
北海道に憧れる。中でも伊達は住みやすい気候のまち。

そうは言っても、いきなり移住するには不安が多い･･･

「本当に、私にとって住み良いまちなのかしら？」

迷っているなら‘お試し’してみませんか？



伊達市への移住をお考えの皆さまから、このようなお話をいただくことが

多くあります。引っ越しをする、まして知らない土地に住むというのは大きな

決断であり、このような不安が生じるのは当然のこと。市役所相談窓口では、

各種パンフレットの送付や市内の案内も行っていますが、この不安解消のために

一番なのは「自分で生活してみること」だと私たちは考えています。そこで…

移住体験 「ちょっと暮らし」してみませんか？

■移住体験とは？

★伊達市（北海道）に住みたい思いはあるが、いきなり引っ越すのは不安だ…

★雪が少ないとは言っても、経験がないので冬の生活が心配…

伊達市では、市内民間不動産業者と連携して、

家具・家電など生活用品一式を備え付けたアパートをご用意！

到着したその日から、伊達の暮らしが体験可能に！

お気軽・お手軽♪

■滞在物件について

物件 部屋数 間取り 使用料金 ペット

グランデージ北湘南

（安心ハウス）

３部屋 １ＬＤＫ

１ヵ月

125,000円

より

×

■お申込み

※ご利用は２週間（14日）以上で、お好きな日数・期間で申し込みが可能です。

※使用料金等の詳細は、次頁をご覧ください。

伊達市企画財政部企画課企画調整係

伊達市鹿島町20番地1

TEL:0142-23-3331（内212）FAX:0142-23-4414

E-mail:kikaku@city.date.hokkaido.jp

URL:http://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00001431.html#a2_2
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市の中心部から車でおよそ10分。シニア向け賃貸マンションで、管理人がいるほか、

１階の大食堂も有料で利用できます。



■移住体験施設使用料金等（参考）

8

※間取りの一例

物件名

所在地

築年月

階数

間取り

●１ヵ月　　　　  　　　　　　125,000円 ～ ※部屋により家賃が異なります。

家賃 78,000円 ～ ※備品使用料含む。

共益費 19,000円 ※２人以上の場合＋10,000円

管理費 12,000円

水道光熱費 15,000円 ※後日実費精算

駐車場料金 1,000円 /台

●事務手数料 5,400円

●退去時清掃料 21,600円

●布団レンタル料 6,500円 /組

合計 合計 158,500円 ～

主な備品類

料金特記事項

使用料金

(日数に応じて

日割り計算)

その他費用

洗濯機・テレビ・ビデオ・掃除機・冷蔵庫・炊飯器・電子レンジ

テーブル・ベッド1台・なべ、食器類その他

・11月から翌年4月まで共用部分の暖房費として毎月＋5,000円

・希望する場合、1階食堂での食事サービス有(有料)

グランデージ北湘南

伊達市舟岡町336-3

平成18年３月　鉄筋コンクリート造

８階建て

１ＬＤＫ　50.34㎡（15.23坪）　ＬＤＫ10.6畳  洋室5.9畳



移住体験について、皆さまから多くいただく質問とその回答を掲載しています。

滞在を検討される際の参考としてください。

●●●●滞在中にインターネットを利用することは滞在中にインターネットを利用することは滞在中にインターネットを利用することは滞在中にインターネットを利用することは可能？可能？可能？可能？

中心部まで車でおよそ10分(徒歩なら20～30分）程度の場所にあります。詳しい場所に

ついては次ページの「伊達市街図」をご覧ください。公共交通手段としてはバスがあ

りますが、１日の本数はそれほど多くありません。これまで滞在された方の例で見ま

すと、滞在中に他市町の温泉地や観光地に行かれる方も多く、利便性を考えてフェ

リーで自家用車を持ってこられる方が多いようです。なお、市内にはレンタルで自転

車を借りることができるお店もあり、こちらを利用することも可能です。

●●●●滞在滞在滞在滞在物件は市街地からどのくらい？物件は市街地からどのくらい？物件は市街地からどのくらい？物件は市街地からどのくらい？ 車がなくても生活に支障はないの？車がなくても生活に支障はないの？車がなくても生活に支障はないの？車がなくても生活に支障はないの？

●●●●滞在滞在滞在滞在中、伊達市の図書館で本を借りることは可能？中、伊達市の図書館で本を借りることは可能？中、伊達市の図書館で本を借りることは可能？中、伊達市の図書館で本を借りることは可能？

可能です。具体的には次の２通りになります。

① 事前に、図書館の利用を希望する旨を市役所企画課企画調整係に連絡する。

② 伊達市に来てから、図書館に行って「図書カード」の申込みをする。

カードを作成すると、通常通りご利用いただけます。なお、滞在終了日までに、作成

した図書カードと借りた本は必ず図書館にご返却ください。

●●●●２週間の滞在の場合、料金はいくら？２週間の滞在の場合、料金はいくら？２週間の滞在の場合、料金はいくら？２週間の滞在の場合、料金はいくら？

利用料金については日割り計算のため、１か月分の半分程度となりますが、事務手数

料や退去時清掃料等については、滞在期間に関係なく一律の料金がかかりますので、

合計で10万円前後（１か月の半分以上）かかることとなります。

●●●●ペットと一緒に住むことは可能でしょうか？ペットと一緒に住むことは可能でしょうか？ペットと一緒に住むことは可能でしょうか？ペットと一緒に住むことは可能でしょうか？

申し訳ありませんが、ペットを連れての入居はできません。

●●●●滞在滞在滞在滞在期間を延長したいのですが。期間を延長したいのですが。期間を延長したいのですが。期間を延長したいのですが。

ご使用の部屋について、お客様の後に他の移住体験の予約が入っていなければ可能で

す。予約の状況については、市役所企画課企画調整係までお問い合わせください。な

お、延長期間分の利用料金は別途加算されます。

携帯型のＷｉＦｉをお貸しできますので、ご希望の際は事前に市役所企画課企画調整

係までご連絡ください。

●●●●滞在期間は何日間でも良いのでしょうか？滞在期間は何日間でも良いのでしょうか？滞在期間は何日間でも良いのでしょうか？滞在期間は何日間でも良いのでしょうか？

２週間（14日間）以上となっております。なお、滞在期間中に諸事情により２週間以

内に退去する場合でも、利用料金は２週間分となります。
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伊達漁港

ＪＲ伊達紋別駅
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気象条件に恵まれた伊達市は、北海道でも有数の、シーズンの長いゴルフ場がある

ことでも知られています。今年も、移住体験者の皆さまへの特別料金を設定しました。

市内２コースが皆さまのお越しをお待ちしております！

移住体験事業 ゴルフプログラム

伊達カントリークラブ （伊達市北有珠町223 TEL:0142-38-2531）伊達カントリークラブ （伊達市北有珠町223 TEL:0142-38-2531）

①市役所企画課（TEL:0142-23-3331）に利用を希望する旨を事前にご連絡ください。

※市役所よりゴルフ場にお客様のご登録情報を連絡いたします。

②登録後はゴルフ場に直接利用予約。「移住体験プログラム」利用する旨を伝えてください。

③プレイ当日の受付の際に、再度「移住体験プログラム」を利用する旨を伝えてください。

■ゴルフ場とプランのご紹介

■特徴

美しい有珠山と昭和新山を背景に、自然の

地形を巧みに生かした18ホール。噴火湾に

浮かぶ駒ヶ岳を眼下に、自然を感じながら

のびのびショットできます。

■料金プラン

平日（火・水・木）：セ ル フ 5,500円

：キャディ 7,500円

休日（土 ・ 日）：セ ル フ 8,400円

：キャディ 10,400円

【2バック割増】

平日はセルフ300円増

キャディ付き600円増

土・日・祝はセルフ・キャディ付き共

に1,500円割増

※月・金（祝日除く）は感謝デー4,980円

食事付セルフ

新 茜ゴルフ倶楽部 （伊達市北黄金町123 TEL:0142-24-3344）新 茜ゴルフ倶楽部 （伊達市北黄金町123 TEL:0142-24-3344）

■特徴

眼下に太平洋や晴れた日には遠く函館を臨

み、天然の原生林と自然の経常を巧みに生

かした北海道らしいコース。特に15番ホー

ルからの太平洋と白鳥大橋の眺望は素晴ら

しいものです。

■料金プラン

平日：セルフ 3,500円

土日：セルフ 4,500円

※乗用カート込み キャディは設定なし

■お申込み・ご利用方法
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伊達市へ移住・定住した方へは、伊達カントリークラブから素敵な特典があります！

ゴルフ好きの方必見です!!

■特典内容

【年 会 費】 21,60021,60021,60021,600円円円円（（（（消費税込消費税込消費税込消費税込））））

年会費お⽀払いにより、登録後３年間、メンバー料⾦でプレーできます！

【プレー料金】 下表下表下表下表のメンバーのメンバーのメンバーのメンバー料金料金料金料金（（（（消費税込消費税込消費税込消費税込））））

＊クラブの主催する競技には参加できません。

＊３年間経過後に会員になるかは自由です。

■お申込方法

①伊達市に移住後、市役所市民課窓口で住民票を取得してください。

②伊達カントリークラブ（TEL:0142-38-3531）に、本特典を希望する旨を伝え、住民票

の写しを提出してください。

③伊達カントリークラブでの審査終了後、ご利用に関するご案内をいたします。

■お申込先

伊達カントリークラブ（伊達市北有珠町223番地）

TEL:0142-38-3531 FAX:0142-38-2747 ※電話受付：９時～17時

区分

メンバー ビジター

オンシーズン

（5/6～11/7）

オフシーズン

（4/1～5/5、11/8～）

オンシーズン

（5/6～11/7）

オフシーズン

（4/1～5/5、11/8～）

キャディ付 セルフ キャディ付 セルフ キャディ付 セルフ キャディ付 セルフ

平日 6,700円 4,700円 6,300円 4,300円 8,700円 6,900円 7,700円 5,900円

土日祝 6,700円 4,700円 6,300円 4,300円 13,600円 11,600円 10,000円 8,000円

■対象

伊達市に転入後、２年以内の方

移住・定住者限定特典のご案内
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特別企画料金でおトクにドライブ♪

車が欲しい場面はあっても、長時間使うわけではない、

24時間借りるのはもったいない…という方向けの10分100

円からのレンタカー。使用時間に応じて料金体系が変わ

るため、長時間レンタルしてもおトクさは変わりません。

※ご利用には市で発行する「割引証」が必要となりますので、必要な場合は伊達市企画課へお問い合わせください。

※航空マイレージの加算や、その他割引との併用はできません。

移住体験される方向けのレンタカー

割引特別企画！なんと一般料金に比べ

て最大40％も割引！生活、観光の足と

して、おトクにご利用いただけます。

移住促進協議会に加盟している市

町村へのちょっと暮らしの参加や下

見等で商船三井フェリー「さんふら

わあ」若しくは津軽海峡フェリー

「ブルーマーメイド」「大函丸」を

利用する場合、なんとお値段が基本

料金の２割引！マイカーも一緒に

持って行きたい方にはオススメです。

■お問い合わせ

㈱トヨタレンタリース札幌 伊達店

伊達市末永町44番地9

TEL:0142-22-0100

※インターネットやその他の店舗では受付できません

●料金の一例（24時間あたり） 一般料金 特別料金

コンパクト（ヴィッツ） 8,100 5,400

スタンダード（アクシオ） 10,800 6,480

プレミアム（クラウン） 30,240 15,876

８人乗りワゴン（ヴォクシー） 21,600 13,716

●料金の一例（ｺﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｽの場合）

３時間まで 100円/10分

６時間まで 100円/30分

12時間まで 100円/60分

24時間以上 4,200円

１か月借りたいときも…

ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟが86,400円～でおトク♪

■お問い合わせ

㈲オートスタイル・ケー

伊達市松ヶ枝町61番地3

TEL:0142-21-3800 FAX:0142-21-3801

E-mail:a-style-k@oregano.ocn.ne.jp

■お問い合わせ

伊達市企画財政部企画課企画調整係

伊達市鹿島町20番地1

TEL:0142-23-3331（内212,213,218）

FAX:0142-21-4414

■ご予約

※割引をご利用の際には、伊達市の証明印を付した「船でゆったり移住割引証」が必要とな

りますので、ご利用の際には伊達市企画課までお問い合わせください。

◆商船三井フェリー

利用区間：大洗(茨城県)～苫小牧（北海道）

有効期間：乗船日2016年4月1日～2016年9月30日

割 引 率：旅客10%、乗用車共5%

※他の割引との併用不可。1枚でグループ全員割引適用

◆津軽海峡フェリー

利用区間：青森または大間（青森県）～函館（北海道）

有効期間：乗船日2015年10月1日～2016年9月30日

※適用除外日なし

割 引 率：旅客、6m未満の乗用車運賃及び特殊手荷物

（バイク等）20%

※他の割引との併用不可。1枚でグループ14名まで割引適用

北海道への海の道が２割引！

短時間レンタルで効率的に活動！
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◆商船三井フェリー㈱

・大 洗予約センター TEL:029-267-4133

・苫小牧予約センター TEL:0144-34-3121

※営業時間→月～金：９時～18時、土：９時～12時、日祝休業

◆津軽海峡フェリー㈱

・函館フェリーターミナル TEL:0138-43-4545

・青森フェリーターミナル TEL:017-766-4733

・大間フェリーターミナル TEL:0175-37-3111

※電話予約受付時間：9時～18時

車両のクラスは

の２クラスからお選びいただけます。

コンパクト ファミリー


