栗山町では、札幌市や新千歳空港などへのアクセスが良い
立地、自然豊かで穏やかな環境、医療機関・商店街・大型
ショッピングセンター等がコンパクトに集約された都市機能、
福祉制度の充実などの諸条件を活かし、町外からの移住・
定住者の受け入れを促進しています。

くりやま暮らし体験事業

ガラス作家 中川 晃 「ちゃった工房」
2001年に栗山町へ工房を移設。代表作の「ひとがた」
は素材の透明感と流動性を生かし様々な表情でストー
リーを生み出しています。（工房見学は不可、お問合
せはFAXで）

最新情報はこちら

●問合先
●URL

栗山町への移住を希望される方、検討されている方を対象に、家具・電化
製品等を完備した「くりやま暮らし体験施設」を用意し、ちょっと暮らし体験
をサポートしています。

栗山町字旭台2番地20 FAX 0123-72-3825
http://www.glass-chatta.com/

木彫 中原 篤
MAP B-1
「カントリーミュージアム木彫工房ナカハラ」
日高門別IC

庭の至るところに流木や廃品アートのオブジェが
並び、納屋を改造した工房は全体が水陸両用車の
イメージと、楽しいアイディアがいっぱいです。
木彫り体験ができます。（要予約）
●問合先

ＪＲで
札

幌

新千歳空港
苫

小

37～46分
千歳線
3～4分

南千歳

イラストレーター 藤島 亮 「遊筆庵」

室蘭本線

岩見沢

22～23分

石勝線

追

17～32分

分

室蘭本線
22～25分

室蘭本線

牧

60～80分

山

栗

山

2002年より栗山町にアトリエを移して「癒し」を
テーマにまちの原風景を描く。絵画のみならず、
御大師山にちなんだ小地蔵による「五百羅漢像」
を制作中です。（見学は要予約）

栗

山

●問合先

TEL 011-222-7111

札幌駅ターミナル
岩見沢ターミナル

栗山町中央3丁目83番地 TEL 0123-72-6670
E-mail illust@m20.alpha-net.ne.jp
せ つ お

木彫作家 古川 世都生 ｢木の工房るか」
都市間高速バス「高速くりやま号」or「高速ゆうばり号」
72分 or 64分
栗山・長沼・三川・夕張線

栗山駅前

41～45分

［問合先］北海道中央バス岩見沢営業所

栗山駅前

夕鉄バスで
新さっぽろ線

新札幌駅前ターミナル

栗山駅前

69～77分

［問合先］タ鉄バス夕張営業所

傾斜を活かして田園景観を望む住宅分譲地。
建築や景観に配慮するために緑化容積率や資
源の有効利用など独自の「環境づくりガイドライ
ン」を設けているのが特徴です。周辺の自然と調
和した街並みを形成します。
［総区画数］

38区画（開発総面積

30,443m2）

［分譲価格］ 2,474,000円～8,269,000円
（329.98m2・99.81坪）（1,181.37m2・357.36坪）
●最多価格帯：約200坪490万円 ●上水道：取付口は各区画あり
●下水道：合併処理浄化槽（町の助成あり） ●電気：北海道電力
●ガス：LPガス ●道路：幅員6.0m ●電話回線：光回線区域
※売地は6％～16％の傾斜地となっています。

銅版画家 古林 玲美

●問合先 E-mail fremi2x@gmail.com

一般道路 or 高速道路（道央自動車道）

栗

60分 or 45分

山

一般道路利用の場合／国道274号線→道道3号線→道道45号線を経由
高速道路利用の場合／札幌IC→江別東IC→国道337号線→道道1009号線→道道45号線を経由
一般道路

栗

45分

山

国道36号線→国道337号線→国道274号線→国道234号線を経由

増田 忠宏 「手作り家具 ウララぼっこ」

MAP B-2

木の加工性の良さから面白みを感じ、家具作りの道に
入る。家具の中でも木目を生かした創作家具に魅せら
れ、オーダーメイド家具全般を手掛けている。
●問合先

栗山町字鳩山15番地33

TEL 0123-72-1753
※建物の配置は
イメージです

おでかけ電話帳
栗山町役場（観光案内、町営バス）
栗山観光協会（栗山商工会議所内）
栗山駅総合案内所（観光案内、乗車券販売）
まちの駅「栗夢プラザ」（観光案内、特産品販売）
栗山ハイヤー
まるこうハイヤー
栗山交通（観光バス）
Ｋマックトラベル（旅行代理店）
栗山赤十字病院
栗山警察署
南空知消防組合消防署

エコビレッジ湯地の丘

1981年に栗山町に生まれ、北海道版画協会会員。
3cm四方の銅板ピースを色や方向を変えてプレス機
で刷る作品は、独特のリズムが感じられます。

TEL 0123-56-5602

車で

新千歳空港

MAP B-4

1983年木彫りと出会う。2009年小樽市から移住。
世都生氏が木を彫り、奥様のゆかり氏が着色するス
タイルで制作する作品は、なんとも温かく楽しくな
る作品。
（工房見学は事前に電話またはメール予約）
●問合先 栗山町桜丘1丁目5番地1 TEL 0123-72-8955
E-mail koubouruka@yahoo.co.jp
●URL
http://koubouruka.web.fc2.com/

TEL 0126-22-1519

●住所：栗山町字湯地22番地37 ●間取：2LDK（93.75㎡）
●アクセス：JR栗山駅から車で5分 ●料金：月75,000円～
●利用期間：2週間～3ヶ月 ●その他費用：光熱水費、寝具代
※他にも施設をご用意しております。詳しくはお問い合わせください。

MAP A-5

栗

中央バスで

幌

TEL 0123-72-2982

ゆうひつあん

函館本線（快速）

［問合先］JR北海道電話案内センター

札

栗山町字鳩山263番地

しょうすいあん

くりやま暮らし体験施設「松 酔 庵」

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

0123-72-1111
0123-72-1278
0123-72-6262
0123-73-5515
0123-72-1147
0123-72-0465
0123-72-4745
0123-72-1340
0123-72-1015
0123-72-0110
0123-72-0150

も り す

MAP B-4

宮本 秀仁 「家具工房 森巣」

空間とバランス、人と木と触れ合いを考えたデザインに確か
な技術が加わり、触れ合う人々の心を落ち着かせる。飲食
店や託児所のオーダーメイド家具や看板等も手掛けている。
●問合先
●URL

栗山町字湯地30番地56 TEL 0123-72-6466
E-mail info@morisukagu.jp
http://www.morisukagu.jp/

朝日４住宅団地（第3期）
市街地に造成された住宅分譲地
で、公共機関や商店へ徒歩で通
うことができる便利な立地が魅力
です。
［分譲価格］

●所在地
●営業日
●問合先
●アクセス

栗山町字湯地60番地8
企画展開催時のみ営業
TEL/FAX 0123-72-6466（家具工房 森巣）
JR栗山駅より車で約10分

坪(3.3m2) 46,936円～
440.21m2 ～ 441.98m2
(133.16坪) (133.69坪)

［問合先・資料請求］
栗山町くりやまブランド推進室 TEL 0123-73-7516
http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/docs/2012062900028/
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【ホテルパラダイスヒルズ】 （天然温泉くりやま）

1

国道234号線沿いにあり、温泉施設とパークゴルフ
場も併設されています。レストラン「水仙花」は料理
がおいしいと好評。温泉は、露天風呂からの星空
が最高。保水性に富んだ肌にやさしい弱塩泉で、
神経痛、筋肉痛、関節炎などに効能があります。
●所在地
●利用時間
●料金

りんたろう

開拓の歴史は１８８８年（明治

21

かくた

年）、宮城県角田藩士の

村 」と名 付けました。農 業を基幹 産 業とし、次 第に盛んに

●問合先
●アクセス
●URL

泉 麟 太 郎 らが鍬をおろしたことに始 まり、この地を「角 田

●設備

なった商業や工業と共に、バランスのとれた田園都市として

●料金

24

発展してきました。

3

栗山町字森
4月上旬～11月中旬（冬期間休業）
温泉＝10:00～21:00（日帰り入浴）
※終了時間、時期により変更有
温泉＝大人（中学生以上）500円
小学生300円、幼児無料
MAP A-1
宿泊＝1泊2食付 9,500円～
※部屋タイプ、宿泊プラン各種有り
駐車場（無料）、全23室（和室、洋室、
スイート）、コテージ6棟、温泉（露天風呂、サウナ、休憩室）、
レストラン、ゴルフ場、直売店
TEL 0123-72-6600
JR栗山駅より車で約15分
http://www.ishikariresort.co.jp/sapporo/index.html

栗山町の地名は、アイヌ語の「
ヤム ニ･ ウ･シ＝栗の木の繁茂
しているところ」
に起源し、１９４９年（
昭和 年）
の町制施行

●所在地
●利用期間
●利用時間

く った り

ゴルフコースと温泉施設が併設されたリゾートホテ
ル。素晴らしい丘陵風景が楽しめる広々とした客室
のほか、家族やグループで滞在できるコテージも
あります（天然温泉の内風呂付き客室有り）。温泉
は炭酸水素イオンを多量に含む、美肌系温泉。アト
ピーなどの皮膚病に効果があります。

に伴い改称されました。

【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）

栗山町は道都札幌市や苫小牧港、新千歳空港からそれ

●問合先
●アクセス
●URL

ぞれ約１時間の道央圏に位置し、北は屈足山系と東は夕張

2

山系につづく緩やかな丘陵地帯で、岩見沢市、夕張市と接

●設備

しています。南西を蛇行しながら流れる夕張川は、由仁町、

3km

長沼町との境界となり、やや南北に細長く町が形成されて

2

います。特に北西部では、国道や鉄道が通る交通の拠点とし

1

て中心市街地が形成され、道内各地からのアクセスの良さが

0

栗山町字湯地91番地
温泉＝7:00～22:00（日帰り入浴）
温泉＝大人（中学生以上）550円
小学生250円、幼児無料
回数券（11枚綴）5,500円
宿泊＝平日2名 1室2食付
1名様7,500円～
MAP B-5
※お食事・宿泊は各種プラン有り。
駐車場（無料）、全30室（和室、洋室）、
温泉（露天風呂、サウナ）、レストラン、パークゴルフ場
TEL 0123-72-1123
JR栗山駅より車で約5分
http://www.parahill.jp/

【くりやま旅館】
JR栗山駅から最寄りの宿。駅前通り商店街の中央
に位置する便利で快適なビジネス旅館です。

4

●所在地
●宿泊料金

栗山町中央2丁目98番地
1泊2食付 6,000円～
MAP A-4
※部屋タイプ、宿泊プラン各種有り
●設備
駐車場（無料）、全20室（和室、バストイレ付き洋室、冷暖房、
冷蔵庫、TV、コインランドリー、インターネット可）
●問合先
TEL 0123-72-1454
●アクセス JR栗山駅より徒歩で約5分

【クランベリーハウス】
長期滞在者や下宿にも対応できるビジネスホテル。
国道234号線沿いで、コンビニエンスストアも隣接。
●所在地
●宿泊料金
●設備

栗山町字中里61番地57
1泊2食付 6,400円～
MAP B-5
駐車場（無料）、全21室（暖房、
冷蔵庫、TV、バス、トイレ、電子レンジ、コインランドリー、16室は
インターネット可）
●問合先
TEL 0123-72-1932
●アクセス JR栗山駅より車で約5分
●URL
http://www8.ocn.ne.jp/%7Ehouse/

5
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す

す がま

MAP B-4

陶芸家 石川 進一 「SUSU窯」

柳の群生地に築窯したことからアイヌ語の柳の意
味でSUSU窯と名づけられました。うわぐすりを用
いず土と炎だけで焼き上げる焼締（備前焼）。陶芸
体験（要予約）もできます。
●問合先

栗山町字湯地30番地54
TEL 0123-72-6888
しづきがま

MAP C-3

陶芸家 石川 直子「霜月窯」

土地

総面積203.84km2
東西17.5km、南北25.1km
山林35.0％、田21.0％、畑9.0％、雑種地3.5％
原野3.0％、宅地2.7％、その他25.4％（2012）

気象

平均気温7.0℃/最高32.0℃/最低-20.7℃
降雨量1,105.5mm、降雪量708cm、日照時間1,571h（2011）

人口

12,956人、世帯数6,054世帯（2013.12 .1）

農業統計

事業所・企業統計

農家数504戸、総農家人口1,657人
経営耕地面積(販売農家)5,530ha（2010）
農業粗生産額650千万円（2006）
主要農産物 水稲・小麦・玉葱・大豆（2011）
事業所数732、従業者数6,119人（2009）

工業統計

事業所数41、従業者数855人
製造品出荷額16,226百万円（2010）

商業統計

商店数201、従業者数1,176人
年間販売額25,707百万円（2007）

魅力となっています。

宮城県角田市(1978.8.26締結)

本書では、自然体験・
学習、歴史文化、スポーツ、特産品、

姉妹都市

温泉・宿、芸術鑑賞のジャンル別に、栗山町のスポットをご紹

くり(1978.8.31制定)

介します。この機会に、もう少し栗山町について知ってみませ

ゆり(1978.8.31制定)

町木

んか？気になるスポットを組み合わせて出かけましょう！

町花

1993年に陶芸を始め、2000年からは陶芸家 香西信行
氏に師事。弟子として認められた後、2010年に香西氏
の「もみじ窯」の一角に自作の登り窯を完成させまし
た。唐松を燃料として、粉引きや明るい焼締めの作品
を焼き上げています。（見学は要予約）
●問合先

栗山町字御園159番地1
TEL 011-886-8150 / 090-3394-2671
MAP B-3

美術鍛造作家 伊東 圭介

ドイツ・ベルリンでの修行を経て、2002年に栗山町に
移住。金属を加熱し、金槌などで打ち延ばしてできる
作品は、頑強でいて生活に密着した使いやすくユニー
クな作品が多い。
●問合先

栗山町字南学田48番地10
TEL 0123-76-3383
とうこくしゃよう

MAP A-2

陶芸家 上野 廣喜 「冬哭舎窯」

紙や布を用いるめずらしい技法で、遺跡などを題材と
した「楼閣花器」シリーズが代表的な作品。日常道具
としての器類も、使いやすさを意図しつつ個性を主張
しています。
●問合先

栗山町字富士416番地
TEL 0123-72-5450
しゅうこ

書家 奥田 秋湖
1970年栗山町に生まれ、5歳より書を始める。筆と墨
と色で表現する作品は、日本の伝統文化とモダンさを
融合した世界を創り上げている。看板の題字等も手掛
ける。（工房見学は不可、お問合せはメールで）
●問合先

【ガイドブックの使い方】
MAP A-1 春 夏 秋 冬
１

２

１ 巻末のマップを開き、各スポットのマップ番号

（縦軸が数字、横軸がアルファベット）から位
置を確認しましょう。
２ 各スポットの見頃や最適な利用時期を四季ごと

に示しています。季節に応じた自分なりの観光

栗山町字湯地29番地348
E-mail shushu-beer@beige.plala.or.jp
こうとうぼう

がま

陶芸家 香西 信行 「香陶房もみじ窯」

MAP C-3

札幌に陶房・窯場をもつ香西氏のもう一つの活動拠
点。ここで生まれる作品は深く澄んだ青色が特徴
です。陶房二階の山小屋風の空間に展示されてい
ます。（見学は要予約）
●問合先

栗山町字御園159番地1
TEL 011-897-3944 / 090-3110-5286

キャンドル作家 櫻井 芳枝
2005年に栗山町へアトリエを移設。火を灯した姿を考
えてデザインされたキャンドルは、炎の光を楽しんで
もらうため香りを入れないこだわりの作品です。（工
房見学は不可、お問合せはFAXで）
●問合先 FAX 0123-82-3630

ルートを見つけ、訪れてみてください。
キ ロ ル

くりやまアートギャラリー「Kiroru」
静かな雑木林の中の古い学校を、栗山町で制作
活動をしている手仕事の作家たちがリノベーション
して立ち上げたギャラリー。備前焼の器、ガラス
作品、手作り家具をはじめ、書、銅版画などの
アート作品の展示販売や作家によるワークショップ
等も開催しています。
2
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【たがみラーメン】
良質な小麦粉と生卵をふんだんに使用してい
るタマゴ麺は、プリプリ、シコシコとした食
感！大人気店「らぁめん龍覚」の麺の味を楽
しめます。
●販売価格 8食 1,780円より
●製造/問合先 (有)たがみ製麺 TEL 0123-72-1272
●所在地
栗山町中央2丁目142番地
●直営店
らぁめん龍覚、栗山物産センター TEL 0123-72-5000

【谷田の日本一きびだんご】
1923年、関東大震災からの復興を願い創製され
き び だ ん ご
た「起 備団合」。厳選した天然素材を使用し、古く
から広く北海道民の皆様に愛されています。
●販売価格 1本120円（70g）、1袋420円（230g）
●製造/問合先 谷田製菓株式会社 TEL 0123-72-1234
●所在地
栗山町錦3丁目134番地
●URL
http://www.kibidango.co.jp/

MAP A-4 春 夏 秋
夏は涼味を誘い秋は紅葉を飾る、風光明媚な天然の樹
お だ い し

【農家の手作りクッキー】

【日原メロン】
メロン栽培一筋40年。火山灰地に広がる農園
は理想的な風土と気候条件が揃い、様々な手
をかけて最高品質のメロンに仕上がります。
●販売価格 大玉キング種 1玉 2,700円～
●製造/問合先 (有)北海道日原 TEL 0120-66-3126
●所在地
栗山町朝日4丁目80番地

【もろはしチョリソー】

【ルバーブジャム】
欧米の家庭料理では一般的な野菜のルバーブ。
きれいな赤とほどよい酸味。風味が活きたどこか懐
かしい味わい。
●販売価格 630円（140g）
●製造/問合先 (有)岩崎農場 TEL 0123-75-2358
●所在地
栗山町字御園281番地1
く り む

まちの駅「栗夢プラザ」

なかよし動物園
ご家族みんなで楽しめる無料の動物園です。土日祝
日は大人気のパクパクタイム（有料100円・11:00～数
量限定）でうさぎやポニーにえさやりができます。

●入園料

4月29日～8月31日 10:00～17:00
9月 1日～11月3日 10:00～16:00
無料

四国八十八カ所・西国三十三カ所
1911年に真言宗の信徒らによって御大師山に安
置された88体の地蔵。四国八十八カ所霊場の寺
の本尊を地蔵に彫り、台座の石の下には四国の土
砂が埋められています。栗山寺正面から左側には
西国三十三カ所の寺名が記された地蔵も建立さ
れ、それぞれ散策して巡ることができます。

キャンプ場・バーベキューコーナー
木々に囲まれたキャンプ場（全7区画）には、公衆
トイレ、洗い場の設備が整っていて、バーベキュー
コーナー（一部、屋根付き）も隣接しています。
●利用料

まちの新たな憩いの拠点として、喫茶コーナーや公
衆トイレがあり、気軽にくつろげるスペースを提供。
各種特産品を取り扱っているほか、オリジナル特産
品詰め合わせ商品の販売、地方発送にも応じてい
ます。観光案内も行っています。
MAP A-4
●所在地
栗山町中央2丁目92番地
●利用期間 通年（年末年始休館）
4月～10月 9:30～17:30（土・日曜日、祝日は10:00～17:00）
11月～3月 10:00～17:00
●問合先
TEL 0123-73-5515
●アクセス JR栗山駅より徒歩で約5分
●URL
http://www.kurimu-plaza.com/
※車でお越しの際は向かいの商店街駐車場をご利用ください。
12
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栗山町桜丘2丁目
4月29日～11月3日
駐車場143台、トイレ（車椅子用あり）
栗山公園案内所 TEL 0123-72-0706 （9:00～17:00）
JR栗山駅より車で約5分（徒歩で約15分）

●開園時間

栗山からラテンの味。数種類の香辛料がきい
た生肉タイプのスペイン発祥のソーセージで
す。かなりの食べごたえがあります。
●販売価格 3本入 600円、4本入 750円
●製造/問合先 肉の店もろはし TEL 0123-72-0167
●所在地
栗山町中央2丁目73番地

furatto2013_P3-12.indd

●所在地
●利用期間
●設備
●問合先
●アクセス

【栗山公園】

栗山産小麦「きたほなみ」100%全粒粉、栗山
産米「ゆきひかり」、平飼い自然卵（有精卵）
、自
家産無農薬野菜など、素材にとことんこだわっ
た贅沢なクッキー。
●販売価格 各230円～（お米、かぼちゃ、ごぼう、
バター、チョコ、玄米、玄米ビーツ)
各350円（玉ねぎ、菊いも）
●製造/問合先 つくしんぼう TEL 0123-72-4528
●所在地
栗山町字富士561番地
●URL
http://www.mizukami-farm.net/

木が茂る御 大師山。その裾野には24haもの面積を有する
栗山公園が広がり、SL広場や無料で入場できる「なかよし
動物園」、キャンプ場、バーベキューコーナー、ハイキングコー
ス、野球場、テニスコートなどの施設が整備されています。
国道234号線沿いに位置し、近くには飲食店やコンビニ
エンスストアもあります。年間50,000人を超える人が訪れる
など、家族で過ごせる憩いの場として多くの方に親しまれて
います。
5月上旬には公園内の桜並木約300本が一斉に開花し、
多くの観光客で賑わいます。

●申込先

キャンプ場（1区画4.5ｍ×5ｍ）1泊100円
バーベキューコーナー（1区画、10～
16名収容）1回300円
栗山公園案内所
TEL 0123-72-0706（9:00～17:00）

栗山公園案内所
案内所ではキャンプ場・バーベキューコーナーの
受付ほか、新鮮野菜や特産品、草花などの販売も
行っています。お気軽にお立ち寄りください。
●利用期間
●問合先

4月29日～11月3日 9:00～17:00
TEL 0123-72-0706
3
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さんしまい

【完熟トマトジュース三姉味】
栗山町内の農家が愛情をこめて苗から育て上
げ、畑で完熟させたトマトを使用したトマト
ジュースです。
●販売価格 360円 （420ml、プレーン・レモン・ハチミツ）
●製造/問合先 JAそらち南 TEL 0123-72-1313
●所在地
栗山町中央3丁目104番地
●販売所
カルチャープラザ「Eki」内
マミーズショップ TEL 0123-73-3333（呼出）

【桜山自然の家】
桜山小学校の跡地と校舎を活用したキャンプ場。
鳥のさえずりや虫の音を聞きながら、青少年の野
外活動やレクリエーション、ファミリーでのキャンプ
など幅広く利用されています。バンガローやテントで
の宿泊が可能で、宿泊者には毛布や枕の貸し出し
も行っています。
●所在地
●利用期間
●設備

MAP B-2

春 夏

栗山町字桜山509番地
4月29日～10月31日
駐車場20台、トイレ、バンガロー12棟、バーベキューコ
ーナー、屋内炊事室、屋内風呂
バンガロー1棟 宿泊1,020円、日帰り600円
テントサイト1張 テント持込100円、テント貸出200円
※付帯施設の利用料はお問合せください。
栗山町教育委員会社会教育グループ
TEL 0123-72-1117
JR栗山駅より車で約15分

●利用料

●申込先
●アクセス

●所在地
●利用期間
●設備
●問合先

MAP C-4

春 秋

栗山町字南角田
4月下旬～11月上旬
駐車場5台、トイレ、東屋（バーベキュー可）、手洗い場
栗山町くりやまブランド推進室
TEL 0123-73-7516
JR栗山駅より車で約20分

●アクセス

栗山町内産の酒造好適米を原料に、香り高く
トロリとした口あたりの大吟醸。栗山町内限
定品です。
●販売価格 2,310円（720ml）
●製造/問合先 小林酒造(株) TEL 0123-72-1001
●所在地
栗山町錦3丁目109番地
●URL
http://www.kitanonishiki.com/
●直営店
北の錦記念館 TEL 0123-72-1001

【きなうすのお米】
栗山町の豊かな自然の中で栽培された、減農
薬・特別栽培米の無洗米。
●販売価格 2kg 1,000円～
●製造/問合先 (株)きなうすファーム TEL 0123-76-7840
●所在地
栗山町字杵臼33番地
●URL
http://kinausu-f.com/

【不動の滝】
御料地の開放を記念して1905年、開拓者が滝の
落口の岩洞に不動尊三体を安置したことから「不
動の滝」と名付けられました。北海道自然景観保
護区にあり、タラツ川が幅5m落差7mの飛瀑となり
流れています。春はコブシや桜、秋は紅葉と季節
の彩りが美しく、水量が多いときは西の陽射しで虹
が映し出されることもあります。

【北の錦 くらまち（大吟醸）】

※一部、崖崩れのため遊歩道は立入禁止になっています。

【くりやまコロッケ】
栗山町で採れた男爵芋を使用。サクサクのコ
ロッケをほおばると、口の中にフワリと溶けて
ゆく美味しさ。バリエーションも豊富です。
●販売価格 1個 120円～（ビーフ・カボチャほか）
●製造/問合先 北海道三富屋(株) TEL 0123-72-5315
●所在地
栗山町字杵臼274番地3
●URL
http://santomiya.jp/
●直営店
北海道三富屋栗山店 TEL 0123-72-3799
レストラン「蔵」
TEL 0123-72-8282

【栗まんじゅう】
【竜仙峡】
栗山町の最南端、夕張川の上流に位置し、深く豊
かな自然を存分に堪能できる渓谷。初夏には緑
がひしめき合い、秋には彩り鮮やかに紅葉が織りな
し、夕張川の水面にも映える景観が見事です。国
道274号線を通行する人たちの目を楽しませてく
れています。
●所在地
●問合先
●アクセス

MAP D-5

夏 秋

栗山町字滝下
栗山町くりやまブランド推進室
TEL 0123-73-7516
JR栗山駅より車で約25分（国道274号線沿）

【里の栗】

※駐車場や展望場所はありませんので、車窓よりご覧くだ
さい。路上の駐停車は危険ですので、ご遠慮ください。

【夕張川河畔広場】 （ホワイトガーデン）
80種類以上の白い花が咲く、落ち着いた雰囲気の
公園です。夕張川のせせらぎを聞きながら、お弁
当を食べたり、散歩をしたり、読書したり、自然とお
花を満喫できます。
●所在地
●利用期間
●設備
●問合先
●アクセス

栗山町錦3丁目（小林酒造奥）
MAP A-4
5月下旬～10月中旬
駐車場30台
栗山公園案内所 TEL 0123-72-0706
JR栗山駅より車で約5分（徒歩で約10分）
4
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1931年創製の栗まんじゅう。小粒でちょっぴ
り塩味がきいた昔も今も変らぬ味で、お茶と
の相性が抜群です。
●販売価格 15ケ入り 1,260円
●製造/問合先 (株)美津和商会 TEL 0123-72-0237
●所在地
栗山町中央2丁目182番地
●URL
http://www.gurupita.com/clients/0002065349
●直営店
みつわのひつじ八 TEL 0123-72-0237

栗がまるごと1個入り、全国菓子博覧会名誉大賞
も受賞している美味しい和菓子。栗山町産の玄米
を使用した「玄米パン」も予約販売しています。
●販売価格 里の栗10ケ入り1,365円、玄米パン420円
●製造/問合先 栗山製菓(株) TEL 0123-72-1780
●所在地
栗山町中央2丁目129番地
●直営店
栗山製菓駅前販売所 TEL 0123-72-1349

【三角揚げ】
春 夏

湯地の丘自然農園で生産した大豆を100％使用。
甘みたっぷりの三角大揚げをご堪能ください。
●販売価格 160円
●製造/問合先 (有)湯地の丘自然農園 TEL 0123-72-2743
●所在地
栗山町字湯地29番地
●URL
http://www.shizennouen.com/
●直営店
値ごろ市 TEL 0123-72-2977

11
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【栗山ダムパークゴルフコース】
栗山ダムの敷地内に造成され、広大な芝が見事
な36ホール（パー132）。
●所在地
●利用期間
●利用料

●問合先
●アクセス
●URL

栗山町字本沢1番地1
4月23日～11月3日 8:00～18:00
小・中学生200円（町内100円）、
高校生・一般500円（町内300円）、
用具券100円
TEL 0123-72-3311
JR栗山駅より車で約15分
http://www.kuriyama-p.com/

MAP B-2 春 夏 秋

【御園パークゴルフコース】
ゆったりとした田園風景に造成され、立ち木を障害
物にするなど自然を活かした18ホール（パー66）。
●所在地
●利用期間
●利用料

MAP C-3 春 夏 秋

【桜パークゴルフコース】
ホテルパラダイスヒルズに併設し、400本もの桜が植
えられた、桜コースと栗コースの18ホール（パー66）。
●所在地
●利用期間
●利用料
●問合先
●アクセス
●URL

栗山町字湯地91番地
4月中旬～11月中旬 8:30～16:30
大人300円、子供（小学生以下）150円、
貸クラブ・ボール200円
TEL 0123-72-1123
JR栗山駅より車で約5分
http://www.parahill.jp/

MAP B-5 春 夏 秋

【エバーグリーンゴルフ倶楽部】
なだらかな丘陵地に展開する18ホール（全長
6,564ヤード・パー72）は変化に富み戦略性も充
分。１ホール、１ホールが印象深く、大自然の中へ
溶け込むようにレイアウトされています。
●所在地
●利用期間
●利用料
●問合先
●アクセス
●URL

栗山町字円山421番地
4月上旬～11月下旬（冬期間休業） MAP C-4 春 夏 秋
お問合せください
TEL 0123-85-3011
JR栗山駅より車で約25分
http://www.evergreen-gc.com/

【シャトレーゼカントリークラブ札幌】
2004年・2005年LPGA公認競技「シャトレーゼ
クィーンズカップ」の開催コース。丘陵地に広がる
27ホール（全長10,267ヤード・パー108）です。
●所在地
●利用期間
●利用料
●問合先
●アクセス
●URL

栗山町字森
4月上旬～11月中旬（冬期間休業）
MAP A-1 春 夏 秋
お問合せください
TEL 0123-72-6600
JR栗山駅より車で約15分
http://www.ishikariresort.co.jp/sapporo/index.html

【新札幌ワシントンゴルフ倶楽部】
ゴルフの神様アーノルドパーマーが北海道の大自然
を活かし大胆に設計。原生林や渓谷を舞台にドラマ
チックな27ホール（全長9,899ヤード、パー108）。
●所在地
●利用期間
●利用料
●問合先
●アクセス
●URL

栗山町字御園461番地
4月上旬～11月上旬（冬期間休業）
MAP C-3 春 夏 秋
お問合せください
TEL 0123-76-3201
JR栗山駅より車で約15分
http://www.shinsapporo-washingtongc.com/
10

furatto2013_P5-10.indd

6

日本昆虫学会により“国蝶”に定められているオオ
ムラサキ。1985年に御大師山でも生息が確認され、栗
山町は日本の北東限地域となっています。
滝下地区に生息するオオムラサキは、95％以上の確
立で区別可能なことから国内唯一の亜種として1996年
に「クリヤマエンシス」という学名が命名されまし
た。黄色の斑点の一部が三日月型なのが特徴です。
この発見を機に、栗山町のシンボルとして自然環境
を保護する意識が高まり、町民と行政が一体となった
取り組みが開始されました。
1989年には御大師山一帯が環境庁（現環境省）の
「ふるさといきものの里」に選定され、オオムラサキ
の幼虫が食するエゾエノキの植樹、動植物の生育調査
や環境づくりなど、自然との共存に向けた活動が今日
まで続いています。

【
国蝶オオムラサキ】

●問合先
●アクセス
●URL

栗山町字御園86番地2
4月23日～11月3日 8:00～18:00
小・中学生200円（町内100円）、
高校生・一般500円（町内300円）、
用具券100円
TEL 0123-75-2500
JR栗山駅より車で約20分
http://www.kuriyama-p.com/

ファーブルの森観察飼育舎
多様な昆虫や鳥などが棲める、変化に富む環境と
して御大師山の一部に整備された「ファーブルの
森」。ここで確認される生きものの種類は年々増え
ています。散策路を歩きながらの自然観察も楽し
めるほか、観察飼育舎ではオオムラサキの生態に
関する資料が展示され、人工飼育により羽化の様
子も観察できます。
●所在地
栗山町桜丘2丁目169番地
●利用期間 4月29日～10月31日（火曜日、祝日の翌日休館）
●利用時間 10:00～16:00
●入館料
無料
●設備
駐車場30台、トイレ
●問合先
TEL 0123-72-7749
●アクセス JR栗山駅より車で約5分（徒歩で約15分）
●URL http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/furusato/
※オオムラサキの羽化は７月上旬～中旬が見頃です。

MAP A-4

春 夏

ふれあいプラザ
自然と人間の共生をめざす自然学習や交流活動
の拠点施設として、自然保護団体をはじめ学校
の授業などにも利用されています。展示ホ－ルで
は、御大師山の歴史や自然に関する情報、魚や
昆虫の生物などが展示されています。
●所在地
●利用期間
●利用時間

●入館料
●設備
●問合先
●アクセス

栗山町桜丘2丁目38番地5
（栗山公園隣接）
通年（火曜日、祝日の翌日、年末年始休館）
5月～11月 10:00～18:00
12月～4月 10:00～17:00
※12月～4月の利用は事前予約が必要です。
無料（展示ホール利用は有料）
駐車場（栗山公園駐車場併用）、トイレ
TEL 0123-72-3000
JR栗山駅より車で約5分（徒歩で約15分）

MAP A-4 春 夏 秋 冬

5

2013/12/24

16:58:58

う えんべつ

【雨煙別小学校 コカ･コーラ環境ハウス】
戦前の1936年に建てられ、木造2階建ての校舎と
しては歴史的建造物の雨煙別小学校（1998年閉
校）。2009年、（財）コカ・コーラ教育・環境財団の
支援と多くのボランティアの参加によって新しく生ま
れ変わりました。80名収容の宿泊施設と様々な体
験プログラムが用意され、青少年団体を中心に環
境教育の実践やスポーツ合宿の場となっています。
●所在地
●利用期間

●所在地
●利用期間
●設備
●問合先
●アクセス
●URL

●所在地
●利用期間
●利用料
●問合先
●アクセス
●URL

【ハサンベツ里山地区】
人と自然が共生する環境を残したいという町民有
志の思いから、2001年に離農跡地24haを活用し
てスタートした「ハサンベツ里山20年計画」。毎年5
月～11月の第2日曜日を「ハサンベツの日」とし、
町内外から賛同者が集って小川や田畑などを復
元。トンボやヘイケボタルなど、かつての生態系を
徐々に取り戻し、四季折々の動植物がつくり出す
懐かしさ感じる田園風景が広がっています。

栗山英樹さん（北海道日本
ハムファイターズ監督）が、名
前が縁で造った少年野球場。
映画「フィールド・オブ・ドリー
ムス」の撮影が行われた球場
を訪れたときの感動を原点
MAP B-4 春 夏 秋
に、「同じような球場をどこかに
作りたい…」という思いを栗山町で実現させた、まさに“夢の
球場”です。映画さながらにトウモロコシやヒマワリを外野フェ
ンスに見立て、内外野に天然芝が敷き詰められています。
隣接するログハウスには、イチロー選手をはじめ日米の名
プレーヤーが使ったバットやユニホーム、サインボールなど、
ファン必見の野球グッズ等を展示。グローブも用意され、誰
でも気軽にキャッチボールが楽しめます。
栗山町字湯地22番地25
4月～9月 11:00～15:30 10月～3月 11:00～15:00
通年（月・火曜日休館）
無料（チームでの野球場利用は要予約）
TEL 0123-72-3917
JR栗山駅より車で約5分
http://www.sponichi.co.jp/kuriyama/

【ふじスポーツ広場・交流センター】
MAP A-4 春 夏 秋

栗山町桜丘3丁目
5月上旬～11月下旬
駐車場20台、トイレ（バイオトイレ）、里山センター（休憩室）
栗山町教育委員会社会教育グループ TEL 0123-72-1117
JR栗山駅より車で約10分
http://uenbetsu.jp/hasanbetsu/

コンサドーレ札幌やサンフレッチェ広島の練習地と
しての実績もある、天然芝の多目的グラウンドで、
サッカーコートは2面使用可。併設の交流センター
は研修室やシャワールームなどを完備しています。
●所在地
●利用期間
●利用料
●設備
●問合先
●アクセス
●URL

栗山町字富士23番地5
4月29日～11月3日 9:00～21:00 MAP A-5 春 夏 秋
詳細はお問合せください
駐車場127台（大型バスも可）、トイレ、夜間照明
栗山町スポーツセンター TEL 0123-72-6161
JR栗山駅より車で約5分（徒歩で約20分）
http://suitech1.ec-net.jp/fuji-sports.html

【阿野呂一本木】

【町民球場】

夕張川とアノロ川に挟まれ、かつては水害の常襲地だった阿
野呂原野に立つ樹齢300年を超えるニレの大木。1898年
の大洪水で流された人が、木にすがりつき助かったことが語
り継がれています。吹雪の日には木を目標に往来し、夏には
木陰で涼を求めるなど、開拓当時から親しまれています。

日本ハムファイターズの練習地としての実績もある
センター122m・両翼98mの野球場。メインスタンド
1,000人、内外野芝生席2,300人収容可能です。

●所在地
●問合先
●アクセス

栗山町字阿野呂 ※駐車場はありません。
栗山町くりやまブランド推進室
TEL 0123-73-7516
JR栗山駅より車で約15分

MAP B-3

【泣く木】
開拓の犠牲になった囚人や、不幸な境遇を苦に自殺し
た女性の霊がニレの老木に乗り移ったと伝えられ、切り倒
そうとのこぎりを当てると「キューヒー」と木が泣き事故が
続出。霊木として祀られていましたが、1970年に切り倒
され、切った本人もまた亡くなったと言われています。現
在、切り株には「泣く木二世」を移植し霊を慰めています。
●所在地
●問合先
●アクセス

栗山町桜丘3丁目 ※駐車場はありません。 MAP A-2
栗山町くりやまブランド推進室
TEL 0123-73-7516
JR栗山駅より車で約10分
6
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【栗の樹ファーム】

栗山町字雨煙別1番地4
通年（宿泊予約が無い場合は火曜
日、年末年始休館）
●利用料
宿泊＝高校生以上 2,500円
小・中学生 2,200円
MAP B-2 春 夏 秋 冬
幼児 900円
食事＝朝食 500円～、昼食 650円～、夕食 1,000円～
※料金はすべて税別表記です。
※宿泊は原則10名以上のグループで申し込みください。
●プログラム 川体験（Eボート遊び、川流れ体験、いきもの調べ ほか）
里山体験（野菜栽培・収穫体験、ネイチャーハイク ほか）
夜の森体験（ホタル観察、星空観察、昆虫観察 ほか）
冬と雪体験（かんじき体験、かまくらづくり ほか）
屋内創作体験（木の表札作り、キャンドル作り ほか）
※他にも季節に応じたプログラム多数有り。
●設備
駐車場、トイレ、食堂、炊事場、浴場、多目的教室ほか
●問合先
NPO法人雨煙別学校事務局 TEL 0123-72-1696
受付時間 4月～11月 9:00～18:00、12月～3月 9:00～17:00
●アクセス JR栗山駅より車で約10分
●URL
http://uenbetsu.jp/

●所在地
●利用期間
●利用料
●設備
●問合先
●アクセス
●URL

栗山町字富士200番地
4月29日～11月3日 9:00～21:00
MAP A-5 春 夏 秋
詳細はお問合せください
駐車場100台（大型バスも可）、トイレ（車椅子用あり）、夜間照明
栗山町スポーツセンター TEL 0123-72-6161
JR栗山駅より車で約5分（徒歩で約20分）
http://suitech1.ec-net.jp/town-stadium.html

【栗山町スキー場】
町民のファミリーゲレンデとして親しまれているスキー
場で最大斜度は35度。スノーボードも楽しめます。
●所在地
●利用期間
●利用料
●設備
●問合先
●アクセス

栗山町桜丘1丁目97番地2
12月中旬～3月中旬
9:00～17:00（リフトは16:30まで）
MAP B-4
詳細はお問合せください
駐車場80台、トイレ、リフト、レストハウス
TEL 0123-72-1725
JR栗山駅より車で約5分

冬
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【くりやま夏まつり】
栗山町を代表する夏のイベント。初日は郷土芸能パレード
や活みこしが会場を練り歩き、二日目には全道から20団
体を超える和太鼓チームが終結。全チームで同時に打ち
鳴らされる太鼓演奏はまさに豪快です。花火大会も有り。
●開催時期
●会場
●問合先
●アクセス

夏

7月第4または第3金・土曜日
栗山町中央2・3丁目（駅前通り商店街・商店街イベント広場）
実行委員会（栗山商工会議所内） TEL 0123-72-1278
JR栗山駅から徒歩で5分 ※町内各所に臨時駐車場あり

【栗山天満宮例大祭】
かつては各地の祭礼を回った露天商たちが最後に集って
いた名残から、300店を超える露店数は道内屈指。特産品
が集う「くりやま味覚まつり」ほか、9月25日には獅子舞や御
神輿渡御が町内を練り歩きます。
●開催時期
●会場
●問合先
●アクセス

秋

9月24日～9月26日
栗山町中央1・2・3丁目、桜丘2丁目（駅前通り、公園通り、栗山天満宮）
栗山観光協会（栗山商工会議所内）TEL 0123-72-1278
JR栗山駅から徒歩で約5分 ※町内各所に臨時駐車場あり

【角田獅子舞かがり火舞】
1953年に初めて角田神社に奉納された栗山に伝わる郷
土芸能。除夜の鐘と共に、五穀豊穣を祈り厄除け祈願す
る獅子舞が雪の境内を乱舞します。
1月1日
栗山町角田165番地（角田神社）
角田獅子舞保存会 TEL 0123-72-1613（あけぼのストアー内）
JR栗山駅から車で約10分

冬

【くりやまウインターフェスティバルちびっこ広場】
高さ約10ｍの雪像ジャンボ滑り台のほか、宝探しゲーム、
雪上ジャンボカルタ大会、ご当地ヒーロー「クリレンジャー」
ショー、もちつき大会など、家族で楽しめる冬のイベントです。
●開催時期
●会場
●問合先
●アクセス

2月第1土曜日
栗山町中央3丁目（商店街イベント広場）
実行委員会（栗山商工会議所内） TEL 0123-72-1278
JR栗山駅から徒歩で約5分

冬

●所在地
●問合先
●URL

【開拓記念館・泉記念館】

栗山町角田60番地4
通年（月曜日、祝日の翌日、年末年始休館）
10:00～16:00
小・中学生50円、高校生・一般100円
駐車場15台、トイレ
TEL 0123-72-6035
JR栗山駅より車で約10分

MAP B-3 春 夏 秋 冬

通年（休館日は年末年始）
4月～10月 10:00～17:00
11月～3月 10:00～16:00
●入館料
無料
●設備
駐車場20台（大型バスも可）、トイレ
●問合先
小林酒造(株) TEL 0123-72-1001
●アクセス JR栗山駅より車で約5分（徒歩で約10分）
※酒蔵見学は10名以上の団体に限り可能（ガイド付き）。5日前までに要予約。

り ん た ろ う

栗山町開拓の祖、泉麟太郎が第一歩を踏んだ角田の地
に整備された公園。「開拓の種」などのオブジェを巡りなが
ら、開拓当時を偲ぶことができます。

●アクセス

栗山町角田183番地
4月下旬～11月上旬
駐車場5台、トイレ、ゲートボール場1面
栗山町建設水道課技術グループ
TEL 0123-73-7513
JR栗山駅より車で約10分

MAP B-3

春 夏

くりやま老舗まつり

【坂本九思い出記念館】
「上を向いて歩こう」などの名曲で知られる坂本九さん。
福祉番組「サンデー九」の最後の録画撮りで、現ハロー
ENJOYを訪れました。事故後、番組は終了しましたが、多
くの賛同と協力により記念館が建てられました。生前の番
組のパネルなどの展示、坂本九さんのCDや手工芸品の販
売を行っています。「九」にこだわった造りの記念館です。
●所在地
●利用期間
●利用時間
●入館料
●設備
●問合先
●アクセス

MAP B-3
栗山町字大井分256番地21
3月～12月下旬（月曜日、12月下旬～2月末休館）
10:00～16:00
維持管理のため募金をお願いしています。
駐車場10台、トイレ（車椅子用あり）
ハローENJOY栗山 TEL 0123-76-3939
JR栗山駅より車で約15分
8
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建物は小樽の銀行をモデルに設計され1944年に
完成した旧本社事務所、築半世紀を経て1995年
より一般公開しています。2006年には国の登録有
形文化財（建造物）に登録されました。酒造りの歴
史を刻んだ酒器や什器、身の回り品など約5000
点を展示しているほか、酒蔵見学、お酒の販売や
試飲を行っています。蔵元限定酒など、ここでしか
手に入らない商品もあります。
●利用期間
●利用時間

【開拓記念公園】

●所在地
●利用期間
●設備
●問合先

栗山町錦3丁目109番地
小林酒造(株) TEL 0123-72-1001
http://www.kitanonishiki.com/

北の錦記念館

開拓期に使用された生活用品や農機具、模型やジオラ
マ、空の上からの栗山を映像で見る「空中散歩」など、ま
ちが発展していく姿を偲ばせる資料を展示。泉記念館は
1898年に泉麟太郎が建築した木造平屋建ての茅葺屋根
住宅で、栗山町有形文化財に指定されています。
●所在地
●利用期間
●利用時間
●入館料
●設備
●問合先
●アクセス

1878年、札幌市で造り酒屋として創業した北海道最古の
よねさぶろう
蔵元「小林酒造」。初代小林米三郎が“北海道で錦を飾って
やろう”という意気込みから、銘酒「北の錦」は誕生しました。
夕張川の水利に富むこの地に拠点を移したのは1901
年。他メーカーに先駆けて道産米を使用した酒造りにも着
手し、2008年からは糖類などの添加物を完全廃止し北海道
唯一の全商品、本醸造以上の酒造りを実現。人・米・水す
べてが北海道という地酒中の地酒を目指しています。
敷地内には、築100年を超える西洋建築のレンガ蔵や札
幌軟石の石蔵が点在し、一番蔵～六番蔵、資材庫、住宅
など13棟が国の登録有形文化財として2006年に登録され
きんすいあん
ました。「手打ち蕎麦 錦水庵」や、くりやまコロッケが食べら
れる「レストラン蔵」も併設され、観光客も多く訪れています。

【小林酒造】

●開催時期
●会場
●問合先
●アクセス

MAP A-4 春 夏 秋 冬

春 夏 秋

小林酒造の「北の錦酒蔵まつり」と谷田製菓（1913
年創業）の「きびだんごまつり」、栗山町を代表する
老舗同士がジョイントした春のイベント。小林酒造で
は完全ガイドによる酒蔵開放、谷田製菓では工場
を開放し製造工程を見学できます。各種銘柄の日
本酒や杜氏が育てた麹でつくる「幻の甘酒」などの
無料試飲、きびだんごの試食サービス、即売会な
どが行われ、毎年２万人を超える来場があります。
●開催時期
●会場
●問合先

4月第2土・日曜日
栗山町錦3丁目
春
実行委員会（小林酒造内）
TEL 0123-72-1001
●アクセス JR栗山駅から徒歩で約10分
※町内各所に臨時駐車場あり、駐車場からJR栗山駅まで無料巡回バス運行
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