SUFFOLK LAND

羊のまち

温かな

SHIBETSU

田

このまちの日常が

士別

いでになる
北海道 士別市勢要覧 ２０１９
City Guide to Shibetsu, Hokkaido 2019

姉妹都市
オーストラリア・ゴー
ルバーンマルワリー市
市民訪問団

オリンピックデーラン士別大会

道立自然公園 天塩岳

士別神社祭
日向スキー場

朝日三望台シャンツェ

市民総合文化祭
北海道で一番大きい 6.8ha の水田

朝日町のマスコットキャラ
ジャンプん
紅葉に染まる岩尾内湖

サフォークランド士別ハーフマラソン大会

士別市指定文化財第 1 号『士別屯田兵屋』

北海道遺産

天塩川源流

市民劇『体験版 芝居で遊びましょ ♪』
満天の星の丘

Shibetsu is located in northern
central Hokkaido.
Points of interest
「天塩岳」があり、国内４番目の長さの
「天塩川」がもたらす豊かな
・Mount Teshio-dake and Japan's
水と肥沃な大地に恵まれ、農業を基幹産業として発展してきました。 fourth longest river, the Teshio
River
顔の黒い羊
「サフォーク」をまちづくりの中心とした『サフォーク
・〝Suffolk Land"-raising Suffolk
ランド士別』
の取り組みは 30 年を超え、多くの方に知られています。 sheep for over 30 years
・Sports training camps-used by
また、冷涼な気候のもと、国内外のトップアスリートなどが心
elite national and international
athletes
身を鍛える
『合宿の里』としての取り組みを進めているほか、積雪
・Automobile test course-conducting
寒冷な自然条件を生かした
『自動車等試験研究のまち』として、自
vehicle and tire testing in
Shibetsu's cold and snowy
動車やタイヤメーカーなどによる試験が盛んに行われています。
conditions
士別市は北海道北部の中央に位置しています。道立自然公園の

天塩川源流まつり 川舟みこし

日本甜菜製糖株式会社 士別製糖所

北海道農業の魅力を
ぎゅっと凝縮～士別の農業～
ぎゅっと

士別市で生まれた新品種の茶大豆
『つくも４号』

士別市では、水田、畑作、野菜、酪農、 F o o d p r o d u c t i o n i n t h e a r e a
畜産といった、北海道を代表する農産物

農

のほとんどが生産されています。

is diverse and well balanced,
providing an ideal snapshot of
Hokkaido agriculture.

多種多様なバランスのとれた農産物が

生産される本市の農業は、北海道農業の
縮図といえます。

Shibetsu's cool climate is ideal
for the production of sugar beets,
which are a natural source of
sugar.
Built in 1936, Hokkaido's oldest
sugar factory is still in
operation in Shibetsu today.

昼と夜の寒暖差が大きく冷涼な気候は、
砂糖の原料となる甜菜（ビート）の生育
に重要な要素となります。
市内には、昭和 11 年に操業した、北
海道で一番古い日本甜菜製糖株式会社の
士別製糖所があります。

子育て支援センターゆら
子育て支援センターなどの設置や一時保育の拡
充、中学生までの医療費無償化などの施策に取り
組み、安心して子どもを育てることができる環境
づくりに努めています。
ま た、
「こども夢トーク」や「子ども議会」の開催
など、子どもたちが市政に参加できる機会をつく
り、まちづくりへの思いや希望を意見交換してい
ます。

育

Shibetsu is dedicated to providing a
safe and family friendly environment.
Through Shibetsu's Children's City
Council, children have the opportunity
to share ideas and their hopes for the
future.

健

やさしいまちへ

すこやかに
暮らす

士別市立病院

The city hospital supports the health of
Shibetsu city and regional residents.
At the Iki-Iki Health Center,residents of
all ages are encouraged to interact and
enjoy ﬁtness programs.
いきいき健康センター

士別市立病院は、地域の中核病院として、市民
の安全安心な生活を支えています。
また、
「いきいき健康センター」は市民の健康づ
くりや介護予防のほか、子どもから高齢者まで多
くの市民が交流ができる場所として親しまれてい
ます。

鍛
合宿の里
士別市は、大学や実業団を中心に、毎年
２万人を超える方が訪れる国内有数の合宿の
聖地です。
夏の冷涼な気候や冬の雪と寒さなど、豊か
な自然環境のもと、スポーツや文化活動など、
さまざまな合宿が行われています。

Shibetsu enjoys over 20,000 visitors
annually, through hosting prestigious
sports training camps, catering
mainly to universities and business
associations.

士別から世界へ

Sheep and Cloud Hill is the heart
of Shibetsu as〝Suffolk Land".
「羊と雲の丘」。牧歌的な風景が広がる丘では、 Panoramic views and Suffolk sheep
blend together in a charming
羊の魅力すべてに出会えます。
countryside experience.
Sheep shearing and sheep dog shows
羊の毛刈りを実演する毛刈りショーや牧羊
are very popular events.
『サフォークランド士別』を 象 徴 す る 場 所

犬と羊が牧場内を駆けめぐるシープドッグ
ショーは毎回大人気です。

観

人と羊がつながる場所

羊と雲の丘

究

士別市は、北海道内でも有数の「厳しい寒さ」と
「雪の多い」気象が混在するまちです。
このような地域性を生かし、自動車メーカーや
タイヤメーカー、スノーモビルなどを開発する企
業が試験を行っています。

Winter in Shibetsu is
particularly cold and snowy.
Many automotive companies
conduct vehicle and tire
testing in Shibetsu.
トヨタ自動車株式会社 士別試験場

積雪寒冷な気候を生かす

ヤマハ発動機株式会社

自動車等試験研究のまち

株式会社ブリヂストン

ダイハツ工業株式会社

株式会社交通科学総合研究所

おすすめ特産品
さほっち

みーちゃん

メイちゃん

士別サフォークラム

羊毛・ニット製品

安全安心な農産物

羊特有の臭みが少なく、味の深
い柔らかな肉は、高級食材とし
て全国で好評です。

士別産の羊毛を使ったマフラー
やセーターなどは心地よい温か
さを感じられます。

冷涼な気候により、甘みの強い
農作物となり、また農薬を減ら
すクリーン農業が可能です。

市の木・市の花
〒 095-8686

士別市

北海道士別市東６条４丁目１番地
TEL 0165-23-3121・FAX 0165-22-1934

ナナカマド

アカエゾマツ

コスモス

エゾムラサキツツジ

交通アクセス
旭川
札幌

Asahikawa

士別

Shibetsu

Sapporo

道内主要都市からのアクセス
札幌市ー士別市：約２時間 (道央自動車道)
旭川市ー士別市：約１時間 (国道40号)
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エゾノリュウキンカ
（ヤチブキ）
士別市公式
Facebook

みんな
見にきてね♪

航空アクセス
東京ー旭川：約１時間 35 分
名古屋ー旭川：約１時間 45 分
東京ー札幌 (新千歳)：約１時間 35 分
大阪ー札幌 (新千歳)：約１時間 50 分
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