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浦幌町地域おこし協力隊コーディネート業務委託に係るプロポーザル実施要項 

 

公表日 平成25年８月15日（水） 

 

１ 事業の背景・目的 

人口減少や高齢化等の進行が著しい浦幌町においては、地域力の維持・強化を図るために、

担い手となる人材の確保が特に重要な課題となっています。 

このため、浦幌町では、総務省の地域おこし協力隊推進要綱（平成21年３月31日付総行応

第38号総務事務次官通知）に基づき、浦幌町地域おこし協力隊（以下「地域おこし協力隊」

という。）を設置、３大都市圏をはじめとする都市地域等から人材を積極的に誘致し、その

定住・定着を図るとともに、本町における地域の課題やニーズの解決に向けた活動等に従事

してもらい、地域の活性化等を進めることとしています。 

本業務は、地域おこし協力隊員の活動に必要な活動プログラムの作成、各種のコーディネ

ート業務を委託し、地域おこし協力隊事業を円滑に運営することを目的としています。 

 

２ 業務概要 

 (１) 業務名 

浦幌町地域おこし協力隊コーディネート業務 

 (２) 業務内容 

別添１「浦幌町地域おこし協力隊コーディネート業務委託仕様書（以下「仕様書」と

いう。）」のとおりとします。 

 (３) 履行期間 

    契約の日から平成26年３月31日まで 

 (４) 委託料の提案上限額 

2,750,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

    ※詳細は、仕様書を参照願います。 

 

３ プロポーザル方式の採用の理由 

本業務は、総務省が実施する地域おこし協力隊事業に関する知識を有し、地域おこし協力

隊員の活動が円滑に行えるよう、関係する各機関や住民等との調整等も含め、活動の全体を

コーディネートするなど、地域おこし協力隊事業の適切な運用が重要であり、価格のみの競

争では、本業務の目的を達成できないため。 

 

４ 事業の全体スケジュール及び受注者決定までの事務手順 

平成25年８月15日（木） 実施要項等の閲覧、配布及び浦幌町ホームページによる公表開

始、質問書の受付開始 

  平成25年８月29日（木） 参加表明書兼誓約書の提出期限 

平成25年８月30日（金） 参加資格確認結果の通知 

平成25年９月３日（火） 質問書の提出期限 

平成25年９月５日（木） 質問書に対する回答 
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平成25年９月12日（木） 企画提案書の提出期限 

平成25年９月17日（火） 企画提案書のプレゼンテーション予定日 

平成25年９月18日（水） 審査結果の通知 

平成25年９月20日（金） 契約締結予定日 

 

５ プロポーザルの方式 

公募型プロポーザル方式 

 

６ 参加資格 

プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。 

(１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定のいずれにも該当しな

い者であること。 

(２) 企画提案書の提出期限において、浦幌町の指名停止を受けていない者であること。 

(３) 浦幌町内に事務所・事業所等を有する者又は有しない者であっても、浦幌町の求めに

応じて、来訪することが可能である者であること。 

(５) 国税、都道府県民税、市町村税を滞納していない者であること。 

(６) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき、更正手続開始の申立てがなされてい

る者、又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき、再生手続開始の申立てがな

されている者でないこと。 

(７) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第２号の規定によるもの）に該当しない者であること。又は、暴力団の構成員、暴

力団の構成員でなくなった日から５年を経過していない者が経営、運営に関係しない者

であること。 

 

７ 参加表明書兼誓約書の提出 

プロポーザルに参加を希望する事業者は、次のとおり参加表明書兼誓約書を提出してくだ

さい。 

 (１) 提出書類 

    ア 参加表明書兼誓約書（様式１） 

イ 定款 

ウ 履歴事項全部証明書 

エ 計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）又は

有価証券報告書（過去３期分） 

オ 国税（法人税及び消費税）に係る納税証明書 

カ 本店所在地の都道府県税に係る納税証明書（法人都道府県民税、事業税及び不動

産取得税） 

キ 本店所在地の市町村税に係る納税証明書（法人市町民税、固定資産税及び都市計

画税） 

※イからキは、複写可。 
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 (２) 提出期限・方法 

平成25年８月29日（木）までに「15 お問い合わせ先及び参加表明書兼誓約書、企画

提案書の提出先」へ持参（土曜日、日曜日、祝日を除く午前８時30分から午後５時15分

まで）又は郵送してください。 

 (３) 参加資格の審査 

提出された参加表明書兼誓約書が参加資格要件に該当するか確認を行い、審査結果を

通知します。 

 

８ 質問書の受付 

 (１) 提出書類 

    質問書（様式２） 

 (２) 提出期限・方法 

平成25年９月３日（火）までに「15 お問い合わせ先及び参加表明書兼誓約書、企画

提案書の提出先」へ持参（土曜日、日曜日、祝日を除く午前８時30分から午後５時15分

まで）、郵送、電子メール又はファクスにより提出を受け付けます。なお、電子メール

又はファクスの場合は、電話連絡の上、送信してください。 

 (３) 回答方法 

質問者に直接又はファクス若しくは電子メールのいずれかの方法により回答します。

質問及びその回答は、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あると浦幌町が認めるものを除き、浦幌町のホームページでも公開します。 

 

９ 企画提案書の提出 

 (１) 提出書類 

ア 企画提案提出書（様式３） 

    イ 活動プログラム計画書（様式４） 

    ウ 委託費見積内訳書（様式５） 

    エ その他参考となる資料（任意様式） 

      次の項目を盛り込んで提案してください（審査基準も参考としてください）。 

① 業務の実施体制 

本業務の実施にあたっての実施体制（配置人数・管理体制）を提案するこ

と。 

② 業務の理解度 

事業の目的と地域おこし協力隊の制度を踏まえ、提案事項を実施するにあ

たっての取り組み方針・考え方を記載すること。 

③ 業務実施計画 

本業務を実施するための作業項目及び実施スケジュールを提案すること。 

      ④ 業務実績等 

他自治体等での業務実績や本業務について貴社の有する特徴をどのように

活かすのかを記載すること。 

⑤ 隊員の活動支援等の内容 
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隊員の活動支援の内容、活動状況及び成果の情報発信の方法、活動終了後

の定住に向けた支援の取組内容など、業務の実施内容を具体に記載すること。 

 (２) 提出部数 

    ２部（正本１部、副本１部） 

 (３) 提出期限・方法 

平成25年９月12日（木）までに「15 お問い合わせ先及び参加表明書兼誓約書、企画

提案書の提出先」へ持参（土曜日、日曜日、祝日を除く午前８時30分から午後５時15分

まで）又は郵送により提出してください。 

 

10 提案に当たっての留意事項 

 (１) 失格又は無効 

次のいずれかに該当する場合は、失格又は無効とします。 

    ア 提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合 

イ 提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合 

ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

エ 本実施要項に違反すると認められる場合 

オ その他、浦幌町が指示した事項に違反した場合 

 (２) 複数提案の禁止 

同一事業者が複数の提案を提出することができません。 

 (３) 企画提案書の再提出 

提出された企画提案書は、誤字・脱字等軽微なものを除き、変更、差し替え若しくは

再提出は、認められません。 

 (４) 参加辞退 

参加表明書兼誓約書の提出後に参加を辞退する場合は、辞退届（様式６）を提出して

ください。 

 (５) その他 

提案事業者は、参加表明書兼誓約書の提出をもって実施要項等の内容に同意したもの

とみなします。 

 

11 審査方法及び審査基準 

 (１) 審査方法 

浦幌町プロポーザル方式等に関する実施要領（平成24年浦幌町告示第64号）第６条に

規定する選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、企画提案書、プレゼン

テーション及びヒアリングについて、審査基準に基づき評価し、選定委員会委員全員の

評価点の合計が最も高い企画提案を行った事業者を当該契約の相手方となるべき候補者

（以下「受託候補者」という。）として特定します。ただし、提出された全ての提案が

基準（評価点の合計が満点の10分の６）を満たさないと判断した場合は、受託候補者を

特定しない場合があります。 

なお、評価点の合計が同じ場合は、抽選により受託候補者を決定します。 

 (２) 審査基準 
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別添２「浦幌町地域おこし協力隊コーディネート業務審査基準」のとおりとします。 

 (３) プレゼンテーション及びヒアリングの開催日時・場所等 

ア 実施内容 企画提案説明に30分、質疑応答に30分とします。ただし、選定委員会

委員から時間延長の指示があれば、時間延長をすることがあります。 

イ 開催日時 平成25年９月17日（火）を予定しています。正式な日程は、確定次第

通知します。 

ウ 開催場所 浦幌町役場庁舎（詳細は、後日お知らせします） 

 (４) 審査結果の通知等 

審査結果は、(１)による受託候補者の選定後、速やかに提案事業者に文書で通知しま

す。 

 

12 契約等 

浦幌町は、受託候補者から見積書を徴し、その内容について受託候補者と協議を行い、確

定させた上で随意契約により委託契約を締結します。 

なお、協議が整わない場合又は受託候補者が契約を辞退した場合は、審査結果において評

価が次点の事業者と協議を行います。 

 

13 提案書の公開等 

事業者から提出された提案書の著作権は、提案事業者に帰属します。ただし、浦幌町は、

選定結果の公表に必要な場合、その他浦幌町が必要と認める場合は、提案書の全部又は一部

を無償で使用できるものとします。また、提案書は、理由の如何を問わず返却致しません。 

なお、提案書は、浦幌町情報公開条例（平成13年浦幌町条例第19号）に基づき、公開する

ことがあります。ただし、提案事業者の正当な利益を害するおそれがある部分等については、

非公開とします。  

 

14 提案に係る費用の負担に関する事項 

提案書の作成、提出その他の提案に係る一切の費用は、すべて提案事業者の負担とします。 

 

15 お問い合わせ先及び参加表明書兼誓約書、企画提案書の提出先 

  浦幌町役場まちづくり政策課まちづくり推進係 

  〒089-5692 十勝郡浦幌町字桜町15番地６ 

  TEL 015-576-2112 ／ FAX 015-576-2519 ／ E-mail mati@urahoro.jp 

 

【参考資料】 

資料１ 総務省の地域おこし協力隊推進要綱（平成21年３月31日付総行応第38号総務事務次 

官通知） 

資料２ 浦幌町地域おこし協力隊設置要綱（平成25年浦幌町告示第53号） 

資料３ 浦幌町地域おこし協力隊（定住促進等担当）募集要項 

資料４ 地域おこし協力隊業務従事日誌（案） 

資料５ 地域おこし協力隊月次活動状況報告書（案） 
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浦幌町地域おこし協力隊コーディネート業務委託仕様書 

 

本仕様書は、浦幌町が発注する「浦幌町地域おこし協力隊コーディネート業務」の委託業務

内容等、必要な事項を定めるものとします。 

なお、本仕様書に明記されていない業務でも、事業の目的を達成するために、効果的な取り

組みであると認められるものは、委託料の提案上限額の範囲内で追加提案をすることが可能で

す。 

 

１ 委託業務名 

浦幌町地域おこし協力隊コーディネート業務 

 

２ 地域おこし協力隊員の数 

  ２名 

 

３ 地域おこし協力隊員の任用開始予定日 

(１) 平成25年10月１日 １名 

 (２) 平成26年１月１日 １名 

 

４ 地域おこし協力隊の活動 

地域おこし協力隊の活動は、浦幌町地域おこし協力隊設置要綱（平成25年４月24日告示第

53号）に定める活動を基本とし、主に次の活動に従事していただきます。 

 (１) 浦幌町内における雇用機会の新規創出等、定住を促進する活動 

(２) うらほろスタイル推進地域協議会が取組む事業の推進に必要な活動 

※平成25年度は、浦幌町の産業構造を理解するために、地域産業（主に１次産業）に従事

していただく予定であり、それに沿った活動プログラムを作成願います（資料３「浦幌

町地域おこし協力隊（定住促進等担当）募集要項」も参照してください）。 

 

５ 委託業務の内容 

 (１) 地域おこし協力隊員（以下「隊員」という。）の活動プログラムの策定等に関する業務 

ア 隊員の活動プログラムの作成を行うこと。 

イ 地域おこし協力隊の活動開始前に、隊員へ事業の詳細、役割・心構えなどの説明を

行うこと。 

(２) 隊員の活動の調整、指導及び支援に関する業務 

ア 隊員の活動が円滑に行えるよう、関係する各機関や住民等との調整等を行うこと。 

イ 隊員の活動の現状を把握し、必要な指導・支援を行うこと。 

ウ 隊員の活動中における事故等に対応するため、賠償責任保険（個人賠：１億円）及

び傷害保険（死亡・後遺障害：１億円、入院（日額）：１万円、通院（日額）：５千円）

に加入すること。 

エ 活動用車両（普通乗用車で任意保険等車両維持に係る経費を含む。隊員１人に１台）

の借上げを行うこと。 
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オ 活動用ノートパソコン（必要なオペレーティングシステム及びソフトウェアがイン

ストールされていること、隊員１人に１台）の借上げを行うこと。 

カ 活動用スマートフォン（隊員１人に１台）の借上げを行うこと。 

キ 活動に必要となる物品等を購入すること。 

ク 上記に係る経費（活動用車両燃料費を含む。）の支払いを行うこと。 

(３) 隊員の活動実績のとりまとめ及び広報・情報発信に関する業務 

ア 隊員の活動実績のとりまとめを行うこと。 

イ 隊員の活動状況の情報発信（町広報誌、特設サイト（フェイスブック、ツイッター

等））に関する支援を行うこと。 

(４) 隊員に対する研修、生活及び定住のための支援に関する業務 

ア 隊員の活動に資する研修を行うこと。また、国・北海道等が実施する研修に参加さ

せ、その参加経費を支払うこと。 

イ 隊員が浦幌町で生活するための住居確保及び経費（月額10,000円／人を限度とし、

超過分は隊員が負担するものとする）を支払うこと。 

ウ 地域との交流会等の機会を確保すること。 

エ 地域おこし協力隊の活動を終了した後も定住・定着できるよう、生活支援・就労支

援等を行うこと。 

(５) 報告書の作成及び提出に関する業務 

(６) その他本事業の円滑な運営に関する業務 
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６ 委託の対象となる経費の限度額等 

項  目 内  容 

Ａ 直接人件費 業務処理に従事する者の人件費（提案限度額：646,300円以内） 

Ｂ 直接経費 

本仕様書で指定した経費等（提案限度額：1,281,000円以内） 

① 活動用車両借上費（２台分） 

② 活動用車両燃料費（２台分） 

③ 活動用ノートパソコン等借上費（２台分） 

④ 活動用スマートフォン借上費（２台分） 

⑤ 研修等参加旅費（２名分） 

⑥ 賠償責任保険及び傷害保険加入料（２名分） 

⑦ 活動・事業内容広告費（２名分） 

⑧ 住居費（２名分・90,000円以内） 

⑨ その他の物品等 

Ｃ その他の原価 Ａ×20％／（１－20％） 

Ｄ 一般管理費等 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×20％／（１－20％） 

Ｅ 消費税 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）×５％ 

※「Ｂ 直接経費」は、受託者の責に帰することのできない不可抗力により、業務の一部を

実施できなかった場合、受託者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を

委託料から減額することができるものとします（「Ｂ 直接経費」は、一部、概算払いを行

います）。 

 

７ 委託業務実施の条件 

(１) 提出された企画提案書に基づき、受託者は実施内容を委託者と協議の上、実施計画書

を作成して業務を行うこととします。 

(２) 本業務の全部を再委託することを禁止します。ただし、業務の一部について再委託を

行う場合は、浦幌町と協議し承認を得ることとします。 

(３) 本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、浦幌町と受託者で協議

の上、決定します。 

(４) 受託者は浦幌町に対して、業務の執行状況等について報告し、打ち合わせを行うなど、

浦幌町と情報共有を図りながら、連絡を密にして遂行するものとします。 

(５) 受託者は、本業務（再委託した場合を含む）を履行する上で個人情報を取り扱う場合

は、浦幌町個人情報保護条例（平成13年浦幌町条例第20号）の規定を遵守することとし

ます。 

 (６) 本業務に関して収集された情報、版権及び著作権は、委託者に帰属します。 

 

 



（別添２） 
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浦幌町地域おこし協力隊コーディネート業務審査基準 
 

１ 評価項目、視点及び配点 

  評価項目、評価の視点及び配点を次のとおり設定します。 

 配点 評価項目 評価の視点 

業務の実施体制 10 10 
配置人数・ 

体制 
本業務実施に必要な人員体制・配置となっているか。 

提案内容 80 

15 
活動プログ

ラム 
実現可能な活動プログラムが計画されているか。 

15 見積額 必要経費がすべて計上され、積算に妥当性があるか。 

15 
業務の理解 

度 

業務の目的及び内容を的確に把握・理解し、浦幌町の方

針に沿う提案内容となっているか。 

10 
業務実施計 

画 

必要な作業内容が具体的に整理され、妥当な工程計画と

なっているか。 

10 企業の実績 本業務を遂行できる業務実績を有しているか。 

15 提案力 
地域おこし協力隊の事業が円滑に運営できる提案となっ

ているか。 

プレゼンテーシ

ョン能力等 
10 

5 
資料作成能 

力等 

説明内容が整理され、分かりやすい資料が作成されてい

るか。的確な受け答え、質疑応答がされているか。 

5 意欲 取組意欲を強く感じられるか。 

計 100   

 

２ 各評価項目の評価ランク及び係数 

(１) ＡからＦまでの６段階評価とします。６段階評価の目安とし、浦幌町で想定している一般的な提

案は、Ｃ評価とします。 

(２) 各評価項目の配点に、評価係数を乗じて得た額を評価点とします。 

評価ランク 評価視点 評価係数 

Ａ 非常に優れている／高度の能力を有している 1.0 

Ｂ 優れている／充分な能力を有している 0.8 

Ｃ 平均的である（浦幌町の想定する提案） 0.6 

Ｄ やや劣っている／能力が若干乏しい 0.4 

Ｅ 非常に劣っている／任せることが不安 0.2 

Ｆ 内容がない（記述がない） 0.0 

 



（資料１） 
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地域おこし協力隊推進要綱 

 

第１ 趣旨 

人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域力の維持・強化を図るためには、担

い手となる人材の確保が特に重要な課題となっている。  

一方、生活の質や豊かさへの志向の高まりを背景として、豊かな自然環境や歴史、文化等に

恵まれた地域で生活することや地域社会へ貢献することについて、いわゆる「団塊の世代」の

みならず、若年層を含め、都市住民のニーズが高まっていることが指摘されるようになってい

る。  

 人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定

住・定着を図ることは、都市住民のニーズに応えながら、地域力の維持・強化にも資する取組

であり、有効な方策と考えられる。 

 このようなことを踏まえ、総務省として、第２以下に掲げる取組（以下「地域おこし協力隊」

という。）の積極的な推進を図るものである。  

 

第２ 事業概要  

地方自治体が都市住民を受け入れ、地域おこし協力隊員として委嘱し、一定期間以上、農林

漁業の応援、水源保全・監視活動、住民の生活支援などの各種の地域協力活動に従事してもら

いながら、当該地域への定住・定着を図る取組について、地方自治体が意欲的・積極的に取り

組むことができるよう、総務省として必要な支援を行う。 

 

(１) 地域おこし協力隊員  

地域おこし協力隊員は、おおむね１年以上３年以下の期間、地方自治体の委嘱を受け、地

域で生活し、農林漁業の応援、水源保全・監視活動、住民の生活支援などの各種の地域協力

活動に従事する者をいう。  

 

(２) 地方自治体  

地方自治体は、設置要綱等を策定した上で広報・募集等を行い、地域おこし協力隊員とす

る者を決定し、当該者を地域おこし協力隊員として委嘱し地域協力活動に従事させる。また、

事業実施にあたっては、全国的な地域づくり推進組織、NPO 法人や大学等と連携することが

望ましい。  

 

(３) 総務省  

総務省は、地域おこし協力隊の推進に取り組む地方自治体に対して、別添のとおり必要な

財政上の支援を行うほか、都市住民の受入れの先進事例・優良事例の調査や、これらの事例

の地方自治体への情報提供等を行う。  
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第３ 対象  

(１) 「地域おこし協力隊員」  

この要綱における「地域おこし協力隊員」とは、以下に該当する者をいう。  

① 地方自治体から、委嘱状の交付等による委嘱を受け、地域協力活動に従事する者であ

ること。  

② ①の委嘱に当たり、地方自治体が、その対象者及び従事する地域協力活動の内容等を

広報誌、ホームページ等で公表していること。  

③ 地域協力活動を行う期間は、おおむね１年以上３年以下であること。  

④ 生活の拠点を３大都市圏をはじめとする都市地域等から過疎、山村、離島、半島等の

地域に移し、住民票を移動させた者であること。したがって、同一市町村内において移

動した者及び委嘱を受ける前に既に当該地域に定住・定着している者（既に住民票の移

動が行われている者等）については、原則として含まないものであること。ただし、

「地域おこし協力隊員」であった者（同一地域における活動２年以上、かつ解嘱１年以

内）で、３大都市圏外の全ての市町村及び３大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を

移し、住民票を移動させた者は含めることとする。  

なお、委嘱の方法、期間、名称等は、地域の実情に応じて弾力的に対応することで差

し支えない。  

 

(２) 「地域協力活動」  

この要綱における「地域協力活動」とは、地域力の維持・強化に資する活動をいい、おお

むね次に例示するものとするが、その具体的内容は、個々人の能力や適性及び各地域の実情

に応じ、地方自治体が自主的な判断で決定するものである。  

 

(地域協力活動の例) 

・ 地域おこしの支援（地域行事やイベントの応援、伝統芸能や祭の復活、地域ブランドや

地場産品の開発・販売・プロモーション、空き店舗活用など商店街活性化、都市との交流

事業・教育交流事業の応援、移住者受け入れ促進、地域メディアなどを使った情報発信 

等）  

・ 農林水産業従事（農作業支援、耕作放棄地再生、畜産業支援 等）  

・ 水源保全・監視活動（水源地の整備・清掃活動 等）  

・ 環境保全活動（不法投棄パトロール、道路の清掃 等）  

・ 住民の生活支援(見守りサービス、通院･買物のサポート 等）  

・ その他（健康づくり支援、野生鳥獣の保護管理、有形民俗資料保存、婚活イベント開催 

等）  
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第４ その他事業推進にあたっての留意事項  

(１) 地方自治体は、地域おこし協力隊員の活動が円滑に実施されるよう、複数人の受け入れ

を同時に行うとともに、地域おこし協力隊員が地域協力活動を終了した後も定住・定着で

きるよう地域おこし協力隊員に対する生活支援・就職支援等を同時に進めることが望まし

いこと。  

(２) 地方自治体は、地域おこし協力隊員の意向を尊重し、関係する各機関や住民等とも必要

な調整等を行ったうえ、あらかじめ地域協力活動の年間プログラムを作成し、地域協力活

動の全体をコーディネートするなど、責任をもって地域おこし協力隊員を受け入れること。

また、地域おこし協力隊員の活動が円滑に実施されるよう、必要な研修の実施、地域との

交流の機会の確保など必要な配慮を行うこと。  

(３) 地域おこし協力隊は、地方自治体が自主的・主体的に取り組むものであり、総務省はそ

の取組実績を事後的に調査のうえ財政上の支援措置を講じるものであること。したがって、

国に対する事前の申請等の特段の行為を要しないものであること。 
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（別添）  

 

「地域おこし協力隊」の推進に向けた財政措置について 

 

地方自治体が、本要綱に基づき地域おこし協力隊に取り組む場合の財政支援については、地

域おこし協力隊員の募集等に要する経費については地域おこし協力隊員を募集する地方自治体

あたり２００万円上限、地域おこし協力隊員の活動に要する経費については地域おこし協力隊

員１人あたり４００万円上限（うち報償費等については２００万円上限、報償費等以外の活動

に要する経費については２００万円上限）の特別交付税措置を講じることとしている。  

 

【必要経費の例】  

○地域おこし協力隊員の募集等に要する経費  

・都市部における募集・PR 費  

・現地説明会や試験的な地域おこし活動（短期間の地域おこし協力活動など）に要する経 

 費 

・職員旅費  

・各種コーディネートを実施する NPO 法人等に対する委託費等  

○地域おこし協力隊員の活動に要する経費  

・報償費等 

・住居、活動用車両の借上費 

・活動旅費等移動に要する経費 

・作業道具・消耗品等に要する経費  

・関係者間の調整・意見交換会等に要する事務的な経費  

・隊員の研修受講に要する経費  

・定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費  

・定住に向けて必要となる環境整備に要する経費  

・外部アドバイザーの招へいに要する経費等 



（資料２） 
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浦幌町地域おこし協力隊設置要綱 

 

平成25年４月24日告示第53号 

 

浦幌町地域おこし協力隊設置要綱を次のように定め、平成25年５月１日から適

用する。 

 

 (設置) 

第１条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を本町に

誘致し、その定住及び定着を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、

地域おこし協力隊推進要綱（平成21年３月31日付総行応第38号総務事務次官通

知）に基づき、浦幌町地域おこし協力隊（以下「地域おこし協力隊」という。）

を設置する。 

(地域おこし協力隊の活動) 

第２条 地域おこし協力隊は、次の各号に掲げる活動（以下「地域協力活動」とい

う。）を行う。 

 (１)  地域おこし活動（地域の課題やニーズの解決に向けた活動、地域行事や

イベントに関する活動、集落の維持活性化に関する活動等） 

(２) 地域産業の振興に関する活動 

(３) 地域間交流及び移住促進に関する活動 

 (４) 地域の情報発信に関する活動 

 (５) 観光の振興、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発に関する活動 

(６) その他町長が必要と認める活動 

 (委嘱) 

第３条 地域おこし協力隊の隊員（以下「隊員」という。）は、次の要件を全て満

たす者のうちから、町長が委嘱する。 

(１) 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条に規定する欠格事項に該当

しない者 

(２) 三大都市圏をはじめとする都市地域等から生活の拠点を浦幌町（以下

「町」という。）へ移し、住民票を異動させる者（委嘱される前に既に町内

に定住又は定着している者を除く。） 

(３) 心身ともに健康で、地域協力活動に意欲と情熱があり、積極的に活動で

きる者 

 (委嘱期間) 

第４条 隊員の委嘱期間は、１年とし、最長３年まで延長することができるものと

する。 

２ 前項の規定により委嘱を延長する場合には、１年ごとに委嘱期間を延長するも

のとする。 

 (身分及び報償等) 

第５条 隊員は、町の委嘱を受け、地域協力活動の対価として、報償費の支給を受
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けるものとする。ただし、町との雇用契約は存在しないものとする。 

２ 隊員の報償は、月額16万6,000円とし、その支給方法は、次のとおりとする。 

(１) 報償の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関す

る法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日

に当たるときは、繰上げ支給することができる。 

(２) 町長は、災害その他特別の事情により必要と認めるときは、前号に規定

する支給日を変更することができる。 

 (地域協力活動に関する経費) 

第６条 町長は、地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給するものとする。 

２ 隊員が地域協力活動のために出張したときは、浦幌町職員の旅費に関する条例

（昭和41年条例第33号）の例により旅費を支給するものとする。 

 (手当等) 

第７条 町長は、隊員に手当の支給を行わない。ただし、隊員の住居に関する費用

を予算の範囲内で負担するものとする。 

 (地域協力活動の時間) 

第８条 隊員の地域協力活動の時間は、週当たり38時間45分を基本とする。 

 (地域協力活動報告) 

第９条 隊員は、必要に応じて町長に地域協力活動報告を行わなければならない。 

 (解任) 

第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任するこ

とができる。 

 (１) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

(２) 心身の故障のため、地域協力活動遂行に支障があり、又はこれに堪えな

いとき。 

(３) 隊員本人から退任の願い出があったとき。 

(４) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。 

(５) 予算の減少を生じたとき。 

 (身分証明書) 

第11条 隊員は、地域協力活動に従事するときは、身分証明書（別記様式）を常に

携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 (保険) 

第12条 町長は、隊員の活動中の事故等に対応するため、予算の範囲内で傷害保険

及び個人賠償責任保険に加入する。 

 (秘密の保持) 

第13条 隊員は、地域協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退

いた後も、同様とする。 

 (町の役割) 

第14条 町長は、隊員の行う地域協力活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事

項を行うものとする。 

 (１) 地域協力活動に関する総合調整 
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 (２) 配属先との調整及び住民への周知 

 (３) 地域協力活動終了後の定住支援 

 (４) その他地域協力活動に関して必要な事項 

(委任) 

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 



（資料３） 
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浦幌町地域おこし協力隊（定住促進等担当）募集要項 

 

浦幌町は、北海道十勝地方の南東

部にあり、帯広市と釧路市のほぼ中

間に位置しています。面積は、

729.64ｋ㎡で全国町村では、26番目

の広大な町土を有しています。地形

は比較的平坦で、町の中央部を北か

ら南に貫流する浦幌川には耕地が張

り付き、牧草地が地平線まで広がる

雄大な農村風景、さらに、全長22ｋ

ｍの海岸線を有する太平洋沿岸の広

大な風景等、極めて多様で豊かな自

然環境に恵まれた町です。基幹産業

は、農・林・水産業の一次産業が主

体で、人口は、5,460人（H22国勢調

査）となっています。平成22年には、

今後のまちづくりの方向性とその実

現のための基本目標を示す指針とし

て、「浦幌町第３期まちづくり計画

（計画期間：H23～H32）」を策定し、

持続可能な地域社会の形成に向け、

各種施策を展開しています。 

しかしながら、浦幌町においても、他の地方部の小規模自治体と同様に、若者の流出による

高齢化・過疎化の進行により、地域コミュニティの存続が危ぶまれています。このため、地域

力を向上させ、地域コミュニティの維持・増進を図っていくことや、雇用機会を創出し、若者

の定住を促進していくことが喫緊の課題となっています。 

 この課題を解決するために浦幌町では、地域住民と協力して過疎地域の活性化に取り組む

「地域おこし協力隊」の隊員を募集します。 

 

１ 募集人数 

２名 

２ 応募条件 

次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。 

(１) 年齢20歳以上、40歳以下の方（平成25年10月１日現在） 

(２) ３大都市圏または都市地域等（過疎、山村、離島、半島等の地域に該当しない市町村）

に在住し、採用決定後、浦幌町内に生活の拠点を移し、住民票を異動できる方 

(３) 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条に規定する欠格事項に該当しない方 

(４) 心身ともに健康で、過疎地域の地域おこし活動に意欲と情熱があり、地域住民ととも
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に積極的に活動できる方 

(５) 地域おこし協力隊の活動期間終了後も浦幌町内で就業・起業等を目指し、定住する意

思のある方 

 (６) 不規則（土日及び祝日、夜間等）な活動に対応できる方 

 (７) 普通自動車免許を有している方 

 (８) パソコン（ワード、エクセル、インターネットなど）の一般的な操作ができる方 

３ 活動内容 

地域おこし協力隊の活動は、浦幌町地域おこし協力隊設置要綱（平成25年４月24日告示第

53号）に定める活動を基本とし、主に次の活動に従事していただきます。 

 (１) 浦幌町内における雇用機会の新規創出等、定住を促進する活動 

(２) うらほろスタイル推進地域協議会が取組む事業の推進に必要な活動（参考ホームペー

ジアドレス：http://www.urahoro-style.jp/） 

※地域おこし協力隊の活動支援団体が活動プログラムを作成します。そのプログラムに沿っ

て活動をしていただきます。 

〔浦幌町地域おこし協力隊設置要綱抜粋〕 

第２条 地域おこし協力隊は、次の各号に掲げる活動（以下「地域協力活動」という。）

を行う。 

(１) 地域おこし活動（地域の課題やニーズの解決に向けた活動、地域行事やイベント

に関する活動、集落の維持活性化に関する活動等） 

(２) 地域産業の振興に関する活動 

(３) 地域間交流及び移住促進に関する活動 

(４) 地域の情報発信に関する活動 

(５) 観光の振興、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発に関する活動 

(６) その他町長が必要と認める活動 

４ 活動地域 

浦幌町内全域 

５ 報償費等 

報償費及び健康保険等の条件は、次のとおりです（地域おこし協力隊は、浦幌町の委嘱を

受け、その活動の対価として、報償費の支給を受けるものとし、町との雇用契約は存在しま

せん。このため、活動に支障がない範囲において、定住に向けた就業・起業等の活動や兼業

することが可能です）。 

 (１) 報償費（月額） 

 166,000円 

(２) 浦幌町との雇用契約は存在しないため、所得税、町道民税、国民健康保険税などの各

種税金及び年金保険料等は、各自で納付又はご負担いただきます。 

６ 委嘱期間 

(１) 平成25年10月１日から平成26年９月31日まで（１年単位で更新し、最長３年間（平成

28年９月31日まで）再任できるものとします）。 
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なお、応募者の都合により平成25年10月１日からの活動開始が難しい場合は、別途相

談に応じます。 

(２) 協力隊員としてふさわしくないと判断した場合等には、委嘱期間中であっても解任す

ることがあります。 

７ 活動日数及び活動時間、休暇日等 

(１) 週当たり38時間45分を基本とします。 

(２) 始業・終業時刻及び休日は、活動プログラムにより変動します。 

(３) 休暇 

    ア 年末年始休暇 12月31日から翌１月５日まで 

イ 特別休暇 職員の休暇に関する規則（平成７年浦幌町規則第４号）別表特別休暇

の例による。 

ウ 年次休暇 10日 

８ 地域おこし協力隊の活動等に対するサポート体制 

浦幌町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に行えるよう、関係する各機関や住民等との調

整等も含め、活動全体をコーディネートしたり、生活支援・就労支援等を行う業務を民間団

体に委託し、活動等に対する不安のないようサポート体制を整えています。 

９ 活動等に関する経費 

 次の活動等の経費は、予算の範囲において、浦幌町が負担します。 

(１) 活動に使用する車両の借上料及び燃料費（自家用車を所有している場合は、月額

20,000円を借上料（燃料代含む）として支給します） 

(２) 活動に使用するノートパソコンの借上料 

(３) 活動に使用するスマートフォンの借上料（スマートフォンを所有している場合は、月

額3,000円を借上料（通話・パケット代等含む）として支給します） 

 (４) 活動に必要となる消耗品等 

 (５) 活動に資する研修への参加旅費 

 (６) 活動内容や活動成果等を周知するための広告費 

 (７) 活動中における事故等に対応するための賠償責任保険及び傷害保険料 

(８) 浦幌町で生活するための住居確保に要する経費（月額10,000円を限度とし、超過分は

負担） 

10 応募手続等 

 (１) 応募受付期間 

 ア 第１次締切 平成25年６月28日（金） 

イ 最終締切  平成25年７月31日（水） 

※どちらの締切で応募いただいても、その後の選考日程への影響はありません。 

 (２) 提出書類 

ア 履歴書（市販のもので可、写真添付のこと） 

イ 活動目標レポート（1,000文字以内、Ａ４様式で書式自由） 

テーマ：地域資源を活用した産業・雇用創出について 
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ウ 住民票抄本 

※提出いただいた書類は、理由の如何を問わず返却致しません。 

 (３) 提出場所 

    浦幌町役場まちづくり政策課まちづくり推進係 

    〒089-5692 十勝郡浦幌町字桜町15番地６ 

    TEL 015-576-2112 ／ FAX 015-576-2519 ／ E-mail mati@urahoro.jp 

11 選考方法 

 (１) 第１次選考（書類選考） 

書類選考の上、結果を平成25年８月10日までに応募者全員に文書で通知します。 

(２) 第２次選考（面接選考） 

第１次選考合格者を対象に、浦幌町において面接選考を実施します。なお、日程等は

第１次選考結果の通知する際にお知らせします（８月23日（金）を予定）。 

 (３) 最終選考結果の報告 

最終選考結果は、平成25年８月末日までに、第２次選考受験者全員に文書で通知しま

す。なお、委嘱状の交付は、平成25年10月１日（火）を予定しています。 

12 その他 

(１) 募集に関する質問 

質問書（別記様式）により、郵送、電子メール又はファクスで受け付けます。なお、

電子メール又はファクスの場合は、電話連絡の上、送信してください（電話での質問は

受け付けません）。 

(２) 質問に対する回答 

質問者に直接又はファクス若しくは電子メールのいずれかの方法により回答します。 



（資料４）

　 ㊞隊員名　　　　　　　　　　

除　外 従　事
す　る し　た

開始 終了 開始 終了 時間数 時間数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

合計

地域おこし協力隊業務従事日誌（平成　年　月分）

従事時間帯
（24時間制で時刻入力）日

曜
日

具体的な作業内容

－21－



（資料５） 
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地域おこし協力隊月次活動状況報告書（平成 年 月分） 
 

隊 員 名  

コーディネート 

団 体 名 

 

 

活 動 状 況 

１ 実施した地域協力活動の内容を具体的に記載してくださ

い。 

 

 

 

２ 地域協力活動の感想（楽しみ・反省点等）等を記載してく

ださい。 

 

 

 

３ 地域の住民の方などと行ったコミュニケーションの内容及

び感想を記載してください。 

 

 

 

４ 地域協力活動を継続していく上での不安や心配事、悩み等

を記載してください。 

 

 

 

５ その他（気付いた点を自由に記載してください。） 

 


