
今金町「ちょっと暮らし」体験ご利用案内
～町民になった気分でスローライフを体験してみませんか？～

平成30年度版
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完全移住や二地域居住を考えている方に体験滞在を通じて、今金町の自然や生活環境などを
ご自身の目で確かめ、次のステップを考えていただくのが『ちょっと暮らし』です。
町民となり、地域の方々との交流や体験プログラムを通じて今金LIFEを満喫してください。



今金町ってどこ？
～札幌市と函館市の中間に位置する今金町～

◆札幌からのアクセス
札幌駅～長万部駅 JRにて約120分
長万部～今金 函館バスにて約70分

車では国道230号線で約3時間30分

◆函館からのアクセス
函館駅～長万部駅 JRにて約90分
長万部～今金 函館バスにて約70分

車では国道5号線と230号線で約2時間

【概要】
人口 ：5,430人(H29.3月末現在)
面積 ：568.13㎢
気温 ：8月平均温度 22.2℃

1月平均温度 -3.3℃ (H28年)
積雪量：最高191cm(H22年)
医療 ：病院1件/診療所2件/歯科3件
/福祉 介護老人保健施設1件

特別養護老人ホーム1件
グループホーム2件
高齢者共同生活施設1件

幼保連携型認定こども園1件/小学校2校/
中学校1校/高等養護学校1校
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今金町ってどんな町？
南北にある２つの山系に囲まれた場所にあり、清らかな後志利別川が流れ、北海道らしい
美しい田園風景が広がる町です。肥沃な土壌や豊かな自然の恩恵を受け、道南圏随一
の『農業のまち』としてしられています。

[後志利別川]
水質ランキング１位を全国で最も多く獲得している日本一の清流
です。清流には、10科23種の魚が確認され、天然アユの生息地
としても有名です。今金町にとっては「母なる川」です。

[美しい風景]
南北には雄大な山々が、街には広大な田園風景が広がり、四季
折々の美しい風景が楽しめます。空気が澄んでいますので夜は満
天の星空の下で、心と身体を癒やすことができます。

[ピリカダム] 
道南最大の大きさでダムの長さは複合ダムとして日本一を誇ります。
階段式の魚道には観察窓があり、ヤマメ、ウグイ、アメマス、アユの
姿が見ることができます。
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今金町の四季
[総合公園]
町内を一望でき、春には桜やツツジ
の名所として知られています。お花見
にオススメです。

[デ・モーレン(風車)]
様々なイベントが行われる広場もあ
り、町民の憩いの場所です。町の花
チューリップが咲き乱れ、今金町のラ
ンドマークとなっています。

[手ぶらキャンプ］
キャンプ道具はすべてレンタルができ
LOGOSの新商品を利用することが
できます。
利用料金には、キャンプ場隣接の美
利河温泉入浴料なども含まれるキャ
ンプ初心者に優しいサービスです。

[夏のアクティビティ]
清流日本一後志利別川で遊ぼう！
川釣り、砂金採り、ラフティング、今
金町の食材を使ったバーベキューetc
夏の今金は遊びがいっぱいです。

[収穫の秋]
今金だんしゃく、今金米、軟白ネギ、
鶴の子大豆など大地の恵みが収穫
されます。今金だんしゃくは日本一高
く取引される高級ブランドです。

[紅 葉]
今金町の様々な紅葉を満喫してくだ
さい。紅葉を眺めながらのラフティング
も楽しめます。
この時期の夕陽はとても綺麗ですの
でぜひ橋の上から見てください。

[ウィンタースポーツ]
道南地方最高級のパウダースノーを
堪能できます。スキー、スノーボード、
スノーシューなど冬の北海道を満喫し
てください。

[温泉]
町内にはクアプラザピリカ、あったかラ
ンド、種川温泉の3つ温泉施設があ
ります。泉質は塩化物泉で湯冷めし
にくい特徴があり、冬の北海道には
最適な温泉です。

Spring Summer

AutumnWinter
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今金町のイベント
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［春らんまん花いっぱい］
５月中旬

花の苗販売、売店、縁日、
ステージアトラクション、ビンゴ
大会などの催しもあります。
「花」いっぱいの会場で

春を満喫しませんか？

［ピリカまつり］
7月下旬

カヌー体験、ピリカダム見学、
ピリカ遺跡の散策やジャグ
リングなどのショーも満載です。
幻の今金産黒毛和牛を手
に入れるチャンス！！

［24Ｈキャンプ＆ライブ］
7月最終土日

今金町の豊かな自然の中で
キャンプと音楽を楽しむイベン
トです。
今金男しゃくのふかし芋やお
好み焼きの無料配布も行わ
れます。

［今金いいとこまつり］
8月中旬

今金町の「いいとこ」満載
のイベント！！
特産品販売を始め、会場
やステージで様々なイベント
が盛りだくさんです。

［今金八幡宮例大祭］
9月19日～21日

山車や神輿が町内を練り歩
き、踊りや太鼓の音でお祭り
一色となります。三台の山車
が集結し、白熱した勝負が
行われる名物『けんか太鼓』
の迫力は圧巻です。

［ピリカふれあい
歩くスキー大会］

2月下旬
ピリカ遺跡のコースを舞台に
誰もが楽しめる大会です。
雪中アトラクション、今金町
の特産販売売、参加者全
員に振舞われる地元野菜
たっぷりの昼食などもあります。



その他公共施設

スポーツ施設
【主な施設】
総合体育館・武道場・トレーニング室
・町民グランド・テニスコート・ゲートボ
ール場・パークゴルフ場・スキー場 など

種川温泉
☎0137-82-0388
今金町字種川296

ゆっくりとくつろげる、アットホームな雰囲
気の日帰り温泉です。平成19年に完
全リニューアルとなり、清潔感あふれるや穴場の温泉として地元の
方々の憩いの湯となっています。

あったからんど
☎0137-82-3711
今金町字今金435-270

町の中心部にあり、平成７年にオープ
ンした日帰り温泉施設です。バリアフリ
フリーになっており、地元の特産物が購入できる売店や大きな休
憩室も完備。ホテルも併設されており、宿泊や食事も可能です。

町民センター図書室
☎0137-82-0631
今金町字今金68

「読書と作文のまち」をテーマとし、
[移動図書館車]などを様々な活動を
行い、子供から大人まで本に触れ合うきっかけを提供しています。

今金町 国保病院 【診療科目】

☎0137-82-0221 内科・外科・整形外科・精神
今金町字今金17-2 科・小児科・リハビリテーション

※他に町内には内科、小児科の医院や、歯科医院、薬局、
特別老人ホーム・デイサービス施設などもあります。
※平成27年2月に市立函館病院を基地病院とし、道内の各
病院と連携しながらの「ドクターヘリ」の運用も開始しました。

ピリカ遺跡 ピリカ旧石器文化館
☎0137-83-2477
今金町字美利河228-1

約2万年前の遺跡で国の史跡に指定
されています。世界最大級のカイギュウ
や重要文化財に指定されている石器
も展示されています。石器、勾玉づくりなどの体験ができます。
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Model Room①：商工会住宅

市街地に近く、病院、公園、スーパーなど周辺施設が整い「程よい田舎暮らし」が体験が可能です。
築年数も平成23年と築浅で建物全てが新しい施設で整っており、快適に過ごすことができます。
「田舎暮らし」体験が初めてで不安がある方でも、安心してご利用いただける住宅です。

住所
今金町字今金599-10(曙町)

間取り
２LDK(木造平屋建て)

築年数
平成２３年

駐車場
有(２台)

役場からの

アクセス

徒歩/約１．２ｋｍ 約１３分

近隣施設

コンビニ(セイコーマート) / 徒歩1分(道路を挟んで斜め向かい)

スーパー(Ａコープ) / 約６００ｍ 徒歩７分

病院(国保病院) / 約１．２ｋｍ 徒歩１５分

使用料

１週間 / 26,000円 ２週間 / 39,000円

３週間 / 52,000円 １か月 / 65,000円

※上記滞在期間の端数となる日数については日額1.900円で計算する。

※灯油代：冬季（11月～4月）のみ1日あたり500円

※電気代・上下水道代・駐車場代・NHK受信料・インターネット使用料を含む。

住宅設備
IHコンロ・FF式石油ファンヒーター・水洗トイレ(ウォシュレット)・モニター付

インターホン・自動湯はり機能・２重ロック

生活設備

テレビ・冷蔵庫・洗濯機・炊飯器・電子レンジ・トースター・掃除機・食器類・

調理器具・テーブル・ソファー

※あくまで必要最低限の生活備品になります。

その他
モバイルWi-Fiルーターあり（５ＧＢ）・ペット不可・禁煙

※布団は各自ご持参いただくか、町内の布団業者を紹介します

※上記以外の日用消耗品は、各自でご準備お願いします。※平成29年4月現在
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Model Room①：内観

P-08



Model Room②：旧美利河小教員住宅
住所

今金町字美利河２３０番地(美利河)

間取り
３LDK(木造平屋建て)

築年数
昭和５７年

駐車場
有(２台)

役場からの

アクセス

車/約１８km 約２０分

バス/[長万部]～[瀬棚三本杉] 約４０分

美利河ダム前下車 徒歩約１０分

近隣施設
クアプラザピリカ 約１．２km 徒歩１５分

(温泉宿泊施設・レストラン・地元野菜売店・体験アクティビティ多数あり)

使用料

１週間 / 14,000円 ２週間 / 22,000円

３週間 / 30,000円 １か月 / 38,000円

※上記滞在期間の端数となる日数については日額1,200円で計算する。

※ガス代：1日あたり200円

※灯油代：冬季（11月～4月）のみ1日あたり500円

※電気代・上下水道代・駐車場代・NHK受信料・し尿処理料を含む。

住宅設備
ガスコンロ・FF式石油ストーブ・石油ファンヒーター

汲取り式トイレ・壁掛け湯沸かし器

生活設備

テレビ・冷蔵庫・洗濯機・炊飯器・電子レンジ・トースター・掃除機・食器類・

調理器具・テーブル・ソファー

※あくまで必要最低限の生活備品になります。

その他
インターネット環境なし・ペット不可・禁煙・車での移動を推奨いたします。

※布団は各自ご持参いただくか、町内の布団業者を紹介します。

※上記以外の日用消耗品は、各自でご準備お願いします。

市街地から離れた地区に位置し、豊かな自然を全身で感じることができる住宅です。築年数昭和
53年と古く水回りに不便を感じる事があるかもしれませんが、室内は広々とご使用いただけます。近く
に温泉宿泊施設もあり、日帰り入浴もできますので、満天の星の下で温泉をお楽しみいただけます。

※平成29年4月現在
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Model Room②：内観
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今金町MAP
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●今 金 町 役 場
字今金48-1 ☎82-0111

●今 金 消 防 署
字今金48 ☎82-0519

●今金町総合体育館
字今金435 ☎82-2026

●今金町民センター
字今金68       ☎82-0631

●今金町総合福祉施設としべつ
字今金17-2 ☎82-2780

●今 金 小 学 校
字今金108-1 ☎82-0224

●今 金 中 学 校
字今金445-6  ☎82-0072

●今金高等養護学校
字今金454-1 ☎82-3121

①今金町国保病院
字今金17-2 ☎82-0221

②岩 間 医 院
字今金48 ☎82-0057

⑧今 金 診 療 所
字今金359-12☎82-4187

③いまかね歯科クリニック
字今金63-7 ☎82-2424

④いまかね役場前歯科
字今金48-8 ☎82-0800

⑤鈴木歯科クリニック
字今金119-5 ☎82-3288

⑥ツ ジ 薬 局
字今金175 ☎82-0002

⑦アイン薬局今金店
字今金48-1 ☎82-3250

①クアプラザピリカ
字美利河205-1 ☎83-7111

③あったからんど
字今金435-270☎82-3711

④種 川 温 泉
字種川296       ☎82-0388

⑤ホテルいまかね
字今金435  ☎82-3333

⑥佐久間旅館
字今金100  ☎82-0613

⑦末 広 旅 館
字今金358 ☎82-0066

⑧まるびし旅館
字今金234 ☎82-0811

1石 田 屋
☎82-0416

2江戸前 隆 寿 司
☎82-3750

3仕出し料理 ニコニコ食堂
☎82-2525

4中華料理 栄 華
☎82-2055

5大衆食堂 ゆあさ食堂
☎82-0068

6手打ちそば 喜楽食堂
☎82-1059

7小川そば屋
☎82-1025

8お食事処 せんなり
☎82-0220

9郷土料理の店 八千よ
☎82-0359

10喰いどころ和しょく 田なか
☎82-0568

11一品料理 君ちゃんラーメン
☎82-0061

12ラーメン いけ麺
☎090-8425-6824

13じまま料理 ぽんゆう
☎82-2790

14歩炉酔居処 麺鶏
☎82-3093

15焼肉 赤とうがらし
☎82-3345

17喫茶 フラワー
☎82-0360

18みんなの広場 ひだまり
☎82-3601

19喫茶 石田屋どんぐりの木
☎83-7071

20民芸品・軽食喫茶 朧
☎82-1547

21スナック 瀞
☎82-3090

22スナック まこ
☎82-1843

23スナック R
☎82-2089

24スナック トシちゃんラーメン
☎82-0226

25スナック マドンナ
☎82-0728

温泉・宿泊施設

公共施設・医療機関 飲食店
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【お申込み・お問い合わせ】
今金町役場 まちづくり推進課企画政策グループ
〒049-4393北海道瀬棚郡今金町字今金48番地の1
Tel：0137-82-0111 Fax：0137-82-3262 E-mail：imk-kikakushinko@town.imakane.lg.jp

【愛指令ランド】 ～誰もがこどもに戻れる場所～
・海を泳ぎ回るクジラの池をつくろう
・魚を放そう
・ほたるを増やそう
・花や木を植えよう
・倒した丸太はステージにしよう
・皆が出会えるコンサートをしよう

(CAMP&LIVEの原点)
・フィールドオブドリームスのような

野球場をつくろう
『まあるい地球から子供達へ愛と希望を発信したい！』という願いから手作りの
公園【愛指令ランド】が生まれました。

【愛指令ランド】
には、
くじら池 ・ 池越えターザンロープ ・ 足こぎボート ・ 野球場 ・ 遊具 ・ ピザ釜

などがございます。（ゴミは各自でお持ち帰りください。）

今金町のローカルな話題をHPで発信しています。
町の観光、商品などはもちろん

・いま人 ⇒達人、旬な人、面白パーソン
・いま食 ⇒今金グルメ、特産物紹介、今金食の魅力
・エンジョｲ⇒今金で体験できる楽しい、楽しい創り紹介
・いまどこ ⇒観光、不思議スポットや隠れスポットなど

と４つのジャンルから今金町の紹介をしています。
観光情報に載っていない今金住民ならではの情報や、
様々な活動を随時配信しています。
ぜひアクセスしてみてください！

URL : http://ima-channel.com/

FaceBookはこちら⇒

Ima-Channel
い ま ち ゃ ん ね る

北海道今金町のナマの活気を伝えるWebマガジン

いまCh.

http://ima-channel.com/

