
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年１０月５日（体験１日目） 

報告者 古田さん（広島県） 

北広島市の「おためし移住」事業へ参加させて頂きありがとうございます。 

午前 8 時 20 分に広島空港を発ち 10 時 15 分に新千歳空港に到着（飛行時間 1 時間

55 分）、空港の近くのレンタカー会社で、滞在期間の 9 日間の車を借りて約 30分、北広

島市内に入り市内を周遊、今から約 130 年前の 1884 年（明治 17年）、広島の段原（現

在の広島市南区段原）からこの地に移住した北広島開拓の祖、和田郁次郎（1847～1928

年）のことに思いを馳せました。 

北広島市役所の近くで食事をすませて、午後、北広島市役所で、契約、説明を聞いて、「お

ためし移住」体験住宅に移動、ごみの分別方法などについて、親切な説明を受けました。 

 早速、備え付けの自転車で、北広島駅へ移動、ＪＲ快速で札幌駅まで 16 分、通勤も可

能な便利な立地であることを再認識しました。明日からが楽しみです。 

【広島空港から新千歳空港までの空路】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【おためし移住体験住宅】        【北広島駅ホーム（快速電車の到着待ち）】 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年１０月６日（体験２日目） 

報告者 古田さん（広島県） 

２日目の朝、快晴、空気も清々しく快適です。今日は、北広島市内と千歳市内を車でま

わってきました。 

 北広島市内では、北広島駅の近くにある広葉交流センター内にあるエコミュージアムセ

ンター「知新の駅」【写真①】、島松にある国指定史跡「旧島松駅逓所」【写真②】並びに「ク

ラーク博士記念碑」と「寒地稲作発祥の地記念碑」、それに、「三井アウトレットパーク札

幌北広島」【写真③】の 3地点です。 

 千歳市では、北の道の駅「サーモンパーク千歳」内にある「インディアン水車」、それに

世界遺産登録をめざす「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産の一つである「キウス

周堤墓群」の 2 地点です。 

 北広島市の名前のゆかりとなった、開拓の祖、広島県広島市出身の和田郁次郎の功績に

触れることができ、同県人としてとても誇らしい気持ちになりました。また、寒地稲作の

父、中山久蔵や、Boys,be ambitious の名言を残したクラーク博士など、北広島ゆかりの

偉人の足跡をたどった一日となりました。 

【写真①（知新の駅）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【写真②（旧島松駅逓所）】        【写真③（三井アウトレットパーク札幌北広島）】 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年１０月７日（体験３日目） 

報告者 古田さん（広島県） 

明日から台風の影響で天気が悪くなるという予報が出ていた為、早めに遠出をすること

にしました。一応の目的地は、昨日に引き続き、「北海道と北東北の縄文遺跡群」の構成資

産である「北黄金貝塚」（伊達市）と「入江・高砂貝塚」（洞爺湖町）に設定しました。 

 朝 8 時頃、「お試し住宅」を出発、夜の 7 時頃に帰ってきました。国道 36 号、37 号、

453 号、276 号など走行距離は、約 250Km でした。北海道の道路は、渋滞もほとんど

ないので、大変走りやすく、石狩平野の南部に位置する北広島市を交通アクセスの基点と

することは、定住と移動ともに大変便利だと思いました。 

 途上、ラムサール条約の登録湿地であるハクチョウやマガンの飛来地「ウトナイ湖」【写

真①】（苫小牧市）、「洞爺湖有珠山ジオパーク」として「世界ジオパーク」に登録されてい

る「洞爺湖」【写真②】（洞爺湖町、壮瞥町）、日本最北の不凍湖「支笏湖」（千歳市）など

を経由しました。 

湖、川、山などの自然環境、鮮やかな赤い色の実が印象的なりんご園【写真③】なども

ある田園の素晴らしさは、私の住んでいる広島県では見られない非日常的なもので、雪や

凍結に慣れていない自分にとっては、雪が降らない季節は、北海道と住み分けができれば

理想的だと感じました。 

【写真①（ウトナイ湖）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【写真②（洞爺湖）】                【写真③（りんご園）】 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年１０月８日（体験４日目） 

報告者 古田さん（広島県） 

今日は、4 時 50 分に、暴風警報が発表されたので、北広島市に来る前に予約していた

「酪農と乳の歴史館・雪印メグミルク札幌工場」（札幌市東区苗穂町）の見学と北広島市内

での買物を除いては、不要不急の外出は、極力控えました。 

 「札幌苗穂地区の工場・記念館群」は、2004 年に「北海道遺産」に、「酪農と乳の歴史

館」内【写真①】の収蔵物と史料は、2009 年に国の近代化遺産に登録されており、以前

から興味を持っていたこと、また、この工場では、広島での日常生活では身近な牛乳やヨ

ーグルトが製造されており、親しみを感じました。 

 帰りに、北広島市内のスーパーマーケットで、これらの商品を買いました。「おためし移

住住宅」の近くには、東光ストア、ショッピングきたひろ【写真②】、2 つのコープサッポ

ロ、マックスバリューとスーパーが 4 つ、ホームセンターのサンワドー、コンビニのセブ

ンイレブンが 4 つあり、買物の利便度は高く住みやすく感じます。 

 

 

【写真①（酪農と乳の歴史館内）】      【写真②（ショッピングきたひろ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年１０月９日（体験５日目） 

報告者 古田さん（広島県） 

早いもので、今日は、「おためし移住体験」の中盤の日にあたります。今日は、11 時か

ら、北海道新聞社の印刷工場【写真①】（北広島市大曲工業団地内）を見学しました。新聞

の製作過程も学べて記念品もいただきました。【写真②】 

 北広島市内には、現在 5 か所の工業団地を中心に約 300 社の事業所が操業しており、

なかでも、大曲地区の工業団地においては、道新、朝日、読売など道内主要新聞の印刷工

場が集中する拠点となっています。 

現在、6 か所目となる新たな産業拠点「北広島輪厚工業団地」が 2014 年 12 月に完成、

全 35区画の分譲を開始し、一部は、既に操業を開始しているそうです。 

午後からは、北広島市立図書館【写真③】（中央６丁目２番地１）に行ってみました。北

広島駅からも便利な立地にあり、現在の蔵書数も約 25 万冊とほぼ満足のいくものでした。

自分が読みたい分野の本も揃っていました。【写真④】 

 【写真①（北海道新聞社印刷工場）】      【写真②（印刷工場の記念品）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真③（北広島市立図書館）】        【写真④（図書館内の蔵書）】 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年１０月１０日（体験６日目） 

報告者 古田さん（広島県） 

今日は、昨日までの天気がうその様に快晴、先に予約していたサッポロビール北海道工

場（恵庭市戸磯）の見学の日でした。 

おためし移住住宅から車で約 30 分、早めに着いたので、隣接地のサッポロビール・パ

ークゴルフ場が空いていたので、北海道幕別町発祥のパークゴルフを初めて体験しました。   

用具は無料で、利用料は、一人 500 円で、誰でも気軽に楽しめるスポーツであることを知

りました。【写真①】 

 北広島市内にも、輪厚国際パークゴルフコース（輪厚）、ローンスケープ輪厚（輪厚）、

里の森の山根園パークゴルフコース（西の里）などのパークゴルフ場があるので、今回の

滞在中に体験できればと思いました。 

 サッポロビール北海道工場の見学は約 60 分、ビールの製造過程の説明と試飲（黒ラベ

ルと北海道限定のクラシックの 2杯）ができました。【写真②】そして、ちょうどお昼頃に

終了したので、ジンギスカン料理を楽しみました。 

 午後からは、日高自動車道で、ししゃもの産地むかわ町と日高町の牧場【写真③】に遠

出しました。いずれも、5 年くらい前に襟裳岬に行った時に立ち寄ったところなので、懐

かしく思いました。 

【写真①（サッポロビール・パークゴルフ場）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真②（サッポロビール北海道工場内）】       【写真③（日高町の牧場）】 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年１０月１１日（体験７日目） 

報告者 古田さん（広島県） 

昨日のパークゴルフがすっかり気に入り、北広島市内にある「エルムパーク西の里」【写

真①】で、8 時半から 27 ホール、プレイしました。料金も安く軽装備でプレイできるの

で、すっかりはまってしまいました。 

 昼は、日本ではまだ稀なシュラスコ【写真②】が楽しめる「BLOGAD」（札幌市中央区

北 5 条西 5 丁目 JR55ビル７Ｆ）のランチに行きました。シュラスコとは、鉄串に牛肉や

豚肉などを刺し、炭火でじっくりと焼き上げた南米の肉料理で、以前、ブラジルの首都ブ

ラジリアに行った時に初めて食べました。 

 帰路、豊かな自然環境の「竹山高原温泉」（北広島市富ヶ丘 896）【写真③】へ、泉質は、

アルカリ性単純温泉で、適応症は、神経痛、冷え症、疲労回復、五十肩にきくといわれて

います。露天岩風呂【写真④】が印象的でした。  

 

  【写真①（エルムパーク西の里）】       【写真②（シュラスコ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真③（竹山高原温泉）】      【写真④（竹山高原温泉の露天岩風呂）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年１０月１２日（体験８日目） 

報告者 古田さん（広島県） 

明朝チェックアウトするので、北広島市での「おためし移住」の体験、今日が実質的に

最後の日になりました。もう一度やりたいことをやり、もう一度行きたいところに行くこ

とにしました。 

 もう一度やりたいこと、やっぱり、パークゴルフになり、輪厚（わっつ）国際パークゴ

ルフコースでの 36 ホールにチャレンジすることにしました。【写真①】 

三井アウトレットパーク、インタービレッジ大曲、コストコ、ジョイフルＡＫなどの大型

商業施設が集中している北広島市の大曲輪厚地区。札幌市に隣接するこの地区に、2011

年（平成 23年）７月、 新たに４コース３６ホールを有する本格的なパークゴルフ場がオ

ープンしています。 

 もう一度行きたいところ、三井アウトレットパーク札幌北広島（北広島市大曲幸町） 

は、まだまだ見きれないほどの広さです。【写真②】 

札幌都心から見て南東郊外の、札幌市清田区と北広島市の境界付近に位置し、所在地周辺

にはロードサイド店舗が集積しており、至近には道央自動車道北広島 IC があり、大変便利

で、休日ということもあり、多くの人で賑わっていました。 

 そして、最後は、「ホクレンくるるの杜」（北広島市大曲 377－1）【写真③】、きたひろ

農学校シリーズのきたひろコロッケ、きたひろ春巻、きたひろカレー、きたひろグラタン、

きたひろ畑のプディングを土産にたくさん買いました。【写真④】 

 

【写真①（輪厚国際パークゴルフコース）】   【写真②（三井アウトレットパーク）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真③（ホクレンくるるの杜）】      【写真④（きたひろ農学校シリーズ）】 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年１０月１３日（体験９日目） 

報告者 古田さん（広島県） 

今日は、最終日、午前 10 時に北広島市役所のご担当者が立ち合いのもとチェックアウ

トしました。9 日間のおためし移住は、あっという間で、新たな発見も含めて貴重な体験

をさせていただきました。現在 64 歳と 60 歳ですが、余生をどう生きるべきか新たな知

見も得られましたこと感謝です。 

 住みよさランキング【写真①】が 2 年連続道内 1 位である理由がよくわかりした。札幌

と千歳とも近い立地性や利便性が高く、空間的にもゆったりした都市環境が評価されたの

だと思います。Wi-Fiルーターや北広島市の広報紙「北広島」【写真②】も助かりました。 

 私の住む広島市とも関わりが深く親しみを感じました。和田郁次郎【写真③】の像を見

つけることが出来なかったので、市役所、駅、開拓にゆかりのある地に立像を建ててほし

いと思いました。また、貴重な「北海道開拓史」【写真④】を記憶遺産として恒久的に保存

する仕組みを考えていただきたいと思いました。 

 有難うございました。 

  【写真①（住みよさランキング）】       【写真②（広報北広島）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真③（和田郁次郎の展示）】        【写真④（北海道開拓史）】 
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