
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１日（体験１日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

苫小牧港に午前 11時に到着し、北広島に向かう途中、昼食をとり、13時頃に市役所に

着きました。 

市役所は、新庁舎の建設工事中で少し迷いましたが、職員の案内で企画課へ無事着くこ

とができました。 

担当者から説明を受け、契約等の手続きを済ませ、その後、おためし住宅に移動しまし

た。住宅では、設備の説明等を受けました。 

おためし住宅は、市役所から５分程のところにあります。 

また、一通り設備等の説明を聞いた後に、市内を案内してもらいました。 

 

いよいよ、３０日間のスタート、備え付けの自転車とマイカーで満喫したいと思います。 

【おためし住宅】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月２日（体験２日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

早朝、北広島駅及び自宅周辺を 40分位サイクリングしてきました。 

非常にさわやかで、気持ちが良かったです。 

10時 30分、夕張を目指して出発し、15分程のところにある長沼町の道の駅“マオイ

の丘公園”に寄りました。 

地産の野菜を販売しているブースが５・６件並んでおり、すべてが新鮮なうえに、安価

に購入できました。 

途中、“牛の小屋のアイス”で休憩し、夕張市の道の駅“夕張メロード”に到着しました。 

お中元は、北海道から送ると決めていたので、品物を購入しました。 

今日は、北海道らしくなく非常に暑かったです。 

【長沼町道の駅“マオイの丘公園”】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月３日（体験３日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

早朝、自宅から総合体育館までランニングをしてきました。 

自転車道や歩道が整備されているので、強歩をする人、犬と散歩をする人やランニング

をする人とすれ違うことが多く、楽しく走ることができました。 

 

昼食時間に合わせ、ホクレン“くるるの杜”に行きました。 

自宅から 10 分程で着きましたが、レストランが非常に混んでいて 1 時間 30 分待ちだ

ったので、食料を調達し帰宅しました。 

次回に期待。 

【北広島市 くるるの杜】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月４日（体験４日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

朝食後、積丹半島へ向け、出発しました。 

前日に食したメロン“ライデン”が非常に美味だったので、栽培生産している共和町の

販売店で自宅用と中元用を購入。 

岩内町“いわない”と神恵内村“オスコイ！かもえない”の道の駅に立ち寄りながら、

積丹半島へ向かいます。海岸を走る道路の風景は、晴れていて素晴らしかったです。 

積丹岬の手前で、ウニ丼とカニ丼を食べました。 

期待していたバフンウニ丼は、売り切れで食べることができなかったが、紫ウニ丼も十

分においしかったです。 

古平で鮮魚を購入し帰宅しました。 

【積丹町 積丹岬】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月５日（体験５日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

早朝、約 40分のジョギングをしてきました。 

輪厚川の土手は遊歩道があり、さわやかな風が吹くので、楽しんで走ることができます。 

昼食後、図書館に行き、本を数冊借りてきました。 

北広島市の図書館は本も豊富にあり、読書をするスペースも広く、2 時間ほど過ごしま

した。 

初めての我々にも親切な対応してくれました。 

【北広島市 芸術文化ホール・図書館】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月６日（体験６日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

昨日と同じコースをジョギングしてきました。 

少しずつ涼しくなっているように感じます。 

10時 30分、札幌へ向けおためし住宅を出発です。 

11時 20分には、中央卸売市場の無料駐車場に到着し、昼食をとりました。 

 

その後、大通公園へ向かいます。 

大通公園ではビアガーデン、狸小路では狸まつりが行われており、賑わっていました。 

駐車場は、周囲にはたくさんあり心配無用でした。 

 

日中は、まだ暑いですが、朝晩は涼しいので、快適な毎日です。 

【札幌市狸小路 狸まつり】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月７日（体験７日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

今日は、外出せず家で過ごしましたが、風が通り快適に過ごせました。 

図書館で借りた本を読んだり、オリンピックを見たりなど満喫しました。 

お中元で送ったメロンは、おいしいと評判は上々です。 

 

宮城県は、猛暑で大変なようです。 

夕方、駅前で行われているお祭りを見てきました。 

【北広島 ふるさと祭り】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月８日（体験８日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

2日連続で輪厚川の土手をランニングしました。 

前日が 10日ぶりのランニングだったので、足に疲れが残っていて大変でした。 

明日からは、総合体育館のトレーニングジムを利用したいと思います。楽しみにしてい

ます。 

今日は、オリンピックのサッカー中継があったので、1日家で過ごしました。 

窓を開けると風が入り、真夏であることを忘れそうです。 

写真は、北海道のビートを原料とした白砂糖を使用したルバーブとブルーベリーの手作

りジャムです。 

【ルバーブとブルーベリーの手作りジャム】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月９日（体験９日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

早速、トレーニングジムへ行ってきました。 

ランニングマシンや筋トレ用の器具が充実したトレーニング室で、10人ほどトレーニン

グをしていました。 

使い勝手が良かったので、週 3回位は利用したいと思います。 

 

午後は、札幌へ行きました。見たいと思っていた映画「シン ゴジラ」と食事をして帰

ってきました。 

写真は総合体育館の外観です。 

トレーニング室は、人が多く、写真を撮ることができなかったので、後で紹介します。 

【北広島市総合体育館】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１０日（体験１０日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

今日は、初めてプールを訪れました。 

北広島市には、現在 6 つのプールがありますが、この中の緑葉公園プールを利用させて

いただきました。（6つもプールがあるなんて素晴らしい） 

住宅地の中にひっそりとあります。 

私達が訪れた時は、一部レーンが貸し切り状態でしたが、その他のレーンは、解放され

ていて悠々と泳ぐ事が出来ました。 

9月 15日まで連日休みなく開かれていて、これから何回プールに通えるか楽しみです。 

【北広島市 緑葉公園プール】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１１日（体験１１日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

８月９日の北海道新聞を見て、厚田港朝市に行ってきました。 

５時３０分に出発、一般道を利用して 7時に着いたのですが、限定２００食の朝定食が、

すでに終了していました。 

ウニの販売もなく、残念な結果になってしまいました。 

１０件程出店がある朝市は、冷凍のタコや飯寿司・カレイの干物・ニシン・昆布など安

価に売っていて、賑わっていました。 

私たちは、昆布とハタハタの飯寿司を買いました。（新聞報道により相当の人が集まった

ようでした。） 

 

その後、留萌に向かい道の駅「おびら鰊番屋」で休憩しました。 

早めの昼食に、日本一のそばの生産地である幌加内の道の駅「森と湖の里ほろかない」

で「せいろそば」を食べました。 

香りがある、おいしいそばだったので、お土産のそばを買い、深川・滝川・砂川の道の

駅で休憩しながら１５時３０分に帰宅しました。 

 

晴天だったので、車窓から見る日本海と広大な土地に白い花が満開のそば畑は、素晴ら

しかった。 

【そば畑】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１２日（体験１２日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

２回目のトレーニングジムに行ってきました。 

筋肉トレーニング・体感トレーニング・ランニングとストレッチを入れて約２時間です。 

宮城県の地元でも、同じくらいの内容で週３日の割合で行っています。 

北広島のトレーニングジムは、総合体育館の中にあり、かなり広いスペースで窓が大き

く明るい。 

トレーニング室には、ランニングマシンが５台・サイクリングマシンが２種類、合計で

７台。それとバーベルなどのウエイトトレーニング用器具・筋肉トレーニング用マシンな

どがあり、使い勝手がよく整理されています。 

幅広い年齢層の人が、利用していましたが、器具の種類が多いので、自由に使用するこ

とが出来ました。 

【北広島市総合体育館内 トレーニング室】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１３日（体験１３日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

隣町の「のっぽろ野菜直売所」に行ってきました。 

北広島市にも新鮮な地産の野菜直売所があり利用しています。 

北海道新聞「のっぽろ野菜直売所」の記事によると、週末は、開店前に５０人ほど並び、

約１２００人が利用するそうです。 

北広島駅前の本通り（道道江別恵庭線）を江別に向けて、１５分ほど走ると直売所があ

りました。 

駐車場は、ほぼ満車状態で、４台あるレジには、それぞれ２０人くらい並んでいました。 

我が家の冷蔵庫は、新鮮な珍しい野菜で満杯です。 

【のっぽろ野菜直売所】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１４日（体験１４日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

日中もだいぶ涼しくなってきたので、自転車で北広島駅周辺を散策してみました。 

私達が住んでいるおためし住宅から駅までは、自転車で少し上り坂になっていますが、

５分ほどで着きます。 

駅前には、北広島病院と芸術文化ホールがあり、そのホールの中には、大きい図書館も

あります。無料の駐輪場や有料ですが自動車の駐車場もあります。 

ＪＲを利用するには便利だと思います。 

札幌にも１５分ほどで行くことが出来ます。 

そのため、朝や夕方には多くの通勤する人が家の前を通ります。 

駅構内（エルフィンパーク）を通り、駅の反対側（西口）に自転車でも通り抜けること

が出来るようになっています。 

西口には、高層マンションが建ち並んでおり、コープさっぽろと東光ストアがあり、買

い物にも便利となっています。 

その他にも、郵便局や市役所も自転車で行けるところにあり、利便性の良い所です。 

次回はもう少し遠出してみます。 

【北広島駅構内（エルフィンパーク）】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１５日（体験１５日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

明日から天気が崩れる予報なので、予定を変更し室蘭へ行ってきました。 

９時３０分に自宅を出発し、支笏湖へ向かいます。 

恵庭を過ぎると支笏湖までは、民家も少なく原生林で覆われた道が続いています。 

支笏湖に着くと、中国人らしい観光客が多くいましたが、樽前山・恵庭岳・風不死岳に

囲まれ、神秘を感じる湖でした。 

１時間ほど観光し、室蘭に向かいます。 

海岸から見る車窓は、台風の影響で非常に波が高く、空の青さと海の青さと打ち寄せる

波の白さが、素晴らしくきれいでした。 

道の駅「みたら室蘭」・地球岬を観光し、白鳥橋を抜け、伊達市の道の駅「だて歴史の杜」

と大滝にある道の駅「フォーレスト２７６大滝」に寄り、６時３０分に帰宅しました。 

【室蘭市 地球岬】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 16日（体験 16日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

早いもので北広島の生活も半分過ぎてしまいました。 

妻も町全体が把握できたらしく一人で買い物に出かけるようになりました。 

私も午前中は総合体育館のトレーニング室の器具の使い方にも慣れ定期的に通っていま

す。 

観光に行くとき以外は宮城県とあまり変わらない生活になっています。 

 

北広島は日中も涼しく、周囲に咲く花もきれいなので、過ごし易さは違うように感じま

す。  

 

【花】 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１7日（体験１7日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

前の道路を通勤する人に、カバンを背負った小学生が混じるようになりました。 

北海道は、今日が始業式のようです。 

そのため、市民プールの使用時間が変わり、１３時からになったので、午後にプールに

行ってきました。 

 

台風７号の影響で雨が強くなったので、簡単に買い物を済ませ、部屋で図書館から借り

た本を読んだり、趣味のインターネット囲碁を楽しみました。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１8日（体験１8日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

洞爺湖に行ってきました。 

９時に出発し、定山渓・中山峠の道の駅「望羊中山」に立ち寄り、最初の目的地「サイ

ロ展望台」へ向かいました。 

途中、道の駅「２３０ルスツ」では特産と思われる長いも・地元の豆腐・新鮮な野菜を

販売していました。 

道の駅「とうや湖」では、５・６種類のミニトマトが売っていて、試食して買うことが

出来ました。 

ミニトマトは、皮が硬くてあまり買わないのですが、おいしかったので買い、車での移

動中、おやつ代わりに食べてしまいました。 

２番目の目的地「ラ・ロカンダ・デル・ピットーレ洞爺」で昼食をとりました。 

レストランは、洞爺湖が見える高台にあり、ピザもパスタもおいしかったですが、二人

で６０００円のランチは久しぶりでした。 

その後、３番目の目的地「有珠山ロープウェイ」に乗り、昭和新山・洞爺湖を見て、内

藤大助の故郷の道の駅「とようら」に寄って帰路に着き、１７時３０分帰宅しました。 

【洞爺湖 サイロ展望台】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１9日（体験１9日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

台風の影響か？どんよりした曇り空で少し風があります。 

 

９時にトレーニングジムに行きました。 

前回置き忘れた水筒が届けられていました。 

いつも感じるのですが職員の対応には感謝です。 

 

１１時に帰宅して、北海道の牛乳と新鮮な野菜中心とした昼食をとり、涼しくなった部

屋で昼寝をして、夕方に自転車で散策しながら近くの農産物直売所で買い物をし、のんび

りした１日でした。 

 

【野菜直売所】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 20日（体験 20日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

北海道新聞の朝刊から情報を得て、観光に行ったり、買い物をしたりする日々を送って

います。 

冷房の効いている部屋にじっとしている生活を考えると北広島の生活はすべてが快適で

す。 

 

明日は石狩の花火大会に行く予定だったのですが、天気予報では、台風の影響で今日か

ら数日は観光に不向きな日が続きそうです。 

インターネットと新聞の情報から、雨天でも楽しめるところを探し出かけたいと思って

います。 

 

妻は大雨の中、美容院に行ったので、オリンピックを見て、インターネット囲碁を楽し

みました。 

 

           

 

【オリンピック（リレー）】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 21日（体験 21日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

思いがけず台風のつかの間の晴れ間を利用し、江別で行われている直売所に出かけてき

ました。 

 

最初の「のっぽろやさい直売所」は、自宅から２０分くらいのところにあり、新鮮野菜・

切り花を販売している店とパン屋とお菓子を売っている店があり、大変混雑していました。

前回パンと野菜を買ったので駄菓子を買いました。 

 

次の「太田ファーム」は独自のえさで育てた鶏の卵と燻製鶏・燻製の卵を主に販売して

いました。 

ファフィア酵母をえさに使用した「ファフィア卵」とエビやカニの殻に含まれるキチン

キトサンをえさに加えた「キチン卵」を買いました。 

 

３番目の「ふれあいの里」は小さな野菜直売所でしたが、スタンプラリーに参加してい

ると思われる人が野菜を買っていました。 

 

４番目の「町村農場ミルクガーデン」は「ふれあいの里」のすぐ近くにあり、工場と併

設された建物は１階でアイスクリームやチーズなどの乳製品が販売され、２階は休憩所に

なっていました。 

 

５番目の「篠津第４区直売所」は小さい直売所でしたがほとんどの野菜が１００円で売

られていて駐車する車が道路沿いにあふれていました。 

 

他に４箇所あったのですが、たくさんの野菜を買ったことと、道順の関係で帰路に着き

ました。 

 

途中、長沼で行われていた「マオイ夢祭り」と道の駅「マオイの丘」に寄って昼過ぎに

戻りました。 

 

台風直撃かと心配されましたが今のところ大丈夫。さてこれからがいささか心配です。 

 

写真は「マオイ夢まつり」です。 

  



 

【マオイ夢まつり】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 22日（体験 22日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

北海道に３回目の台風が直撃しそうです。 

 

道東を中心に甚大な被害のニュースが流れていますが、北広島市内を流れる輪厚川は水

量が少し増した程度で、住んでいる周辺を含め問題はないようです。 

 

月曜日はごみ収集日なので天気が崩れる前に済ませました。北広島はごみの分別が進ん

でいて、黄色袋に生ごみ、ピンク袋に普通ゴミ、半透明の袋にプラスチックなど細かく分

かれています。 

ごみの収集日にはごみ分別表をチェックしながらの作業でしたが、滞在２０日を過ぎ、

分別表も確認する程度になりました。 

 

市役所から気遣いの電話がありました。 

念のための状況確認と避難所の連絡があったので、午後から行く予定にしていたプール

を中止にしました。  

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 23日（体験 23日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

台風の余波で小雨のなか、４日ぶりにトレーニングジムに行きました。 

ランニングマシーン５台すべてが使用され、バーベルなども順番待ちしている状態だっ

たが、あまり不自由することがなく１時間３０分のトレーニングをすることが出来た。 

 

午後はポーラ美術館コレクションを展示している北海道近代美術館に出かけました。 

箱根の仙石原にあるポーラ美術館は約１万点の絵画や工芸品の美術品が収蔵されてい

て、今回はパブロ・ピカソの「花束を持つピエロに扮したパウロ」、クロード・モネの「睡

蓮」、ルノワールの「レースの帽子の少女」やゴッホ、セザンヌ、シャガール、ゴーガンな

どのヨーロッパ絵画７１点が展示されていました。 

会場は満員状態だったが十分に楽しむことが出来た。 

近代美術館には駐車場がないので近くの駐車場を利用したが、日曜日など混雑するとき

は駐車場を考慮していくことが大切だと思います。 

 

４時前に帰宅。 

 

北広島は交通の便がよいので、すぐに行動できるなど非常に「住みやすい街」だと思い

ます。  

 

 

 

【北海道立近代美術館】 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 24日（体験 24日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

朝起きると正に台風一過の澄み切った青空。 

函館に行ってきました。 

 

７時１５分、簡単な準備をして朝食をとらずに出発。 

午前中には函館に着くだろうと言う甘い考えと、晴天の羊蹄山などを見たかったので一

般道を使用したのですが、想定以上に時間がかかり途中から高速道路に乗り換えました。 

 

１２時過ぎに函館山に到着。 

展望台の駐車場は空いていました。 

函館山からの展望は、数十年前に夜景で観たことがあったのですが日中に観るのは初め

て、函館の街と海、駒ヶ岳の山並みと澄み切った青空は絶景でした。 

 

その後、函館の朝市で遅い昼食を済ませ、五稜郭タワーからの眺めを堪能し帰路に着き

ました。 

 

朝市と五稜郭への移動はそれぞれが２０分くらいだったのでスムーズに移動ができまし

た。 

途中、大沼公園を散策し、２０時に到着しました。 

いずれも観光客でにぎわっていたのですが中国人らしき人が多いように思われました。 

 

思い立っての観光だったのですが、「晴耕雨読」ならず、「晴観雨読」、このような行動を

とれるのが「お試し暮らし」のよい所だと思います。 

  

 

【函館山】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 25日（体験 25日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

大型で迷走していた台風が北上する予報。 

 

前の台風９号・１１号ではフェリーが数日欠航しているので、帰る予定である８月３１

日の変更を考える。 

 

急遽フェリー会社に電話する。 

台風の影響による波の高さと空いている等室を確認し、市役所の担当者に引き渡す日の

変更を了承していただき、８月２７日の苫小牧―八戸フェリーを予約する。 

 

突然の変更で２日後、トレーニングジムとプールを中止し、整理や買い物をして慌ただ

しい１日を過ごした。 

  

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 26日（体験 26日目） 

報告者 千葉さん（宮城県） 

御礼のあいさつを兼ねて、トレーニングジムに行ってきました。 

親切にしていただき、何の気兼ねをせずにトレーニングが出来ました。 

 

午後は、積丹岬・函館・札幌など観光したことを思い出しながらパンフレットの整理や

片づけをしました。 

 

天候には恵まれなかったですが、生活するためのスーパーや公共施設が自転車でも行け

る範囲にあったので快適に過ごすことが出来ました。 

 

北広島の皆さま大変お世話になりました。 

有難うございます。 

地元に戻ったら北広の PRを沢山しますね。 
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