
しかべぐらし

鹿部町移住ガイド

鹿部町はどんなまち ?

アイヌ語の「シケルペ」が町名の由来。
「シケルペ」とは「キハダ ( 別名シコロ ) のある所」の意で、イナウ ( 神祀る木幣 )・薬用・染料等に
使う貴重な木であるキハダが多い事からそう呼ばれ、後に転訛して「鹿部」となりました。

町名の由来

面積：110.64 ㎢ 人口：3,770 人
（2021.7.15現在）

産業：
漁業・水産加工

外周の 4 つの「力」は “4” 力、すなわち
鹿部の「鹿」を表し、中心は昆布と鹿の角
と温泉をシンボライズしたもの。町民の和
と町の発展の願いが込められています。

町章の由来

鹿部町は噴火湾を臨み、北海道駒ヶ岳の麓
に広がる漁業の町です。駒ヶ岳山頂を境に
七飯町・森町、横津岳山頂を境に函館市・
七飯町と接しています。

位置

鹿部町の気候は、北海道の中では 1 年を通して比較的
温暖で、降雪が少ない地域です。
夏は 25℃前後、冬は -1℃～ -5℃と過ごしやすいです！





鹿部町の駒ヶ岳噴火対策
魅力的な駒ヶ岳ですが、全国の活火山の中でもトップクラ
スの台数の観測器が設置されています。
北海道・森町・七飯町・鹿部町により「北海道駒ヶ岳火山
防災協議会」を設け、町民を災害から守り安心して暮らせ
るように対策を行なっています。

鹿部公園
春は桜の名所として、
多くの人々で賑わいます。
川遊びができる河川敷や、温水
プールが隣接しており、家族連
れに人気のスポットです。

道南、渡島半島のシンボルである秀峰・駒ヶ岳を望む絶景ポイントが町内に
点在しているので、お散歩がてらに美しい山容を楽しめます。

鹿部町の魅力「自然」

3 つの漁港
海と駒ヶ岳の景色
をゆったり楽しめ
る漁港。

鹿部漁港 出来澗漁港本別漁港

北海道駒ヶ岳
噴火湾の南端に位置し、鹿部町、七飯町、森町にまたがる標高
1,131m の活火山です。
駒ヶ岳は見る位置によって様々な姿を見せ、四季折々の景色を
全く趣の異なる姿で楽しめるのも魅力の一つです。

     応募要件

【特典】
●宿泊費の一部助成
応募要件に該当し、町内の宿泊施設にご宿泊いただいた方には、
宿泊費の 1/2 以内、1 泊あたり 3，000 円を上限に 5 泊分まで助成。
●フェリー利用者は渡航割引が適用
北海道へ移住を検討されている方で、北海道移住交流促進協議会の会員および、協力
市町村の承認を得ると、津軽海峡フェリー（大間ー函館 ) の航路運賃が通常の 20% 割引。
●公共施設が町民料金で利用可

「総合体育館」「パークゴルフ場」「いこいの湯」などを、町民料金で利用可能。

【連絡先】
移住相談ワンストップ窓口
鹿部町　企画振興課
〒041-1498　北海道茅部郡鹿部町字鹿部 252 番地 1 

TEL：01372-7-5297　FAX：01372-7-3086　
MAIL：kikaku@town.shikabe.hokkaido.jp 
https://www.town.shikabe.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/iju_teiju/1121.html

ちょっと暮らし体験
北海道での生活に憧れや魅力を感じ、興味がある、移住を考えている方。
鹿部町で短期生活を送ることで、移住後の生活のイメージが掴めます！

鹿部町外に
住所がある方

アンケート等に
ご協力いただける方

町内に連続して
3 日以上宿泊できる方 鹿部町での別荘、移住をお考えの方へ

ロイヤルシティ鹿部リゾート
澄み切った空気と広がる緑、圧倒的な開
放感。駒ヶ岳を眺め、太平洋を体感でき、
都会にはない緩やかな北海道での新しい
日常が別荘利用者や移住者の方々の心を
掴んでいます。

www.daiwahouse.co.jp/shinrin/shikabe/otameshi/index.html

リゾート地区では、移住者が多く住民間での
様々な趣味のサークル活動が活発です。
季節ごとに、釣りやゴルフ（リゾート内にコースを備
えてい ます）やカヌー、そして冬はスキーなどのス
ポーツが楽しめるサークルがあります。

ちょっと暮らし体験でも
「鹿部ショートステイハウス」で
リゾートライフを体験いただけます。



鹿部町へのアクセス
●東京－新函館北斗／約 4 時間

●津軽海峡フェリー
青森ー函館／片道約 3 時間 40 分
大間ー函館／片道約 1 時間 30 分
●商船三井フェリー
大洗ー苫小牧／片道約 18 時間
●太平洋フェリー
仙台ー苫小牧／片道約 15 時間

●津軽海峡フェリー
青森ー函館／片道約 3 時間 40 分
大間ー函館／片道約 1 時間 30 分
●商船三井フェリー
大洗ー苫小牧／片道約 18 時間
●太平洋フェリー
仙台ー苫小牧／片道約 15 時間

●関西方面
大阪国際（伊丹）ー函館／片道約 1 時間 40 分

●関東方面
羽田ー函館／片道約 1 時間 20 分

●中部方面
中部国際ー函館／片道約 1 時間 30 分

●関西方面
大阪国際（伊丹）ー函館／片道約 1 時間 40 分

●関東方面
羽田ー函館／片道約 1 時間 20 分

●中部方面
中部国際ー函館／片道約 1 時間 30 分

新幹線駅、フェリー港、空港からの乗り継ぎ
●新函館北斗駅ー鹿部町／約 30 分
●函館空港ー鹿部町／約 50 分
●苫小牧港ー鹿部町／高速道路利用で約 3 時間

道内から鹿部町
●函館市内ー鹿部町／約 50 分
●札幌市内ー鹿部町／約 4 時間 30 分
●小樽市内ー鹿部町／約 50 分

新幹線駅、フェリー港、空港からの乗り継ぎ
●新函館北斗駅ー鹿部町／約 30 分
●函館空港ー鹿部町／約 50 分
●苫小牧港ー鹿部町／高速道路利用で約 3 時間

道内から鹿部町
●函館市内ー鹿部町／約 50 分
●札幌市内ー鹿部町／約 4 時間 30 分
●小樽市内ー鹿部町／約 3 時間 50 分

●東京－新函館北斗／約 4 時間

移住に関しての連絡先
移住相談ワンストップ窓口

鹿部町　企画振興課
TEL：01372-7-5297
MAIL：kikaku@town.shikabe.hokkaido.jp
WEB：https://www.town.shikabe.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/iju_teiju/1121.html

魅力いっぱいの近隣地域
鹿部町は周辺地域に魅力的な観光スポットがあり、
お買い物やレジャー、ドライブも楽しめます。

年間 500 万人が訪れる観光都市です。
美しい函館山からの夜景や、元町の教会群、函館どつく（どっく）など港町の
伝統的でレトロな街並みが人気です。歴史舞台である五稜郭や北海道の三大温
泉郷のひとつである湯の川では温泉旅館でゆったりした時間も楽しめます。

函館の魅力は市街地だけではなく、海岸沿いのエリアでは 2021 年 7 月にユネ
スコの世界文化遺産登録された「縄文遺跡群」の関連施設の中心的存在である
函館市縄文文化交流センターやつつじの名所でもある活火山「恵山」、道南屈
指のサーフィンスポット銚子海岸、「戸井マグロ」でも有名な漁業の町など、
訪れたい場所がたくさんあります。

函館市

日本新三景「大沼国定公園」をはじめとする観光地
が点在し、サイクリングやカヌー、スキーなど自然
を感じて楽しむことができます。

「道の駅 なないろ・ななえ」では、七飯の食材を堪
能できるカフェや旅の疲れを癒やせる休憩スペース
も設備。物販コーナーでは地元の野菜や道南自慢の
食材、北海道ならではのお土産品も揃っています。

道の駅に隣接している「THE DANSHAKU 
LOUNGE」では、七飯の農業の歴史を学ぶことがで
き空間・展示を通して地域・ヒト・モノの繋がりを
楽しめます。

七飯町森町
鹿部町と同じく渡島半島の内浦湾と緑豊かな
駒ケ岳の周囲に位置する町です。

春は桜が美しく、「青葉ヶ丘公園」と「オニウ
シ公園」にソメイヨシノを筆頭に１６種類１５
００本が植えられおり、公園内では珍しい桜も
見ることができます。

豊富な農水産物に恵まれた環境なので、名店と
呼ばれる飲食店が多数点在し地元の人々に愛さ
れており、ミシュランガイドの掲載店をはじめ、
旬な素材を生かした名店が充実しています。
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