
平成30年度 

新ひだか町 

ちょっと暮らし体験者の 

募集について 



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約１時間30分とアクセ
スの良さも魅力です。 
 
●豊かな海・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。 
 

 だからこそ、その土地に実際に暮らしてみることはとても大切だと思います。旅行者ではない生活者
目線での暮らし体験は、移住に向けて大きな一歩となるでしょう。 
 新ひだか町へ移住・二地域居住された方は、冬を含め、あらゆる季節の暮らしを体験していらっしゃ
います。また、滞在中の忘れられない出会いに後押しされ、決断された方も多くいらっしゃいます。 

移住・二地域居住は大きな決断です！ 

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 



●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、生活に必要な最低限の家具・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や中心地エリア、牧歌的な田舎暮らしを楽しめるエリア、海近の物件など、住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。詳細は次ページ以降の住宅案内をご覧ください。 

●住宅の設備は？ 
• 最低限の家具、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別紙を参照ください。 
• 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」スポットがありますのでご利用いただけます。 
• 住宅にてインターネットをされる方は、各自にてWi-Fiルーター等をご用意ください。なお、Wi-Fiルーターを貸出してい
る町内業者もありますのでご紹介も可能です。 

• 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月はじめ頃になります。5月の
連休明けから一気に初夏のような気
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。天候が悪い時は
肌寒く感じ、暖房を使うこともありま
す。晴れると夏らしく爽やかですが、
霧がでると急に肌寒くなります。 

9月は暑い日もあります。紅葉は例
年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。11月頃から順次
タイヤ交換が必要になります。 

最低気温は、寒くても-5℃程度
です。積雪はあまりありません
が、路面は凍結するので車の運
転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、滑りにくい靴、ブーツ、
防寒帽子、手袋等 



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 1,000円／日 

構造等 木造平屋・戸建住宅 貸付期間 １週間～１２ヵ月（平成30年4月1日～平成31年3月22日） 

面積 88.60㎡（26.7坪） 

周辺環境 

 図書館、病院、コンビニが徒歩20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、野鳥の観察等楽しめます。車
で約10分の日帰り温泉施設「静内温泉」も好評です。 

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） 

最寄駅との 
位置関係 

JR静内駅･約1km ※JR日高本線は現在運休中です。 

ちょっと暮らし体験住宅A～まちなか暮らしタイプ～ 



住所 〒059-3233 新ひだか町三石鳧舞120番地 貸付料金 1,000円／日 

構造等 木造平屋・戸建住宅 貸付期間 １週間～１２ヵ月（平成30年4月1日～平成31年3月22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） 

最寄駅との 
位置関係 

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～ 



住所 〒059-3231 新ひだか町三石本桐208番地の5 貸付料金 1,000円／日 

構造等 木造平屋・集合住宅 貸付期間 １週間～１２ヵ月（平成30年4月1日～平成31年3月22日） 

面積 70.38㎡（21.2坪） 

周辺環境 

 国道235号線から2kmほど離れた場所で、町営住宅の団地内
にあり、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
りと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） 

最寄駅との 
位置関係 

JR本桐駅・約350m ※JR日高本線は現在運休中です。 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～ 



住所 〒056-0002 新ひだか町静内神森246番地の2 貸付料金 1,000円／日 

構造等 ブロック造平屋・集合住宅 貸付期間 １週間～１２ヵ月（平成30年4月1日～平成31年3月22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3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） 

最寄駅との 
位置関係 

JR静内駅・約3km ※JR日高本線は現在運休中です。 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～ 



住所 〒056-0024 新ひだか町静内山手町5丁目15-1 貸付料金 1,000円／日 

構造等 ブロック造平屋・集合住宅 貸付期間 １週間～１２ヵ月（平成30年4月1日～平成31年3月22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・新千歳空港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） 

最寄駅との位
置関係 

JR静内駅・約2.3km ※JR日高本線は現在運休中です。 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～ 



住所 〒056-0024 新ひだか町静内山手町5丁目15-25 貸付料金 1,000円／日 

構造等 ブロック造平屋・集合住宅 貸付期間 １週間～１２ヵ月（平成30年4月1日～平成31年3月22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・新千歳空港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） 

最寄駅との位
置関係 

JR静内駅・約2.3km ※JR日高本線は現在運休中です。 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～ 



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 

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 

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。 



平成30年度（平成30年4月1日～平成31年3月22日） 
新ひだか町ちょっと暮らし体験【募集要項】 

貸付期間 1週間以上12ヶ月以内 
※但し、平成30年度の利用期間は、平成30年4月1日～平成31年3月22日とさ
せていただきます。（3月23日～3月31日は住宅保守点検のため利用休止とさせ
ていただきますのでご了承ください。） 

貸付料金 1,000円／日  
※貸付日数×1,000円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。残念ながら落選された方にも通知を送らせていただき
ます。 

• 落選された場合、ホームページ上で予約状況公開後、二次募集として住宅の空
いている期間について随時申込が可能です。 



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、新ひだか町企画
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：平成30年1月22日（月）※必着 
  ⇒利用者決定後、書面にて通知します。（2月上旬予定） 
 
• 二次募集 
  平成30年2月19日（月）～随時 
  ⇒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。 
   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月中旬に 
   公開の予定です。 

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。 

平成30年度（平成30年4月1日～平成31年3月22日） 
新ひだか町ちょっと暮らし体験【募集要項】 



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） 



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） 



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） 



新ひだか町 総務企画部 企画課 地方創生グループ  

 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：0146-43-2111 ファックス：0146-43-3900 

E-mail：wagamachi@shinhidaka.hokkai.jp 

新ひだか町公式HP：http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/ 

滞在・移住ナビHP：http://www.shinhidaka-hokkadio.jp/taizai_ijunavi/ 

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。 


