

ホースヴィレッジ
ペンション馬の宿 東栄571ｰ6 0146-26-3505 なし なし あり なし なし あり

ホテルイースト
堺町東１丁

⽬7-22 0146-22-8811 info@hotel-
east.com 

http://www.hotel-
east.com/index.html あり あり なし

ホテルから徒歩３
分でコインランド

リーあり



３．浦河町テレワーク・ワーケーション宿泊施設紹介②
名称 住所 ℡ E-mail WEBサイト wi-fi有無 プリンター有無 会議室 コインランドリー

中央旅館 大通２丁⽬
１３番地 0146-22-2026 なし http://www.chuo-

ryokan.com/index.html あり なし なし 洗濯機

昇⽉旅館
大通4丁⽬

11 0146-22-2238 なし
http://www.shogetsu-

ryokan.com/ あり なし なし 洗濯機

きむら旅館 ⻄幌別 0146-28-2311 なし なし あり なし なし 洗濯機

吉田屋旅館 荻伏町6 0146-25 2131 なし
https://yoshidaya-

ogifushi.jimdofree.com/ あり なし なし 洗濯機

浦河町体験移住住宅 町営５棟、⺠
間１２棟

0146-26-9013
商⼯観光課

ijuturn@town.ura
kawa.hokkaido.jp

http://inspot.jp/urakawa_iju/pages
/1253 要相談 なし なし 洗濯機あり

浦河町体験移住住宅の⼀例⺠間Ｒ 「馬が近づくログハウス」



４．浦河町のテレワークオフィス紹介 ①ｔａｔａｍｉｙａ

冬

旧畳店を町内の若者たちがリノベーションし復活さ
せた「ｔａｔａｍｉｙａ」。浦河町のコミュニティ
施設の新たな拠点を⽬指しています。地域コミュニ
ティの場でのテレワークで浦河町の⼈たちとの関わ
りも増えます。



４．浦河町のテレワークオフィス紹介 ②ゲストハウスＭＡＳＡＧＯ

冬

ゲストハウスＭＡＳＡＧＯは、銭湯兼ラーメン屋の
２階を鮭箱や馬の厩舎など浦河町ならではの廃材を
利用しリノベーションしたゲストハウスです。店主
の魅⼒に町内外からの利用者も多く、充実したテレ
ワークができます。



４．浦河町のテレワークオフィス紹介 ③浦河町乗馬公園クラブハウス

冬

平成元年に北海道で開催されたはまなす国体の馬術
競技会場の跡地に開設した「浦河町乗馬公園」。現
在は、浦河町の乗馬普及推進の拠点として利用され
ています。また、浦河町出⾝の画家 伏木田光夫氏
の美術館も併設されています。浦河町ならではの馬
と放牧地の⾵景を⾒ながらのテレワークが可能であ
ります。テレワークの合間に馬と触れ合ったり、乗
馬体験も可能であります。



４．浦河町のテレワークオフィス紹介 ④うらかわ優駿ビレッジＡＥＲＵ

冬優駿ビレッジアエル内にある厩舎を利用したテレワークオ
フィス。浦河町と⾔えば馬産地ということで、特⾊あるオ
フィスを設置しました。この厩舎には中央競馬で活躍した
功労馬がけい養されており、現在は、ウイニングチケット、
スズカフェニックス、タイムパラドックスと⼀緒の時間を
過ごすことができます。乗馬もすぐできる環境にあるため
テレワークをしながら、乗馬を上達することができます。
また、⽇⾼⼭脈を⼀望することができるアエル内展望室も
テレワークができるように整備されております。

アエル内展望室テレワークオフィス

功労馬厩舎兼テレワークオフィス

ア エ ル



５．浦河町ならではのプログラム① 〜「馬」がテーマ 〜

浦河町のテレワークの特徴として「馬」をテーマにした２つのプログラ
ムを用意しました。

⾺づくしのプログラム メンタルヘルスケアの⼀環として
職場復帰へ向けたプログラム

○浦河ひがし町診療所
（リワークプログラム・ストレスチェック）

○アエル厩舎内や乗馬公園
クラブハウスでのテレワーク

○乗馬体験プログラム
（アエル、乗馬公園、ＪＲＡ）

○ＮＰＯ法⼈ピスカリ
（ホースセラピー）

「⾺」を活⽤したテレワーク・ワーケーションの実施



浦河町ではワーケーション時の際の⼦どもの居場所づくりは、特に重点を置きたいと考
えています。町内にある私⽴幼稚園と連携し、「⾃然」をテーマに⼦供の体験プログラ
ムを提供します。

２０２２年４⽉「森のようちえん」新設

○森を使って考えるコンテンツ、はじめから整備されて
いるわけでなく⼦どもと⼀緒に育てることを考え、⾃然
教育の中から遊びや学びを発⾒する。

短・⻑期受け⼊れプログラム（預かり事業）の実施

５．浦河町ならではのプログラム②〜⼦供の居場所づくり〜



６．浦河町テレワーク・ワーケーションのイメージ図

テレワークワーケーション

浦河町の５つの癒し（⾃然・⾷材・気候・街並み・馬）

アクティビティ実施

テレワークオフィス

○ゲストハウスＭＡＳＡＧＯ
○ｔａｔａｍｉｙａ
○優駿ビレッジアエル 展望室＆厩舎
○乗馬公園ラウンジ

他、順次整備中

⼦どものお預かりプログラム

町内幼稚園保育園、⼩中学校

○テレワーク用住宅
○町内ホテル・旅館
○浦河町移住住宅

メンタルヘルスケア

浦河ひがし町診療所

○リワークプログラム
○ストレスチェック
○相談

ＮＰＯ法⼈ピスカリ

○乗馬療育

習い事

⽂化スポーツサークル・少年団等

連携

○相談
○アドバイス
○紹介・斡旋



たくさんの癒しがある浦河町で、テレワーク・ワーケーションしませんか︖

お問合せ先 浦河町商⼯観光課 移住交流テレワーク誘致推進室

〒０５７－８５１１
北海道浦河郡浦河町築地１丁⽬３番１号
ＴＥＬ︓０１４６－２６－９０１３
ＦＡＸ︓０１４６－２２－１２４０
E-mail ijuturn@town.urakawa.hokkaido.jp

浦河町テレワーク・ワーケーションポータルサイト https://urakawa-stay.net/

浦河町移住情報ポータルサイト http://inspot.jp/urakawa_iju/


