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宇宙のまち 大樹町

日本一の清流「歴舟川」に育まれた、大規模な畑
や牧場が広がる風景。のんびりと草を食む牛たち。
広大な自然に囲まれた「宇宙のまち 大樹町」の
魅力をお届けします！！

農業の中心「酪農」

豊富な海産物

大樹町では町人口の約4倍以
上となる約2万5千頭の牛が飼育
されていて、年間約10万トンの
生乳が生産されています。良質
な生乳は主に町内酪農家の手作
りの味にこだわった個性的な
チーズや雪印メグミルク(株)大
樹工場のチーズに加工されます。
畑作では、耕地面積は小さい
ものの、小麦・じゃがいも・豆
類・大樹大根など数々作られて
います。特に種子馬鈴薯は販売
量・品種数が日本一です。

町の南東に太平洋が広がる大
樹町では2ヵ所の漁港があり、
鮭・ししゃも・しじみ・つぶ・
ほっけなど豊富な海産物に恵ま
れています。また、8月から
11月にかけては、浜大樹地
区・旭浜地区で豪快な鮭釣りを
楽しむことができます。歴舟川
上流ではヤマメ・ニジマス・イ
ワナなどの渓流釣りも楽しむこ
とができます。また、冬期間に
はホロカヤントーでは、ワカサ
ギ釣りができます。

歴舟川パークゴルフ場
清流の傍らで起伏にとんだ
４コース３６ホール
（１日利用：３００円）

大樹町美成地区には、総敷地面積47 ha・全長1 kmの滑走路を有する「大
樹町多目的航空公園」があります。また、大樹町とJAXA（宇宙航空研究開発
機構）は2008年5月に連携協力協定を締結し、JAXAが整備した研究施設を
「大樹航空宇宙実験場」と称して、大気球実験や飛行システム研究など様々な
実験を行っています。その他にも、大学や民間企業等による各種実験や、スカ
イスポーツの場として利用されています。
また、平成26年に航空宇宙関連の展示施設「大樹町宇宙交流センター
SORA」がオープンしました。SORAには、当町で打上げを行った小型ロケッ
ト3機をはじめ、実験の様子を視聴できる映像システムなどが約50点を展示し
ています。入場は無料ですので、是非お立ち寄りください。

良質な食材を使った加工品

当キャンプ場は奇岩奇勝の地”
カムイコタン”にあります。清流
と森に囲まれたキャンプサイトは
オートキャンプ場スタイルになっ
ており、家族やグループで野外
キャンプの醍醐味を楽しめます。

大樹町のスーパーや直売所では、旬の野菜や新鮮な
肉、魚など北海道ならではの食材がたくさん売られて
います。また、生産物を利用した加工品が数々ありま
す。町内酪農家のチーズ、チーズの副産物「ホエー」
を与えて肥育させたホエー豚、ししゃもやツブなどを
加工した水産加工品があります。良質な食材を使用し
た加工品もとても美味です！是非、道の駅などでお求
めください。

CAMUI型ロケット

関東方面から

関西方面から
お試し暮らし住宅（双葉町）

お試し暮らし住宅（新通）

＜主な備品＞
・テレビ（地デジ・BS）
・ストーブ
・冷蔵庫、炊飯器、食器、
電子レンジ、ガスコンロ
・インターネット回線
★ 予約状況の確認・申込 ★
大樹町企画課企画係
電話 01558-6-2113

大気球実験

大樹町宇宙交流センターSORA

「羽田空港」→「とかち帯広空港」 約100分
運賃（片道） 約13,000円から
「大洗港」→「苫小牧西港」 約19時間
運賃（片道） 約12,000円から

＜お問い合わせ先＞
キャンプ場管理棟
（0 1558-7-5623）
大樹町役場商工観光課
（0 1558-6-2114）

「伊丹空港」→「羽田空港」 約60分
「羽田空港」→「とかち帯広空港」 約100分
運賃（片道） 約23,000円から
「敦賀港」→「苫小牧東港」 約20時間
運賃（片道） 約10,000円から

中部方面から

「名古屋」→「羽田空港」(新幹線・電車) 約120分
「羽田空港」→「とかち帯広空港」 約100分
運賃（片道） 約25,000円から
「名古屋港」→「苫小牧西港」 約40時間
運賃（片道） 約10,000円から

（プロバイダ料金 入居者負担）

・利用期間は、1週間～3ヵ月です。
・灯油、インターネットプロバイダ料は、入居者負担です。

カムイコタンキャンプ場

各拠点から

「とかち帯広空港」→「大樹町」車で約40分
「苫小牧市」→「大樹町」車で約3時間30分
「札幌市」→「大樹町」車で約4時間

明治3 0年代、一獲千金を夢見た
百人近くの砂金堀師たちが歴舟川
を中心に生活していました。時に
は1 粒5 g もの砂金も採れ、多い時
は1 日100 g も採れました。現在で
も砂金掘り体験が可能です。採取
量は僅かですが、一獲千金のロマ
ンを味わってみませんか？
＜お問い合わせ＞
大樹町商工観光課 0 1558-6-2114

移住促進情報紙
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「じっくりと腰を据えて生活体験する事が大事！」

岐阜県から移住された Yさん

山や海といった雄大な大自然に魅せられ、大樹町での体験生活を経て、移
住を決断されたYさん。体験生活中は、地域の方々から野菜をもらったりと、
人と人との繋がり、そして人情を感じることができ、それが移住決断への後
押しとなりました。
Yさんはその後、大樹町に自らの手でマイホームを建設しました。「本当
に住みたい所かどうか、じっくりと腰を据えて生活体験をすることが大事だ
と思います。」と語ってくれました。

「わたしたちの大好きな大樹町をぜひ体験してほしい！」
私達は、千葉に在住して40年余りになります。元々私は北海道生まれで、
また、妻は台湾の生まれです。
大樹町には山・川・海の3拍子が揃っています。山は日高山脈、川は日本一
の清流・歴舟川、海は太平洋に望んでいます。私は山菜取りと釣りが趣味なの
で大樹町はうってつけです。春はフキノトウから始まり、コゴミ・タラの芽・
ウド・ワラビなどがたくさん採れます。釣りは、川では渓流釣り、海ではシー
ズンごとに多種多様な魚を釣ることができます。特に秋の鮭釣りは最高で、投
げ釣り、船釣りができます。農産物は、産直の販売所で新鮮で安く、安全でお
いしい野菜を買うことができます。千葉に比べると旬のものが半分以下の値段
で買うことができます。夏から秋の枝豆やトウモロコシ、地元産の牛乳から
千葉県から体験移住のSさん夫妻
作ったチーズも大変美味しいです。
しかし、大樹町の最大の魅力は、大樹町の人々の気持ちでしょう。“移住体験体験で来ています”と
言うと、皆さん異口同音で“あの黄色い家でしょう”という言葉が返ってくるほど皆さんに認知されて
いますので、初めて生活しても大変に居心地が良いです。また、親身になって我々の事を考えてくれる
大樹町役場のスタッフの皆さんの努力には感謝です。私達も、他の自治体のお試し暮らしで色々な経験
をしていますが、また来たい、住みたいと思わせるのは最終的には人間関係だと思います。ぜひこれか
ら北海道への移住やシーズンステイ、2地域居住を考えていらっしゃる方は、私達の大好きな大樹町を
一度体験していただきたいと思います。

晩成温泉
目の前に広がる雄大な
太平洋を見ながら温泉に
入る贅沢。浴場には太平
洋を見下ろせる大浴場の
他に、サウナ、ジェット
バス、高温風呂があり、
ゆったりとした気分でく
つろぎのひとときをお楽
しみいただけます。

稚内

網走
旭川
国内でも有数の濃度を誇る
「ヨード泉」

発行元：北海道大樹町企画課企画係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通3
Tel. 01558-6-2113
Mail：kikaku-kakari@town.taiki.hokkaido.jp URL：http://www.town.taiki.hokkaido.jp

札幌

大樹町晩成温泉
TEL：01558-7-8161
FAX：01558-7-8160

「道東・十勝・大樹町」<埼玉県在住Sさんの体験談>
好きな外国、オーストラリア、ニュージーランドにどこか似ている北海道に魅せられ、通い始めて早5
年！2地域居住の適地を探してオホーツク、道東を巡り歩いています。ここ大樹町もHPで見て「黄色い建
物」というのは知っていました。期待を裏切らない町であったと思います。
私は定年になってから釣りを始めたので北海道に住むなら海の傍と決めて探し歩いています。大樹町は
旭浜、大樹漁港と2カ所の港があり、他にも歴舟川河口、晩成の浜など釣り場は沢山あります。今回は時
期的にアキアジ釣りを体験できなかったので、いずれ体験したいと思っています。
また、大樹町は肥沃な十勝平野の一角を占めていて、此処から帯広、士幌と走ると小麦、玉ねぎ、ジャ
ガイモ、ビートと大地の豊かさも感じられ、住むには良いかなとも思います。特産品といえば大樹町は山
菜の町でもあり、車で走っていると道路脇にワラビ、コゴミ、フキ、ウドと山菜音痴の私でも分かるもの
が沢山ありましたが、貴重品と言われる「行者にんにく」はありません。でも用がありホームセンターに
行ったら「行者にんにく」と「やまわさび」の苗を売っていたのがご愛嬌でした。次回は今回実現できな
かった柏林公園のリスの餌付け、カラオケ同好会への参加等をしたいと思います。

山・海・川の大自然に囲まれた生活をしてみませんか？

苫小牧

函館

帯広

釧路

北海道大樹町は、十勝平野の南
側に位置し、まちの西側には「日
高山脈」を望み、東側には「太平
洋」が広がっています。また、ま
ちの中央にはかつて砂金掘りで栄
え、過去9度の清流日本一に輝い
た「歴舟川（れきふねがわ）」が
流れています。
＜大樹町の概要＞
面積：816.38 km2
人口：5,789人（H27.8末現在）
町名：アイヌ語で「大木が群生す
るところ」を意味する「タ
イキウシ」が語源
■ 平成26年気象データ ■

大樹町の制度

平均気温

大樹町では、町外の個人の方
から10,000円以上の寄付に応じ
て感謝特典として大樹町の特産
品をプレゼントしています。

注目！
平成27年10月1日から大樹町
ふるさと納税をリニューアル
します！「お得感を売らない。
こだわりと共感を売る」を合
言葉に生まれ変わります。
<リニューアルしたポイント>
① お返しの品数が3倍に！
② 大樹町HPを分かりやすく！
③ クレジット決済も可能に！

○移住支援
最高気温
・大樹町お試し暮らし住宅
・大樹町空き家情報登録
最低気温
○医療制度
日照時間
・医療費無料（中学生まで）
年間降水量
○新規就農・起業
・新規就農支援制度
年間降雪量
年間 最高300万円（5年間）
最深降雪量
・起業家等支援事業（最大200万円）
・空き店舗等取得事業（最大100万円）
・空き店舗等活用支援事業（月最大5万円）
○補助金制度
最高気温 10.0℃
・内窓サッシ設置（最大12万円）
最低気温 -1.8℃
・リフォーム支援（最大10万円）
積雪量

36 cm

5.9℃
32.8℃ (８月)
-23.8℃ (２月)
2193.2時間
1025.5 mm
1150.1 mm
79.0 cm (３月)

23.4℃

8.4℃

-1.3℃

15.0℃
0 cm

-3.6℃
6 cm

-16.9℃
87 cm

