
テレワーク拠点についての 

ご提案 

北海道 新ひだか町 



オフィス及び宿泊施設の概要 

• 新ひだか町では１０戸の移住体験住宅（ちょっと暮らし体験住宅）があり、平
成３０年度は、利用人数128人、延利用日数4,490日間で、北海道内第３位の
受入実績があります。 

• この移住体験住宅を宿泊施設及び在宅オフィスとして活用することをご提案
します。 

• 体験住宅は、いずれも教職員住宅をリフォームして使用しており、間取りは、
2LDKから3LDKの１戸建て及び２軒長屋で、上下水道は完備されており、トイ
レはすべて温水洗浄便座が設置してあります。 

• 住宅の貸付料は1,100円/日で、利用期間が30日未満の場合は、別途消費税
がかかります。 

• 水道光熱費は実費となります。また、住宅に寝具の設置はありませんので、
持参もしくは、地元業者にてレンタルとなります。 

• 図書館、役場などの公共施設にフリーWi-Fiポイントがあります。 

 



代表的なレジャースポット・グルメ 

• 新ひだか町は、生産頭数日本一の競走馬の産地であることから、毎年多くの競馬フ
ァンや乗馬愛好家が訪れております。 

• 牧場でゆったりと草を食むサラブレッドの姿は日常の風景で、海と牧草地が織りなす
風景に心癒されます。特に3月～6月頃は、仔馬と母馬の仲睦まじい姿を見ることが
できます。 

• 町立乗馬施設「ライディングヒルズ静内」があるほか、周辺にも乗馬施設が豊富にあ
り、乗馬レッスンやホーストレッキングなどが楽しめます。 

• 軽種馬の競りが行われる「北海道市場」があり、年に4回行われる競りでは、緊張感
ある独特の雰囲気を味わうことが出来ます。 

• 最近は、子どもたちへの馬文化の伝承事業として、町内小学校で実際に馬に触れる
授業などを実施しており、「馬のまち」としてブランディングされつつあります。 

• 日高山脈を背に、太平洋に面していることから、ウニや鮭、いくら、毛ガニなどの海
産物のほか、黒毛和牛「みついし牛」やミニトマト「太陽の瞳」、アスパラ、低たんぱく
米など、農畜産物にも恵まれております。 

• 町内には、日帰り温泉施設が２か所（静内温泉、みついし温泉蔵三）あるほか、近隣
市町村にも温泉施設があり、管内で湯めぐりも楽しめます。 



暮らしの利便性について 

• 冷涼温暖な気候は、「涼夏少雪の郷」と呼ばれており、夏はとても涼しく、
最高気温が３０℃を超えることはほとんどありません。また、冬の降雪が
少ないので、除雪の心配もほとんどいりません。 

• 市街地には、大型スーパー（イオン・マックスバリュ・生協等）、ホームセン
ター、家電量販店などが立ち並び、日常生活の利便性が確保されている
ほか、医療機関や図書館、体育館、温水プールなどの公共施設も充実し
ております。 

• 新千歳空港、苫小牧フェリーターミナルからは車で１時間20分程度と、道

外からのアクセスが比較的よく、札幌からも車で約２時間。富良野や帯広
などへも3時間以内と、新ひだか町を拠点とした道内旅行にも便利です。 

• 高規格道路「日高自動車道」は、新ひだか町までの延伸が決まっており、
将来的には、さらにアクセスが向上します。 

 



受入可能人数及び受入可能期間 

• ちょっと暮らし体験住宅の空いている期間について利用が可能です。 

• 住宅の空き状況はHP「新ひだか町滞在・移住ナビ」にてご確認いただけ
ます。 

• １戸につき、1人～４人程度の受入が可能です。 

 

※住宅の詳細については、次頁からの「2020年

度新ひだか町ちょっと暮らし体験募集要項」を
ご覧ください。 

 



2020年度 

新ひだか町 

ちょっと暮らし体験 

募集要項 



実際に暮らして感じてみてください！ 

●生活利便性 

 自然環境に恵まれる一方、国道沿いには大型スーパーや量販店が立ち 

 並び生活利便性の高さも、暮らしやすさのひとつに挙げられます。 

 

●アクセスの良さ 
 新千歳空港や苫小牧フェリーターミナルから車で約１時間30分とアクセ 

 スの良さも魅力です。 

 

●豊かな海の幸・山の幸 

 海と山の大自然から生まれる豊富な海産物と農産物は「ふるさと応援 

 寄附」のお礼の品としても喜ばれております。 

●四季の暮らしを体験してみよう！ 
旅行者ではなく、生活者として「暮らす」ことで、移住へ向けてのイメージが深まります。特に冬の暮らし体験はおす
すめ。実際に移住および二地域居住された方の多くは、冬をはじめ、四季折々の暮らしを経験していらっしゃいます。 

 

●移住の決め手は「人」？！ 
「あの人が居るから、ここに決めました！」仕事も、住宅も、支援も大切。けれど最終決断の決め手は「人」であると
実際の移住者は語ります。ちょっと暮らしで様々な出会いを体験してください。その先に新しい暮らしが待っているか
もしれません。 

移住・二地域居住を考えたら･･･ 

北海道・新ひだか町で暮らしてみませんか 

●涼夏少雪の郷 
 サラブレッドの産地として全国的にも有名な北海道・日高地方にある「新ひだか町」は、急峻な日高山脈を背に、 

 雄大な太平洋に面した自然豊かな大地にあります。「涼夏少雪の郷」と呼ばれるように、夏は特に涼しく、冬の降 

 雪量が少ない、北海道内でも暮らしやすい気候が特徴です。 

新ひだか町 
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●ちょっと暮らし体験住宅とは？ 

10戸ある体験住宅は、いずれも教職員住宅等をリフォームしたもので、生活に必要な家具・家電が設置されており、寝具
さえ用意すればすぐに移住体験ができます。 

●選べるロケーション 

利便性重視のまちなか・中心地エリア、牧歌的で田舎暮らしを楽しめるエリア、海近の物件など、住んでみたいロケーショ
ンによって体験住宅を選ぶことができます。詳細は住宅案内をご覧ください。 

●住宅の設備は？ 

• 暮らしに必要な、家具、家電、調理用具等を設置してあります。設置備品等については12ページを参照ください。 

• 寝具類は備えておりませんので各自でご用意ください。町内貸布団業者でレンタルも可能です。 

• 日常消耗品（洗面用具や衛生用品等）は各自でご準備下さい。 

• 住宅のトイレは、全戸、水洗&温水洗浄便座付です。 

• 住宅内にインターネット設備はございませんが、町内施設（図書館等）には、無料Wi-Fiサービス「Shinhidaka Free 

Wi-Fi」スポットがあり、どなたでも利用いただけます。 

• 住宅にて、ネット環境を希望する場合は、自己負担でWi-Fiルーター等をご用意ください。 

• 住宅のテレビは地上波のみ受信となっており、BS放送は受信できません。 

• ペットの同伴はできませんのでご了承ください。 

• 駐車スペースは全戸に備えてあります。 

●気候と服装について 

• 過去１０年間の８月の平均気温は２１℃、１月の平均気温は-3℃です。 

• 服装等は下記を参考に準備ください。気候等についてはあくまでも例年の傾向ですので詳細は確認ください。 

●その他 

• 体験住宅の入居にあたり住民票の異動は必要ありません。 

 新ひだか町ちょっと暮らし体験について 

春（3月～5月） 夏（6月～8月） 秋（9月～11月） 冬（12月～2月） 

3月になると日差しは春めきますが、
まだ暖房を使う日も多く、タイヤ交
換は3月下旬頃からです。桜の開花
は例年5月はじめ頃。山菜採り等が
楽しめる季節です。５月の連休明け
から初夏のような気候になります。 

最も暑い時でも30℃を超えることは、
ほとんどありません。晴れると夏らし
く爽やかですが、霧が出ると急に肌寒
くなるので、長袖の羽織りものは必須
です。短い夏を楽しむイベントが盛り
だくさんです。 

9月は暑い日もあり、紅葉は10月
中旬～下旬頃。初雪は11月下旬頃
ですが積るほど降ることはあまり
ありません。新米や秋鮭等、食べ
物が美味しくなります。11月頃か
らタイヤ交換が必要になります。 

寒い日は最低気温が-10℃位に
なります。積雪は少ないですが、
気候変動が激しい近年は局地的
に大雪となることもあります。
路面は凍結するので車はもちろ
ん徒歩でも注意が必要です。 

コート、ジャケット、セーター、フ
リース、トレーナー、パーカー、 

ジャンパー、長袖シャツ、長ズボン、
防寒肌着、タイツ等 

半袖シャツ、長袖シャツ、長ズボン、
パーカー、カーディガン、日よけ帽子
等（真夏でもサンダルや短パンの出番
は少なめです。） 

長袖シャツ、長ズボン、トレー
ナー、フリース、セーター、薄手
ダウン、ジャケット、ジャンパー、
防寒肌着、タイツ等 

ダウンコート、厚手コート、
セーター、フリース、防寒肌着、
タイツ、滑りにくい冬靴、ブー
ツ、防寒帽子、手袋等 
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 新ひだか町ちょっと暮らし体験について 

●公共施設を利用してみよう！ 

滞在中はどう過ごしていますか？ 

図書館をはじめ、パークゴルフ場、
温水プール、体育館等の公共施設
がご利用いただけます。図書館で
は、申請すれば、滞在中利用可能
な図書カードが発行され、図書の
貸し出しサービスも受けられます。 

●牧場や介護の仕事を体験してみよう！ 

ファームへルパーの受入をしてい
る軽種馬牧場や職場体験ができる
介護事業所など、新ひだか町で
「働く」イメージをつかむ体験を
提供する事業所があります。ご希
望の方は事前にご相談ください。
(都合により受入できないこともあ
りますのでご了承ください｡) 

●収穫体験・援農ボランティア等にチャレンジ！ 

新規就農のミニトマト農家さん
等へ、収穫体験・援農ボラン
ティアとしてお手伝いに行かれ
る方もいらっしゃいます。興味
のある方はご相談ください。(時
期及び農家さんの都合により受
入できないこともありますので
ご了承ください。) 

●馬産地・日高で乗馬スキルを磨こう！ 

町営の乗馬施設「ライディン
グヒルズ静内」ほか、町内及
び近隣には乗馬施設が多数あ
り、集中レッスンでスキル
アップも図れます。 

●先輩移住者へ直接相談しよう！～「暮らし・サポーターズ」 

「暮らし・サポーターズ」とは、ちょっと暮らしを経て、 

新ひだか町へ移住・二地域居住した先輩移住者によるボラン
ティアグループです。体験移住者や町民と交流する「移住・
交流カフェ」（不定期開催）や、「午後カフェ」（毎月第２
金曜日１４時～）等の出会いの場を提供し、新ひだか町を
もっと好きになってもらうよう活動しています。もちろん、
物件取得やリフォーム等の相談にも対応。移住者のお宅訪問
などを通じて先輩方の暮らし方から、目指す移住のヒントを
つかむこともできます！ 蓬莱山まつりへ出店 「午後カフェ」の様子 
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新ひだか町ちょっと暮らし体験について 

子ども連れで体験したいのですが大丈夫ですか？ 

●1歳から高校生までのお子さんがご家族と共に参加されています！ 

■馬と触れ合う！ 

小さいお子さんたちのお楽しみ
は、やはり馬！乗馬施設では、
ポニー乗馬もできるほか、近く
で見る馬の大きさや鼻息の荒さ
にびっくりするなど馬産地なら
ではの驚きがいっぱいです！ 

■外で思いっきり遊べる！ 

夏の平均気温が20℃前後とい
うクーラー要らずの涼しさな
ので思い切り外遊びができま
す。地域のお祭りに参加した
り、子育て支援センター等の
利用もでき、お友達ができる
かも！？ 

■町内の小・中学校で就学できます。 

体験住宅は、最長約1年間の長期滞在が可能ですので、お子さんを町内の小・中学校へ通
わせながら移住体験される方もいらっしゃいます。小学校では本物の馬と学ぶ授業もあり
ますし、乗馬少年団等で頑張るお子さんもいらっしゃいます。「暮らす」環境と一緒に、
お子さんの「学ぶ」環境も、ご自身の目でお確かめください。（※就学を希望される方は、
教育委員会の手続きが必要になりますので、事前相談が必要になります。） 

●学校へ通いながら、親子で移住体験も出来ます！ 

働きながら移住体験は出来ますか？ 

●パートやアルバイトをされている方もいます！ 

長期滞在される方の多くは、パー
ト・アルバイト勤務されています。
ミニトマト農家、飲食店、牧場の
お手伝いなど･･働く場所は意外に
あります。ただし体験住宅は移住
検討者が一時的に滞在する住宅で
すので、正式に就職された場合は、
住宅を探し移転していただくこと
になりますのでご了承ください。 

牧場で働いてみたいのですが？ 

●まずは体験して適性を見極めよう！ 

馬好きなら一度は憧れる
牧場の仕事･･･でも自分に
出来るか不安に思う方は
多いものです。ファーム
ヘルパーの受入をしてい
る牧場もありますので、
まずは体験してみること
をおすすめします。 
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新ひだか町ちょっと暮らし体験について 

車は必要ですか？ 

●町内でマイカーの購入もできます！車庫証明も申請できます。 

移住をお考えの方は、マイカーを現地で購入される方もいらっしゃいます。体験住宅はす
べて駐車場付で、車庫証明の取得も可能です。（※車庫証明の申請には別途手数料が必要
です。また軽自動車なら車庫証明は必要ありません。） 

面積では全国市町村19位の新ひだか町。広い町内で移動に車は欠かせません。都会と違っ
て渋滞や駐車場探しの苦労は、ほとんどありませんので安心ください。道外からマイカー
でのアクセスには、カーフェリーが便利です。最寄りの苫小牧フェリーターミナルからは
１時間半程度です。空港をご利用の方は、新千歳空港からレンタカーで来られる方がほと
んどです。また町内にレンタカー業者もありますので、数日間のレンタカーも可能です。 

●マイカー（レンタカー）はぜひご用意ください！ 

冬も体験住宅は利用できますか？ 

●移住をお考えなら、冬の暮らし体験をぜひおすすめします！ 

ちょっと暮らし体験住宅では、冬季も利用者を募集しております。一番寒い1～2月に暮
らし体験をして、「これなら暮らせる！」と移住を決意された方もいらっしゃいます。
暖房システムの違いや水道管の水落としなど、北海道ならではの暮らし方が体験できま
すし、暖房代についても気になるところです。ぜひ実際に体験してみてください！ 

ペットと一緒に移住体験できますか？ 

●ペットの受入はできません。 

お問い合わせの多いペットと
の移住体験ですが、誠に勝手
ながら、現時点ではお断りし
ております。近隣にはペット
可の体験住宅がある市町村も
ございますので、そちらをご
検討ください。 

生活消耗品など、どこまで用意して
いけばよいですか？ 

●ほとんどのものは、町内の大型スーパー
等で現地調達できます！ 

市街地には大型スーパーや百
円ショップ、ホームセンター
等もありますので、生活消耗
品や調味料等、たいていの物
は現地調達できます。 
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住所 〒056-0019 新ひだか町静内青柳町2丁目3番22号 貸付料金 
1,100円/日 

※利用期間が30日未満の場合は別途消費税がかかります。 

構造等 木造平屋・戸建住宅 貸付期間 １週間～12か月（2020年4月3日～2021年3月25日） 

面積 88.60㎡（26.7坪） 

周辺環境 

最寄りのコンビニまで徒歩3分、病院は徒歩10分圏内にあり、
飲食店街も近く利便性が高い住宅です。すぐ近くの静内川河川
敷はちょっとした散歩コースとなっており、野鳥の観察も楽し
めます。車で約10分の日帰り温泉施設「静内温泉」はお湯がよ
いと評判です。 

建築年 昭和52年（H25:室内配管､屋根塗装リフォーム済） 

間取り ３ＬＤＫ 

駐車ｽﾍﾟｰｽ 有（１台） 

最寄のバス亭 道南バス「JR静内駅」バス停から約1km 

ちょっと暮らし体験住宅A～まちなか暮らしタイプ～ 6 



住所 〒059-3233 新ひだか町三石鳧舞120番地 貸付料金 
1,100円/日 

※利用期間が30日未満の場合は別途消費税がかかります。 

構造等 木造平屋・戸建住宅 貸付期間 １週間～１２ヵ月（2020年4月3日～2021年3月25日） 

面積 88.60㎡（26.7坪） 

周辺環境 

海沿いの国道235号線に面する住宅で、すぐ近くに「みついし
ふれあいビーチ」、「三石海浜公園」など人気のキャンプ場が
あり、海を眺めながらウォーキングを楽しめます。約1㎞のと
ころに、みついし温泉「蔵三」があり、温泉三昧も可能。直売
所「菜花」では新鮮な地元の農産物も揃います。 

建築年 平成6年（H23:内外装リフォーム済） 

間取り ３ＬＤＫ 

駐車ｽﾍﾟｰｽ 有（２台） 

最寄のバス亭 道南バス「本桐入口」バス停より徒歩30秒 

ちょっと暮らし体験住宅B～海辺暮らしタイプ～ 7 



住所 〒059-3231 新ひだか町三石本桐208番地の5 貸付料金 
1,100円/日 

※利用期間が30日未満の場合は別途消費税がかかります。 

構造等 木造平屋・集合住宅 貸付期間 １週間～12か月（2020年4月3日～2021年3月25日） 

面積 70.38㎡（21.2坪） 

周辺環境 

国道235号線から約3km離れた場所で、町営住宅の団地内にあ
ります。徒歩10分以内に、コンビニ、スーパー、郵便局もあり
ます。軽種馬牧場や田園風景が広がるのどかな環境で、のんび
り静かに生活したい方にお勧めの住宅です。 

建築年 平成6年（H23:内外装リフォーム済） 

間取り ３ＬＤＫ 

駐車ｽﾍﾟｰｽ 有（２台） 

最寄のバス停 道南バス「本桐入口」バス停より約2.8km その他 住宅Ｃ・住宅Ｄの２軒長屋です。 

ちょっと暮らし体験住宅C/D～牧歌暮らしタイプ～ 8 



住所 〒056-0002 新ひだか町静内神森246番地の2 貸付料金 
1,100円/日 

※利用期間が30日未満の場合は別途消費税がかかります。 

構造等 ブロック造平屋・集合住宅 貸付期間 １週間～１２ヵ月（2020年4月3日～2021年3月25日） 

面積 60.62㎡（18.3坪） 

周辺環境 

国道235号線から約3km離れた場所で、隣接する中学校の教職
員住宅団地内にあります。市街地まで車で10分程度と比較的利
便性が高い郊外型の住宅です。サラブレッドの競り会場となる
日本軽種馬協会北海道市場まで徒歩15分で、年4回行われる競
り市は一般見学も可能です。道内屈指の桜名所「二十間道路桜
並木」までは車で約15分。開花時期は例年5月上旬です。 

建築年 平成元年（H23:浴室及び内装ﾘﾌｫｰﾑ、H24:外装ﾘﾌｫｰﾑ済） 

間取り ２ＬＤＫ 

駐車ｽﾍﾟｰｽ 有（１台） 

最寄のバス停 道南バス「JR静内駅」バス停から約3.3㎞ その他 住宅Ｅ・住宅Ｆの２軒長屋です。 

ちょっと暮らし体験住宅E/ F～郊外暮らしタイプ～ 9 



住所 〒056-0024 新ひだか町静内山手町5丁目15-1 貸付料金 
1,100円/日 

※利用期間が30日未満の場合は別途消費税がかかります。 

構造等 ブロック造平屋・集合住宅 貸付期間 １週間～１２ヵ月（2020年4月3日～2021年3月25日） 

面積 54.38㎡（16.4坪） 

周辺環境 

町立山手小学校のすぐ隣、教職員住宅団地内にあります。図書
館や博物館、公園をはじめコンビニや大型スーパー、ドラッグ
ストア、飲食店などが徒歩10分圏内にあり、日常生活に大変便
利な住宅です。札幌行のバスが停車する、道南バス「末広町入
口」バス停からも徒歩10分です。 

建築年 昭和52年（H28:内装リフォーム） 

間取り ２ＬＤＫ 

駐車ｽﾍﾟｰｽ 有（１台） 

最寄のバス停 道南バス「JR静内駅」バス停より約1.4km その他 住宅Ｇ・住宅Ｈの２軒長屋です。 

ちょっと暮らし体験住宅G/ H～中心地暮らしタイプ①～ 10 



住所 〒056-0024 新ひだか町静内山手町5丁目15-25 貸付料金 
1,100円/日 

※利用期間が30日未満の場合は別途消費税がかかります。 

構造等 ブロック造平屋・集合住宅 貸付期間 １週間～１２ヵ月（2020年4月3日～2021年3月25日） 

面積 51.88㎡（15.7坪） 

周辺環境 

町立山手小学校のすぐ隣、教職員住宅団地内にあります。図書
館や博物館、公園をはじめコンビニや大型スーパー、ドラッグ
ストア、飲食店などが徒歩10分圏内にあり、日常生活に大変便
利な住宅です。札幌行のバスが停車する、道南バス「末広町入
口」バス停からも徒歩10分です。 

建築年 昭和50年（H28:内装リフォーム） 

間取り ２ＬＤＫ 

駐車ｽﾍﾟｰｽ 有（１台） 

最寄のバス停 道南バス「JR静内駅」バス停より約1.4km その他 住宅I・住宅Jの２軒長屋です。 

ちょっと暮らし体験住宅I／J～中心地暮らしタイプ②～ 11 



ちょっと暮らし体験住宅・備品リスト（全戸共通） 
部 屋 品 名 備 考 

居間 ダイニングテーブルセット（4人掛け） 

液晶テレビ 地上デジタルのみ受信 

食器棚・食器類一式 

石油ストーブ FF式 

台所 冷蔵庫 2ドア 

電子レンジ 

トースター 

炊飯ジャー 

湯沸しポット 

簡易ホットプレート 

ガスコンロ（2口）+ 魚焼きグリル プロパンガス 

鍋、フライパン、包丁、まな板等 調理用具一式 

脱衣所 洗濯機 全自動 

ドライヤー 

和室 掃除機 

扇風機 

アイロン・アイロン台 

室内用物干し 屋外にも物干し有り 

座卓 

トイレ 温水洗浄便座 水洗トイレ 

• 生活消耗品（例：洗剤、ティッシュ、ふきん、調味料類など）は各自ご用意ください。 

• 寝具の設置はありませんのでご持参下さい。希望者には町内貸し布団業者を紹介しますので担当までお申し出ください。 

• ストーブ、風呂、給湯システムは灯油を使用しております。 

• 固定電話はありませんので、各自の携帯電話等を利用いただきます。 

• 詳細についてはお問い合わせください。 
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2020年度（2020年4月3日～2021年3月25日） 

新ひだか町ちょっと暮らし体験【募集要項】※2020年2月現在 

貸付期間 1週間以上12ヶ月以内（2020年4月3日～2021年3月25日） 

貸付料金 1,100円／日（2020年4月1日～） 

 

・1泊あたりの料金ではありません。 

・利用期間が、7日～30日未満の場合は、別途消費税がかかります。 

 （1,100円+消費税10％×利用日数） 

・利用期間が30日以上⇒非課税（1,100円×利用日数） 

・貸付料全額を入居初日に役場にて納入いただきます。 

その他経費 下記は利用者の負担になります。 

・当町への往復旅費 

・住宅の使用に伴う光熱水費（電気、ガス、灯油、上下水道料） 

・滞在期間中の生活費 

応募要件 新ひだか町への移住または二地域居住を検討している方。 

選考方法 下記により体験者を決定します。 

• 応募要件を満たしている方。 

• 申請書に添付するアンケートの回答等において、当町への移住または二地域居住について
具体性がある方。 

• 希望が重複した場合は、道外在住者で2名以上の住宅利用希望者等を優先します。 

決定通知 • 決定した体験者には「新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅貸付許可書」を交付し、郵送に
て通知します。落選された方にも通知を送らせていただきます。（2020年２月中旬頃） 

• 落選された方は、ホームページ等で予約状況を確認の上、二次募集として随時申込が可能
です。 
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申込方法 • 「新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅借受申請書」及び「新ひだか町ちょっと暮らし体
験アンケート」に必要事項を記載し、押印の上、新ひだか町まちづくり推進課宛てに、
郵送してください。（送付先住所は最終ページ参照）。 

• 上記申請書は、ホームページ「新ひだか町滞在・移住ナビ」からダウンロードできます。
• 郵送にて申請書を請求される方はご連絡ください。 

申込期間 • 一次募集 

  締切日：2020年1月31日（金）※必着 

  ～利用者決定後、書面にて通知します。（2月中旬予定） 

 

• 二次募集 

  受付開始：2020年3月2日（月）より 

  ～一次募集利用者決定後、住宅の空いている期間について随時受付します。 

   応募方法については一次募集同様です。結果は郵送にて通知します。 

  ～予約状況はホームページ「新ひだか町滞在・移住ナビ」にて2月下旬に 

   公開予定です。予約状況を確認の上、お申込みください。 

申込時の 

注意点 

• 土、日、祝日、年末年始（12月31日～1月5日）の入退室は出来ませんので予めご了
承ください。 

• 申込期間中、海外滞在等の理由により郵送が困難な場合はご相談ください。 

• 過去に当町にてちょっと暮らし体験された方も申込できます。 

• その他、ご不明な点は担当までお問合せください。 

2020年度（2020年4月3日～2021年3月25日） 

新ひだか町ちょっと暮らし体験【募集要項】※2019年12月現在 
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新ひだか町 

新千歳空港 
約1時間30分 

札幌市 
約2時間30分 

苫小牧フェリー

ターミナル 

約1時間30分 

新ひだか町 

各地から新ひだか町へのアクセス（自動車） 

新千歳空港・苫小牧フェリーターミナルから

新ひだか町へ来られる際は、高規格幹線道路

「日高自動車道」（苫小牧東IC～日高厚賀

IC）をご利用ください。「日高厚賀IC」より

新ひだか町役場まで約30分です。なおJR日

高本線（鵡川～様似）は代行バスによる運転

となります。 

新ひだか町サポート大使 
こんぶマン・こぶねちゃん 

日高自動車道 

苫小牧東ＩＣ 

日高自動車道 

日高厚賀ＩＣ 
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住宅Ｆ 

住宅Ｅ 

住宅Ａ 

住宅Ｇ 

住宅Ｈ 

住宅Ｉ 

住宅Ｊ 

静内地区 至 ニ十間道路桜並木 

ちょっと暮らし体験住宅位置図（静内地区） 

日高徳洲会病院 
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三石地区 
新ひだか町 
三石市街地 

住宅Ｂ 

住宅Ｃ 

住宅Ｄ 

ちょっと暮らし体験住宅位置図（三石地区） 

住宅G～J 
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新ひだか町滞在・移住ナビ  

http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/taizai_ijunavi/  

★ちょっと暮らしの申込・予約状況確認はこちらからどうぞ。 

 

 

新ひだか町公式ホームページ 

http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/ 

★こちらは町の公式ページです。 

 

 

新ひだかUゆう生活 

http://www.shinhidaka-uu-life.jp 

★馬のまち新ひだか町の魅力を紹介します。 

 

 

新ひだか町 暮らし・サポーターズ.com 

https://www.kurashi-supporters.com 

★先輩移住者によるボランティア「暮らし・サポーターズ」 

 のHPです。民泊のご案内もあります。 

 

 

新ひだか町 暮らし・サポーターズ face book 
★移住者を応援する民間ボランティア 

 「暮らし・サポーターズ」によるフェイスブックです。 
★フェイスブックページより 

 「新ひだか町暮らし・サポーターズ」で検索してください。 

★「移住･交流カフェ」「午後カフェ」などの案内のほか、 

 暮らしの情報がアップされます。 

 

新ひだか町の滞在・移住に関するホームページです。 

新ひだかへ
行こう！ 
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新ひだか町 総務部 まちづくり推進課  

 担当：尾山・市川 

〒056-8650  

北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号 

電話：0146-49-0294 ファックス：0146-43-3900 

E-mail：machi@shinhidaka-hokkaido.jp 

お申込・お問い合わせは下記までお願いします。 

※使用されているイラスト等の無断転載・無断使用は固くお断りします。 
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