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第１ はじめに

【西いぶり「生涯活躍のまち」構想策定の経緯】

西いぶり地域 3市 3町（室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町）では、平成 22

年より西いぶり定住自立圏を形成し、各市町の連携と役割分担により、定住に必要な機能の確保充

実や地域資源を活かした経済活性化の取組を進めてきました。

平成 27年 6月、日本創成会議が提言した「東京圏高齢化危機回避戦略」において、今後東京圏

の急速な高齢化進行による危機的状況が指摘され、対応策の一つとして、地方移住環境の整備「日

本版 CCRC※構想」の推進があげられ、政府の「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015」にも、地

方への新しいひとの流れをつくる政策として、「日本版 CCRC 構想の推進」が盛り込まれました。

（H27.8 月、国の有識者会議において、名称を「生涯活躍のまち」構想に変更）

日本創成会議の提言においては、医療・介護の受け入れ能力がある、地方移住の候補地として、

二次医療圏である西いぶり圏域が、全国 41地域の中でも上位に評価されました。

西いぶり圏域として、アクティブシニアをはじめとする多世代の移住促進につなげる機会と捉え、

全国的にも例がない 3市 3町連携による「生涯活躍のまち」構想を検討し、その実現に取り組むこ

ととし、定住自立圏における連携事業や各市町の総合戦略に位置付けたところです。

平成 28年 5月に、3市 3町の官民連携による、西いぶり「生涯活躍のまち」構想推進協議会を

設置、圏域内の資源調査や移住意向アンケートなど各種調査の結果を踏まえ、このたび、西いぶり

「生涯活躍のまち」構想として、基本的な考え方や取組の方向性などを取りまとめるものです。

※CCRC：Continuing Care Retirement Community の略称。仕事をリタイアした人が第二の人生を健康的に楽しむ街として米国から生まれた概念

■医療・介護に余力のある 41 地域

出典：日本創成会議「東京圏高齢化危機回避戦略」 平成27年6月
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第２ 「生涯活躍のまち（日本版CCRC）」構想とは

１ 目指すもの

「生涯活躍のまち」構想では、東京圏をはじめとする地域の中高年齢者が、希望に応じ地方や「ま

ちなか」に移り住み、多世代の地域住民と交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要に応

じて医療・介護を受けることができるような地域づくりを目指すものとしています。

■「生涯活躍のまち」の意義

■「生涯活躍のまち」における中高年齢者の生活（イメージ）

中高年齢者の
希望の実現

高齢期を「第二の人生」と位置づけ、それぞれの人生のライフステージに応じた新た
な暮らし方や住み方を求めて都会から地方へ移住し、これまでと同様、あるいは、こ
れまで以上に健康でアクティブな生活を送りたいという、大都市の中高年齢者の希望
を実現する取組として大きな意義がある。

地方へのひと
の流れの推進

近年東京圏への人口集中が進む中で、地方創生の観点から、地方への新しいひとの流
れをつくることが重要な課題となっており、中高年齢者の地方移住は、そうした動き
の一つとして期待される。地方にとっても、移住した中高年齢者の社会参画による地
域活性化、医療介護サービスの活用や雇用の維持が図られる点で、大きな意義がある。

東京圏の
高齢化問題
への対応

東京圏は今後急速に高齢化が進むこととなり、医療介護ニーズの急増に伴うサービス
確保が課題であり、人材不足の深刻化から東京圏への人口流出に拍車がかかる可能性
が高い。地方移住を希望する東京圏の中高年齢者に対し、地方で必要なサービスを利
用する選択肢を提供する点で、東京圏の高齢化問題への対応方策として意義がある。

出典： 「生涯活躍のまち」構想に関する手引き（第３版） 平成28年4月
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２ 生涯活躍のまち形成事業の仕組み

国は「生涯活躍のまち」構想の推進にあたり、平成 28年 4月に地域再生法の一部を改正し、「生

涯活躍のまち形成事業」を地域再生制度の一つとして位置付けました。

地方公共団体がこの枠組により事業を推進する場合は、①法に基づく地域再生計画の作成、②「運

営推進機能」を担う事業主体（地域再生推進法人）の選定、③生涯活躍のまち形成事業計画の作成、

④地域再生推進法人に対する指導・監督・支援を行うことなどが求められています。

なお、認定を受けた地域再生計画に基づく取組に対する支援措置としては、例えば、有料老人ホ

ーム設置に係る都道府県知事への事前の届出不要など、老人福祉法や介護保険法などにおける事業

者の手続を簡素化する特例措置が中心となっています。

■国、地方公共団体、「運営推進機能」を担う事業主体の役割分担と連携

出典： 「生涯活躍のまち」構想に関する手引き（第３版） 平成28年4月
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第３ 西いぶり圏域に関する各種調査結果

１ 西いぶり圏域の地域資源

西いぶり圏域として、アクティブシニアをはじめとする多世代の移住促進につなげる「生涯活躍

のまち」構想を検討するにあたり、各市町における医療介護や住まいの状況など、移住に関わる主

な地域資源を以下にまとめます。 （※資料編 P1～）

(１) 地域資源の状況

① 人口

総人口は 189,696 人、高齢化率は 34.4％となっており、全道の高齢化率 29.1％よりも高くなっ

ています。

■西いぶり圏域の構成市町の人口等

② 医療・介護の状況

【医療の状況】

地域医療に係る基幹病院としては、室蘭市に 3箇所（市立室蘭総合病院、日鋼記念病院、製鉄記

念室蘭病院）、伊達市に 1箇所（伊達赤十字病院）設置されています。

北海道医療計画改訂版西胆振地域推進方針（平成 25年 8月）では、西いぶり圏域内の医療自給

率は約 95％（その他は主に札幌市）と高く、医療体制は確保されています。

また、自市町外への受療では、登別市は室蘭市の医療機関へ、3町は伊達市の医療機関に受療し

ている割合が高く、室蘭市、伊達市の医療機能が広域的に利用されているほか、3町の中では洞爺

出典：総人口、及び高齢化率は平成27年国勢調査
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湖町の医療体制が充実しています。

地域医療情報システム（日本医師会）における人口 10 万人当たりの病院の数や病床数でも、西

いぶり圏域は全国や北海道平均を上回っています。一方で、一般診療所の数や病床数については全

国・北海道平均を下回っています。

【介護の状況】

地域医療情報システム（日本医師会）における 75 歳以上人口 1千人当たりの介護施設入所定員

数では、西いぶり圏域は全国や北海道平均を上回っており、充実した地域であることがわかります

が、現時点では、介護老人福祉施設・介護老人保健施設など、ほぼ定員に達している状況です。

また、地域医療情報システム（日本医師会）における 75 歳以上 1千人当たりの介護職員の数で

は、全国や北海道平均を下回っており、慢性的な人材不足が課題となっています。

③ 居住環境の状況

サービス付き高齢者向け住宅の状況については、室蘭市、登別市、伊達市に設置されていますが、

ほぼ定員に達している状況です。

また、人口減少や高齢化の進展に伴い、各市町において空き家が多数存在し、特に、3市の中で

は室蘭市の空き家率が高くなっています。

空き家の活用に向けて、空き家バンクやリフォーム助成など各市町で取り組んでいますが、家主

の売却・賃貸意向がないために流通しない空き家も存在しています。

④ アクティブ活動、健康づくり活動、生涯学習、地域・社会参加等の状況

【アクティブ活動】

西いぶり圏域内でのアクティブ活動としては、豊かな自然環境を生かし、登山・スキー・釣り・

キャンプ・農業体験など各種体験活動が充実しています。

また、豊富な泉源から温泉施設も各市町に設置されており、特に全国的にも知名度のある登別市

（21施設）、洞爺湖町（16 施設）が多く、西いぶり圏域の貴重な観光資源となっています。

【健康づくり・介護予防活動】

健康づくり・介護予防活動としては、各市町の保健センターや地域包括支援センターにおいて、

介護予防事業を展開しています。

その中でも、伊達市では男性対象の独自事業（男性栄養教室等）や健康カラオケ、健康ポイント

カード（伊達まちカード）事業といった特徴のある独自の健康づくり活動を展開しています。

【生涯学習、地域・社会参加等】

生涯学習機会の提供としては、室蘭工業大学による公開講座や、洞爺湖町にて酪農学園大学と連

携したフォーラム開催のほか、室蘭港立市民大学・登別ときめき大学・だて市民カレッジ、豊浦大
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学、山美湖大学など、各市町において多様な市民・住民講座が行われています。

地域・社会参加の場としては、各市町において、センターや会館、体育館や競技場など多様な文

化・スポーツ活動の拠点が整備されており、多くの団体・サークルが活動しています。

3市においては、市民活動センターが設置され、団体の情報発信や相談支援、会議や発表・交流

の場など市民活動の拠点となっています。

⑤ 地域産業・就労の場の状況

西いぶり圏域には、製造業や建設業などものづくり産業、温泉資源などを活かした観光業、豊か

な自然環境を活かした農水畜産業、医療機関等の立地による医療福祉産業など、多種多様な特色あ

る産業が集積しています。

高齢者の就労については、各市町ともシルバー人材センターや高齢者事業団を通じた軽度の就労

機会の提供が中心となっています。

⑥ 公共交通の状況

西いぶり圏域内の公共交通機関については、主に路線バスが中心の役割を担っており、札幌市や

函館市など都市間を結ぶ交通は鉄道路線が中心となっています。

各市町を結ぶ広域のバス路線については、運行頻度が 1時間に 1本程度と利便性が高いとは言え

ない状況です。

伊達市、壮瞥町、洞爺湖町においては、自市町内での乗り合いタクシーを運行しており、主に通

院時の利用が多い中で、壮瞥町は通院送迎のみ伊達市までエリアを拡大しています。

⑦ 移住支援に向けた取り組みの状況

各市町において、移住相談のワンストップ窓口を設置し担当職員が対応していますが、各市町が

連携した相談体制や仕組みにはなっていません。

また、5市町において移住体験施設を用意していますが、近年の移住への関心の高まりから、体

験の申込が増え、かつ時期的に夏季に集中するため、利用が重複し申込を断るケースも出てきてい

ます。
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(２) 地域資源の状況まとめ

■西いぶり圏域の地域資源に関する整理

強み 弱み

【医療】

Ÿ 総合病院をはじめとした病院が充実しており、圏域内で

高い自給率（約 95％）を確保

Ÿ 人口当たりの病院・病床数は全道・全国平均を上回る。

⇒ 一般診療所数・病床数は全道・全国平均を下回る。

【介護】

Ÿ 75 歳以上人口当たりの施設入所定員数は全道・全国

平均を上回る。

⇒ 施設系サービスは、現時点では、ほぼ定員に達してい

る状況。また、介護人材の不足が課題

【健康づくり活動】

Ÿ 各市町で健康、介護予防事業を実施。特に伊達市では

「健康カラオケ」や「健康ポイントカード」等の独自で特

徴ある取り組みを実施

【生涯学習、地域・社会参加】

Ÿ 大学による公開講座をはじめ、各市町において市民・

住民講座が開設

Ÿ 各種文化・スポーツ活動の拠点があり、多くの団体が

活動

Ÿ 3市において、市民活動の拠点となる市民活動センター

が設置

【就労】

Ÿ ものづくり産業、観光業、農水畜産業、医療福祉産業な

ど、多種多様な特色ある産業が集積

⇒ ニーズに合わせた細やかな対応、マッチングの取組が

必要

【移住者支援】

Ÿ 各市町に移住窓口が設置され、相談体制が整備

【住まい】

Ÿ サービス付き高齢者向け住宅は、現時点で

は、ほぼ定員に達している状況

Ÿ 空き家が多数存在し、活用が課題

Ÿ 移住体験施設が不足し、断るケースも増加

【交通】

Ÿ 通院等の各市町間をつなぐ公共交通（主に路

線バス）の利便性が高くない。
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２ 移住意向調査の結果

西いぶり圏域への移住意向や移住を考える際に必要な情報など、首都圏在住者等に対してアンケ

ート調査を実施し、主な結果を以下にまとめます。 （※資料編 P7～）

【調査の実施概要】

n 調査目的

現在、首都圏等の都市部に在住する西いぶり圏域や札幌市の出身者等に対し、移住意向や移住に伴う

生活・就労意向等について把握するため、アンケートを実施

n 調査対象者

全国展開し幅広い年齢層が登録する人材派遣会社と連携し、登録者のうち現在首都圏等の都市部に在

住する西いぶり圏域や札幌市の出身者等を抽出

n 調査方法／調査期間

調査対象者に対する WEB リサーチ／平成 28年 7月 19 日～27 日

n 回答数

300 件（西いぶり圏域の出身者等：56 件、札幌市の出身者等：244 件）

n 回答者の属性

年齢：20 代 4.3%、30 代 12.3%、40 代 31.3%、50 代 33.7%、60 代 18.3%、

性別：男性 68.7%、女性 31.3%

(１) 移住意向、移住のタイミング

Ø 将来的に移住意向がある人は約 4割

Ø 移住意向がある人のうち、西いぶり地域への移住意向は約 3割

Ø 移住を考えるきっかけは「定年・早期退職」のタイミングが約 6割

(２)住まいの状況

Ø 希望する移住形態は「完全移住」が 5割強だが、「二地域居住・シーズンステイ」も合わせて

5割弱の回答

【西いぶり圏域への移住意向】
将来的に移住意向がある人は 42.7%、そのうち、西いぶり圏域を移住先に選んでも良いと回答した人は

35.2%となり、西いぶり圏域への移住意向は低くなることがわかる。

【移住のタイミング】
移住を考えるきっかけとして、定年退職・早期退職が 61.0%を占めており、退職の機会が訪れやすい 50

歳以上が、主たる移住のターゲット層として考えられる。
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(３) 情報提供・移住支援の意向

Ø 移住に必要な情報は「日常の買い物場所」や「住宅情報」が高い。（約 4割）

Ø 移住に必要な支援は「何でも相談できる総合窓口」が最も高い。（約 5割）

(４)アクティビティの意向

Ø 余暇時間の使い方は「自然環境を生かしたスポーツ・アクティブ活動」が最も高い。（約 5割）

(５)就労の意向

Ø 就労意向（フルタイム・パートタイム）がある方は約 7割

Ø 就労支援としては「雇用条件の情報提供」が最も高い。（約 5割）

【移住形態】
希望する移住の形態として、完全移住が 53.0%に対し、二地域居住が 15.3%、シーズンステイが 31.0%

となっており、二地域居住・シーズンステイについても一定のニーズがあることがわかる。

【居住形態】
希望する居住形態については、持ち家が 58.0%、賃貸が 40.3％となっている。
希望する住宅については、戸建が 45.7%、マンションが 43.6%となっている。

【好ましい移住情報】
移住の際に欲しい情報は、日常の買い物拠点が 41.7%、住宅情報が 36.7%、医療環境が 35.3%、交通の

利便性が 34.0%となり、日常生活に関する情報発信のニーズが高いことがわかる。

【好ましい移住支援】
移住のために好ましい支援・サポートは、何でも相談できる総合窓口が 45.0%、移住に関する情報がわ

かる総合情報サイトが 41.3%、住居費用（引越し費用・家賃等）に対する補助が 41.0%となっており、総
合窓口や情報発信に関する支援ニーズが高いことがわかる。

【移住先の余暇時間の使い方】
移住先の余暇時間で行いたいことは、自然環境の中でのスポーツ・アクティブ活動が 50.3%と最も高く、

農業・自家菜園が 39.0%、観光拠点の散策が 37.0%となり、地域資源を活かした活動を望む人が多い傾向
にある。

【移住先での働き方・選び方】
希望する働き方については、パートなどで補助的に働きたいとの回答が 39.0%、フルタイムとの回答が

29.0%となっており、働かないとの回答 21.3%を上回っている。
仕事を選ぶ基準としては、プライベートを充実させるため、定時あるいは時間に拘束されない仕事がし

たいとの回答が 52.3%となっている。

【好ましい就労支援】
就労支援としては、雇用条件の情報提供が 47.0%と最も高く、次いで就労条件の情報提供が 41.3%とな

っており、就労の詳細な情報提供支援に対するニーズが高いことがわかる。
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３ 伊達ウェルシーランド構想の検証

西いぶり圏域の中でも、伊達市は平成 17年から「伊達ウェルシーランド構想」を推進し、全国

的にも先行して高齢者が住みやすいまちづくりや移住施策に取り組んでいます。

西いぶり「生涯活躍のまち」として取組の方向性を検討するにあたり、先行事例である伊達市の

成功要因や課題を共有し、広域連携による取組強化や課題解決の可能性を探ることが非常に重要で

あるため、事業開始から概ね 10年が経過した「伊達ウェルシーランド構想」の現時点での検証を

行います。 （※資料編 P12～）

(１) 伊達ウェルシーランド構想の概要

【事業目標】

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します。

【事業概要】

「伊達ウェルシーランド構想」では、主に以下の 4つの具体的事業を展開しています。

■「伊達ウェルシーランド構想」の具体的事業名と概要

事業名 事業概要

伊達版安心ハウス

高齢者が安心・安全、快適に暮らすまちづくりに向けて、市が独自の基準

で高齢者向け住宅として認定する「伊達版安心ハウス認定制度」を創設。

民間事業者が整備する高齢者向け住宅を認定し PR する。

田園せきない

優良住宅の提供に向けて、市が「伊達建設事業協同組合」による宅地開

発事業を優良田園住宅「田園せきない」として認定し、民間事業者による

宅地・道路・公園等の造成を行った。

移住体験事業

移住促進に向けて、市にワンストップ窓口を設置、ちょっと暮らしなど体験

事業や北海道などと連携し首都圏イベントへのブース出展など PR 事業を

実施している。

伊達版ライフモビリティサ

ービス（愛のりタクシー）

高齢者の「生活の足の確保」に向けて、伊達商工会議所等と連携し、満 60

歳以上の方で自分で乗り降りすることが可能な方を対象に、会員制相乗り

タクシーサービスを提供している。
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(２) 伊達ウェルシーランド構想の振り返り

【事業効果】

Ø 高齢者をはじめ多世代移住の成功事例

■伊達市を移住先として選んだ主な理由

■移住者の属性

Ÿ 高齢者をメインターゲットに取り組んだ結果として、構想の事業期間である H17～H23年度にお
いて、60歳以上は社会増、さらに 30～50 代においても社会増の局面を生み出している。

Ÿ 取組をはじめて以降、急激な社会保障費の増加は見られない。
Ÿ 医療・介護保険費の負担額より、移住プラス額（税収＋消費額）が上回る試算となり、経済効果

がある。

移住者数：60歳以上の転入者のうち累計 218 人と試算
医療・介護費試算：約 9億円
税収・消費額試算：約 11億円

Ÿ 環境にやさしい暮らし、利便性が悪くない適度な田舎暮らしを希望、「田園」「コンパクト

シティ」のイメージ

Ÿ 北海道在住者から伊達市を勧められた（道内での認知度、口コミ）

道
外

分譲「田園せきない」53 区画の購入者 安心ハウスの入居者（H27.3）

市内：3 割

市外（道内）：3 割

市内 4 割

参考：伊達市関係者ヒアリング

出典：伊達市提供資料

移
住
者

道
内

Ÿ 道内でも雪が少なく、温暖な気候（北の湘南）

Ÿ 高齢者が住みやすい「福祉のまち」のイメージ（従前から福祉のまちづくりを積極的に推

進）

市外（道外）：4 割

市外（道内）：4 割

市外（道外）：2 割
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【事業の成功要因と課題】

伊達市職員に対するヒアリングにより把握した「伊達ウェルシーランド構想」における主な成功

要因と課題、あわせて広域連携に向けた視点について、以下にまとめます。

■成功要因と広域連携に向けた視点

成功要因 内容 広域連携に向けた視点

ターゲットの設

定

Ÿ 気候や自然、これまでのまちづくりなど特徴を活か

したターゲットの設定（＝高齢者の誘致）

Ÿ 移住先として道内での支持・認知度が道外からの

移住促進にも効果

Ÿ 各市町の特徴を活か

し、呼び込みたいター

ゲット像の整理

民間との連携

Ÿ 単なる移住施策ではなく、地域経済活性化を視野

に、今後のビジネス展開を踏まえた施策の推進に

より、民間事業者と Win-Win の関係を構築

［安心ハウス］

民間で整備・運営、市は認定制度による公認、PR

［田園せきない］

民間で開発・販売、市は所有地売却、計画認定、

PR

Ÿ 検討段階から民間事業者を巻き込み、アイデア・

提案を活用することで、事業段階における速やか

な主体の確保、実行力につながった。

⇒（ウェルシーランド構想の事業化は H17 スタートだ

が、官民の研究会は H14 発足）

Ÿ 取組の分野、方向性

に応じ、民間を巻き込

んだ議論の場（部会な

ど）の設置

移住者への対

応サービス

Ÿ 個々のニーズ・趣味に応じ、レジャー・飲食店・ス

ポーツ団体等の紹介など、きめ細やかな対応、地

域とのコミュニケーションづくりを図ったことが満足

度向上、リピーター獲得につながる。

⇒ちょっと暮らし事業 H18～23 年度の平均リピート

率 22.2％

Ÿ 移住者に対するきめ

細やかな情報提供や

相談支援を行う人材

の確保

Ÿ 趣味活動等の提供者

の発掘と上記の相談

支援人材との連携体

制の構築

医療資源の集

積

Ÿ 移住希望者、移住体験者から医療機関に関する

問合せは多く、市内及び近隣の医療資源の集積

は、安心して暮らせるまちとして PR 効果が高い。

Ÿ 圏域における医療集

積の確保に向けた取

組の方向性の検討

参考：伊達市関係者ヒアリング
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■課題と広域連携に向けた視点

課題 内容 広域連携に向けた視点

移住者層の変

化

Ÿ 取組当時は 60 歳前の早期退職者・富裕層が多か

ったが、近年は 65 歳以上の年金生活者が増えて

きており、土地家屋を購入し移住する形態はニー

ズに合わなくなっている。

Ÿ 気軽に移住しやすい

仕組みとして、賃貸住

宅の供給

Ÿ 長期滞在者を増やす

仕組みとして、移住体

験施設やソフト事業の

連携

U ターン、財産

処分

Ÿ 病気のタイミングで、高度医療を求めて出身地の

都市部に戻る傾向が増えてきた。

Ÿ 上記の傾向に伴い、購入した土地家屋の処分に

関する相談も増えてきた。

移住目的の提

供

Ÿ 「何をしにこの地域に移住するか」、移住の目的、

活躍できる場の提供が重要だが、単独自治体で

は選択の幅が限られる。

Ÿ 個々のニーズにあった

活動の場（社会参加、

生涯学習、クラブ活

動）の提供

移住者対応の

負担

Ÿ きめ細やかな対応が満足度などの向上に重要な

ポイントだが、休日対応含め職員の負担増

Ÿ コンシェルジュ機能を担う民間事業者の育成を図

ったが、事業拡大・自立に至らず、行政職員が対

応しているのが現状

Ÿ 移住者に対するきめ

細やかな情報提供や

相談支援を行う人材・

体制の確保

Ÿ 事業費・収益の確保

地域・社会参

加

Ÿ コミュニティ活動において、既存組織のメンバーの

固定化や情報の不足などから、参加が進まない・

継続しない傾向（特に男性）

Ÿ 地域・社会参加がうまくいかない理由で、移住して

もまた出身地に戻るケースも見られる。

Ÿ 移住者が気軽に参加

しやすい活動環境の

整備

交通の利便性

Ÿ 公共交通機関が整備された都市部からの移住

者、特に女性は免許を所有していない人が多く、

自家用車での生活を嫌がる傾向

Ÿ 室蘭市に通院する人も多く、広域の公共交通機関

の利便性向上が求められる。

Ÿ 各市町間をつなぐ公

共交通の利便性向上

に向けた検討

参考：伊達市関係者ヒアリング
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第４ 西いぶり「生涯活躍のまち」における基本的な考え方と方向性

１ 目指す姿と基本的な考え方

国が示す構想や各種調査、伊達市の検証結果を踏まえた中で、西いぶり「生涯活躍のまち」にお

ける目指す姿や基本的な考え方を以下に整理します。

Ÿ 西いぶり圏域には、全国と比較し充実している医療集積、大学や温泉・自然公園・

健康づくり・市民活動などアクティブな生活を支える地域資源、多種多様な産業集

積による幅広い就労の場など、広域連携のメリットを活かし、優位性を打ち出せる

資源が存在している。

Ÿ 一方で、国の「生涯活躍のまち」構想においては、地域再生推進法人となる事業者

の確保が必須となっており、全国的にも珍しい複数自治体による広域での取組を

検討するにあたって、速やかな活用が難しいスキームとなっている。

Ÿ 伊達市は、国が示すようなスキームでなく、ターゲットの設定やまちのイメージを活

かした PR、民間と連携した安心住宅の提供など、伊達市独自の工夫で高齢者の

移住を成功させている。

Ÿ 高齢者の移住に取り組んだ結果、30 代をはじめ多世代の移住促進にも効果をもた

らしている。

各種調査

・検証結果の
まとめ

西いぶり

「生涯活躍の
まち」基本的

な考え方

Ÿ 国が示す「生涯活躍のまち」構想の実現は将来的な目標としながら、当面は国の

スキームにこだわらず、成功事例である伊達市の取組や課題を共有する中で、圏

域の多様な資源を活かし、アクティブシニアをはじめとする多世代の移住促進につ

ながる広域連携の取組について、実現可能なものから着手する。

西いぶり

「生涯活躍の
まち」の目指

す姿

Ÿ 圏域に住む中高年齢層が、多様な地域資源により健康で充実した生活を送り、社

会参加を通じて生涯にわたり活躍できる地域をつくる。

Ÿ 地域の魅力を発信することで、圏域外のアクティブシニアが訪れたい、住みたい地

域を目指す。

Ÿ アクティブシニアが生き生きと暮らせる地域づくりを進めることで、現役世代や若年

世代等にとっても住みたい地域としての魅力を高め、多世代の移住につなげる。
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２ ターゲットの考え方

■ターゲットとする年齢層

国の「生涯活躍のまち」構想においては、50 代以上の中高年齢層を主たる対象としており、意

向調査においても、移住を考えるタイミングとして「定年・早期退職」が最も高いことから、西い

ぶり「生涯活躍のまち」においても、多世代の移住促進を目指しながら、まずは 50 代以上の元気

な中高年齢層、アクティブシニアを中心的なターゲットとして考えます。

■ターゲットとする地域

地方へのひとの流れの推進という趣旨から、首都圏など都市部からの移住者の誘致が重要ですが、

全国で地方移住の取組が進む中、首都圏からの距離・冬期の積雪・交通インフラの状況など北海道

特有の課題があるものと考えます。

また、伊達市の検証において、北海道の中でも雪が少なく温暖な気候などから、道内からの移住

実績があり、道内の支持が道外移住者の誘致につながった事例もあります。

西いぶり「生涯活躍のまち」においては、首都圏等の都市部からの移住を中心に、各市町の姉妹

都市などつながりあるまちへの発信のほか、道内の都市部などからの移住相談にも対応していきま

す。

【ターゲットへの取組の視点】

■移住体験者の掘り起こし

意向調査でも西いぶり圏域への移住意向は低くなる傾向があり、移住先としての認知度不足が課

題となります。

出身者や企業・大学 OB、姉妹都市など縁やゆかりある人・地域に対しては、各市町がそれぞれ

のつながりを生かした情報発信など取組を強化するとともに、西いぶり「生涯活躍のまち」におい

ては、移住先としての認知度向上に向けて、漠然と移住を考える、圏域を知らない・縁の薄い人に

対し、多様な暮らし方の PR など情報発信し、移住体験者の掘り起こしにつながる取組を検討しま

す。

■長期滞在者を増やす

伊達市の検証において、移住者層の変化から、土地家屋を購入し移住する形態が、ニーズに合わ

なくなっていることが課題として挙げられています。

西いぶり「生涯活躍のまち」においては、「一生住んでもらう」ではなく「気に入ったら住んで

もらう」発想で、最初から完全移住を目指すのではなく、体験施設を活用したちょっと暮らしやシ

ーズンステイ、二地域居住など、繰り返し圏域に足を運ぶ長期滞在者を増やす（滞在者の増、滞在

日数の増）視点から、圏域としての取組を検討します。
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【ターゲットへの取組イメージ】

西いぶり圏域

出身者など
縁やゆかりある人

漠然と移住を考え
る、圏域を知らない

人

圏域として、多様な暮らし方などPR  
認知度向上へ

各市町が縁を通じたPR

ちょっと暮らし

二地域居住

長期滞在者の増

市町
（移住窓口）

シーズンステイ

気に入ったら
住んでもらう

繰り返し圏域に来てもらう
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３ 取組の体系

圏域の多様な資源を活かした広域連携による取組で、アクティブシニアをはじめ多世代の移住を

促進するため、西いぶり「生涯活躍のまち」において取り組む分野について、以下の 6つの柱に沿

って、検討を進めます。

西
い
ぶ
り
「生
涯
活
躍
の
ま
ち
」

医療・介護集積の

確保

空き家等を活用し

た住居の確保

コミュニティ・クラ

ブ活動の環境整

備

Ÿ 移住者をはじめ住民が医療を受けやすい環境づくり、医療資源

を生かした病気予防や健康づくり、国の動向等を踏まえた介護

人材不足への対応など、医療・介護集積の確保に向けた取組

を検討

― 取組の柱立て ― ― 取組の方向性 ―

Ÿ 空き家や空きアパートなどをシーズンステイや二地域居住の住

宅として活用する仕組みづくりの検討

Ÿ 既存の各市町の移住体験施設の情報共有や連携の推進

Ÿ 移住の目的や活躍の場の提供が重要であり、趣味・生涯学習・

文化・スポーツ・市民活動など、圏域内の様々な活動に参加し

やすい仕組みづくりを検討

就労の場の提供

公共交通の利便

性向上

広域コンシェルジ

ュサービス（移住

前後の総合窓口）

Ÿ 圏域の幅広い産業を活かし、移住者のニーズに応じたきめ細

やかな対応・マッチングの取組を検討

Ÿ 生活のための就労に限らず、個人の経験やスキルを活かした

ボランティアなど、生きがいや社会参加促進も取り入れた取組

を検討

Ÿ 自家用車での生活に慣れない都市部からの移住者をはじめ、

通院や買い物など住民生活において必要な各市町間をつなぐ

公共交通の利便性向上に向けた取組を検討

Ÿ 広域連携のメリットを最大限活かすため、西いぶり圏域としての

ワンストップ窓口・広域コンシェルジュサービスの設置を検討

Ÿ 移住者と行政をつなぐ役割を担う民間団体の育成、官民連携し

た体制づくりを検討
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４ 取組の方向性

(１) 医療・介護集積の確保

【取組の視点】

Ÿ 「生涯活躍のまち」に取り組むきっかけとなった、医療・介護体制が整っている地方として移

住 PRの効果はもちろん、住民が安心して暮らせる圏域として、医療・介護集積の確保に向け

た取組が重要

Ÿ 移住者への分かりやすい情報提供や圏域内の医療機関間の連携促進など、医療を受けやすい環

境づくり、健診体制の充実など医療資源を生かした病気予防や健康づくりなど、医師会など関

係団体と連携しながら取組を検討します。

Ÿ 介護に関する人材不足の課題について、国の処遇改善等の動向や他都市で実施される介護職へ

の支援の取組効果など参考に、関係団体と連携しながら取組を検討します。

(２)空き家等を活用した住居の確保

【地域資源】
Ÿ 総合病院が複数立地するなど、医療資源の集積は大きな強みになっている。
Ÿ 施設系サービスはほぼ満室状態になっている。
Ÿ 介護人材は全国と比較しても少なく、慢性的な人材不足となっている。

【伊達ウェルシーランド構想の検証】
Ÿ 市内及び近隣の医療資源の集積は、安心して暮らせるまちとして移住の PR 効果が高い。

【移住意向調査】
Ÿ 移住に必要な情報について、「医療環境」の回答が 3番目に高い。

各種調査結果まとめ

【地域資源】
Ÿ サービス付き高齢者住宅については、3市に整備されているがほぼ定員に達している状況である。
Ÿ 各市町において空き家が多数存在しており、流通促進が課題である。
Ÿ 移住体験施設の不足から、体験の申込を断るケースが出ている。

【伊達ウェルシーランド構想の検証】
Ÿ 移住者層の変化から、土地家屋を購入し移住する形態は、ニーズに合わなくなってきている。

【移住意向調査】
Ÿ 希望する移住の形態について、「完全移住」が５割強の回答だが、「二地域居住」「シーズンステイ」

も合わせて５割弱の回答がある。

各種調査結果まとめ
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【取組の視点】

Ÿ 伊達市の検証における移住者層の変化や空き家等の流通促進などの課題を踏まえ、空き家や空

きアパートなどをシーズンステイや二地域居住の住宅として活用する仕組みづくりについて、

宅建協会など関係団体と連携しながら検討します。

Ÿ 既存の各市町にある移住体験施設の情報共有や連携を推進し、体験者の滞在日数を増やす取組

を検討します。

(３)コミュニティ・クラブ活動の環境整備

【取組の視点】

Ÿ 伊達市の検証から、「何をしにこの地域に移住するか」「移住後どのような生活を送るか」など、

移住の目的や活躍の場の提供が重要であり、圏域内の充実した活動基盤を活かし「アクティブ

な生活を送ることができる地域」として発信するため、移住者も含めた住民が圏域内において、

趣味・生涯学習・文化・スポーツ・市民活動など、様々な団体活動に参加しやすい仕組みづく

りを検討します。

【地域資源】
Ÿ 伊達市において「健康カラオケ」「健康ポイントカード」事業といった特徴のある独自の健康づく

り活動を展開している。
Ÿ 大学の公開講座など生涯学習、各種文化・スポーツ施設や団体、市民活動センターなど、地域・社

会参加に係る活動基盤やメニューが充実している。

【伊達ウェルシーランド構想の検証】
Ÿ 移住する目的、活躍できる場の提供が重要だが、単独自治体では選択の幅が限られる。
Ÿ 地域・社会参加のきっかけとなるコミュニティ活動において、既存組織のメンバーの固定化や情報

の不足などから、参加が進まない・継続しない傾向にある。
Ÿ 地域・社会参加がうまくいかない理由で、移住してもまた出身地に戻るケースも見られる。

【移住意向調査】
Ÿ 移住先での余暇時間の使い方について、「自然環境の中でのスポーツ・アクティブ活動」の回答が

最も高い。

各種調査結果まとめ

（当面の取組）

Ø 伊達市において、平成 29 年度より、趣味・生涯学習・文化・スポーツ・市民活動

など各種団体・クラブ・サークル活動の情報発信・相談支援を行う専属人材を配

置し、活動の掘り起こしや参加しやすい仕組みづくりなど、試行的に実施

Ø 各市町の団体・クラブ・サークル活動の情報を伊達市に集約し、圏域全体での情

報発信や広域で活動に参加しやすい仕組みを検討
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(４) 就労の場の提供

【取組の視点】

Ÿ 退職を機に移住を考える場合においても、移住先での就労意向は高いことが想定され、移住相

談会などでも仕事に関する相談が多く、圏域の幅広い産業を活かした就労の場を PR するとと

もに、個々のニーズに合ったきめ細やかな対応・マッチングの取組を検討します。

Ÿ パートなど補助的な就労意向が高い回答であり、生活のための就労に限らず、個人の経験やス

キルを活かし、ボランティアなど生きがいづくりや社会参加促進の視点も取り入れた取組を検

討します。

(５)公共交通の利便性向上

【取組の視点】

Ÿ 圏域内においては、通院や買い物など機能が集積する市町への移動が日常的にあり、自家用車

での生活に慣れない都市部からの移住者をはじめ、住民生活において必要な各市町間をつなぐ

公共交通の利便性向上に向けた取組について検討します。

【地域資源】
Ÿ ものづくり産業、観光業、農水畜産業、医療福祉産業など、多種多様な特色ある産業が集積してい

る。

【移住意向調査】
Ÿ 移住を考えるタイミングについて、「定年退職」「早期退職」の回答が約 6割
Ÿ 移住先での就労意向について、「働かない」の回答が約２割に対し、「パートタイム」約４割「フル

タイム」約３割、計７割の回答

各種調査結果まとめ

【地域資源】
Ÿ 各市町間をつなぐ公共交通は主にバス路線であるが、利便性が高いとは言えない。

【伊達ウェルシーランド構想の検証】
Ÿ 都市部の移住者は自家用車での生活を嫌がる傾向である。
Ÿ 室蘭市に通院する人も多く、各市町間をつなぐ公共交通の利便性の向上が求められる。

【移住意向調査】
Ÿ 移住の際に必要な情報は、交通の利便性が 4番目に高い。（買い物拠点、住宅情報、医療環境に次

ぐ）

各種調査結果まとめ



21

(６) 広域コンシェルジュサービス（移住前後の総合窓口）

【取組の視点】

Ÿ 意向調査でも「総合窓口」を求める回答が最も高く、6市町の情報を集約し、多様な暮らし方

ができる圏域としての魅力発信、ちょっと暮らしの連携による滞在日数増など、広域連携のメ

リットを最大限活かすため、各市町の担当者間における横の連携に加え、西いぶり圏域として

のワンストップ窓口の設置を検討します。

Ÿ 移住者の多様なライフスタイルに合わせたきめ細やかな対応、体験者への定期的なフォローな

ど、柔軟性や継続性のあるサービスを提供するには、行政だけでなく民間と連携した取組が必

要であり、移住者と行政をつなぐ役割を担う民間団体（NPO法人など）の育成を目指します。

Ÿ 将来的には、圏域の情報発信・PRのほか、住まい・仕事の相談、クラブ活動の紹介、観光案内

などを総合的に行う広域コンシェルジュサービスの実現を目指します。

【地域資源】
Ÿ 各市町にワンストップ窓口が設置されているが、連携した相談体制や仕組みづくりには至っていな

い。

【伊達ウェルシーランド構想の検証】
Ÿ きめ細やかな対応、地域とのコミュニケーションづくりを図ったことが満足度向上、リピーター獲

得につながる。
Ÿ きめ細やかな対応の一方で、休日対応含め職員の負担増

【移住意向調査】
Ÿ 移住意向があるとの回答中、「移住先として西いぶり地域を考える」の回答は約 3割にとどまる。
Ÿ 移住に必要な支援について、「何でも相談できる総合窓口」の回答が最も高い。
Ÿ 移住に必要な情報について、「日常の買い物拠点」「住宅情報」の回答が高い。

各種調査結果まとめ

（当面の取組）

Ø 伊達市において、平成 29年度からコミュニティ・クラブ活動に関する専属人材を

配置する中で、試行的に、西いぶり圏域全体の移住相談窓口として対応します。

Ø 各市町において、ちょっと暮らしなど移住に関する情報を伊達市に集約し、伊達

市は移住体験・希望者から相談があった場合、各市町に紹介する体制をつくると

ともに、圏域としての情報発信の内容や手法を検討します。

Ø 広域コンシェルジュサービスは、構想の中でも特に重要な機能であり、総合戦略

の推進期間である平成 31 年度の体制整備を目標とし、その後、段階的にサービ

ス・機能の充実に向けて取組を進めます。
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【広域コンシェルジュサービスのイメージ】

［平成 29年度］

平成 31年度を目標に目指す姿
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第５ 西いぶり「生涯活躍のまち」構想の推進にあたって

西いぶり「生涯活躍のまち」構想の目的である、アクティブシニアをはじめとする多世代の移住

を実現するためには、各市町が有する資源を活かし、多様な暮らし方ができる地域としての魅力を

高め、発信することが重要であり、各市町間の連携強化はもちろん、行政と民間が一層連携し取組

を進める必要があります。

今後については、全国的にも事例が少ない広域連携による構想の推進に向けて、当面は広域コン

シェルジュサービスの体制整備を進めるほか、住居や就労など他の分野の取組についても、西いぶ

り「生涯活躍のまち」構想推進協議会を中心に、各分野の関係団体や民間事業者を交え協議を進め

る中で、具体的な事業やスケジュールを検討し、取組を推進していきます。



西いぶり「生涯活躍のまち」構想

西いぶり「生涯活躍のまち」構想推進協議会

事務局：室蘭市企画財政部企画課

伊達市企画財政部企画課


