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新ひだか町ちょっと暮らし体験

募集要項



2023年度ちょっと暮らし体験の募集にあたりまして

自分らしい暮らしを求める方が増え、様々な移住スタイルが実現するようになりました。

これまでの仕事を続けながら移住されるリモートワーカーの方たち。
子育てや家族の世話から解放され、これからは自分のために生きたいと、単身で移住される方たち。
都会で働く意味が見出せなくなったと、地域の仕事に興味を抱く若者たち。

自分軸で暮らし方を選ぶ時代。
まさに、私たちはこれまでにないライフスタイルの変化を体験しています。

しかし、自分らしさを追求する一方で、彼らが、地域と関わることを強く求めていることも事実です。
都会にはない、温かい関係性の中で、自分を尊重し、自然と調和したマイペースな暮らし。

・・・そんなイメージなのでしょうか。

「移住」は「引越し」とは異なります。

移住とは、仕事や暮らす場所、人間関係など、これまで慣れ親しんできた環境を、自らの意志で変えようとい
う大きな挑戦です。移住者は勇気と覚悟を持って人生を前向きに変えようとする挑戦者（チャレンジャー）だ
と思います。

私たちは、そんな皆さんを心をこめてお迎えしたいと思います。
新ひだか町が、あなたにとってベストかどうか、ご自身で体験して考えてください。

そして、あなたの移住が成功するかどうかは、あなた自身の行動にかかっています。
人まかせにせず、開拓精神をもって、明るく前向きに楽しく進むこと。
新ひだか町は、そんな移住者を応援します。

1



北海道・新ひだか町ってどんなまちですか？

新ひだか町

サラブレッド生産頭数日本一の馬のまちです。

まちのいたる所に牧場があり、サラブレッドがのんびりと草を食む姿が日常風景です。引退した有名馬をひと目見
ようと全国から訪れる競馬ファンも多く、特に春から夏にかけて見られる愛らしい仔馬の姿は馬産地ならではの光
景です。広々とした恵まれた環境で乗馬を楽しもうと全国から乗馬ファンも訪れています。

「涼夏少雪の郷」と呼ばれています。

北海道の中でも、特に夏が涼しく、冬の降雪量が少ない暮らしやすい気候です。
夏は30℃を超える日はほとんどなくクーラー無しで過ごせます。冬の雪かきも、
ほとんどありませんので、雪が心配という方にもおすすめです。

コンパクトな都市機能。暮らしの利便性が高い。

市街地の国道沿いには大型商業施設やホームセンターなどが立ち並び、日常の買い
物には困りません。飲食店も多く新鮮な地元の海の幸、山の幸が楽しめます。図書
館や公民館、温水プールなどの公共施設も充実しており、救急病院や各種クリニッ
クもあります。学校は小学校6校（※2023年4月より4校）・中学校３校・高校は２校
あります。人口は約21,000人で、紋別市、富良野市と同じくらいです。

道内で最も発着便数の多い「新千歳空港」が最寄りです。空港までは日高自動車道
経由で約１時間半。日高自動車道は新ひだか町まで延伸予定なので、ますます近く
便利になります。最寄りの苫小牧フェリーターミナルからも車で約１時間半とフェ
リーでのアクセスも便利。荷物を積んで車と一緒に移住される方も多いです。

道外からのアクセスが割と良いです。

暮らしに心地よい「ちょうどいいまち」です！

＼住んでみたらわかります／
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新ひだか町でちょっと暮らし体験について

●まちの公共施設を利用してみよう。

移住に向けて、まずはどうしたらいいですか？

ちょっと暮らし体験の場合、図書館をはじめ、パークゴル
フ場、温水プール、体育館、公民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、図書の貸し出し
サービスも受けられます。

「暮らし・サポーターズ」とは新ひだか町へ移住した先輩移住者のグルー
プです。移住検討者と先輩移住者の出会いの場として、毎月1回定期的に開
催するお茶会「午後カフェ」は、実際に移住した方の話が聞けると好評で
す。先輩移住者と仲良くなると、よりリアルな地域の情報が得られますし、
もちろん移住した後も何かと相談できる心強い味方でもあります。

●「午後カフェ」に参加して、「暮らし・サポーターズ」に相談してみよう。

●実際に来てみよう！役場へも気軽にどうぞ。

●オンライン移住相談を活用しましょう。

新ひだか町役場には、専任の移住コンシェルジュがおり、皆さま
の移住相談に対応しております。電話やメールのほか、ZOOMに
よるオンライン相談も随時、受けられます。ぼんやりとした移住
のイメージでも大丈夫。まずは移住コンシェルジュと気楽にお話
しするところから始めませんか。
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移住相談で情報収集してイメージが膨らんだら、実際に新ひだか町へ
来てみましょう！1週間以上滞在できれば「ちょっと暮らし」で、そ
れがだめなら町内のホテルや旅館を活用しましょう。役場の移住相談
ワンストップ窓口へも、ぜひお越しください。オンラインで得た情報
をこの目で実際に確かめてみましょう！

役場の写真

オンライン移住相談はこち
らから！

真歌山展望台より市街地を一望
できます。

静内庁舎２Fに移住相談窓口
があります。

図書館 温水プール（冬季は休業）



新ひだか町ちょっと暮らし体験について

仕事はどうやって探したらよいですか？

●まずはハローワークで情報収集しよう。

役場の近くに「ハローワークしずな
い」があります。地方＝仕事がない
と思い込んでいませんか。地方でも
求人は意外にあるものです。どんな
仕事があるのか？給料や条件は？ま
ずは窓口で情報を集めてみましょう。

●自分のキャリアを見直してみましょう。

たとえ資格が無くても都会での経験
はどこかで生きてくるものです。こ
れまで当たり前にやってきたことや
得意なことが地域のニーズとマッチ
するかもしれません。起業という道
もありますから、改めてキャリアの
棚卸をしてみましょう。

パートやアルバイトは出来ますか？

●体験住宅に滞在される方の多くはパートやアルバイトをしています。

パートやアルバイトとして働きながら、まちについて理解を深め
ていくのもおすすめです。ミニトマト農家や牧場、スーパーや飲
食店など、働く場所はいろいろありますので、ぜひご相談くださ
い。アルバイトを通じたご縁で仕事や住まいを紹介された方もい
らっしゃいます。（※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、住宅を探して移転して
いただくことになりますのでご了承ください。）

仕事の適性や職場環境が気になります。

●職場体験（インターンシップ）が出来る事業所もあるので相談ください。

牧場で働いてみたいけれど、自分に出来るかどうかわからない。
農業にチャレンジしてみたいけれど経験がない。介護や看護の
仕事を考えているが、職場の環境が気になる･･･仕事の適性か
ら職場の相性など、まずは体験してみませんか。移住者のイン
ターンシップを受け入れている事業所もありますので、移住コ
ンシェルジュにご相談ください。
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ハローワークしずない



新ひだか町ちょっと暮らし体験について

新ひだか町でテレワークしませんか？

●体験住宅ではWi-Fiが利用できます。公民館でもフリーWi-Fiが利用できます。

体験住宅では、光回線のWi-Fiが
利できます。使用料は188円/日。
利用の有無にかかわらず、入居
日から退去日までの滞在日数分
を負担いただきます。また公民
館ロビーでもWi-Fiが利用でき、
テレワークが可能となりました。

新ひだかフリーWi-Fiも使えます！

●図書館や道の駅など町内の施設でご利用いただけます。

●ホテルやカフェでもWi-Fiが利用できます。

5

町内数か所のスポットで「新ひだ
かフリーWi-Fi」をお使いいただけ
るほか、全町規模の光回線工事が
完了しましたので、町内のWi-Fiス
ポットは増えています。

ほかにワークスペースはありますか？

市街地にあるホテルのラウンジやカフェなどでもWi-Fiが
利用できます。詳しくはワンストップ窓口までお問い合
わせください。

総合町民センターはまなす道の駅みついし図書館・博物館 静内バスターミナル

公民館ロビーのワークスペース

ホテルロビー カフェ店内



新ひだか町ちょっと暮らし体験について

住まいはどうやって見つけるの？

●まずは不動産動産業者に相談しよう。

新ひだか町には複数の不動産業者があり、ア
パートなどの賃貸物件も豊富にあります。ま
ずはプロの不動産屋さんを訪ねて、家賃や間
取り、住みたいエリアなどについて具体的に
相談してみましょう。

●空き家バンクをチェックしよう。

新ひだか町には空き家バンク制度があり、
バンクを通じて物件を取得した場合には
補助が受けられる制度もあります。物件
は不定期に更新されますので時折ホーム
ページをチェックしてみてください。

●地域の人や先輩移住者に相談してみる。

空き家情報は、実は地域に暮らす人が一
番詳しいものです。世間話のついでに気
楽に相談してみると、力になってくれる
かもしれません。先に住宅探しを経験し
ている先輩移住者に聞くのもお勧めです。

新ひだか町の住宅事情は？

●賃貸アパート物件は比較的豊富にあります。

市街地にはアパートなどの賃貸物件
が豊富にありますが、最新物件の家
賃は5~6万円と決して安くはありま
せん。また古い物件は家賃が安い反
面、気密性などが劣り暖房費がかさ
む場合もあります。物件選びは、暮
らしのランニングコストも頭に入れ
て慎重に考えましょう。

●公営住宅を検討する。

新ひだか町には町営･道営の住
宅があり移住者も応募ができま
す。ただし住宅に空きが出た時
のみの募集で、応募期間も短く、
選考となる場合がほとんどなの
で、狭き門ではあります。

●新築で家を建てる。

戸建ての場合の敷地は、50坪～100坪程
度と広く、土地と建物合わせて、2～3千
万円が目安です。オール電化や太陽光発
電、気密断熱性など暖房費を抑える対策
もいろいろです。モデルハウスの内覧や
構造見学会などもあるので、まずは地域
を良く知る地元の建築業者さんに相談し
てみましょう。

毎月25日発行の広報「新ひだか」に
募集情報を掲載。HPでも閲覧可能。
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新ひだか町空き家バンク不動産業者一覧



新ひだか町ちょっと暮らし体験について

子どもと一緒に長期の移住体験をしたいのですが、学校へ通えますか？

体験住宅は最長約1年間の長期滞在が可能なので、お子さんを学校へ通わせな
がら滞在される方もいらっしゃいます。町内には小学校が6校(※2023年4月か
らは4校）、中学校が3校、高校が2校あります。都会にはない小規模校でマイ
ペースに勉強する子や、部活動に入って練習に打ち込む子もいます。「学校は
アットホームな雰囲気で子どもはすぐに打ち解けたようです」と、あるお母様
はおっしゃっていました。（※就学を希望される場合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。なお住民票の異動は問いませ
ん。）

●町内の小･中学校へ、普通に通学できます。

●恵まれた環境で乗馬に打ち込めます。

町立の乗馬施設「ライディングヒルズ静内」は、ポニー乗馬もあり、
3歳位から乗馬に親しむことができます。小学4年生から入れる「乗馬
少年団」で乗馬に打ち込む子もいます。将来のジョッキーを目指し親
子で移住した小学生もいます。また町内にある、静内高校、静内農業
高校には共に馬術部があり全国大会にも出場しています。隣接する新
冠町や浦河町にも乗馬施設があるので、乗馬や馬術に打ち込みたい子
どもたちにとっては恵まれた環境といえます。

●全国で唯一、馬の生産が学べる静内農業高校。

北海道立静内農業高等学校は、唯一の競走馬の生産が学べる高校として、全
国各地から生徒が集まってきます。農業高校で生まれ、生徒たちが育てた馬
は、サマーセールという競走馬の競り市にかけられますが、その特色あるカ
リキュラムは、テレビ番組で何度も取り上げられています。道外（町外）か
ら静農に進学する場合、寮や下宿に暮らすほか、家族と共に移住するケース
もありますので、進学をお考えの方はご相談ください。

町内の小中学校では本物の馬を使った授業も実施。
馬産地ならではの取組です。

乗馬少年団はライディングヒルズ静内で活動しています。

サマーセールの様子
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静内農業高校ホームページ



新ひだか町ちょっと暮らし体験について

体験住宅ってどんなところ？

●広い町内に10戸の体験住宅が点在しています。

●住宅には何が揃っていますか？

生活に必要な最低限の家具・家電・調理用具・食器
などが設置してあります。寝具はありませんので、
各自でご用意ください。町内の貸し布団店でレンタ
ルも可能です。なおトイレはすべて水洗&温水洗浄便
座付きです。駐車スペースも敷地内にあります。テ
レビは地上波のみでBS放送はありません。Wi-Fiが
利用できます(使用料別途）。

8

商業施設が充実する静内地区に7戸、海や牧場
が近い三石地区に3戸あり、静内地区と三石地
区は約30キロ離れています。希望のライフスタ
イルに合わせて住宅をお選びください。詳細は
P11～P16の住宅案内をご覧ください。

●住民票はどうするの？

ちょっと暮らし体験にあ
たり、住民票の異動は必
要ありませんが、一時的
に体験住宅に住民票を異
動することもできます。

●気候と服装が気になりますが･･･

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。５月の連休明けから
一気に春～初夏の気候になります。

最も暑い時でも30℃を超えることは、
あまりありません。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りません。
新米や秋鮭等、食べ物が美味しくな
る季節です。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
凍結するので車はスタッドレスタ
イヤ、歩く時は冬靴が必要です。

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、帽子、手袋、
ジャンプスーツ（子ども）

新ひだか町静内の8月の最高気温の平年値は24.0℃、1月の最低気温の平年値は-7.8℃です。真夏でも30℃を超える日はほとんどありま
せん。2月の最深積雪は平年値で20センチ。屋根の雪下ろしなどはまずありませんし、除雪作業もそれほど多くありません。

水洗&温水洗浄便座完備

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。

●ほとんどのものが町内の大型スーパー等で
現地調達できます。



新ひだか町ちょっと暮らし体験について

滞在中に車は必要ですか？

●町内で車を購入できます。車庫証明も申請OK！

カーディーラーは町内に多数あるので、
マイカーを現地で購入される方も多いで
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。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第19位の新ひだか町。広い町内での移動に車は欠かせません。なお都会と違って渋滞や駐車
場探しの苦労はありませんのでご安心ください。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。空港をご利用の方は、新千歳空港でレンタカーが借り
られます。町内にもレンタカー業者がありますので数日間のレンタカー利用も可能です。

●マイカー（レンタカー）はご用意ください！

冬も体験住宅は利用できますか？

●もちろんです！冬の暮らし体験を含めた長期滞在をおすすめします。

ちょっと暮らし体験住宅は通年ご利用できます。1番寒い1～2月の暮らし体験は、特におすすめ
です。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、気になる暖房費も実体験でチェックできます。冬の暮らし体験で北海道新ひだか町暮らしの
自信をつけてください。

ペットと一緒に移住体験したいけど？

●申し訳ありませんが、ペットの利用はできません。

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。
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●カーシェアもあります！

町内でカーシェアが利用できます。場所
は静内山手町の体験住宅から徒歩10分
程度のひだかトヨタ自動車販売しずない
東店です。予約から運転、決済までスマ
ホでOK！一日数時間のチョイ乗りに便
利です。 カーシェアのご案内



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（BSは視聴不可）

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。
• 体験住宅では、光回線のWi-Fiが利用できます。使用料は188円/日で使用の有無にかかわらず、入居日から退去日までの滞在日

数分を負担いただきます。
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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（2023年4月10日～2024年3月22日）
※4月10日以前の入居を希望される場合はご相談ください。面積 88.60㎡（26.7坪）

建築年 昭和52年（H25:室内配管､屋根塗装リフォーム済）

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」は泉質が良
く温まると評判です。

間取り ３ＬＤＫ

駐車ｽﾍﾟｰｽ 有（１台）

最寄のバス亭 JR北海道バス・道南バス「静内」バスターミナルより約1km

ちょっと暮らし体験住宅A～まちなか暮らしタイプ～ 11



ちょっと暮らし体験住宅B～海辺暮らしタイプ～

住所 〒059-3233 新ひだか町三石鳧舞120番地 貸付料金
1,100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（2023年4月10日～2024年3月22日）
※4月10日以前の入居を希望される場合はご相談ください。面積 88.60㎡（26.7坪）

建築年 平成6年（H23:内外装リフォーム済）

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」と「三石海浜公園」があり、海を眺めながら
ウォーキングを楽しめます。約1㎞のところにある、みついし昆
布温泉「蔵三」では、太平洋を望む露天風呂で日帰り入浴が楽し
めます。コンビニは約4キロ先の本桐までありませんが、近くに
ある直売所「菜花」では新鮮な地元の農産物等が揃います。住宅
の向かいにはキッズコーナーのあるレストランがあります。

間取り ３ＬＤＫ

駐車ｽﾍﾟｰｽ 有（２台）

最寄のバス亭 JR北海道バス・道南バス「本桐入口」バス停より徒歩30秒

12



ちょっと暮らし体験住宅C/D～牧歌暮らしタイプ～

住所 〒059-3231 新ひだか町三石本桐208番地の5 貸付料金
1,100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（2023年4月10日～2024年3月22日）
※4月10日以前の入居を希望される場合はご相談ください。面積 70.38㎡（21.2坪）

建築年 平成6年（H23:内外装リフォーム済）

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、郵便局があります。
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。

間取り ３ＬＤＫ

駐車ｽﾍﾟｰｽ 有（２台）

最寄のバス亭 JR北海道バス・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。

13



ちょっと暮らし体験住宅E/ F～郊外暮らしタイプ～

住所 〒056-0002 新ひだか町静内神森246番地の2 貸付料金
1,100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か月（2023年4月10日～2024年3月22日）
※4月10日以前の入居を希望される場合はご相談ください。面積 60.62㎡（18.3坪）

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）

周辺環境

国道235号線から約3km離れており、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が行われる北海道市場まで徒歩15
分。静内川の河川敷までウォーキングもできます。道内屈指の桜名所
「二十間道路桜並木」は車で約15分。桜の開花時期は例年5月上旬ご
ろです。

間取り ２ＬＤＫ

駐車ｽﾍﾟｰｽ 有（１台）

最寄のバス亭 JR北海道バス・道南バス「静内」バスターミナルより約3.3㎞ その他 住宅Ｅ・住宅Ｆの２軒長屋です。
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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15-1 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か月（2023年4月10日～2024年3月22日）
※4月10日以前の入居を希望される場合はご相談ください。面積 54.38㎡（16.4坪）

建築年 昭和52年（H28:内装リフォーム）

周辺環境

山手小学校(2023年3月閉校予定）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、飲食店などが徒歩圏内にあり、日
常生活には大変便利な住宅です。徒歩10分の場所にカーシェア
ステーションがあります。

間取り ２ＬＤＫ

駐車ｽﾍﾟｰｽ 有（１台）

最寄のバス亭 JR北海道バス・道南バス「静内」バスターミナルより約1.4km その他 住宅Ｇ・住宅Ｈの２軒長屋です。
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ちょっと暮らし体験住宅I／J～中心地暮らしタイプ②～

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か月（2023年4月10日～2024年3月22日）
※4月10日以前の入居を希望される場合はご相談ください。面積 51.88㎡（15.7坪）

建築年 昭和50年（H28:内装リフォーム）

周辺環境

山手小学校（2023年3月閉校予定）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、飲食店などが徒歩圏内にあり、日
常生活には大変便利な住宅です。徒歩10分の場所にカーシェア
ステーションがあります。

間取り ２ＬＤＫ

駐車ｽﾍﾟｰｽ 有（１台）

最寄のバス亭 JR北海道バス・道南バス「静内」バスターミナルより約1.4km その他 住宅I・住宅Jの２軒長屋です。
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2023年度（2023年4月10日～2024年3月22日）
新ひだか町ちょっと暮らし体験【募集要項】※2022年12月26日現在

貸付期間
7日以上12ヶ月以内（2023年4月10日～2024年3月22日）
※4月10日以前及び年度をまたいでの利用を希望される方はご相談ください。

貸付料金

1,100円／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）
・Wi-Fi使用料（188円/日×滞在日数分）
・滞在期間中の生活費
・布団レンタル料（持参の場合は不要）

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。
 新型コロナウィルス感染症対策として「新北海道スタイル」（19ページ参照）にご協力いただける方。

応募方法

 「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「新ひだか町まちづくり推進課」宛てに郵送、またはファックスにてお送りください。エクセル
ファイルに記入してメールに添付してお送りいただくことも可能です。宛先は最終ページにあります。

 申請書の様式はホームページ「新ひだか町滞在・移住ナビ」からダウンロードできます。
 申請書を郵送またはファックスで請求される方は窓口までご連絡ください。

選考方法

申請書受理後に、オンライン面談（Zoom使用）を受けていただき、以下の観点から体験者を選考します。

 申請書に添付するアンケートの回答から移住・二地域居住に対し本気度の高さを感じる方。
 当町への移住または二地域居住について前向きで具体性があると認められる方。
 将来的な移住・二地域居住に向けて、就労、ボランティア、趣味等の活動を通じ、積極的に地域とかかわる意
欲が感じられる方。

 テレワークなどの仕事を継続しながら移住体験を希望される方。
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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。

申込期間

 一次募集
締切日：2023年1月31日（火）※必着
○利用者を決定し書面にて通知します。（2月中旬~下旬に発送予定）
○すべて選考となります。

 二次募集
受付開始：2023年3月1日（水）より随時受付
○一次募集の利用者決定後に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となります。
○予約状況についてはホームページ「新ひだか町滞在･移住ナビ」にてご確認ください。

新型コロナ
ウィルス感染
防止対策

体験住宅をご利用の皆様には「新北海道スタイル」にご協力いただくほか、以下についてもお願いしております。

• 出発前より体調管理に努めてください。発熱など症状がある場合は決して無理をせず、日程調整等のご相談を
お願いします。

• 体験住宅滞在中は検温など、健康管理に十分留意いただくようお願いします。
• 万一、北海道に緊急事態宣言が出された場合は、体験住宅の新規入居は休止とさせていただきます。

申込時の
注意点

• 土、日、祝日、年末年始（1月31日～1月5日）の入退室は出来ません。
• 入居日は手続き等がございますので15時頃までに役場へお越しいただくよう交通機関の手配をお願いします。
• 過去に当町にてちょっと暮らし体験された方も応募できます。
• その他ご不明な点は担当までお問合せください。

その他

【民間体験住宅】
町の体験住宅のほかに
民間の移住体験住宅や
民泊施設もありますの
でご検討ください。

【ホテル・旅館】
町内のホテル・宿
泊施設等のリスト
です。

【移住相談】
移住相談ワンストップ
窓口は、移住検討者な
ら、いつでもどなたで
も利用できます。

182023年度（2023年4月10日～2024年3月22日）
新ひだか町ちょっと暮らし体験【募集要項】※2022年12月26日現在



はじめよう、つづけよう。「新北海道スタイル」
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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）

日高自動車道

苫小牧東ＩＣ

日高自動車道

日高厚賀ＩＣ

20

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2021年3月を
もって廃止となりましたが、路線バス
が利用できます。



新ひだか町の移住に役立つWEBサイトをご紹介します！ 21

新ひだか町の移住に関する情報をご案内
するホームページです。ちょっと暮らし
体験住宅の申込や予約状況等については
こちらをご覧ください。

🐎 新ひだか町「滞在・移住ナビ」ホームページ 🐎 新ひだか町 公式ホームページ

新ひだか町公式のホームページです。

🐎 暮らしサポーターズFacebook

暮らし・サポーターズのフェイスブック
です。交流会(午後カフェ・移住交流カ
フェ）などのお知らせのほか移住に役立
つ情報などを随時更新しています。ぜひ
フォローしてみてください！

🐎 暮らしサポーターズYouTube

新ひだか町暮らしに関する動画をアーカ
イブしています。

日高振興局が発信する、北海道日高地方7町
の移住・観光などの情報ページです。
Instagram/Facebook/Twitterのいずれかを
フォローして最新情報をチェックしよう。

🐎 ナナイロひだかポータルサイト

「北海道ひだかオンライン移住カフェ」
など日高の暮らしを役場担当者がご案内
するセミナーのアーカイブがご覧いただ
けます。

🐎 ナナイロひだかYouTube

北海道アルバイト情報社さんが道内各自治体
で活躍する人々を発信しています！それぞれ
の移住ストーリーがご覧いただけます。

🐎 くらしごとWEB～新ひだか町 🐎 移住生活費シミュレーション

現在の家賃や家族構成などを入力すると
移住後のおおよその生活費がシミュレー
トできます。



新ひだか町 総務部 まちづくり推進課

担当：市川・中村
〒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：iju@town.shinhidaka.lg.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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(移住相談ワンストップ窓口）

＼オンライン移住相談は随時受付中です／


