移住・定住に関するお問い合わせは、お気軽に♪
【移住ワンストップ窓口】
洞爺湖町 経済部 産業振興課 地域振興グループ
ＴＥＬ ： 0142-74-3005
E-mail ： chiiki@town.toyako.hokkaido.jp
HP
： www.town.toyako.hokkaido.jp

洞爺湖町概要
洞爺湖町は、2006年3月27日、旧虻田町と旧洞爺村の合併により誕生しました。
北海道の中央南西部、支笏洞爺国立公園内に位置し、東は伊達市、壮瞥町と、西には豊浦町
北にかけては留寿都村に接し、湖（洞爺湖）と山（有珠山）と海（噴火湾）に囲まれた自然豊かな
立地で、虻田地区を中心とした漁業、洞爺地区を中心とした農業も盛んに行なわれています。
また当町は北海道において最も気候温暖な地方で、交通の便もよく、観光景観に恵まれている
ことから、洞爺湖温泉を中心に多数の観光客が訪れる、北海道有数の観光地となっています。
2008年にはＧ８首脳会議の「北海道洞爺湖サミット」が開催、2009年には「洞爺湖有珠山ジオ
パーク」が日本で初めて「世界ジオパーク」に登録されるなど、国内だけではなく海外からも多く
の方々が来られ、観光シーズンは毎年大変な賑わいをみせております。

洞爺地区
森と湖に囲まれたアウトドアの
人気な地域です。
農業も盛んで採れたて新鮮野
菜なども道の駅などで購入で
きます。雑貨屋さんや飲食店
など人気のお店も多々あり週
末は賑わいをみせます。近年
では徐々に移住者が増えてい
る地域です。

月浦・花和地区
映画「しあわせのパン」の舞台
で一躍有名となった地区
月浦ワインの原料となるぶど
うなどの栽培が盛んで、
とても静かな場所です。
キャンプ場やカフェやガラス工
房、リフレクソロジーなど土地
の雰囲気にマッチした地域で
す。

本町（虻田）地区

洞爺湖温泉地区

冬でも積雪量が少なく年間を
通して温暖な気候。
漁業が盛んで、海の見渡せ
る海岸沿いの地域です。
ＪＲ洞爺駅があり、洞爺湖町
の中心地となっています。
スーパーやドラッグストア、商
店など買い物にも便利な地
域です。

羊蹄山を望む風景や、火山な
どの自然、体験施設なども満
喫できます。すべすべした肌ざ
わりで胃腸病や慢性筋肉リウ
マチにも効用がある弱食温泉
が特徴です。 遊歩道やフットパ
スなど整備されており散歩にも
最適です♪

洞爺湖町は大きく
の地域に分けられます

洞爺湖町マスコットキャラクター
「洞龍くん」（とうろん）

移住を考えている方に敶金・礼金がかからない・・

長期滞在ができる体験住宅♪
対象：移住窓口を通して移住を希望する
家族（転入、単身者は除く）ＨＰ参照
体験期間：１週間～３か月以内

移住体験住宅

【設備】
テレビ、冷蔵庫、全自動洗濯機、掃除機、電
子レンジ、オーブントースター、炊飯器、電気
ケトル、コーヒーメーカー、ホットプレート、ド
ライヤー、アイロン、アイロン台、石油ファン
ヒーター（香川Ａ）、ＦＦ式石油ストーブ（温泉
A）、チェスト、シングルベッド２台、調理器具、
食器類

■移住体験住宅香川Ａ
■2ＬＤＫ
■ＪＲ洞爺駅から車で20分
■45,000円/月
■冬季暖房料

【含まれているもの】
光熱水費（電気・ガス・水道料金）
放送受信料、インターネット回線使用料

【含まれていないもの】
寝具はお持ちください
飲食費、交通費、消耗品代など

【支払方法】
■移住体験住宅洞爺湖温泉A
■3ＬＤＫ
■ＪＲ洞爺駅から車で10分
■54,000円/月
■冬季暖房料

少し長めの宿泊体験♪
対象：移住希望者
体験期間：６泊７日 ※ＧＷ他除外日があります

ホテルグランドトーヤ
■２名から
■６泊７日 ¥21,000/人（素泊）
¥25,800/人（朝食付）
■ＨＰ www.grandtoya.com

役場での一括前払いとなります

【禁止事項】
ペットの室内入室は禁止です

。

洞爺湖温泉ホテル・旅館を利用して・・・

北海ホテル
■２名から
■６泊７日 ¥30,000/人（朝食付）
■ＨＰ www.hokkaihotel.com

宿泊体験施設

大和旅館アネックス
■２名から
■６泊７日 ¥27,000/人（素泊）
■６泊７日 ¥30,000/人（朝食付）
■６泊７日 ¥36,000/人（２食付）
■ＨＰ http://daiwa-ryokan.jp/annex

■事業の趣旨に賛同し、アンケートや

洞爺観光ホテル
■２名から
■６泊７日 ¥30,000/人（朝食付）
■ＨＰ www.toyakanko.com

洞爺ごきらく亭
■２名から
■６泊７日 ¥30,000/人（朝食付）
■ＨＰ www.gokirakutei.com

聞き取りなどの各調査、ＨＰなどの写真
記事掲載などのご協力をお願いして
おります。
■滞在中、1日間は地域の事や地元
ならではの情報など周辺地域を
ご案内いたします。

移住者インタビュー
佐藤さん

ご家族

愛知県出身
ご主人・子供3人
洞爺地区（大原）在住

丹野さん

ご家族

東京都出身
妻・子供2人
洞爺湖温泉地区在住

■洞爺湖町に移住を決めたきっかけは？

■洞爺湖町に移住を決めたきっかけは？

当時先に移住していた今の主人を訪ねてきたのが
洞爺に暮らし始めたきっかけです。それから住み始め
て１４年がたちました。結婚した時は隣町の壮瞥町
（仲洞爺）にすんでいたのですが、長女が産まれ、
もう少し広い家に暮らしたいと思っていたときに、
洞爺町に暮らしていた方に大原地区の家を紹介して
もらい、移り住みました。

都会の子供達の生活に疑問を感じ、我が子の教育を
考え、自然環境の良い所で生活することを
検討しました。また、自身の体調の改善も合わせて
移住を決意しました。一番大きかったのは、各地の
移住検討先を巡っていた最後の地、洞爺湖にて、
子供が『雪があるからここがいいっ！』と笑顔で叫んだ
ことでした。

■洞爺湖町での生活を教えてください

■洞爺湖町での生活を教えてください

3人の子供を育てています。中1、小５、幼稚園の
年長です。高台にすんでいるので、子供達の部活や
習い事の送り迎えで毎日てんやわんやです。
雪が溶けたら山菜を食べて、夏はキャンプに湖水浴、
秋に薪割りをして冬を迎えます。トタンの家をかりて
暮らしていますが、改修するときに断熱材をしっかり
入れたので冬も温かく過ごせてます。居間の真ん中
にメインの薪ストーブを置いて、台所にも料理用を1台
置いています。

毎朝自動車にて子供のお見送りをしていますが、
洞爺湖に来てから朝の風景を見るのが楽しみで
早起きが苦にならなくなりました。
春から夏に掛けては早朝から家庭菜園の手入れを
楽しむなど、元気な一日を過ごしていました。四季を
五感で感じることができ、人間という動物になった感じ
がしますね（笑）

■洞爺湖町に住んでみた感想は

春は寒さに耐えた花が一斉に咲き乱れ、タンポポなど
町の雑草ですらきれいに感じられました。夏は想像し
■洞爺湖町に住んでみた感想は
ていた以上に短く、涼しかったですが、空気がきれい
子育ての仲間と地域の方々に本当に恵まれていま
なせいか日差しは強く、すぐに日焼けする印象を受け
す。お世話になってばかりです。学校の活動に地域
ました。秋は山から少しずつ黄色や赤に変化していき
の活動に、人数が少ないならではの愛を感じます。
朝晩が急に寒くなり、冬の訪れを日増しに感じていま
始めは地元の方々とのご近所付き合いもおっかな
びっくりでしたが（笑）お酒を一緒に飲んだり、一緒に す。今は静かで真っ白な洞爺湖の雪景色が待ち遠しく
畑で働いたり、同じ時間を繰り返し過ごして、今があ 楽しみです。買い物も生活必需品は夜でも容易に
ります。子育ての仲間はこちらに来て出会った人ばか 手に入れることが出来ますし、少し物を選びたい時は
りですが、今ではかけがえのない大切な友人達です。 隣の伊達市までもすぐ、少し頑張れば札幌まで出掛け
られる距離にありますので特別に不便さを感じません。

■移住を考えてる方に一言
冬の装備は始めにバシッと揃えるのがオススメです
よ。滑らないスノーブーツやがっちりした手袋、ニット
の帽子や分厚い靴下とレッグ
ウォーマーなども必要です。
タイヤは冬からスタットレスが
安全です。あとはとにかく合うか
合わないか試しに住んでみて
下さい。野菜も肉も魚も米も美味
しいですよ〜！
楽しいですよ〜！（笑）

■移住を考えてる方に一言
北海道は先祖も含め、大半が移住者のせいか、
広大な敶地がそうさせるのか、観光の町というのも
大きいとは思いますが、移住者への受け入れに寛容
な方が多いと感じます。
仕事も農業・観光・漁業が
あるので、選ばなければ
生活が出来ます。頭で
あれこれ考えるより、思い
切って移住してみては
いかがでしょうか。

地場産品直売所

道の駅 あぷた
洞爺湖町入江84番地2

とうやＭａｒｃｈｅ
洞爺湖温泉36番地
0142-75-3833

0142-76-5501

道の駅 とうや湖
洞爺湖町香川９−４
0142-87-2200

とうや水の駅
洞爺町100番地
0142-82-5277

公園・広場

歴史・文化・学習
体験学習や展示・
映像解説など様々な
文化が学べる施設が
たくさんあります。

入江・高砂 貝塚公園

とうや湖ぐるっと彫刻公園

洞爺財田自然体験ハウス

公園・広場、足湯手湯
パークゴルフ、キャンプ
場、フットパスなど
野外施設も充実♪

噴水公園

洞爺郷土史料室

ジオパーク
火山活動で形成された雄大で美しい
自然や貴重な地質、さらには、周辺の
豊かな自然に育まれた縄文文化の遺
跡群など、多くの見どころがあり楽し
みながら学べます。

洞爺湖サミット記念館

虻田郷土史料館

イベント

施設・支援情報

○ 5月 洞爺湖マラソン
○ 6月 洞爺産業祭り
TOYAKOﾏﾝｶﾞｱﾆﾒﾌｪｽﾀ

○ 7月 洞爺夏祭り
○ 8月 トライアスロン
○ 9月 北海道ﾂｰﾃﾞｰﾏｰﾁ
グランフォンド洞爺
○ 2月 とうや冬まつり

洞爺湖ビジターセンター・火山科学館

洞爺湖マラソン

医療＆子育て

病院数

2

保育所

4

診療所

5

幼稚園

1

健康福祉センター
子育て支援センター
子育て
支援

医療費・保育料助成
出産祝い金

職の情報
洞爺夏祭り

■4月下旪～10月下旪
ロングラン花火大会
■11月中旪～2月中旪
ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝトンネル

住まいの情報
教育
イルミネーショントンネル

求人情報の提供
町営住宅（条件あり）
空き家バンク制度
小学校

3 高等学校

中学校

2

1

洞爺湖町へのアクセス

車

ご利用の場合
約 2 時間

札幌

洞

国道 230 号
約 2 時間

新千歳
空港

爺

国道３６・３７号
約１時間 30 分

湖 町

高速道路
約 2 時間 30 分〜3 時間

函館

高速道路・国道 5・37 号
約 2 時間

苫小牧

国道３６・３７号

フェリー

約１時間 45 分

高速道路

JR 飛行機 ご利用の場合

約 1 時間 10 分

札幌

特急北斗・S 北斗

約10分

登別

東室蘭

約 1 時間 40 分

新函館
北斗

新幹線

約 1 時間 30 分

約 3〜５分

新千歳
空港

飛行機

特急北斗・S 北斗

洞爺湖町内のアクセス
JR 洞 爺 駅

快速エアポート

南千歳

JR

駅

約 1 時間 30 分

羽田
空港

伊達
紋別

洞 爺

約 4 時間 2 分

東京

約10分

約14分

特急北斗・S 北斗

洞爺まちづくり観光協会
洞爺湖町洞爺町 100

徒歩 5 分

0142-89-3108( とうや水の駅）

洞爺湖町役場

洞爺湖温泉観光協会
車・バス
約 25 分

車・バス
約 15 分

洞爺湖温泉

生活
情報

車・バス
約 20 分

洞爺湖町洞爺湖温泉 142

0142-75-2446( 観光情報センター）

洞爺湖町役場
洞爺湖町栄町 58

0142-74-3005( 産業振興課 )

とうや水の駅

【買い物】
■スーパー
■ホームセンター
■A コープ
■コンビニ
■個人商店ほか

【医療機関】
【銀行・郵便局】
■北海道銀行
■洞爺協会病院
■伊達信用金庫
■洞爺温泉病院
■郵便局
■個人医療機関
診察所（5 件）

【交通・給油所】
■JR 洞爺駅
■洞爺湖温泉バスターミナル
■町営バス 道南バス
■洞爺ハイヤー 道南タクシー
■ガソリンスタンド（7 件）

