北海道 栗山町

移住パンフレット

栗山町の食材で
晩ごはんを作ってみました

自然とまちが

子どもを育てる

栗山町

栗山町はあちこちに水田や畑、

連なる山々が見渡せる

里山風景が広がっています。

それでいて札幌から車で1時間の距離に位置し、

町民が主体となって、里山を守るハサンベツプロジェクト。小川
づくりや湿原再生に取り組んでいます。

市街地には買い物や病院に

谷田製菓のきびだんごは、100年の歴史を誇る昔ながらのおやつ。
栗山の子どもたちも大好きなソウルフードです。

不便しない程度の都市環境が整っています。

地域が一体となって子どもを温かく見守るまちづくりを行っています。子どもたちは豊かな自然にふれあい
ながらのびのびと成長していきます。町内には保育園が3つ、幼稚園が1つあります。親子が自由に遊んだり、
友達作りや情報交換ができる充実の子育て支援センターもあります。

澄み切った空気を吸って、

1万2千人のまちだから、困ったときに気軽
に相談できる距離感が心地いい。

子どもをのびのび育てながら

道内屈指の秋祭り「栗山天満宮例大祭」をは
じめ、イベントが好きな町民性です。

充実した生活を送りませんか。

広い町内には、手つかずの自然が残ってい
ます。冬は雪をかき分けて冒険しよう。

■ ひつじ八

■ 図書館

■ スーパー（ラッキー栗山店）
ッケ
くりやまコロ
の取扱いも
始めました！

おもちゃや
ベビーベッドも
あります

実は老舗の
和菓子屋です

ママ&キッズに
うれしいスポット
【平日編】

ママに人気なのは、オムライスやカレー、
パスタなど数十種類のメニューがお持
ち帰りできること。写真（右）は「パリパ
リチキン（756円）」。野菜たっぷりでボ
リュームがあります。お土産には栗まん
じゅうがおすすめ。
代表取締役
川瀬 清史さん

栗山町中央2丁目182 美津和内 0123-72-0237
11：00〜16：00（L.O.15：30）、17：30〜21：00（L.O.20：30）
月曜

■ 病院（にしみこどもクリニック）

栗山町図書館にはママと子どもに優しい
コーナーがあります。子どもの目線には
絵本や児童書を、ママの目線には育児本
を設置。館内が広いので、コーナー内で
は走ったり、泣いたりしても安心。親子
で一緒に読書が楽しめます。
司書

野澤 香さん

栗山町中央3丁目309
0123-72-6055
10：00〜18：00（木曜〜20：00）
月曜、祝日、年末年始、蔵書点検期間

西見 寿博さん

う えん べつ

■ 雨煙別小学校 コカ・コーラ環
境ハウス

80年前に建てられた木造2階
建ての校舎で、里山を
活用したさまざまなふるさ
と自然体験を団体で受
けられます。

栗山町錦3丁目109
10：00〜17：00

0123-76-7228
水曜

小林千栄子さん

■ ファーブルの森観察飼育舎

や、国蝶オオムラサキ
多様な昆虫や鳥の自然観察
す。
きま
がで
こと
学ぶ
の生態を

■ 栗山公園・なかよし動物園

83

歴史ある商店街に味わい深い店あり！仲
井果実店は、由仁産のイチゴなどこだ
わりの果物を仕入れています。同じお店
の中にある、肉の店もろはしは、名物の
チョリソーや焼き鳥などの串物が人気。
町内配達無料がうれしい！
代表

赤ちゃんの頃から通う子育て支
援センターは、よく知る先生た
ちのもとで過ごせるので第2の
実家のようだとか。

100円
でエサ
（にんじ
ん）
を
あげられ
るよ

院長

高橋恵里子さん、
乙羽（ お と は）ちゃん、
一颯（ い っ さ）くん

開店から 年目、
町民のために
頑張ります♪

明治11年創業の小林酒造の敷地内にある、
築120年以上の登録有形文化財「小林家」。
喫茶スペースは畳敷きになっているので、
小さな子ども連れでも気兼ねなく利用で
きます。一番人気は「甘酒しるこ（500
円）」。

教えてくれたのは

栗山町松風3丁目115
0123-72-5311
9：30〜21：00
無休

お茶をしながら、
古民家の趣を
楽しんで

福岡出身、
サッカーで
鍛えています

栗山町中央3丁目324-4
0123-73-3666
月・火・水・金曜 8：45〜12：20、14：20〜18：50
木曜 8：45〜12：20 土曜 8：45〜13：50
日曜、祝日、第2木曜

レジ担当
岩倉さん

■ 商店街（仲井果実店、肉の店もろはし）

■ 小林家

栗山小学校の近くにある小児科医院。
「予
防接種など、病気にならないように力を
注いでいます」と話すのは院長の西見先
生。子どもだけでなく、ママの健康も保
てるよう気にかけています。

町役場の近くで、中心部にあるスーパー。
「ここに来たら何でもある」と幅広い世代
が来店。おじいちゃん、おばあちゃんと
三世代で訪れる家族連れもいるそう。近
隣地域で採れた、新鮮野菜のコーナーに
力を入れています。

栗山町中央2丁目73
仲井果実店
9：00〜20：00
肉の店もろはし
9：00〜19：00

無休
第1・3日曜

公園内にあり入場無料のなかよし動物園
ではポニーやシカ、サル、ウサギなど14
種類180匹の動物たちとえさやり体験な
どが楽しめます。遊具で遊んだり、バー
ベキュー、キャンプもできるので家族連
れに人気です。
スタッフ

諸橋千賀子さん

■ 栗の樹ファーム

栗山英樹さん（北海道日本
ハムファイターズ監督）
が造った少年野球場。野球
グッズの展示も。

栗山町桜丘1〜2丁目
0123-72-0706
なかよし動物園
10：00〜17：00（4月29日〜
8月31日）、10：00〜16：00（9月1日〜11月3日）

えぞしか

たいしくん

■ 栗山町スキー場

。最大斜度は35度で、
町民のファミリーゲレンデ
。
ます
しめ
も楽
ード
スノーボ

車で

15 分
やっぱり心配なのが冬の生活。

雪はどのくらい降るの?

過ごしやすく、最高でも
30℃を少し超えるくらい。

どんな準備をしたらいいの?

そんな疑問にお答えします。

北海道
で
平均く は
らい

まだまだ寒い。朝晩は暖
房を付けることも。

栗山・由仁・長沼・南幌

温泉めぐり

ママ&キッズに

■ ホテルパラダイスヒルズ 天然温泉くりやま
保水性に富んだ肌に優しい弱塩泉
で、神経痛、筋肉痛、関節炎など
に効能があります。おすすめは露
天風呂。眺める星空の美しさが魅

うれしいスポット
【休日編】

力です。
栗山町湯地91
7：00〜21：00

0123-72-1123
不定休

■ シャトレーゼ ゴルフ＆スパリゾートホテル栗山 天然温泉シャトレーゼ
炭酸水素イオンを多量に含んだ美

●
●

肌系温泉。アトピーなどの皮膚病

そろそろ初雪？車のタイ
ヤ交換を忘れずに。

に効果があるそう。内風呂がつい
た客室があり、家族やグループで

屋外はキーンとした寒さ。
屋内は意外と暖かい。

名内 美典さん、
奏楓（かなで）ちゃん、蒼太くん

栗山町字森
0123-72-6600
10：00〜20：00（日帰り入浴、時期に
よって変更あり）
11月〜3月

ママ友と近郊のカフェめぐりをする
のが好きな美典さん。休みに家族で
行くのは苫小牧のイオンモール。

1時間
長靴

小さな車はこれ
1本 で。 ブ ラ シ
の反対側で氷を
削れます。

スノーブラシ

ひざ下10cm以
上が望ましい。

スコップ
玄関前や車庫の
前は自分で雪か
きをします。

車が通行する道路は、町の
除雪車が除雪してくれます。
大変なのは除雪車が入るこ
とができない場所。手で除
雪したり、電動の除雪機を
持っている人もいます。

手袋
毛糸の手袋だと
すぐ冷たくなる
ので、防水性の
あるものを。

千歳・北広島・札幌

ショッピング

■ 三井アウトレットパーク札幌北広島

大きな車やたくさん
積もったときはこれ
があると便利。

雪が積もりそうな朝
はワイパーを立てて
出勤。こうすると帰
りに雪下ろしが楽。

●

のんびり過ごせます。

車で

ハンディー
スノーブラシ

教えてくれたのは

車で

30分

札幌
恵庭

岩見沢
●

●

千歳

岩見沢・江別

あそび場へ！

■ であえーる岩見沢

あそびの広場

子供服の専門店をはじめ約180の

ボルダリングやクライミングもで

お店が集結。5ヵ所のキッズスペー

きる屋内型のあそび場。2時間毎

スと授乳室、オムツ交換室を完備

の完全入れ替え制で、1日3クール

しています。

あります。

北広島市大曲幸町3丁目7-6
011-377-3200
10：00〜21：00、
物販は〜20：00
無休

岩見沢市4条西3丁目1 であえーる岩見沢3F
0126-35-4670
10：00〜17：30
第1水曜、月末の最終の平日

■ 千歳アウトレットモール・レラ

■ 江別市子育てひろば「ぽこ あ ぽこ」

人気はキッズルームの巨大めいろ。

すべり台やボールプール、うんて

毎月最終土日はファミリーデイな

いのある大型の複合遊具や木馬や

ど、子ども向けのイベントを開

木の砂場があります。低年齢の子

催！

ども専用のコーナーも。

千歳市柏台南1丁目2-1 0123-42-3000
10：00〜20：00、一部飲食店は11：00〜
※季節によって変動あり
無休

江別市野幌町10-1 イオンタウン江別2F
011-378-4411
9：30〜17：30
無休 ※点検・イベントで休業あり

スキー板

スキー靴

保育園や幼稚園では
天気の良い日は外遊
びをします。一式揃
えておきましょう。

帽子

帽子

■ 札幌市青少年科学館

■ イオンモール苫小牧

つなぎ
上下が繋がった防
寒つなぎ。フード
も付いています。

ストック

繋がった手袋

手袋
スキーの授業は小1から。そのため
に多くの子どもたちが4 〜 5歳ころ
から練習を始めます。板やストック、
スキー靴を借りられるスキー場もあ
ります。

スキー
ウェア

手袋に紐を通してお
くと、子どもが失く
さないので安心。

きゃはん

脚絆
つなぎと長靴の間
に雪が入るのを防
ぎます。

栗山

親子で一緒に宇宙や科学に
ついて体験しながら学
べます。最新のプラネタリ
ウムが人気。

。栗山町からは車で約
道内最大級のイオンモール
。
1時間の距離にあります

日常の買い物は栗山で済む
ので便利。ママさんサーク
ルが盛ん。子育て支援セン
ター等の相談しやすい環境
が整っています。

札幌を含めてどこに行く
にも1時間以内で遊びに
いけるところ。あとは町
でお祭りが多く、子ども
と一緒に楽しめます。

た

え

都会でも田舎でもなく、
ちょうど住みやすいです
ね。上の子二人は保育園
に通っていますが、いい
先生ばかりです。

仁平綾さん・斗真くん・沙和ちゃん

こ

齋藤真弘さん・多絵呼さん
理与ちゃん・恵那ちゃん

中井まり子さん・陸斗くん

現

マ&キッズに聞き
パ・マ
まし
パ
役

た

栗山町のここが好き！
実際に住んでいる子育て世代は
栗山町の環境にどんなメリットを感じているの？
地元出身、移住者などさまざまな立場から答えてもらいました！

山形香奈さん・美晴ちゃん・
宗康くん・桃香ちゃん・百合香ちゃん

三浦浩さん
らん な

小針寛子さん
は

な

こ

りん な

蘭南ちゃん・凛南ちゃん

かい じ

果那子ちゃん・魁仁くん

暖かくなると栗山公園で
遊びますね。広くて遊具
があって、無料の動物園
まであるから、毎日行っ
ても飽きません。

年配者が多いですが皆さ
ん フ レ ン ド リ ー で、 野
菜をいただいたりします。
地域のコミュニティに参
加できています。

発行

札幌、新千歳空港が近く
交通の便がよいところ。
子どもたちは街灯がない
夜空を「きれい！」とよく
見上げていますね。

栗山町若者定住推進室

北海道夕張郡栗山町松風3丁目252番地 TEL.0123-73-7521 FAX.0123-72-3179

