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10 心の伊達市民 

（2012年7月版） 

“北の湘南”伊達 



１．伊達市の紹介 

 ・四季を通じて温暖な気候（北の湘南） 

 ・医療・福祉施設の集積、金融機関・大型店舗が 

   まちの中心部に集中（コンパクトシティ） 

 ・基準地価上昇率（住宅地） 

   平成15年～全国1位と3位 

   平成16年～全国2位 

   平成21年～全国トップ10に4箇所 

        （2・3・4・8位） 

 ・ノーマライゼーションのまち 

   知的障害者総合援護施設「太陽の園」 

   住民と行政が一体となって積極的に受入。 

   支援活動 

羊蹄山 有珠山 

昭和新山 

噴火湾 
（内浦湾） 

伊達市街地 

《伊達市位置図》 
◎南に噴火湾（内浦湾）、北及び西は有珠山、昭和新山 

◎噴火湾に向かって広がるなだらかな扇状地斜面、河川が多く 

  豊かな生産緑地帯を形成 

◎野菜を中心とする道内有数の食料供給地 

◎平成１８年３月、「癒しの里温泉郷」大滝村と飛び地合併 

《交通アクセス》 
 ◎札幌から 

   ・高速道路（道央自動車道）125km （95分） 

   ・ＪＲ特急 （90分） 

 ◎新千歳空港から 

   ・高速道路《道央自動車道）98km （75分） 

   ・ＪＲ特急 （70分） 
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２．構想の背景・・・・・少子高齢化の進行 

《人口動態の状況》 

①伊達市の人口は、ほぼ横ばい・・・・・自然減（出生＜死亡）を社会増（転入＞転出）で補ってきた 

②高齢化率は、全道・全国の平均を上回って増加→伊達市の高齢化は急速に進行中 
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 少子高齢化が進む中で、高齢者が安心・安全に暮らせるまちづくりを進めるとともに、高齢者ニーズに応える 

新たな生活産業を創出し、働く人達の雇用を促進して、豊かで快適なまちづくりを目指す取り組み。 

《伊達ウェルシーランド構想の目的》 

  高齢者を対象とした新しい生活産業によるまちづくりにより、 

①高齢者が住んでみたい町 

  伊達市内及び近郊だけでなく、北海道ひいては全国各地から高齢者が住んでみたいと思う魅力ある町 

②女性・若者の働きがいのある町 

  新たなサービスの導入によりコミュニティビジネス＋新たな雇用が創出され、働く女性や若者の流入が進む活気ある町 

③働く人が住みたい町 

  そして、このような働く人たちが住み続けたいと思う安心・安全の町 

平成１４年１月   

《主な取り組み経過》 

平成１６年５月   

平成１６年６月   

平成１７年度以降 
 

平成１９年８月   

平成２０年３月   

平成２０年４月   

官民協働による「伊達ウェルシーランド構想プロジェクト研究会」の発足                   

同研究会を再編した「豊かなまち創出協議会」の発足                             

「少子高齢社会に対応した豊かなまちづくり計画」として国の地域再生計画に認定            

構想に掲げた各項目の事業化が順次スタート                                  
安心ハウス・ライフモビリティサービス・地域情報センター・優良田園住宅建設事業など      

「地域のお宝発掘自慢大会」ｉｎ首相官邸 事例発表及びパネル展示                    

平成１９年度地域づくり総務大臣表彰（団体表彰）受賞                            

「豊かなまち創出協議会」役員及び会員を一新                                 

３．伊達ウェルシーランド構想とは？ 
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平成２４年３月   「豊かなまち創出協議会」発展的解散                                                                           



地域情報センター 

コンシェルジュ 
（サービスコーディネート） 

首都圏 
その他 

道 内 
各 地 

伊達ウェルシーランド構想の 
実現による定住化の促進 

伊 達 市 民間事業者 ＮＰＯ・住民 ・・・・・・ 

安心・安全の住みよいまち “ 伊達 ” を目指して！ 

伊達市への 
移住・定住 
の促進！ 

健  康 
サービス 

ﾗｲﾌﾓﾋﾞﾘﾃｨ 
ｻｰﾋﾞｽ 

住宅流通 
優良田園 
住  宅 

安  心 
ハ ウ ス 

伊達ウェルシーランド構想 

観  光 
サービス 
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伊達ウェルシーランド構想のイメージ！ 



本構想は、行政と民間のパートナーシップの下、協働の取り組みを進めてきたもの。 

①伊達ウェルシーランド構想プロジェクト研究会 （平成14年1月～平成16年3月）   
 
   構想の趣旨に賛同する、概ね５０歳以下の若い層の方々の参加を募って発足した研究会。市内の金融・住宅・不動産・福祉などの 
 各分野のメンバーが集まり、『伊達で何をすべきか、何ができるか』研究を行った。 
 
 
 

 

 

 

 

 

住宅流通部会      

ＩＴ部会          

生活支援サービス部会 

・・・・・事務局（伊達信用金庫・伊達市・ＮＴＴデータ経営研究所） 

・・・（安心ハウスチーム・Ｒｅ：ユースチーム・伊達の家チーム） 

②豊かなまち創出協議会 第Ⅰ期～第Ⅳ期 （平成16年5月～平成20年3月）  

 

   プロジェクト研究会での約２年間の活動により、新しい生活産業の姿が示され、事業化手法の検討課題が具体化されたことを受け 
 事業の創出をより明確に打ち出した活動を目指し、研究会を再編、設立したもの。 
 

 

 

 

 

 

 

 

全体会議 住宅流通部会      

生活支援部会      

移住・定住ＰＴ      役員会 

（伊達市・伊達信用金庫・伊達商工会議所） 事務局 

・・・（住宅流通、住み替え支援など） 

・・・（情報センター、ライフモビリティサービスなど） 

・・・（移住、定住促進、中長期滞在プラン、体験メニューなど） 

取り組みの推進経過（官民協働によるまちづくり） 
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全体会議 



③豊かなまち創出協議会 第Ⅴ期～第Ⅷ期 （平成20年4月～平成24年3月 ）  

 

     構想当初に掲げた主な内容が事業化されたことを受け、役員及び会員を一新。構想の理念を引き継ぎながら、新しい発想・取り 
   組みをテーマに、議論・研究を進めている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体会議 食←グローカル推進部会 

交流←生活支援部会   

食←移住・定住ＰＴ    役員会 

（伊達市・伊達信用金庫・伊達商工会議所） 事務局 

○活動テーマ：基幹産業からの地域経済の活性化、若手人材育成を見据えた特色ある 

       持続可能な街の創出（食のブランド化/彩食健美プロジェクト）を目指す。 

○活動テーマ：幅広い年齢層のニーズに応じた新サービス（健康増進支援事業・世代 

       間交流モデル/みんなでチャレンジ！伊達のＹＡＧＡＫＵ）を創出する。 

○活動テーマ：『豊かなまちをつくること』をキーワードに、情報の収集と発信（ 

       ＝伊達市のＰＲ）を行っていく。 

新体制の取り組み推進経過 
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13年度 14・15年度 

基礎調査 

 

 

 

●ニーズ調査 

実証実験 

 

 

 

●事業スキームの検討 

●事業実施体制の構築 

●モデル地区での実証実験・検証 

事業の実施 

 

 

 

●モデル事業の実施 

●関連事業の推進・展開 

●地域再生計画の認定 

事業化への 
スケジュール 

16年度 

●地域再生モデル調査の実施 

●自律的・自発的発展の維持 

17年度 18・19年度 20年度 

 

 

民間主体ボランティア組織 

『伊達ウェルシーランド構想』プロジェクト研究会 

事業化に向けた調査研究 

 

 

●モデル事業化プロジェクト 

  （参加事業者等によるコンソーシアム組成） 

●ＴＭＯによる事業推進 

  （市街地再開発、生活支援サービス、住宅流通等） 

●健康サービス事業の充実（健康増進、介護予防） 

事業の 

具現化 

●伊達版安心ハウス 

  （まちなか居住の推進） 

 

●伊達版優良田園住宅 

  （多様な住環境の提供） 

 

●ライフモビリティ 

  （新交通システム／15.9～16.3実証実験） 

 

●高齢者支援システムの構築 

●地域ポータルサイトの立ち上げ 

 

豊 
か 
な 
ま 
ち 
創 
出 
協 
議 
会 
  

設 
立 

●モデル事業の検証 

●市街地活性化に連動する安心ハウスの検討 

        着工 → 完成 

●基本方針決定・施行 

●市有地の提供          着工 → 完成 

●プロポーザル募集、選定 

●基本（移送）サービス開始 

●付加サービス        運行開始→ 

●多業種との連携、拡張 

●情報センターの整備 

●住宅流通、住み替え支援 

●情報集約、提供の拡充 

高  
齢  
者関 
居す 
住る 
環基 
境礎 
に調 
 査 

生活産業 

の創出 

ＩＴ基盤 

の整備 

伊達ウェルシーランド構想への取り組み経過 
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   高齢者の方々が安心・安全・快適に住むことができる良質な建物の総称。種類によって住宅型・施設型・グループ 

  ホーム型や訪問介護事業所を併設したものなどが考えられる。 

   伊達市では、市の独自基準である『伊達版安心ハウス認定制度』を制定し、良質な高齢者向け住宅を民間活力によ 

  り普及促進することとしている。 

①安心ハウスとは？ 

②伊達版安心ハウス認定制度 （認定制度実施要綱を平成１７年３月から施行） 
  認定基準を満たし、市の認定を受けた場合、市の広報紙やＨＰ、その他の機会を通じて市がＰＲを行い、普及促進 
 に努める。 

   現在、伊達市内には認定を受けた安心ハウスとして２棟６５戸が民間事業として供給されている。 

③伊達版安心ハウス認定状況 

第１号 

第２号 

認定年月日 

Ｈ１７．４．１９ 

Ｈ１７．７． ６ 

施設名 

グランデージ北湘南 

ウェルシータワー伊達 

舟岡町３３６－３ 

山下町１４７－２５４他 

所在地 戸 数 

１棟３５戸 

１棟３０戸 

入居開始日 

Ｈ１８．３．１ 

Ｈ１８．５．１ 

認定番号 

■グランデージ北湘南（認定第１号） ■ウェルシータワー伊達（認定第２号） 

４．伊達版安心ハウス（事業例①） 
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   『優良田園住宅』とは、農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然環境を形成している地域に所在する一戸建ての住宅を指す。 

  （総務省ＨＰより）多様な住環境の一環として、自然的環境の豊かな地域でゆとりある生活を営むことを求める田園居住に対する 

  ニーズの高まりを受け、平成１０年７月に『優良田園住宅の建設の促進に関する法律』が施行。 

   伊達市では、同法に基づく基本方針を平成１７年３月に策定し、市有地である農業センター跡地を活用した民間開発による建設 

  事業を進める。 

①優良田園住宅とは？ 

②伊達市における取り組み経過 

平成１７年 ３月 
  

      ７月 

     １０月 

  

   １０月以降 

平成１９年 ７月 

     １０月 

『優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針』策定 
 →敷地面積・建ぺい率などの住宅建設に関する基本的な要件や建設予定区域などの方針を決定 

開発事業者選定のための公募型プロポーザルの公告及び募集要領の公表 

事業者からの提案書に基づくプレゼンテーション・ヒアリング及び審査の実施 
 →審査の結果、『伊達建設事業協同組合』を最優秀応募提案者として選定 

各種許認可手続き実施 

優良田園住宅建設計画認定 

事業者による造成・販売開始 

平成２０年 ４月 造成地完成 

  ・市の中心部から車でおおよそ10分、豊かな自然に囲まれた田園地域。 

  ・平成20年4月末に宅地・道路等の造成が完了し、住宅建設が進んだ。 

③伊達市認定 優良田園住宅建設事業 『田園せきない』概要 

■事業概要 

○開発総面積：45,109.01㎡ 

 (内訳)宅地総面積  31,580.78㎡  

      道路総面積   8,364.00㎡     
        遊歩道総面積  1,546.00㎡       
        ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ面積    10.23㎡       
        公園       3,608.00㎡ 

○区画数：全53区画  

   面積 127～151坪   7区画  
       151～181坪  22区画    
        181～211坪  14区画    
        211～242坪   8区画  
      242～257坪   2区画 

○販売価格（土地）        

  5,023千円～8,980千円  
   坪単価は平均37,000円程度 

５．伊達版優良田園住宅・・・田園せきない（事業例②） 
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   地域住民の『住み替え』を促進して住宅を市場に流通させるとともに、地域外からの『移住』を促進して人口増加 

  を図ることにより、生活の質の向上と地域全体の活性化を目指すもの。 

不動産会社 

（中古）住宅情報 

福祉施設 
福祉サービス 

安心ハウス 
（街中居住） 

一戸建て居住の 
ひとり暮らし高齢者 
／高齢者夫婦 

 

 
伊 達 市 

 
地域情報センター 

地域住民・ 
地域外住民 （移住） 

住宅売却 
仲介依頼 

住宅販売 

住み替え 

連携強化 

コンシェルジュセンターで
住宅物件情報を集約 

優良田園住宅 
（郊外型） 

各種情報提供・       
連携した取組 

住宅情報の共有 

住宅カルテ 
・性能評価 

住み替え 

住
み
替
え 

《住宅流通促進のイメージ図》 

６．住宅の流通促進（今後の課題①） 
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  北海道では、土地の広さや冬の寒さなどから自家用車の保有率・利用率が高く、バスなどの公共交通は衰退傾向にある。 

    伊達市でも同様の傾向。高齢化が急速に進行している中、生活の足の確保が重要。 

①ライフモビリティサービスとは？ 

   自動車を運転しない方々が、負担が少なく安心して利用できる新しい交通手段として、会員・予約制の 

    乗合いタクシー事業を推進 

 ◇ドアｔｏドアの移送サービス 

   希望の場所から希望の場所までドアｔｏドアで移送 

 ◇低価格でのサービス提供 

   乗合い制を取り入れることにより、一運行当たりの利用者数を増やしタクシー以下の料金での移送サービスを提供 

 ◇従来にない生活支援サービスの提供 

   移送サービスだけでなく、これまでにない買物代行などの生活支援サービスを付加サービスとして提供 

●ライフモビリティサービスの基本コンセプト 

７．伊達版ライフモビリティサービス・・・愛のりタクシー（事業例③） 
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＜通常便/普通タクシー（セダン型）＞ ＜定時運行便/ジャンボタクシー＞ 



②ライフモビリティサービス（愛のりタクシー）運行内容・・・・・通常便 

 

 ●運行区域：伊達市内全域（旧伊達地区／大滝区は除く） 
 ●運 行 日：月曜日～土曜日（日祝祭日を除く） 
 ●運行時刻：午前８時００分～午後６時００分 
 ●受付方法：前日の予約受付 午後１時００分～午後６時００分 
       当日の予約受付 午前７時００分～午後５時００分 
               ※ご利用時間の１時間前までに予約する。 
 ●対 象 者：満60歳以上の方で、自分で乗り降りすることが可能な方 
       ※事前の会員登録が必要（会員登録は、伊達商工会議所で受付。入会手数料1,000円） 
 ●事業主体：伊達商工会議所 
 ●運行業者：市内タクシー会社２社 
 ●予約受付：運行業者（市内タクシー会社２社）が予約を受付 
 ●使用車両：一般のタクシー車両（セダン型）を使用  ※愛のり運行時は、「愛のり」である旨の表示により区分 
 ●運  賃：市内を９地区（次頁区分表参照）に区分 
       同一地区及び隣接地区への移動は５００円、以降１地区毎に５００円ずつの加算 
       ※一部地域については、市中心部への往復について市より助成金あり 
 
 ●地域区分及び料金表 
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●黄金地区にお住まいの方は、伊達市からの助成金（500円）があります。 



③ライフモビリティサービス（愛のりタクシー）運行内容・・・・・定時運行便 

 

 ●運行区域：はまなす号（黄金・稀府・東） → 中央行き 
       白鳥号  （有珠・長和）   → 中央行き        
 ●運 行 日：月曜日～土曜日（日祝祭日を除く） 
 ●運行時刻：下表のとおり 
 ●対 象 者：満60歳以上の方で、自分で乗り降りすることが可能な方 
       ※事前の会員登録が必要（会員登録は、伊達商工会議所で受付。入会手数料1,000円） 
 ●事業主体：伊達商工会議所 
 ●運行業者：市内タクシー会社２社 
 ●予約受付：運行業者（市内タクシー会社２社）が予約を受付 
 ●使用車両：ジャンボタクシー車両を使用 ※愛のり運行時は、「愛のり」である旨の表示により区分 
 ●運  賃：下表のとおり 
       ※一部地域については、市中心部への往路について市より助成金あり 
 
 ●地域区分及び料金表 

④今後の課題 

  ●会員数の拡大と利用者数の拡大 

  ●より使い勝手の良いサービスへの進化 

   例）・相乗率の向上 

     ・商店街と連携した利用者への割引サービスや買い物代行支援などの付加サービスの検討 

     ・ポイント制、夫婦割引、月額定額制などの料金プランの検討 
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①事業の目的 

  地域生活情報の総合案内役として、伊達市民をはじめ道内外の移住希望者への情報発信の他、各種紹介、相談、 

 生活支援など多方面に渡る様々な情報の一元化機能を持った情報センターの整備を目指すもの。 

  これらの事業を担うため、地元のＩＴ関連会社が地域の企業・団体の資本参加を受け組織を改編し新会社として 

平成18年春にスタートしている。（アップデート（株）） 

②事業内容 
 情報センターの機能は、様々なものが考えられるが、事業化されているものとして、以下のような事業がある。 

むしゃなび 
 

 

 

 

 

 

 

北のスロウライフ 

事 業 概 要 

 ５００を超える企業・団体などが登録。 
 特集記事・不動産物件情報・お知らせ 
 コーナーなどがあり、月間アクセスは 
 ３０万ビューを超える人気サイト 
 
 
 

 

『伊達に住む』をキーワードにした情報サイト 

項   目 

サークル・ボランティア活動紹介 地域コミュニティサポート事業の一環として、市内のサークル団体などを冊子及びＨＰで紹介 

③今後の展開 
  民間事業として収益を挙げられる事業を構築しつつ、提供サービスの拡充などを図っていく。 

８．地域情報の発信・地域情報センター（今後の課題②） 
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  ①背景 
    ●人口減少の状況（国勢調査結果） 

       平成７年調査以降、北海道全体において総人口の減少が進行中。Ｈ１７年とＨ１２の比較でみると、北海道 全体で、約５５，０００人の人口減少があり、市町 

     村別にみても９割の自治体で人口が減少。 

       人口減少に伴う地域の過疎化により、各分野における需要・消費の縮小や地域の活力低下の懸念。 

    ●移住促進の取り組み 

        首都圏を中心に、７００万人とも言われる団塊世代の大量定年退職者が生じる。これらの人々の誘致の取り組みを全国各地が実施。 

         伊達市においても、『伊達ウェルシーランド構想』の取り組みと並行する形で、より積極的に首都圏の団塊世代を中 心とした『人の誘致』のための移住促進の 

     取り組みを実施。 

  ②移住促進により期待される効果 
    ●移住による経済波及効果（生活消費支出、不動産購入、その他の経済活動による） 

        北海道庁の試算では、２００７～２００９年の３年間で、計３，０００世帯の高齢者無職世帯が６０歳で移住した場合、生涯の経済波及効果は、約５，７００億円 

      （社会保障費等の公的負担は、約１，２００億円） 

    ●地域経済の活性化 

        多様なライフスタイル、ニーズを持った人々の受け入れによる市場の量的・質的拡大や新たな需要の創出 

    ●地域コミュニティの活性化 

        各種スキルや趣味を持つ人々の受け入れによるボランティアなどコミュニティ活動の活性化 

   ③移住促進の取り組み内容 

ワンストップ窓口の設置 

   市役所への移住相談に対し、ワンストップで対応する相談窓口を設置 
  ●電話・メールなどによる相談、来庁者への相談対応   ●伊達市に関する各種資料の提供、説明、市内案内等の実施 

ちょっと暮らし事業（移住体験事業） 

  移住体験としての『お試し暮らし』や季節滞在のニーズ有り 
●生活に必要な各具・家電などの生活用品一式を揃えた民間賃貸アパートを用意 
●市担当課が総合窓口となり、豊かなまち創出協議会などと連携しながら滞在者の生活をサポート 

各種ＰＲ事業 

    北海道庁や北海道移住促進協議会などと連携を図りながら、各種ＰＲのための活動を実施 
 ●移住促進パンフレットや映像の作成・配布 
 ●首都圏で開催される移住促進イベントへの相談ブースなどの出展 
 ●移住希望者や定年後の生活支援を目的とした専用ポータルサイト『北のｽﾛｰﾗｲﾌ』の開設 
 ●新聞・テレビ・雑誌など各種メディアの取材対応 

９．移住・定住促進事業（事業例④） 
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   (1)会員を通じての伊達市ＰＲ 

      →情報誌の送付、会員証や名刺の配布 

   (2)会員組織へのモニタリング 

      →特産品の購買傾向や意見要望、各種アンケート等 

  

 

   全国から伊達の応援団を募る取り組み。 

   対象者は、『市外在住者』で、伊達市のＰＲやまちづくりに関するアドバイスをお寄せいただくもの。 

②．『心の伊達民』取り組み目的 

 

  

   特典(1)→『心の伊達市民』住民票の送付 

   特典(2)→『心の伊達市民』名刺の送付 

   特典(3)→納めた年会費（心の伊達市民税）に応じた特産品の送付 

   特典(4)→オリジナル情報誌やかわら版の送付 

   特典(5)→ツアーや交流企画の実施 

 

  

   平成１８年１月に会員募集開始 

   平成２３年４月時点で、会員数は、おおよそ１，３２７名にのぼる 

①．『心の伊達市民』とは？ 

③．『心の伊達民』への特典 

④．『心の伊達市民』取り組み経過 

10．伊達市の応援団 !! ・・・ 『心の伊達市民』 
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