
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道長沼町 

令和 2 年 6 月 

ひ と・緑 が か が や く  

田 園 と 交 流 の ま ち 
 

移住ハンドブック 



 

  



アクセス 

 

長沼町は札幌市から南東へ 32km、車で 1 時間以内の距離に位置

しています。北海道の空の玄関口、新千歳空港からも 29km（千歳市

中心部までは 28km）、車で約 30 分の距離です。 

最寄のＪＲ北広島駅へはバスで約 30 分。ＪＲに乗換えると札幌ま

で、快速列車で 17 分です。 

 

地勢と気候 
長沼町は北海道の中央、石狩平野の南東部に位置し、空知地方南部、南空知圏域に属します。東は馬

追丘陵をはさんで由仁町と、北東と北西は夕張川を境に栗山町、岩見沢市と、そして旧夕張川を境に南

幌町に接し、南から西にかけては千歳川などを境に千歳市、恵庭市、北広島市と接しています。 

長沼町の総面積は 168.52k ㎡で、南北 21.1km、東西 15.5km、東側に標高 100～280m の馬追

丘陵が連なっており、約 70%が田・畑・牧場となっています。馬追丘陵の近傍には高層な障害物がな

いので、石狩平野の地平線に沈む雄大な夕陽を望むことができます。 

気象は西部北海道気候区に属し、太平洋と日本海の影響を受けます。一年を通じておだやかな気候で

すが、春から夏にかけては太平洋から吹く冷たい偏東風の影響を受け、冬は日本海から西・北西の強い

季節風が吹き、にわかに多量の降雪をみることがあります。2019 年の気象状況をみると、年間を通じ

た平均気温は 7.9℃（最高 32.8℃、最低-19.9℃）、年間降雨量は 831.0mm となっています。 

北海道内主要都市からの距離 

令和 2 年 3 月 7 日に

道央圏連絡道泉郷道

路が開通したことに

より、新千歳空港から

長沼町へのアクセス

がさらに便利になり

ました！ 



 



 



 



 



 

タンチョウソフト 

長
沼
か
り
ん
と
う
饅
頭 

どぶろく 



 



住まいの情報 

（１）住宅情報 
長沼町では、空き家・空き地情報を収集し、町ホームページで移住を希望する方などに情報提供を行

う「長沼町空き家・空き地バンク制度」を設けております。ホームページでは物件の外観や間取りなど

を見ることができます。物件の売買又は賃貸を希望する場合は、希望者と所有者が直接交渉・契約をし

ていただくこととなります。 

 詳細については、長沼町ホームページ「空き家・空き地バンク」をご覧ください。 

  ⇒ https://www.maoi-net.jp/kurashi/jutaku/index.html 

 また、ホームページでは「町内アパート情報・町営住宅情報」も提供しています。空室状況や詳細に

ついては直接連絡先にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 合 先】 政策推進課企画政策係 電話：0123-76-8015 

 

（２）支援制度のご案内 

■ 住宅リフォーム助成制度 
【制度概要】 住宅の安全性・耐久性・居住性の向上と地域経済の活性化と移住定住の促進を図るため、

町内の方と転入者の方が町内業者を利用して行う住宅リフォーム費用の一部を助成 

【助成金額】 住宅リフォームに要した費用の 10～20％（30～50 万円を上限） 

【留意事項】 受付期間、制度詳細はお問い合わせください 

【問 合 先】 都市整備課建築係 電話：0123-76-8024 

 

■ 木造住宅耐震診断・改修助成制度 
【制度概要】 町内の木造住宅の耐震性の向上を図るため、耐震診断、耐震改修

に係る費用の一部を助成 

【助成金額】 耐震診断 要した費用の 3 分の 2（3 万円を上限） 

              耐震改修 対象経費の額が 20 万円未満の場合は、対象経費の額 

対象経費の額が 20 万円以上～１00 万円未満の場合は、20 万円 

対象経費の額が１00 万円以上～２００万円未満の場合は、３０万円 

対象経費の額が２００万円以上の場合は、５0 万円 

改修設計 改修工事の設計に要した費用の３分の２（１０万円を上限） 

【留意事項】 受付期間、制度詳細はお問い合わせください 

【問 合 先】 都市整備課建築係 電話：0123-76-8024  



■ 合併処理浄化槽の助成制度 
【制度概要】 公共下水道及び集落排水事業区域以外の区域に合併処理浄化槽を設置する方に対し費用

の一部を助成 

【助成金額】 合併処理浄化槽の規模により補助金額は異なりますが、設置に要する標準工事費の 

約 70％を助成 

【留意事項】 受付期間、制度詳細はお問い合わせください 

【問 合 先】 都市整備課下水道係 電話：0123-76-8023 

 

■ 町内就業者への民間賃貸住宅家賃の助成制度 
【制度概要】 町外から通勤する町内の事業所の勤務者と 

個人事業主の方の定住の促進、雇用の確保 

及び地域活性化のため、町外から町内の 

民間賃貸住宅に移り住む町内就業者の方に、 

家賃の一部を助成 

【助成金額】 １月当たりの支払った家賃の月額から、 

住宅手当の額を差し引いた自己負担額に対し、 

条件に応じ設定した家賃助成限度額の範囲内 

（月額６，０００円～１２，０００円） 

【留意事項】 受付期間、制度詳細はお問い合わせください 

【問 合 先】 都市整備課建築係 電話：0123-76-802４ 

 

■ 空家活用支援の助成制度 
【制度概要】 町内に存する空家の増加の抑制及び移住・定住の促進による地域の活性化を図ることを 

目的とし、居住の用に供する住宅を改修する方に、工事費用の一部を助成 

【助成金額】 「助成対象経費」の 5 分の 2 以内（上限６０万円） 

「助成対象経費」は助成対象空家の改修工事又は 

修繕工事に係る費用で 50 万円以上のもの（台所、 

トイレ、浴室、洗面所、内装等の工事費、屋根、 

外壁等の工事費） 

【対 象 者】 自らの負担で空家を修繕及び改修しようとする 

所有者のうち移住者、転入者又は子育て世帯の 

いずれかに該当する方 

【対象空家】 概ね 6 カ月以上居住その他使用実績にない町内の 

空家で、建築後 5 年以上経過した一戸建ての住宅 

又は併用住宅であること 

【留意事項】 受付期間、制度詳細はお問い合わせください 

【問 合 先】 都市整備課建築係 電話：0123-76-802４ 

 

 

 



（３）美しい景観づくり 
長沼町では、町民・事業者・行政が互いに協力し合い、ふるさと長沼

の景観をより良いものに育て、地域全体として快適で住みよい環境をつく

っていくよう、「長沼町美しい景観づくり計画」を策定し、「長沼町美しい

景観づくり条例」を制定しています。一定規模以上の建築、色彩の変更、

開発行為などについては、景観法に基づく、事前の届出が必要となります。

制度の詳細については、長沼町ホームページ「長沼町の美しい景観づくり

コーナー」をご覧ください。 

 

⇒ https://www.maoi-net.jp/gyosei/keikan_keikantop.htm 

 

安心して元気に暮らす 

辻村もと子文学碑 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健・福祉の拠点、長沼町総合 

保健福祉センター「りふれ」 

子供たちの交流の拠点、長沼町

児童センター「ぽっくる」 



子育てを応援 
長沼町では、子育て世代を応援するため、各種制度を設けております。 

■ 乳幼児等医療費助成制度 
【制度概要】 高校卒業（1８歳に達する日以降の最初の 3 月 31 日）までのお子さんを対象に医療費

を助成 

【助成金額】 医療費（町内外・入通院を問わず、保険診療の自己負担額）を全額助成 

【留意事項】 手続き、制度詳細はお問い合わせください 

【問 合 先】 税務住民課国保年金係 電話：0123-76-8013 

 

■ チャイルドシート購入費助成制度 
【制度概要】 チャイルドシートの普及を促進し、乳幼児の交通死傷事故

の防止を図るとともに子育て支援を目的として、チャイル

ドシート購入費の一部を助成 

【助成金額】 6 歳未満の乳幼児一人につき 1 個を、購入費（消費税を

含めた額）の 3 分の 1 以内で 100 円未満の端数を切捨

てた額（1 万円を上限）  

   ※ 養育者が長沼町に 1 年以上住所を有している場合  

に限ります 

【留意事項】 制度詳細はお問い合わせください 

【問 合 先】 税務住民課国保年金係 電話：0123-76-8013 

 

■ 出産祝金制度 
【制度概要】 出産児の親権者が、長沼町に出産日前引き続き 1 年以上住所を有し、かつ、居住し、子

どもを出産した場合に祝金を支給 

【助成金額】 第 1 子 3 万円、第 2 子 5 万円、第 3 子以降 10 万円 

【留意事項】 制度詳細はお問い合わせください 

【問 合 先】 税務住民課国保年金係 電話：0123-76-8013  

 

■ 遠距離通園助成事業 
【制度概要】 町内保育園に通園している世帯の内、片道 4km 以上離れて 

いる場合に通園費の一部を助成 

【助成金額】 一日当たり  4km 以上 5km 未満  55 円 

5km 以上 6km 未満 110 円 

6km 以上 7km 未満 165 円 

7km 以上 8km 未満 220 円 

8km 以上 9km 未満 275 円 

9km 以上 10km 未満 330 円 

【留意事項】 制度詳細はお問い合わせください 

【問 合 先】 子ども育成課子ども支援係 電話：0123-82-5555（内線 220） 



仕事を探す 
（１）支援制度のご案内 

■ 移住支援金の助成制度 
【制度概要】 首都圏から長沼町に移住し、新規に就職または起業した方に、移住支援金を支給 

【助成金額】 世帯で移住の場合 100 万円、単身で移住の場合 60 万円 

【対 象 者】 次の①②③のいずれにも該当する方 

① 移住元が次のいずれにも該当する方 

・直近 10 年のうち通算 5 年以上、東京 23 区に在住又は東京圏に在住し、東京 

23 区に通勤していた方 

・直近で連続して 1 年以上、東京 23 区に在住又は東京圏に在住し、東京 23 区に 

通勤していた方 

② 2020 年 4 月 1 日以降、長沼町内に移住した方 

③ 北海道の就職マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業

した方又は北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業」補助金の交付決定を

1 年以内に受けて起業した方 

【留意事項】 受付期間、制度詳細はお問い合わせください 

【問 合 先】 政策推進課ブランド戦略係 電話：0123-76-8016 

 

（２）求人情報 
長沼町では、ハローワーク夕張・千歳・岩見沢の協力を得て、就業場所が近隣市町の雇用情報を提供

しています。 

詳細については、長沼町ホームページ「ハローワーク求人情報」をご覧ください。 

 ⇒ https://www.maoi-net.jp/kurashi/kyujin/kyujin.htm 

 

（３）農業を始めたい 
近年、長沼町においては、耕作放棄地がなく、農地を手放す農業者が現れた場合でも、近隣の農家が

継承することがほとんどであり、1 件当りの売買面積も 5～10ha と大規模であるため、適地を探すこ

とは難しい状況ですが、農業を本業として新たに経営を志す方に対しては、関係機関連携の元、資金面

を含めた各種支援を行っております。 

まず、農業経験の無い方が長沼町で農業を始める場合には、長沼町内の先進的農家において、最低 2

年間の農業研修を行い技術習得していただく必要があります。

新規就農希望者には、研修開始前に就農計画を立てていただき、

町内の農業関係機関による審査を行います。農業技術の習得計

画と指導体制、資金の調達計画、経営開始後の営農計画が実現

可能で適切であると判断された場合に長沼町の新規就農候補者

として、各種支援の対象となります。 

そして、研修終了時にも同様の審査を行い農業関係機関の総

意として就農が適切と判断されて初めて、農業委員会に農地取

得の許可を委ねています。 町内全域に広がる水田 

【問 合 先】 産業振興課農政係 電話：0123-76-8018 



災害に対する備え 
長沼町は東側南北に連なる馬追丘

陵と夕張川、旧夕張川、千歳川などの

河川に囲まれた低平地（海抜 7～

15m）からなります。低平地は開拓

当初から水害に悩まされ、まさに水害

との闘いが本町の歴史といえます。 

長沼町では、土地を守ることをまち

づくり推進の最も基盤となる分野と

位置づけ、治山治水対策に全力を傾注

するとともに、河川の拡幅や浚 渫
しゅんせつ

、

堤防整備、内水排除対策、水害被害の

軽減対策などを関係機関に要請して

きました。 

この結果、千歳川流域の抜本的治水

対策（遊水地群の整備、河道掘削）や

中小河川の改修と内水排除施設の整備が推進され、徐々に水害の不安は解消されつつあります。 

しかしながら、地形条件により、水害発生の危険性が全くなくなったというわけではありません。 

また、本町のほぼ中央には、直下型地震の原因となる石狩低地東縁断層帯と呼ばれる活断層が存在し

ており、これに起因する地震が発生した場合は、町内で震度 6 強の非常に強い揺れが予測されています。 

このように、いつ発生するか分からない自然災害に対して、長沼町では次のような備えをしています。 

 

 

（１）防災行政無線 
長沼町では、無線受信機を各戸に設置しており、町からのお知

らせや緊急時の連絡を受信できます。転入時に貸与し、転出時に

返却していただきます。  

【問 合 先】政策推進課広報情報係  

電話：0123-76-8014 

 

 

（２）総合防災訓練の実施 
 平成 21 年度から役場、消防、水防団、自衛隊、警察など防災関係機関の連携による大規模な総合防

災訓練を実施しており、一般町民の方も参加可能な避難訓練や消火訓練、非常食や赤十字奉仕団による

炊き出しの体験試食も行っています。防災意識を高揚させることで、日頃からの備えを充実させ、被害

を最小限に食い止める「減災」を目指します。 

 

 

 

昭和 56 年大水害の様子 

防災行政無線戸別受信機 



（３）防災協定の締結 
 長沼町では、町民が安全で安心して暮らせるよう、各種機関、団体・企業と様々な防災協定を締結し

ています。今後も更に拡充させ、「いざ」というときには、協定に基づく連携により、町民生活の早期

安定を図ります。 
 

【協定締結先】 ・長沼町商工会 ・ＪＡながぬま ・長沼町建設業協会 

・北海道コカ・コーラボトリング（株） ・北海道開発局札幌開発建設部 

・長沼町内郵便局 ・北海道エルピーガス災害対策協議会 ・福島県須賀川市 

・南空知地方石油業協同組合 ・北海道建設機械リース業協会空知支部 

・南空知４市５町 ・長沼町仏教会 ・電気保安協会 

・陸上自衛隊第７師団第７２戦車連隊 ・NPO 法人コメリ災害対策センター 

・町内社会福祉施設 ・DHC ・ミサワホーム株式会社 

・（株）セブン－イレブン－ジャパン ・ヤマト運輸株式会社 ・株式会社ゼンリン 

・ヤフー株式会社 ・トラック協会 ・株式会社セコマ 
 

（４）防災ガイドの配布 
 長沼町では、千歳川流域で堤防が決壊した場合の浸水予想区域のほか、土砂災害危険箇所や避難場所、

避難時の注意点などをまとめた「防災ガイド」と、地震発生時の揺れやすさや地域の危険度を示した「長

沼町地震防災マップ」を配布しています。希望する方はお問い合わせください。 

また、町ホームページからもご覧いただけます。 

 ⇒ https://www.maoi-net.jp/bousai01/bousai.htm 

【問 合 先】 政策推進課企画政策係 電話：0123-76-8015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災ガイド「ハザードマップ」 

地震防災マップ「揺れやすさマップ」 



まちを体験 
 

（１）長沼町のグリーン・ツーリズム 
長沼町は都市近郊の立地条件を生かし、都市と農村の交流促進と相

互理解を図るため、グリーン・ツーリズム特区の認定を受けています。

次代を担う子ども達が農業とふれあい、農業に興味を持つことができ

るよう、農業体験などの機会を創出するとともに、「食育」を農業者

や関係団体などと一体となって推進しています。一般の方も農家民泊、

農業体験が行えます。 

【問 合 先】 

産業振興課内 長沼町グリーン・ツーリズム運営協議会事務局  

電話：0123-76-8019 

 

（２）お試し暮らし 
長沼町では、将来本町に移住を検討している方に、北海道の豊かな自然に囲まれたまちの様子や暮ら

しやすさを体験していただくため、短期滞在型住宅をご用意しています。 

【対 象 者】 •長沼町への移住を検討している方 

•原則 20 歳以上の夫婦とその家族 

•体験感想文、アンケート調査にご協力いただける方 

【使用期間】 原則 1 週間以上 3 ヶ月以内（ 6～8 月は最長 1 ヶ月で、月をまたいでの利用は不可） 

【利 用 料】 夏期（5 月～10 月） 1,400～1,600 円/日 

冬期（11 月～4 月） 2,000～2,200 円/日 

【申込方法】 ・電話又はＥメールにて氏名、住所、電話番号、利用

期間、人数、利用理由等をお知らせいただき、借用

申請書を提出（住民票添付）してください 

※ 入居希望日の 3 ヶ月前から予約受付 

【留意事項】 詳細はお問い合わせください 

【問 合 先】 政策推進課企画政策係  

電話：0123-76-8015 

Ｅメール：seisakusuishinka@ad.maoi-net.jp 

 

お試し暮らし体験住宅 



 

Ｑ＆Ａ 
Ｑ 車がないと生活できませんか？ 

Ａ 町内の交通機関には民間バス、町営バスがございますが、本数が少なく、住む場所によって近くに

バス停がない場合もあるため、車がないと大変不便に感じるかもしれません。都会と違い、通勤や町

内の日常的な移動手段には車が欠かせません。 

 

Ｑ 除雪について教えてください。 

Ａ 道路の除雪は各道路（国道・道道・町道）管理者が行います。基本的には、朝の通勤、通学時まで

に除雪を行うため、深夜から早朝にかけて作業が行われます。多量の降雪があった時は、その都度、

状況を見て除雪が行われます。なお、住宅の入り口付近の除雪は各家庭での処理をお願いしておりま

すのでご理解願います。 

また、公道以外の除雪は基本的には住民負担となっていますので、除雪路線について気になる場合

は、事前に役場でご確認願います。 

 

Ｑ 町内会活動は盛んですか？ 

Ａ 長沼町では「行政区」という名称が用いられ、４６の行政区があり、その区域住民の推薦により町

長が委嘱する「区長」がいます。各行政区では、様々な活動が盛んに行われ、地域コミュニティの主

体となっています。都会暮らしにはない行事や各種会合も頻繁にあります。 

また、活動を支えるため、区域内の住民からは「区費」を徴収しており、金額は各行政区で決めら

れています。 

  行政区の活動は、地域内での支えあい・助け合いに繋がっており、人口減少、高齢化が進む昨今、

安心・安全なまちづくりの一翼も担っていますので、ご理解いただき、積極的な参加をお願いします。 

 

Ｑ 敷地内の草刈をお願いできるところがありますか？ 

Ａ 草刈の代行は長沼町シルバー人材センターなどで請け負っています。料金は、ご相談下さい。移住

場所を決める前には老後の生活も考慮いただき、草刈等敷地内の管理も念頭にご検討願います。  

  また、長沼町では、「長沼町さわやか環境づくり条例」を設けており、土地占有者等の責務として、

町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならないこと、占有又は管理する土地及

び建物を常に清潔に保ち、ごみを不法に投棄されないよう環境美化に努めなければならないことを定

めていますのでご理解ご協力をお願いします。 

 

Ｑ ごみ処理について教えてください。 

Ａ ごみは、「ごみの分け方・出し方のしおり」にそって分別し、指定袋に氏名を書き、収集日の朝８

時３０分までにごみステーションに出してください。黒いごみ袋や、肥料袋等、指定以外の袋は使え

ません。決まりを守っていないごみは収集されません。ごみステーションは、各行政区やアパート管

理者により設置されています。利用者同士で責任をもって管理し、周辺にお住まいの方々の迷惑にな

らないよう、分別と収集日を守ってください。 



 タンチョウも住めるまちづくり 

問い合わせ先 

 

長沼町役場 政策推進課 企画政策係 

〒069-1392  

北海道夕張郡長沼町中央北１丁目１番１号 

TEL 0123-76-8015（直通） 

Mail : seisakusuishinka@ad.maoi-net.jp 


