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村名の由来・開拓の始まりと歴史

更別とはアイヌ語の「サラ・ペツ」に漢字をあてたもの

で、その昔、サラベツ川、サッチャルベツ川流域が葦(あし)

や茅(かや)におおわれた平原であったことからきています。

開拓のはじめは、明治３８年に山田嘉一郎翁が先鞭をつけ、

その後開拓団体が相次いで入植しました。当初は小豆、ソバ、

えん麦など栽培していましたが、第一次大戦時の豆景気の頃に

は、青えんどう豆、大豆、小豆などの豆成金が多く出ました。

その後冷害や「ドットハー」といわれて怖がられた水害などに

度々あい、酪農の振興などいわゆる寒地農業が確立されていき

ました。昭和７年には国鉄広尾線が開通(昭和６２年廃止)しま

した。

昭和２２年１０月１９日に大正村から分村。その後、昭和２

３年４月１日に幕別町の一部を編入し、今の更別村ができまし

た。

平成１６年には開拓１００年、平成２９年には開村７０周年

を迎えました。

冷涼で寒暖の差が大きい気候ですが、
日高山脈と大規模農地が
とてもキレイな村です。
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幕別町

帯広市のベッドタウンとして

更別村から帯広市までは帯広・広尾自動車道を

利用し更別ICから帯広川西ICまで約27Kｍ。

市内からの通勤にも適したベッドタウンです。

村のホームページで利用可能な空き地や空き家

について情報を提供し、利用を希望する方に対し、

物件の所有者情報等をお知らせしています。

更別村HP https://www.sarabetsu.jp/ijyuu/
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さらべつの楽しみと見どころ

３

道の駅さらべつ 観光と物産の館ピポパ さらべつカントリーパーク

観光物産館と散策路や休憩広場などの
駐車公園からなる施設。更別村と南十
勝に関する情報発信の拠点です。
(Tel.０１５５-５３-３６６３)

さらべつの冬を彩る霧氷

３０haの広大な敷地に、トレーラーハウ
ス、コテージ、テントサイトなどを完
備したオートキャンプ場。
(Tel.０１５５-５２-５６５６)

多くの写真家が訪れる撮影スポット。
マイナス２０度以下の早朝だからこそ
みられる幻想的な世界は一見の価値あ
り。

福祉の里温泉 すももの里

主浴槽、バイブラ、寝湯、サウナ、露
天風呂を備えたゆったりしたスペース
が人気の温泉です。
(Tel.０１５５-５３-３５００)

畑と日高山脈

どんぐり公園横の「すももの里」。５月
下旬には白い花をいっぱい咲かせ、夏に
はおいしい実をたくさんつけます。

更別村から眺める日高山脈は、南北に
長く横たわり壮観です。四季を通じて
様々な景観を楽しめます。

観光情報の詳細は、
更別村のホームページでお知らせしています。
https://www.sarabetsu.jp/sightseeing/



さらべつの住まい

オークヴィレッジ（分譲中）

オークヴィレッジは、国道２３６号線に接する上更別市
街地南側に位置し、近隣には小学校、幼稚園等の公共施
設、スーパー及びバス停留所が設置されています。広大
な日高山脈が眺められる上更別の地で「だんらん」「やす
らぎ」「交流」のスペースを提供しています。

公営住宅
更別村では２１３戸の公営住宅、６６戸の特定公共賃貸住宅を
ご用意しています。入居資格や家賃など詳しいことは役場
建設水道課(０１５５－５２－５２００)までご相談ください。

民間賃貸住宅
更別村には２８棟１５１戸の民間賃貸住宅があります。
定住化の促進、民間活力の導入から建設費の一部を更別
村で助成し、建設されています。オール電化仕様やエア
コン完備の住宅もあります。

新コムニ団地（分譲中）
更別村の中心に位置し、共働き・子育て世代のファミ
リー層に選ばれる人気のエリアです。帯広市への通勤に
も便利なベッドタウンとしても注目される更別村。先着
順好評分譲中です。詳しくは村のHPでお知らせしていま
す。 https://www.sarabetsu.jp/ijyuu/
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定住化促進住宅／
住宅建設等助成制度

定住化促進住宅(新栄１・２)
定住化促進住宅は、更別村に定住希望または研修等の目的で６か月以上の居住を希望する村外在住者で、他に適当な住

宅がない方のために、最長２年間入居可能な住宅です。定住化促進住宅に関する問い合わせや詳細は、更別村役場企画

政策課地域開発係(０１５５-５２-２１１４)までお問い合わせいただくか、更別村のホームページをご覧ください。

※住民票の異動が必要となります。

定住化促進住宅・住宅建設等助成制度等の詳細は、
更別村のホームページでお知らせしています。
https://www.sarabetsu.jp/ijyuu/

住宅建設費等助成制度
更別村では平成２２年４月から、村内の定住人口増加と街中へ

の居住誘導をはかり地域の活性化を目的とする「住宅建設費等助

成制度」を行っています。

その他助成制度
住宅建設助成のほか、村には次の助成金があります。

■リフォーム助成

助成事業に関する詳細は、更別村のホームページをご覧ください。
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さらべつの暮らしと子育て

ショッピング・食 ライフラインとインターネット

日常生活に必要な生活用品や食品は、
村内の各商店・コンビニ等で揃います。

冬の除雪

更別市街地は上下水道を完備。インター
ネット環境も整備されています。その他
の地域についてはお問い合わせください。

冬の生活に直結する除雪は、国や道と
連携し行いながら、村全域の除雪体制
を整えています。

保健・医療・福祉

村の保健・医療・福祉施策として、国保診療所の隣には、保健
栄養指導・介護相談機能を備えた福祉の里総合センターが、また
その隣には、福祉の里温泉がある老人福祉センターがあります。
村には国保診療所と歯科診療所があり、国保診療所は４名の家
庭医療の専門医が、日常的な「かかりつけ医」として２４時間体制で
病気全般を幅広く診察するとともに、必要に応じて帯広市（車で４０
分）等の総合病院・専門医をご紹介しています。
また、村の福祉関連施設として、高齢者デイサービス、地域密着

型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、生活支援
ハウス、福祉の里温泉、就労支援継続Ｂ型事業所などがあります。

国民健康保険診療所

６

子育て・教育

更別村は子育て環境が充実しています。村内には幼稚園1か所、
認定こども園２か所があり、小学校２校、中学校１校、高校１校があり
ます。また、学童保育も行っており、心の豊かさと調和の取れた人間
形成に取り組んでいます。

生涯学習・公共施設

子供からお年寄りまで、生涯を通じて生きがいを感じる暮らしを送るた
め、各種の文化・スポーツ活動も盛んに行われています。

●医療費自己負担額の助成制度（高校３年生まで対象）●入学祝金制度（小中学校等入学時対象）●出産祝い金制度（第１子から対象）
●子育て支援用具無償貸与（ベビーベッド、ベビーカー等）●有料ゴミ袋の無償提供（子供の生まれた家庭へ２年間、２００枚）
詳細につきましてはお問い合わせください。

更別村の子育て応援制度



さらべつのイベント

すももの里まつり（５月下旬） 全日本ママチャリ耐久レース

全国各地から２００以上のチームが参加するママチャリレー
スです。各チームが心をひとつにゴールを目指します。
毎年開催時期に変動があります。（７月下旬～９月上旬）

約千本のすももの花が咲く５月下旬に開催しています。会
場では、すももの果実を使用した加工品の販売などを行い、
多くの花見客が訪れます。

さらべつ大収穫祭（１０月下旬） ときめきイルミネーション（１２月上旬～２月上旬）

約４０，０００球のイルミネーションが農村公園周辺を華やか
に彩る「ときめきイルミネーション」。初日は来場者とと
もにカウントダウンイベントも行います。

さらべつ大収穫祭は、大地の恵みに感謝し、多くの方に地
場の味覚を堪能してもらうとともに、さらべつの農畜産物
や特産品をＰＲするイベントです。
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さらべつの

人口と気候
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さらべつの

位置と地勢

雄大な日高山脈が一望でき、広大な十勝平野の南部に位置する更別
村は、とかち帯広空港から車で南へわずか15分。
羽田空港からとかち帯広空港へのフライト時間は１時間３０分。
東京へ日帰り可能な、首都圏と隣接した農村の村です。
東は幕別町、西は中札内村、南は大樹町、北は帯広市とそれぞれ接し
ており、十勝の中心都市である帯広市から南へ３５Kmの地点にあり
ます。
総面積は、１７６.９０K㎡、東西２５.３Km、南北１４.７Kmで東西に少し長
めの村で、日高山系の東側に位置し、北東に向かって緩やかに流れて
傾斜。一部起伏があるものの、多くは平坦な土地です。
農家1 戸当たり約５０.７haの農地を有する日本随一の大型農業の村で
あり、食糧生産基地です。

飛行機
東京から １時間３０分

鉄道（各都市のJR駅からJR帯広駅まで）

札幌から 約２時間４５分

南千歳から 約２時間１５分
釧路から 約１時間５０分

バス
帯広から 約７０分

自動車

札幌から 約３時間２０分

帯広から 約４０分

帯広空港から 約１５分

旭川から 約３時間

釧路から 約２時間３０分
苫小牧から 約３時間２０分

９

更別村の位置と地勢



移住相談ワンストップ窓口
更別村役場 企画政策課

〒089-1595北海道河西郡更別村字更別南１線93番地

直通 0155-52-2114

http://www.sarabetsu.jp
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