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あなたの「いつか」を、いま応援します。

自然に包まれてゆったり暮らしたい。

こだわりのレストランを開きたい。

農家になって、おいしい野菜を育てたい。

あなたには、いつか叶えたい夢はありませんか。

見知らぬ土地への移住は、人生の大きな転機です。

そうそう簡単には決められないでしょう。

でも、考えてばかりでは何も始まりません。

美幌町は、北海道の東部・オホーツクエリアに広が

る、人口1.9万人弱の小さなまちです。

でも、はじめましての出会いを何よりも大切に、人

をあたたかく迎え入れる寛大さは、でっかい！

仕事や住まいを見つけ、より気持ちよく生活してい

ただくための支援制度もいっぱい、いっぱいご用

意しています。

このガイドブックには、美幌町を知っていただく情

報や実際に移住した方たちのお話などが満載。

そして、ほんの少しでも心が動いたら、是非、まち

へおいでください。

田舎すぎない。都会すぎない。

暮らしにちょうどいい美幌町を、あなたの目と肌

で感じていただけたら幸せです。
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はじめまして、美幌町です。

こうしてお会いできて、うれしいです！

移住に興味がある方はもちろん、そうではない方も

ほんのひととき「びほろ時間」で一息つきませんか？

もしかしたら、はじめましてから始まる、

新しい未来を感じていただけるかもしれませんよ。



美幌町はこんなまち まちの概要 都市機能 アクセス びほろの産業
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美幌町はこんなまち

公式URL
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/

18,660人

438.41k㎡

866

9,498戸

51.2歳

6,852人

空港が近い。自然が近い。人の心と心が近い。

そんな豊かさと優しさがあふれています。

北海道の北東部、オホーツク海から約30km内陸に広がる美幌町。まちの

中心部から車で20分ほどの距離に、別世界の景勝地「美幌峠」があります。

眼下には日本最大のカルデラ湖・屈斜路湖がコバルトブルーの水面を輝か

せ、晴れた日には阿寒摩周国立公園や世界自然遺産の知床連峰まで見渡

せます。この雄大さに心が動いて移住を決めた方もいらっしゃいます。

いちばんの特徴は、半径2kmに町民の約8割が住んでいるコンパクトシ

ティであること。その中心部には商業施設や金融・医療機関など日常に求

められる機能が集約されています。道路も渋滞することなく、いつでもス

ムーズ。都会にありがちなストレスがかなり軽減されます。

降水量の少なさと日照率の高さは国内有数。夏は30℃を超える日もあり

ますが、湿度が低くてカラッとしています。降雪量も北海道の中では少な

く、雪質がサラッとしているので除雪もさほど負担になりません。一年を通

して、比較的住みやすい気象条件だと言われています。

まちの概要 大自然と都市機能が融合し、過ごしやすい気候

令和2年3月31日現在（人口は令和3年3月31日現在）

19
令和3年3月31日現在

医療
施設 施設 7

令和3年3月31日現在

学校
施設 箇所 13

令和3年3月31日現在

介護
施設 施設

1
北海道開発局調べ

北海道 道の駅
ランキング 位

weather.time-j.net調べ

全国年平均
降水量が少ない 4位

農林水産省北海道農政事務所統計部調べ

野菜産出額

人 口

面 積

事業所数

世　帯　数

平均年齢

従業者数

過去30年調べぐるっとパノラマ美幌峠

景観部門
全道 全国 全道8位

四季の
移り変わりを
楽しめる

季節ごとの
アクテビティが

豊富

災害が少なく
安心・快適に
暮らせる

自然の
恵みが
いっぱい

魅力1 魅力2 魅力3 魅力4
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充実した都市機能と過ごしやすい気候、何より人のあったかさにほっとできるまちです。就職や起業

したり、のびのび子育てしたり、趣味で野菜づくりしたり。あなたが思い描いていた新しい人生が、

もしかしたらここから始まるかもしれません。あなたの夢や想いに近づきたいまち・美幌町です。

美幌町の人口は約1万9,000人ですが、北海道を代表する雄大な観光スポット「美幌峠」には、年間約70万人が訪れま

す。そんなたくさんの方々や町民が、快適に楽しく過ごせるよう、まちでは大型の商業施設をはじめ飲食店やレクリ

エーション施設、金融・医療機関の充実に力を入れています。大自然の隣で生活しながら、毎日の暮らしに必要な利便

性と快適性、交通アクセスに恵まれている美幌町。「施設が充実しているので、生活に不便を感じることはありません」

と、久しぶりにUターンした方からは、ちょうどいい田舎・美幌町の住み心地を絶賛してくれています。

60本を超える美しい川が流れ、面積の6割を森林が占める美幌町。一日の寒暖

差が大きく、日照率が高いという気象条件に恵まれた肥沃な畑で、小麦やてん

菜、 じゃがいも、玉ねぎなど新鮮で、おいしい農作物が多彩に育まれています。

そして、上質な野菜や酪農品などを加工した特産品づくりにも熱心に取り組ん

でいます。

まちでは、森林資源を地域の活性化に役立てるとともに環境に配慮して適正に

管理するために、国際森林認証を取得しています。移住してモノづくりに励む職

人たちによって、使い勝手が良く、手ざわりや香りが優しい家具や工芸品が次々

と生まれ、あらたな美幌ブランドとして全国から注目されています。

美幌町は、大地から、森から、たくさんの恵みを受け取りながら、人に喜んでい

ただける産品を人の手によって愛情たっぷりに送り出しているまちです。

都市機能

27km・約30分

31km・約40分

北見市

網走市

133km・約140分

192km・約190分

釧路市

旭川市

324km・約280分札幌市

約45分

約105分

札幌市

東京都

約110分名古屋市

約130分大阪府

各種施設が充実し、ちょうどいい田舎暮らしが叶うまち

びほろの産業 大地や森の恵みから生まれる
オリジナル産品が人気

【美幌から主要都市への所要時間と距離】 女満別空港へ車でわずか15分、道東の主要道路が交差するアクセス拠点

生活必需品が
全部揃います

新鮮な野菜など
食材の宝庫です

車の場合 飛行機の場合（直通便）

民のあたたかさが背中を押してくれ

たおかげですと振り返っています。

移住を考え始めた直後に妊娠が

わかり、知らない土地での出産や

子育てに不安がよぎった吉田さ

ん。でも、それ以上に町の人たちや

両親の応援が心強く、2019年春

にはお腹の子どもと一緒に移住し

ました。

初めての環境での初めての子育て

……心配は尽きなかったものの、

まちの「子育て支援センター」へ行

くようになってから、すっかり解消

されたそうです。「先生たちはいつ

も優しく迎えてくれるし、ママ友が

たくさんできました」。

星が好きな吉田さんは、ときどき

美幌峠へ。「空いっぱいの星や流

星が、頑張りなさい！とエールを

送ってくれているようで感動！こ

の星空はまちの財産です」。

他にも「ロマンチック街道」の白樺

並木や四季の彩りに染まる田園風

景など、身近にかけがえのない財産

があるまちだと気に入っています。



移住の目的って何でしょうか？

ご自身やご家族が、移住先での夢とか、具体的な

目的などをまずは想像してみましょう。

ステップ01

いよいよびほろ暮らしのはじまりです

田舎暮らしは、顔の見えやすい生活になりますので、

まずは近所へご挨拶をお勧めします。

ステップ07

移住候補先の情報は収集されましたか？

仕事・気候・アクセス・学校・病院・買い物など、移

住候補先の情報を収集してみましょう。

ステップ03

ご家族と相談されましたか？

ご家族のことやお仕事のことなど、複数の目線で

意見を出し合い課題点を見つけましょう。

ステップ02

お仕事はお決まりですか？

事前に移住定住サポーターまで、お気軽にご相

談ください。

ステップ05

美幌町へ一度お越しになりませんか？

移住体験施設を通して情報収集した中での不安

なことも解消してください。

ステップ04

お住まいはお決まりですか？

民間賃貸住宅が豊富にあり、ペットを飼いたいな

ど多様なニーズにもお応えできます。

ステップ06

びほろ暮らし 移住のステップ 生活コスト ワーケーション補助金や支援制度 オンライン相談
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移住するまでの７つのステップとして

主な流れをまとめてみました。

合　計

娯楽・習い事

教育費

交通費

保険医療費

日用品

水道光熱費

食費

家賃

東京都
（移住前）

生活費内訳
家族３人

美幌町
（移住後）

¥368,000

¥30,000

¥0

¥20,000

¥30,000

¥30,000

¥18,000

¥135,000

¥105,000

¥222,000

¥20,000

¥10,000

¥10,000

¥35,000

¥40,000

¥27,000

¥50,000

¥30,000

家賃は東京の約1/3。食費は1/2。

生活コスト

移住の目的

ステップ01

ご家族と相談

ステップ02

美幌町へ

ステップ04

情報収集

ステップ03

びほろ暮らし

ステップ07

お仕事

ステップ05

お住まい

ステップ06

びほろ暮らし

［東京都から移住された吉田 幸枝さんのケース］

移住後、家賃や食費が大きく
軽減した人も！

車があるとより便利に暮らせるまちなので、移住を考

えるときにガソリン代がどれくらいかかるのか気に

なったという方が多いです。



お気軽に
お問合せ
ください

6

北の大地への移住を希望しているけれど、次の一歩がなかなか踏み出せない。

そんな方々の気持ちに寄り添い、仕事や住まい探しの費用的・精神的な負担をやわらげたいと、

美幌町では補助金などの支援制度を多彩にご提供しています。

仕
事
支
援

最大200万円
起業（法人含む）するために必要な
初期費用の３分の２を支援します。

起業の支援

仕
事
支
援

最大100万円
店舗のリフォーム費用の２分の１を
支援します。

店舗の経営力強化の支援

8名まで宿泊できる1棟貸しの施設と

して運営され、周辺環境や利用料金も

きっとご満足いただけると思います。

美幌町に移住された後、遠方からの友

人や親族と一緒に利用されてはいか

がでしょう。

住所：北海道網走郡美幌町字美禽258番地の2

TEL0152-72-0178（美幌みどりの村振興公社）　

ワーケーション施設

びほろエコハウス

びほろのことなんでもご相談ください

佐藤 由佳（長崎県佐世保市出身）
移住定住サポーター

オンライン
相談受付中

仕
事
支
援

最大20万円
介護事業所に新たに就業された場
合に最大20万円支援します。

介護従事者としての就業支援

仕
事
支
援

200万円
新規に就農を開始するために必要
な資金として200万円支援します。

新規就農の支援

仕
事
支
援

最大100万円
求人登録企業などに就業された場
合に最大100万円支援します。

東京圏からの移住と就業支援

住
ま
い
支
援

新築住宅支援
町産認証材を活用して新築住宅を
購入された場合に支援します。

住宅新築時の町産材活用支援

住
ま
い
支
援

最大40万円
木質ペレットストーブの購入費の3
分の2を支援します。

木質ペレットストーブの購入支援

子
育
て
支
援

妊産婦へ各種支援
妊婦検診費用や通院の交通費を支援し
ます。不妊治療に対しても支援します。

妊産婦サポート

子
育
て
支
援

一時預かり支援
満１歳児以上就学前までのお子さ
んを一時的にお預かりします。

子育てサポート

子
育
て
支
援

医療費支援
中学生以下の医療費負担を支援し
ます。

子育てサポート

住
ま
い
支
援

最大50万円
住宅のリフォーム費用の５分の１を
支援します。

住宅リフォーム費用の支援

仕
事
支
援

最大95万円
医療関係の事業所に新たに就業さ
れた場合に最大95万円支援します。

医療従事者としての就業支援
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移住者インタビュー 01 吉田 幸枝 YUKIE YOSHIDA

Iターン
就農

吉田さんはご主人とともに東京の

ベンチャー企業で働き、充実した

日々を過ごしていました。ただ、夫

妻ともに食べることや自然が大好

きで、いつかは「食」を自分の手で

育ててみたいという想いを漠然と

抱えていたそうです。

そんなとき、友人からのすすめで

就農フェアに参加。たまたま美幌

町を知り、担当者のエネルギーあ

ふれる熱心さや新規就農のサポー

ト体制が充実していることに心が

夢を叶えるための条件と
町民の熱心さが背中を後押し

美幌峠の星空や身近な
自然はまちの財産

大きく動きました。ちょうど離農す

る農家さんから土地などを一式引

き継ぐ「第三者農業経営継承」で1

名の研修生を募集していました。こ

れは、またとないチャンスだと感

じ、「えいやっ！」と移住を決めたと

言います。

もともとは優柔不断だという吉田

さん。「でも、やらない後悔より、

やって後悔だ！」と、しっかり腹をく

くれたのは、まちの美しい風景と町

民のあたたかさが背中を押してくれ

たおかげですと振り返っています。

移住を考え始めた直後に妊娠が

わかり、知らない土地での出産や

子育てに不安がよぎった吉田さ

ん。でも、それ以上に町の人たちや

両親の応援が心強く、2019年春

にはお腹の子どもと一緒に移住し

ました。

初めての環境での初めての子育て

……心配は尽きなかったものの、

まちの「子育て支援センター」へ行

くようになってから、すっかり解消

されたそうです。「先生たちはいつ

も優しく迎えてくれるし、ママ友が

たくさんできました」。

星が好きな吉田さんは、ときどき

美幌峠へ。「空いっぱいの星や流

星が、頑張りなさい！とエールを

送ってくれているようで感動！こ

の星空はまちの財産です」。

他にも「ロマンチック街道」の白樺

並木や四季の彩りに染まる田園風

景など、身近にかけがえのない財産

があるまちだと気に入っています。



民のあたたかさが背中を押してくれ

たおかげですと振り返っています。

移住を考え始めた直後に妊娠が

わかり、知らない土地での出産や

子育てに不安がよぎった吉田さ

ん。でも、それ以上に町の人たちや

両親の応援が心強く、2019年春

にはお腹の子どもと一緒に移住し

ました。

初めての環境での初めての子育て

……心配は尽きなかったものの、

まちの「子育て支援センター」へ行

くようになってから、すっかり解消

されたそうです。「先生たちはいつ

も優しく迎えてくれるし、ママ友が

たくさんできました」。

星が好きな吉田さんは、ときどき

美幌峠へ。「空いっぱいの星や流

星が、頑張りなさい！とエールを

送ってくれているようで感動！こ

の星空はまちの財産です」。

他にも「ロマンチック街道」の白樺

並木や四季の彩りに染まる田園風

景など、身近にかけがえのない財産

があるまちだと気に入っています。
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移住者 インタビュー

もともとは優柔不断なのに、

えいやっ！と移住を決断。

あたたかく応援され、居心地の

良さを感じる毎日です。

吉田 幸枝さん
●職業：農業（新規就農予定） 
●移住時の年代：30代 
●世帯構成：夫婦と子ども

I N T ERV I EW

決めたら、
必ず何かは
進みます！

いい出会いがあれば、
まずは行動！

ご主人の実家は東京なので、女満

別空港からまちまで車で15分とい

うアクセスの良さは魅力です。

将来的には農家体験なども考えて

いるので、首都圏からの来町をア

ピールしやすい何よりの条件が

揃っています。

「特に若い人たちが、町を良くしよ

うと一生懸命に動いています。私た

ちのような移住者の活動をサポー

トしてもらい、とても居心地の良さ

を感じています」。

息子さんが長時間車に乗っていら

れるようになったので、休日には釧

路や根室までドライブに出かけて

います。知床をはじめとするオホー

ツクエリアは、名もなき絶景の連続

でシカやタンチョウなど野生動物

とも遭遇。北の縄文文化にも興味

が湧いています。

移住は人生の大きな転機ですが、

いい出会いがあれば、まずは行動

することを吉田さんはおすすめし

てくれました。

「食べ物が新鮮で、ダンゼンおいし

い！本州に住んでいる親族や知人

たちにも送ってほしいとオーダー

されています（笑）」。

移住前、出張で何度か美幌町を訪

れていたものの、いつも秋頃だっ

たので野村さんは冬の暮らしには

多少不安がありました。

「家屋の気密性や断熱性が高いの

で、部屋の中は想像以上にあった

かい！日中は暖房がいらないとき

もあります。東京の冬より寒さを

感じずに過ごせています」。暖房

コストはかかるものの、夏のエア

コン代がかからないので費用的

には相殺される範囲と感じてい

ます。

夏は、多少気温が上がっても湿度

が低く、雨も少ない。花粉もほと

んどなくて一年を通してとても過

ごしやすいと野村さんたちは実

感しています。運転免許を持たな

い奥さんのために、スーパーに歩

いていける場所に住居を決めた

ので、日常の買い物も不便はあり

ません。
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移住者インタビュー 02 野村 将志 MASASHI NOMURA

Iターン
企業勤務

食品の輸入商社に勤務している野

村さん。2020年3月に転勤が決ま

り、東京から美幌町へ家族ととも

に移住されました。

東京での通勤時間はドアtoドアで1

時間40分でしたが、いまは5分く

らい。お昼休みに自宅に戻ること

もあるそうです。

帰宅時間も早くなったので、いまは

毎日家族と一緒に夕飯を食べられ

ると喜んでいます。

9歳と5歳のお子さんたちも、のび

1時間40分だった通勤
時間が、いまは5分

東京より冬の寒さを感じ
ない

のび暮らしているように感じると

言います。「友だちを家に連れてく

るようになり、活発に遊んでいま

す。

子どもとカラオケに行く機会も増

えました。妻は同じアパートに友だ

ちができて、ランチに出かけるな
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移住者 インタビュー

有名な観光スポットに近く、

一般道路でもスイスイ。

日常的に家族で出かける

機会が増えました。

野村 将志さん
●職業：クレードル食品（株）（企業勤務）
●移住時の年代：30代 
●世帯構成：夫婦と子ども

I N T ERV I EW

生活施設がコンパクトに
まとまり便利

美幌町に来てから、20年ぶりにス

ケートをした野村さん。「屋外のス

ケートリンクを初めて見ました。大

正橋スケートリンクは広くて、きれ

いで感動！足がおぼつかなかったで

すが、家族みんなで楽しみまし

た！」。美幌町では、他にも3校の小

学校の校庭にスケートリンクが造

られ、寒さを吹き飛ばすような子ど

もたちの歓声が響いています。

近隣市町村には有名な観光スポッ

トが点在し、野村さん一家も北見

ファミリーランドなどによく出かけ

ます。「オホーツクエリアには温泉

も多くて、いいですよ！」。

移住する前は不便なまちというイ

メージがありましたが、生活に必要

な施設がコンパクトにまとまってい

て便利。一般道路でも全く混雑して

いないのでドライブがてら遠出が

したくなるそうです。

これからもっと北海道各地を見て

回りたいという野村さん。家族での

思い出がさらに積み重なっていく

ことでしょう。

家族と過ごす
時間が

増えました！



医療の紹介
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中核病院をはじめ医療施設が充実し、

近隣都市とも連携

美幌町内には、内科・外科をはじめさまざまな診療科があ

る病院、医院、歯科の合計19施設もの医療機関（介護保険

施設を除く）が揃い、町民の健康や医療を支えています。

中でも、町立の「国民健康保険病院」は99病床が整い、救

急告示病院としてオホーツク地域の拠点病院である北見

日赤病院など町内外の医療機関との重要なパイプ役を担

いながら地域医療に貢献しています。美幌町から北見市

へは車で30分ほど。地域の拠点病院が隣市にあることで、

町民は毎日安心して暮らすことができています。

美幌町では唯一の急性期病院で小児から高齢者まで幅広

い年齢を対象にした診療を行い、休日・夜間の救急医療に

も24時間対応しています。

地域医療体制の充実にも努め、高度医療が必要な場合に

は近隣の北見市や網走市の中核病院へ紹介・搬送する体

制を整えています。病院とかかりつけ医との情報共有やス

ムーズな連携により、町民の医療をサポート。安心して暮

らせる社会の実現を目指して医療環境を整備しています。

地域医療体制の充実

救急医療体制の充実

町立病院の機能充実

美幌町立国民健康保険病院

美幌町立国民健康保険病院

受診

受診

紹介状

紹介状

患者 総合病院

かかりつけ医

医療の紹介

町立病院

連携

2
令和3年3月31日現在

病院数 施設 7
令和3年3月31日現在

医院数 施設 10
令和3年3月31日現在

歯科数 施設
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美幌町子育て世代包括支援センター「はぐのんの」

は、妊娠・出産・子育てに関する様々な悩み・質問・相

談に対応し、妊娠期から子育て期までの支援を途切

れることなく、つないでいくことを目的とした、総合相

談窓口です。

認定こども園「美幌藤幼稚園」では、0歳児からの預か

りをしています。「ありがとう」「ごめんね」「いいよ」の心

を大切に育てる保育方針と人々との関わりの中で聞く

力、話す力、考える力を養い表現活動において、自分を

表すよう導くなどの教育方針を大切にしています。

みんなが親戚のように見守ってくれるまち

働くパパとママをしっかりサポート

町内には24もの公園があり、春はお花見、冬はそり滑りなど

季節を感じながら遊べます。屋内施設なら、木育ひろば「きて

らす」が人気。木の遊具やおもちゃに子どもたちは大はしゃ

ぎです。また、2つの認定こども園と4つの保育園があり、働く

お母さんたちをしっかりサポートしています。

まちでは、子育ての助成にも力を入れ、0歳から中学校3年生

までの医療費助成、第三子以降の給食費無償化など親も子

も安心して暮らせるよう手厚い支援体制を整えています。

子育て・教育の紹介 はぐのんの 美幌藤幼稚園 子育てと学習も全力サポート

美幌藤幼稚園認定こども園

はぐのんの美幌町子育て世代包括支援センター 子育てと学習も全力サポート

子育て中の方々に、あそび場の提供や出会いの場！！ 話し

合える場！！ 相談の場！！を提供しながら仲間作り！！お友達

作り！！をし、子育てを楽しんでいただけるようお手伝いを

していきます。 

子育て支援センター「ぽかぽか」

テレビやインターネットなどの発展によって、活字離れや

読書離れが進む中で、10ヶ月児、3歳児、小学校入学（0

歳、3歳、6歳）の3回、本をプレゼントしています。

子ども未来絵本036 事業

木のおもちゃと触れ合い、豊かな心を育みながら遊ぶこ

とのできる子育て支援施設「きてらす」、さらに赤ちゃん

の誕生を記念した植樹を毎年開催しており、独自の木育

の取り組みと支援を行っています。

木育への取り組み

子育て・教育の紹介
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希望に合わせた働き方が選べます。

企業や店への就職、起業、就農などお一人おひとりの

希望に合わせた働き方が叶います。

びほろで働く びほろで就職したい

関係機関が連携して、

全力で仕事探しをサポート

美幌町で、どんな仕事に就けるんだろう。

美幌町は、農業・林業が盛んなまち。直接1次産業に関わる

仕事をはじめ、食品加工業や飲食店など幅広い業種での

求人があります。また、ご自身で起業したり、新規就農した

りなど、夢やご希望の数だけ可能性というフィールドがこ

のまちには広がっています。

まずは、お気軽にご相談ください。美幌商工会議所・ハロー

ワーク・美幌町が連携して、全力でサポートいたします。

専門の研修施設・育成体制を整え、すでに多くの新規就農

者を送り出している「みらい農業センター」が、いつでも相

談に応じています。

また、美幌町では農業に興味があり、農作業を体験してみ

たいという女性を対象に「農業体験実習生」を受け入れて

います。

びほろで起業したい びほろで農業をはじめたい

びほろで農業をはじめたいびほろで就職したい

自分の夢を実現するために起業を考えている方のため

に、美幌町では補助金制度をご用意しています。

計画書の作成方法などについても、美幌商工会議所がサ

ポート。資金計画から開業までの道のりを共に歩みます。

びほろで起業したい

起業家支援事業
起業に要する経費について幅広く対応出
来る補助金制度です。

店舗の経営力強化の支援
店舗のリフォーム費用の２分の１を支援
します。

起業後の店舗の家賃支援
店舗家賃の２分の１を支援します。

びほろで働く

農業体験の支援
女性を対象とした農業研修生に研修中の日当
や旅費を支援します。

新規就農の支援
新規に就農を開始するための必要な資金を
支援します。

農
業
支
援
制
度

起
業
支
援
制
度
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びほろの家 家賃相場と地価相場 移住体験住宅

びほろの家

美幌町は、陸上自衛隊の駐屯地や全国区企業の美幌工場をはじめ大きな事業所がたくさんある

ので、人口1.9万人弱のまちにしては賃貸物件が豊富です。将来的に住宅の購入を考えている方

も、まずは賃貸物件で美幌町の暮らしを体験されてはいかがでしょうか。

まちの規模以上に豊富な賃貸物件・公営住宅

広さや築年数、リフォームの有無などによって多少の

幅はありますが、お一人さま向けのワンルームから

ご家族でゆったり暮らせる3LDKまでの家賃相場は、

右の表のようになっています。住宅地の平均坪単価

は、2万円以下です。都市圏の相場と比較すると格段

に安いので、長く定住することをお考えの方には住

宅の購入・新築もおすすめいたします。

家賃相場と地価相場

移住体験住宅

首都圏と比べると格安です！

短期間の体験希望者向けに1泊から宿泊できる民泊タイプ、長期での体験希望者にぴったりの1か月からご利用

いただけるマンスリー賃貸タイプの2タイプをご用意。ご希望やニーズに合わせてお選びいただけます。他にも、

民間で運営している民泊や賃貸物件もあります。

ご希望に合わせて選べる体験住宅をご用意

3.9 ～万円 4.2万
円ワンルーム

※築年数により異なります

4.5 ～万円 6.2万
円1LDK

※築年数により異なります

4.5 ～万円 7.6万
円2LDK

※築年数により異なります

7.0 ～万円 8.0万
円3LDK

※築年数により異なります

2021年
リフォーム
済み

家電・家具つきで
荷物は最小限

長期滞在も
可能です

詳しくは次のページへ
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※5泊以上60泊以内のご利用となります。
※料金詳細は美幌町移住定住情報サイトを
　ご覧ください。
　http://bihoro-iju.com/

町所有の体験住宅

2015（平成27）年にリフォームした美幌町が唯一所

有する物件です。低料金で利用できるので、お手軽な

びほろ暮らし体験を希望される方にオススメです。

閑静な住宅街と自然のバランスが抜群

物件概要
所在地：北海道網走郡美幌町字東4条南4丁目16番地の31
間取り：3LDK
面積：68.04㎡
建築年：昭和62年・平成27年　一部リフォーム
建物構造：木造平屋
契約形態：5泊から最大60泊までの利用申請に基づく許可

東1条民泊住宅

2021（令和３年）にリノベーションしたばかりの民間オー

ナー様所有の民泊物件。１泊からご利用できますので、短

期間で体験を希望される方にオススメです。

部屋の窓から美幌町内を一望できる

物件概要

所在地：北海道網走郡美幌町字東１条南５丁目７番２
間取り：１LDK
面積：49.89㎡
建築年：昭和43年・令和3年リノベーション
建物構造：木造平屋
契約形態：1泊から最大180泊までの住宅宿泊事業法に基づく宿泊利用

※1泊以上180泊以内のご利用となります。
※料金詳細は美幌町移住定住情報サイトを
　ご覧ください。
　http://bihoro-iju.com/
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野崎マンスリー賃貸住宅

2021（令和３年）にリノベーションしたばかりの民間オー

ナー様所有のマンスリー賃貸物件。１か月からご利用できま

すので、長期間で体験を希望される方にオススメです。

物件概要

所在地：北海道網走郡美幌町字野崎13番地76
間取り：4LDK
面積：84.24㎡
建築年：昭和48年・令和3年リノベーション
建物構造：木造2階建て
契約形態：1か月からの借地借家法に基づく賃貸契約による利用

青山北マンスリー賃貸住宅

2021（令和３）年にリノベーションしたばかりの民間オー

ナー様所有のマンスリー賃貸物件。1か月からご利用でき

ますので、長期間で体験を希望される方にオススメです。

利便性の高い生活体験ができる

北海道らしい広大な農村風景が隣接

物件概要

所在地：北海道網走郡美幌町字青山北38番地2
間取り：4LDK
面積：76.54㎡
建築年：昭和47年・令和3年リノベーション
建物構造：木造2階建て
契約形態：1か月からの借地借家法に基づく賃貸契約による利用

※1カ月以上1年以内のご利用となります。
※料金詳細は美幌町移住定住情報サイトを
　ご覧ください。
　http://bihoro-iju.com/

※1カ月以上1年以内のご利用となります。
※料金詳細は美幌町移住定住情報サイトを
　ご覧ください。
　http://bihoro-iju.com/
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美幌林業館「きてらす」
JR美幌駅の2階にある美幌林業館「き

てらす」は、木育ひろばとして子どもた

ちが遊べる木の道具がいっぱいです。

リリー山スキー場
そり滑りコースもあるので、北国の暮

らしが初めてのお子さんも安心してス

キーや雪遊びに熱中できます。

びほろエコハウス
美幌町の木材をふんだんに使った美し

い外観がひときわ目を引きます。8名ま

で宿泊できる１棟貸切りの施設です。

大正橋スケートリンク
１周400ｍのリンクで毎年12月下旬か

ら翌年2月中旬頃までオープンし、どな

たでも無料で楽しめます。

ハローワーク美幌
おひとりおひとりにあった仕事が見つ

かるよう、ご相談しながら仕事の紹介

を行っています。

クリーンスター美幌店スーパーアークス美幌店コープさっぽろびほろ店シティびほろ店

ツルハドラッグ美幌店 サツドラ美幌稲美店サツドラ美幌栄町店ツルハドラッグ美幌新町店

スーパー スーパー スーパー

ドラッグストア ドラッグストア ドラッグストア ドラッグストア

ランドリー・クリーニング

美幌町お役立ちMAP

1 2 3 4

5 6 7 8
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LIFE IN BIHORO
ヨガをはじめとした町民のアクティブ

で健康的なライフスタイルを応援する

施設です。

峠の湯びほろ
丸太材を梁に使った全道一の大ドーム

温泉施設は、天井が高くて、ゆったりと

した空間。のんびりくつろげます。

美幌峠
美幌町最大の観光地である美幌峠は

「天下の絶景」と謳われており、毎年多

くの観光客で賑わいます。

せせらぎ公園
旧鉄道跡地を利用した公園で全長約

4kmの遊歩道は森林浴やウォーキング

を楽しめます。

しゃきっとプラザ
健康増進をはじめとした複合施設で、

町民の健康と生きがいづくりをお手伝

いする活動拠点です。

美幌町立国民健康保険病院

病　院

認定子ども園　美幌大谷幼稚園

幼稚園

認定子ども園　美幌藤幼稚園

幼稚園

美幌郵便局

金融機関

JAびほろ

金融機関

北洋銀行

金融機関

網走信用金庫

金融機関

北見信用金庫

金融機関

13 14 15 16

1110 129



資料請求
移住相談窓口

総務部 政策課政策統計グループ
〒092-8650 北海道網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地 

TEL：0152-77-6529　　FAX：0152-72-4869
E-mai l：seisakug@town.bihoro.hokkaido.jp

http://bihoro-iju.com/

2021年３月発行


