




札幌と新千歳空港の中間にある、

北海道北広島市。

立地環境がよいことなどから、

近年は国内外を問わず、

多くの観光客が訪れています。

そんな方々に、このまちの魅力を、

ゆっくり味わってもらいたい。

そして、私たち市民も。

観光客とのふれ合いを通して、

北広島の暮らしの価値を見つめ直し、

もっと高めていきたい。

そんな思いでスタートしたのが、

農泊の取り組みです。



地域で暮らす人たちとの交流

や、生活体験などを通して、そ

のまちの魅力を味わってもら

う「農山漁村滞在型旅行」の

こと。全国各地に広がりつつ

ある、新しい取り組みです。農

家に泊まることだけではなく、

ホテル、旅館、ペンション、キャ

ンプ場など、宿泊手段は多

彩。生活体験の内容も「農」に

限りません。多彩な分野の人

たちが連携することで、そのま

ち独自のコンテンツを開発で

きます。

そもそも、
農泊ってなに ?
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このまちを、自慢しよう。06KITAHIROSHIMA, FARM STAY 07 AUTUMN



やっぱり、田舎でよかった。08KITAHIROSHIMA, FARM STAY 09 AUTUMN
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よろこぶ顔が、まちの魅力を教えてくれた。12KITAHIROSHIMA, FARM STAY 13 AUTUMN



都市に隣接していながら、大

きな畑や田んぼが広がり、お

いしいものがいっぱい。もとも

と北広島では、さまざまな企

業・団体が、農作業や調理の

体験など、食や農に関する多

彩なイベントを行ってきまし

た。恵まれた風土や特産品を

生かそうとする気運をさらに

高めるために、2018年、「北

広島市農泊交流協議会」を

設立。今までは別々に活動し

ていた人たちがひとつになっ

て、新しい取り組みをはじめて

います。

どうして、
北広島で農泊を ?
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19 WINTER



眺めるだけじゃ、見えないこと。20KITAHIROSHIMA, FARM STAY 21 WINTER



農園、飲食店、宿泊施設か

ら、市、商工会、観光協会ま

で、さまざまな人たちが連携

し、農泊の取り組みを進めて

いくために、2018年6月に設

立した組織です。市内の各企

業・団体が行ってきた活動の

ノウハウや、この地域ならでは

の資源を存分に生かしなが

ら。多くの観光客に楽しんで

もらえるような、そして、私たち

市民もこのまちへの愛着をさ

らに深められるような、魅力的

なコンテンツを開発していきま

す。

北広島市
農泊交流
協議会って ?
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楽しいことは、万国共通。24KITAHIROSHIMA, FARM STAY 25 WINTER



このまちは、世界に、たったひとつ。26KITAHIROSHIMA, FARM STAY 27 WINTER



いつもの暮らしが、たからもの。28KITAHIROSHIMA, FARM STAY 29 WINTER



私のあたりまえは、誰かのとくべつ。30KITAHIROSHIMA, FARM STAY 31 WINTER



農泊は、観光客に楽しんでも

らうためだけの取り組みでは

ありません。北広島で暮らす

人たちが、つながり合う。そし

て、まちの魅力を再発見・発

掘する過程を通して、地域へ

の愛情がもっと深まる。そんな

きっかけにできたらと願って

います。一人ひとりの市民が

北広島に魅力を感じ、楽しく

暮らしていること。それこそが、

このまちの大きな魅力。そんな

まちをめざして、農泊の取り組

みを進めていきます。

北広島が、
農泊でめざすこと。
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北広島の名物を、ご紹介。

エーデルワイスファーム 札幌北広島クラッセホテル ホクレン 食と農のふれあいファーム くるるの杜

阿部農場 竹山高原ホテル 竹山高原温泉 ARTLACZE（アルトラーチェ）

タカシマファーム直売所 風楽里（ふらり） シリアルスコーン
【ブーランジェリー アン・ユイット】

きたひろ まいピーロール ほか
【お菓子の安寿真】

しあわせキャンドル
【北ひろしま福祉会 北広島デイセンター】

有機にんじんミックスジュース・まるごと冬の人参
【タクムガーデン】

はちみつ
【荒井養蜂場株式会社】

久蔵翁／まいピーの赤・白
【北広島商工会】

赤毛米きたひろクッキー
【麦の香】

北海道ブレンドkibi畑
【北海道センコー株式会社 北広島営業所】

トマトジュース藍
【中村農園】

KITAHIRO JAM
【アクティブファーム】

きたひろ春巻
【株式会社見方】

80年以上の歴史を持つハ
ム・ベーコン工房です。4週
間もの長期氷温熟成＆薪炭
火で仕上げたハム・ベーコン
は、とろけるようなおいしさ。
一流シェフの要請で商品化
された逸品です。

雄大な石狩平野、そして、遠
くには樽前山も望めるリゾー
トホテル。道内各地への交
通アクセスの良さも魅力で
す。美肌の湯として評判の
「楓楓」は、四季折々の風景
を楽しめます。

生産から消費までを一体的
に体験できる、食と農のふれ
あい広場。体験農場をはじ
め、調理加工体験施設、農
畜産物直売所、旬の野菜料
理を提供する農村レストラン
などがあります。

イチゴ狩り、ブルーベリー狩
り、とうきび狩りなどを楽しめ
る観光農園です。ほかにも、
アロニア、枝豆、ヤーコンな
どを生産・販売。三井アウト
レットパーク札幌北広島から
車で5分の好立地です。

多くの地元住民に愛される
純天然温泉。コーヒー色の
とろみ湯は適応症も数々あ
り、心身ともにリラックスでき
ます。道内名石を使用した
露天岩風呂は、秘湯の雰囲
気を味わえます。

ジェラートマエストロがつく
る、本格ジェラートの人気
店。道産素材をふんだんに
使用し、その魅力を引き出し
ています。ケーキやプリン、焼
き菓子などオリジナルスイー
ツも絶品です。

自家製のお米や旬の野菜な
どを販売しています。中でも、
ホタルの棲む田畑でつくった
オリジナルブランドのお米
「田園交響楽」がおすすめ。
そのお米を使ったおにぎりも
大好評です。

素材にこだわる手づくりパンの人
気店です。人気のシリアルスコー
ンは、北広島の特産品「赤毛
米」の米ぬかと道産小麦のブレ
ンド生地。ゴマ、ヒマワリの種、亜
麻仁などを混ぜて焼き上げます。

北広島の特産品「赤毛米」
の米粉を100%使用した生
ロールケーキです。ちなみに
「まいピー」とは、赤毛米をモ
チーフにした北広島商工会
のキャラクターです。

「荒井養蜂場」のみつばち
の巣を精製してつくった、貴
重な蜜蝋を原料にしていま
す。しあわせな気持ちになっ
てくるような、あたたかいオレ
ンジ色の光。油煙が出ない
のもポイントです。

北広島市で有機栽培を行う
「タクムガーデン」が、手間ひ
まかけて育てた有機人参を
使用しています。恵まれた風
土の中でじっくり蓄えられた
自然の甘みを、存分に味わう
ことができます。

地元周辺の花から採取され
た、おいしい天然はちみつで
す。自然が豊かな北広島に、
およそ4カ月の間に届けられ
た、みつばちからの贈りもの。
ひと口でしあわせになれる味
わいです。

「久蔵翁」は、道南より北で
はじめて米づくりを成功させ
た中山久蔵翁を讃えた日本
酒。北海道米の原点「赤毛
種」でつくられています。甘酒
「まいピーの赤・白」にも、「赤
毛米」を使用しています。

地元の方から観光客まで多
くの方が訪れる、売り切れ御
免のパン屋さん「麦の香」。
北広島の特産品「赤毛米」
でつくられた自家製クッキー
もおすすめで、ホロホロとろ
けるような食感です。

自社農場で栽培したとうもろ
こしと酒米をブレンドし、1年6
カ月熟成させた25度の本格
焼酎。道産の原材料にこだ
わり、米の香りととうもろこしの
甘さを引き出した逸品です。

高糖度ミニトマト「ラブリー
藍」を使用したトマトジュース
です。食塩・砂糖・水・化学調
味料は一切使用していない
ため、さっぱりとした自然の甘
みを楽しめます。

毎年イチゴ狩りを行っている
「アクティブファーム 北広島
みのりイチゴ農園」がつくっ
たオリジナルのイチゴジャム
です。イチゴ本来の甘さと
酸っぱさが、ぎゅっと凝縮され
ています。

北広島産の大根やジャガイ
モを使用。カロリーを抑えた
ヘルシー春巻です。ホクレン
「くるるの杜」と、三井アウト
レットパーク札幌北広島内
の「北海道ロコファームビ
レッジ」で販売しています。
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いつもの暮らしが、たからもの。


