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キャッチフレーズ「北の湘南」を掲げるまち、伊達。

穏やかな気候に恵まれたこのまちの魅力が生み出していく

ホッとやさしい暮らしのカタチ。

わたしたちの伊達は、こんな「まち」です。



“北の湘南”“北の湘南”

北海道南西部に位置している伊達市は、

北には有珠山がどっしりと構え、南には

穏やかな内浦湾が広がる、人口約36,000

人の自然あふれるまち。南向きに緩やか

な傾斜になっているこの土地は、太陽の

光を目いっぱい浴び、一年を通して温暖

な気候に恵まれています。道内の他地域

と比べても雪が少なく、雪かきも少ない

回数で済んでしまいます。

先人も惹かれた快適居住地先人も惹かれた快適居住地

伊達は、仙台藩一門の亘理藩主・伊達

邦茂とその家臣たちの武士集団の移住に

よって開拓されたまち。北海道の中では

とりわけ古く、特異な歴史を持ったまち

です。そんな伊達は現在、道内外の他の

まちから定年退職などを機に引っ越して

くる方も多い快適居住地として知られる

ようになりました。昔から、永い時を経

た今も選ばれているまちなのです。

外出一回“ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ”外出一回“ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ” 自然たっぷり恵みのまち自然たっぷり恵みのまち

小さなまちながら、総合病院をはじめ

とした多くの医療機関や銀行、複数の大

型スーパー、福祉・介護施設など、生活

に必要な都市機能が、市街地の半径２㎞

以内にギュッと詰まっているため、買い

物も、用事も、一度に済ませることがで

きます。天気の良い日には、自転車で市

内をぐるっと一周、なんていうのも気持

ち良いでしょう。

伊達では、温暖な気候の恵みを受け、

多様な農作物が生産されています。また、

周囲を海と山に囲まれているため、自然

を満喫できるスポットがいっぱい。飛び

地になっている大滝区は雪の多い地域で

すが、ノルディックウォーキングや歩く

スキーが楽しめます。スポーツで思い切

り汗を流した後は、道内有数の温泉、北

湯沢温泉郷でゆったりもいかが？

伊達って こんな「まち」
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コンセプトコンセプト

伊達市では、土地や住宅などへの金銭的な補助、いわゆる「移住者向け支援」は行って

いません。なぜなら私たちは、今現在市内に住んでいる方も含めて「安心・安全に暮らせ

るまちづくり」を目指していて、そのことが結果として、移住して来られる方々にとって

も「住みやすいまち」になると考えているからです。移住する、住み替えるということは、

とても大きな決断です。皆さまそれぞれの事情もあるかと思います。伊達市では、そんな

移住を検討されている皆さまの不安を少しでも減らせるような取り組みをしていますので、

ご紹介いたします。

伊達市が進める「住みやすいまちづくり」

移住を検討中の皆さまへは…移住を検討中の皆さまへは…

市役所内（企画課企画調整係）に、移

住相談ワンストップ窓口を設置。各種お

問い合わせの対応、資料送付の他、ご希

望に応じて市内の案内なども行っていま

す。素朴な疑問からまちの情報まで、お

気軽にご連絡ください。

※連絡先

0142-23-3331（市企画課企画調整係）

「資料は見たけど実際に住んでみない

と不安…」そんな皆さまのために、生活

用品一式を備えた滞在物件をご用意しま

した。伊達に到着したその日から日常生

活がスタート。良い面も悪い面も、ご自

身で体験することができます。

いよいよ移住される皆さまへは…いよいよ移住される皆さまへは…

■移住相談窓口の設置 ■移住体験（お試し暮らし）

■シニア向け｢安心ハウス｣ ■乗合制・愛のりタクシー

都市部に比べて地方都

市は公共交通が発達して

いません。伊達を含め、

北海道では自家用車が交

通手段のメインになりま

すが、誰しもいつかは運

転できなくなる日が来ま

す。そこで市では、バス

より便利で通常のタク

シーより割安な、会員

制・乗合制の「愛のりタ

クシー」の運行を平成18

年から開始しています。

住む前も住んでからも

地域の色々な情報は不可

欠です。伊達では、地域

生活情報マガジン「む

しゃなび」などを通じて、

様々な情報を皆さまに発

信しています。「むしゃ

なび」では、伊達市内の

空き物件等の不動産情報

の他、イベント情報や市

内のお店を検索すること

もできるなど、便利なサ

イトとなっています。

■地域の情報提供

⇒詳しくは７ページへ

⇒詳しくは４ページへ ⇒詳しくは５ページへ

※民間企業による宅地分譲、不動産、賃貸物件もあります。 ⇒不動産一覧は15ページへ

高齢者の方々が安心し

て暮らせるよう、建物の

整備・管理条件などの認

定基準を市で定め、その

基準を満たす民間住宅を

「伊達版安心ハウス」と

して認定しています。つ

まり、認定を受けた建物

は、市が認める「高齢者

の方々が暮らしやすい住

居」と言えます。現在は

２棟（計65戸）が認定を

受けています。
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高齢者や障がい者にやさしいまちづくりを。伊達という土地の暖かな気候に負けないく

らい、まちも人も温かでありたい。この伊達版安心ハウスは、そんな想いを込めて市が進

めている「伊達ウェルシーランド構想」の取組のひとつで、市が定めた整備・管理条件な

どの基準を満たした物件を市で認定し、その普及を図ろうというものです。現在では２棟

のマンションが認定されています。

シニア向け生活サポートマンション安心ハウス

■充実した４つのサービス

フロントサービスフロントサービス

安全管理サービス安全管理サービス

共同浴場サービス共同浴場サービス 食事サービス食事サービス

●基本サービス

来訪者の受付や伝言の取次ぎ、留守中

に届いたお荷物の一時お預かりなど

●相談・情報サービス

衣類のクリーニング斡旋や、地域活動、

生涯学習等のご紹介

☆安心の入口を守るフロントは、外への

入口の案内人。入居者の生活をサポー

トします。

●共用玄関の防犯体制

日中はフロントスタッフが来訪者対応。

夜間はオートロックで不審者をﾌﾞﾛｯｸ!

●セキュリティ体制

セキュリティサービス会社セコムが､

24時間365日体制で安全を守ります。

●緊急通報サービス

火災等の緊急事態に備え、セコムと管

理室に繋がる非常ボタンを各所に設置

各住戸の浴室の他、共同の大浴場も決

められた曜日に使用可能。広々、ゆった

りした開放感を味わうことができます。

大食堂での食事サービスも有料で選択

可能。専門のスタッフがバランスの取れ

た食事を提供。面倒な炊事は必要なし！

■認定済「安心ハウス」

安心ハウス認定第１号。にぎやかな市

街地から少し離れた、静かな住宅地に建

つ、のっぽな背丈がひょっこり目立つ８

階建てのマンション。病院や内科診療所

が徒歩圏内にある安心立地で、そばには

歩行者用道路もあり、のんびり散歩をし

ながら四季を肌で感じることができます。

安心ハウス認定第２号。グランデージ

北湘南よりも１フロア背の低いマンショ

ン。駅前徒歩４分の立地は、商店街がす

ぐそばのため、買い物にはとても便利で

す。少し歩いた気門別川沿いには、春に

なると爛漫の桜並木が咲き乱れます。

グランデージ北湘南 ウェルシータワー伊達

4

※サービスの内容は、物件により異なります。



愛のりタクシー ドアtoドアでお出かけラクラク♪

60歳以上の方限定！

歩きだと遠いし、バスも時間が合わない…

タクシーだったらお値段が高くて…

用事があって外出したい。友達のところへ遊びに行きたい。けど… 

「「「「そうそうそうそうだだだだわわわわ！！！！愛愛愛愛のりタクシーをのりタクシーをのりタクシーをのりタクシーを使使使使いましょういましょういましょういましょう！」！」！」！」

愛のりタクシーは会員制乗合タクシー。事前に予約が必要で、他のお客様と相乗りにな

ることがあります。そのため、通常のタクシーに乗るよりも料金がおトク！定時運行便の

ジャンボタクシーもあり、さらに格安で利用できます。

■愛のりタクシーとは？

■会員になれる方

60歳以上の方（登録時に60歳の誕生日

を迎えている方）で、ご自分でタクシー

の乗り降りができる方。

■運行サービスの内容

運行区域：伊達市内（大滝区を除く）

運 行 日：月～土（日曜・祝日を除く）

運行時間：午前８時～午後６時

①伊達商工会議所で会員登録をします。

・登録料として1,000円かかります。

・登録用の写真を撮影します。

■ご予約（できるだけ前日に！）

●前日の予約受付

受 付 日：日曜～金曜

受付時間：午後１時～午後６時

※予約時刻の変更は、運行当日に１予

約につき１回のみ受付けます。

●当日の予約受付

受 付 日：月曜～土曜

受付時間：午前７時～午後５時

(定時便ご利用の場合は

午前７時～午前９時３０分)

※利用希望時間の１時間前までに予約

してください。

②会員証が自宅に届いたら、ご利用の

前日（当日）に、利用するタクシー

会社へ電話で予約をします。

・「愛のり」か「ジャンボタクシー」

かをお伝えください。

③タクシーが到着したら、会員証を提示

してください。

④目的地到着後、料金をお支払ください。

■ご利用の流れ

■お問い合わせ

伊達商工会議所

〒052-0025 伊達市網代町24番地

TEL:0142-23-2222
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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）
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※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

館山公園

噴火湾

伊達市噴火湾文化研究所

伊達市アートビレッジ文化館

伊達警察署

光陵中学校

伊達郵便局

市役所

伊達赤十字病院

伊達小学校

（だて歴史の杜公園）

末永郵便局

伊達高等学校

図書館

舟岡簡易郵便局

伊達中学校

東小学校

消防・防災センター

聖ヶ丘病院

ＪＲ北舟岡駅

伊達高等養護学校

くみあいマーケット

（スーパー）

至 室蘭方面

至 虻田方面

プール

相馬神社

伊達神社

大雄寺

経済センター

ハローワーク

ステーション

ホテルＳＡＮＧＡ

ダ

テ

プ

リ

ン

ス

ホ

テ

ル

伊達信金本店

伊達西小学校

紋

別

川

水

車

川

シ

ャ

ミ

チ

セ

川

弄月川

コープさっぽろ

駅前郵便局

移住体験施設マップ

（伊達商工会議所）

北海道銀行

北洋銀行

室蘭信金

トヨタレンタ

リース伊達店

ホ

テ

ル

ロ

ー

ヤ

ル

ビジネスホテル

キャッスル

福島屋旅館

錦旅館

Ｎ

０

５００ｍ

館山野球場

イオン

１４５

１４５

５１９

５１９

７７９

７７９

９８２

ウロコ

（スーパー）

ウロコ

（スーパー）

ウロコ

（スーパー）

アークス

（スーパー）

宮

尾

登

美

子

文

学

記

念

館

黎

明

観

（道の駅）

観光物産館

総合体育館

カルチャー

センター

グランデージ北湘南

お手軽

レンタカー

（スーパー）

開拓記念館

観月旅館
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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】 21,600
21,60021,600
21,600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



いざ移住！の前に、住まい、病院、交通は？

移住を考える時に知っておきたいあんなことやこんなこと。

ここでは、不動産業者などの情報を掲載しています。

詳しい情報収集のお供にお役立てください。



＜五十音順＞

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ ＨＰ（ＵＲＬ）

浅水建設㈱ 鹿島町48-1 23-7285 http://am-homes.net/

イワクラホーム㈱伊達支店 大町8 23-4123 http://www.iwakura-home.co.jp/

うえもり宅建 弄月町242-13 25-2218 http://www.uemoritakken.com/

エステート湘南

梅本町13-4 ﾌﾟﾗﾑﾏｰﾄ1-102 82-8900

㈲エムティ宅建 大町3-2 21-2112 http://www.mt-takuken.jp

㈲オオサカ土地 錦町92-11 23-7638 http://www1a.biglobe.ne.jp/oosaka

川岸不動産 末永町43 23-6661 http://kawagishifudosan.web.fc2.com/

㈲コバケンホーム 弄月町239-10 23-5203 http://www.kobaken-home.com/

小松建設㈱ 錦町105 23-2043 http://www.komatsukensetsu.co.jp/

㈲サンハイム犬塚 末永町123-8 23-4080 http://www3.ocn.ne.jp/~sunhime/

㈲湘南地建 山下町116-57 82-6110

㈱菅建設 舟岡町304-7 23-3011 http://www.suga-kensetsu.jp/

須藤建設㈱ 松ヶ枝町65-8 22‐0211 http://www.sudo-con.co.jp/

㈲相馬不動産管理 網代町1 23-3437

㈱拓志宅建 舟岡町322-5 22-3007 http://www.h7.dion.ne.jp/~takusi

伊達興商㈱ 末永町62-17 末永ビル 25-2003 http://datekousho.com/

㈲東和建設 南稀府町76-6 24-1322 http://www.date-touwa.co.jp/

浪越石材㈱ 弄月町57-5 23-1478 http://www.stone-nami.jp/

平口建設㈱ 山下町275 23-4767 http://www.hiraguchi.jp/

㈲不二企画 山下町221 23-2629 http://www.fujikoei.net/

松本宅建 弄月町52-23 21-2123 http://www.Lake-toya.jp/tatsuo/annai/html

MAM（同） 山下町361 駅前再開発ビル 82-4646

㈲マルタカ高橋組 南稀府町8 24-1838 http://www.m-takahashigumi.com

マルヒデ鈴木建設㈱ 舟岡町148-19 23-3459 http://www.m-suzuki.co.jp/

羊蹄不動産合資会社 弄月町226-60 23-3359

㈱ランディック 元町11-2 21-2252 http://www.landec21.co.jp/

㈲リアルエステート 長和町157 23-3008

※名簿は、(社)北海道宅地建物取引業協会室蘭支部及び(社)全日本不動産協会北海道本部提供
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◆病院・診療所

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ 診療科目

伊達赤十字病院 末永町81 23-2211 内・神内・呼・消・循・精・小・外・整・皮・産婦・眼・

耳・放・麻・リハ

聖ヶ丘病院 舟岡町214-22 21-5300 外・整・内・漢内・消内・リハ・脳

ミネルバ病院 松ヶ枝町245-1 21-2000 精・神・内

旭町クリニック 旭町26-51 23-2334 内・整

東整形外科医院

弄月町45-5 23-6455 整・リハ

石田皮膚科 梅本町6-45 21-2345 皮

いぶり腎泌尿器科クリニック 梅本町2-15 21-1400 泌

インター通り小児科クリニック 松ヶ枝町30-8 21-3366 小

川口内科クリニック 舟岡町329-3 22-1512 内・消内

菊地眼科クリニック 大町3-5 23-6000 眼

きた耳鼻咽喉科クリニック 元町36-3 21-4133 耳・アレ

小熊内科医院 山下町159-7 21-5566 内・消

太陽の園発達診療相談室 幌美内町36-58 22-0101 小・内・精・心内・リハ

伊達医院 錦町129-6 23-2005 内・外

伊達医院有珠分院 有珠町51-1 38-2157 内

だてクリニック 松ヶ枝町60-4 21-6001 脳・神内・心内・内・脳ド

なかむら整形外科クリニック 梅本町35-43 23-7692 整・リハ

野村内科循環器科 鹿島町63-5 21-3700 内・循

藤原眼科・歯科 梅本町5-1 23-5805 眼

元町内科クリニック 元町73-34 25-6611 内・消

守谷内科医院 鹿島町31 23-6633 内・消・アレ・リ・老・耳

山の上子どもクリニック 松ヶ枝町243-1 21-1001 精

北湯沢リハビリセンター診療部 大滝区北湯沢温泉町20-3 68-6311 内・循・整・リハ

湯沢医院 大滝区優徳町165-1 68-5050 内

【診療科目】

内 小 消 消内 循 精 神 神内心内漢内 外 整 脳 脳ド 皮 泌 産婦 眼 耳 麻 放 アレ リハ リ 老

内

科

小

児

科

消

化

器

科

消

化

器

内

科

循

環

器

科

精

神

科

神

経

科

神

経

内

科

心

療

内

科

漢

方

内

科

外

科

整

形

外

科

脳

神

経

外

科

脳

ド

ッ

ク

皮

膚

科

泌

尿

器

科

産

婦

人

科

眼

科

耳

鼻

咽

喉

科

麻

酔

科

放

射

線

科

ア

レ

ル

ギ

ー

科

リ

ハ

ビ

リ

テ

ー

シ

ョ

ン

科

リ

ウ

マ

チ

科

老

年

科
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◆歯科診療所

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ 診療科目

石川歯科医院 元町46-13 23-0020 
歯科

エルム歯科医院 末永町58—61 25-5188 
歯科

おおたき歯科医院
大滝区本町85-1 68-6111

歯科

堅田歯科医院 大町11 -7 23-2198 歯科

金本歯科医院 山下町55 25-3822 歯科

さかた歯科医院 舟岡町176—11 22-1182 歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科

さくら歯科・矯正歯科 舟岡町208—27 21-4108 歯科・矯正歯科・小児歯科

サンフィッシュデンタルクリニック 舟岡町362—18 23-1830 歯科

だて歯科
舟岡町24-46 23-6480

歯科

洞爺湖温泉歯科 梅本町4—59 21-5700 歯科

なお歯科 弄月町241—3 22-1117 歯科・小児歯科

なかむら歯科医院 長和町467—1 23-2822 歯科

新田歯科医院 長和町356—5 25-4180 歯科

はたけやま歯科クリニック
竹原町36—5 21-5533 歯科

福田歯科医院 錦町92 23-4107 歯科・小児歯科

福田歯科クリニック伊達医院 旭町1-1
82-3787 歯科 ・小児歯科・歯科口腔外科

藤原眼科・歯科
梅本町5 23-5805 

歯科・小児歯科・歯科口腔外科

ほほえみファミリー歯科
末永町62-17 23-5006

歯科・小児歯科

本田歯科医院 舟岡町350—7 22-1641 歯科

宮内歯科医院 鹿島町41 23-4812 歯科

村上歯科医院
網代町35-7 23-2021

歯科

◆母乳相談所

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ 診療科目

にこにこ母乳相談所
梅本町9-8 25-2577

母乳・育児・妊産婦相談のみ

ひまわり母乳相談所 山下町271-13 25-1793 予約制
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◆介護老人福祉施設

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

特別養護老人ホームひまわり 松ヶ枝町154-30 21-2711

地域密着型特別養護老人ホームサテライトひまわり 松ヶ枝町154-33 21-2711

特別養護老人ホーム喜楽園 向有珠町160-7 38-3001

特別養護老人ホームなごみの里

松ヶ枝町84-1 21-7532

特別養護老人ホームおおたきの杜

大滝区本郷町86-1 68-6848

◆介護老人保健施設

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

老人介護施設プライムヘルシータウン湘南 松ヶ枝町157-110 22-1200

介護老人保健施設北湯沢温泉いやしの郷 大滝区優徳町159 68-6331

◆認知症対応型共同生活介護

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

グループホームアウル 舟岡町337-1 21-1680

グループホームコスモス 長和町609 25-3311

グループホームこもれび 松ヶ枝町154-20 21-6400

グループホームねねむ 竹原町28-3 22-0616

グループホーム桜香 館山町36-5 21-3000

◆訪問介護

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

ヘルパーステーション湘南 松ヶ枝町157-110 22-1202

ヘルパーステーションひまわり 松ヶ枝町154-30 21-2711

伊達市社会福祉協議会訪問介護事業所 松ヶ枝町59-4 22-4124

伊達市社会福祉協議会訪問介護事業所（大滝区） 大滝区本町103-4 68-6771

訪問介護事業所つくし 網代町8-2 21-0270

リトルケア 山下町296-2 25-5125

サービス藍 弄月町57-11 21-6887

介護24 あけび 舟岡町352-22ﾊｲﾑｽﾄﾛｰﾌﾞ1F-C 82-3016

訪問介護ステーションクローバーライフ 長和町499-37 82-6116

◆訪問看護

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

伊達赤十字訪問看護ステーション 末永町81 23-2211

訪問看護ステーション聖ヶ丘 網代町97-1 22-0530

◆訪問リハビリテーション

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

なかむら整形外科クリニックリハビリテーション 梅本町35-43 23-7692

プライムヘルシータウン湘南 松ヶ枝町157-110 22-1203

介護老人保健施設北湯沢温泉いやしの郷 大滝区優徳町159 68-6331
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◆通所介護

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

デイサービスセンターひまわり 松ヶ枝町154-30 21-2711

デイサービスセンター喜楽園 向有珠町160-7 38-3038

デイサービスセンターアウル（認知症対応型） 弄月町233-4 21-1150

デイサービスさえずり 弄月町241-17 21-5005

デイサービスつくし 網代町8-2 21-0270

デイサービスみのり 山下町178-82 22-2777

ライフカレッジながわ 長和町499-37 82-6116

デイサービスあかり 弄月町241-16 82-4777

デイサービスリラ

長和町382-18 21-3788

デイサービスセンター遊

有珠町45-1 82-3202

きたえるーむ

末永町58-57 82-3545

デイサービスセンターセイントヒルズ

網代町97-1 22-2555

デイサービスセンター北湯沢 大滝区北湯沢温泉町20-3 68-6311

ライフカレッジ家風 中稀府町109-3 24-8000

レッツ倶楽部 伊達 竹原町37-44 21-7711

◆通所リハビリテーション

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

プライムヘルシータウン湘南 松ヶ枝町157-110 22-1203

◆短期入所生活介護

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

ショートステイひまわり 松ヶ枝町154-30 21-2711

喜楽園短期入所生活介護事業所 向有珠町160-7 38-3001

おおたきの杜短期入所生活介護事業所

大滝区本郷町86-1

68-6848

◆短期入所療養介護

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

老人介護施設プライムヘルシータウン湘南 松ヶ枝町157-110 22-1200

介護老人保健施設北湯沢温泉いやしの郷 大滝区優徳町159 68-6331

◆居宅介護支援事業所

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

プライムヘルシータウン湘南居宅介護支援事業所 松ヶ枝町157-110 22-1201

指定居宅介護支援事業所ひまわり 松ヶ枝町154-30 21-2711

伊達市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 松ヶ枝町59-4 22-4124

喜楽園居宅介護支援事業所 向有珠町160-7 38-3001

居宅介護支援事業所アウル 舟岡町336-3 22-2322

居宅介護支援事業所つくし

網代町8-2 ﾌﾛﾝﾃｨｱ8 1F

21-0271

ケアプラン風花 弄月町46-15 82-6090

ケアプランセンターセイントヒルズ 網代町97-1 22-2555

かがやきケアプランセンター

末永町153-27

82-6122
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◆福祉用具貸与

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

レンタルサービス湘南 松ヶ枝町157-110 22-1200

道南エア・ウォーター㈱伊達サービスセンター

弄月町239-11

23-1145

◆その他の施設

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

伊達市養護老人ホーム潮香園 有珠町36-1 38-2088

軽費老人ホームケアハウス伊達ぷらいむ館 松ヶ枝町154-20 21-5522

北湯沢温泉ケアハウスクアリゾート453 大滝区優徳町88-3 68-9000

◆総合相談

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

伊達市地域包括支援センター 松ヶ枝町59-4 21-7755

在宅介護支援センターひまわり 松ヶ枝町154-30 21-2711

在宅介護支援センター北湯沢 大滝区北湯沢温泉町20-3 68-6311

◆介護付き有料老人ホーム

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

チエロだて

弄月町340-1 23-1181

さらさ伊達

山下町8-7 25-9333

◆介護付き軽費老人ホーム

平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

ケアハウスセイントヒルズ

舟岡町212-13 23-7722
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◆小・中学校
平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

黄金小学校 北黄金町65-1
24-1666

稀府小学校 中稀府町85
24-1152

東小学校 弄月町207-1
23-2738

伊達小学校 元町78-1
23-3033

伊達西小学校 末永町8-21
23-3666

関内小学校 東関内町78-1
23-2660

長和小学校 長和町462-1
23-3709

有珠小学校 向有珠町195-2
38-2004

達南中学校 北黄金町49-135
24-1153

伊達中学校 舟岡町226-12
23-3055

光陵中学校 館山町49-1
25-4111

星の丘小中学校 松ヶ枝町240-5
（小）82-8011（中）82-8012

大滝小学校 大滝区優徳町90-11 68-6915

大滝中学校

大滝区大成町1 68-6253

◆幼稚園
平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

京王幼稚園（私立） 館山町15

23-5454

伊達幼稚園（私立） 元町31

23-3318

◆保育所
平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

ひまわり保育所 旭町24 25-3493

つつじ保育所 舟岡町344-4 25-1918

くるみ保育所 末永町94-91 25-1165

大滝保育所 大滝区本郷町84-6 68-6262

ふたば保育所（私立） 館山下町160 23-2792

伊達保育所 (私立) 大町18 23-4017

うす保育所 (私立) 有珠町1-1 38-2598

虹の橋保育園（私立） 舟岡町200-142 25-7111

◆認可外保育所
平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

伊達赤十字病院院内保育所（旧あおぞらキッズ） 末永町81 23-2211
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◆児童クラブ
平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

第１やまびこ児童クラブ 弄月町207-1 25-6988

第２やまびこ児童クラブ 弄月町207-1 25-6988

うめのこ児童クラブ 梅本町50-196 中央区第１自治会館内 23-7369

あやめ児童クラブ 梅本町37-6 旧室蘭練成会 23-3225

さくら児童クラブ 梅本町37-6 旧室蘭練成会 23-3225

ほしのこ児童クラブ 末永町8-3 23-2997

かぜのこ児童クラブ 末永町8-3 23-2997

きたのこ児童クラブ 末永町8-3 23-2997

ながわ児童クラブ 長和町462-1長和小学校内 25-5800

まれふ児童クラブ 中稀府町85 旧教職員住宅 24-1400

うす児童クラブ 有珠町195-2 有珠小学校内 38-2150

おおたき児童クラブ 大滝区本郷町84-1 大滝基幹集落センター内 68-5115

◆その他子育て支援施設
平成28年7月現在

名 称 所 在 地 ＴＥＬ

子育て支援センターえがお（開設名：えがお） 末永町92-6 21-3415

子育て支援センターおひさま（開設名：おひさま） 舟岡町200-142 虹の橋保育所園内 25-7111

子育て支援センターくろーばー(開設名：くろーばー) 山下町270-17 23-3380

旭町児童館（開設名：遊・ゆうホール） 旭町52 23-6876

なないろ児童館 舟岡町200-143 22-7716
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伊達市民の文化活動の拠点となる施設。大ホール

や講堂、視聴覚室、キッズルームなどを揃え、

様々な市民活動に大活躍中。

■住所：伊達市松ヶ枝町34-1（☎0142-22-1515）

■開館時間：９時～22時

■休館日：12月31日～１月５日

■施設使用料：有料（※キッズルームは無料

詳細はお問合せください）

■住所：伊達市松ヶ枝町34-1（☎0142-23-8600）

■開館時間：９時～22時

■休館日：12月31日～１月５日

■利用料：一般昼間220円（※詳細はお問合せください）

だて歴史の杜カルチャーセンター（あけぼの）だて歴史の杜カルチャーセンター（あけぼの）

伊達市総合体育館（あかつき）伊達市総合体育館（あかつき）

歴史の杜の一画にある平成24年オープンの総合体育

館。２階にはニュースポーツが楽しめるコーナーや、

メインアリーナにはランニングコースも設置されて

います。シャワールームなど設備が充実しており、

多くの市民が利用しています。

伊達市観光物産館伊達市観光物産館

市内で収穫された季節感たっぷりの新鮮野菜や特

産品などを豊富に取り揃えています。軽食コー

ナーもあり気軽にお立ち寄りいただけます。

道内・外多くの観光客が訪れる人気スポットです。

■住所：伊達市松ヶ枝町34-1（☎0142-25-5567)

■開館時間：９時～18時

■休館日：12月31日～１月４日
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温水プール・トレーニング室温水プール・トレーニング室

平成26年に伊達市総合体育館に併設された新施設。

トレーニング室には体力診断機器があり、自分の

体に合わせたトレーニングを行うことができます。

また、温水プールは年中利用可能で、子どもから

高齢者まで楽しめます。

■住所：伊達市松ヶ枝町34-1（☎0142-25-8300）

■開館時間：温水プール ９時～21時

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 ９時～22時

■休 館 日：温水プール 月曜日（祝日の時は火曜日）

12月31日～１月５日

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 12月31日～１月５日

■利 用 料：温水プール 一 般 500円/回

高校生 240円/回

小中学生 120円/回

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 300円/回



歴史の杜公園内にある市立図書館。子ども対象の

上映会や、絵本の読み聞かせ会等も開かれます。

■住所：伊達市梅本町67-5（☎0142-25-3336）

■開館時間：10時～18時

■休館日：月祝、12月31日～１月５日

（※詳細はお問い合わせください）

黎明観黎明観

伝統工芸と地場産品への理解を深めていただくため

の施設。館内には藍工房と刀鍛冶工房があり藍染め

体験も楽しめます。

■住所：伊達市梅本町57-1（☎0142-25-6161）

■開館時間：【５-11月】９時～17時

【12-４月】10時～17時

■休館日：12月31日～１月４日

■入館料：無料（※藍染め体験は有料となります）

伊達市立図書館伊達市立図書館

伊達市保健センター伊達市保健センター

各種検診、予防接種、健康相談、健康教育など、生

涯を通しての健康づくりのため、様々な保健サービ

スを提供している施設です。

■住所：伊達市末永町39-8（☎0142-23-3331）

■開館時間：８時45分～17時30分

■休館日：土日祝、12月31日～１月５日

伊達市防災センター伊達市防災センター

西暦2000年に起きた有珠山の噴火災害。その当時

の教訓として、災害に強いまちづくりを目指し設

置された地域防災の拠点施設。災害時の暗闇体験

や消火体験を行うこともできます。

■住所：伊達市松ヶ枝町13-1（☎0142-23-9119）

■開館時間：10時～17時

■休館日：土日祝、12月31日～３月31日

※10名以上の団体で見学を希望される場合は、

防災センターまで事前にお申込みください。

体験受付

16時まで
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アートビレッジ文化館アートビレッジ文化館

伊達市が所有す

る美術品や文化

財などを展示し

ています。また、

美術や音楽など

の芸術文化を育

むことを目的に、

写実画家の育成

など幅広い活動

を行っています。

■住所：伊達市館山町21-5（☎0142-21-5050）

■開館時間：９時～17時

■休館日：土日祝、12月31日～１月５日

■入館料：無料

市民活動センター市民活動センター

市民の方の交流の場や市民活動の場を提供し、市民

活動の振興を図ることで活力ある地域社会につなげ

るために設置された施設です。

■住所：伊達市鹿島町20-1（☎0142-25-6503）

■開館時間：９時～22時

■休館日：土日祝、12月31日～１月５日



明治３年、伊達市に家臣団と集団移住をした亘理

伊達家の武具・調度品などを展示しています。解

説員による解説も聞くことができます。

敷地内には、移住当時の亘理伊達家当主・伊達邦

成の爵位授与を記念して建てられた「迎賓館」と、

移住当時の代表的民家として残る国の重要文化財

「旧三戸部家住宅」があります。

■住所：伊達市梅本町61-2（☎0142-23-2061）

■開館時間：９時～17時

■開館期間：３月１日～11月30日（期間中無休）

■入館料：【大人】260円【中・高・大】200円

【小学生】130円

※20名以上の団体は各30円割引

■住所：伊達市有珠町124（☎0142-38-2007）

■開館時間：９時～16時（要予約）

■開館期間：通年

■入館料：【大人】200円【高】150円

【小・中】100円

伊達市開拓記念館伊達市開拓記念館 有珠善光寺・宝物館有珠善光寺・宝物館

文化元年（1804年）徳川幕府によって、東京の芝

増上寺の末寺として建立された寺。蝦夷三官寺の

一つに数えられるこの寺は、昭和49年、善光寺跡

として国の史跡に指定されました。平成17年には、

版木・経典・文書・仏具等62点が国の重要文化財

に指定され、これらは宝物館で観覧できます。

また、善光寺敷地内は市内でも桜が美しく咲く場

所として知られ、花見の名所となっています。

有珠山有珠山

活発な活火山である有珠山は、西暦2000年、23年

ぶりの噴火が発生し、周辺市町村に大きな被害を

与えました。現在の有珠山は登山が可能になり、

噴火当時の爪痕を間近に見ることができるため、

多くの方が訪れています。

三階滝三階滝

大滝区で最も人気のあるスポット。三段に流れる

滝が四季それぞれの自然のすばらしさを運んでく

れます。水の流れ落ちる音が心地よく響く滝の周

辺は、バードウォッチングや散策にうってつけの

場所です。

史跡北黄金貝塚公園史跡北黄金貝塚公園

国指定史跡の「北黄金貝塚」の公園です。貝塚や

竪穴式住居が復元されており、縄文の世界に触れ

ることができます。

また、縄文体験メニュー（有料）や縄文ロビー講

座、縄文まつりなどのイベントも行っています。

公園内では、ボランティアによる解説を聞くこと

もできます。（要事前予約）

■住所：伊達市北黄金町75（☎0142-24-2122）

■開館時間：９時～17時

■開館期間：４月１日～11月30日（期間中無休）

■入館料：無料

宮尾登美子文学記念館宮尾登美子文学記念館

直木賞、太宰治賞など数々の文学賞を受賞してい

る作家、宮尾登美子が執筆のため伊達近郊に滞在

していたことから開館した文学記念館です。

代表作を始め、作品の原稿や、宮尾登美子の愛し

た着物の展示を行っています。

■住所：伊達市梅本町57-1（☎0142-21-7700）

■開館時間：９時～17時

■開館期間：３月１日～11月30日（期間中無休）

■入館料：無料

25



伊達武者まつり伊達武者まつり

ノルディックウォーキングは、フィンランド生ま

れのポールを使用するスポーツです。

誰でも無理なくはじめられるので、メタボリック

シンドロームの予防や運動不足解消などに効果的

で、エクササイズやフィットネスの一つとして注

目されています。

おおたき国際ノルディックウォーキングおおたき国際ノルディックウォーキング

有珠磯まつり有珠磯まつり

だて歴史の杜公園を会場に、地元食材を利用した

メニューをはじめ、道内市町村の自慢の美味しい

メニューも勢揃い。北海道の「食」を楽しむこと

ができます。

伊達市夏の一大イベント、伊達武者まつりは、市

内において２日間連続開催されるお祭りです。約

300人もの甲冑武者が市内を練り歩きます。また、

だて歴史の杜公園では弓隊による勇壮な演舞が披

露されます。公園内広場では飲食コーナーや各種

ステージイベントが開催され、祭りの楽しさに心

躍らせながら買い物なども楽しむことができます。

また、迫力の音と光による「武者山車パレード」

とともに、力強い踊り子たちがよさこいソーラン

を舞うパレードもあります。

【開催時期：８月第１土・日曜日】

【開催時期：６月下旬】

有珠海水浴場の海開きとともに開催される、噴火

湾の夏を告げるお祭りです。

お客様でにぎやかな海岸では、もちまきなどのイ

ベントが開かれ、新鮮な魚介類が即売されていま

す。また、美味しい海の幸の炭焼きを味わうこと

もできます。

【開催時期：７月第１日曜日】

だて農業・漁業・大物産まつりだて農業・漁業・大物産まつり

だて歴史の杜公園を会場に、地元農水産物の販売

や自慢の地場産品などの販売などが行われます。

また、ステージイベントもあり、ご家族でお楽し

みいただけます。

【開催時期：10月上旬】

だて食のフェスティバルだて食のフェスティバル

【開催時期：９月中旬】
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ＪＲＪＲ

【市内の駅（ＪＲ函館線）】

有珠 – 長和 – 伊達紋別 – 北舟岡 – 稀府 – 黄金

←洞爺方面 室蘭方面→

●普通列車（伊達紋別駅発車時刻）

苫小牧方面 始発 ６：３７発

最終 ２２：０８発

長万部方面 始発 ６：１０発

最終 ２２：３４発

---------------------------------

●特急

・特急北斗

・特急スーパー北斗

伊達紋別——札幌 約１時間３０分

伊達紋別——千歳 約1時間１０分

伊達紋別——函館 約１時間４５分

市内バス路線市内バス路線

■関内弄月線【関内経由】

伊達紋別駅から関内地区へ伸びるように循環する系統。高速道路をくぐり山側へ、西回

りと東回りの２方向があります。

（伊達駅前～竹原～関内～末永～伊達駅前：１日１便）

（伊達駅前～末永～関内～竹原～伊達駅前：１日２便）

月曜～土曜 全３便

日曜・祝日 全１便

■関内弄月線【舟岡経由】

昨年の4月から、松ヶ枝町の総合体育館を通り、住宅地の広がる東地区をぐるりと循環し

て市街へつながる系統に変わりました。西回りと東回りの２方向があります。

（伊達駅前～梅本～舟岡～見晴～伊達駅前：１日４便）

（伊達駅前～見晴～舟岡～梅本～伊達駅前：１日３便）

月曜～土曜 全６便

日曜・祝日 全４便

■有珠線

伊達紋別駅から稀府（室蘭）方面へ国

道37号線に沿って伸びる系統。循環

はせず、上りと下りの２線があります。

（上り：伊達駅前～上稀府）

月曜～土曜 全５便

日曜・祝日 全４便

（下り：上稀府～伊達駅前）

月曜～金曜 全５便

土曜 全４便

日曜・祝日 全３便
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