
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１日（体験１日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

名古屋からフェリーを利用し、３日かけ苫小牧へ到着しました。 

その後、飛行機で来る妻を新千歳空港まで迎えに行き、一緒に北広島市役所に向かいま

した。 

市役所は、ちょうど建て替えの工事中で迷いましたが、親切に案内して頂き、担当部署

に着きました。 

説明の後、契約を結び利用料金を支払い体験住宅へ案内してもらいました。 

おためし住宅は、平屋ですが、広くて驚きました。 

内装もきれいで、設備や器具も充実していて安心しました。 

ごみの分別が、自宅のある市とだいぶ違うので、面くらいましたが、丁寧に説明して頂

きましたので、ほぼ理解できました。 

荷物の整理もほどほどに、明日から必要な物を買い出しに行きました。 

パン屋やスーパーが近くに、いくつもあり便利な所です。 

明日からは、もう少し範囲を広げて調べたいと思います。 

【おためし住宅】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２日（体験２日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

今日は、朝から雨模様で午後から大雨になりました。 

そんな中、近くの産直品販売所に行きました。 

野菜や米等を購入しました。直売所が、近くにあって便利です。 

それから、よく見ると家の回りが草で覆われています。 

草刈りが遵守事項になっていますが、今回は市の方でやるそうです。 

安心しました。 

【北広島農産物直売所】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月３日（体験３日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

今日は、雨上がりで涼しい朝でした。 

洗濯物を外へ干してから昼食に出かけました。 

おためし住宅に用意されている体験者用のファイルに、綴じられている"ままっぷ"にあっ

た"和み亭"に行ってみました。 

手をかけた和食ランチをいただきました。リーズナブルで美味しかったです。 

洗濯機が常備されていますが、脱水機の音が非常に大きいので、扉を閉めています。 

隣の家と離れているので大丈夫だと思いますが、少し心配です。 

【和み亭】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月４日（体験４日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

朝は雨でしたが、天気が良くなったので、苫小牧へ行きました。 

道の駅ウトナイ湖で食事しました。 

湖の上を飛行機が次々と飛んでいき、風に吹かれて爽快な気分です。 

その後、まちなか交流館にある足湯に浸かって、ほんのり過ごしました。 

足湯に浸かっていた住民の方とお話しができ、色々と情報をいただきました。 

【苫小牧市 ウトナイ湖】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月５日（体験５日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

今日は、涼しい位の気温です。 

以前に行った事のある、三井アウトレットパーク北広島に行きました。 

メープル・モールという売り場が増設されています。 

駐車場が一階部分にあり、夏は日陰になり、車が暑くならず助かります。 

おためし住宅への帰り道にある、農家がやっている農作物直売所に行きましたが、まだ

時期が早いということで、野菜があまり売っていませんでした。 

【三井アウトレットパーク】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月６日（体験６日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

お中元を贈るため、札幌市の大丸デパートへ出かけました。 

ＪＲで行くことも考えましたが、意外と運賃が高いので、車で出かけました。 

平日だったので、比較的スムーズに駐車場に入れました。 

割引があったのでポイントカードに加入しました。 

名古屋の三越でも使えるそうです。 

帰りに地元では見かけないスーパーマーケットがあったので、立ち寄りました。 

今日は涼しいと言うより、少し肌寒い気候でした。 

【三重県では見ない、スーパーマーケット】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月７日（体験７日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

朝から天気が良かったので、布団干しと部屋の掃除をしました。 

乾燥しているので、良く乾きました。 

午後から、長沼町にある道の駅“マオイの丘”へ行って来ました。 

新鮮な野菜の直売所があり賑わっていました。 

帰りにベーカリーに寄り、明日の朝用のパンを購入しました。 

【長沼町 道の駅“マオイの丘”】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月８日（体験８日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

千歳市のアウトレットモール“Rera”へ行ってきました。 

新千歳空港の近くにあり、少し北広島市と離れているだけですが、気候が違い、風が強

く寒いくらいでした。 

以前に来たときよりも空いていました。 

 

昨日の事ですが、夕飯を作っているときに、急にプロパンガスのコンロの火が点かなく

なりました。北広島市の担当の方に電話し、ガス業者に連絡してもらいました。 

ガス業者の方から電話があり、指示に従って点検したところ、火が点くようになりまし

た。北広島市の担当の方には、家の方にも来ていただきました。直って良かったです。 

有難うございます。 

【千歳市 アウトレットモール“Rera”】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月９日（体験９日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

隣町の長沼町へ行ってきました。 

役場近くのパン屋に行く途中、地元高校生による仮装行列がやってまして、多くの方が

道路脇で見ていました。 

話しによると、高校祭の宣伝に役場まで来ている様です。 

毎年の恒例になっているようで珍しいと思いました。 

 

帰りに、西長沼ポケットパークにある農作物直売所に寄りました。 

変わった野菜があり、比較的安かったです。 

【長沼町 農作物直売所】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１０日（体験１０日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

朝から雨でしたのでイオンモール平岡に行きましたが、以前訪れた際と大きな変更はあ

りませんでした。 

三井アウトレットパークの向かいにある、インタービレッジ大曲では、８周年のイベン

トをやっており、賑やかでした。 

【インタービレッジ大曲 ８周年イベント】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１１日（体験１１日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

晴天の予報なので、観光に支笏湖へ行ってきました。 

見晴らしがよく気持ちの良い涼しい風が吹いていました。 

距離は４０km位ありましたが、道路が空いているので、そんなに時間はかかりませんで

した。 

帰りに千歳市の名水ふれあい公園に寄りました。 

千歳市の水源・ナイベツ川湧水の「名水百選」を記念してつくられた親水公園は、涼し

くて気持ちの良い所です。 

【支笏湖休暇村からの景色】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１２日（体験１２日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

おためし住宅の物置に自転車がある事を聞いていたので、一度乗ってみようと思いまし

た。 

ほぼ新品に近く、変速機もついていました。 

近くに自転車専用道路があるとのことで行ってみました。 

エルフィンロードと名付けられていて、意外と広い道です。 

走ると風を切って爽快です。 

少し走ると大型電気店があったので、道を下りて電池を購入して帰りました。 

【おためし住宅に備え付けの自転車】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１３日（体験１３日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

札幌市の大丸デパートでバーゲンをやるとの事で、開店に間に合うように１０時頃に着

きました。 

駐車場は、意外と混んでいなくスムーズに入れました。 

帰りに食事も兼ねて、通りかかった“サッポロファクトリー”へ寄りました。 

ここは、約１４０年前、国内初のビール工場が誕生した地で、いまは大型の商業施設に

なっています。 

赤レンガの建物や大煙突があり、趣があります。 

【サッポロファクトリーの大煙突】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１４日（体験１４日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

南幌町へ行ってみました。のどかな田園地帯です。 

ふるさと物産館“ビューロー”へ行って情報を仕入れました。 

近くに魚屋があると言うので、なぜこんな所にと思いましたが、行ってきました。 

“旬鮮漁港直送ことぶきや”といって漁業協同組合の直営の店らしく海産物の販売のほ

か料理屋もやっており、昼食を食べましたが、美味しかったです。 

その後、三重湖公園に行き、湖畔を散策しました。カッコウが鳴いていました。 

湖畔では、バンという鳥の写真を撮っている人がいました。 

【南幌町 ふるさと物産館“ビューロー”】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１５日（体験１５日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

天気が良かったので、布団干しと部屋の掃除をしました。 

干し場所が無いので、困りましたが、窓際に広げて干しました。 

その後、恵庭市の魚屋へ行きました。 

１０kmくらい離れていましたが、道が空いていたので、そんなに時間はかかりませんで

した。 

【恵庭市 うおはん】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１６日（体験１６日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

札幌市の苗穂駅近くにあるショッピングセンター“アリオ札幌”に行ってきました。 

その隣には、サッポロビール博物館がありました。 

ビヤガーデンやレストランもあり、賑わっていました。 

試飲もありましたが、車で出かけたので、飲めませんでした。 

【札幌市 アリオ札幌からのサッポロビール博物館】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１７日（体験１７日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

観光に積丹半島へ行きました。 

少し雨が降りましたが、観光には支障ありませんでした。 

三連休の中日と言うことで、道路は混んでいました。 

 

市役所から連絡があったように、庭の草刈りがされていました。 

やっと庭を歩ける様になり、広くなった気がします。 

【積丹半島 海岸線】 

 
【おためし住宅（草刈後）】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１９日（体験１９日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

今日は、朝から雨でしたが、札幌市の狸小路へ行きました。 

アーケードがあるので、雨でも安心です。 

色々な店があり、歩いているだけで楽しいです。 

ただし、狸小路は１丁目から７丁目まであり、一息で歩くには厳しく、時々休憩する必

要があります。 

【札幌市 狸小路】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２０日（体験２０日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

夕張市へ観光に行きました。 

花畑牧場に寄り、ソフトクリームを食べ、ゆーばり屋台村で昼食をとりました。 

メロンの直売店がたくさんありました。 

平日ということもあり、人出が少なくさびしい感じでした。 

帰路に長沼町にある道の駅「マオイの丘公園」に寄りましたが、観光バスも沢山停まっ

ており、賑やかでした。 

【花畑牧場 夕張店】 

 
 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２１日（体験２１日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

自転車で近所を回ってきました。 

住宅地なのですが、地元の住宅とは、家の形が違うので、見ていて飽きません。 

瓦屋根が無いし、樋（雨どい）も無いので、だいぶ感じが変わります。 

おためし住宅の周辺には、庭も広く、きれいに整備されていたり、おしゃれな家が多か

ったです。 

また、公園も沢山あり、その中でも、開拓記念公園には立派なモニュメントがありまし

た。 

子供達や若い人が集っていました。 

【北広島市開拓記念公園】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２２日（体験２２日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

再度、苫小牧市へ行ってきました。 

前回訪れた際に寄った“まちなか交流館”の中にある足湯が気持ち良かったので、また

浸かってきました。 

地元の人や旅行客が来ており、話しが弾みました。 

グランドホテルニュー王子の１６階のレストランで食事を済ませ、ショッピングセンタ

ーへ行ってきました。 

駐車場では、青森県から来た人と話しをしました。 

学校の夏休みに入ってから、だいぶ本州のナンバーの車が増えてきたように感じます。 

街中のビルの壁面には、アイスホッケーの選手の絵が描かれていました。 

さすがスケートのまちだなという感じです。 

【苫小牧まちなか交流館】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アイスホッケー選手が描かれたビル】 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２３日（体験２３日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

隣町の長沼町で夕市が開催されるとのことで、行ってきました。 

商店街の人達が、本業以外の物や食べ物も売っていたり、踊りやその他の出し物なども

あり、大変賑わっていました。 

夕市会場近くの菓子店では、抹茶と和菓子のセットを１００円でサービスしていました

ので、おいしく頂きました。 

【長沼町 夕市の様子】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２４日（体験２４日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

買い物の帰りにクラーク博士記念碑と旧島松駅逓所を見に行ってきました。 

旧島松駅逓所は国指定の史跡であり、北広島市唯一の史跡だそうです。 

また、同じ場所には寒地稲作発祥の碑もあり、その時に植えられた「赤毛種」の田んぼ

もありました。 

【北広島市 旧島松駅逓所】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２５日（体験２５日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

有珠山近隣に行ってきました。 

天気が良く、有珠山と隣り合っている昭和新山がよく見えました。 

有珠山の麓の道の駅“あぷた”（虻田町）で、ウニ丼を食べました。 

濃厚なウニの旨味を堪能できました。 

自衛隊の演習かわかりませんが、沢山の車両が駐車場に停まっており、すごく目立って

いました。 

天候は晴れていましたが、涼しいのをこえて肌寒さを感じました。 

道路の気温表示をみたら、１８度でした。 

【有珠山と昭和新山】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２６日（体験２６日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

シーツなど大物の洗濯物がありましたので、おためし住宅の近くにあるコインランドリ

ーに行って洗濯してきました。 

コインランドリーには、洗濯と乾燥が自動で行われる機械がありました。 

所要時間が１時間ほど掛かるとのことでしたので、その時間を利用して近くのスーパー

で買い物を済ますことができました。 

コインランドリーもスーパーも車ですぐのところにあるので、大変便利です。 

 

【北広島市駅近くのコインランドリー】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２７日（体験２７日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

今日は、札幌市の狸小路へ行ってきました。 

ドラッグストアへ入りましたが、中国からの大勢の観光客で賑わっていました。 

おためし住宅に帰ってからは、珍しいひまわりスイカ（黄色いスイカ）味のアイスを食

べました。甘くて美味しかったです。 

【狸小路内の神社】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２８日（体験２８日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

北広島での生活も明日を残すのみとなりました。 

昨日に続いて雨が降っている事もあり、一日かけて荷造りをしました。 

洗濯物は、乾燥機が無いのでコインランドリーを利用しました。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２９日（体験２９日目） 

報告者 三輪さん（三重県） 

入居から約一ヶ月が経ち、出発する日が来ました。 

まだ自宅には帰らず、次の体験先でもう一ヶ月過ごす予定です。 

次の体験先へ行く前に、３日ほど旅行してきます。 

さて、ここの感想ですが、住宅も広くくつろげました。 

洗濯物の干場がなく室内用の器具を出したり入れたりするのが大変でした。 

欲を言えば乾燥機があれば便利です。 

 

地理的には、札幌へ行くのも近いので便利でした。 

近くにスーパーマーケットや農作物直売所が複数あり生活するのに困りません。 

気候は、７月初め少し暑かったので、扇風機を出しましたが、その後は要らない涼しさ

でした。 
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