
　　平成２１年度、恵庭商工会議所では、恵庭市、花ガイド（市民ボランティア）の協力のもと、北海道の補助

　事業として「花のまちのスローライフツアー」を実施しました。このツアーは、恵庭市への移住促進によるま

　ちのＰＲ並びに活性化を図ることを目的に行われました。

（１）主催・後援

　主催　恵庭商工会議所

　後援　恵庭市役所

（２）実施日

　平成２１年８月２９日（土）、３０日（日）

（３）参加者

　１９組３５名（男１０名、女２５名、平均年齢６０歳）

NO. 組 年齢 性別 コース

1 58 男 三重県 日帰り

2 55 女 三重県 日帰り

3 60 男 札幌市 日帰り

4 59 女 札幌市 日帰り

5 60 男 札幌市 日帰り

6 62 女 札幌市 日帰り

7 60 女 札幌市 日帰り

8 56 女 札幌市 日帰り

9 65 男 札幌市 日帰り

10 59 女 札幌市 日帰り

11 6 42 女 石狩市 日帰り

12 60 女 札幌市 日帰り

13 58 男 札幌市 日帰り

14 57 女 札幌市 日帰り

15 8 60 女 札幌市 日帰り

16 60 女 石狩郡当別町 日帰り

17 65 女 石狩郡当別町 日帰り

18 72 男 札幌市 日帰り

19 65 女 札幌市 日帰り

20 11 74 女 札幌市 日帰り

21 78 女 札幌市 日帰り

22 60 女 札幌市 日帰り

23 60 女 札幌市 日帰り

24 33 女 札幌市 日帰り

25 14 57 女 東京都 日帰り

26 51 女 帯広市 宿泊

27 58 女 帯広市 宿泊

28 60 男 旭川市 宿泊

29 59 女 旭川市 宿泊

30 63 男 東京都 日帰り

31 66 女 東京都 日帰り

32 59 男 上川郡新得町 日帰り

33 58 女 上川郡新得町 日帰り

34 69 男 夕張郡由仁町 日帰り

35 69 女 夕張郡由仁町 日帰り
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（４）スタッフ

　８名（恵庭商工会議所３名、恵庭市３名、花ガイド２名）

（５）実施内容

　①概要

　　ツアーでは、遠方からの参加者に対応できるよう宿泊コースと日帰りコースの２つを用意。宿泊コース参加

　者は、２９日（土）恵庭駅に集合し宿泊先である市内のホテルにて一泊。翌日、日帰りコース参加者を含め札

　幌駅北口から「花のまちのスローライフツアー」がスタートした。

　　当日は、欠席者もなく参加者３５名全員でツアーを実施。天気は晴れのち曇り。道と川の駅「花ロードえに

　わ」では、農産物直売所で野菜を購入する方が多く見られ、地元の新鮮な野菜が手に入る恵庭に魅力を感じた

　という声が聞かれました。恵み野ガーデン地区散策では、個人住宅のきれいな庭や手作りの造作物に参加者は

　感激された様子。庭に植えている花の種を自宅で育てているなど、ガーデナーのアイディアに関する話しを聞

　くと参加者の多くはさらに興味をもち、ガーデナーに対し多くの質問をされていた。

　　その後、昼食を挟んで地元ハウスメーカーの所有するモデルハウスを見学。午前中に見学したきれいな庭の

　イメージが残っているせいか、自分が移住して家を建てた際のイメージを膨らませて見学されていた。引き続

　き、優良田園住宅予定地を見学。恵庭市担当者より周辺環境や市街地までの距離などについて説明を行う。

　　最後に、サッポロビール㈱北海道工場を見学。同会議室にて説明会並びにアンケートについてご記入いただ

　き全日程を終えた。

　　ツアーを終え、移住を本気で検討している人の中には、札幌や新千歳空港に近くガーデニングが盛んで自然

　が豊かな恵庭市を気に入ってくれた方も多く、移住の候補地として高い評価いただけたと感じました。

　②見学風景

　 　研究村通りの見学① 　　　研究村通りの見学②

　　　一般家庭の庭の見学 　モデルハウス見学－㈱キクザワ
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　③スケジュール

　・宿泊コース　　平成２１年８月２９日（土）、３０日（日）

ＪＲ恵庭駅　集合 宿泊コース参加者集合（２組４名）

宿泊先ホテルにてガイダンス 助成金の受け渡し恵庭市の説明を行う

日帰りコーススケジュール参照

　・日帰りコース　平成２１年８月３０日（日）

ＪＲ札幌駅北口　到着 札幌駅から乗車２２名を乗せ出発

ＪＲ恵庭駅東口　到着 恵庭駅から乗車７名を乗せ出発

道と川の駅から乗車６名と合流し施設を見

学。市民有志で管理している憩いの花畑や

地元の農産物の直売所を案内する。

恵み野ガーデン地区　散策

 　谷村 宅 → 鈴木 宅 → 田端 宅 → 恵み野中学校 花ガイドによる案内で、市内でも素敵な庭

  　10:07      10:25      10:45        11:02 づくり（ガーデニング）をされていること

で有名な、一般家庭の庭や整備された市内

 　→ 研究村通り → 花さんぽ通り → 二本松 宅 の通りを見学。

   　   11:06　　    　11：23　　　  11：30

昼食をとりながら同店の素敵な庭も見学。

参加者をＡとＢの２グループに分け見学。

地元業者のＰＲを行う。

優良田園住宅（花の田園住宅モデル地区）予定地　見学 恵庭市役所担当者より同地区について説明

サッポロビール北海道工場　見学及び説明会 工場見学並びにアンケート調査実施

ＪＲ恵庭駅東口　到着 途中、道と川の駅を経由して札幌駅へ

ＪＲ札幌駅北口　到着

14:45

15:20

17:00

18:10

10:00
│

11:45

12:00 昼　食（スウィートグラス）

13:25 市内モデルハウス見学（郷土建設㈱、㈱キクザワ）

備　考

8:15

9:20

9:30 道と川の駅「花ロードえにわ」　見学

8/30（土）
２日目

9:20
│

18:10

時間帯 内　容

内　容 備　考

8/29（土）
１日目

15:30

15:35

日程 時間帯
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（６）アンケート結果

　回答者３３名

問問問問１１１１　　　　あなたについておあなたについておあなたについておあなたについてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。

　■性別 10

23

　■年齢 0

1

1

13

15

3 ・７０代。

　■現在の住まい 19

10

3

1

0

0

問問問問２２２２　　　　今回今回今回今回ののののツアーツアーツアーツアーをををを何何何何でででで知知知知りましたかりましたかりましたかりましたか？？？？

　①新聞記事 5

①北海道新聞 1

②花新聞 4

　②新聞広告 20

　③知人の紹介 3 ・姉の薦め。

　④ホームページ 3

　⑤その他 2 ・道と川の駅「花ロードえにわ」でチラシを拝見。

問問問問３３３３　　　　恵庭恵庭恵庭恵庭のののの印象印象印象印象についておについておについておについてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。

　①よかった 33 ・自然が多くて住むには理想的な土地だと思いました。

・アクセスが良く花と街のイメージが印象づけられたた

　めより一層、文化的な街として感じられました。

・札幌からそう遠くない所で静かで美しい住宅で、とて

　も良い所だと思いました。新鮮な花や野菜が手に入り

　やすいのも良い所ですね。

・千歳と札幌の間で便利。そして、空気のきれいな街。

　ステキな夢と希望を持たせてくれる、そんなイメージ

　です。

・街並みが美しい。個人宅の中の庭まで入って見せてい

　ただけた事。田園が近い。農作物を生産者さんのもの

　より購入できる。山並みも見えた。

・今日のテーマにあるスローライフが実現できそうな所

　がよかったです。

・緑の木と花のまち、道路前には車庫がなくきれいに整

　ったまちです。

　②ふつう 0

　③あまりよくなかった 0

問問問問４４４４　　　　現在現在現在現在、、、、家家家家のののの購入購入購入購入やややや移住移住移住移住をををを検討検討検討検討していますかしていますかしていますかしていますか？？？？

　①検討している 11

①今すぐ 3

②２～３年後 5

③５～６年後 3

④６年以上先 0

　②検討していない 20

⑤道外（関西）

⑥その他

①道内（札幌）

②道内（札幌以外）

③道外（関東）

④道外（中部）

③４０代

④５０代

⑤６０代

⑥その他

①男

②女

①２０代

②３０代
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問問問問５５５５　「　「　「　「花花花花のののの田園住宅田園住宅田園住宅田園住宅」」」」についておについておについておについてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。

　①住みたいと思った 7 ・リタイア組としては、街中に住む必要がなく郊外で静

　かな暮しにはもってこいの感じです。是非、購入を検

　討したいと思いました。

・花と緑と空気の良さと文化的な感じがあった。

・私は田舎が大好きです。が、都会も大好きです。そん

　な私には空港、札幌そして田園、夢と理想の街かもし

　れません。

・緑が多くガーデニングに適しているので。

・樹木に囲まれた静かな環境なので。

　②まだわからないが興味はもった 14 ・もう少し周囲が整ったところを見てみたいと思いまし

　た。

・広い土地で花や畑が作れる。隣に有機農家がある。価

　格、交通の利便性が未知数。

・現況では住宅地のイメージがよくわからない。

・今の状態からプロがどう造成するのか少し楽しみ。魅

　力ある宅地に変えられたら、その気になるかも？

・子ども次第でわからない。

・広い土地は野菜作りに魅力的に感じるが、現在６０歳

　なのであと１５年位した後は戸建て住宅では、管理で

　きなくなってしまうので、その先が不安になる。

　③住みたいと思わなかった 9 ・今日のプレゼンの状態では結論は出ない。逆に午前と

　落差が大き過ぎて好ましい印象を与えない。

・駅から遠い。公共交通機関がない。

・遠過ぎる（中心地へ）。

・現在は住宅地という気がしなかった。

・スーパーや病院などが近くにない。造成されていない

　のでイメージもわかなかった

・イメージがつかめない。具体化してから再度見たい。

問問問問６６６６　　　　本日本日本日本日ののののツアーツアーツアーツアーについておについておについておについてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。

　①よかった 31 ・スタッフの方達も親切でしたし、個人ではなかなか見

　られないところも案内して頂いて、本当にありがたく

　感謝しています。

・いつも通り過ぎるだけでは気付かない側面を体験でき

　ました。

・街の概容がわかったし、きれいなガーデニングが見学

　できて楽しめました。

・オープンガーデンは、以前、個人的に道路から眺めた

　ことがあったが、実際にいろいろな話しが聞けて良か

　った。モデルハウスの説明も詳しく分かりやすく勉強

　になった。

・大変楽しく、充実したツアーと感じました。

・東京から来て地元（北海道）を知るチャンスをいただ

　いて感謝しています。

・恵庭の知らなかった部分が、このツアーによって理解

　できました。

・対応がとても良かった。

・大変中身が濃くビックリしました。

・他地域の様子を知ることでいろいろと参考になった。

　②ふつう 1 ・午前ＯＫ。午後の狙いが不明瞭。

　③あまりよくなかった 0
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問問問問７７７７　　　　今後今後今後今後、「、「、「、「花花花花のののの田園住宅田園住宅田園住宅田園住宅」」」」などなどなどなど恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市のののの移住移住移住移住にににに関関関関するするするする情報情報情報情報についてについてについてについて、、、、当所当所当所当所からのからのからのからの情報提供情報提供情報提供情報提供をををを希望希望希望希望しますしますしますします

　　　　　　　　　　　　かかかか？？？？

　①する 12

　②しない 21

問問問問８８８８　　　　そのそのそのその他他他他、、、、何何何何かごかごかごかご意見等意見等意見等意見等がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら何何何何でもでもでもでも結構結構結構結構ですのでごですのでごですのでごですのでご自由自由自由自由におにおにおにお書書書書きききき下下下下さいさいさいさい。。。。

　・効率的に花と街と暮しをテーマに１日を過ごせて大変素晴らしかったです。ありがとうございました。

　　移住希望者としては、冬の恵庭も興味があり、お試し滞在のできるような施設やプログラムがあると参

　　加しやすいんですが・・・。

　・田園住宅の既存の樹木、無駄にしてほしくないです。一般市民に「タダで樹木を差し上げます。但し、

　　掘りおこす費用はほしい方で」キャンペーンいかがですか？必ず大きい樹木ほしい方いらっしゃると思

　　います。美しい樹木を是非、切りきざまないでほしいです。

　・個人のお庭を拝見、是非、我が家の庭造りの参考にしたく思っております。今回の素晴らしい企画、ス

　　タッフの皆様の温かいおもてなし、ありがとうございました。

　・モデル都市として今後も参考にしたい。より発展を祈ります。

　・今回、素晴らしい企画をしていただいてありがとうございました。

　・充実したツアーでよかったです。ありがとうございました。

　・ありがとうございました。また、スタッフの皆さんがとても親切でした。また、このような企画があり

　　ましたら、是非、参加させてください。

　・恵庭市は緑が豊かな落ち着いた街との印象をもった。
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