
豊かな自然　心ふれあう未来をつくるまち
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町勢要覧発刊にあたって
　生剛・愛牛・十勝の三村戸長役場が明治３３年（１９００年）に設

置された年を浦幌町の開町の年と定めてから今年は１２０年の節目

を迎えることになりました。

　先住民族であるアイヌの人たちと共に、たゆまぬ開墾と努力

の歴史はわれわれの想像を超えるものがあり、未来を信じて厳

しい自然に立ち向かい、また幾多の困難を乗り越えて今日の繁

栄を築いていただいた先人たちに敬意と深甚なる感謝の念を抱

かずにはおられません。

　今日の日本は人口減少社会に突入し、新たなまちづくりへの

課題もありますが、町民一団となって乗り越えるとともに「第

３期まちづくり計画」から「第４期まちづくり計画」と継承し

ながら、豊かなまちづくりの歩みを進めてまいります。

　本書は未来へ力強く羽ばたく浦幌町の姿を示していますが、

協働のまちづくりを進める浦幌町に今後ともご指導ご助言ご協

力をいただければ幸いであります。
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～浦幌町の位置～
　浦幌町は北海道十勝総合振興局管内の最東端にあります。地形はゆるやか

な丘陵地と河岸段丘からなり、東は丘陵山脈、南は太平洋に面した南北に

長い町で、山林が７割を占める行政面積は全国市町村で91番目の729.85

㎢です。

　町の中央部を延長90.2㎞の浦幌川が流れ、十勝静内川・浦幌十勝川と合

流し、地味良好な耕地をつくって太平洋に注いでいる自然豊かなまちです。

～豊かな自然

心ふれあう未来をつくるまち～
　浦幌町は、明治33年の開町以来、令和元年に開町120年を迎え、自然豊かな町
の歴史を先人たちが築き上げてきました。
　昭和38年から、数次にわたり総合的な長期計画が策定され、まちづくりの指針
が定められてきており、町民と行政が一体となり、希望に満ちたまちづくりを推し
進めています。
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～豊かな自然

心ふれあう未来をつくるまち～
　浦幌町は、明治33年の開町以来、令和元年に開町120年を迎え、自然豊かな町
の歴史を先人たちが築き上げてきました。
　昭和38年から、数次にわたり総合的な長期計画が策定され、まちづくりの指針
が定められてきており、町民と行政が一体となり、希望に満ちたまちづくりを推し
進めています。

―　町役場の所在地　―
〒089‐5692

北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地６

―　町役場の位置　―
北緯42度48分
東経143度39分

―　面 　 積　―
729.85㎢

―　人 　 口　－
　　4,673人
男　2,256人
女　2,417人
※令和元年５月末現在

～浦幌町の名前の由来～
　浦幌町とは、アイヌ語の「オーラポロ」が転訛して浦幌となり、

「オー」は川尻・「ラ」は草の葉・「ポロ」は大きいという意味で、「川

尻に大きな葉が生育するところ」といわれています。

まちづくりの基本目標
●郷土の発展を支える活力ある農林水産業のまち

●安心して子どもを育て、いつまでも暮らせるまち

●うらほろスタイルを創出する教育・文化のまち

●優れた自然をいつまでも誇れるまち

●心にゆとりを持って安心して生活できるまち

●みんなでつくる参画と協働のまち
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農
　
業

　農業を取り巻く国内外の環境は急激に変化をしており、本町の農業も

また、時代の流れの中で厳しさをましています。

　このような状況の下で本町の農業・農村が将来にわたり、持続的な発

展を図るため、単位生産の向上を図るための土地基盤整備、土づくり、

良質な農畜産物の安定生産等のための施策が講じられています。
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漁
　
業

　気象変動などによる水産資源の低迷にあって、漁業経営の安定を図る

ため、環境保全活動、資源の増殖、資源管理型の漁業を基本とした生産

基盤の整備に取り組んでいます。関係町、漁協と歩調を合わせ、沿岸漁

業整備事業を展開しています。
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林
　
業

　林業を取り巻く環境は大きく変化しており、人力作業が主であった現

場に新しい機械が導入され、 林業未経験の若者や女性といった新しい人

材の雇用も進んでいます。

　森林資源の保全と生産力の増強、低迷する林産業振興のため、町単独

事業による補助制度を活用して、業界の育成に努めています。
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商
工
業

　近年、購買力の分散流出が進んでいる中で、商工会との連携を強め、

経営体質強化を図り、消費者に親しまれる商店街づくりのための商業近

代化の推進に努めています。

　また、地場資源を原料として個性豊かなものづくりが進められ、雇用

の拡大、地場産品の付加価値の向上が図られています。
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文
　
化

　豊かな人間性や社会性を身につけ、町民だれもが生涯にわたり生きが

いとゆとりを持って、心豊かな暮らしができるよう、地域に根ざした個

性豊かで創造的な芸術文化活動の進行と、地域にはぐくまれた有形・無

形の歴史遺産の継承をめざします。
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子
育
て

　安心して子どもを産み、育てることができる環境づくりの推進のため、

小中一貫コミュニティスクールによる小・中学校９年間の学校で行われ

る「ふるさと学習」や「キャリア教育」、町民協働の特色ある「うらほろ

スタイル」を軸とし、子どもたちの地域への愛着を育みながら、地域ぐ

るみで「生きる力」を育むことを目指しています。
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感動エリア

豊北原生花園

太平洋沿岸に広がるネイチャーフィール

ド。３００種余の海浜・高山植物が咲き乱

れます。

厚内

厚内漁港では、春になると若者たちに

よる船神輿の海中渡興が行われます。

浦幌駅

徒歩１分の所にコスミックホール。

アットホームな旅館や民宿も徒歩圏内

です。

パラグライダー発着場

十勝太海岸丘陵地帯は、海風がぶつか

り合って上昇気流が発生する所です。

留真温泉

ＰＨ１０．０の源泉は、道内トップクラスのアルカリ性の高さを誇る美肌の湯。

１４
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１５

昆布刈石のマドイワ

潮の香りと波の音が心地いい場所です。

龍神様が祀られています。

十勝太遺跡展望台

悠々と流れる浦幌十勝川。約１，０００年

前の竪穴式住居跡と牧歌的な風景が楽

しめます。

昆布刈石展望台

晴れた日は、襟裳岬や釧路が一望できます。紺碧の太平洋はまさに圧巻！！

浦幌模範牧場

総面積は２２７ha。健全な牛たちがゆっ

くり、のんびりと草をはんでいます。

浦幌森林公園

カリオンの心地いい鐘の音色。夏には

水遊びを楽しむ子ども達の歓声が響き

ます。

遺跡・史跡
●浦幌新吉野台細石器遺跡

　縄文早期の石刃鏃文化の遺跡で、日
本で最初に発見された、浦幌式土器と
黒曜石器の特異な鏃が特徴です。昭和
２６年、北海道史跡に指定されました。

●オタフンベチャシ跡

　直別のオタフンベチャシは太平洋岸
の小丘に立地する丘頂式チャシで昭和
５６年国史跡に指定されました。

●十勝太遺跡群

　１,２００年前の竪穴式住居跡が約５００個
現存する北海道史跡（昭和５１年指定）。
　展望台にもなっていて、十勝川を望
む景色は雄大です。

十勝オコッペ遺跡

　昭和５１年、北海道の史跡指定を受け
た、擦文期の中規模集落跡。

発見エリア



交流エリア
◆主な施設

１６

◆イベント

ふるさとの夏まつり

様々なアトラクションや仮装盆おどり

など楽しい夏のひとときです。

ふるさとのみのり祭り

楽しいアトラクションが盛りだくさ

ん！‟実りのうらほろ”が満喫できま

す。

うらほろ物産フェア

地場産品がズラリと勢ぞろいします。

自慢の海の幸、山の幸が目白押しです。

浦幌町立図書館 浦幌町立博物館 コスミックホール 浦幌町総合スポーツセンター

浦幌スイミングプール 浦幌町民球場 うらほろパークゴルフ場 アイスアリーナ

浦幌町役場 浦幌町保健福祉センター 浦幌消防署 浦幌町養護老人ホーム

浦幌町立診療所 公衆浴場　健康湯 うらほろ留真温泉 ＦＵＴＡＢＡ



物産エリア
◆特産品

１７

①ギョウジャニンニク入りジンギスカン各種
⑤黒豆タルト
⑨鮭とば
⑬ギョウジャニンニクしょう油漬け

②森永北海道３.６牛乳
⑥なんばんしそ漬け
⑩韃靼そば
⑭うらほろ和牛

③ようかん（白花豆・ばれいしょ・あずき）・甘納豆
⑦食べる黒千石茶
⑪いくらのしょう油漬け
⑮うらほろ大福

◆アクセス

①

⑤

⑨

⑬

⑫

④

⑮

⑪

⑦

③

⑭

⑩

⑥

②

⑯

⑧

④ハマナス化粧品
⑧うらほろホワイトペレット
⑫浦幌木炭
⑯うらは・ほろまグッズ各種



明治14年

明治16年
明治20年
明治29年
明治32年
明治33年

明治35年

明治36年
明治37年

明治38年
明治39年

明治40年
明治41年

明治42年
明治43年
明治44年

明治45年

青森県人某、愛牛村に入地し野菜を栽培し、大津で販
売（明治31年ころには３町歩耕作）。
西田小次郎（岩手県人）が十勝村に入地。
生剛に十勝産馬改良組合を組織する。
熊谷・岐阜の各農場が開設準備、翌30年に入植。
生剛に郵便局開設。
生剛・愛牛・十勝の３村戸長役場を大津村より分離
（浦幌町の開町）。常室小学校創立。吉野小学校創立。
生剛村巡査駐在所設置。厚内小学校創立。稲穂小学校
創立。
釧路・浦幌間鉄道開通、浦幌駅・厚内駅が開業。
浦幌・豊頃間鉄道開通。浦幌小学校創立。静内小学校
創立。
生剛村役場を浦幌市街に移転。直別小学校創立。
二級町村制施行により十勝村は大津村に合併、生剛・
愛牛をもって生剛村となる。ベッチャロ教育所新設。
十勝太教育所設置。留真小学校創立。活平小学校創
立。
貴老路小学校創立。
本町の南北を貫通し、大津から本別に至る53㎞の殖
民道路が全通。川上小学校創立。
上常室小学校創立。
川流布小学校創立。下頃辺駅開業。
厚内巡査駐在所開設。上浦幌小学校創立。幾千世小学
校創立。統太分教場（養老小の前身）開設。
生剛村を浦幌村と改称。

昭和26年

昭和27年

昭和28年

昭和29年

昭和30年

昭和31年

昭和32年
昭和33年

昭和34年
昭和35年

昭和36年

昭和37年

昭和38年

昭和39年

昭和40年

昭和41年
昭和42年

昭和43年

昭和44年

昭和45年

昭和46年

厚内漁港第１種漁港となる。簡易水道完成。池田高等
学校浦幌分校開校。川上・川流布・活平・幾千世に中学
校設立。
十勝沖大震災、死者１名、重軽症139名、被害総額13億
円。帯広土木現業所浦幌出張所開設。池田高等学校浦
幌分校を北海道浦幌高等学校と改称し独立。浦幌保育
園、村立に移管。
森永乳業（株）十勝工場落成。十勝支庁浦幌地区林業指
導事務所設置。字名地番改正。区長制度開始。厚内漁港
第一期工事着工。有線放送施設完成。養老中学校、吉野
中学校より分離独立開校。役場上浦幌出張所新築落成
（本別町より移転・簡易郵便局開設）浦幌村公民館新
設。
町政施行、浦幌町に改称。国保診療所開設。町政施行祝
賀並びに震災復興感謝式挙行。浦幌炭礦閉山。
町村合併により大津村東部地域を編入。浦幌町連合婦
人会発足。北海道身体障害者福祉協会浦幌分会発足。
浦幌町遺族会結成。
町立診療所が病院に昇格。集約酪農地域指定。厚内診
療所完成。豊北中学校開校。十勝中学校開校。
農林漁業地域指定。浦幌高等学校新築落成。
浦幌林務所設置。桜満開時に降雪。浦幌中学校瀬多来
分校、瀬多来中学校として独立。
吉野地区で８千年前の土器発掘。
チリ沖地震津波。帯広開発建設部浦幌出張所開設。ト
イトッキ築堤着工。大津漁業協同組合厚内支所設置。
浦幌畜産主産地形成計画地域指定。浦幌町体育協会発
足。浦幌町納税貯蓄組合連合会設立。
農業構造改善計画地域指定。乳牛３千頭、乳量３万石
達成。生剛地区に浦幌町発祥の地碑を建立。浦幌市街
大火。18戸、100人被災。町立病院開設。
浦幌町総合８ヵ年計画樹立。老人クラブ誕生。ロラン
Ｃ局十勝太通信所設置。有線放送電話設置。浦幌ライ
オンズクラブ誕生。
都市計画法指定。集中豪雨被害４億7,900万円。交通安
全都市宣言。畜産生産地形成計画地域指定。
学校給食開始。厚内市街簡易水道完成。観光協会設立。
第１回秋あじ祭り。
留真温泉開館。浦幌町老人クラブ連合会結成。
新浄水場、上水道拡張完成。平和遺跡発掘調査。無火災
の町宣言。川上・川流布・貴老路・上浦幌・活平中学校を
統合し上浦幌中学校新設。常室小・中学校炭礦分校閉
校。
郷土博物館完成。留真・常室中学校を閉校し、浦幌中学
校に統合。
町民憲章制定。開町70年。町政15年。町有林千ha造林達
成記念式挙行。養護老人ホーム開設。優良町村として
全国町村表彰受賞。浦幌町婦人連絡協議会発足。上常
室小学校閉校。町民水泳プール完成。浦幌町文化協会
発足。
役場庁舎新築。山村地域指定。過疎地域指定。広域市町
村圏地域指定。瀬多来中学校閉校。交通安全指導員制
度発足。浦幌町総合計画審議会発足。観音トンネル開
通。
東十勝消防事務組合浦幌消防支署発足。町立診療所新
築。浦幌町電話交換局ダイヤル式電話となる。第２次
農業構造改善事業地域指定。林野火災特別地域指定。
下浦幌地区道営営農用水施設完成。浦幌町史発行。

大正 5年
大正 6年
大正 7年
大正 8年
大正 9年

大正10年
大正11年
大正13年

浦幌市街大火（43戸焼く）。
浦幌村火災消防組合設置。
役場庁舎全焼。
瀬多来小学校創立。私設消防組設置。
常室・上浦幌に巡査駐在所設置。第１回国勢調査（10
月１日）実施の結果、人口7,471人、戸数1,497戸。
常盤小学校創立。
常室郵便局開設。浦幌村家畜市場開始。
浦幌市街に初めて電灯がつく。上厚内小学校創立。

昭和 2年
昭和 3年
昭和 5年
昭和 6年
昭和 7年
昭和 8月
昭和10年
昭和12年
昭和14年

昭和19年
昭和20年
昭和21年

昭和22年

昭和23年

昭和24年

昭和25年

厚内郵便局開設。
上浦幌、留真郵便局開設。
浦幌に電話開通。
浦幌村商工会設立。
浦幌公会堂建設。
大和礦業（株）浦幌炭礦を開発。
浦幌村酪農協会発足。
吉野郵便局開設。
浦幌川改修工事着工。種馬統制法により輓馬、駄馬
（中間種）生産地指定。
政府の非常増産緊急措置により浦幌炭礦休山。
吉野原野国営で干拓着手。
私立浦幌保育園開設。浦幌厚生病院開設。浦幌初の衆
議院議員誕生（森三樹三）。
浦幌炭礦復興。浦幌初の道議会議員誕生（朝日昇）
警防団を解消し、浦幌消防団として新発足。貴老路・
上浦幌・留真・常室・浦幌・吉野・厚内に中学校設立。
農業協同組合、開協、農協設立。役場上浦幌炭礦出張
所開設。浦幌炭礦中学校設立。
「浦幌村50年沿革史」発行。開村50年記念式典挙行。幌
商工会発足。浦幌村（町）歌、浦幌小唄制定。
初めて成人祭挙行。公民館開設。村報第１号発行。吉
野台細石器遺跡発掘。豊北小学校開校。

浦幌120年の歩み
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昭和47年

昭和48年

昭和49年

昭和50年

昭和51年

昭和52年

昭和53年

昭和54年

昭和55年

昭和56年
昭和57年

昭和58年

昭和59年

昭和60年

昭和61年

昭和62年

昭和63年

平成元年

平成 2年

平成 3年

厚内漁港入港式。台風20号被害15億円。道道本別白糠
線開通。
厚内幼稚園開園。町立歯科診療所開設。国道38号線浦
幌バイパス完成。
町政施行20周年。浦幌中学校、生活改善センター落
成。激甚災害復旧完成式典挙行。浦幌・幾千世・養老・
豊北・十勝の５中学校が閉校し、新しい浦幌中学校開
校。
上浦幌公民館新築落成。農村総合整備モデル事業実
施地域指定。大雨による被害66億円。
しらかば保育園、中央公民館完成。農村総合整備計画
指定。第１回ふるさとのみのり祭り開催（以降毎年開
催）
あかしや保育園、うらほろ森林公園、葬祭場、共同利
用模範牧場、直別営農用水施設完成。静内小学校閉
校。
上浦幌地域市街化計画地区決定。消防署庁舎、厚内公
民館、浦幌郵便局、浦幌駅舎新築完成。
開町80年記念式典挙行。十勝コミュニティ防災セン
ター完成。高齢者生産活動センター着工。
地域集団電話一般化切替完成。農業団地センター完
成。過疎地域振興計画策定。役場上浦幌支所農業団地
センターに移転。下水道事業計画決定。
国土利用浦幌計画設定。
吉野幼稚園、町立桜町歯科診療所完成。浦幌十勝導水
路完成。十勝河口橋（国道336号）着工。稲穂・直別・上
厚内・豊北小学校閉校。浦幌商工事業協同組合設立。
上浦幌幼稚園開園。農村情報連絡施設、普通林道円山
幾千世線完成。釧路地方法務局浦幌出張所新築落成。
小学生との青空懇談会開催（平成15年まで）。
町政30周年記念式典挙行。過疎地域振興計画（60年～
64年）策定。学校給食センター、浦幌消防署吉野分遣
所、東山スキー場夜間照明施設完成。道営福祉住宅

（老人同居）完成。浦幌高等学校新築落成。えのき茸栽
培施設完成。留真小学校閉校。
浦幌町まちづくり計画策定。勤労者野外活動施設（全
天候型テニスコート、ローラースケート、アイスホッ
ケー、センターハウス）完成。
町のキャッチフレーズ制定。町の花・木・鳥指定。上浦
幌中央小学校、屋外ゲートボール場完成。東山野球場
整備事業着手。岩手県大野村模範牧場と姉妹提携。浦
幌駅特急列車停車開始。道営普通林道厚内線開通。川
上・貴老路小学校閉校。
貴老路地区営農飲雑用水施設完成。厚内簡易水道増
補改良工事完了。稲穂地区国営農地開発事業着手。第
１回ワールド寒風寒けり大会開催。一般廃棄物処理
センター完成。
第３セクター浦幌乳業（株）設立。農村環境改善セン
ター完成。釧勝トンネル完成（開通）。浦幌町バイオメ
ディカル研究所設立。
開町90周年式典挙行。野外ステージ完成。札響野外コ
ンサート開催。農業技術拠点施設完成。うらほろ町民
球場完成。
十勝小学校閉校。公共下水道供用開始。日立建機（株）
と進出協定調印。緑のマスタープラン策定。浦幌川・
瀬多来川災害復旧事業竣工。
第１回雪の夏まつり開催。上浦幌地区農村公園「ふれ
あい広場」完成。

平成 4年

平成 5年

平成 6年

平成 7年

平成 8年
平成 9年

平成10年

平成11年

平成12年
平成13年

平成14年
平成15年
平成16年

平成17年

平成18年
平成19年
平成20年
平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年
平成27年

平成28年
平成29年

平成30年

平成31年

地籍調査事業始まる。森林公園シンボルモニュメント
完成。総合スポーツセンター完成。旅来の渡し舟廃止。
十勝河口橋完成。高齢者就労センター発足。第１回砂
のアートinうらほろ開催。
釧路沖地震。スイミングプールオープン。ロランＣ局
海上保安庁に移管。浪漫村開村。文学碑完成。幾千世軽
スポーツセンター落成。
女性消防団発足。釧路東方沖地震。アイスアリーナ完
成。
特別養護老人ホーム「はまなす園」落成。北海道道議会
議員選挙（地元から米沢一喜初当選）。うらほろパーク
ゴルフ場オープン。十勝太漁業協同利用施設落成。
浦幌町まちづくり計画（平成８年～12年）策定。
幾千世小学校閉校。コスミックホール落成。保健福祉
センター開設。帯広土木現業所浦幌出張所新築移転。
活平小学校閉校。国道336号「浦幌大橋」渡橋式。中浦幌
浄水場（富川）完成。町立診療所改築落成。池田地域訪
問看護ステーション開設。
教育文化センター（図書館・博物館）オープン。開町100
年記念式典挙行。
リサイクルセンター完成。新養老小学校閉校。
上浦幌中学校新校舎落成。浦幌町第２期まちづくり計
画（平成13年～22年）策定。
養護老人ホーム完成。
十勝沖地震発生（Ｍ8.0)
浦幌小学校開校100周年記念式典。池田・豊頃町との合
併任意協解散。
豊頃町との合併協議破綻。吉野小・常室小・厚内中閉
校。
指定管理者制度導入。
「トカチの地上絵」政策。ギネスに挑戦。
厚内トンネル完成。浦幌高等学校募集停止。
開町110年記念式典挙行。道の駅うらほろオープン。本
別浦幌ＩＣ開通記念式典挙行。
上浦幌小学校創立100年兼閉校記念式典挙行。浦幌高
等学校閉校。吉野幼稚園閉園。
東北地方太平洋沖地震発生（Ｍ9.0）、厚内地区津波被
害。うらほろ留真温泉リニューアルオープン。
移住体験住宅（南町）落成。国道336号開通を祝う記念
式典挙行。霧止峠（道道直別共栄線）の新道が開通。
第一管区海上保安本部十勝太ロラン航路標識事務所
閉局。十勝うらほろブランド推進協議会設立。
岩手県洋野町と「友好の町絆協定」を締結。
Shakkoi Night（シャッコイナイト）初開催。役場庁舎
耐震防災改修工事完了。北海道横断自動車道（道東道
）上浦幌パーキングエリア完成供用。小中一貫コミュ
ニティスクール導入。浦幌町議会初の定数割れ。給食
費無料化実施。
厚内小学校閉校。
コミュニティバスが運行を開始。道道直別共栄線の「
平成かもめ橋」が開通。上厚内駅が廃止。浦幌アンバサ
ダー第１号の委嘱。地方自治法施行70周年記念式典
（総務省主催）で浦幌町が「市町村表彰」を受賞。
新学校給食センター完成。胆振東部地震により大規模
停電（ブラックアウト）が発生。うらほろスタイル複合
施設「フタバ」開所。
開町120年記念「うらほろ冬花火」開催。

令和元年 開町120年記念式典挙行。

浦幌歴史年表
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浦幌町民憲章
　わたしたちは、豊かな資源に恵まれ、雄大な太平洋にのぞむ十勝に浦幌川の清き流れと、

たくましい開拓精神をうけつぐ和協浦幌の町民です。

　この町の限りない発展をねがい、 よりよい町民となるためこの憲章を定めます。

◆元気で働き、楽しい人生を築きましょう。
　 ・からだをきたえ、 働らくことに希望と誇りをもちましょう。

　 ・趣味を生かし、 教養を身につけましょう。

　 ・毎日の仕事に感謝し、 工夫と努力をつづけましょう。

◆としよりを敬い、こどもを愛し明るい家庭をつくりましょう。
　 ・小さいときから正しくしつけ、 強いよい子に育てましょう。

　 ・お互いに感謝の気持を忘れず、 円満な家庭を築きましょう。

　 ・むだをはぶき、 豊かな家庭をつくりましょう。

◆きまりを守り、明るく住みよい社会をつくりましょう。
　 ・お互いに人格をみとめ合い、 進んで奉仕の心を養いましょう。

　 ・時間や交通道徳を守り、 明るい町をつくりましょう。

　 ・自然を愛し、 環境の美化につとめましょう。

◆自然の恵みに感謝し、産業の発展につとめましょう。
　 ・開拓先人の労苦をしのび、 産業の振興につとめましょう。

　 ・作業の安全をはかり、 楽しい職場にいたしましょう。

　 ・新しい知識を求め、 生産たかめましょう。

◆香り高い郷土の文化をつくりましょう。
　 ・文化財を大切にし、 新しい文化を育てましょう。

　 ・スポーツに親しみ、 社会生活を楽しくしましょう。

　 ・力をあわせて、 文化活動を高めましょう。

町民憲章は、 昭和 44年に制定され、 浦幌町の精神的ささえとなるものです。
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編　集／浦幌町役場まちづくり政策課
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