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仁木町民

移住パンフレット



※本パンフレットに記載している各種制度については、年度ごとの見直し等の理由により変更となる場合
がございます。詳細や現状の実施有無については、担当部署へ直接お問い合わせください。

ようこそ、
北海道仁木町へ

仁木町は、農業を基幹産業とする自然豊かなまちです。

さくらんぼ・りんご・ぶどう・トマト・お米などの農作物を栽培してい

るほか、最近ではワイン産業も発展し、町内ではワイナリーの建設が進ん

でいます。

また、就農や移住施策の取組も推進しており、新規就農者に対するサ

ポートや移住者の住宅整備に対する補助、子育て世代への支援など、様々

な制度・体制を整備しています。

“雄大な自然の中で、おいしい空気と水に囲まれながら、

のどかな日々を送る”

あなたが理想としている田舎暮らしをここ仁木町でかなえませんか？
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仁木町

（倶知安町）

（小樽市）

（札幌市）

仁木町って
どんなところ︖

仁木町は北海道南⻄部、積丹（しゃこたん）半島
の付け根の位置にあり、北は余市町、東は⾚井川村、
⻄は古平町、南には共和町及び倶知安町とそれぞれ
境を画し、道央圏に近接しています。

＊北緯43度8分 ＊東経140度46分

＊小樽市から 24km 約40分（⾃動⾞）
＊札幌市から 58km 約１時間３0分（⾃動⾞）

※後志⾃動⾞道利⽤の場合は、札幌⻄ＩＣから約45分
＊倶知安町から 40km 約50分（⾃動⾞）
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※後志⾃動⾞道利⽤の場合、札幌⻄ＩＣ
から約４５分



【人口】 人口3,427人（1,677世帯）＊令和元年10月１日現在 住⺠基本台帳より
【面積】 総面積167.96k㎡ 農耕適地20.99k㎡（総面積の12.5％）
【町章】

外郭は雪の結晶で北海道の形と仁木の「木」の字を表し、
中央は仁木の「仁」の字を表しています。

この⼆つの組合せで北海道仁木となり、仁の円形は果実
（農業）の意味を表し、三角形は水稲を表しています。

移住者インタビュー

然別在住／藤丸さん
中学⽣までの医療費無料や、多⼦世帯の保育料

軽減は、⼦育て世帯の私たちにとって大変助かり
ました。⼦どもたちには、仁木町の自然豊かな環
境でのびのびと育ってほしいです。

２

大江在住／上原さん
就農を目指して農地を探しているときに、仁木

町を⾒つけました。役場職員の皆さんも親⾝に相
談にのってくれたので大変心強かったです。とて
も住みよい町で、就農して数年経ちますが楽しく
暮らしています。

北町在住／鈴木さん
地域おこし協⼒隊としてワイナリーの設⽴を目

指し夫婦で移住しました。北海道に暮らすという
憧れをかなえることができて、嬉しく思うととも
に、今後は、おいしいワインを作れるよう努⼒し
ていきたいです。

イメージキャラクター
ニキボー



仁木町の四季
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長い冬が終わり雪解けとともに蕾が芽

吹く春。桜や果物・野菜など、たくさん
の花が町内に咲き誇ります。

咲いた花が実になり、やがておいしい
果物や野菜が育つ夏。さくらんぼなどの
果物狩りは連日たくさんの観光客で賑わ
います。

紅葉で鮮やかに彩られる秋。収穫イベ

ントの一つである「うまいもんじゃ祭り」
などが行われます。

白銀の世界が一面に広がる冬。町民ス

キー場でスキーやスノーボードが楽しめ
ます。銀山地区のイベントで作られる手
作りランタンも幻想的です。

資料︓北後志消防組合仁⽊⽀署

降水量 最 大 積 雪 平均風速

平 均 最 高 最 低 ㎜ ｃｍ ｍ / ｓ

平成30年 8.6 34.5 -17.0 100.6 118 2.5

1 -3.5 4.9 -17.0 76.5 104 2.4

2 -5.1 3.7 -15.1 39.0 118 2.3

3 1.6 15.4 -11.1 85.5 108 2.8

4 7.6 25.6 -1.3 26.5 20 3.3

5 12.2 28.0 2.5 62.5 0 2.5

6 16.3 30.2 7.0 116.0 0 2.6

7 20.8 34.5 10.4 207.5 0 1.9

8 20.6 30.9 12.2 203.0 0 2.2

9 17.2 29.5 7.6 59.0 0 2.6

10 11.5 21.3 2.0 139.0 2 2.9

11 5.4 16.8 -5.8 80.5 12 2.3

12 -1.9 13.0 -11.2 112.0 60 1.7

月
　　　　　気　　　　　温　　　　（℃）

1月 2月 ３月 1月 2月 ３月

平成26年度 96 100 44 128 135 89

平成27年度 72 86 12 97 102 12

平成28年度 86 92 64 101 102 60

平成29年度 106 108 20 132 145 25

平成30年度 74 68 2 100 98 22

年度
仁木地区 銀山地区

資料︓企画課

気象概況

積雪量（月末時点） (cm)



仁木町は、余市町を隔てて石
狩湾に面しているため、対⾺暖流
の影響を受け四季を通じて温暖多
湿、そのうえ、東⻄の⼭々が自然
の防風壁となって強風も少なく、
豪雪地帯に指定されていますが、
根雪期間は短く、霜も少ないので
農作物の栽培に適しています。か
んきつ類などの南国産を除いてほ
とんどの作物が栽培可能な気候条
件にあります。

４
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新たに農業を始める皆様を支援します
仁木町は、札幌から⾞で９０分程の距離にありながら、豊かな自然に囲まれ、災

害も少なく、温暖な恵まれた気候風土から、様々な野菜や果樹が⽣産されています。

古くから果樹の⽣産が盛んで、桜桃（さくらんぼ）、⽣食用ぶどう、プルーンの
作付け及び⽣産量は道内一を誇っています。

また、ミニトマトも道内一の作付け、⽣産量を誇り、全国でトップクラスのブラ
ンド産地として消費者から高い評価をいただいています。

果樹、ミニトマト、ワイナリーをはじめ特色ある農業が展開されている「仁木
町」で皆さまも一緒に活躍してみませんか︖

仁木町の恵まれた気候風土は果物や米、野菜の栽培にも適しています。

ミニトマト（6月中旬から11月上旬）

さくらんぼ（6月中旬から8月中旬）

仁木町は名実ともに北海道一のさくらんぼ産地です。
初夏には色鮮やかで甘みの豊かなさくらんぼを町内のあちこちで⾒ることが

できます。

ぶどう（8月中旬から10月下旬）

仁木町は北海道でも有数のぶどう産地です。
仁木町産のぶどうは⽣食用だけでなく、ワイン原料にも適しており、近年は

ワイン産業の振興にも⼒を⼊れています。

仁木町産ミニトマトは、今や仁木町農業の中心的な存在であり、その甘みと
酸味のある豊かな味わいは、全国的な人気を集めています。

仁木町の作物



仁木町の主な農作物の収穫時期（露地栽培・ハウス栽培）
収穫時期（目安）

アスパラガス
いちご

ミニトマト
さくらんぼ

スイートコーン
ラズベリー
かぼちゃ

ブルーベリー
プルーン
パプリカ
ぶどう
もも
そば

⻄洋梨
米

りんご

3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
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りんご（10月下旬から12月中旬）

ブルーベリー（7月下旬から9月上旬）

プルーン（8月上旬から10月下旬）

米（9月中旬から10月中旬）

りんごは明治時代から⽣産されており、仁木町の歴史を象徴する果実です。
⻑年培われた栽培技術は、他の果樹栽培にも活かされています。

豊富なビタミンやミネラルを含むブルーベリーの健康効果が注目されてお
り、仁木町でも⽣産されています。仁木町産ブルーベリーを原料としたワイ
ンも人気です。

適度な甘さと酸味が特徴のプルーン。ビタミンやミネラル、鉄分などが
豊富に含まれ、健康食品としても人気です。

仁木町は、大江地区、銀⼭地区を中心にミネラルを含む沖積土壌の田園が
広がり、作付面積は道内シェア0.4％と僅かですが、良食味米の産地として
高い評価をいただいています。

＊参考資料＊



観光農園 道内有数の果樹産地である仁木町には、観光果
樹農園がたくさんあり、春から秋にかけて、旬な
果物が訪れる人を楽しませているとともに、果物
狩りなどを通して農業体験学習の機会になってい
る点も観光客にとっての大きな魅⼒となっていま
す。

新鮮な果物を求めて、毎年、日本全国はもとよ
り、海外からもたくさんの観光客が訪れています。

問合せ︓産業課農政係（0135-32-2515）
農業委員会 （0135-32-3952）

農業次世代人材投資事業（経営開始型）

50歳未満を対象に年間最⼤150万円（最⻑５年間）の給付⾦を受け取ることができます。

農地紹介
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新規就農者施設園芸促進ハウス新設補助事業

施設⽤野菜のパイプハウスを新設する新規就農者に対し、最⼤３分の２の補助⾦を交付し
ます。

仁⽊町新規就農者⽀援事業奨励⾦交付

新たに農業を開始する目的で仁木町に居住し、農地取得後1年を経過し引き続き農業を⾏う
方に助成します。
＊0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の農地取得は10万円の助成
＊0.3ヘクタール以上の農地取得は20万円の助成

農業担い⼿育成⽀援制度

50歳未満で新たに農業経営を開始し、仁木町に居住し農地を取得後１年経過した方に50万
円、また、50歳未満の方が農業後継者として仁木町に居住し農業に従事して5年経過した方
に50万円を支給します。※どちらも事前に町の就農計画書の認定が必要

農業委員会では、新おたる農業協同組合と連携して、所有者が売却や賃貸を希望している
農地の情報を管理しています。農業委員会へお越しいただければ、希望の営農条件に合った
農地を探すお手伝いをしますので、お気軽にご相談ください。

ワイン産業 仁木町では、古くからワイン用ぶどうの栽培が
⾏われ、良質な原料が⽣産されています。

この資源を活用し、町内には多くのワイナリー
やヴィンヤードが誕⽣しています。

また、平成29年12月には「ワイン特区」の認
定を受け、小規模なワイナリーの起業が容易とな
るなど、今後も多様な担い手の参⼊が期待されて
います。
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仁木町内には、町営住宅や⺠間アパート等の賃貸物件があるほか、仁木町への定住を希望される
⽅を対象として、新築⼜は建売住宅の購⼊、中古住宅のリフォームに対し助成する制度があります。

定住促進新築住宅取得補助事業(企画課未来創⽣係︓0135-32-3953）

新築⼜は建売住宅を購⼊する移住者、⼦育て世帯（中学⽣以下の⼦どもがいる）⼜は若年世帯
（50歳以下）に対し200万円を補助します。

（※取得価格1,000万円以上など諸要件を満たす必要あり）

定住促進住宅改修補助事業(企画課未来創⽣係︓0135-32-3953）

自らが所有⼜は居住する予定の住宅を改修する移住者、⼦育て世帯（中学⽣以下の⼦どもがい
る）、若年世帯（50歳以下）に対し100万円を補助します。

（※改修費用500万円以上など諸要件を満たす必要あり）

合併処理浄化槽設置整備事業(住⺠課環境衛⽣係︓0135-32-2513）

新たに合併処理浄化槽を設置しようとする⽅、既存の単独処理浄化槽を撤去して、新たに合併
処理浄化槽を設置しようとする⽅に対し補助します。

【補助限度額】5人槽…959,000円 6〜7人槽…1,105,000円 8〜10人槽…1,356,000円



夜間にお子さんの体調が心配になったら・・・

夜間に小児科医・看護師が電話相談にのってくれます。
北海道小児救急電話相談（夜7時〜翌朝8時）
⋿011-232-1599（短縮ダイヤル⋿＃8000）

急病・けがなどで受診可能な医療機関をお探しのときは

急病の際に必要な医療機関情報を迅速に得ることができ、広域災害時にも情報発信を⾏います。
北海道救急医療広域災害情報システム（24時間対応・医療相談は不可）
⋿0120-20-8699（携帯からは⋿011-221-8699）

名称 助成 概要 担当 電話番号（0135）

不妊治療費・不育治療費の助成 〇
 不妊治療⼜は不育症治療を受けている⽅に対し治療費の一部を助成し
ます。

ほけん課

妊婦検診に係る費用の助成 14回分
 厚⽣労働省が定める出産までに必要な妊婦健康診査に係る費用を助成
します。（受診券の交付）

ほけん課

⺟⼦栄養食品の⽀給 〇  所得に応じて妊婦・産婦・乳児に牛乳券を⽀給します。 ほけん課

医療費無料 〇
 中学校終了前（15歳に達する日以降の最初の3月31日）まで、医療費
が無料となります。

ほけん課

出産祝⾦ 10万円  ３人目以降のお⼦さんが⽣まれた⽅に対して祝⾦を⽀給します。 住⺠課

保育料の負担軽減 〇
 町独自で国基準よりも保育料を低く設定しているほか、多⼦世帯の保
育料を軽減します。

住⺠課

チャイルドシート購⼊助成 半額
 ６歳未満の幼児がいる保護者に対しチャイルドシート購⼊にかかった
費用を助成します。(1万円まで)

総務課 32-2511

学校給食費補助⾦交付事業 〇

 仁木町内に住所を有する児童⽣徒が２人以上いる保護者の経済的負担
（学校給食費）を軽減することにより、⼦育て⽀援を推進します。
＊２人目の児童⽣徒…学校給食費半額
＊３人目以降の児童⽣徒…学校給食費無料

教育委員会 32-3955

仁木町⼦ども体験塾 無料
 様々な体験をさせるイベントを企画し、⼦どもたちの体⼒向上や⾒識
を広めるとともに、地域との交流や友情と親睦を図ることを目的として
６月から３月まで全10回の講座を開催しています。

教育委員会

ブックスタート事業 本を⽀給  ６か月児と１歳６か月児の乳幼児健診の際に絵本を２冊⽀給します。 教育委員会

⼦ども向け英会話教室 無料
 小学⽣を対象に、外国語指導助手（ＡＬＴ）が講師となり毎月２回程
度開催しています。

教育委員会

日本スポーツ振興センター掛⾦助成 全額助成  日本スポーツ振興センター掛⾦を全額助成します。 教育委員会

各種大会参加経費助成 〇
 文化・スポーツ等の全道・全国大会参加経費を一部助成します。
【助成対象経費】参加費、宿泊費、交通費

教育委員会

ジュニアスキーヤーシーズン券⽀給
事業

スキー場リフトの
無料開放

 仁木町内の小学校に通学する１年⽣を対象に、仁木町⺠スキー場のリ
フトを無料開放します。

教育委員会

高等学校⽣徒通学費等補助⾦
月額

1,500~8,000円
 仁木町に住⺠登録している⽣徒の通学費、学費負担者が仁木町に住⺠
登録している⽣徒の下宿費を補助します。

教育委員会

32-2514

32-2513

32-3621
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仁木町では様々な⼦育て⽀援や少年教育に関する事業等を実施しています。詳細は次のとおりです。

町内の病院 森内科胃腸科医院（0135-32-3455） 平日（9:00〜12:00/14:00〜17:00） 土曜日（9:00〜12:00）

町内の⻭科医 森川⻭科医院（0135-32-3653） 平日（9:00〜17:00）土曜日（9:00〜12:00）

〃 仁木フルーツの⾥⻭科（0135-32-3744） ⽕曜日〜土曜日（9:30〜12:00/13:00〜18:00）

総合病院 余市協会病院（0135-23-3126）（余市町） 小児科、産婦人科（毎月隔週水曜日午前のみ受診可能、出産不可）、内科、外科など

〃 小樽協会病院（0134-23-6234）（小樽市） 仁木町より⾞で40分。小児科、産婦人科（出産可）、内科、外科など

近隣で出産可能な医療機関 おたるレディースクリニック（0134-25-0303）（小樽市） 仁木町より⾞で38分。

近隣で出産可能な医療機関 俱知安厚⽣病院（0136-22-1141）（倶知安町） 仁木町より⾞で41分。

町内及び近隣市町村の医療機関
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子ども会

【仁木町⼦ども会連絡協議会加盟の⼦ども会（３団体）】
中央一⼦ども会、中央五⼦ども会、銀⼭⼦ども会

少年団

【仁木町スポーツ少年団本部加盟のスポーツ少年団（８団体）】

仁木剣道スポーツ少年団、仁木野球スポーツ少年団、仁木水泳スポーツ少年団、銀⼭ソフトボー
ル少年団、銀⼭剣道スポーツ少年団、仁木アルペンスポーツ少年団、仁木陸上スポーツ少年団、
仁木バドミントン少年団

【その他（１団体）】

仁木フルーツ合唱団

体育団体

【仁木町体育協会加盟の体育団体（11団体）】

バドミントン協会、剣道連盟、スキー連盟、軟式野球連盟、柔道会、弓道会、卓球協会、ソフト
ボール協会、ゲートボール協会、寒カンゴルフ協会、パークゴルフ協会

文化団体

【仁木町文化連盟加盟の文化団体（14団体）】

囲碁愛好会、陶芸愛好会、阿波踊り仁木連、銀⼭歌謡愛好会、いけばな愛好会、銀⼭吟詠会、
大正琴みすず会、若鮎太⿎郷土芸能保存会、わらべ唄の会、YOSAKOIソーラン「舞仁咲乱」、
仁木混声合唱団、舞コスモ会、カメラクラブ、絵手紙サークル「あじさいの会」

ふるさとまちづくり協働事業(企画課未来創⽣係︓0135-32-3953）

地域におけるコミュニティの充実、
地域内の連携活動を⽀援することを
目的に、主体的に⾏われる公益性の
高いまちづくり事業を実施する町内
会やボランティアを⾏うグループに
対して、30万円を上限に補助します。
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名称 助成 概要 担当 電話番号（0135）

⻑寿祝⾦ 10万円  仁木町に20年以上住所を有している満100歳に達した⽅に対して祝⾦を⽀給します。 住⺠課

ふれあい収集事業 無料
 高齢や障がい等の理由により、家庭廃棄物の排出が常時困難であると町⻑が認めた⽅に
対し、⼾別に訪問しごみの収集を⾏います。

住⺠課

やすらぎ大学事業 無料
仁木町内に住所を有している60歳以上の⽅を対象に、各種文化事業を月１回程度開催して
います。

教育委員会 32-3621

ハートコール事業 無料
 高齢者の単⾝世帯⼜は高齢者のみの世帯に週2〜3回電話をし、安否確認や相談対応をし
ます。

ほけん課

家族介護⽀援特別事業 〇

 要介護4,5の高齢者と同居し、在宅で介護されている町⺠税⾮課税世帯を対象に以下の
⽀援をします。
＊介護用品⽀給事業【⽀給限度額（月額︓8,350円）】
 オムツなどの介護用品の購⼊助成券を交付
＊家族介護慰労事業【⽀給慰労⾦額（年額︓10万円 ）】
 介護保険サービスを利用しないで、在宅で家族を介護された世帯に対して、慰労⾦⽀給
(1年間、介護保険サービスを利用していないこと。ただし、1週間のショートステイを除
く)

ほけん課

外出⽀援サービス事業
月2回まで
片道290円

 介護保険で自⽴⼜は要⽀援と判断され、公共交通機関の利用が困難な利用者を対象に、
自宅から余市町までを限度に病院や福祉サービス施設、基本的日常⽣活に必要な買い物等
への送迎を実施します。

ほけん課

緊急通報サービス事業 無料

 おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯で、⾝体が病弱なため
緊急時に機敏に⾏動することが困難な⽅やひとり暮らしで突発的に⽣命の危険が発⽣する
持病のある高齢者や障がいのある高齢者を対象に、緊急事態を簡単に通報できる安否セン
サー（⽞関・居間・寝室）を貸し出し、24時間体制で⾒守りを実施します。

ほけん課

配食サービス事業
週3回まで
1食550円

 高齢者のみの世帯で、調理が困難、栄養改善が必要な高齢者に対して、⼣食(お弁当)の
配食を実施します。

ほけん課

除雪サービス事業 1回290円
 高齢者の単⾝世帯⼜は高齢者のみの世帯で除雪が困難な⽅を対象に、⽞関から公道まで
1メートル程度の幅で除雪を実施します。

ほけん課

高齢者肺炎球菌ワクチン
接種費用の助成

自己負担額
2,700円

【対象】
＊当該年度において、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる⽅
＊60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免
 疫機能に障害を有する⽅

ほけん課

高齢者肺炎球菌ワクチン
接種費用の助成

自己負担額
3,600円

 満65歳以上の⽅のうち、予防接種法に基づく定期対象者以外の⽅に対し、費用の補助を
⾏います。

ほけん課

⽣きがい活動⽀援通所
事業

1回410円
(昼食550円)

 介護保険で自⽴と判断された、ひとり暮らし⼜は家に閉じこもりがちな高齢者を対象に
デイサービスセンターにおいて⼊浴日常⽣活訓練や趣味活動などのサービスを提供しま
す。

ほけん課

32-2514

32-2513
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私有道路除雪事業補助⾦（建設課土木係︓0135-32-2516）

仁木町が道路除雪をしていない私有道路について、⽣活道路確保を目的に克雪活動を実施している住⺠に対
し補助⾦を交付します。（※除雪延⻑18ｍなど諸要件を満たす必要あり）

重度心⾝障がい者医療費助成（ほけん課国保医療係︓0135-32-2514）

心⾝に重度の障がいのある⽅に対して、医療費自己負担額の一部を助成します。
《対象となる⽅》
(1) ⾝体障害者手帳の1級、2級または3級をお持ちの⽅

※ただし、心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸もしくは小腸の機能障害またはヒト免疫
不全ウイルスによる免疫機能の障害に限る

(2) 知的障がいのある⽅で「A」と判定された療育手帳をお持ちの⽅または重度の知的障がいと判定
（診断）された⽅
(3) 精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する⽅

※65歳以上の⽅は、後期高齢者医療保険に加⼊した場合のみ受給対象

商⼯業振興資⾦融資に関わる保証料補助制度（産業課商⼯観光振興係︓0135-32-3951）

運転資⾦として借⼊した融資額5,000万円以内の保証料の10％以内を限度として補助します。

インフルエンザワクチン接種費用の助成（ほけん課保健係︓0135-32-2514）

満１歳以上の町⺠の⽅に、インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。（自己負担額1,000円）
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＊仁木町⼭村開発センター（体育施設）
利用時間︓9︓00-22︓00
休 館 日 ︓毎週月曜日及び12/30〜翌１/５
住 所︓⻄町1-52-2 

電 話︓0135-32-3622
料 ⾦︓中学⽣以下無料、高校⽣50円、

一般100円（一回一日利用）

午前 午後 夜間 全日
９〜12時 12〜17時 17〜22時 ９〜22時

集会室
（アリーナ） 1,500 ¥10,130 ¥18,340 ¥30,200 ¥49,880

研修室
（格技室） 150 ¥1,830 ¥3,010 ¥4,190 ¥7,680

研修室 20 ¥630 ¥950 ¥1,180 ¥2,360

室名 定員
（人）

定員(人） ９〜12時 12〜17時 17〜22時 ９〜22時 60分以内毎
ホール、ステージ 500 ¥5,960 ¥9,950 ¥9,950 ¥25,860 ¥1,980
控室 10 ¥300 ¥520 ¥520 ¥1,340 ¥100
会議室 36 ¥930 ¥1,560 ¥1,560 ¥4,050 ¥300
視聴覚室 54 ¥930 ¥1,560 ¥1,560 ¥4,050 ¥300

18 ¥930 ¥1,560 ¥1,560 ¥4,050 ¥300
24 ¥1,250 ¥2,080 ¥2,080 ¥5,410 ¥410

室名
多目的文化
ホール
交流
ホール

和室１
和室２

＊仁木町⺠センター（文化・集会施設）

利用時間︓9︓00-22︓00
休 館 日 ︓毎週月曜日及び12/30〜翌１/５
住 所︓⻄町1-36-1
電 話︓0135-32-3958（図書室受付）

＊仁木町交流センターいきいき８８（公衆浴場・集会施設）
利用時間︓10︓00-21︓00

（⼊浴時間14︓00-20︓30）
休 館 日 ︓毎週月曜日

住 所︓北町1-88-1
電 話︓0135-32-2650
料 ⾦︓ホールのみの⼊館、及び未就学児は無料

使⽤料区分 料⾦
高齢者（65歳以上） ¥300
大人（高校生以上） ¥410
中人（中学生） ¥300
小人（小学生） ¥150
高齢者（65歳以上） ¥3,080
大人（高校生以上） ¥4,110
中人（中学生） ¥3,080
小人（小学生） ¥1,540

個人

回数券
（12回）

⼊館料
（幼児無料）

＊仁木町⺠センター図書室

利用時間︓⽕〜⾦ 9︓00-21︓00
土・日 9︓00-17︓00

貸出冊数︓1人5冊（道図書も含む）
貸出期間︓3週間以内

休 館 日 ︓毎週月曜日及び12/30〜翌１/５
住 所︓⻄町1-36-1（仁木町⺠センター内）
電 話︓0135-32-3958
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＊大江コミュニティセンター（大江へき地保育所併設）
利用時間︓9︓00-22︓00
休 館 日 ︓毎月第１・第３木曜日、

第２・第４日曜日及び12/31〜翌１/４

住 所︓大江1-345-1
電 話︓0135-32-3452

使⽤料
部屋の種別（定員） 時間区分 使⽤料

９︓00〜12︓00 ¥1,420
12︓00〜17︓00 ¥2,500
17︓00〜22︓00 ¥3,370
９︓00〜22︓00 ¥6,510
超過加算額 ¥490

９︓00〜12︓00 ¥710
12︓00〜17︓00 ¥1,130
17︓00〜22︓00 ¥1,410
９︓00〜22︓00 ¥2,940
超過加算額 ¥220

９︓00〜12︓00 ¥490
12︓00〜17︓00 ¥790
17︓00〜22︓00 ¥950
９︓00〜22︓00 ¥2,090
超過加算額 ¥150

集会室（130人）

会議室（25人）

調理室（15人）

＊銀⼭⽣活改善センター
利用時間︓9︓00-22︓00
休 館 日 ︓毎月第１・第３木曜日、

第２・第４日曜日及び年末5日間

住 所︓銀⼭2-470
電 話︓0135-33-5004

室名 定員（人） ９〜12時 12〜17時 17〜22時 ９〜22時
集会室 250 ¥1,930 ¥3,760 ¥5,700 ¥9,920
図書小会議室 20 ¥630 ¥850 ¥1,180 ¥2,260
研修室（和室） 30 ¥850 ¥1,180 ¥1,380 ¥2,790
調理実習室 20 ¥630 ¥850 ¥1,180 ¥2,260

室名 定員（人） ９〜12時 12〜17時 17〜22時 ９〜22時
集会室 90 ¥1,380 ¥1,830 ¥2,030 ¥4,420
調理実習室 15 ¥520 ¥750 ¥950 ¥1,930
研修室 10 ¥420 ¥520 ¥630 ¥1,180
２階研修室 20 ¥630 ¥850 ¥1,180 ¥2,260

＊然別⽣活館
利用時間︓9︓00-22︓00
休 館 日 ︓毎月第１・第３木曜日、

第２・第４日曜日及び年末5日間

住 所︓然別95
電 話︓ありません
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＊仁木町⺠スキー場
営業期間︓12月下旬で教育委員会が定める日〜3月第１日曜日（このうち滑⾛可能な期間）
住 所︓大江1-87-4 電 話︓0135-32-3661

スキーリフト使⽤料
種別 ⾦額 有効期間

大人 ¥150
小人 ¥100
大人 ¥1,580
小人 ¥1,050
大人 ¥940
小人 ¥620
大人 ¥2,140
小人 ¥1,380
大人 ¥1,180
小人 ¥850
大人 ¥1,280
小人 ¥850
大人 ¥750
小人 ¥530
大人 ¥18,370
小人 ¥11,980
大人 ¥13,560
小人 ¥8,740
大人 ¥7,050
小人 ¥4,700

＊小人は小学生以下

発売時の１シーズン

個人

団体
（20名以上）

個人

ナイターシーズン券
（16︓00－20︓00）

個人

区分

発売日当日限り

発売時の１シーズン

団体
（20名以上）

1回券

11回券

1日券
（9︓00－16︓00）

４時間券
（9︓00－20︓00
のうち4時間）

共通シーズン券
（9︓00－20︓00）

シーズン券
（9︓00－16︓00）

個人

個人

団体
（20名以上）

月曜日、⾦曜日、⼟曜日、日曜日、祝祭日 ９︓00－20︓00
火曜日、水曜日、⽊曜日 ９︓00－16︓00
12/31,1/1,最終日 ９︓00－16︓00
２月第２月曜日以降の平日 13︓00－20︓00

営業時間
通常営業

特別営業
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分類 問い合わせ先 電話（0135） 住所 メモ欄
総務課 32-2511 ⻄町１-36-１
財政課 32-2512 ⻄町１-36-１
企画課 32-3953 ⻄町１-36-１
住⺠課 32-2513 ⻄町１-36-１
ほけん課 32-2514 ⻄町１-36-１
産業課（農政係・農村整備係） 32-2515 ⻄町１-36-１
産業課（商工観光振興係） 32-3951 ⻄町１-36-１
建設課（⼟⽊係・建築係） 32-2516 ⻄町１-36-１
建設課（水道係） 32-3639 ⻄町１-36-１
教育委員会 32-3621 ⻄町１-36-１
出納室 32-3950 ⻄町１-36-１
農業委員会 32-3952 ⻄町１-36-１
議会事務局 32-3954 ⻄町１-36-１
仁⽊町山村開発センター 32-3622 ⻄町１-52-２
仁⽊町⺠センター図書室 32-3958 ⻄町１-36-１
大江コミュニティセンター 32-3452 大江１-345-１
銀山生活改善センター 33-5004 銀山２-470
高齢者福祉施設いきいき88(公衆浴場) 32-2650 北町１-88-１
然別生活館 ありません 然別95
大江へき地保育所 32-3453 大江１-345-１
銀山へき地保育所 33-5156 銀山２-459
にき保育園 32-3000 ⻄町１-52
仁⽊小学校 32-2013 ⻄町１-52-４
仁⽊中学校 32-2079 北町４-52
銀山小学校 33-5314 銀山２-446
銀山中学校 33-5223 銀山２-113
銀山児童館 33-5156 銀山２-459
仁⽊町学校給食センター 32-3955 ⻄町１-66-２
北海道芸術高校 48-5131 東町５-４-１
仁⽊フルーツの⾥⻭科 32-3744 北町２-１
森川⻭科医院 32-3653 北町１-６-７
森内科胃腸科医院 32-3455 北町１-６-２
余市協会病院（総合病院） 23-3126 余市町⿊川町19-１-１
小樽協会病院（総合病院） 0134-23-6234 小樽市住ノ江１-６-15 仁⽊町より⾞で40分。出産可能
おたるレディースクリニック 0134-25-0303 小樽市稲穂４-１-７ 仁⽊町より⾞で38分。出産可能
俱知安厚生病院 0136-22-1141 倶知安町北４条東１-２ 仁⽊町より⾞で41分。出産可能
新開レディースクリニック 0134-24-6800 小樽市稲穂２-９-11ツルハビル３階 仁⽊町より⾞で38分。
北海道小児救急電話相談（夜間） 011-232-1599
北海道救急医療・広域災害情報システム 0120-20-8699 「北海道救急医療」で検索（医療機関情報）
仁⽊郵便局 32-2080 北町４-69-２
銀山郵便局 33-5200 銀山２-67
然別簡易郵便局 32-2088 然別104
新おたる農業協同組合 32-2428 北町３-４
仁⽊町商工会 32-2689 ⻄町１-１
仁⽊町観光協会 32-2711 北町８-17
仁⽊町クリーンセンター 33-5210 ⻑沢⻄55-３
北海道信⽤⾦庫仁⽊⽀店 32-2181 北町１-29
大江学園 32-3662 大江２-457-15
銀山学園 33-5311 銀山２-134
障がい者相談⽀援センターにき 32-3793 大江１-371
デイサービスセンターえんれいそう 33-5777 銀山２-134
仁⽊町地域包括⽀援センター 32-3855 ⻄町１-36-１
仁⽊町社会福祉協議会 32-3959 ⻄町１-36-１
仁⽊⻑寿園（特別養護⽼人ホーム） 32-3585 北町８-40-４
北後志消防組合仁⽊⽀署 32-2644 ⻄町１-５
余市警察署仁⽊警察官駐在所 32-2015 北町６-25
余市警察署銀山警察官駐在所 33-5320 銀山２-521
仁⽊町⺠スキー場 32-3661 大江１-87-４
農村公園フルーツパークにき 32-3500 東町16-121
ふれあい遊トピア公園
（野球場・パークゴルフ場・テニスコート等）

32-3977 大江１

⾏政

公共施設

教育

福祉

楽しむ

医療

郵便

便利

保育

消防・警察

暮らしの連絡先



発行：北海道仁木町
発行年月：令和２年３月

〇移住に関しての問合せ
〒048-2492 北海道余市郡仁木町⻄町１丁⽬３６番地１
企画課未来創⽣係：０１３５−３２−３９５３




