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第１章 基本的な考え方 

１．目的・背景 

国では、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、

東京圏への過度の人口集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわ

たって活力ある日本社会を維持していくため、まち・ひと・しごと創生法を制定しました。 

浦幌町においても、少子高齢化の進展とともに生産年齢人口は減少傾向にあり、労働力の

減少や地域活力の低下、社会保障費の増加など様々な面での影響が懸念されています。これ

ら人口、経済、地域社会の課題に一体的に取り組むため、まち・ひと・しごと創生法第 10 条

第 1 項の規定に基づき、国及び北海道が策定するまち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案し

ながら、浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定します。 

 

２．国の「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の概要 

（１）第１期を踏まえた第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略の方針 

○第２期では、「継続は力なり」という姿勢を基本にし、地方創生の動きを更に加速させて

いく。 

○今後も一定の人口減少が進行していくと見込まれることから、生活・経済圏の維持・確

保や、生産性の向上などに取り組み、人口減少に適応した地域をつくる必要がある。 

○日本が抱える課題の解決に一体的に取り組み、『将来にわたって「活力ある地域社会」の

実現』と『「東京圏への一極集中」の是正』を共に目指す。 

○今後の地方創生には、域内外に関わらない地域の担い手参画と地域資源の活用ができる

環境づくりと、Society5.0※1の実現や持続可能な開発目標（SDGs）※2など新しい時代

の流れを力にするなど、横断的な目標を追加する。 

○第１期においては、まず、「しごと」を起点とし、地方の「しごと」が「ひと」を呼び、

「まち」を支えることを基本戦略としてきたが、現在の課題の解決に当たっては好循環

を確立する取組が求められていることから、地域の特性に応じて、「しごと」起点と合せ

て、「ひと」起点、「まち」起点という多様なアプローチを柔軟に行うことが重要である。 

  

                                                   
※1 Society5.0 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両

立する、新たな未来社会。 

※2 持続可能な開発目標（SDGs）（Sustainable Development Goals） 

2015年９月の国連サミットで採択された2030年を期限とする、先進国を含む国際社会全体の17の開発目標のこと。 
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（２）まち・ひと・しごとの創生に向けた政策５原則 

○地方においては、政策５原則に基づく地方の取組を実施することが望ましく、第１期に

掲げた内容を見直し、次の通りとする。 

 

１．自立性 地方公共団体・民間事業者・個人等の自立につながるような施策に取り組む。 

２．将来性 
施策が一過性の対症療法にとどまらず、将来に向かって構造的な問題に積極的に

取り組む。 

３．地域性 
地域の強みや魅力を活かし、その地域の実態に合った施策を自主的かつ主体的に

取り組む。 

４．総合性 
多様な主体との連携や、他の地域、施策との連携を進めるなど総合的な施策に取

り組み、その上で直接的に支援する施策に取り組む。 

５．結果重視 PDCA メカニズムの下に、具体的な数値目標を設定した上で施策に取り組む。 

 

（３）国の基本目標 

○『将来にわたって「活力ある地域社会」の実現』と『「東京圏への一極集中」の是正』を

共に目指すため、以下の通り４つの基本目標と２つの横断的な目標の下に取り組むこと

とする。 

 

基本目標 

基本目標１ 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

基本目標２ 地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる 

基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

基本目標４ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 

 

横断的な目標 

横断的な目標１ 多様な人材の活躍を推進する 

横断的な目標２ 新しい時代の流れを力にする 
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３．第２期北海道創生総合戦略の概要 

（１）めざす姿と取組の基本方針 

全国を上回るスピードで進行する人口減少は、本道が直面する最大のピンチである。 

北海道人口ビジョン（改訂版）で示す将来見通し「2040 年に 460 万人から 450 万人の

人口を維持する」との長期展望に立って、総合戦略がめざす姿と基本方針は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．基本認識の共有と全員参加 ４．民間との連携・協働 

２．市町村戦略との一体的推進 ５．分野横断的な政策展開・SDGs の推進 

３．札幌市との連携強化 ６．施策の重点化 

 

（２）総合戦略の枠組み 

総合戦略は、北海道の人口減少対策の中核として、重点的に展開する「重点戦略プロジェ

クト」、人口減少対策の総合的な対応を図る「基本戦略」、振興局が中心となって推進すべき

政策の基本方向を示す「地域戦略」の３つの戦略により構成する。 

 

（３）重点戦略プロジェクト設定の枠組み 

重点戦略プロジェクトは、「まち」「ひと」「しごと」の３つのプロジェクトのほか、その効

果を高める横断的な取組として２つのプロジェクトを設定し、重点的な展開を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

めざす姿 幅広い世代が集い、つながり、心豊かに暮らせる包容力のある北海道 

一人ひとりの 
希望をかなえる 

安心して暮らせる 
豊かな地域をつくる 

活力ある 
産業・雇用をつくる 

多様な連携により 
地域の活力をつくる 

取組の基本方針 

戦略推進の基本方針 

④「北海道らしい関係人口の創出・拡大」プロジェクト 
北海道を応援するあらゆる人たちの関わり・つながりの創出 

①「心豊かに・北海道暮らし」 
プロジェクト 

人口減少下でも心豊かに 

暮らせる地域づくり 

②「磨き高め輝く･北海道価値」 
プロジェクト 

多様な価値・魅力を活かした 

しごとづくり 

③「未来をけん引・北海道人」 
プロジェクト 

未来をけん引する人づくり 

⑤「北海道 Society5.0」プロジェクト 
未来技術による施策の効率化・効果の最大化 

地域に参加 

地域活活性化 

観光リピート 

消費拡大 
愛着・還流 
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（４）重点戦略プロジェクトの概要 

①「心豊かに・北海道暮らし」プロジェクト 

― 人口減少社会に適応した地域づくり ― 

長期的に続くことが見込まれる人口減少を見据え、今からその社会に適応し、その地域に

住み続けられるよう、行政サービスの維持、生活インフラの確保、買い物環境の整備など、

住民の「暮らし」の観点による地域づくりを進め、これまで以上の心豊かな北海道暮らしを

創出する。 

②「磨き高め輝く・北海道価値」プロジェクト 

― 食や観光を中核としたしごとづくり ― 

北海道が世界に誇る価値・魅力である食や観光は、更なる創意と工夫で、一層の高みに

押し上げられる潜在力を有している。これら貴重な資源を磨き、しごとを創造し稼ぐ力を

高め、本道経済を力強く輝かせる取組を進める。 

③「未来をけん引・北海道人」プロジェクト 

― 北海道をけん引する人づくり ― 

北海道創生は息の長い取組であり、当面の取組はもちろんのこと、中長期的にこれを支

える人材の育成が重要である。未来の北海道を創造する広い視野と挑戦への意欲・熱意を

備える人づくり、人生 100 年時代を見据え、あらゆる立場・世代の人づくりを進める。 

④「北海道らしい関係人口の創出・拡大」プロジェクト 

― ①～③に効果的に関わる関係人口の創出・拡大 ― 

道内を何度も訪れる多くの観光客、盛況を博す北海道物産展、ふるさと納税を通じた多

くのご支援など、北海道への関心・愛着・想いは、急速に人口減少が進む本道において、大

きな力となっている。こうした北海道への想いをしっかりと受け止め、暮らし・経済・人づ

くりの効果を高める力となるよう、北海道らしい関係人口の創出・拡大に向けた取組を進

める。 

⑤「北海道 Society5.0」プロジェクト 

― ①～③の施策を効率化し、効果を最大化 ― 

近年目覚ましい発展を遂げている情報通信技術等の未来技術は、人口減少を含め課題の

先進地であり、広域分散型の地域構造である北海道においてこそ、ピンチをチャンスに変

える力を持っている。北海道創生の次のステージに向け、Society 5.0 を見据えた取組を

進める。 
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（５）基本戦略の概要 

１．一人ひとりの希望がかない、誰もが活躍できる社会 

① 安心して産み育てられる環境の整備 

② 未来を担う子どもたちの成長を支える教

育環境の充実 

③ 若者、女性、高齢者、障がい者など多様な人

材の活躍 

２．人口減少下においても、幸せに暮らし続けることのできる社会 

① 将来を見据えたまちづくり 

② 健やかに暮らせる医療・福祉の充実 

③ 地域を支える持続的な交通ネットワーク

の構築 

④ 安全・安心な北海道づくり 

⑤ 地域を支える情報通信基盤の整備 

３．北海道の優位性・独自性を活かして経済・産業が活性化し、いきいきと働ける社会 

① 魅力ある食の国内外への展開 

② 農林水産業の持続的成長 

③ さらなる高みを目指した観光戦略の推進 

④ ものづくり産業をはじめ北海道の発展を

リードする産業の振興 

⑤ 地域経済を支える中小・小規模企業の振興 

⑥ 道外・海外からの投資促進 

⑦ 産業をけん引する人づくり 

⑧ 働き方改革の推進 

４．北海道に住みたくなる、戻りたくなる魅力にあふれた社会 

① 移住・定住の促進 

② 外国人材の受入拡大と共生 

③ 関係人口の創出・拡大 

④ 航空ネットワークや北海道新幹線等を活用

した新たな人の流れの創出 

⑤ スポーツによる地域の振興 

⑥ 北海道独自の歴史や文化の発信 

５．地域創生を支える多様な連携 

① 自治体間の広域的な連携の促進 

② 多様な主体との連携体制の構築 

③ 人口減少対策に関する札幌市との連携強化 

 

（６）地域戦略【十勝地域】 

①基本的方向 

日本有数の「食の拠点」として力強い農畜産業やＩＣＴ※3技術を活用した様々な取組な

ど、十勝の強みを最大限に活かした産業振興施策の展開により地域づくりを強力に推進す

るとともに、多様な人材が活躍できる環境づくりを支援し、地域を支える人づくりを進め

ることにより、担い手不足の解消や交流・関係人口の拡大に取り組む。 

②主な施策 

○「食の拠点」の機能強化による地域産業の振興 

○滞在型・周遊観光の推進 

○近未来技術の実用化及び先進分野の産業振興による地域活性化 

○多様な人材が活躍できる環境づくりと地域を支える人づくり 

                                                   
※3 ＩＣＴ（情報通信技術） 

「Information and Communication Technology」の略で、通信技術を活用したコミュニケーションを指す。 

情報処理だけではなく、「ヒトとヒト」や「ヒトとモノ」のそれぞれの間で情報や知識を共有することを意味する。 
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４．浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け 

（１）浦幌町人口ビジョンとの関係 

浦幌町の人口ビジョンで示した「総人口の推計結果（浦幌町独自仮定による推計）」を基に、

「総人口の将来展望」を実現するために実施する施策・事業を、数値目標とともに示すのが

浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略です。 

 

 

 

 

（２）浦幌町第 3 期まちづくり計画並びに第４期まちづくり計画との関係 

浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、人口減少問題対策に特化した施策・事業を数値

目標とともに示す計画であり、浦幌町第３期まちづくり計画に示されているまちづくりのテ

ーマや基本目標を基に策定しております。また、第４期まちづくり計画においても整合性を

図り策定されるものです。 

住民の意識や意向、各種団体などの意見や庁内各課における施策・事業を浦幌町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略に盛り込むとともに、次期まちづくり計画に反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5,710

5,174

4,660

4,139

3,644

3,170

2,698

5,710

5,174

4,744

4,397

4,094

3,806

3,503

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

平成32年

（2020年）

平成37年

（2025年）

平成42年

（2030年）

平成47年

（2035年）

平成52年

（2040年）

浦幌町独自仮定による推計（住民基本台帳）

推計人口

（人）

総人口の将来展望 

浦幌町人口ビジョン 浦幌町まち・ひと・しごと創生 
総合戦略 

浦幌町将来人口の 

推計結果 

「浦幌町人口ビジョン」に

おける人口現状分析によって

明らかになった人口構造や人

口減少の要因を基に、将来の

展望を実現するために必要な

施策・事業を体系的に整理し、

数値目標とともに示すのが

「浦幌町まち・ひと・しごと

創生総合戦略」 

浦幌町第３期まちづくり計画 
浦幌町第４期まちづくり計画 

浦幌町の将来像やまちづくりの目標を明確

にし、その目標の実現に向かって行動する

ための活動指針。町のすべての計画の基本

となる最上位計画。 

浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

人口減少問題対策を行うための施策・事業を

数値目標とともに示す計画。 

実施計画に 
反映 

人口減少問題
対策に特化し
た施策・事業 

まちづくりの
指針に整合 

人口減少対策の検討 

浦幌町人口ビジョン 

浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦

略 

まちづくりのテーマ 

基本目標 

基本構想の実現に 
向けた各種施策 

基本計画の実現に 
向けた具体的事業 
 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 
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（３）国・北海道の総合戦略との関係 

浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、国の第２期総合戦略で示されている基本方針

や今後の施策の方向を勘案し策定します。また、道が策定する総合戦略である「第２期北海

道創生総合戦略」を勘案して策定するとともに、第２期浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦

略における施策・事業の実施においては「第２期北海道創生総合戦略」で示される施策・事業

と連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．持続可能な開発目標への取り組み 

2015 年（平成 27 年）9 月の国連サミットでは、地球規模で進行する温暖化により、気温

や海水面の上昇をはじめ、異常気象の発生、生態系や農作物への影響など、深刻な事態が予測さ

れ、自然環境や生物多様性の保全、自然エネルギーの活用、低炭素型の社会経済システムの整備、

循環型社会の構築などを行うため、SDGs（持続可能な開発目標）が採択され、2030年（令和

12 年）を期限として、先進国を含む国際社会全体で 17の目標と 169のターゲットで構成さ

れた国際社会共通目標を掲げました。 

我が国においては、2016 年（平成 28 年）５月に政府内 SDGs推進本部が設置され、同年

12 月には SDGsの実施指針が決定されており、その達成に向けた推進が求められています。 

本町においても、この取り組みに対して賛同し、地方創生 SDGｓ官民連携プラットフォーム

や北海道 SDGｓ推進ネットワークへの加盟を行いました。 

町では、これまで実践してきた「地方創生×教育」であるうらほろスタイル、小中一貫コミュ

ニティ・スクールなど、いずれも「持続可能な地域づくり」を行い、この地域を次の世代につな

ぐことを目的として行ってきました。こうした持続可能な取り組みを町民一丸となって実践し

ていくものとして、次期まちづくり計画にも掲載することとして、取り組んで行きます。 

 

  

第２期浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

勘案・連携 

国の第２期総合戦略 

 

○基本的な考え方 

○政策の企画・実行に当たっての基本方針 

○今後の施策の方向 

第２期北海道創生総合戦略 

 

○北海道創生重点戦略 

○基本戦略 

○効果的な進捗管理 

勘案して策定 

勘案して 

策定 
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６．計画策定体制 

（１）浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議（庁外体制） 

「地方版総合戦略」の策定にあたっては、町民をはじめ、産官学金労言といった、地域の

様々な分野で活躍されている方々の参画による「浦幌町総合振興計画審議会」をもって、

その方向性や具体案を検討するとともに、広く町民の意見を反映させた計画づくりを行い

ます。 

 

（２）浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部（庁内体制） 

町長・副町長・教育長及び各課（所属）長で構成する浦幌町課長会議を「浦幌町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略推進本部」と位置付け、地方版総合戦略の基本方針と計画の決定、

施策の推進と進捗管理を行います。（本部長：町長、副本部長：副町長・教育長） 

 

 

■ 図表 持続可能な世界を実現するための 17の目標とその内容 

 ■貧困をなくそう 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。 

 ■人や国の不平等をなくそう 

各国内及び各国間の不平等を是正する。 

 ■飢餓をゼロに 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善を実現し、

持続可能な農業を促進する。 

 

 

 

 

■住み続けられるまちづくりを 

包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及

び人間居住を実現する。 

 ■すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福

祉を促進する。 

 ■つくる責任つかう責任 

持続可能な消費生産形態を確保する。 

 ■質の高い教育をみんなに 

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生

涯学習の機会を促進する。 

 ■気候変動に具体的な対策を 

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じ

る。 

 ■ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強

化を行う。 

 ■海の豊かさを守ろう 

持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を保全し、持続

可能な形で利用する。 

 ■安全な水とトイレを世界中に 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を

確保する。 

 ■陸の豊かさも守ろう 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能

な森林の経営、砂漠化への対処ならびに土地の劣化の阻止・

回復及び生物多様性の損失を阻止する。 

 ■エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エ

ネルギーへのアクセスを確保する。 

 ■平和と公平をすべての人に 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべて

の人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて

効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。 

 ■働きがいも経済成長も 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全か

つ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディー

セント・ワーク)を促進する。 

 ■パートナーシップで目標を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・

パートナーシップを活性化する。 

 ■産業と技術革新の基盤をつくろう 

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可

能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。 
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（３）浦幌町総合振興計画策定委員会正副部会長会議（庁内体制） 

浦幌町総合振興計画策定委員会の委員長、副委員長及び正副部会長で構成する浦幌町総

合振興計画策定委員会正副部会長会議において、総合戦略の計画骨子と素案の検討及び計

画の作成、計画立案に関する課題等の検討を行います。 

《計画策定体制イメージ図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．計画の期間 

第２期浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間は、令和２年度から令和６年度

までの５年間とします。 

 

 

  

 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

浦幌町 
まちづくり計画 

             

             

             

浦幌町 
まち・ひと・しごと 

創生総合戦略 

             

浦幌町まち・ひと・しごと創生 

総合戦略推進本部 

（町長・副町長・教育長・各課長） 

浦幌町 

報告 

意見・提案 

町民意識調査 

意見 

浦幌町総合振興計画策定委員会 

正副部会長会議 

（浦幌町総合振興計画策定委員会の委

員長、副委員長、正副部会長） 

浦幌町まち・ひと・しごと 

創生総合戦略推進会議 

（浦幌町総合振興計画審議会） 

町民・地域団体等 

方針 意見・提案 

第４期まちづくり計画【基本構想】 

第４期まちづくり計画【基本計画】 

第２期浦幌町まち・ひ
と・しごと創生総合戦略 

第３期計画 

第３期計画 

第 1 期 
総合戦略 

後期実施計画 後期実施計画 前期実施計画 
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第２章 浦幌町の現状 

１．自然動態の現状 

（１）自然動態の状況 

本町の出生数は、平成 27～令和元年の５年間で平均 23.6 人／年となっていますが、死亡

数は平均 84.6人／年で、毎年平均 61.0 人の自然減となっています。 

人口ビジョンによる社会動態の分析では、20～24 歳の年代を中心とした転出によって女

性人口が減少傾向にあるため、今後もこの傾向が継続するとした場合、将来における出生数

の増加は非常に厳しい状況にあると言えます。 

人口推計結果では、本町は今後も高齢化に伴って高齢者数が増加することが予想されてい

るため、自然減の抑制に向けて、出生率のさらなる向上や女性人口の減少抑制への対応が必

要になると考えられます。 

 

（２）結婚の状況 

人口ビジョンによると、未婚率の状況は男女ともに各年齢階級で概ね上昇傾向にあるもの

の、平成 22～27年にかけての動向をみると、20代は年によりばらつきがありますが、30

代では平成 22 年時点で増加傾向が落ち着き横ばいとなり、40 代では平成 27 年まで増加

傾向を維持しています。 

まちづくりアンケート調査の結果をみると、「人口減少社会における取組」として、特に重

要なこととして「働く機会の確保」が上位回答になっており、雇用環境の改善が求められて

いることが伺えます。 

結婚に対する考え方や価値観は人によって異なると考えられますが、雇用の安定化による

個人の経済環境の改善によって結婚の希望が叶いやすくなり、未婚率は改善の方向に向かう

と考えられます。 

 

（３）出産・育児の状況 

本町の合計特殊出生率は全国や道と比べて高い割合で推移しています。また、十勝総合振

興局管内で比べてみても、直近の平成 20～24 年時点では最も高い割合となっており、他所

と比べて出産・育児がしやすい環境であることが伺えます。 

一方、まちづくりアンケート調査の結果では、「浦幌町の子育て支援に関して改善すべき重

点項目」として、「子どもを預ける施設の設備・環境の充実」が上位に挙げられています。 

核家族化の進行や、共働き世帯の増加などにより保育サービスのニーズが高まるなど時代

の変化とともに変わる子育て環境に対応した取組を推進し、子どもを産み、育てやすいまち

づくりが求められます。 
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２．社会動態の現状 

（１）社会動態の状況 

本町の社会動態は、転出が転入を上回る社会減が続いており、平成 27～令和元年の５年間

でみると、転入者数の平均 142 人／年に対し、転出者数は平均 209.4人／年で、毎年平均

67.4 人の社会減となっています。 

年齢階級別にみると、令和元年では 15～19 歳及び 40～44 歳で大きく転出超過となっ

ています。 

今後社会減の抑制を図るためには、現在みられる 25～29 歳を中心とした転入超過をさら

に拡大していくとともに、40 歳前後の転出抑制が必要となります。 

 

（２）雇用における状況 

本町の基幹産業である農林水産業は就業者数が減少傾向にあるとともに、高齢化の進展が

懸念されます。基幹産業における雇用吸収力を低下させないためにも、農林水産業の基盤強

化への取組を今後も継続するだけでなく、持続的な発展を可能とする取組が必要であると考

えられます。 

サービス業においても高齢化が見られる業種もあり、町内事業者の事業活動への支援を継

続することと併せて、担い手・後継者対策が必要であると考えられます。また、雇用環境の多

様化の観点からも、起業・創業を希望する人を対象とした支援も必要であると考えられます。 

 

（３）移住・定住対策における状況 

まちづくりアンケート調査によると、町外に転居したいと思っている人は全体の 23.6%と

なっていますが、10・20 歳代でその割合は高く 41.9%となっています。 

転居したい理由は、「買物や生活に不便」、「交通の便が悪い、通勤・通学に不便」が上位回

答となっており、定住促進のためには、買い物環境の改善及び交通手段の充実への対応が求

められていると考えられます。 

また、「人口減少社会における取組」として、特に重要なことについて、就労に関係するこ

とが上位回答となっていますが、それに続いて「福祉と医療の充実」、「子どもを産み、育て

やすい環境の整備」の回答が多くなっていることから、福祉や医療、子育て支援の充実も移

住・定住対策として重要な要素であることが伺えます。 
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第３章 基本目標と施策の体系 

１．基本目標 

基本目標１ 浦幌町における安定した雇用を創出する 

本町の基幹産業である農林水産業の基盤強化と安定化を図るだけでなく、六次産業化への

展開強化を念頭に雇用の促進を図ります。また、商工会を中心とした町内の既存事業への支

援を充実させるとともに、町民のアイディアによる新規起業や特産品開発への支援を行い、

新たな雇用の創出に向けた取組を強化します。 

           

 

基本目標２ 浦幌町への新しいひとの流れをつくる 

本町が持つ観光資源の整備・充実を図るとともに PR 活動を推進し、観光とうらほろスタ

イルを通じた“うらほろ”の認知度向上と関係・交流人口の増加に向けた取組を行います。 

また、多様なニーズに対応した居住環境の整備・充実を推進するとともに、移住・定住の促

進に向けた各種補助金による支援を行い、移住者の増加による本町への新しいひとの流れを

創出します。 

           

 

基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

「結婚して子どもを産み育てたい」という希望をかなえるため、結婚・妊娠・出産・子育て

の各段階に応じた切れ目のない支援を行い、うらほろスタイル推進事業を通した雇用の場の

創出と安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進めます。 

           

 

基本目標４ 時代に合ったまちをつくり、安心な暮らしを守る 

職業や年齢に関わらず、だれもが安全で安心して住み続けられるまちづくりを進めるとと

もに、地域力向上に向けた地域コミュニティ活動の推進や、人や企業・団体、町の協働による

まちづくりを推進します。 

           

 

関連する 

SDGs 

関連する 

SDGs 

関連する 

SDGs 

関連する 

SDGs 
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２．施策の体系 

 

基本目標１ 浦幌町における安定した雇用を創出する 

    

   （１）農業の振興と担い手対策の推進 

   （２）林業の振興と林業労働力の確保・育成 

   （３）資源管理型漁業の推進による水産業の振興 

   （４）既存企業への支援強化と新事業の創出 

    

基本目標２ 浦幌町への新しいひとの流れをつくる 

    

   （１）観光・交流資源の充実・活用 

   （２）イベントの振興と PR 活動の推進 

   （３）移住・定住の促進 

  
 

（４）広域連携の推進 

  
 

 

基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

   
 

  
 

（１）結婚のきっかけづくりと妊娠・出産への支援 

  
 

（２）総合的な子育て支援の充実 

  
 

（３）子どもの教育環境の充実 

  
 

（４）青少年の健全育成に向けた取組 

  
 

 

基本目標４ 時代に合ったまちをつくり、安心な暮らしを守る 

   
 

  
 

（１）町民が安心して生活できる基盤づくり 

   
（２）高齢者福祉の充実    

  
 

（３）地域コミュニティ活動の活性化 
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第４章 具体的な施策 

基本目標１ 浦幌町における安定した雇用を創出する 

 

 

 

 

 

指 標 基準値 数値目標 

新規創業・第二創業事業者数 
８事業者 

（H27～R 元年度実績） 

５事業者 

（R2～R6 年度累計） 

 

 

 

○ 農業振興を促進するとともに、多面的な農業振興施策を総合的に推進し、農業就業者数の

減少を抑制します。 

○ 林業事業体の中心となる森林組合への支援を強化するとともに、林業従事者の就労の安定

化を促進し、林業労働力の確保・育成に努めます。 

○ 活力ある水産業の確立に向けて、漁業基盤の整備・充実や種苗中間育成・放流による「つ

くり・育てる漁業」を推進します。 

○ 商工会と連携し、地域経済の活性化と雇用の場確保に向け既存企業の体質強化を促進する

とともに、新産業の創出等に向けた取組を進めていきます。 

 

 

 

（１）農業の振興と担い手対策の推進 

安全・安心な食を提供する自立した農業の実現に向け、効率化と情報化を実現した生産

性の高いスマート農業の基盤整備を図るとともに、他業種も巻き込んだ浦幌町体験プログ

ラムを構築し農業への体験機会を増やし、担い手の育成、新規就農者の確保・育成を推進

します。 

具体的な事業 

・水利施設等保全高度化事業（畑地帯担い手育成型） 

（合流・栄穂・恩根内・美園地区） 

・団体営農業基盤整備促進事業 

・小規模基盤整備助成事業 

 

産業課 

 

数値目標 

基本的方向 

具体的な施策 
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具体的な事業 

・良質堆肥生産奨励事業 

・多面的機能支払交付金事業 

・中山間地域等直接支払交付金事業 

・環境保全型農業直接支払交付金事業 

・新規就農者営農促進事業 

・農業生産法人設立事業 

・農業後継者人材銀行助成事業 

・基幹水利施設管理事業 

・ジャガイモシストセンチュウ蔓延防止対策事業 

・肉用牛生産基盤強化対策事業 

・生乳生産基盤強化対策事業 

・家畜伝染病自衛防疫推進事業 

・模範牧場管理運営事業 

・模範牧場作業機械購入事業 

 

 

 

 

 

 

産業課 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

認定農業者数 
182 人 

（R 元年度末実績） 

182 人 

（R６年度末） 

農業粗生産額 
110 億円 

（R 元年度実績） 

110 億円 

（R６年度） 

 

 

（２）林業の振興と林業労働力の確保・育成 

長期的な視野による木材生産を目標とした森林認証取得山林に対する森林整備を進め、

森林組合等による森林施業の集約化、受委託による施業実施体制の整備等を推進します。 

具体的な事業 

・町有林森林環境保全整備事業 

・除間伐緊急対策事業 

・未来につなぐ森づくり推進対策事業（人工造林） 

・人工林保育事業（下草刈） 

・森林整備担い手対策事業 

・森林管理作業道等整備事業 

・森林労働安全環境整備事業 

・木材利用普及啓発等事業 

産業課 
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重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

人工造林（植栽）面積 
243ha 

（R 元年度実績） 

150ha 

（R６年度） 

人工林除間伐面積 
445ha 

（R 元年度実績） 

400ha 

（R６年度） 

 

 

（３）資源管理型漁業の推進による水産業の振興 

水産業の持続的な発展を図るため、限りある資源を守り育てる資源管理型栽培漁業を継

続的に実施するとともに各団体への支援を行い、漁村の活性化を図ります。 

具体的な事業 

・さけ増殖事業 

・種苗中間育成事業 

・ヒトデ駆除対策事業 

・緊急漁場保全活動支援事業 

・漁船修理施設整備事業 

産業課 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

厚内漁港陸揚量 
706ｔ 

（R 元年実績） 

700ｔ 

（R６年） 
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（４）既存企業への支援強化と新事業の創出 

商工会及び金融機関と連携し、既存企業の体質強化を促進します。また、農林水産物加

工における新たな特産品の開発を促すとともに、後継者確保支援、新規創業者、新産業・新

ビジネスの創出に向けた支援を強化します。 

具体的な事業 

・中小企業融資利子補給事業 

・地場工業等振興事業 

・中小企業経営承継事業【重点プロ】 

・ハマナス（行政）ポイント還元事業 

・資格取得促進事業【重点プロ】 

・就業チャレンジ事業【重点プロ】 

・就業人材育成事業【重点プロ】 

・常室ラボ運営事業【重点プロ】 

・雇用促進事業【重点プロ】 

・新規創業等促進補助事業【重点プロ】 

・店舗等リフォーム補助事業【重点プロ】 

産業課 

・副業・ボランティアを活用した十勝うらほろ地域創生事業【重点プロ】 まちづくり政策課 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

町内事業者数 
225 事業者 

（R 元年度末実績） 

230 事業者 

（R6 年度末） 

町内の産物を使った加工品業者数 
20 業者 

（R 元年度末実績） 

21 業者 

（R6 年度末） 

地域創生事業に参加する人数 0 人 
60 人 

（R2～R6 年度累計） 
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基本目標２ 浦幌町への新しいひとの流れをつくる 

 

 

 

 

 

指 標 基準値 数値目標 

観光入込客数（入込総数） 
279.9 千人 

（R 元年度実績） 

300.0 千人 

（R６年度） 

観光入込客数（観光施設宿泊客延数） 
4.2 千人 

（R 元年度実績） 

5.0 千人 

（R６年度） 

転入者数 
718 人 

（H27～R 元年度実績） 

750 人 

（R２～R６年度累計） 

 

 

 

○ 交流人口の増加に向け、森林公園や道の駅、留真温泉の一体的な取組の推進と施設整備を

実施します。 

○ 観光協会への支援を充実させ、パンフレットやポスターの作成などを通じて本町の観光や

特産品に関する PR 活動を推進します。 

○ 町の一大イベントであり毎年多くの観光客が訪れる「ふるさとのみのり祭り」の集客を強

化します。 

○ 移住・定住の促進に向けて、新規移住者の住宅取得に対する支援を行うとともに、移住体

験住宅の利用を促進します。 

○ 副業・ボランティアで地域創生に関わりたいと考えている首都圏の企業人を取り込み、関

係人口の増加を図ります。 

 

 

 

（１）観光・交流資源の充実・活用 

町の観光資源である「うらほろ森林公園」や「道の駅うらほろ」、「留真温泉」の一体的な

取組の推進や、自然環境を利用した新たな観光資源の開発への取組を強化するとともに、

老朽化した施設の計画的な再整備に取り組み、観光・交流機能の拡充を図ります。 

また、うらほろスタイル複合施設（愛称：FUTABA）を活用した活動内容の周知に努め

るほか、うらほろ子ども食のプロジェクトによる大学生や高校生の民泊受け入れの取組か

ら若者の交流人口の拡大や十勝うらほろ創生キャンプ事業を通じて首都圏の企業人などと

地方創生の推進を図り、交流から深化した関係人口の拡大を図ります。 

数値目標 

基本的方向 

具体的な施策 
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具体的な事業 

・観光 PR 事業 

・ふるさとのみのり祭りの充実 

・うらほろ収穫祭の充実 

・うらほろ物産フェアの充実 

・常室ラボ運営事業【重点プロ】（再掲） 

産業課 

・うらほろスタイル推進事業 

・副業・ボランティアを活用した十勝うらほろ地域創生事業【重点プ

ロ】（再掲） 

まちづくり政策課 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

道の駅利用者数 
228 千人 

（R 元年度実績） 

230 千人 

（R６年度） 

森林公園利用者数 
52 千人 

（R 元年度実績） 

55 千人 

（R６年度） 

留真温泉利用者数 
34 千人 

（R 元年度実績） 

35 千人 

（R６年度） 

 

 

（２）イベントの振興と PR 活動の推進 

本町の一大イベントである「ふるさとのみのり祭り」をはじめ本町のイベントの充実を

図り、イベント振興の活性化につなげます。 

また、パンフレットやポスターの作成、ホームページの充実、メールマガジンやＳＮＳ※4

での発信、マスメディアの活用やうらほろアンバサダーによる地域発信事業を通じて東京・

大阪など都市圏への本町の観光や特産品に関する PR 活動を推進します。 

具体的な事業 

・観光 PR 事業（再掲） 

・ふるさとのみのり祭りの充実（再掲） 

・うらほろ収穫祭の充実（再掲） 

・うらほろ物産フェアの充実（再掲） 

産業課 

・町ホームページの充実・強化 

・行政情報発信事業 

・うらほろアンバサダー事業の推進 

まちづくり政策課 

 

 

                                                   
※4 ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） 

「Social Networking Service」の略で、Web 上で社会的ネットワーク（ソーシャル・ネットワーク）を構築可能にするサービスのこ

と。（例：フェイスブック、ツイッター、LINE など） 
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重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

ふるさとのみのり祭り来場者数 
36 千人 

（R 元年度実績） 

35 千人 

（R６年度） 

浦幌町メルマガ登録者数・ＳＮＳの

ユーザー数 

302 人 

（R 元年度末実績） 

500 人 

（R６年度末） 

 

 

（３）移住・定住の促進 

本町への移住・定住を促進するため、再生可能エネルギーの推進や住宅取得に関する各

種補助金による支援や住宅環境の整備に関する支援の充実を図るとともに、空き家・空き

地に関する情報提供や住みやすい環境づくりを推進します。 

具体的な事業 

・転入者ハマナス商品券贈呈事業【重点プロ】 

・新エネルギー普及事業（太陽光・木質ペレット導入） 
産業課 

・住宅リフォーム補助事業【重点プロ】 施設課 

・宅地分譲事業 総務課 

・住宅建設等補助事業【重点プロ】 

・定住・移住・交流推進事業（移住体験住宅）【重点プロ】 

・民間賃貸住宅建設促進事業【重点プロ】 

・「空き家・空き地バンク」事業 

・コミュニティバス運行事業【重点プロ】 

・ふるさとづくり寄付奨励事業 

まちづくり政策課 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

住宅取得補助金利用件数 
53 件 

（H27～Ｒ元年度実績） 

50 件 

（R2～R６年度累計） 

住宅リフォーム補助金利用件数 
94 件 

（H27～Ｒ元年度実績） 

37 件 

（R2～R６年度累計） 

移住体験住宅利用者数 
149 人 

（H27～R 元年度実績） 

150 人 

（R2～R６年度累計） 

  



23 

 

（４）広域連携の推進 

十勝定住自立圏では、救急医療体制等の確保や高齢者の生活支援体制の充実など生活機

能の強化に係る政策分野をはじめ、まちづくりと連携した圏域内の結びつきやネットワー

クの強化、職員の合同研修などによる圏域マネジメント能力の強化を推進しています。 

帯広市や関連町村との連携を図りながら、十勝定住自立圏共生ビジョンにおける野鳥観

光や北海道横断自動車道浦幌 IC など本町の特徴を活用した取組を推進し、インバウンドや

個人旅行者などの交流人口の拡大に努めるとともに、町民へのサービス向上を図ります。 

 

 

 

 

 

  

具体的な事業 

・十勝定住自立圏共生ビジョンの推進 

・北海道十勝地域と東京たいとう・すみだ連携事業【重点プロ】 
まちづくり政策課 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

十勝管内の観光入込み客数（延べ人数） 
967 万人 

（R 元年度実績） 

1,020 万人 

（R６年度） 
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基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 

 

 

 

 

指 標 基準値 数値目標 

出生数 
118 人 

（H27～Ｒ元年度実績） 

100 人 

（R2～R６年度累計） 

 

 

 

○ 結婚を希望する方への支援として、独身者の交流を支援する機会やきっかけづくりを行い

ます。 

○ 安心して子どもを産み育てることができるよう、妊娠・出産・子育てのそれぞれの段階に

おいて、多様なニーズに対応した子育て環境の充実を図ります。 

○ 子どもの健全な成長を促すため、地域総ぐるみの教育を充実させていくとともに、多様な

体験機会を創出します。 

 

 

 

（１）結婚のきっかけづくりと妊娠・出産への支援 

独身者の交流を支援し、出逢いの機会を増やすとともに、結婚を望む方への支援を行い

ます。また、妊婦及び乳幼児の健康診査や訪問事業等を通じて母親と乳幼児の健康支援を

推進することで、安心して子育てができるよう努めます。 

具体的な事業 

・妊産婦安心出産支援費助成事業【重点プロ】 

・妊産婦及び新生児等健康診査事業【重点プロ】 

・新生児・乳幼児訪問事業【重点プロ】 

・特定不妊治療費助成事業、不育症治療費助成事業【重点プロ】 

保健福祉課 

・紙おむつ購入費助成事業【重点プロ】 こども子育て支援課 

・出産祝金贈呈事業【重点プロ】 

・乳幼児等医療給付事業 

・未熟児療育医療助成事業 

・こども医療助成事業【重点プロ】 

町民課 

数値目標 

基本的方向 

具体的な施策 
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具体的な事業 

・うらほろフェス交流事業【重点プロ】 

・結婚お祝い事業【重点プロ】 
まちづくり政策課 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

婚姻届出数 
90 組 

（H27～Ｒ元年度実績） 

90 組 

（Ｒ2～R6 年度） 

新生児・乳幼児訪問実施率 
100.0% 

（R 元年度実績） 

100.0% 

（R６年度） 

  

（２）総合的な子育て支援の充実 

子ども・子育て支援事業計画に基づいた教育・保育サービスの充実を図るとともに、子

育て世帯の経済的負担の軽減や子どもの保健向上と福祉の増進に努めるなど、多様なニー

ズに対応した子育て支援環境の充実を推進します。 

具体的な事業 

・妊産婦及び新生児等健康診査事業【重点プロ】（再掲） 

・歯科健診・フッ素塗布、歯科健康予防事業【重点プロ】 

・定期予防接種事業 

・任意予防接種事業【重点プロ】 

保健福祉課 

・認定こども園新築事業 

・認定こども園運営事業 

・へき地保育所運営事業 

・一時保育事業 

・子育て支援センター運営事業 

・学童保育所運営事業 

・紙おむつ購入費助成事業【重点プロ】（再掲） 

こども子育て支援課 

・乳幼児等医療給付事業（再掲） 

・未熟児療育医療助成事業（再掲） 

・児童手当支給事業 

・ひとり親家庭等医療給付事業 

・出産祝金贈呈事業【重点プロ】（再掲） 

・こども医療助成事業【重点プロ】（再掲） 

町民課 

・学校給食費補助事業【重点プロ】 教育委員会 

   

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

待機児童数 
0 人 

（R２年４月１日現在） 

0 人 

（R７年４月１日時点） 

学童保育所利用児童数 
57 人 

（Ｒ元年度実績） 

50 人 

（R６年度） 



26 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

子育て支援センター延利用者数 
1,857 人 

（Ｒ元年度実績） 

1,900 人 

（Ｒ６年度） 

   

（３）子どもの教育環境の充実 

地域総ぐるみで次代を担う子どもたちの「生きる力」を育み、コミュニティ・スクールを

基盤とした小中一貫教育を進め、「確かな学力」・「豊かな心」・「健やかな体」を身に付けら

れるよう教育環境の充実を図ります。 

具体的な事業 

・高等学校生徒就学費等補助事業【重点プロ】 

・高等学校等生徒遠距離通学費等補助事業【重点プロ】 

・小中一貫コミュニティ・スクール事業 

・家庭教育学級事業 

・学校教育推進事業 

・「生きる力」を育む特色ある教育活動支援事業 

・要・準要保護児童生徒就学援助事業及び特別支援教育就学奨励事業 

・学校ＩＣＴ整備事業 

・学校施設整備事業 

・スクールバス更新事業 

・教育の日推進事業 

教育委員会 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

小中一貫コミュニティ・スクール実践校数 
４校 

（Ｒ元年度実績） 

４校 

（Ｒ６年度） 

パソコン１台当たりの児童・生徒数 
３人 

（Ｒ元年度実績） 

１人 

（Ｒ６年度） 

教育の日実践交流会参加者数 
300 人 

（Ｒ元年度実績） 

300 人 

（Ｒ６年度） 
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（４）青少年の健全育成に向けた取組 

多様な体験機会を通じて青少年の心と体の健全な育成を促進します。 

また、学校・家庭・地域が連携・協働した学習プログラムを提供し、集団の中での「責任

感」や「思いやりの心」、「自立」と「協働」の精神の育成に努めるとともに、さらには、雇

用の創出につながるよう、うらほろスタイルの教育を推進します。 

具体的な事業 

・教育の日推進事業（再掲） 

・子ども文化鑑賞会事業 

・地域学校協働本部事業 

・子ども会活動奨励事業 

・公民館主催事業 

・相互交流事業 

・青少年リーダー養成事業 

・青少年教育交流事業 

・読書感想文コンクール事業 

・スポーツ少年団本部活動奨励事業 

・青年等対外競技出場奨励事業 

教育委員会 

・青少年健全育成事業 保健福祉課 

・うらほろスタイル推進事業（再掲） まちづくり政策課 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

地域学校協働本部加盟数 
24 団体・個人 

（Ｒ元年度実績） 

24 団体・個人 

（Ｒ６年度） 

青少年教育事業実施回数 
25 回 

（Ｒ元年度実績） 

25 回 

（Ｒ６年度） 

教育の日実践交流会参加者数（再掲） 
300 人 

（Ｒ元年度実績） 

300 人 

（Ｒ６年度） 

スポーツ少年団本部加盟団体数 
8 団体 

（Ｒ元年度実績） 

8 団体 

（Ｒ６年度） 
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基本目標４ 時代に合ったまちをつくり、安心な暮らしを守る 

 

 

 

 

 

指 標 基準値 数値目標 

要支援・要介護認定者数 
349 人 

（Ｒ元年度末実績） 

340 人 

（Ｒ６年度末） 

転出者数 
1,042 人 

（H27～Ｒ元年度実績） 

1,000 人 

（Ｒ２～Ｒ６年度累計） 

 

 

 

○ 町民が安心して生活できるよう、保健・医療への取組を推進するとともに、防災・防犯やイ

ンフラ整備等への取組や高齢者の方も安心して利用できる移動手段の確保を推進します。 

○ 高齢者が生涯にわたり安心して生活できるよう、介護保険事業や町が独自に推進する事業

を通じて高齢者福祉の充実を図ります。 

○ 住み慣れた地域の中で住民同士が協力し合う環境づくりを推進するとともに、町民・関係

機関及び行政が協働し、地域の課題解決に向けた町民参画のまちづくりを推進します。 

 

 

 

（１）町民が安心して生活できる基盤づくり 

町民が健康な生活を送ることができるよう、保健・医療の充実に努めます。 

また、安全で安心できるまちを維持するため、地域と連携した防犯・防災体制の充実を

図るとともに、町民生活の基盤となる道路・上下水道などのインフラ整備を推進し、高齢

者の方も利用しやすい公共交通手段の確保に努めます。 

具体的な事業 

・特定健康診査・特定保健指導等事業 

（脳ドック含む、結果説明会・健康学習会） 

・がん検診 

・定期予防接種事業 

・在宅医療・介護連携推進事業 

保健福祉課 

・普通河川整備事業 

・町営住宅建替事業（東山町、貴老路） 

・空き家等町営住宅再生事業 

 

施設課 

 

数値目標 

基本的方向 

具体的な施策 
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具体的な事業 

・町営住宅営繕事業 

・町道整備事業 

・上下水道の整備・維持事業 

・地方公営企業法適用事業 

 

施設課 

・防災備蓄品整備事業 

・消防団育成事業 

・防災倉庫建設事業 

・災害対応力向上事業 

・公共施設除却事業 

・消防庁舎建替事業 

・消防車両購入事業 

・高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線機器更新事業 

総務課 

・防犯指導員活動事業 

・防犯灯維持管理事業 

・防犯灯ＬＥＤ化電気工事事業 

・塵芥処理用車両更新事業 

・空き家等対策事業 

町民課 

・本別・浦幌生活維持路線バス運行事業 

・コミュニティバス運行事業【重点プロ】（再掲） 

・公共交通空白地有償運送事業【重点プロ】 

・地域情報通信基盤整備推進事業 

まちづくり政策課 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

特定健康診査受診率 
60%台 

（Ｒ元年度実績） 

60%台 

（R６年度） 

町道改良率 
66.9% 

（Ｒ元年度実績） 

69.0% 

（R６年度） 

町営住宅建替・改修戸数 
18 戸 

（H27～Ｒ元年度実績） 

20 戸 

（Ｒ２～Ｒ６年度累計） 

防犯灯ＬＥＤ化率 
４８％ 

（Ｒ元年度実績） 

１００％ 

（Ｒ６年度） 

消防団員数 
92 人 

（Ｒ元年度末実績） 

100 人 

（Ｒ６年度末） 
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（２）高齢者福祉の充実 

老人福祉計画・介護保険事業計画に基づき、介護予防を重視した取組を展開するととも

に、高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進、健康づくりを推進します。 

また、介護・支援を必要とする高齢者に対する福祉サービスの充実を図るとともに、コ

ミュニティバスの運行改善や公共交通空白地有償運送事業などにより、高齢者が生涯にわ

たって安心して生活できる環境づくりを目指します。 

具体的な事業 

・社会福祉法人等運営費補助事業 

・老人福祉電話・緊急通報装置設置事業 

・高齢者在宅福祉支援事業 

・訪問型サービス・通所型サービス事業 

・介護予防事業（普及啓発・活動支援） 

・地域包括支援センター運営事業 

・認知症総合支援事業 

・生活支援体制整備事業 

・家族介護支援特別事業 

・成年後見制度利用支援事業 

保健福祉課 

・本別・浦幌生活維持路線バス運行事業（再掲） 

・コミュニティバス運行事業【重点プロ】（再掲） 

・公共交通空白地有償運送事業【重点プロ】（再掲） 

まちづくり政策課 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

要支援・要介護認定者率 
19% 

（Ｒ元年度末実績） 

18.5% 

（Ｒ６年度末） 

各種見守り制度利用者数（緊急通報装置・

SOS ネットワーク・見守り訪問等事業等） 
96 人 

（Ｒ元年度実績） 

110 人 

（Ｒ６年度） 

新規要介護認定申請者のうち、要介護度
３以上の者の割合 

16.1％ 

（Ｒ元年度末実績） 

13.0％ 

（Ｒ６年度末） 

認知症サポーター養成講座受講者数 
532 人 

（Ｒ元年度実績） 

900 人 

（Ｒ６年度） 

コミュニティバス利用者数 
5,968 人 

（Ｒ元年度実績） 

7,200 人 

（Ｒ６年度） 
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（３）地域コミュニティ活動の活性化 

ともに助け合う地域づくりをめざし、地域に密着したコミュニティ活動を促進するため、

地域活動や社会福祉協議会など関係機関への支援と、行政との協働・連携体制の充実を図

るとともに、各施設の計画的な整備を実施します。さらに、協働のまちづくりを推進する

ため、各種行政計画の策定において町民や関係団体が参画できる体制づくりを推進します。  

具体的な事業 

・福祉団体等運営補助事業 

・高齢者支援団体活動事業 
保健福祉課 

・笑顔輝く地域づくり支援事業 

・地域コミュニティ推進事業 

・行政区運営事業 

・地域会館等管理事業 

・ハマナス（行政）ポイント還元事業（再掲） 

まちづくり政策課 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

高齢者ボランティア登録者数 
30 人 

（Ｒ元年度末実績） 

40 人 

（Ｒ６年度末） 

ボランティア登録団体数 
7 団体 

（Ｒ元年度末実績） 

7 団体 

（Ｒ６年度末） 
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第５章 計画の推進 

１．推進体制 

浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進は、「浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦

略推進本部」において行います。また、浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略を変更する際

には、産官学金労言等の各団体から構成される「浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進

会議」の意見を聴くこととします。 

２．進捗管理 

総合戦略は、町民、地域、企業、行政など町全体で共有し、協働して推進する計画であるた

め、計画策定（Plan）、推進（Do）、点検・評価（Check）、改善（Action）の各過程におい

て、町全体が関わる体制を構築し、高い実効性を確保することが必要です。 

本町では、「浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議」を中心に、基本目標と重要

業績評価指標（KPI）の達成状況や施策の効果を検証したうえで、必要な見直しと改善を図る

ことにより、翌年度の取組に活かしていく PDCA サイクルを実施します。 

 

《PDCAサイクルのイメージ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の見直し 

浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略は計画期間を５年間としていますが、本町をとり

まく社会経済情勢や町民ニーズの変化、また、法律や国の制度改正などがあった場合には、

計画期間中においても必要に応じて見直しを行います。 

 

 

Plan（計画） 

浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

Do（実行） 

施策・事業の実施 

Action（見直し・改善） 

必要に応じて、浦幌町まち・ひと・ 

しごと創生総合戦略を改善 

Check（評価） 

施策・事業の進捗状況の把握・評価 
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