
沼田町役場 産業創出課  

輝け雪のまち「沼田町」 

サテライトオフィスのご案内 



北海道沼田町の概要 

１ 

●人口  ３,０１１人（令和２年７月３１日現在） 

●沼田町までの距離 

 ●自動車を利用した場合（※札幌市、新千歳空港からは高速道路利用） 

    新千歳空港から約１１０分（１５７ｋｍ） 

    札幌市から約９０分（１２１ｋｍ） 
    参考 旭川市から約４５分（４４ｋｍ）・留萌市から約３０分（３６ｋｍ） 
       深川市から約２０分（１７ｋｍ） 

  ●ＪＲを利用した場合（石狩沼田駅まで） 

    新千歳空港駅から約１２０分（一部特急利用） 

    札幌駅から約８０分（一部特急利用） 
    参考 旭川駅から 約４０分・留萌駅から 約４０分 
       深川駅から 約１５分 

  ●最寄りの空港まで空路利用 
    【新千歳空港まで】 
     東京（羽田）から１時間３５分 
       名古屋（中部）から１時間４５分 
     大阪（関西）から２時間１０分 
    【旭川空港まで】 
     東京（羽田）から１時間４５分 
     名古屋（中部）から１時間５５分 
     大阪（関西）から３時間３０分 

人口：21,757 

人口：21,237 

人口：40,843 

人口：340,211 

※人口は北海道庁 平成30年住民基本台帳人口・世帯数より （H30.1.1現在）  

 沼田町は北海道のほぼ中央、空知管内の北部に位置し、山は青く水は清い豊か
な自然に包まれた町です。気候は内陸性で式の区別がはっきりしており、自然を
通して季節の変わりゆくさまを感じ取ることができます。 
 基幹産業は農業で、主に米を作っています。収穫された米を自然の雪を利用し
籾のまま貯蔵した「雪中米（せっちゅうまい）」はいつでも新米の味と香りを楽
しむことができ、町の特産品となっています。 



サテライトオフィスの概要 

２ 

 令和２年にオープンした戸建てのオフィスです。家電も揃っているので宿泊も
でき、市街中心部にあるので利便性が高いオフィスです。 

★所在地 沼田町南1条３丁目６番２６号 
★面 積 113.73㎡（１Ｆ/70.78㎡ ２Ｆ/42.95㎡） 
★間取り 下記参照 
★備 品 テーブル・イス・テレビ・プリンタ・シュレッダー 等 
     家電（冷蔵庫・洗濯機・炊飯器 等）   
★使用料 40,000円/月（電気料・水道基本料・Wi-Fi使用料込） 
★その他  Wi-Fi環境あり／駐車場あり／自転車の貸出もいたします 
 
※詳細につきましてはお問合せ下さい。（問合せ先 P.１１） 
※サテライトオフィスの利用に際し、助成制度もございます。（P.５参
照） 

●戸建てサテライトオフィス 



サテライトオフィスの概要 

▲２Ｆ ロフト 

▲１Ｆ リビング 

▲２Ｆ 多目的ホール 

３ 



その他オフィスのご案内 

 ほろしん温泉ほたる館（ホテル）７階にある会議室です。ほろしん温泉は緑に
包まれた静かでワーケーションにはぴったりの環境です。 
 従業員の方の宿泊場所として客室を利用すれば、オフィスまでの通勤もラクラ
クです。休日は周辺を散策したり、温泉や岩盤浴をゆっくり楽しんだり、少し足
を延ばしてホロピリ湖や留萌の海までドライブを楽しむのもお勧めです。 

★所在地 沼田町字幌新３７７番地 
★面 積 おおよそ２１畳 
★使用料 １ヶ月貸出 115,500円～ ※1日当たり3,500円（税別） 

★その他 Wi-Fi利用可能、テーブル・イス貸出可 
★アクセス 沼田市街から車で約１５分 
 

●ほろしん温泉ほたる館 会議室 

４ 



宿泊施設のご案内 

●コテージ 
 ほろしん温泉ほたる館に隣接する、ほたるの里オートキャンプ場内にあるコテ
ージです。カナダ製トレーラーハウスで、ユニットバス、ガスコンロ付きキッチ
ンを完備しています。 
 ほたる館の会議室をオフィスとしてご利用いただく場合、徒歩約１分の好立地
。お仕事をしながらアウトドアライフを満喫できます。 

★所在地 沼田町字幌新（ほろしん温泉ほたる館に隣接） 
★間取り ロフトを含め３室 
★利用料 15,000円／日 
★アクセス 沼田市街から車で約１５分 
      ほろしん温泉ほたる館からは徒歩約１分 
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●ほろしん温泉ほたる館 

●戸建てサテライトオフィス 
 ある程度の家電は揃っていますので、数人までならオフィス兼住居としても
ご利用になれます。（住居のみとしてのご利用はいただけません） 

 和室・洋室・和洋室とございます。金額についてはほろしん温泉ほたる館
までお問合せ下さい。 
 （ほろしん温泉ほたる館 ＴＥＬ：0164-35-1188） 



 町内にサテライトオフィスを設置しようとする場合に助成します。事前申請が必
要で助成には要件等がありますので、詳細はお問合せ下さい。 

助成制度 
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補助内容 補助対象経費 補助金の額 補助限度額 補助対象期間 

サテライトオフィス賃借料 サテライトオフィスとして使用するため賃借した空き家

等に係る賃借料（敷金、礼金、保証金、権利金、仲介

手数料、更新料、改修費、消費税、その他これらに類

するものを除く。） 

※但し、役場が所有するサテライトオフィスは補助対

象外 

対象経費に２分の１を乗じて

得た額 

月額５万円まで 補助対象事業を開始した日

の属する月から24か月以内 

備品・事務機器のリース料 サテライトオフィスにおいて業務に要するパソコン及び

周辺機器、複合機、コピー機、電話機、ＦＡＸ、スキャ

ナー等 

※上記以外で業務上必要となる備品等が発生した場

合はその都度協議を行い、補助対象の可否について

決定する。 

対象経費に２分の１を乗じて

得た額 

月額３万円まで 補助対象事業を開始した日

の属する月から24か月以内 

レンタカー借り上げ料 最寄りの空港等からサテライトオフィス滞在期間中に

使用するレンタカーの借り上げ料 

（ｵﾌﾟｼｮﾝのうち免責補償料、ﾜﾝｳｪｲ（乗り捨て）料を含

む） 

※但し、レンタカーについては、特別な事情を除き、移

動の為に必要な最低限の車種・台数に限る。 

対象経費に２分の１を乗じて

得た額 

１台につき月額５万円ま

で 

期間の制約無し 

住宅賃借料 サテライトオフィス設置者が賃借し、サテライトオフィス

の他に業者が住む住宅等に係る賃借料（敷金、礼金、

保証金、権利金、仲介手数料、更新料、改修費、消費

税、その他これらに類するものを除く。） 

賃借料に２分の１を乗じて得

た額 

１戸につき月額３万円ま

で、かつ１社につき３戸

まで 

補助対象事業を開始した日

の属する月から24か月以内 



沼田町を楽しむ 

●ほたるの里 
（ほろしん温泉ほたる館周辺） 
 
 自然豊かな沼田町では、 
毎年７月上旬～８月上旬に 
ほたるを鑑賞することがで 
きます。数千匹のほたるが 
目の前で美しく乱舞する様 

は幻想的で感動必至です。  
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●夜高あんどん祭り（毎年８月第４金・土曜日） 
  北海道３大あんどん祭りのひとつで、北海道で唯一の喧嘩あんどん。 

  大小十数基のあんどんがあかりを灯しながら、街中を練り歩きます。   
  クライマックスの大型あんどんのぶつけ合いは迫力満点！ 



沼田町を楽しむ 

●萌の丘 ●ホロピリ湖 

８ 



沼田町を楽しむ 

●雨竜川総合運動公園  町民パークゴルフ場 

 子どもから大人まで楽しめるコース設計になって
います。全３コースあり、景色を楽しみながらプ
レーできます。 
 
 ■住  所 沼田町字旭町31番地１０ 
 ■営業時間 ６：３０～（早朝） 
       ８：３０（クラブハウス） 

            

●沼田町営高穂スキー場 

 最大傾斜２１度で、スキー初心者でも楽しめるコー
スになっています。夜間照明もあるのでナイターも楽
しめます。 
 
 ■住  所 沼田町字高穂３２５番地 
 ■営業時間 １２月下旬～３月上旬 
       12月31日15：00～１月２日まで休み 

            
９ 

 ●沼田は化石の宝庫 

 沼田町には、世界中でここだけでしか見られない新種の化石が二つあ
ります。また様々な海洋動物の化石も数多く発見されており、沼田町化
石体験館ではこれらの貴重な化石を見るだけでなく、ミニ発掘などの体
験メニューも楽しめます。 

化石体験館 
 ■住  所 沼田町字幌新３８１番地１ 
 ■開館時間 ９：３０～１７：００ 
 ■休 館 日  月曜日・祝日の翌日 
       （月曜日が祝日の場合開館） 
       １１月４日～翌年４月２８日まで 
       冬季閉館 
 



沼田町を楽しむ 

●明日萌の里（ロケ施設） 
 ＪＲ留萌本線の恵比島駅。ＮＨＫ連続テレビ小説「すずらん」（放送：平成１１
年）のロケ地です。放送から２０年を経過した現在でも大切に保管しています。 

９ 

●クラウス１５号蒸気機関車 
 小さいながらも重量感のある黒いボディが圧巻のＳＬ。日本に現存する小型蒸
気機関車では最も古く、昭和４５年に町の有形文化財、平成２２年にＪＲ北海道
の準鉄道記念物、令和元年５月２０日には日本遺産に認定されました。        

■展示場所 沼田町字幌新（ほたる館前） 
 
■観覧時間 ９：００～１７：００ 
      ５月上旬～１０月末まで 
 
■観 覧 料  無料 
            

 ●本願寺駅逓  
 国道２７５号線沿いに佇むこの建物は、かつ
て札幌や旭川と留萌を結ぶ交通の要所として旅
人や馬が体を休め、また奥地の開拓者の手紙を
集配していた場所でした。明治２７（1894）年
に建てられ、明治３３（1900）年に官設の駅逓
として許可されました。 
 現存する数少ない2階建ての旧駅逓で、北海
道指定有形文化財です。 

■住  所 沼田町字北竜 
■観覧時間 ５月～１１月 9：00～17：00 
■観 覧 料 無料    



沼田町の特産品 

１１ 

美味しい 
特産品 
いろいろ 

▲完熟トマトジュース            
▲雪中米（せっちゅうまい）            

▲完熟トマトケチャップ          

▲雪んこ焼き   

▲玄米とまとソース  

▲雪なごり瑞華  

▲天塩とまと飴 

▲北海道トマトキャンディ 

これらはほんの一部です。この他
にもたくさんあります。 
 また、沼田は農業のまち。夏に
は新鮮な地物野菜が店先や直
売所にずらりと並び、秋には美味
しいお米がとれます。 



市街地図・お問合せ先 

１２ 

 ●お問合せ先 

 沼田町役場 企業誘致推進本部（産業創出課内） 
 
 〒078-2202 北海道雨竜郡沼田町南１条３丁目６番５３号 
 ＴＥＬ：0164-35-2155  ＦＡＸ：0164-35-2393 
 E-Mail：sangyou@town.numata.lg.jp 

 


