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モニターツアーを下記行程で実施。 

【10月16日（火）】 
08：45 中央バス札幌ターミナル出発 
10：30 新千歳空港出発 
12：00 昼食 
13：30 十勝総合振興局にてカメラマンによる講義 
15：30 十勝牧場にて撮影体験 
17：00 本別町短期移住体験住宅到着 
18：00 居酒屋からまつにて夕食交流会 
20：00 終了 

【10月17日（水）】 
08：45 出発 
09：00 ゲンキッチンにて昼食作り体験 
12：00 昼食 
12：45 本別町中期移住体験住宅見学 
14：00 ワイン城にてワイン用ブドウ収穫体験 
15：00 ワイン城にて城内ガイドツアー 
16：30 グランピングテイストのキャンプ体験・夕食交流会 
20：00 清見温泉にて各自入浴 
21：00 終了 

【10月18日（木）】 
07：00 朝食 
08：00 出発 
08：30 池田町千代田地区ワイン用ブドウ畑見学 
09：00 ガーデンスパ十勝川温泉にてチーズ作り体験・足湯体験 
11：00 音更町移住体験住宅見学 
12：30 道の駅ピア21しほろにて自由昼食 
14：00 道の駅しほろ温泉にて士幌町移住施策の説明 
14：30 士幌町農園付き住宅見学 
16：00 足寄町移住体験住宅到着 
18：30 自由夕食 
20：00 銀河の森天文台見学 
21：00 終了 

【10月19日（金）】 
09：00 出発 
10：30 オンネトー見学 
12：30 自由昼食 
14：00 Guest Houseぎまんちにて移住者との交流 
15：30 高齢者等複合施設 むすびれっじ見学 
16：30 終了 

【10月20日（土）】 
08：30 出発 
10：00 十勝総合振興局にて終了報告会・写真品評 
11：30 十勝総合振興局出発 
14：30 新千歳空港到着・解散 

【モニターツアーの実施】 



十勝牧場にて撮影体験1[音更町] 十勝牧場にて撮影体験2[音更町] 

宿泊地：本別町短期移住体験住宅 

到着[本別町] 

居酒屋からまつにて夕食交流会 

[本別町] 

十勝総合振興局にて 

オリエンテーション[帯広市] 
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 ・モニターツアーの様子 

10月16日（火） 

十勝総合振興局にて 

写真撮影講座[帯広市] 



ワイン城にてワイン用ブドウ 

収穫体験[池田町] 

ワイン城にて城内ガイドツアー 

[池田町] 

宿泊地：ワイン城横広場にて 

グランピングテイストのキャンプ 

[池田町] 

キャンプ体験・夕食交流会 

[池田町] 

ゲンキッチンにて 

昼食作り体験[本別町] 

 

10月17日（水） 

本別町中期移住体験住宅見学 

[本別町] 
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・モニターツアーの様子 



ガーデンスパ十勝川温泉にて 

チーズ作り体験[音更町] 

ガーデンスパ十勝川温泉にて 

足湯体験[音更町] 

音更町移住体験住宅見学[音更町] 道の駅しほろ温泉にて 

士幌町移住施策の説明[士幌町] 

キャンプでの朝食[池田町] 

 

10月18日（木）① 

千代田地区のワイン用ブドウ畑見学 

[池田町] 
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・モニターツアーの様子 



銀河の森天文台見学 [陸別町] オンネトー見学[足寄町] 

Guest Houseぎまんちにて 

移住者との交流・足寄町移住施策の 

説明[足寄町] 

高齢者等複合施設 むすびれっじ
見学[足寄町] 

士幌町農園付き住宅見学、 

入居者との交流[士幌町] 

 

10月18日（木）② 

宿泊地：足寄町移住体験住宅到着 

[足寄町] 

10月19日（金） 
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・モニターツアーの様子 



K様撮影 A様撮影

I様夫妻撮影① I様夫妻撮影②

十勝総合振興局にて 

終了報告会・写真品評①[帯広市] 

 

10月20日（土） 

十勝総合振興局にて 

終了報告会・写真品評②[帯広市] 

新規メニューでの参加者撮影写真 
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・モニターツアーの様子 



 

 今回のツアーを通じて参加者の移住や十勝に関する意識調査の為、任意でアンケート
を実施。新規メニューを含む様々なプログラムについて選択式で満足度を選択いただい
たほか、感じたことや今後の要望等を記載いただいた。※アンケート詳細は別添2参照 

【アンケートの実施】 

□プログラムを知ったきっかけ（回答数…5）※複数回答あり
・北海道庁メールマガジン…3件
・Facebook広告…1件
・Webサイト…1件（サイト名未記入）

□応募の理由（回答数…4）
・移住の際に家を探す参考にしたかったため。
・北海道に来たことがなく、気になっているエリアだったため。
・体験メニューが魅力的で、参加費が安価なため。
・夫に同行のため

□カメラマンによる撮影講座[帯広市]（回答数…4）
・とても良かった…1件
・良かった…2件
・普通…1件
・悪かった…0件
・とても悪かった…0件

□十勝牧場での撮影体験[音更町]（回答数…4）
・とても良かった…1件
・良かった…3件
・普通…0件
・悪かった…0件
・とても悪かった…0件
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□居酒屋からまつでの夕食交流会[本別町]（回答数…4）
・とても良かった…3件
・良かった…0件
・普通…1件
・悪かった…0件
・とても悪かった…0件

□ゲンキッチンでの昼食作り体験および昼食[本別町]（回答数…4）
・とても良かった…4件
・良かった…0件
・普通…0件
・悪かった…0件
・とても悪かった…0件

□ワイン城でのワイン用ブドウ収穫体験[池田町]（回答数…4）
・とても良かった…4件
・良かった…0件
・普通…0件
・悪かった…0件
・とても悪かった…0件

□ワイン城での城内ガイドツアー[池田町]（回答数…4）
・とても良かった…4件
・良かった…0件
・普通…0件
・悪かった…0件
・とても悪かった…0件

□宿泊施設：本別町移住体験住宅[本別町]（回答数…4）
・とても良かった…4件
・良かった…0件
・普通…0件
・悪かった…0件
・とても悪かった…0件
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□グランピングテイストのキャンプ体験および夕食交流会[池田町]
（回答数…4） 
・とても良かった…4件 
・良かった…0件 
・普通…0件 

・悪かった…0件 
・とても悪かった…0件 

□ガーデンスパ十勝川温泉でのチーズ作り体験[音更町]（回答数…4）
・とても良かった…3件
・良かった…0件
・普通…0件
・悪かった…1件
・とても悪かった…0件

□ガーデンスパ十勝川温泉での足湯体験[音更町]（回答数…3）
※1名未利用 
・とても良かった…1件 
・良かった…2件 
・普通…0件 

・悪かった…0件 
・とても悪かった…0件 

□道の駅ピア21しほろでの自由昼食[士幌町]（回答数…4）
・とても良かった…1件
・良かった…2件
・普通…1件
・悪かった…0件
・とても悪かった…0件

□宿泊施設：テント等のキャンプ施設[池田町]（回答数…4）
・とても良かった…2件
・良かった…0件
・普通…0件
・悪かった…2件
・とても悪かった…0件

9 



□士幌町農園付住宅見学[士幌町]（回答数…4）
・とても良かった…1件
・良かった…2件
・普通…1件
・悪かった…0件
・とても悪かった…0件

□銀河の森天文台見学[陸別町]（回答数…4）
・とても良かった…3件
・良かった…1件
・普通…0件
・悪かった…0件
・とても悪かった…0件

□オンネトー見学[足寄町]（回答数…4）
・とても良かった…1件
・良かった…3件
・普通…0件
・悪かった…0件
・とても悪かった…0件

□足寄町内での自由昼食[足寄町]（回答数…2）
※2名は自炊のため、評価未記入 
・とても良かった…1件 
・良かった…1件 
・普通…0件 

・悪かった…0件 
・とても悪かった…0件 

□正巳秦食堂での自由夕食[陸別町]（回答数…4）
・とても良かった…4件
・良かった…0件
・普通…0件
・悪かった…0件
・とても悪かった…0件
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□Guest Houseぎまんちでの移住者との交流[足寄町]（回答数…4）
・とても良かった…1件
・良かった…3件
・普通…0件
・悪かった…0件
・とても悪かった…0件

□宿泊施設：足寄町移住体験住宅[足寄町]（回答数…4）
・とても良かった…3件
・良かった…1件
・普通…0件
・悪かった…0件
・とても悪かった…0件

□印象に残った町・場所（回答数…7）※複数回答あり
・池田町のグランピング…2件
・池田町のブドウ畑、ワイン試飲…2件
・本別町のゲンキッチン…1件
・東大雪の山並みや十勝の風景…1件
・足寄町のむすびれっじ…1件

□ツアー以前から十勝を知っていたか（回答数…4）
・知っていた…3件
・知らなかった…1件

□足寄町内見学[足寄町]（回答数…4）
・とても良かった…1件
・良かった…1件
・普通…2件
・悪かった…0件
・とても悪かった…0件
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□再び十勝を訪れたいか（回答数…4）
・訪れたい…4件
・訪れたくない…0件
・どちらともいえない…0件

□今まで十勝を訪れた回数（回答数…4）
・今回が初めて…1件
・2回目…0件
・3回目…0件
・4回以上…3件
・住んでいた事がある…0件

□ツアー参加後の十勝のイメージ（回答数…4）
・参加して、今までよりも十勝の良さを実感した
・ワイン作りに関わる人々と一緒に過ごすことができて親しみを覚えた
・十勝の各市町村での移住事業に対する意気込みがすごいと感じた
・関係スタッフの熱心な態度に感動した

□今後同じようなツアーがあれば参加したいか（回答数…4）
・参加したい…4件
・参加したくない…0件
・どちらともいえない…0件

□ツアー参加前の十勝のイメージ（回答数…2）※2名未記入
・好きな場所、広い
・十勝のワイナリーと山梨（本州）のワイナリーの違いがよくわからない
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・アンケートイメージ 

□今後、十勝への移住を検討しているか（回答数…4）
・検討する…4件
・検討していない…0件
・どちらともいえない…0件

□シィービーツアーズおよびえんれいしゃの対応について（回答数…4）
・とてもよかった…4件
・良かった…0件
・普通…0件
・悪かった…0件
・とても悪かった…0件
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□参加者からの意見

[新規メニューについて] 
・撮影講座の際、もう少し具体的な撮影のアドバイスを聞きたかった。 
・撮影体験の際には1人1人に実際に撮影の仕方を教えてもらえて良かった。 
・品評会の際には、撮影した写真に細かくアドバイスをもらえて良かった。 

 [移住体験住宅について] 
 ・新しい施設で快適だった。（本別・足寄ともに） 

[Guest Houseぎまんちでの移住者との交流]（足寄町体験メニュー） 
・若い夫婦が希望を持って移住できる町だと感じた。 
・空き家を借りてゲストハウスを営んでいる方で、建物が豪華で驚いた。 
実際に移住された際の話を聞けて良かった。 

[キャンプ体験・交流会について]（池田町体験メニュー・夕食） 
・素敵なテントに宿泊できてよかった。おしゃれなキャンプで夢のようだった。 
・地元の食材や飲み物など心のこもったおもてなしで感動した。 
・年配の方が体験するには身体に負担があった。 
・地元の方々と交流できて良かった。 

[ガーデンスパ十勝川温泉でのチーズ作り、足湯体験]（音更町体験メニュー） 
・講師の方の説明や対応が流れ作業に感じ、作らされている感じがした。 
・講師の方の説明が親切でわかりやすかった。チーズも美味しかった。 
・本物のモール温泉に浸かれて良かった。 

[士幌町農園付き住宅見学]（士幌町体験メニュー） 
・入居者の方と話すことができて、参考になった。 
・入居者の方のような二地域居住が理想的だと感じた。 

[ゲンキッチンでの昼食作り体験]（本別町体験メニュー） 
・講師の方がどんな些細な質問でも丁寧且つ的確に答えてくれた。 
・豆腐作りは初めてだったが、丁寧な説明で美味しく作る事ができた。 

[居酒屋からまつでの夕食交流会]（本別町夕食） 
・移住についてのテーマを決めて、みんなで意見や質問を出すなど話し合えると良かった。 
・初対面の方とのツアーだったので、初日に交流会があったおかげで楽しいツアーになった。 

[銀河の森天文台見学]（陸別町体験メニュー） 
・貴重な望遠鏡で複数の星を見ることができ、夢のようなひとときだった。 
・丁寧に説明していただき、天体観測を楽しめた。 
・貸し切りのような状況だった為、見たい星を見ることができて良かった。 
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