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当別町の観光名所を訪れる

① 北欧の風　道の駅とうべつ
札幌都心部から一番近い道の駅。木のぬくもりが感じられる北欧風
の造りになっており、地元の食材を使ったレストラン、野菜の直売
所、特産品を扱うショップがあります。
◯当別町当別太774番地11 ◯TEL/0133-27-5260 ◯営業時間/9:30～
18:00（夏期営業時間）10:00～18:00（冬期営業時間）◯定休日/年末年始

② 一般財団法人 スウェーデン交流センター
スウェーデン王国との経済的・文化的交流を目的として建てられた施設
です。産業や文化の紹介や、イベント開催のほか、スウェーデンの雑貨や
ガラス作品の展示販売、木工作品の展示や図書資料を収蔵しています。
◯当別町スウェーデンヒルズビレッジ2丁目3番1 ◯TEL/0133-26-2360 ◯営業時間/10:00～16:30
（12月～3月は16:00） ◯定休日/火曜日・年末年始（12月～3月は祝日休館）

③ ふれあい倉庫
正式名称を当別赤レンガ6号といい、1941年築の農業用レンガ倉庫
を改築、2007年にオープンした施設です。町内の生産者による新鮮
な野菜や加工品などが販売されています。
◯当別町錦町294番地4　◯TEL/0133-27-6600　◯営業時間/4月～10月（9:00～
18:00）11月～3月（9:00～17:00）◯定休日/月曜日（月曜が祝日の場合は翌日）

④ 当別観光情報プラザ FIKA
JR石狩太美駅に併設された観光案内施設。駅舎自体もスウェーデン
スタイルの建物となっています。イートインスペースがあるほか、
当別町の特産品の購入やレンタサイクルを実施しています。
◯当別町太美町1499番地3　◯TEL/0133-27-5388 ◯営業時間/9:30～
17:30　◯定休日/月曜日（月曜が祝日の場合は翌日）・年末年始

⑤ レクサンド記念公園
2007年に、姉妹都市スウェーデン王国レクサンド市との提携20周年
を記念して整備された展望公園です。公園内には寄贈されたダーラ
ナホースが、故郷の方角に向けて設置されています。
◯当別町スウェーデンヒルズ 　◯開園時間/8:00～17:00
◯定休日/冬期閉鎖

⑥ 辻野商店 つじの蔵
つじの蔵は、当別町産にこだわった農産物加工品のセレクトショップ
です。地場産の大豆を使った甘さ控えめの豆乳ソフトは絶品です！

◯当別町幸町2-13　◯TEL/0133-23-2871　
◯営業時間/10:00～17:00　◯定休日/年末年始

当別町の美しい風景・自然・温泉を楽しむ

⑦ スウェーデンヒルズ
当別町西部の緑豊かな小高い丘の上にあり、スウェーデンの北欧型
建築の家が立ち並ぶ景観が統一された美しい住宅街。現在、約350世
帯が住んでいます。
◯当別町スウェーデンヒルズ 

⑧ 道民の森
国内最大級の森林総合利用施設。敷地内にはキャンプ場、宿泊施
設などが整備されており、森林学習や森の観察などで多くの人が
訪れます。
◯当別町青山奥3番川他　◯TEL/0133-22-3911（管理事務所） 
◯営業時間/9:30～16:30（各種予約受付も同じ） ◯定休日/11月～4月閉園

⑨ 亜麻の花
6月下旬～7月上旬頃、当別町内の農場で亜麻の花が見頃を迎え、涼
やかな薄紫色の花が夏風にそよぐ風景が見られます。毎年、この時
期になると「亜麻まつり」が開催されます。
◯当別町東裏地区

⑩ 当別ダム・当別ふくろう湖＜ダム湖＞
日本で最初に完成した台形CSG形式の多目的ダムです。ダム湖は当
別ふくろう湖の愛称のもと、四季折々の景色が楽しめるビュース
ポットになっています。
◯当別町青山 

⑪ ふとみ銘泉万葉の湯
天然温泉で弱アルカリ性の泉質で、源泉かけ流し「美肌の湯」と呼
ばれるほどしっとりと肌を包み込みます。大展望露天風呂からはの
どかな田園風景が広がり、とても解放感があります。
◯当別町太美町1695　◯TEL/0133-26-2130 
◯営業時間/10:00～翌朝9:00　◯定休日/無休

⑫ 開拓ふくろふ乃湯
「温泉ソムリエマスター」資格者が経営する温泉です。大浴場のほ
かに、自然林に囲まれ、庭師が造った滝を見ながら森林浴とマイナ
スイオンも一緒に楽しめる露天風呂が魅力です。
◯当別町金沢157番地7　◯TEL/050-3556-0296 

当別町の美味しいを味わう

⑬ レストランAri /アリ
当別のスウェーデンヒルズにあるイタリアンレストラン。道産小麦
100％の自家製手打ちパスタや焼き立てパン、サラダや季節のスープ
などを堪能できます。
◯当別町スウェーデンヒルズ2-3-2　◯TEL/0133-26-2425 
◯営業時間/11:30～14:30（電話予約優先）◯定休日/火曜日、第3水曜日

⑭ パン屋 きみかげ

◯当別町東裏1756-18 ◯TEL/0133-27-6021 ◯営業時間/10:00～17:30
◯定休日/日曜日・月曜日

⑮ かばと製麺所
北海道では珍しい本格的な讃岐うどん専門店。道産小麦を使用した麵は、
つくり置きをしないので打ちたてを食べられます。また、ナスや春菊、
アスパラなどの天ぷらは地元産のものを多く使っています。

薪窯で焼く皮がバリッとしたハード系中心のパン屋です。小麦の風
味が感じられるバゲットや田舎パン、フルーツやナッツがたっぷり
入ったパンなどは噛みしめるほどに味わいが深まります。

◯当別町樺戸町355 ◯TEL/0133-22-3377　
◯営業時間/11:00～15:00  ◯定休日/冬期休業

⑯ ジビエ工房 直売所
エゾ鹿肉の処理をする加工場に隣接して直売所があり、ソフトクリームやタピオカド
リンク、ここでしか食べられない鹿肉バーガーや鹿ドッグを食べることができます。
屋外にBBQコーナーもあり、ジビエ工房自慢のエゾ鹿肉を炭火でいただくことができます。
◯当別町字青山77 ◯TEL/0133-23-2900 ◯営業時間/9:00～17:00
◯定休日/月曜日（祝日の場合は翌日）冬期休業（11月～4月中旬）

⑰ ロイズ ふと美工場直売店
生チョコレートで有名なロイズの直営店で、ロイズの製品が豊富に
ラインナップされています。ミルクやチョコレートのコクが楽しめ
るオリジナルのソフトクリームがおすすめです。

当別町は、自然が豊かで、田園風景の美しいまち
です。石狩平野のほぼ中央に位置し、北部は山林
地帯、南部は農地や住宅地が広がっています。 

◯当別町ビトエ640-15　◯TEL/050-3786-3723 
◯営業時間/9:00～17:00　◯定休日/無休（年末年始は要確認）

⑱ とうべつ浅野農場 スマイルポーク
SPF認定農場で育てた健康豚「スマイルポーク」の直営店です。新鮮
な生肉のほかハムなど加工品も販売しています。

◯当別町対雁10 　◯TEL/0133-22-4129　◯営業時間/9:00～17:00
◯定休日/水曜日 

当別町の歴史をたどる

⑲ 当別伊達記念館/伊達邸別館
伊達記念館は、当別開拓の祖”伊達邦直公”によって開拓された歴史を伝え
るために、歴史資料や町指定文化財など伊達家ゆかりの品々を展示してい
ます。別館は、客人が訪れた際の宿泊や懇談の場として使用されていました。
◯当別町元町105　◯TEL/0133-22-3834（当別町教育委員会社会教育課）0133-22-3735（当別伊達記
念館）◯開館時間/10:00～16:30 ◯定休日/月曜日（祝日の場合は翌日）冬期休館（11月～4月）

⑳ 当別神社
当別開拓の祖、仙台藩一門・岩出山伊達家当主、伊達邦直公が祀ら
れており、境内には樹齢350年といわれる開拓記念樹のイチイの木が
あります。
◯当別町元町51-12  ◯TEL/0133-23-2546

　文学碑「石狩川」
当別出身の小説家、本庄陸男の功績を称える碑。本庄陸男は、当別開
拓の祖、伊達邦直公の主従が当別に辿り着くまでを題材とした小説
「石狩川」を執筆、後に映画「大地の侍」の原作にもなっています。
◯当別町ビトエ

　 見晴しの松
高さ13m、直径2m、樹令1,300年と言われるイチイの大木で、1914
年の山火事では、この大木だけ消失を免れたと言い伝えられ、以
来、全国の大木ファンに御神木として親しまれています。
◯当別町青山奥

　 本庄陸男生誕の地碑
当別出身の小説家、本庄陸男の生誕の地に建てられた記念碑です。
1939年に代表作である小説「石狩川」を刊行。発表から2か月後に
肺結核のため34歳の若さで亡くなっています。
◯当別町ビトエ

　 旧弁華別小学校
1892年5月、当別尋常小学校の弁華別分教場として開校しました。
1937年に新築落成し2016年3月に閉校するまで、現役の2階建て木造
校舎としては、北海道内で最も古い建物でした。
◯当別町字弁華別243

車　札幌中心部→25km→約40分 
JR　札幌駅→石狩太美駅　約30分 
JR　札幌駅→石狩当別駅　約35分 

当別観光情報プラザFIKAでは、
電動アシスト自転車をレンタルできます！ 

● 貸出時間
● 貸出期間
● 車　　種

10 :00 ～17 : 00（受付16:00まで）
4月下旬～10月末 
電動アシスト自転車 （7段変速）  

Have a Fun!

Tobetsu-Town

当別観光情報プラザFIKA 
◯TEL/0133-27-5388 
◯〒061-3776 石狩郡当別町太美町1499-3  
  （JR石狩太美駅内 ） 

【発行】 平成31年3月  当別町観光協会 
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