
伊達ウェルシーランド構想

北海道 伊達市

平成１３年度～平成２３年度

（２００１年～２０１２年）

～ プロジェクト研究会 ・ 豊かなまち創出協議会 ～



生活産業情報懇談会設立

※ＮＴＴデータ経営研究所が設立

第２回生活産業情報懇談会

※第2回から伊達市が参加

第１回生活産業情報研究会

※新たな生活者（高齢者）支援産業と地域雇用の創出に向けて

　行政効率化のための電子自治体から生活者充実のための電子

　自治体へとのテーマで、自治体を対象に５０自治体が参加

第３回生活産業情報懇談会

※伊達市をモデルに「伊達ウェルシーランド構想」（仮称）を

　発表

第４回生活産業情報懇談会

第１回全体会議及び第１回各部会

※「伊達ウェルシーランド構想」プロジェクト研究会を設置

プロジェクト研究会事務局会議

第５回生活産業情報懇談会

※伊達ウェルシーランド構想の実現への取り組み状況の検討

　・ライフモビリティ事業

　・コンシェルジュサービス

　・Ｌモードを利用した生活者支援サービス

第１回正副部会長・事務局会議

第２回全体会議

第２回住宅流通部会

第２回福祉・サービス部会

第２回ＩＴ部会

２２日

１２月２０日

□沿革

平成１３年　７月１０日

８月２９日

１０月１２日

２６日

３月１２日

１３日

平成１４年　１月２４日

１月２８日

２月１２日

１５日

○平成13年度／2001年～2002年



第３回住宅流通部会

第３回ＩＴ部会

第３回福祉・サービス部会

伊達市視察

※竹中平蔵経済財政政策担当大臣の視察

※伊達ウェルシーランド構想～説明

※プロジェクト研究会代表、正副部会長と懇談

第４回住宅流通部会

第４回ＩＴ部会

第４回福祉・サービス部会

第２期生活産業情報懇談会／第１回

第１回正副部会長・事務局会議

第５回住宅流通部会

第５回福祉・サービス部会

第５回ＩＴ部会

生活産業創出シンポジウム

第２期生活産業情報懇談会／第２回

※各部会長から検討内容の報告

第６回住宅流通部会

第６回福祉・サービス部会

第６回ＩＴ部会

第７回住宅流通部会

第７回福祉・サービス部会

第２期生活産業情報懇談会／第３回

第７回ＩＴ部会

第８回住宅流通部会

※優良田園住宅先進地視察～由仁町・東川町

第８回ＩＴ部会

第２回正副部会長・事務局会議

第８回福祉・サービス部会

□沿革

平成１４年　４月　９日

４月１６日

２１日

５月１４日

１６日

６月　４日

７日

２１日

１１日

２０日

７月　９日

２１日

８月２０日

１７日

１６日

１９日

２９日

２２日

９月１０日

１９日

２０日

２４日

○平成14年度／2002年～2003年



ＩＴ部会視察

※視察先～登別市

第９回住宅流通部会

第９回福祉・サービス部会

第９回ＩＴ部会

生活産業情報研究会　特別シンポジウム

第２期生活産業情報懇談会／第４回

第10回ＩＴ部会

第10回福祉・サービス部会

第10回住宅流通部会

第２期生活産業情報懇談会／第５回

第11回住宅流通部会

第11回ＩＴ部会

第12回ＩＴ部会

第12回住宅流通部会

第11回福祉・サービス部会

伊達ウェルシーランド構想懇談発表会

※島田教授と今野社長を迎え、伊達商工会議所、伊達青年会議

　所(JC)、だて観光協会、関係者を交えた懇談発表会を開催

第13回住宅流通部会

第13回ＩＴ部会

第２期生活産業情報懇談会／第６回

第12回福祉・サービス部会

第３回全体会議

□沿革

平成１４年１０月　９日

平成１５年　１月１６日

１１月　５日

２１日

２１日

２７日

１５日

１６日

２６日

１２月１６日

１８日

１９日

３月１２日

２１日

２９日

１６日

１８日

２５日

２月　１日

２０日

２１日



第14回住宅流通部会

第15回住宅流通部会

合同先進地視察研修

住宅流通部会及び福祉・サービス部会

※優良田園住宅～柴田町

※安心ハウス～仙台市

講演会「伊達ウェルシーランド・新しいビジネスの創出」

※講師～慶應義塾大学　経済学部　教授　島田晴雄　氏

※主催～伊達商工会議所

第15回ＩＴ部会

第16回住宅流通部会

第13回福祉・サービス部会

第17回住宅流通部会

第14回生活支援サービス部会

※福祉・サービス部会から生活支援サービス部会に名称を変更

第16回ＩＴ部会

第３期生活産業情報懇談会／第１回

第18回住宅流通部会

第15回生活支援サービス部会

第17回ＩＴ部会

第19回住宅流通部会

第18回ＩＴ部会　視察研修

※視察先～（株）アットマークテクノ、北海道警察本部

Ｅ まちづくりフォーラム／東京都

※主催～総務省

※高齢者生活支援システムの事例発表

東京遠征研修「時代の流れを読み取る」

※主催～伊達商工会議所

第19回ＩＴ部会

第16回生活支援サービス部会

第20回住宅流通部会

第３期生活産業情報懇談会／第２回

□沿革

平成１５年　４月２５日

５月１４日

２０日～２１日

６月１１日

２４日

１９日

２５日

７月１５日

２２日

８月２１日

９月　８日

９日

２４日

２５日

１０月１４日

２９日

３０日～３１日

１１月１９日～２０日

２７日

１２月　２日

　９日

平成１６年　１月　６日

○平成15年度／2003年～2004年



第20回ＩＴ部会

第21回住宅流通部会

第17回生活支援サービス部会

第21回ＩＴ部会

第22回住宅流通部会

正副部会長・事務局会議

第４回全体会議

□沿革

平成１６年　１月１５日

２４日

３月　９日

１１日

２８日

２月　４日

１９日



豊かなまち創出協議会　設立総会

※プロジェクト研究会から再編

全国都市再生ｉｎ伊達

※都市再生戦略チーム地方展開

住環境部会　正副部会長・事務局会議

第１回住環境部会

地域再生計画認定証授与式

※市長が総理大臣から認定証を授与

第１回生活支援部会

住環境部会　正副部会長・事務局会議

生活支援部会　正副部会長・事務局会議

第２回住環境部会

第２回生活支援部会

住環境部会　正副部会長・事務局会議

第１回優良田園小部会

※住宅環境部会に小部会を設置

第１回ライフモビリティ小部会

※生活支援部会に小部会を設置

第１回安心ハウス小部会

※住宅環境部会に小部会を設置

第１回健康小部会

※生活支援部会に小部会を設置

第２回ライフモビリティ小部会

会長・正副部会長・事務局会議

第２回健康小部会

生活支援部会

※正副部会長、事務局とタクシー事業者との協議

第２回安心ハウス小部会

生活支援部会　正副部会長・事務局会議

第３回健康小部会

第２回優良田園小部会

□沿革

平成１６年　５月１８日

６月１日～２日

１１日

１５日

２１日

２３日

７月　９日

２８日

８月　４日

１７日

１８日

２４日

２５日

２６日

１５日

２７日

１０月　８日

１９日

２２日

１３日

２０日

２８日

９月　１日

１４日

○平成16年度／2004年～2005年



第３回ライフモビリティ小部会

第３回安心ハウス小部会

第１回特定地域プロジェクトチーム会議

第４期生活産業情報懇談会／第１回

第４回健康小部会

第３回優良田園小部会

第３回住環境部会

第１回住宅流通検討会

※都市再生モデル調査

第４期生活産業情報懇談会／第２回

住環境部会　正副部会長・事務局会議

生活支援部会　正副部会長・事務局会議

第２回住宅流通検討会

※都市再生モデル調査

第４回安心ハウス小部会

第４期生活産業情報懇談会／第３回

第４回優良田園小部会

第３回住宅流通検討会

※都市再生モデル調査

生活支援部会　正副部会長・事務局会議

第４期生活産業情報懇談会／第４回

住環境部会　正副部会長・事務局会議

第４回生活支援部会

第Ⅰ期豊かなまち創出協議会全体会議

１６日

１０日

１６日

□沿革

１２月　７日

２８日

１１月　５日

９日

平成１６年１０月２５日

平成１７年　１月１２日

１４日

２５日

２月　３日

７日

９日

３月　２日

７日

４月　４日

１５日

２３日

２４日

２５日



地域再生・特区構想にかかる規制改革・支援措置の提案

※乗り合いタクシーにかかる営業区域人口に対する必要車輌台

　数の緩和

※事業許可申請から許可までの事務処理期間の短縮

※21条許可基準の運用の見直し

全国都市再生モデル事業の採択

※国の受託事業「住宅流通事業支援化モデル調査」の実施

地域住民向け健康サービス実証実験

※北海道生活密着型サービス業モデル創出事業

※伊達市・壮瞥町・大滝村健康保養型観光推進協議会との共同

　実証実験

伊達版安心ハウス認定制度要綱・事務取扱要領の策定

※施行日～平成17年3月1日

優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針の策定

※施行日～平成17年3月1日

安心居住プロジェクト連絡会議、まちなか居住推進協

議会への参画

※主催～北海道

地域提案型雇用創出促進事業への応募

※平成17年度事業

※人材育成と雇用確保のための提案型による地域雇用対策事業

平成17年度関連予算の確保

※地域情報センター整備、移住・定住促進事業など

メディアなどへの情報発信

※ＴＶ、新聞社、雑誌、各省庁など

□沿革

その他【市の取り組み】



役員・事務局会議

役員・事務局会議

第１回移住・定住プロジェクトチーム

第１回住環境部会

第２回移住・定住プロジェクトチーム

第１回役員会　会長、正副部会長及び事務局

第２回住環境部会

講演会「都市型シニアへのアプローチ」

※会場～伊達信用金庫コスモスホール

第３回移住・定住プロジェクトチーム

第４回移住・定住プロジェクトチーム

第２回役員会　会長、正副部会長及び事務局

第５回移住・定住プロジェクトチーム

第３回住環境部会

第６回移住・定住プロジェクトチーム

カクテルとダンスの夕べ

※主催～豊かなまち創出協議会

※会場～ローヤルホテル

第７回移住・定住プロジェクトチーム

北海道移住フォーラム／東京

※主催～日本経済新聞社

第８回移住・定住プロジェクトチーム

第３回役員会　会長、正副部会長及び事務局

第９回移住・定住プロジェクトチーム

第４回住環境部会

第Ⅱ期豊かなまち創出協議会　全体会議

第10回移住・定住プロジェクトチーム

第11回移住・定住プロジェクトチーム

第12回移住・定住プロジェクトチーム

１２月　７日

１３日

平成１８年　１月１７日

２月１６日

１１月１５日

２１日

２９日

９月　６日

９日

２９日

１０月　８日

□沿革

平成１７年　４月２２日

５月１３日

６月　１日

２２日

２４日

４日

２日

２９日

７月　１日

７日

２０日

８月　３日

１０日

１８日

○平成17年度／2005年～2006年



移住と住まいフォーラムｉｎ胆振

※主催～北海道胆振支庁、室蘭市、伊達市、白老町

住環境部会　正副部会長・事務局会議

第４回役員会　会長、正副部会長及び事務局

第Ⅱ期豊かなまち創出協議会　全体会議

伊達版安心ハウス第１号認定

※グランデージ北湘南　　認 定 日～平成17年 4月19日

　　　　　　　　　　　　入居開始～平成18年 3月 1日

伊達版安心ハウス第２号認定

※ウェルシータワー伊達　　認 定 日～平成17年 7月 6日

　　　　　　　　　　　　　入居開始～平成18年 5月 1日

優良田園住宅建設事業公募型プロポーザル募集

※募集期間～平成17年7月1日～10月27日

北海道「北の大地への移住促進事業」との連携・協働

※パートナー市町村として登録、事業連携

※移住戦略会議への参画

※北海道移住フォーラムへの参画、ＰＲ活動

北海道移住促進協議会への参画

※伊達市は、副会長

※58市町村が参画

中長期滞在ニーズ調査、体験モニター受け入れ

※問い合わせのあった103組を対象に実施

※回収率～32％

移住・定住促進リーフレット作成

移住・定住促進ＰＲビデオ、ＤＶＤ作成

講演会「都市型シニアマーケットへのアプローチ」の開催

※開催日～平成17年7月7日

市長と移住者の懇談会の開催

※開催日～平成17年8月22日

「心の伊達市民」募集開始

※募集開始～平成18年1月

移住と住まいフォーラムｉｎ胆振

※主催～北海道胆振支庁、室蘭市、伊達市、白老町

※開催日～平成18年2月18日

北海道マスターズアカデミー推進協議会の設立

※設立日～平成18年2月24日

３月　８日

２２日

３０日

その他【市の取り組み】

平成１８年　２月１８日

□沿革



地域住民向け健康サービス実証実験／継続事業

※伊達市、壮瞥町健康保養型観光推進協議会との共同実証実験

伊達版安心ハウス内覧会の実施

※来場者～187組約400人

移住体験（お試し暮らし）事業の実施

※実施日～平成18年1月から第１号の受け入れ

平成18年度関連予算の確保

※移住・定住ＰＲ関連事業など

メディアなどへの情報発信

※ＴＶ、新聞社、雑誌、議会、行政視察など

その他【市の取り組み】

□沿革



第１回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

東武百貨店「初夏の大北海道展」／東京

※移住相談ブースへの出展

第１回合同部会

※住環境部会、移住・定住プロジェクトチーム、生活支援部会

第２回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

第２回合同部会

※住環境部会、移住・定住プロジェクトチーム、生活支援部会

移住体験者ウェルカムパーティー

地域再生実践塾の開催

第３回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

ふるさと回帰フェア２００６／東京

※移住相談ブースへの出展

第３回合同部会

※住環境部会、移住・定住プロジェクトチーム、生活支援部会

地域情報センターに関する打合せ

全国地域リーダー養成塾の受け入れ

北海道暮らしフェア２００６／東京

※移住相談ブースへの出展

第１回移住・定住プロジェクトチーム

第４回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

第Ⅲ期豊かなまち創出協議会　全体会議

第５回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

第Ⅲ期豊かなまち創出協議会　全体会議

□沿革

平成１８年　４月２０日

５月　８日

５月１０日

６月２１日

３１日

７月　６日

９月４日～６日

１０月　４日

１４日

１７日

２１日

１１月　６日

２３日

２７日

１２月　６日

１３日

平成１９年　２月　７日

３月２９日

○平成18年度／2006年～2007年



市役所組織の機構改革

※政策推進室→住んでみたいまちづくり課へ

ポータルサイト「北のスロウライフ」の開設

※開設日～平成18年8月1日

市民活動情報データベース・紹介冊子の作成

※市内で活動する各種ボランティア・サークル団体のデータベ

　ースなどを作成し公開

※冊子5,000冊（H18～H20活用）

地域再生実践塾の開催

※開催日～平成18年9月4日～6日

※主　催～（財）地域活性化センター

※テーマ～「移住でまちおこし」／ワークショップの開催

※講　師～伊達市長、小松会長ほか

※受講者～29名

ライフモビリティ事業「愛のりタクシー」運行開始

※開始日　～平成18年11月15日

※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

※受付業務～（株）アップデート

移住体験者へのアンケート調査の実施

移住・定住促進リーフレットの活用

移住・定住促進ＰＲ映像の活用

平成19年度関連予算の確保

※移住・定住ＰＲ関連事業など

メディアなどへの情報発信

※ＴＶ、新聞社、雑誌、議会、行政視察など

その他【市の取り組み】

□沿革



第１回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

第２回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

地域のお宝発掘自慢大会～頑張る地域　大集合～

※開催場所～総理官邸

※発表内容～事例発表、パネル展示

第１回移住・定住プロジェクトチーム

伊達スロウな市場ｉｎイコロ農園

※実施主体～（株）アップデート

移住体験者交流会

※内容～噴火湾文化研究所見学、ウォーキング、懇親会

第２回移住・定住プロジェクトチーム

第２回移住体験者交流会

※内容～だての食めぐりツアー

　　　　オオヤミート牧場、ベジママグループ、

　　　　牧家ミルキングパーラー、懇親会

第１回住環境部会

伊達スロウな市場　第２回

※実施主体～（株）アップデート

第３回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

優良田園住宅建設事業「田園せきない」記者発表会

ふるさと回帰フェア２００７／東京

※移住相談ブースへの出展

※伊達市、伊達建設事業協同組合が参加

優良田園住宅建設事業「田園せきない」販売・造成開始

※申込受付開始

ふるさと回帰フェア２００７／大阪

※移住相談ブースへの出展

※伊達市、伊達建設事業協同組合、（株）ランディックが参加

伊達スロウな市場　第３回

※実施主体～（株）アップデート

第３回移住・定住プロジェクトチーム

第１回生活支援部会

１０月　１日

１１月１１日

７月　３日

８日

２４日

８月２１日

２８日

９月　６日

□沿革

平成１９年　４月２６日

５月２２日

６月２０日

２日

６日

９日

２７日

９日

２９日

３０日

○平成19年度／2007年～2008年



第２回住環境部会（打ち合わせ）

第４回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

第Ⅳ期豊かなまち創出協議会　全体会議

北海道暮らしフェア／東京

※移住相談ブースへの出展

北海道暮らしフェア／大阪

※移住相談ブースへの出展

第５回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

平成19年度「地域づくり総務大臣表彰」授賞式

※東京（虎ノ門パストラルホテル）～市長出席

愛のりタクシー会員へのアンケート調査の実施

※愛のりタクシー利用について実態調査を実施。

※実施～伊達商工会議所

※対象～愛のり会員1,284名

※回収～478名／37.2％

地域情報センター機能拡充調査

※地域情報センター機能拡充に向け、新たな情報サービス事業

　の構築やニーズ調査など市民生活・移住サポートにかかる情

　報提供サービスなどの事業化に向けた検証を実施。

※実施～（株）アップデート

移住・定住促進リーフレットの作成

まちづくりＰＲ映像の制作（田園せきない）

※作成～（株）アップデート

不動産情報提供システムの構築

※むしゃなび「不動産物件情報サイト」をアップ

※作成～（株）アップデート

北海道における新たな居住形態等の形成に関する調査

への協力

※冬期集住・夏期滞在モデル調査

※北海道開発局から（株）ズコーシャが受託し実施

平成20年度関連予算の確保

※移住・定住ＰＲ関連事業など

メディアなどへの情報発信

※ＴＶ、新聞社、雑誌、議会、行政視察など

□沿革

その他【市の取り組み】

平成２０年　２月　９日

１９日

３月１３日

平成１９年１２月　５日

１１日

１９日

２３日



豊かなまち創出協議会　全体会議～新体制

※役員改選（人選を一新する。）

第１回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

移住・定住プロジェクトチーム　部会長協議

第２回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

※市長との意見交換会

移住・定住プロジェクトチーム　役員協議

第３回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

移住・定住プロジェクトチーム　正副部会長協議

移住・定住プロジェクトチーム　正副部会長協議

北海道暮らしフェアｉｎ大阪

※移住相談ブースへの出展

※伊達市、伊達建設事業協同組合、（株）ランディックが参加

移住・定住プロジェクトチーム　正副部会長協議

（仮称）基幹産業振興部会　ヒアリング

※会長及び正副部会長

※伊達市の農業の現況をヒアリング（ＪＡ伊達市）

仮称「元気アップサービスモデル事業」の庁内協議

※住んでみたいまちづくり課、高齢福祉課、生涯学習推進課

第１回（仮称）基幹産業振興部会

北海道暮らし広場ｉｎ東京

※移住相談ブースへの出展

※伊達市、伊達建設事業協同組合

第１回移住・定住プロジェクトチーム

第１回生活支援部会

移住・定住プロジェクトチーム　正副部会長協議

移住・定住プロジェクトチーム　正副部会長協議

（仮称）基幹産業振興部会　正副部会長協議

生活支援部会　正副部会長協議

第２回生活支援部会

第２回移住・定住プロジェクトチーム

２５日

９日

２月　２日

１０日

１６日

平成２１年　１月２１日

□沿革

平成２０年　４月３０日

５月　８日

１５日

１７日

１２日

１１月　１日

６日

７日

２１日

３日

２９日

１２月　２日

１０月　２日

１６日

２３日

１０日

○平成20年度／2008年～2009年



第２回（仮称）基幹産業振興部会

第３回生活支援部会

移住・定住プロジェクトチーム　小部会

第４回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

移住・定住プロジェクトチーム　小部会

第Ⅴ期豊かなまち創出協議会　全体会議

愛のりタクシー事業サービス内容の一部変更

※運行日　～月曜日～土曜日に拡大

※運行時間～8時00分～18時00分に拡大

※予約受付～それぞれ運行会社（2社）へ変更

※予約変更～日赤病院に限り、帰りの予約時間を変更可

交流・定住促進パートナーエリアへの応募（採択）

※実施主体～北海道（平成19年度から実施。）

※平成20年度の募集に応募（伊達市・洞爺湖町）

２００８まるごとだてフェアへの協力

２００８スマイルフェスタへの協力

ライフモビリティ（愛のりタクシー）定例会議の実施

※伊達商工会議所、光星タクシー、伊達ハイヤー、伊達市

移住・定住促進リーフレットの活用

まちづくりＰＲ映像の活用

首都圏におけるＰＲ活動（東京・大阪）

平成20年度関連予算の確保

※移住・定住ＰＲ関連事業、市民活動情報ガイド、

　（仮称）元気アップサービスモデル事業など

メディアなどへの情報発信

※ＴＶ、新聞社、雑誌、議会、行政視察など

３０日

１１日

９日

その他【市の取り組み】

２６日

平成２１年　３月　６日

１０日

□沿革



第１回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

第１回移住・定住プロジェクトチーム

第１回生活支援部会

第２回移住・定住プロジェクトチーム

第１回グローカル推進部会

第３回移住・定住プロジェクトチーム

第２回生活支援部会

第２回グローカル推進部会

第３回生活支援部会

第４回移住・定住プロジェクトチーム

第３回グローカル推進部会

第４回生活支援部会

第５回移住・定住プロジェクトチーム

第６回移住・定住プロジェクトチーム

第４回グローカル推進部会

第２回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

第５回生活支援部会

第５回グローカル推進部会

第６回生活支援部会

第７回移住・定住プロジェクトチーム

第６回グローカル推進部会

第８回移住・定住プロジェクトチーム

第７回生活支援部会

第９回移住・定住プロジェクトチーム

第３回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

第７回グローカル推進部会

第10回移住・定住プロジェクトチーム

８日

平成２２年　１月１８日

１８日

１２月　２日

１６日

９日

　８月　４日

　　　２７日

１０月　１日

１１月　２日

１７日

６日

１９日

１６日

　　　９日

□沿革

平成２１年　６月１５日

１０日

２５日

　７月　８日

５日

　　　２６日

１４日

２８日

７日

１６日

　　　２５日

　９月　７日

○平成21年度／2009年～2010年



第８回生活支援部会

第８回グローカル推進部会

第11回移住・定住プロジェクトチーム

第９回生活支援部会

みんなでチャレンジ♪伊達のＹＡＧＡＫＵ

※第１弾モデル事業の実施

※第1回エンジョイ♪元気アップ広場～ウェルシータワー伊達

第12回移住・定住プロジェクトチーム

みんなでチャレンジ♪伊達のＹＡＧＡＫＵ

※第2回エンジョイ♪元気アップ広場～ウェルシータワー伊達

みんなでチャレンジ♪伊達のＹＡＧＡＫＵ

※第3回エンジョイ♪元気アップ広場～ウェルシータワー伊達

四役会議　会長、副会長、事務局会議

みんなでチャレンジ♪伊達のＹＡＧＡＫＵ

※第4回エンジョイ♪元気アップ広場～ウェルシータワー伊達

第４回役員会　会長、正副部会長・事務局会議

第Ⅵ期豊かなまち創出協議会　全体会議

愛のりタクシー事業（所管替え～商工観光水産課）

移住・定住促進リーフレットの活用

市民活動情報ガイドのリニューアル（4,500冊）

まちづくりＰＲ映像の活用

首都圏におけるＰＲ活動（東京・大阪・名古屋）

平成21年度関連予算の確保

※移住・定住ＰＲ関連事業など

メディアなどへの情報発信

※ＴＶ、新聞社、雑誌、議会、行政視察など

その他【市の取り組み】

１０日

１８日

２５日

１７日

２５日

３月　２日

９日

１６日

２３日

□沿革

２５日

２月１２日

平成２２年　１月２０日



第１回定例会

　※第１回食プロジェクト会議

　※第１回交流プロジェクト会議

第１回食プロジェクトリーダー会議

第２回食プロジェクト会議

食プロジェクト　正副会長会議

第２回食プロジェクトリーダー会議

第２回定例会

　※第３回食プロジェクト会議

　※第２回交流プロジェクト会議

健康ビジネス創出セミナーへの参加

第４回食プロジェクト会議（試作・試食会）

第３回食プロジェクトリーダー会議

第５回食プロジェクト会議（試作・試食会）

第４回食プロジェクトリーダー会議

第３回定例会

　※第６回食プロジェクト会議

　※第３回交流プロジェクト会議

第５回食プロジェクトリーダー会議（情報交換会）

※ノーズプロダクション 代表取締役 近江正隆 氏

第６回食プロジェクトリーダー会議

第７回食プロジェクトリーダー会議

第４回定例会

　※第７回食プロジェクト会議

　※第４回交流プロジェクト会議

試食会（新潟産米粉を使用した餃子の皮～菜菜）

「伊達むしゃ餃子」お披露目試食会

※市長はじめ関係者、報道関係者など

第８回食プロジェクトリーダー会議

「伊達むしゃ餃子」の試験販売（新潟産＋伊達産）

※伊達武者まつり

正副・会長会議

※むらおこし助成事業の検討

２８日

　５月１０日

１４日

１２日

□沿革

平成２２年　４月１４日

１９日

２７日

１７日

２４日

３１日

　６月　８日

９日

　７月　１日

２９日

　８月　７日

６日

９日

２日

８日

１４日

２２日

２８日

○平成22年度／2010年～2011年



第９回食プロジェクトリーダー会議

第５回定例会

　※第８回食プロジェクト会議

　※第５回交流プロジェクト会議

第10回食プロジェクトリーダー会議

第６回定例会

　※第９回食プロジェクト会議

　※第６回交流プロジェクト会議

試食会（伊達産米粉を使用した餃子の皮～菜菜）

食と健康と環境を考えるジオパーク・ヘルスツーリズム

拠点形成事業「ランチョンセミナー」への参加

第11回食プロジェクトリーダー会議

「伊達むしゃ餃子」の試験販売（オール伊達産）

※伊達物産まつり

第７回定例会

　※第７回交流プロジェクト会議

地域活性化シンポジウムin伊達2010への参加

第12回食プロジェクトリーダー会議

第８回定例会

　※第10回食プロジェクト会議

　※第８回交流プロジェクト会議

「ＴＵＴＵＭＵ“包”」試作・試食会

※飲食店の試作による試食会

第９回交流プロジェクト会議

第９回定例会

第Ⅶ期豊かなまち創出協議会　全体会議

２１日

１０月　２日

平成２２年　８月１７日

９～１１日

１３日

１１月　８日

□沿革

１８日

　９月　６日

８日

２３日

４日

１０日

１２月　１日

平成２３年　２月１５日

３月　７日

２９日



　『みんなでチャレンジ♪伊達のＹＡＧＡＫＵ』モデル事業

●ベビーマッサージ教室

　第１弾モデル事業（２回目）

　◎講師:ﾛｲﾔﾙﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞｾﾗﾋﾟｽﾄ 中里香織 氏

●親子で遊ぼう○○遊び！

　第１弾『親子で遊ぼう！昔遊び』

　◎講師：伊達子ども劇場 東部ブロック

●カイロプラクティック講座

　第１弾『肩こりに負けるな！』

　◎講師：カイロヒーリング楽多 富樫司郎 氏

●ベビーマッサージ教室

　第１弾モデル事業（２回目）

　◎講師:ﾛｲﾔﾙﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞｾﾗﾋﾟｽﾄ 中里香織 氏

●ベビーマッサージ教室

　第２弾モデル事業（１回目）

　◎講師:ﾛｲﾔﾙﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞｾﾗﾋﾟｽﾄ 中里香織 氏

●健康麻将（マージャン）体験教室

　第１弾モデル事業（全１０回教室）

　◎講師：日本麻将協会 公認指導者 飛塚睦子 氏

●カイロプラクティック講座

　第２弾『骨盤はからだの土台！』

　◎講師：カイロヒーリング楽多 富樫司郎 氏

●親子で遊ぼう○○遊び！

　第２弾『親子で遊ぼう！音遊び』

　◎講師：伊達子ども劇場 東部ブロック

●ベビーマッサージ教室

　第２弾モデル事業（２回目）

　◎講師:ﾛｲﾔﾙﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞｾﾗﾋﾟｽﾄ 中里香織 氏

●幼児向け体操教室（だてキッズ体操クラブ）

　※新規教室を開設。

　※指導者は公募で決定！

●親子で遊ぼう○○遊び！

　第３弾『親子で遊ぼう！釣り遊び』

　◎講師：伊達子ども劇場 東部ブロック

●ベビーマッサージ教室

　第３弾モデル事業（１回目）

　◎講師:ﾛｲﾔﾙﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞｾﾗﾋﾟｽﾄ 中里香織 氏

　第３弾モデル事業（２回目）

　◎講師:ﾛｲﾔﾙﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞｾﾗﾋﾟｽﾄ 中里香織 氏

●カイロプラクティック講座

　第３弾『膝の痛みと仲良く！』

　◎講師：カイロヒーリング楽多 富樫司郎 氏

２１日

（毎週水曜日）

□沿革

≪交流プロジェクト≫

平成２２年　６月２３日

７月１２日

７月１４日

１０月　７日

１８日

７月１０日

１７日

２８日

３日

平成２３年　２月　２日

７日

（毎週木曜日）

１１月１０日

１８日



「伊達に住んで見ませんか？」の作成

移住・定住促進リーフレットの活用

まちづくりＰＲ映像の活用

首都圏におけるＰＲ活動（東京）

平成22年度関連予算の確保

※移住・定住ＰＲ関連事業、市民活動情報ガイド

メディアなどへの情報発信

※ＴＶ、新聞社、雑誌、議会、行政視察など

□沿革

その他【市の取り組み】



第１回定例会

第１回食プロジェクト会議

第２回定例会

アイディア料理発表会にかかる試食メニュー選考会

彩食健美プロジェクト

『ＴＵＴＵＭＵ“包”』アイディア料理発表会

※伊達市食生活改善協議会の協力によるメニュー開発

※料理研究家 小笠原登志子先生を招聘

※アイディア料理レシピ集の作成

※クリアファイルの作成

※ポスターの作成

※紙製ファイルの作成

第35回北海道都市問題会議への参加

※西條副会長パネラーとして出演

第１回役員会　会長、副会長、事務局

※今後の取組について協議する。

第３回定例会

第Ⅷ期豊かなまち創出協議会　全体会議

※ある一定の役割を果たしたことから発展的解散に至る。

　『みんなでチャレンジ♪伊達のＹＡＧＡＫＵ』モデル事業

●幼児向け体操教室（だてキッズ体操クラブ）

 　※平成22年度からの継続モデル事業

●大人・親子のための実験教室

　～生活で科学を使いこなそう！～

　◎講師:柳田美智子 氏（心の伊達市民）

●オカリナにチャレンジ♪

　◎講師：ﾗｲﾘｯｼｭ・ｵｶﾘﾅ連盟認定 上森美和子 氏

３月２２日

　８月　３日

３１日

≪交流プロジェクト≫

４月～毎週水曜日

２月１５日

１０月２７日

１２月　７日

□沿革

７月　８日

９月　１日

　５日

１４日

平成２３年　６月　９日

○平成23年度／2011年～2012年


