
【意見等の内容】

町民の意見の概要 件数 意見に対する浦幌町の考え方

【計画全般】
  浦幌に来ると、子育て教育に関しては自己完結する町として全国的
に有名になることです。
  そのために幼（保）、小、中、高、大、大学院教育研究所、芸術文化研究
所、観光産業研究所、日本語学校等の誘致、設置を進め札幌一極集中
を防ぎ、地方だからこそ可能な環境を整備し国際的視点も含めて子育
てと教育に係る一切の集積を図ることです。

１件

【参考】
　現時点において、新たな教育機関の誘致・設置の計画はありません
が、いただいたご意見にありましたように、”ひとづくり”はまちづくり
を進めていくうえで欠くことができない重要な要素であり、第４期まち
づくり計画におきましても、「まちづくりの基本視点１　人を育て、人が
育つまちづくり」を掲げ、「子育て」と「教育」を含めた”ひとづくり”に力
を入れて計画的に各種関連施策を推進していきます。また、いただい
たご意見は今後の参考にさせていただきます。

【計画全般】
　“あれもこれも”は“どれもこれもモノにならない”と同義語であって
焦点の定まらない総花的内容は改めるべきです。

１件

【その他】
　まちづくり計画は、本町におけるまちづくりに関係するすべての方針
を総合的に推進するために策定する計画です。産業、子育て、福祉、教
育、インフラ、財政等のいずれも本町において計画的に推進されるべ
き必要な項目であるため、計画から除外することはできません。
　しかし、多種多様に展開される政策の中で、特に重要な取組として
「重点プロジェクト」を３つ掲げており、本計画を特徴づけていると考え
ます。

【計画全般】
　総じて従来施策と現在進行形事業の再掲、ヤキ直し、上書きしたもの
が多く新鮮さに欠けています。

１件

【その他】
　本町では、昭和38年に浦幌町総合計画(８年計画）を策定以来、第６
期の総合計画（58年間）に基づき、まちづくりを進めてきたところであ
り、今後も継続して取り組むことで確かな成果につながるものである
と考えます。
現在の本町は、人口減少と少子高齢化により厳しい局面にある一方
で、AIやIoT、インターネットの普及など様々な技術の発展があり、リ
モートワークや二拠点生活など社会情勢の変化とともに生活スタイル
も大きく変わりつつあります。
　そのような中で、本町と関わり、本町とともに進んでいく人や企業と
の交流が重要になると考えています。そのため、これまで取り組んでき
た「うらほろスタイル」をはじめ、地域と連携して培ってきた資源をさら
に育み高めていくことが第４期計画において重要であると考えていま
す。

【計画全般】
　中でわずかに「関係人口拡大策」と「うらほろ創生キャンプ事業」が目
を引きますが、これとても国の示した事業であり、国支援を期待しての
ものに止まるものです。

１件

【その他】
　「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」など関係
人口拡大の取り組みは、地域再生計画の認定を受け、当初は国からの
補助金も活用して事業に取り組みますが、これらは、単に国が示した事
業を実施するものではなく、地域の特性や多様な人材の創造力を活か
し自らが実施する地域の取り組みに対し支援されるものであり、本町
のこれまでの取組みを進化させ地域資源を活用した新たな産業振興
と地域課題を解決するための独自の取り組みと捉えています。
　この事業に対する国の支援は３年間であり、国の支援を受けなくとも
持続的に事業を推進するため、「企業版ふるさと納税」などを活用する
ことにしています。

【計画全般】
　町民が大きな期待を抱けるようなワクワクドキドキする町の未来像
を文字情報に頼るだけではなく絵画的、ビジュアル化した表現を工夫
のうえ町民に強く訴えるオリジナルティが必要です。

１件

【その他】
　いただいたご意見を踏まえて、計画素案を最終案へ調整していくと
ともに、デザインやビジュアルを追加修正し、より見やすい計画書を製
作します。

【計画全般】
　全体的に表現が抽象的でまちづくりイメージが湧きにくい。具体的に
アピールしてほしいのです。 １件

【その他】
　まちづくり計画における基本構想及び基本計画では、今後10年間を
見据えた町全体の方向性、将来像、目標、政策を掲げています。
　具体的な取組内容については、上記の内容に基づき推進する具体的
な事業を掲載した実施計画でお示しします。

【計画全般】
　用語の統一性に欠けるのではないでしょうか。特に下記用語につい
ての各々の解釈に如何がなる差異や含意が込められているのか明示
していただきたい。
　「今後の課題」の項の末尾に用いられている
●求められます（主語があいまいです。）　●必要があります
●必要となります　●重要です　●課題となっています
●目指します　●推進します

１件

【その他】
　いただいたご意見にあります「必要があります」、「求められます」と
いった表現は、いずれも不足している現状を表し、補うことを意味して
いますが、一つの語句で統一してしまうと、機械的で読みにくく単調な
印象を与えてしまう場合があると考えています。
　計画書中の文章は、思いや考えができるだけ読み手に伝わるように
語句を統一することを避け、”読みやすさ”を重視しているため、統一
性を持たせるのではなく、多様な表現にしています。

【計画全般】
　全ての計画に通底するもので元も重要な「行財政運営」の項が最後に
位置づけされているのはうなずけない。。地方での減少は避けられな
いという現実を冷静に直視した計画でなければならないと思いますが
概観した限りでは切実性、緊迫感に欠ける感じがします。
　又、示されているロードマップは、もう少し大胆な設定を望む。

１件

【その他】
　行財政運営はまちづくりにおいて重要な位置づけにあり、財源の確
保と調整は行政が担うべき必要な業務ではありますが、まちづくり計
画における第一義とすることで、今後の浦幌の持続と発展につながる
ものであるとは考えていません。
　まちづくり計画の第一義は、町民と地域、事業所、関係機関、本町に
関わる方々との連携・協働・助け合いの関係性などの構築による安全・
安心で暮らしやすい活気あるまちづくりを目指す一体的な取組の推進
です。
　人口減少や少子高齢化、財政のひっ迫など、厳しい状況の中で浦幌
が生き抜いていくためには、誰もが浦幌を”わたしたちのまち”として
捉え、町内外のヒト・モノ・カネ・想いを着実につなげ合っていくことで
あると考えています。
　また、これまで取り組んできた「うらほろスタイル」をはじめ、人を育
て未来につなげていくための様々な取組は、本町の政策における要で
あり、同取組のさらなる推進を含めたロードマップは決して平たんな
道のりではないことから、大胆ではないかもしれませんが、目指すべき
姿勢であると考えています。
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【意見等の内容】

町民の意見の概要 件数 意見に対する浦幌町の考え方

【基本構想　P15】
　「本町の強み」とは「先進技術」とは何か。むしろ新しい技術技能の集
積を図るため産学官の強力な連携こそ必要。

１件

【その他】
　「本町の強み」とは、豊かな自然をはじめ、これまで町民の皆様が培っ
てこられた地域性、多様な一次産業、うらほろスタイルをはじめとした
郷土愛や地域に根差した教育方針などを示しています。
　また、「先進技術」とは、近年注目されているAIやIoTなどの日々開
発が進められているテクノロジーとそれらを活用したSociety5.0の
社会に対応した技術を示しています。
　町として新しい技術・技能を開発するのではなく、町で活用できる技
術を柔軟に取り入れていく視点を持つということを示しています。

【基本構想　P16，17】
　「まちの将来像」単には心がまえや想いという心像を説いたもので
あって、むしろP17にある「まちづくりの大綱」に示された重点プロ
ジェクトこそが「まちの将来像」ではないのか。タイトルと内容に乖離が
ある。
　「重点プロジェクト１」は一般論的記述で占められ独創性に乏しいので
はないか。むしろ必要なのは具体的に町立高校、専門実業高校の設立
等が必要でないのか。
　「重点プロジェクト２」は活気とにぎわいのある町を作ることであっ
て、ただ維持していくことではないハズ。又「６次産業化」を云うが、現
場ではこれを云う人を寡聞にして知らないが古いのでは。
　「重点プロジェクト３」は具体性に欠けイメージしにくいが、生活環境
の利便性向上は交通インフラ、スーパーマーケットの充実、経営の継続
性確保、ドラッグストアの誘致、カフェ・レストラン等の配備、診療所の
受診科目の充実、拡張等が必要ではないか。

１件

【その他】
　まちの将来像は、10年後の町のあるべき姿であり、町民一人ひとり
が、今以上に自分のこととしてまちづくりを捉え、参画する姿勢が実現
している状態を示しています。心がまえや想いを表しているだけでは
なく、具体的なビジョンを表していることから、タイトルと内容に乖離
があるとは考えていません。
　また、まちの将来像は総括的な意味合いを含めているため、どうして
も抽象的な印象となってしまいますが、具体的に表現してしまうとか
えって分かりにくい、伝わりにくい将来像となってしまいます。そのた
め、重点プロジェクトや基本目標で具体的な取組を表しています。
　「重点プロジェクト１」は、一般的な課題に対する取組と受け取られる
かもしれませんが、全国で少子化が課題となっている現在において、
本町においても着実な出生数の増加に取り組まなければなりません。
　「重点プロジェクト２」は、すでに取り組まれている各種プロジェクトや
事業を維持していくことが基盤になるため、そのように表記していま
す。また、６次産業化は所得の向上や雇用の創出につながる取組であ
るため、継続して実行していく必要があると考えています。
　「重点プロジェクト３」は、関係人口、交流人口を増やしていくための
様々な施策を実施することを示しています。大規模施設の誘致やイン
フラの整備には、財政の圧迫と長期的なプランニングが求められます。
町だけでは実現できないこうした取組みを、町内外の人や企業、行政
等が連携して取り組む地盤を強化することで可能性を見出していける
と考えています。

【基本構想　P23】
　「SDGｓ」との関係から見た各基本施策
　SDGｓ（持続可能な開発目標）と云う国（国連）が定めた理念と結び付
けた取組みというが、その本質的な意義は何なのか、なぜこれと結び
付けることが推進されているかについて理由がわからない。

１件

【その他】
　「SDGs」（持続可能な開発目標）は、世界的に取り組まれるべき目標
であり、わが国も積極的に取り組む姿勢を示しています。また、同目標
が実現されるためには、地方自治体レベルでの取組が重要であるとさ
れており、本町においてもその姿勢を示し、本まちづくり計画で推進し
ている取組が「SDGs」と連動しているものを明確化することがその第
一歩ととらえています。

【基本構想　P24】
１．土地利用の基本方針
　「浦幌町都市計画マスタープラン」2003年3月策定を基に土地利用
の基本方針とする記述がされているが、すでに17年経過し、今後さら
に10ヵ年の経過と併せると実に27年と云うスパンになるが、そもそ
も17年後のプランをそのまま踏襲することがベターなことなのか疑問
である。むしろマスタープランの見直しこそ必要だ。
　基本方針２の「交流基盤の充実」「産業立地の促進」とは具体的には何
を指すのか。

１件

【その他】
　本町の都市計画マスタープランについては、まちづくり計画のうち、
特にまちの空間づくりを専門とする役割を担う計画であり、２００３年
を初年度とした２０年計画で、本プランは現時点において基本的な指
針となっています。第４期まちづくり計画期間中にマスタープランの見
直しを予定しています。
　土地利用の基本方針は、限られた土地の利用方針・考え方を示してい
るものであり、基本方針２の「交流基盤の充実」「産業立地の促進」に関
しても、具体的に施設や方策を指すものではありません。

【基本構想　P25】
２．ゾーン別の土地利用の方向
　「まちなみ景観の形成」は大事なことだ。唯具体的には建物の外形、
大きさ、色彩（調）外構、外周の植栽等々の規制が必要だが具体像は
持っているのか。あればそれを示す必要がある。

１件

【その他】
　具体的な内容については、都市計画マスタープランなどの関連計画
においてお示しすることになります。

【基本計画　P34】
重点プロジェクト２
　今後の課題として、「企業誘致」を挙げているが、業種、業態、規模、支
援策、誘致活動として管内、道内、本州方面等々への具体的働きかけ
は行っているのか。或いは予定しているのかについて問う。

１件

【その他】
　「企業誘致」については、厳しい状況下にあることは理解しています
が、取組んでいく姿勢を表現するべく掲載したものです。

【基本計画　P35】
施策３　創業支援の推進
　条例に沿うのみで実現できるほど甘くはない。むしろ、熱意、企画力、
情報収集力、想像力、洞察力をそなえたマンパワーの発揮が必要だ。そ
の人材発掘こそ先決と思う。

１件

【その他】
　担い手対策にも通じるところがありますが、新規創業や事業承継に
繋がる施策を展開していくことが必要であると考えています。

【基本計画　P45】
「林業の振興」
　今後の課題については、現在国に於いて先行的試行として「森林環境
税事業」がすでに実施されているが、これが2024年度から税の徴収
により本格スタートすることになっている。このことに対して町の取り
組み姿勢の具体的内容について言及すべきだ。そのうえで森林所有者
への支援に限ることなく、森林環境の本質的性格であるところの「公共
財」としての認識を持つことの重要性を周知し町民を中心に広く全国
的にも利用活用の普及を図るべく研究実施すべきだ。

１件

【その他】
　「森林環境税（譲与税）」を財源とした事業では、適正な造林・間伐に
対する支援はもとより、森林を適正に管理するための林道維持費に対
する支援を行っているほか、林業関係者などで組織する団体におい
て、普及啓発や木育に関する分野についても調査研究を重ねていくこ
ととしています。
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【意見等の内容】

町民の意見の概要 件数 意見に対する浦幌町の考え方

【基本計画　P46】
施策２－４　森林の保全、育成と総合的利用
　木材、本製品の積極的利用を図ることに限ることなく、項で述べた如
く広く「公共財」と認識の上町民、関係人口の増加に寄与するように林
道整備、作業道の整備、開発による散策路の拡大やMTB（マウンテン
バイク）によるスポーツの振興、健康志向、レクリエーションの場として
の機能を持たせるべきだ。

１件

【その他】
　林業関係者などで組織する団体での調査研究において、森林資源の
活用についても検討しており、木製遊具の整備更新、遊歩道の改修、森
林の健康分野に関する活用などについても調査研究を重ね、できるも
のから取組んでいきたいと考えています。

【基本計画　P60】
施策２－５　地域医療体制の充実
　診療科目の増設、ベッド数の増設、医師の確保等を目指すべきだ。

１件

【その他】
 ① 「診療科目の増設」については、上記４科以外の眼科、耳鼻科、皮膚
科、泌尿器科、小児科などに関し、総合診療という立場で可能な診療対
応を実施しており、対応困難な事例は病診連携にて、帯広市・釧路市な
どの専門医療機関の支援を得ているところですが、過疎地による医師
確保の困難さという大きな壁があり、診療科目の増設は非現実的であ
ると考えています。
② 「ベッド数の増設」については、平均ベッド稼働率が約70％程度で、
ベッド数は充足している状況です。例えば、帯広市内に入院している方
を転院先と受けいれることは、ほぼ支障なく出来ています。
③ 「医師の確保」について、現況は常勤医師が診療所長１名体制であ
り、過剰な負担がかからないよう配慮が必要です。今後は複数名配置
の考え方について診療所長とも協議しながら、町民のための診療体制
を検討していきます。

【基本計画　P65】
施策４－５　高齢者が住みよいまちづくりの推進
　成年後見制度の利用促進には高価な専門後見人よりも身近な人々に
よることの方が安心、低価で可能なことから任意後見人（町民後見人）
資格取得者数増加を促すことを要する。町独自の研修体制を設けるこ
とが第一であるが、次善策として他の自治体で実施しているところも
あるのでこれ等と連携、共同して行うことを望む。

１件

【参考】
　成年後見制度につきましては、申立費用及び報酬等の助成について
拡充を行い、制度の利用促進を図っているところですが、今後におい
て、利用者が増加することが見込まれている中、広く後見人を育成す
る必要性がより高まっていくと考えています。
　このことから、道や家庭裁判所等の関係機関と連携し、研修への講師
派遣など協力をいただきつつ、他の市町村とも情報共有や連携を図
り、共同実施を含めた研修体制の構築を目指し、町内での後見人育成
を進めていきます。

【基本計画　P74】
幼児、青少年学校教育の充実
　今後の課題として学習意欲の向上を図るうえで「基本的生活習慣」の
定着のみでは弱いのではないか。学校教育の第一義は学力の向上で
ある。中高生向けに「学習塾」の展開という積極策が欲しい。例えば公
設民営事業として企業することも検討すべきではないか。

１件

【その他】
　学習意欲の向上につきましては、「浦幌町学校教育指導の重点」に基
づき、「確かな学力」をテーマに掲げ取り組んでいるところです。
　ご意見のありました公設民営事業による「学習塾」といった積極策に
ついてですが、現在教育委員会では、どのような対策が有効なのか調
査を進めているところであり、公設民営塾の可能性について情報収集
をしているところです。
　しかし、公設民営塾は、管内に１校、道内でも５校程度となっており、
更には高校生を対象としたものがほとんどであることから、現段階で
は参考情報が不足している状況にあります。
　公設民営塾を開校しそこで学ぶことが、浦幌町の児童生徒の学力向
上に有効なものなのかどうかも含め、今後も引き続き調査を進めたい
と考えています。

【基本計画　P95】
道路交通網の整備
　今後の課題としてJR特急の浦幌駅停車の回数増加については何等
の対策もないのか。せめて「臨時停車」の措置をJRに要望すべきでは
ないのか。

１件

【その他】
　ＪＲは、本町の重要な公共交通機関であり、現状や課題などこれまで
も情報共有を図ってきました。利用される方の利便性の向上も含め、
今後においても更にＪＲと連携を図っていきます。

【基本計画　P97】
住宅・市街地の整備
　今後の課題として民間の空き家対策を掲げているが、町営住宅の空
き家対策に何等も触れていないのは片手落ちではないのか。町住の空
き家が累々と目につく現状解決に公営住宅法の存在に規定されるとこ
ろが大であるならば、法の研究と現今の住宅事情に合わせた改正を国
に求めるべきではないのか。せめて「住宅に困窮している者」の規定を
「住宅を必要としている者」に改正すべきだと思う。町営住宅は大々的
なスクラップアンドビルドが必要だ。

１件

【その他】
　現在、住棟の全戸が空き家となっている町営住宅は、建替事業により
入居されていた皆さまに移転いただいています。令和３年度以降複数
年度をかけ、計画的に除却を進めていきたいと考えています。
　除却を予定していない町営住宅の空き家対策に関して、公営住宅法
の規定に問題があるとの認識はありません。公営住宅は、住宅に困窮
する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、生活の安定と社会福祉
の増進に寄与することを目的に、国から本町が交付金を受け、整備し
ていることから、法の趣旨に沿った管理が求められます。一方で現状
においても、空き家の有効活用の視点から、公営住宅の本来の入居対
象者の入居が阻害されない範囲内で地域の実情に対応した弾力的な
活用が可能となっています。
　本町においても、同制度により一部住宅について弾力的な活用を
図っていますが、今後も本町内における住宅に対する多様な需要に対
応するため、拡充を図っていく考えです。
　なお、町営住宅の活用方針については、「浦幌町第４期まちづくり計
画」、「浦幌町公共施設等総合管理計画」、「浦幌町住生活基本計画」を
上位計画として、現在、個別の事業計画となる「浦幌町公営住宅等長寿
命化計画」（計画期間：令和３年度～令和12年度までの10年間）の策
定に取り組んでいます。町営住宅の活用に関する詳細は、同計画にお
いてお示しすることになることを申し添えます。
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【意見等の内容】

町民の意見の概要 件数 意見に対する浦幌町の考え方

【基本計画　P100】
施策６－3　上下水道事業の健全運営
　財政マネージメントの向上と地方公営企業法の適用がなぜ経営基盤
の強化につながることになるのかに関しての説明がなければ理解でき
ないのではないか。
　人口減少がさらに進む状況下にあることで将来的に町民負担が増え
ることが危惧されるが、現在の一般会計繰入金で補填している収支状
況がいつまで続けられるものか、又その金額に上限はないのか。これ
をカバーするために水を大量に要する産業の誘致発想が必要（例えば
自ら水素を取り出して燃料電池の製造を行う産業、事業者）又、疑問に
なるのは上下水道事業が「公営企業法」上の公営企業体になるのか、そ
うではなく単に「公営企業会計」のみ適用されることになるのか判明し
ないことと、今なぜ公営企業法による運営に変わらざるを得ないのか
について、又いかなるメリットが想定されているのか。以上は公営企業
法に基づく公営企業会計の概念には独立採算制が主軸とされ財務分
析、評価されることになるのが通例であることからも国が如何なる意
図を以って、一連の関係通知を達してきたのか、その背景を町民に開
示するべきである。

【その他】
　地方公営企業法は、効率的・機動的な事業運営を行う上で障害とな
る規定を排除し、そうした部分に特例を設けるため、事業の実態に即し
た法規範として制定されました。
　これらを背景に、任意適用事業とされていた事業のうち簡易水道事
業及び下水道事業を含む「重点事業」を設定し、市町村に対して総務大
臣通知等により地方公営企業法の適用の要請がなされ、浦幌町におい
ても該当となる簡易水道事業及び下水道事業について地方公営企業
法を適用することとしました。
　地方公営企業法の適用は、地方公営企業法の全てを適用する全部適
用と、その一部を適用する財務適用に分けられますが、浦幌町におい
ては現在の組織・事務執行体制から大きな負担の増加がなく移行する
ことが可能である財務適用を採択することとし、令和６年度からの適
用を目指しています。
　地方公営企業法を適用することで、管理経費に係る取引（損益取
引）、建設改良等に係る経費（資本取引）が明確になることで、利益・損
失が明らかになります。また、これまで決算等で計上されなかった減価
償却費が導入され、金額ベースによる資産の老朽度を把握することが
でき、機器等の更新計画の策定に役立てることが可能となります。こ
れらにより中長期的な経営分析、経営戦略の策定が容易になることが
地方公営企業法の適用のメリットの１つにあげられており、住民サービ
スを将来にわたり安定的に供給していくための計画的な経営基盤の強
化と財政マネジメントの向上等に取り組むことが可能となります。ま
た、一定の会計期間における事業経営の結果として得た収益を計算す
る期間損益計算が導入されることで、原価を明確にすることができる
ようになり、施設の更新財源も含めた収益のあるべき水準を踏まえた
料金設定や一般会計の繰入金による補填をより適正に行うことが可能
となります。
　なお、一般会計繰入金に金額の上限は設定されていませんが、現在
においてもできる限り一般会計繰入金によらない事業運営を目指し、
浦幌町水道事業・下水道審議会のご意見をいただきながら適宜水道料
金の見直し等を行っているところです。
　この他のメリットとして、新たに作成される財務諸表等により、類似
する公営企業との比較が容易になることや、経営成績や財政状態をよ
り正確に評価・判断することができることが期待され、財務諸表が町民
の皆様からも把握しやすい会計の採用により、町民の皆様や議会によ
るガバナンスの向上も期待される等、地方公営企業会計への移行によ
る多くのメリットが期待されます。　水を大量に要する産業の誘致につ
いては、現在、浦幌町が有している浄水場の処理能力では、水を大量
に要する事業者に対し給水をすることで、町民の皆様をはじめとした
利用者の皆様への安定した給水ができなくなる可能性があることか
ら、これまでも参入した水を大量に要する事業者に対して自家水での
対応をお願いしているところです。
　以上の点について、今後町ホームページ等により、町民の皆様にお知
らせしていきます。

【基本計画　P112】
計画的な公共施設の整備
　今後の課題として、この超過剰かつ無用の長物施設群が累々として
いるさまは早急に解消されるべきだ。これらの施設は民間への無償供
与、貸与等により、その利用活用を強力に推進するとともにスクラップ
化へ思い切った予算化で早期に解消してもらいたい。維持管理費用は
無駄である。単なる住民や民間事業者との協力、連携などという腰の
引けた対応ではなまぬるいと思う。

１件

【その他】
　本町では、「公共施設等総合管理計画」に基づき、施設や橋梁等の長
寿命化、耐震化、新設、廃止などを計画的に取り組んでいます。
　いただいたご意見のとおり、維持管理費の増大は町財政に影響しま
すので、施設の有効活用と更なる経費の節減に努めていきます。

１件
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