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１ 基本的な事項 

（１）浦幌町の概況 

 ① 浦幌町の概要 

  本町は、北海道十勝総合振興局管内の最東端にあり、北緯42度41分45秒から43度９分43秒、東

経143度33分10秒から52分３秒に位置し、東は釧路総合振興局管内釧路市音別町と白糠町、西は

豊頃町と池田町、北は本別町にそれぞれ隣接し、南は太平洋沿岸に面しています。1869年（明治

２年）に十勝国十勝郡に属し、同年には静岡藩の支配を経て、1871年（明治４年）に開拓使の直

轄となりました。この頃、当町域にはベッチャロ、トカチ、オヘコハシ、アイニウシ、オホツ、

オサウシの６か村が置かれました。そして、1880年（明治13年）に当町域は、十勝外４郡戸長役

場に属しましたが、1900年（明治33年）に生剛外２か村戸長役場を分離させ、生剛の地に戸長役

場が設置されたこの年を開町としています。1903年（明治36年）には、釧路から浦幌間の鉄道が

開通し、同年12月に浦幌駅も開業したことから、役場を浦幌に移転しました。その後、通信運搬

機能も次第に整備され、集団入植などにより本格的な村づくりが始まりました。1906年（明治39

年）、二級町村制施行とともに十勝村を大津村に帰属し、生剛、愛牛２村をもって生剛村と称し、

1912年（明治45年）に村名を浦幌村と改称しました。1954年（昭和29年）に町制を施行し現在の

浦幌町という呼称となり、翌年には大津村の東部地域を編入合併し、現在の姿となりました。1999

年（平成11年）には開町100年という大きな節目の年を迎え、さらに2019年（令和元年）に開町120

年を迎えました。 

  総面積は729.85㎢と広大な町土を有し、そのうち74.2％は森林地帯、農用地は14.3％となって

います。比較的平坦な地形で、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、全長22㎞の海岸線を有する太平洋沿岸の広大な風景な

ど、多様で豊かな自然環境に恵まれています。また、気候は年間を通して比較的温和で、夏季に

はレジャーや観光に適した気温となり、冬季の降雪量は日本海沿岸地方に比べると比較的少なく、

住みやすい環境となっています。 

  豊かな自然環境と比較的温和な気候から、畑作・畜産を主体とする農業、林業、水産業の第１

次産業を基幹産業としています。 

  農業は、小麦、馬鈴しょ、豆類、てん菜を主要作物とする畑作と生乳を主体とする酪農による

土地利用型農業を展開し、畑作物を補完する目的で導入が始まった肉牛との複合経営を行ってい

ます。 

  林業は、造林・保育事業を進め、カラマツを主体とする人工林は51.8％に達しており、主伐期

を迎えた森林では堅調な木材生産が行われています。森林所有者の森林整備に対する意欲の減退

や森林の公益的機能の低下などが懸念されていますが、今後は、森林の循環・維持・造成を図り、

木材資源の多様な利活用について期待が持たれています。 

  水産業は、太平洋沿岸の沖合が寒暖二海流の潮流の境となっており、定置網漁による秋さけを

中心に毛ガニ、ししゃも、タコ、ほっき貝、昆布などが水揚げされる好漁場となっています。こ

れら農・林・水を併せ持つ第１次産業の就業者は、全就業者の約34.4％を占め、まさに町の基幹

産業として多くの産業の成り立ちにも大きな影響を与えています。 

  本町は、十勝総合振興局管内の拠点都市である帯広市と、釧路総合振興局管内の拠点都市であ

る釧路市のほぼ中間に位置し、都市間の中継地点であり、人と人がつながる拠点となり得るエリ

アに位置しています。2013年（平成25年）から実施している地域おこし協力隊の設置で本町に縁
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ができた人々が町内で起業したり、商品化する会社など、本町と関わりを持った人々に対して起

業支援を行ったり、既存事業者への支援や第二創業支援など、地方でビジネスが展開できる環境

づくりに努めています。 

  教育面では、少子化に伴う児童生徒の減少により小学校と中学校はそれぞれ２校ずつでいずれ

もへき地指定校となっており、「自立」と「協働」の教育理念を掲げ、小中一貫コミュニティ・ス

クールと地域学校協働本部とが連係（連携）・協働し、地域総ぐるみで社会の変化に主体的に向き

合いながら未来を拓いていく「生きる力」の育成に取り組んでいます。また、ＩＣＴを活用した

教育の推進を図るため、児童・生徒一人に一台の端末整備を行うなど、学校ＩＣＴ環境の整備を

進めています。 

  医療施設は、市街地に町立診療所が１か所、歯科診療所が２か所あります。町立診療所は１名

の医師が整形外科、内科、外科、リハビリテーション科と複数の科を担っており、ＣＴスキャン

装置等の検査機器を設備していることで、早期に的確な診断ができ、必要時に専門医療機関へつ

なぐことができています。 

 

 ② 過疎の状況 

  人口の推移は、国勢調査でみると後述（２）のとおり1960年（昭和35年）の14,150人をピーク

に減少しており、1980年（昭和55年）に１万人を割る9,693人となった後も減少を続け、2015年

（平成27年）には5,000人を割り4,919人となっています。1995年（平成７年）に若年者比率が

13.6％、高齢者比率が20.0％となり、高齢者比率が若年者比率を上回って以降、若年者比率の減

少速度は低下するものの、高齢者比率の増加速度は維持しており、2015年（平成27年）には全人

口の約４割が高齢者という状況になっています。高齢化の急速な進行に加えて少子化傾向が顕著

となり、出生数よりも死亡数が多く、自然減の状況となっており、年齢構成の偏りから地域全体

の活力の低下が懸念される状況です。 

  また、世帯数については1990年（平成２年）以降から緩やかな減少となっている一方で、１世

帯あたりの人員の推移をみると、1960年（昭和35年）には１世帯あたり5.23人に対し、2015年（平

成27年）には１世帯あたり2.36人まで減少しており、核家族化が進行しています。これは、1955

年（昭和30年）代後半からの高度経済成長期における都市部への人口流出、生活環境基盤などの

地域間格差など全国的な共通要因に加え、少子高齢化などの社会環境の変化や基幹産業である農

林水産業の低迷、労働力を受け入れる場が少ないことなどが要因と考えられます。 

  これまで過疎法に基づき国や道の支援を受けながら、道路などの基盤施設や公共下水道などの

生活環境の整備など住民福祉の向上、地域間格差の是正に向けて総合的・計画的に過疎対策を講

じてきました。道路は浦幌市街地から各集落に通じる幹線道路の改良舗装を重点に整備するとと

もに、公共下水道、簡易水道、公営住宅などの生活環境施設、町立診療所、保健福祉センター、

養護老人ホームなどの保健医療福祉施設、地域会館などの集会施設、公民館や教育文化センター

（図書館・博物館）などの社会教育施設、総合スポーツセンター、野球場（夜間照明付き）、スイ

ミングプール、屋内ゲートボール場、パークゴルフ場などのスポーツ施設、保育施設や学校施設

など、各種公共施設の整備が着実に進むとともに、地域が抱える様々な課題の解消に向けた取組

が進められています。 

  農林水産業では、急速な国際化の進展に伴う価格の低迷、後継者不足や産業従事者の高齢化な

ど生産構造の脆弱化などにより、生産額も伸び悩みの状況にあり、こうした第１次産業の低迷が、
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地域経済に影響を及ぼしています。本町は、産業構造上や面積が広大であるという地理的条件か

ら散在・散居集落が多く、これまで整備された各種公共施設の利用対象地域も広範囲に及び、ま

た、近年のモータリゼーションの発達により道路交通への依存が大きいことから、幹線道路のみ

ならず集落間を結ぶ道路整備とともに、産業振興対策が重要な課題となっています。 

 

 ③ 社会経済的発展の方向の概要 

  住民の価値観が「もの」の豊かさから「心」の豊かさを求める傾向にあり、自然志向やゆとり

志向が高まる中で、これからの過疎地域には、豊かな自然や美しい景観、固有の歴史・文化など

の資源を活用しながら、都市的なサービスとゆとりある居住環境や自然をあわせて享受できる生

活を実現する場として期待されています。 

  本町は、729.85㎢という広大な面積を有し、その中には、町土の74.2％を占める自然あふれる

森林や雄大な太平洋の海浜地を有する自然に恵まれ、ＪＲ根室本線と国道38号が通過し、盛んに

経済流通がなされる地理的交通網の好条件にも恵まれています。 

  しかし、生産年齢人口の減少や若年層の転出超過傾向、世代間・地域間交流の減少による産業

の担い手不足が進行しており、持続可能な地域経済・社会を維持することや、町民が心豊かに生

活を送っていく基盤として、地域経済循環の促進及び町民の就業機会の拡大を図ることは大きな

課題といえます。このため、本町の社会資源、地域資源を最大限に生かした稼ぐ産業の再構築や

本町の基幹産業である第１次産業の中核人材の育成、商工業など町内産業の担い手の育成、企業

誘致などによる雇用の場の確保を図っていくとともに、多様な働き方を選択できる環境の整備を

図る必要や、雇用の場の確保にとどまらず、町内で仕事を興し、都市部の大手企業との連携によ

るサテライトビジネスなど、新しいビジネス展開を積極的に取り入れ、複数の収入の道を開拓す

ることを支援する取組なども模索する必要があります。 

  また、全国的に課題となっている各種社会保障費の急激な伸び予測や、公共施設及びインフラ

施設の老朽化対策等による将来財政状況が深刻化している中で、持続可能な行政サービスを維持

していくため、つながりを力に変える取組を一層推進していくことが重要です。継続的な行財政

運営の効率化や特定分野における近隣自治体との広域連携等を引き続き実施し、コストダウンや

事業見直しなどの量的削減のみならず、「Society5.0」など新技術の概念を積極的に活用し、量的

削減と質的向上を両立させることで、行政機能の負担軽減と、町民の満足度向上を図る改革を推

進していく必要があります。 

  今後の過疎地域の暮らしを持続的に発展していくためには、これまでの過疎対策の継続はもと

より、新たな過疎対策の視点も加え、「浦幌町第４期まちづくり計画」とともに「過疎地域持続的

発展市町村計画」により総合的かつ計画的な対策を実施し、持続可能な地域づくりを進めます。 

 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

  人口の推移を国勢調査でみると、1960年（昭和35年）の14,150人をピークに減少しており、「過

疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める人口減少率算出の基準年である1975年

（昭和50年）と2015年（平成27年）との比較では52.5％、1990年（平成２年）と2015年（平成27

年）との比較では41.4％の減少率となっています。 
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表１－１（１） 人口の推移（国勢調査） 

区  分 
Ｓ35 Ｓ50 Ｈ２ Ｈ17 Ｈ27 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総  数 
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

14,150 10,353 △26.8 8,390 △19.0 6,068 △27.7 4,919 △18.9 

０歳～14歳 
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

5,301 2,743 △48.3 1,628 △40.6 749 △54.0 524 △30.0 

15歳～64歳 
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

8,242 6,778 △17.8 5,512 △18.7 3,486 △36.8 2,532 △27.4 

 
うち15歳～ 

29歳（ａ） 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

3,634 2,178 △40.1 1,261 △42.1 625 △50.4 436 △30.2 

65歳以上 

（ｂ） 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

607 832 37.1 1,250 50.2 1,833 46.6 1,863 1.6 

（ａ）/ 総数 

若年者比率 

％ ％ 
－ 

％ 
－ 

％ 
－ 

％ 
－ 

25.7 21.0 15.0 10.3 8.9 

（ｂ）/ 総数 

高齢者比率 

％ ％ 
－ 

％ 
－ 

％ 
－ 

％ 
－ 

4.3 8.0 14.9 30.2 37.8 

 

  1960年（昭和35年）から2005年（平成17年）まで15年ごとと2005年（平成17年）から2015年（平

成27年）までの10年の人口減少率は、それぞれ二桁の数値で著しい減少率となっています。 

  年齢階層別人口の推移をみると、０歳から14歳までの年少人口は1975年（昭和50年）48.3％、

1990年（平成２年）40.6％、2005年（平成17年）54.0％、2015年（平成27年）30.0％と高い減少

率となっており少子化が進んでいます。15歳から64歳までの生産年齢人口は、総人口と同様の減

少率となっており、生産年齢人口のうちでも、15歳から29歳までの若年者人口は40～50％台の非

常に高い減少率で、若年者の町外流出が大きな課題として残っています。一方、65歳以上の高齢

者人口は、過疎地域の特徴といわれているように、人口が著しく減少する中で反対に年々増加し

ています。総人口に占める構成比率も近年急速に上昇しており、2015年（平成27年）には37.8％

と高い比率を占めています。 

  以上のように、引き続く人口減少に加えて、高齢化の急速な進行と若年者の流出による年齢構

成の偏りから、地域全体の活力の低下が懸念される状況にあります。 
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表１－１（２） 人口の推移（住民基本台帳） 

区分 
H17.3.31 H22.3.31 H27.3.31 R2.3.31 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 

（外国人除く） 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

6,453 5,762 △10.7 5,187 △10.0 4,546 △12.4 

男 

（外国人除く） 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

3,132 2,758 △11.9 2,497 △9.5 2,201 △11.9 

女 

（外国人除く） 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

3,321 3,004 △9.5 2,690 △10.5 2,345 △12.8 

参 

考 

男（外国人） － － － 
人 

－ 
人 ％ 

0 11 皆増 

女（外国人） － － － 
人 

－ 
人 ％ 

11 19 72.7 

世帯数 

（外国人世帯除く） 

世帯 世帯 ％ 世帯 ％ 世帯 ％ 

2,556 2,473 △3.2 2,362 △4.5 2,221 △6.0 

 

表１－１（３） 人口の見通し（浦幌町人口ビジョン） 

区 分 
Ｒ２ Ｒ７ Ｒ12 Ｒ17 Ｒ22 

実数 実数 減少率 実数 減少率 実数 減少率 実数 減少率 

総 数 
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

4,744 4,397 △7.3 4,094 △6.9 3,806 △7.0 3,503 △8.0 

 

  また、最近４か年の住民基本台帳人口の推移をみると、外国人を除く人口総数では2005年（平

成17年）から2020年（令和２年）までの間で29.6％減少しています。男女の差では、2005年（平

成17年）189人、2010年（平成22年）246人、2015年（平成27年）193人、2020年（令和２年）144

人と、いずれも女性のほうが多くなっています。世帯数では、2005年（平成17年）から2020年（令

和２年）で13.1％減少しており、世帯当たりの人口は、2005年（平成17年）2.5人、2010年（平成

22年）2.3人、2015年（平成27年）2.2人、2020年（令和２年）2.0人と減少しており、核家族化が

顕著となっています。 
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表１－１（４） 産業別人口の推移（国勢調査） 

区 分 
Ｓ50 Ｈ２ Ｈ17 Ｈ27 

実数 構成比 実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率 

総 数 
人  人  ％ 人  ％ 人  ％ 

4,993  4,339  △13.1 3,132  △27.8 2,633  △15.9 

第一次産業 

就業人口 

人 ％ 人 ％ ％ 人 ％ ％ 人 ％ ％ 

2,328 46.6 1,621 37.4 △30.4 1,140 36.4 △29.7 905 34.4 △20.6 

第二次産業 

就業人口 

人 ％ 人 ％ ％ 人 ％ ％ 人 ％ ％ 

982 19.7 871 20.1 △11.3 527 16.8 △39.5 388 14.7 △26.4 

第三次産業 

就業人口 

人 ％ 人 ％ ％ 人 ％ ％ 人 ％ ％ 

1,681 33.7 1,846 42.5 9.8 1,463 46.7 △20.7 1,237 47.0 △15.4 

分類不能産業 

就業人口 

人 ％ 人 ％ ％ 人 ％ ％ 人 ％ ％ 

2 0.0 1 0.0 △50.0 2 0.1 100.0 103 3.9 5,050 

 

  本町は、農業・林業・水産業の第１次産業が基幹産業であり、第２次産業は、農畜産物を素材

にした乳業工場、食品加工工場、澱粉工場、森林資源を活用した木材・木製品工場などの製造業

や建設業で、第３次産業は、全商店の７割が浦幌市街に集中している商店をはじめとした卸・小

売業やサービス業などです。 

  産業別就業人口の推移をみると、総人口の減少に伴い就業人口総数も減少しており、1975年（昭

和50年）から2015年（平成27年）までの間に47.3％減少しています。特に、第１次産業就業者数

は、この間に2,328人から905人と61.1％の大幅な減少となっており、構成比についても、1975年

（昭和50年）では46.6％となっていましたが、2015年（平成27年）では34.4％まで低下していま

す。今後も急激な減少はなくとも、後継者不足などによる減少が予想されます。 

  第２次産業就業者数は、1975年（昭和50年）982人から2015年（平成27年）388人と60.5％減少

していますが、構成比については1975年（昭和50年）19.7％、1990年（平成２年）20.1％、2005

年（平成17年）16.8％、2015年（平成27年）14.7％とほぼ横ばいとなっています。 

  第３次産業就業者数は、1975年（昭和50年）の1,681人から2015年（平成27年）には1,237人と

26.4％減少しており、その構成比も第１次産業就業者が大幅に減少したことなどから1990年（平

成２年）には主要産業である第１次産業と逆転し、1975年（昭和50年）の33.7％から2015年（平

成27年）には47.0％にまで上昇しています。 

  1975年（昭和50年）から2015年（平成27年）までの全道的な状況をみてみると、第１次産業就

業者は大幅に減少し、第２次産業就業者は若干の減少、第３次産業就業者は大幅に増加しており、

また、就業者総数も増加していることから、就業者の町外流出につながっていると推測されます。

これまでも建設機械試験場や地場資源を活用した食品加工工場などの企業誘致を進め、雇用の確

保や地場産品の付加価値の向上に努めてきましたが、就業人口の大幅な拡大にはつながっていま

せん。 

  基幹産業である第１次産業をめぐる環境が一段と厳しさを増している中で、人口減少を抑制す

ることを最優先として、雇用の拡大、若年労働者の確保につなげるため、基幹産業の育成・強化

を図るとともに、地場産業型の企業誘致や地場産品の付加価値の向上が図れる新たな産業の創出

を模索していかなければなりません。 



7 

 

（３）市町村行財政の状況 

 ① 行財政 

  本町は、1900年（明治33年）に生剛・愛牛・十勝の３村戸長役場を大津村より分離、これを開

町とし、1954年（昭和29年）に町制を施行し、2019年（令和元年）には開町120年を迎え今日に至

っています。広域行政としては、十勝管内１市18町村の出資による「十勝圏複合事務組合」が発

足し、十勝圏域の総合的かつ一体的な振興を目指すとともに、帯広高等看護学院や十勝教育研修

センターの設置・運営、ごみ処理・し尿処理などの効率的な行政運営を推進しています。また、

2015年（平成27年）には十勝管内の消防署を一元化した全国最大級の広域消防「とかち広域消防

事務組合」が設立され、消防行政の推進に努めています。このほか、十勝市町村税滞納整理機構、

東十勝介護保険認定審査会、東十勝障害支援区分認定審査会、北海道後期高齢者医療広域連合等

で各種共同処理を行っています。 

  地域開発としては、産炭地域振興特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法、低開発地域工業開発

促進法、山村振興法とそれぞれの法による地域指定を受けています。 

 

表１－２（１） 市町村財政の状況（普通会計）            （単位：千円、％） 

区  分 平成22年度 平成27年度 令和元年度 

歳入合計 Ａ 8,916,931 6,917,344 6,890,129 

 地方税 586,287 596,397 671,539 

 地方譲与税 112,038 95,829 119,205 

 交付金 98,232 127,656 122,272 

 地方交付税 3,535,437 3,400,564 3,127,157 

 分担金・負担金 144,212 143,036 133,815 

 使用料・手数料 374,506 321,324 282,260 

 国庫支出金 2,139,185 616,307 479,565 

 都道府県支出金 300,509 346,113 467,140 

 地方債 851,503 580,602 683,741 

  うち過疎対策事業債 287,200 184,100 343,300 

 その他 775,022 689,516 803,435 

歳出合計 Ｂ 8,794,108 6,686,012 6,702,055 

 義務的経費 2,392,600 2,230,779 2,284,684 

 投資的経費 3,080,040 792,447 1,247,111 

  うち普通建設事業費 3,080,035 779,969 1,246,930 

 物件費 1,050,014 1,245,865 1,478,856 

 補助費等 568,472 968,282 730,595 

 繰出金 667,562 734,739 651,690 

 その他 1,035,420 713,900 309,119 

 （過疎対策事業費） 404,962 326,577 548,878 

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） 122,823 231,332 188,074 

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 9,295 4,786 8,134 

 実質収支 Ｃ－Ｄ 113,528 226,546 179,940 

財政力指数 0.165 0.161 0.192 

実質公債費比率 13.5 10.8 8.4 

経常収支比率 78.4 78.7 89.7 

将来負担比率 48.1 － － 

地方債現在高 7,206,765 7,957,727 8,312,345 
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  財政面では、本町の歳入の大半を占める地方交付税が、2019年度（令和元年度）は2010年度（平

成22年度）と比較して11.5％減少し、臨時財政対策債についても、2019年度（令和元年度）１億

894万円で2010年度（平成22年度）と比較して65.0％減少しています。 

  地方交付税の歳入総額に占める構成比については、2019年度（令和元年度）において45.4％と

依存度は依然高い状況にあります。また、財政力指数については、2019年度（令和元年度）0.192

と全道平均0.279に比べて低い状況にあります。 

  歳出において、人件費、公債費、扶助費の義務的経費はほぼ横ばいですが、物件費については

増加傾向にあります。 

  2019年度（令和元年度）の実質公債費比率は、2010年度（平成22年度）と比較し減少していま

すが、経常収支比率については、増加しています。 

  今後においては、財政健全化を念頭に引き続き効率的・効果的な行財政運営に努める必要があ

ります。 

 

 ② 施設整備水準 

  本町の総合振興計画である浦幌町まちづくり計画並びに2016年（平成28年）に策定した公共施

設総合管理計画と、これまでの過疎地域市町村計画に基づき、国や道の支援を受けながら道路な

どの基盤施設や公共下水道などの生活環境の整備など、各種公共施設の整備が着実に進んできて

います。 

  日常生活に最も密着している町道の整備は、2015年度（平成27年度）から2020年度（令和元年

度）までに改良6,201ｍ、舗装6,292ｍの整備を行い、改良済が66.9％、舗装済が65.2％となりま

したが、本町は、地理的条件から路線数が258路線と多く、延長も298.1㎞と長いことから、改良・

舗装率が国道・道道に比較してかなり低い状況にあります。 

  1990年（平成２年）に一部供用を開始した公共下水道も市街地における水洗化率が2019年度（令

和元年度）末時点で94.0％となり、公共下水道処理区域外の地域においても個別排水処理施設整

備事業を推進し、合併処理浄化槽設置の普及が進んでいます。また、簡易水道施設については、

浦幌浄水場外５か所の浄水場により水道水の安定供給を行っており、2009年度（平成21年度）か

らは統合の認可を受けて、７地区（浦幌市街、吉野、厚内、十勝太、貴老路、中浦幌、川上地区）

で浦幌簡易水道事業に統合し、事業を運営しています。 

  このほか、町立診療所や保健福祉センターなどの保健医療施設、養護老人ホーム、コスミック

ホール（多目的集会施設）や教育文化センター（図書館・博物館）、総合スポーツセンター、スイ

ミングプール、パークゴルフ場などの各種公共施設、近年は、認定こども園の施設整備を行いま

した。 
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表１－２（２） 主要公共施設等の整備状況 

区  分 Ｓ55末 Ｈ２末 Ｈ12末 Ｈ22末 Ｈ27末 Ｒ元末 

町
道 

改良率（％） 16.9 47.5 61.7 63.6 64.9 66.9 

舗装率（％） 4.8 34.3 56.6 61.2 63.2 65.2 

農
道 

延長（ｍ） 43,773 30,150 3,195 3,277 3,277 3,277 

耕地１haあたり延長（ｍ） 4.6 2.9 0.3 0.3 0.3 0.3 

林
道 

延長（ｍ） 162,847 98,134 77,020 69,701 70,563 72,363 

林野１haあたり延長（ｍ） 3.4 4.0 1.6 1.4 1.3 1.3 

水道普及率（％） 88.6 99.0 84.8 85.6 91.3 92.8 

水洗化率（％） － 34.1 58.9 69.1 75.5 81.1 

人口千人あたり病院、診療所の 

病床数（床） 
5.0 6.1 5.4 3.2 3.6 4.1 

 

  



10 

 

（４）地域の持続的発展の基本方針 

  依然として続く人口減少や少子化社会の進行、生活体制などの環境整備、地域産業や地域社会

を支える担い手不足、労働力を受け入れる場が少ないなど多くの課題を抱えている中で、これか

らの過疎地域には、豊かな自然や美しい景観、固有の歴史・文化などの資源を活用しながら、ま

た、近年の新型コロナウィルス感染症対策の長期化による価値観の変化を踏まえた、広域分散型

の地域構造や、「疎」や「寒さ」といった地域の特性を生かし、また、強みに転換するなど、「新

北海道スタイル」の実践による都市的なサービスとゆとりある居住環境と自然豊かな居住環境を

あわせて享受できる生活を実現する場として期待されています。 

  地域の持続的発展に資する取組としては、本町の総合振興計画である浦幌町第４期まちづくり

計画（2021年度（令和３年度）～2030年度（令和12年度））との整合を図るとともに、各施策相互

間の連携に配慮しながら、活力ある産業を育成し、雇用機会の確保・増大を図り、快適で住みや

すい生活環境づくりを進め、地域間交流を促進し、交流人口の拡大を図るなど、地域の自立促進、

持続的発展に努めなければなりません。 

  このような状況の下、浦幌町第４期まちづくり計画では、５つのまちづくり（ものづくり、く

らしづくり、ひとづくり、まちの基盤づくり、経営目標）の基本目標を定め、そのすべての目標

に横断的に関わり、最重要課題である人口減少・少子高齢化の進行を抑止するための３つの重点

プロジェクトによりまちづくりを推進します。 

  また、本計画では、過疎地域持続的発展特別事業として、コミュニティバス運行事業、公共交

通空白地有償運送事業、雇用促進補助事業、就業チャレンジ事業、資格取得助成事業、定住住宅

取得補助事業、住宅リフォーム補助事業、民間賃貸住宅建設促進補助事業、こども医療助成事業、

出産祝金贈呈事業、紙おむつ購入費助成事業、学校給食費補助事業及び高等学校等就学費補助事

業などを実施するものです。 

 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

 ◎ 新しいちからを取り入れ確かな産業を創るまちづくり 

  本町がこれからも活気のあるまちとしてにぎわい、町民だけではなく本町に関わりを持つ人が

増えていくためには、本町の強みである第１次産業のさらなる発展に励み、積極的に新しい仕事

づくりを進め、本町に様々な人材や力が集まるものづくりを推進していかなければなりません。 

  本町の強みである基幹産業の農業、林業、水産業における人材や技術の集積を生かし、既存産

業の活性化や創業・新産業の創出などにより雇用の場の確保に努めるとともに、本町が持つ様々

な魅力（観光資源・文化・特産品など）、地域ブランドを町内外に効果的かつ戦略的に発信し、交

流人口・関係人口の増加やその先の新しい雇用・就労機会の創出や移住・定住の促進を目指しま

す。 

成果指標 
現状値 

（Ｒ元） 

目標値 

（Ｒ７） 

認定農業者数 182人 182人 

林業担い手事業対象者数 27人 30人 

漁業就業者数 69人 70人 
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 ◎ 健やかで安心できる支え合いのまちづくり 

  本町に暮らすすべての町民が、安全・安心な環境に身をおいて、心身ともに健康でいきいきと

暮らしていくための暮らしづくりが大切です。町民の健康管理を第一に考えた医療や福祉、子育

て家庭が安心して子育てできる環境をさらに充実していきます。 

  また、高齢者や障がいのある人も生涯を通して健康で、生きがいを持って社会に関われる機会

を創出するとともに、すべての町民が取り残されることのないよう地域全体で福祉の輪を広げ、

医療機関や交通機関などをはじめとする各種専門機関との連携を強め、生活環境の充実を目指し

ます。 

  さらに、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、警察をはじめ関係機関等

や地域と連携して犯罪抑止、交通安全対策を推進し、まちの安全確保に努めます。 

成果指標 
現状値 

（Ｒ元） 

目標値 

（Ｒ７） 

子育て支援センター延べ利用者数 1,857人 1,900人 

特定健診受診率 54.9％ 60％ 

 

 ◎ 人と文化を育むまちづくり 

  本町は、まちに暮らす町民の思いと意思、そして希望によってかたちづくられています。これ

からも、本町が発展していくためには、町民一人ひとりが成長し続けていくひとづくりが重要で

す。次代を担う子どもたちは、大切な地域の宝です。子どもたちが本町で生まれ育ったことに自

信と誇りを持てるよう、学校だけでなく、家庭、地域、そしてまちが連携する「うらほろスタイ

ル」や小中一貫コミュニティ・スクールを通して様々な教育、体験、人徳形成の機会を創出し、

生き抜く力を身につけられるよう支援します。 

  また、町民が生涯にわたって趣味を広げ教養を深めながら、生きがいを持ち続けることができ

るよう、生涯学習の支援充実に努め、活動の拠点となる施設の充実や、地域の歴史・文化の継承

と振興、スポーツ振興を図ります。 

  さらに、町民が自分たちの暮らすまちを自分たちで成長させ、より暮らしやすくしていけるよ

う、高い意識を持ってまちづくりに参画できる場づくり、機会づくりを推進します。 

成果指標 
現状値 

（Ｒ元） 

目標値 

（Ｒ７） 

浦幌のことが好きだという小・中学生の割合 72.1％ 80％ 

体育施設利用者数 78,296人 80,000人 
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 ◎ 豊かな自然環境の保全と快適に暮らせるまちづくり 

  本町の自然や環境をこれからも維持し、それらを生かした新しいエネルギー開発を推進するこ

とは、今後のまちの自立には必要なことです。本町での暮らしに必要不可欠なライフラインや公

共施設などの維持管理を図るためには、計画的なまちの基盤づくりが欠かせず、自然と人の共生

を進めるために、自然環境の保全に努めるとともに、環境にやさしいライフスタイルや循環型社

会の構築に向けた取組を推進し、人と自然にやさしいまちを目指します。 

  また、暮らしの利便性の向上や地域経済活動の発展に向け、町民の日常生活を支える上下水道

などの生活基盤を整備するとともに、道路・公共交通などの交通ネットワークの形成を進めます。 

  さらに、大規模災害や感染症の発生など様々な危機から町民の命と財産を守るための設備や体

制等の整備を行うとともに、各地域の自主防災組織などと連携しながら様々な取組を行う体制を

整備します。 

成果指標 
現状値 

（Ｒ元） 

目標値 

（Ｒ７） 

町道改良率 66.9％ 69％ 

コミュニティバス利用者数 5,968人 7,200人 

水道普及率 92.8％ 93％ 

 

 ◎ 計画的かつ効率的な行政運営 

  財政基盤の確立と計画的かつ効率的・効果的な行政運営を推進するためには、まちの自立と持

続可能な運営が求められています。まちの活性化に向けた様々な事業の実施や、町民サービスを

十分かつ安定的に提供していくために、健全財政を維持していきます。 

  また、厳しい財政状況の中でも効果的に行政運営を進めていくために、電子化や機械化を積極

的に進めて、事務の負担軽減と庁内運営の効率化を図ります。 

  さらに、公共施設の長寿命化と適正な維持管理を推進するなど、町民の視点に立った行財政運

営を進め、町民サービスの向上を目指します。 

成果指標 
現状値 

（Ｒ元） 

目標値 

（Ｒ７） 

経常収支比率 89.7％ 89.2％ 

実質公債費比率（３か年平均） 8.4％ 9.6％ 
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 ◎ 重点プロジェクト 

 ① 子どもを産み育てたいと思えるまち 

  厳しい経済環境、女性の社会進出、男女共同参画社会の定着化など、様々な要因を背景として、

働く女性は年々増加しています。女性が働きたいと思ったとき、子育てと就業が確実に両立でき

る支援体制が必要です。また、子どもが成長していく段階に応じて、医療や教育等の分野でも必

要な相談体制や経済的支援体制等が求められています。 

  本町では、これまでにも「第２期浦幌町子ども・子育て支援事業計画」等に基づき、様々な子

育て支援を講じているところであり、これらの取組をより重点的に推進し、「浦幌町で子どもを

産み育てたい」と考える人を増やしていきます。 

成果指標 現状値 目標値 

人口 
4,576人 

（Ｒ元） 

4,397人 

（Ｒ７） 

出生数 
118人 

（Ｈ27～Ｒ元） 

100人 

（Ｒ３～Ｒ７） 

 

 ② 仕事をつなげたい、つくりたいと思えるまち 

  これからも活気とにぎわいがあふれる自立した持続可能なまちを維持していくためには、働く

環境の充実と、新しい雇用の創出による様々な人材の流入が重要です。 

  まちの強みである第１次産業をますます発展させるとともに、６次産業化やサテライトオフィ

スの展開、地域と企業の連携など新しい取組にも積極的に働きかけ、また、教育分野の視点も踏

まえることで担い手の育成と確保を目指します。 

成果指標 
現状値 

（Ｈ27～Ｒ元） 

目標値 

（Ｒ３～Ｒ７） 

創出される事業数 ０事業 16事業 

新規創業・第二創業者数 ８事業者 ５事業者 

 

 ③ 住み続けたい、関わりたいと思えるまち 

  人口減少を抑止するためには、本町の出生数の増加を図るだけではなく、転入者を増やしてい

く必要があります。上記②では、就労環境を充実させることで、本町で働く人口を増やすことを

目的としていますが、さらに、町内に住んでいる人、住まいを移す人、双方に住み続けられるよ

うな生活環境の利便性の向上や住環境の整備を推進します。 

  また、観光や仕事を通じて本町に訪れた人に対しても魅力を伝えるとともに、滞在できるよう

な宿泊施設の充実や滞在時に町民や滞在者同士が情報共有できるような地域交流スペースの活

用を推進します。 

成果指標 
現状値 

（Ｈ27～Ｒ元） 

目標値 

（Ｒ３～Ｒ７） 

定住住宅取得補助金申請件数 53件 50件 
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（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

  本計画における達成状況については、社会情勢や関係法律などの変更並びに浦幌町第４期まち

づくり計画との整合性、関連性を鑑み、計画の内容については必要に応じて見直しの審議を行う

とともに事業実施計画については、ローリング方式による毎年の見直しを庁内会議並びに浦幌町

総合振興計画審議会で行い、事業評価を行うものとします。 

 

（７）計画期間 

  計画期間は、2021年（令和３年）４月１日から2026年（令和８年）３月31日までの５か年間と

します。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

  本計画との整合性を図りながら、公共施設等総合管理計画の基本方針を次のとおり定めます。 

  本町の保有する公共建築物は計画策定時である2016年度（平成28年度）、延べ床面積で約14.4

万㎡と町民一人あたりの公共施設量は道内の他自治体に比べて多い状況にあるため、今後の更な

る人口減少や厳しい財政制約が予想される中、現在の保有量のままでは施設の更新・改修費用を

支出することが困難な状況が生じることが予想されるため、公共サービスを持続的に提供してい

くためには、現在の公共施設の総量を2036年（令和18年）までに現状より20％削減する目標を掲

げ、今後、必要性の低い施設や経費負担が大きい施設などを積極的に整理統合することで、公共

施設の保有量を最適化していきます。 

  公共施設の更新・改修・維持管理などのトータルコスト削減に向けて、施設量の削減だけでな

く、適切な維持管理による品質の確保とコスト削減が必要であることから、施設の劣化状況を定

期的に点検し、適切に補修・改修し、既存公共施設を長く・大事に使っていくこと（長寿命化）

で、突発的な改修費用の発生を抑え、施設にかかる長期的なトータルコストを削減します。 

  公共施設の課題に対しては、町が一体となって取り組む必要があることに加え、公共施設は地

域住民の生活に密接に関わることから、地域住民と行政が情報を共有し、地域住民の理解のもと

対策を実施していく必要があります。また、町の職員や財源などの行政資源には限りがあること

から、住民や民間事業者等の力やノウハウを取り入れていくべきであると考え、町のみが公共施

設の対策に当たるのではなく、関係する地域住民や企業、周辺自治体などと協力・連携して対策

を進めていきます。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

（１）現況と問題点 

 ① 定住・移住の促進、関係人口の創出 

  浦幌町の人口は、1960年（昭和35年）に14,500人のピークに達した後、現在では自然動態、社

会動態双方の面において減少傾向が続いています。 

  民間の有識者会議「日本創生会議」が2014年（平成26年）５月に発表した試算結果では、本町

も消滅可能性都市に指定されたことから、2015年（平成27年）に行った浦幌町第３期まちづくり

計画の中間見直しにおいて、定住・移住のための重点プロジェクトを強化し、早急な人口減少対

策を行ってきましたが、人口減少に歯止めがかからない状況が続いています。また、2020年（令

和２年）以降の新型コロナウィルス感染症により、国内外の人の流れが抑止され、イベントなど

による交流人口も減少しており、2020年度（令和２年度）に実施した国勢調査の結果（速報値）

では、５年前の結果と比較して、十勝管内で最も高い減少率10.8％、530人の減少となりました。 

  このような中、町では第４期まちづくり計画を中心に、生活環境の利便性の向上や住環境の整

備を継続して推進し、町内に住んでいる人の幸福度の向上を図ること、観光や仕事を通じて本町を

訪れた人に魅力を伝えるための情報発信の充実及び交流しやすい環境づくりを図ることを重点対

策として取り組み、これまで「うらほろスタイル」により築いてきた地域への愛着を継承するため、

町に関係性を持っていただいたすべての人たちが「わたしたちのまち」との思いを持ち、愛着とふ

るさとを感じるまちづくりを行うことが必要です。 

 

 ② 地域間交流の促進 

  グローバル化が進展する社会環境において、移動手段の進展により国内外を問わない様々な交

流が容易となってきましたが、コロナ禍により移動の自粛規制など新たな生活スタイルを余儀な

くされている環境下において、交流のスタイルもデジタル技術の急速な発展に伴い、幅広い交流

が可能となりましたが、活動自粛による巣ごもりやこれまでのような多くの人が集まり密になる

環境を避けた活動として自然志向への高まりなどが見受けられます。そうした様々な需要を把握

し、過疎地域の特性を生かした情報の発信を行い、人との交流を図ることが必要です。 

  また、本町出身者で組織する東京、札幌、帯広の各ふるさと会との情報交換や交流を促進する

とともに2014年（平成26年）７月に友好の町絆協定を結んだ岩手県洋野町との交流、浦幌町の情

報発信の大使として認定している「うらほろアンバサダー」との交流や地方創生に関わっている

首都圏の企業人やインターンの学生など、多くの関係者とのつながりを大切にし、うらほろ森林

公園などの観光資源やイベント・スポーツなどを通じての交流を促進するとともに、地域資源の

再発見や活用術の確立につなげ、地域の自立化に向けていくことが重要です。 

  また、十勝地域と東京台東・墨田区連携プロジェクト事業を契機とした、両地域の資源、マン

パワーの有効活用、交流の促進を図るための取組を継続していくことも、地域への関係人口増加

への重要な取組となります。 
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（２）その対策 

 ○ 新築・中古住宅の購入費の一部助成や、既存住宅のリフォームなどにかかる費用の一部助成

事業による定住促進を図ります。《過疎地域持続的発展特別事業》 

 ○ 移住を考えている方がお試しで浦幌町の暮らしを体験できるよう「移住体験住宅」を用意し

ます。【重点施策】 

 ○ うらほろスタイルを通じた関係・交流人口や移住・定住の増加、新規企業の創出を目指しま

す。 

 ○ 浦幌町に関りを持っていただいた方が、「わたしたちのまち」との思いを持ち、愛着とふるさ

とを感じることのできるまちづくりを行い、関係人口の増加を図ります。 

 ○ ふるさと会及び岩手県洋野町との交流及び観光・物産・イベントなどを通じた交流を促進す

るとともに、うらほろアンバサダーや関係を構築した首都圏の企業人による地域の情報発信を

促進します。 

 

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定住・

地域間交流

の促進、人

材育成 

(1)移住・定住 移住体験住宅管理事業 

 移住体験住宅の管理運営 
町  

定住促進団地（貴老路）整備事業 

 基本設計、実施設計 ２棟４戸、 

 建設 １棟２戸、除却実施設計 １棟４戸 

町  

(2)地域間交流 うらフェス交流事業 

 青年等交流事業（各年２回開催） 
町  

十勝地域と東京たいとう・すみだ連携交流

事業 

 地方創生交付金事業 

町  

国内交流事業 

 洋野町との交流事業 
町  

ふるさと会事業 

 ふるさと会との交流事業 
町  

(3)人材育成 就業チャレンジ事業 

 事業体制構築・コーディネート委託 
町  

職員研修事業 

 講師謝金、参加旅費、研修会委託 
町  
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区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定住・

地域間交流

の促進、人

材育成 

(4)過疎地域持続的発展特別事業 

 移住・定住 ＵＩＪターン新規就業支援事業 

 首都圏からの移住就業者への移住費用支援 
町  

 定住住宅取得補助事業 

 住宅の新築及び購入費用の助成 
町  

民間賃貸住宅建設促進事業 

 町内業者による賃貸住宅建設費用の助成 
町  

住宅リフォーム補助事業 

 町内業者によるリフォーム費用の助成 
町  

転入者ハマナス商品券贈呈事業 

 転入者へ定額の商品券を贈呈 
町  

 人材育成 資格取得促進事業 

 資格取得費用の一部助成 
町  

就業人材育成事業 

 専修学校等就学者への定額補助 
町  

 うらほろスタイル推進事業 

 うらほろスタイル推進業務委託 
町  

(5)その他 結婚お祝い事業 

 結婚祝金の贈呈 
町  

うらほろスタイル複合施設管理事業 

 施設の管理運営委託 
町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

  観光施設に分類される移住体験住宅については、費用対効果や運営方法の改善策などを含めた

施設のあり方について検討します。その結果、有効活用ができるよう施設の維持に努め、日常業

務における点検や不具合報告に対応し、予防保全による施設の長寿命化を図り、安定的なサービ

ス提供と施設ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の削減の両立を図ります。 
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３ 産業の振興 

（１）現況と問題点 

 ① 農業 

  本町の農業経営形態としては、てん菜、馬鈴しょ、小麦、豆類等の主要作物を耕作する畑作専

業農家と乳牛の飼育を行う酪農専業農家、肉用牛を飼育する畑作との複合経営農家から構成され

ており、生産戸数の減少が進行する中、農業基盤の強化を図り、大規模経営による農業粗生産額

を確保しています。また、生産性の向上と高品質な農作物の生産に向けて、高級菜豆である白花

豆の生産を推進してきました。 

  基幹産業である農業の発展を目指し、農業生産基盤の整備、担い手の育成をはじめ、多様な農

業振興施策を関係機関・団体と一体となって推進してきました。 

  また、「うらほろスタイル」や「うらほろ子ども食のプロジェクト」の活動を通して、子どもた

ちや都市住民との交流促進等が図られています。 

  農業従事者の高齢化、後継者不足は依然として本町の大きな課題となっていますが、研修を含む

新規就農者を受け入れる農家等が減っていることで十分な対応ができていないことから、受入体制

を整備することも今後の取組として重要です。 

  また、排水設備をはじめとした各施設の老朽化が目立つことから、施設の新築や更新が課題とな

っています。 

 

 ② 林業 

  本町の森林総面積は54,116haで、そのうち道有林が23,276ha（43.0％）、一般民有林が30,840ha

（57.0％）となっています。一般民有林のうち、カラマツ及びトドマツを主体とした人工林は約

15,434haあり、人工林率は50％となっています。森林の多面的機能を高度に発揮させるため、保

育施業の促進により適切な森林整備を推進しています。 

  林業採算性の悪化等により、森林所有者の森林整備に対する意欲が減退するなどしたことで、

植栽（更新）が進まず、伐採跡地が増加傾向にあります。そのため、町有林を含む一般民有林で

は、近年の平均植栽面積は170ha程度の更新が着実に行われており、安定的な木材生産を目指す

ために必須な人工林資源構成の平準化に向けた取組が進められています。 

  近年、外材の輸入減少や国産材の見直し、加工技術開発の推進、ＳＤＧｓの推進などを背景に、

木材価格は回復の兆しを見せていますが、森林所有者の高齢化や林業・林産業及び木材運送業の慢

性的な人手不足などにより、森林の持つ様々な機能の低下だけでなく将来の森林資源の保続が危ぶ

まれています。 

  資源の計画的な保続を図り、伐採跡地への確実な植栽（更新）の実施など森林整備を促進し、カ

ラマツを中心とした人工林資源の適切な管理体制による持続可能な森林づくりが求められていま

す。 

 

 ③ 水産業 

  太平洋に面した沿岸漁業（秋さけ定置網漁、ししゃも漁、ほっき漁、つぶかご漁、たこ漁、カ

ニかご漁）を主に営んでいますが、漁業資源の減少や輸入水産物の増加などによる産地価格の低

迷により、経営環境は厳しい状況にあります。 

  継続してさけ稚魚の放流、クロソイ等の種苗中間育成放流による資源の維持・増大を進め、施
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設維持や経営基盤強化、資源管理及び漁場環境の保全等を一層推進しています。 

  水産業を取り巻く環境がますます厳しくなる中、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漁業に積極的に取り組みます。漁場の整備・保全や漁業生産基盤を強化

し「つくり・育てる漁業」の推進と漁業経営の安定、水産物の単価向上対策や漁家経営の強化に向

けた施策が求められています。また、持続的な水産業を確立するためには、漁業従事者の確保対策

が重要となっています。 

 

 ④ 商工業 

  少子高齢化の進行や人口減少による購買力の低下、交通アクセスの利便性向上、インターネッ

トサービスの充実により購買行動が多様化し、地元での購買が減少していることに加え、事業者

の高齢化、継承者不足などの理由で廃業を考えている事業主も増えている状況です。 

  そのため、既存企業の経営安定化に向けた支援を進めているほか、商工会と連携を図り地元購

買率を向上するための事業を実施しています。 

  また、近年は、新規創業等促進補助金を活用した新規創業等による事業者数の増加や、地域お

こし協力隊の起業、働き方改革により副業が認められた企業人等の起業など、新たな起業、雇用

環境の展開が見られます。 

  こうした中、今後の課題として、経営意欲の高揚や事業承継及び後継者の確保・育成への取組

強化、新規創業・第二創業の支援強化が重要課題であると認識しており、商工会と連携しながら商

工業者への支援を進めるとともに、地元購買率の向上、地域経済の活性化を図ることが必要です。

また、本町の産業の特性を生かした特産品の開発は、関係機関との連携が課題となっています。 

 

 ⑤ 企業の誘致 

  1992年（平成４年）に日立建機㈱試験場、1996年（平成８年）にサンマルコ食品㈱工場など、

これまでに数社の企業を誘致し、地元雇用の確保につながっており、地元経済や地域活動に大き

な影響を与えています。加えて、近年の厳しい経済情勢下で企業の進出は困難な状況にあります

が、雇用の創出や地域経済の活性化を図るためにも、地場産業型の企業誘致を進める必要があり

ます。 

 

 ⑥ 起業 

  基幹産業の農林水産業は、後継者不足や従事者の高齢化など多くの課題を抱え、また、地元企

業の経営体質が脆弱であるとともに、昨今の経済環境の下では企業誘致も厳しい状況にある中で、

地域資源の活用など地域の特性を活かした新たな産業の芽づくりが求められています。 

  2016年度（平成28年度）に創設した新規創業等促進補助金を活用した新規創業等による事業者

数の増加や、地域おこし協力隊の起業や働き方改革により副業が認められた企業人等の起業など、

新たな起業、雇用環境の展開が見られます。 

  このような取組を継続し、基幹産業である第１次産業と連携した新たな地場産業の育成や起業

の促進に向けた取組の継続やチャレンジできる環境づくりが必要です。 
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 ⑦ 観光 

  帯広市と釧路市の中間に位置している本町の立地条件を生かし、主要観光施設である「産業交

流施設（道の駅うらほろ）」・「うらほろ森林公園」・「うらほろ留真温泉」を核とした周遊ルートを

形成し、観光客の誘引と交流人口の増加を図るための施策を展開しています。 

  「産業交流施設（道の駅うらほろ）」は、年間約23万人が利用しており、電気自動車ユーザーの

充電及び休憩地点としての誘客を図っているほか、特産品の販売、観光情報を発信しています。 

  「うらほろ森林公園」は、近年のキャンプブームの影響や「ふるさとのみのり祭り」の来場者

増加により利用者数は増加傾向にあり、年間約５万人が利用しています。 

  「うらほろ留真温泉」は、各種媒体により情報発信し、施設の利用促進を図り、年間約３万人

が利用しています。 

  観光施設の利用者・関係人口の増加を図るため、各種媒体でのＰＲや施設整備の実施、新たに

町内の観光事業者や地元ガイドによる体験型ツアーなどを実施しています。 

  近年の観光ニーズは、自然・健康・体験など多様化や個性化の傾向がうかがえることから、各観

光団体・事業者と連携を図り、地域の観光資源を最大限に生かした魅力ある観光づくりの新しい展

開が求められています。 

  また、一部の観光施設及び設備の老朽化が進んでいるため、集客力のある大型遊具の導入や施設

改修が課題となっています。 

 

（２）その対策 

 ○ 優良農地の確保・保全に努めるとともに、農道、排水施設の整備を図り、農業生産基盤の一

層の充実に努め、効率的で生産性の高い経営体の育成を図り、生産性の向上と高品質な農作物

を生産する取組や良質な自給飼料の増産、酪農・畜産の生産維持・拡大のための取組を推進し

ます。 

 ○ 模範牧場の計画的な施設更新を通し、家畜の預託等による畜産振興の基盤整備を行うととも

に、家畜排せつ物の適正処理・リサイクルの促進など、環境にやさしい農業の促進に努めます。 

 ○ 担い手の育成、農業経営の法人化の促進に努めるとともに、後継者や新規就農者の確保・育

成対策の推進に努め、農地貸借料や固定資産税に対する支援に加え、就農時の設備投資等の負

担軽減を図るため、農業経営開始年に奨励金を支給するなど新規就農支援を行います。 

《過疎地域持続的発展特別事業》 

 ○ 森林組合と連携しながら、林業への新規就労や林業従事者の就労の長期化・安定化を促進し、

林業労働力の確保・育成に努め、適切な森林施業を行い、労働安全衛生管理に努める健全な林

業事業体の育成を図ります。 

 ○ 地域の木材産業の活性化を図るため、「地材地消」の推進に向けた住民への普及啓発活動等

に努め、木材・木製品の積極的な利用を図ることで、森林資源の有効活用を関係機関と連携し

て検討します。 

 ○ 漁業生産基盤の中核である厚内漁港の安全航行を確保するため、漁港整備の充実を推進し、

種苗中間育成放流を継続するとともに、水産資源に悪影響を及ぼすヒトデの駆除を継続し、ト

ドやアザラシなどによる海獣被害防止対策を検討します。 

 ○ 就職相談や情報提供等を進め、若者の地元就職及びＵ・Iターンを促進し、それぞれの知識・

経験を生かした就業を促進します。《過疎地域持続的発展特別事業》 
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 ○ 持続可能な地域づくりを行うため、人口減少社会の中、関係人口となる首都圏の企業人など

多彩な人材と連携し、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取組を

推進します。《過疎地域持続的発展特別事業》 

 ○ 既存産業の活性化支援や創業者支援により雇用増を図ります。【重点施策】 

 ○ 商工会や金融機関との連携により、経営指導や支援体制の強化、既存空き店舗の利活用の促

進、地域還元の消費や購買の向上支援、経営基盤強化を図る各融資制度を活用した支援などを

行っていきます。 

 ○ 主要観光施設を核とした交流人口の増加と地域活性化に向け、他市町村や各観光団体と連携

しながら各種媒体によるＰＲをはじめ、施設改修や新たな観光メニューの造成を推進していき

ます。〈広域連携施策〉 

 ○ 観光協会主催事業である「ふるさとのみのり祭り」等の事業について支援していきます。 

 

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

２ 産業の振興 (1)基盤整備 

 

 

農業 合流地区水利施設等保全高度化事業 

 明渠排水 20ｍ 
北海道  

栄穂地区水利施設等保全高度化事業 

 暗渠 10.8ha、区画整理 143ha 
北海道  

恩根内地区水利施設等保全高度化事業 

 暗渠 20.4ha、区画整理 59.3ha 

 土層改良 4.5ha 

北海道  

美園地区水利施設等保全高度化事業 

 計画樹立、調査設計、暗渠 10ha、 

 区画整理 150ha、明渠 １条 300ｍ 

北海道  

団体営農業基盤整備促進事業 

 暗渠 11.1ha 
町  

小規模基盤整備助成事業 

 暗渠 ６ha/年、心土破砕 600hr/年、 

 明渠排水溝掘削 12,000ｍ/年 

農協  

基幹水利施設管理事業 

 浦幌太、豊北排水機場管理 
町  
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区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

２ 産業の振興  林業 町有林森林環境保全整備事業 

 人工林 30ha/年、下刈 80ha/年、 

 準備地拵 30ha/年、除間伐等 150ha/年 

町  

林道橋長寿命化事業 

 橋梁補修 １橋、橋梁点検 ６橋 
町  

森林管理作業道等整備事業 

 管理道補修 ６件/年 
町  

除間伐緊急対策事業 

 一般民有林 除間伐 70ha/年 
森林組合  

豊かな森づくり推進事業 

 一般民有林 人工造林 150ha/年 
森林組合  

人工林保育事業 

 一般民有林 下草刈 400ha/年 
森林組合  

森林整備担い手対策事業 

 森林作業員整備対象経費の一部助成 

北海道 

造林協会 
 

森林労働安全環境整備事業 

 安全装備購入費用助成 
町  

木材利用普及啓発等事業 

 普及啓発委託業務及び森林環境整備 
町  

水産業 ヒトデ駆除対策事業 

 ヒトデ混獲駆除移送 30ｔ/年 
漁協  

緊急漁場保全活動支援事業 

 ヒトデ捕獲駆除移送 30ｔ/年 
漁協  

種苗中間育成事業 

 クロソイ 20,000尾/年、 

 クロガシラカレイ 50尾/年 

漁協  

さけ増殖事業 

 河川移植放流、海中飼育放流 
漁協  

秋サケ不漁対策事業 

 不漁に伴う孵化放流事業に対する支援 
漁協  

海面養殖漁業等支援事業 

 カキ 10,000個/年 
漁協  

(2)漁港施設 漁船修理施設整備事業 

 漁船修理施設 １棟、 

 クレーンテストウエイト整備 

北海道  

水産業施設整備事業 

 十勝太共同作業所設備更新工事 
町  
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区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

２ 産業の振興 (3)経営近代化施設 

 農業 模範牧場作業機械購入事業 

 トラクター１台、家畜運搬車１台 
町  

模範牧場整備事業 

 設備改修工事、草地更新委託 
町 

 

(7)商業 

 その他 産業交流施設整備事業 

 トイレ・暖房改修、ボイラー取替 
町  

(9)観光又はレク

リエーション 

うらほろ森林公園管理運営事業 

 指定管理委託、施設修繕 
町  

産業交流施設管理運営事業 

 指定管理委託 
町  

留真の里交流施設管理運営事業 

 指定管理委託 
町  

浦幌町観光協会運営事業 

 ふるさとのみのり祭り等運営事業 
観光協会  

うらほろ森林公園施設整備事業 

 施設改修工事 
町  

留真の里交流施設整備事業 

 施設改修工事 
町  

(10)過疎地域持続的発展特別事業 

 第１次産業 ジャガイモシストセンチュウ蔓延防止

対策事業 

 土壌採取 890hr/年、検診委託 723筆/年 

農協  

肉用牛生産基盤強化対策事業 

 繁殖雌牛・肥育素牛導入助成 
農協  

生乳生産基盤強化対策事業 

 性判別精液受胎・高能力初妊牛導入助成 
農協  

新規就農者営農促進事業 

 奨励金及び利子補給金の交付 
町  

農業生産法人設立事業 

 農地貸借料 
町  

良質堆肥生産奨励事業 

 堆肥の切り返し作業の一部助成 
農協  
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区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

２ 産業の振興  商工業・６次産

業化 

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 

 十勝うらほろ創生キャンプの実施 

町  

新規創業等促進事業 

 創業・事業化の支援 
町  

店舗等リフォーム補助事業 

 町内業者によるリフォーム費用の助成 
町  

商工業振興事業 

 経営改善普及事業、地域振興事業 
商工会  

コスミックホール運営事業 

 運営、維持管理、設備更新 
商工会  

行政ポイント事業 

 町指定事業参加者へのポイント付与 
町  

その他 雇用促進事業 

 正規雇用を行った中小企業への助成 
町  

中小企業経営継承事業 

 事業継承費用の一部助成 
町  

中小企業融資利子補給事業 

 運転設備資金融資、利子補給 
町  

地場工業等振興事業 

 施設の新・増設、常時雇用に対する助成 
町  

(11)その他 常室ラボ運営事業 

 常室ラボの管理運営の委託 
町  

模範牧場管理運営事業 

 模範牧場の管理運営の委託 
町  

 

  



25 

 

（４）産業振興促進事項 

 ① 産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

浦幌町全域 
製造業、情報サービス業等、 

農林水産物等販売業、旅館業 

令和３年４月１日 

～令和８年３月３１日 
 

 

 ② 振興すべき業種に行う取組の内容及び関係団体との役割分担等に関する事項 

  ●浦幌町 

  ・ 農業生産基盤の整備 

  ・ 新規就農者への支援 

  ・ 鳥獣被害の防止への支援 

  ・ 各種畜産業への支援 

  ・ 間伐等の森林整備の推進 

  ・ 造林事業の推進 

  ・ 林道・作業道の整備 

  ・ 林業従事者の育成・支援 

  ・ さけ稚魚の飼育放流事業の実施 

  ・ クロソイ、マツカワカレイ等の種苗中間育成事業の実施 

  ・ 水産資源に悪影響を及ぼしているヒトデの駆除や海獣被害の防止対策の実施 

  ・ 低利の融資制度の情報提供 

  ・ 設備投資を促進するための租税特別措置及び地方税の不均一課税の活用検討 

  ・ 雇用対策の推進 

  ・ 山村活性化支援交付金の活用の推進 

  ・ 産業振興のための各種補助事業の利用促進 

  ・ ６次産業化への支援 

  ・ 観光情報の発信 

  ●北海道 

  ・ 農業生産基盤の整備 

  ・ 新規就農者への支援 

  ・ 鳥獣被害の防止への支援 

  ・ 林道・作業道の整備への支援 

  ・ 間伐等の森林整備の推進 

  ・ 林業従事者の育成・就農支援 

  ・ 造林事業の推進 

  ・ 低利の融資制度の情報提供 

  ・ 設備投資を促進するための租税特別措置及び地方税の不均一課税の活用検討 

  ・ 産業振興のための各種補助事業の利用促進 

  ・ ６次産業化への支援 

  ●浦幌町農業協同組合 

  ・ 研修等による人材育成 
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  ・ 農林水産物等販売業の推進のための推進体制の整備・販売促進活動の強化 

  ・ 各農家への営農指導・営農相談の実施 

  ・ 農産物のブランド化に向けた販売促進活動の強化 

  ●浦幌町森林組合 

  ・ 間伐等の森林整備の実施 

  ・ 林業従事者の育成・就業支援 

  ・ 造林事業の実施 

  ●大津漁業協同組合 

  ・ さけ稚魚の市域放流事業の実施 

  ・ クロソイ、マツカワカレイ等の種苗中間育成事業の実施 

  ・ 水産資源に悪影響を及ぼしているヒトデの駆除や海獣被害の防止対策の実施 

  ●浦幌町商工会 

  ・ 研修等による人材育成 

  ・ 経営相談への対応、経営指導の実施 

  ・ 当該地域のＰＲ活動の強化 

  ・ 観光情報の発信 

  ●関係機関が連携して実施する取組 

  ・ ６次産業化の推進体制の整備・販売促進活動の強化 

  ・ 未利用・低利用の森林資源の活用に向けた推進方策の調査・検討 

  ・ 関係機関との情報共有の推進 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

  産業系施設については、浦幌町の産業活性化のための基盤公共施設として今後とも必要である

ことから現在の建物については日常点検の実施と不具合報告に適切に対応し、予防保全による施

設の長寿命化を図ることとし、建物更新については必要機能や費用対効果を含めた中で検討を行

います。また、現在遊休施設化しているものについては、有効利用を検討するとともに用途廃止

施設については、計画的に除却を進めていきます。 

  観光施設については、費用対効果や運営方法の改善策などを含めた施設のあり方について検討

します。その結果、維持方針の施設については、日常業務における点検や不具合報告に対応し、

予防保全による施設の長寿命化を図り、安定的なサービス提供と施設ライフサイクルコスト（Ｌ

ＣＣ）の削減の両立を図ります。 
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４ 地域における情報化 

（１）現況と問題点 

 ① 通信 

  携帯電話やテレビなどをはじめとする各種情報通信機能は、地域生活における住民間の利用だ

けでなく、住民と行政のコミュニケーションや災害などの情報や緊急通報などに重要な役割を担

っており、2011年（平成23年）に地上デジタルテレビ放送の難視聴地域の解消、町内全域におけ

るインターネット環境の整備を図り、携帯電話の利用できる地域の拡大を図り、メルマガやＬＩ

ＮＥなどのＳＮＳを利用した行政情報の発信を行ってきました。今後は、町内の一部に見られる

携帯電話不感地域の解消を図る必要があります。 

 

 ② 地域のおける情報化 

  2010年度（平成22年度）に浦幌町内全域に光ファイバによるネットワークを構築し、光ブロー

ドバンドサービスの利用環境整備を実施し、各種公共施設でのＷｉ-Ｆｉの利用を可能にしてき

ました。また、町内の複合施設フタバや常室ラボではサテライトオフィス、コワーキングの事業

を展開しており、ワーキングスタイルの変化に対応した取組を行っています。 

  防災においては、Ｊアラート、Ｌアラートを整備し、地上デジタル放送や緊急速報メールとの

連携を行い、情報通信技術を活用した情報提供体制を構築しています。 

  地域の情報化については、自治体デジタルトランスメーション推進計画の実施やSociety5.0の

実現など、国や自治体、そして多くの企業がＩＣＴやＡＩなどの未来技術を活用した取組を進め

ることから、地域活性化やまちづくりの戦略として、より一層重要な役割を果たすことが予想さ

れ、本町としてもマイナンバーカードの推進を図り、町民への多様なサービスの提供を図ってい

くことが重要です。 

  また、地域間の情報交換やコミュニティ育成の手段としての活用、情報セキュリティ対策の強

化、情報化に関する普及啓発や人材育成・交流促進など、高度情報化に向けた取組を一層推進し

ていく必要があり、今後は、施設設備等の有効的活用の促進や情報化社会の変化に対応した整備

が必要となります。 

 

（２）その対策 

 ○ ＩＣＴ、ＩｏＴを活用した、テレワークなどの普及に向けた啓発を進めます。 

 ○ 国が推奨するマイナンバーカードの普及を推進します。 

 ○ 行政手続きのオンライン化について、様々な面から検討し、取り組みます。 

 ○ 広報誌やホームページに加えて、災害時の情報提供や防災情報の伝達に必要とされるコンテ

ンツ（情報サービスにおいて提供される文書・音声・映像などの個々の情報）として整備した

光ブロードバンド設備を最大限活用し、地上デジタル放送並びにデータ放送など、ＩＣＴの環

境強化を進めていくとともに、メールマガジンやＳＮＳを活用した行政情報の発信を行います。 

 ○ Society5.0時代を迎え、過疎地域としてのデメリットや地域課題の解決を図るために、情報

を上手に活用する通信技術を整備し、住みやすい環境整備を進めます。 
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（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

３ 地域におけ

る情報化 

(3)その他 行政情報発信事業 

 地デジデータ放送 
町  

地域情報通信基盤整備推進事業 

 機器保守整備 
町  
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

（１）現況と問題点 

 ① 道路 

  本町の道路の現況は、2015年（平成27年）４月現在、国道は38号、274号、336号の３路線、道

道は主要道道本別浦幌線ほか８路線、町道258路線により形成されています。また、2009年（平成

21年）11月には道東自動車道浦幌ＩＣが供用開始したことにより、道央圏へのアクセス向上が図

られています。 

  町道については、計画的に整備を進め、道路改良率向上に努めていますが、国道38号線のトン

ネルの国際規格化や国道336号線の拡幅整備、道道直別共栄線の耐震補強及び道路改良などの要

望事項は、町の重要懸案事項となっています。 

  また、町道が258路線、延長298.1㎞と長いことから、町道の整備と町道に連絡する集落間の道

路や農道・林道の整備、冬期間における除排雪及び道路の段差解消など高齢者や障がい者などに

配慮した道路整備が課題となっています。 

  さらに、道路、橋梁、道路構造物は建設から相当の年数が経過しており、施設の老朽化対策及

び耐震対策としての再整備を進めていく必要があります。 

 

 ② 交通 

  本町の公共交通は、ＪＲ根室本線と官民で運行するバス交通「本別・浦幌生活維持路線バス」、

2017年（平成29年）１月からは、これまでの「患者輸送路線バス」や「留真温泉無料バス」の機

能を継承し、町内を循環するコミュニティバスの運行、また、町内のタクシー事業者撤退を受け、

2019年（令和元年）10月からはＮＰＯ法人との協働により、公共交通空白地有償運送事業が開始

され、町民の交通手段として利用されています。 

  しかし、町内を運行するコミュニティバスの乗車率に格差が生まれており、運行時間の調整な

どが課題として見えてきたため、公共交通空白地有償運送事業との連携を図りながら、より良い

公共交通環境の整備を図るとともに、鉄道については、通学や専門病院への通院といった生活の

足を確保するためにも、存続が望まれます。 

  また、北海道横断自動車道の浦幌ＩＣをＰＲし、道央圏からの交流・観光・物流の玄関口とし

て、うらほろ留真温泉を核とした観光産業及び地域活性化、交流人口の増加に結び付けるととも

に、上浦幌パーキングエリアの活用を図っていく必要があります。 

 

（２）その対策 

 ○ 広域的な交通アクセスの向上及び地域内道路としての充実を図るため、国道及び道道各号線

の整備を関係機関に積極的に要請していくとともに、町内地域間の連携強化に配慮し、総合的

な道路整備による町道の整備を計画的・効率的に進め、道路、橋梁、道路構造物の老朽化対策

としての修繕及び耐震化を推進していきます。 

 ○ 北海道横断自動車道上浦幌パーキングエリアでの地元産品販売や道の駅などの事業が円滑

に実施できるよう、関係機関との連携を図っていきます。 

 ○ 道路整備にあたっては、道路段差や轍の解消、危険箇所の改善、歩行空間の確保など安全性

や災害時への対応、環境・景観に配慮した安全で快適な道づくりを進め、冬期間における除排

雪対策の実施体制の充実を図ります。 
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 ○ 高齢化率が上昇を続ける中、自ら車を運転することが困難な方も増加傾向にあるため、ＪＲ

やコミュニティバス、本別・浦幌生活維持路線バス、公共交通空白地有償運送など交通手段の

継続を図るとともに、さらなる利便性向上と新たな交通施策の検討について、関係機関を交え

て協議を進めます。《過疎地域持続的発展特別事業》 

 

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の

整備、交通

手段の確保 

(1)市町村道 

 道路 老朽化対策事業 

 補修設計 6,650ｍ、補修工事 4,085ｍ 
町  

相川川西線道路整備事業 

 改良・舗装 2,374ｍ 
町  

光南３条通道路整備事業 

 改良・舗装 134ｍ 
町  

光南北小路道路整備事業 

 改良・舗装 70ｍ 
町  

北栄６条通道路整備事業 

 改良・舗装 157ｍ 
町  

北栄１条通道路整備事業 

 調査測量設計・改良・舗装 157ｍ 
町  

北町仲通道路整備事業 

 調査測量設計・改良・舗装 214ｍ 
町  

宝町仲通道路整備事業 

 調査測量設計・改良・舗装 86ｍ 
町  

北栄７条通道路整備事業 

 調査測量設計・改良・舗装 157ｍ 
町  

光南１丁目通道路整備事業 

 調査測量設計・改良・舗装 130ｍ 
町  

上浦幌幹線道路整備事業 

 調査測量設計 2,200ｍ、改良・舗装 700ｍ 
町  

住吉仲通道路整備事業 

 調査測量設計・改良・舗装 133ｍ 
町  

朝日線道路整備事業 

 改良・舗装 850ｍ 
町  

町道舗装補修事業 

 舗装補修 
町  

宝生７号線道路整備事業 

 舗装 500ｍ 
町  
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区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の

整備、交通

手段の確保 

 橋りょう 橋梁長寿命化修繕事業 

 橋梁補修 16橋、橋梁補修設計 15橋、 

 橋梁点検 116橋 

町  

(6)自動車等 

 自動車 車両更新事業 

 ３台/年 
町  

(8)道路整備

機械等 

土木車両更新事業 

 除雪トラック１台、除雪ドーザ１台、 

 グレーダー１台 

町  

(9)過疎地域持続的発展特別事業 

 公共交通 コミュニティバス運行事業 

 患者輸送バスや町民の交通手段として運行 
町  

交通空白地有償運送（タクシー）事業 

 ＮＰＯ法人への運行委託 
町  

本別・浦幌生活維持路線バス運行補助事業 

 本別・浦幌間 往復４便 
町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

  町の舗装修繕計画に基づき、計画的な道路の改修・維持管理により、安全で安心な道路機能の

確保と構造物のライフサイクルコストの縮減を図ります。そのため、道路施設を定期的に点検し、

損傷程度および対策の必要性などを評価し、補修履歴などのデータを道路台帳に蓄積することで、

計画的な改修・維持管理の検討材料とします。また、早期に道路施設の損傷を発見し、必要な対

策を効果的に実施することで道路施設の長寿命化を図ります。 

  管理橋の高齢化に対応するため、橋梁の「長寿命化修繕計画」に基づき、従来の｢事後保全的｣

な対応から｢予防保全的｣な対応に転換を図ります。問題が発生する前に適切な修繕を実施するこ

とで、修繕・架替えに係る費用のコスト縮減を図り、地域の道路網の安全性、信頼性を確保しま

す。 

  維持管理においては、日常的にパトロール・清掃などを実施するとともに、「北海道市町村橋梁

点検マニュアル（案）」に基づき、５年に１度の頻度を基本に定期点検を行うことで、問題の早期

発見と「長寿命化修繕計画」の見直しを行います。 
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６ 生活環境の整備 

（１）現況と問題点 

 ① 上下水道の整備 

  水道施設は、浦幌浄水場外５か所の浄水場により水道水の安定供給を行っており、近年、簡易

水道事業、道営事業において普及地域の拡張、老朽化設備の更新を実施し、水道水の安定供給を

図ったことで普及率が向上しています。 

  下水道施設については市街地地区及び吉野地区の管渠整備がおおむね完了し、それ以外の地区

については合併処理浄化槽の設置により汚水処理を行っています。 

  公共下水道施設の更新を行い汚水の安定処理に努めるほか、公共下水道処理区域外は合併処理

浄化槽の設置推進を図り、水洗化率が向上していますが、上下水道施設共に供用開始から20～30

年以上が経過していることから、今後も継続して老朽化施設の更新事業を進めていく必要があり

ます。 

  水道施設については、水質管理体制の強化を図り、安全で衛生的な水の安定供給に努めるとと

もに、今後、施設運転の基幹設備である監視制御システム等、幹線配水管等の重要施設の更新が

必要であり、下水道施設については、適正な施設の維持管理と合併処理浄化槽の普及推進を継続

しながら、事業の経営安定化を進めていく必要があります。 

 

 ② 廃棄物処理施設 

  本町におけるごみ処理は、1988年（昭和63年）に処理能力14ｔ/日の破砕埋立処理場を建設し、

十勝総合振興局管内で初めての有料ごみ収集を開始し、2006年（平成18年）４月から十勝環境複

合事務組合（現在は十勝圏複合事務組合に統合）に加入して処理を行っています。 

  また、容器包装リサイクル法の施行に伴い、2000年度（平成12年度）にリサイクルセンターを

整備し、分別収集を実施しており、2013年（平成25年）に施行された「小型家電リサイクル法」

に基づき、2015年度（平成27年度）から小型家電のボックス回収を実施しています。 

  今後、町内及び関係機関との連携を強化し、豊かな自然環境の保全をはじめ、国や北海道が進

める省エネルギー行動に取り組むことにより、あらゆる環境問題への対応を町民との協働のもと

に総合的に推進し、持続可能な循環型社会の形成を進めていくことが重要です。 

  また、大量生産・大量消費社会の中でごみが大量に排出されることから、一層のごみの減量化・

リサイクル等の促進や、ごみの排出動向に即したごみ処理・リサイクル体制の充実を進める必要

があります。 

  さらに、町民への啓発活動を推進しながら、適正なごみ分別の徹底やごみの減量化、リサイク

ル等の促進、不法投棄の防止等により、一層、積極的な取組が求められます。 

 

 ③ 葬斎場・墓園 

  葬斎場・墓園については、利用しやすい環境づくりに努めていますが、建設後の年数経過によ

り老朽化が進んでいるため計画的な施設整備と適切な維持管理を図って行く必要があります。 
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 ④ 防災・消防・救急体制の充実 

  新たな津波浸水想定区域の公表を受け、地域防災計画を見直し、避難場所の造成やデジタル防

災行政無線の整備などに取り組むほか、住宅建築物及び防災拠点となる役場庁舎の耐震化など災

害に強いまちづくりを進めるとともに、災害時の連絡手段として衛星携帯電話を導入するなど、

災害時の被害状況の把握や各種情報共有による的確な支援活動に努めています。ソフト面では、

自主防災組織の育成、町民対象の防災講演会・避難訓練を関係機関と協働することで、自主防災

意識の拡大につなげるなど、普及啓発による防災意識の高揚を図ってきました。災害時の情報伝

達手段としてデジタル防災行政無線が整備されていますが、町内全域を網羅していないことから、

災害時の情報伝達手段の確立を図る必要があります。 

  高齢化の進行等を背景に、救急ニーズが増加傾向にあるほか、地域の消防の要である消防団に

おいても、団員確保の困難さや団員の高齢化などの課題が見られ、消防力の低下が懸念されてお

り、常備消防・救急体制のさらなる充実や地域での消防力の強化を図る必要があります。効果的

な防災・減災対策を図るには、基本である「自助」、「共助」、「公助」の連携が重要であり、その

ためにも、「共助」である自主防災組織の組織率向上を図る必要があります。 

  また、町内には南北に縦断して流れる浦幌川をはじめ、浦幌十勝川や下頃辺川など多数の河川

があります。以前より、集中豪雨による河川の増水で発生する低位農耕地の冠水被害に悩まされ

ており、護岸改修等の河道整備について国・道・町との一体的な施策による整備が求められます。 

  消防事業については、災害の多様化など、消防を取り巻く環境は大きく変化する状況を踏まえ、

将来にわたり住民の安全、安心を守っていくため、火災、救急・救助等各種災害に対しても迅速

かつ的確に対応するため、近隣自治体との広域的連携体制を図るため、2016年（平成28年）４月

から「とかち広域消防局」のもと業務を開始しています。 

  消防団は地域の過疎化及び少子高齢化に伴い、人員確保問題が深刻化しており、対策として装

備の充実及び処遇改善を図り、魅力ある消防団づくりに取り組む必要があります。 

  消防施設は、消防自動車17台、救急自動車２台、防火水槽73基、消火栓81基を有していますが、

火災や地震などの災害に対応できる施設の近代化を促進し、万全の備えで災害の防止や被害の軽

減を図る必要があります。 

  救急業務に対しては、町民の期待も大きく、より専門的な知識と高度な救急処置が求められて

おり、救急救命士の計画的な教育を行い隊員の質的向上を図る必要があります。 

   

 ⑤ 町営住宅 

  町営住宅は、現在384戸（2021年（令和３年）３月現在）を維持管理しており、住生活基本計画

及び公営住宅等長寿命化計画を策定し、計画的に老朽化した町営住宅の建替、水洗化事業を実施

しています。公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化した住宅からユニバーサルデザインやバ

リアフリーを考慮した新築住宅への更新と既存公営住宅の水洗化改修により、入居者の住環境の

向上を図りました。老朽化した町営住宅については、建替や集約化、外壁・設備改修等の大規模

修繕が必要な状況であるとともに、所得制限等により公営住宅等に入居できない世帯など、住宅

に対する多様なニーズに対応した住宅の整備が求められています。 

  また、定住促進を図るため、南町に宅地造成・分譲を促進してきましたが、これまでに全区画

を売却することができましたが、今後供給する宅地がないことから、新たな宅地造成と分譲が必

要です。 
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（２）その対策 

 ○ 上下水道施設の適切な維持管理や重要施設の計画的な更新整備を行い、公共下水道の供用区

域における水洗化率の向上や、供用区域外の合併処理浄化槽の普及推進に努めます。 

 ○ 上下水道事業について経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むため、地方公営

企業法を適用し健全運営に努めます。 

 ○ 一般廃棄物処理基本計画、分別収集計画に基づき、広域的な処理体制のもと、ごみの排出動

向や関連法に即した分別収集体制の充実、広報・啓発活動の推進等を通じて、町民や事業者の

協力と理解を得ながらごみの減量化、再資源化、分別の徹底を図ります。 

 ○ 葬斎場及び墓園については、適切な維持管理を行い、景観及び利用しやすい環境づくりに努

めます。 

 ○ 防災施設の整備充実、公共施設の耐震化、緊急時の情報通信体制の充実、防災備蓄品の整備

充実、避難路・避難場所の周知など、地域防災計画に基づき、総合的な防災体制の確立を進め、

有事等の緊急事態に対応するため国民保護計画に基づき、町民の安全確保に努めます。 

 ○ 防災ハザードマップ等による啓発・情報提供の充実、防災講演会や避難訓練等、自主防災組

織結成に向けた地域行政区への出張説明会の実施、防災用品購入費用の補助に取り組み、町民

の防災意識の高揚と地域ぐるみの防災体制の確立に努めます。 

 ○ 火災をはじめ、各種災害に対応するため、老朽化した消防施設の整備及び適正な消防車両等

の更新や資機材の装備充実を図るとともに、より専門的な知識と高度な救急隊員の計画的な教

育による質的向上を図り、消防・救急体制のさらなる充実と強化に努めます。 

 ○ 消防団の重要性等に関する町民意識の啓発を図りながら、団員補充対策の強化や研修・訓練

の充実による団員の資質の向上など、消防団活性化対策を推進します。 

 ○ 住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画に基づき、高齢者や障がい者が安全で安心して

暮らせる住まいづくり、若年層の定住を促進する住まいづくり、総合的な居住環境の向上とい

った視点に立ち、老朽化した公営住宅等の改良等に努めます。 

 

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環境の

整備 

(1)水道施設 

 簡易水道 浦幌町簡易水道基幹改良事業 

 浄水場監視制御システム更新、 

 浄水設備機器等更新、車輌更新 

 （浦幌、幾千世、中浦幌、川流布） 

町  

 水道施設整備事業 

 浄水場設備更新等 
町  

(2)下水処理施設 

 公共下水道 浦幌町公共下水道改築事業 

 処理場機械設備更新、汚水管渠更新、 

 ストックマネジメント更新、 

 車両更新、事業計画変更 

町  
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区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環境の

整備 

 その他 合併処理浄化槽設置事業 

 ６基/年 
町  

(3)廃棄物処理施設 

 ごみ処理施設 塵芥処理用車両更新事業 

 ２ｔトラック、パッカー車１台 
町  

 リサイクルセンター施設機器更新事業 

 発砲スチロール減容機更新 
町  

 新中間処理施設整備事業 

  

十勝圏複合 

事務組合 
 

 塵芥処理施設汚水処理棟整備事業 

 暖房給湯温水器取替 
町  

(4)火葬場 葬斎場改修事業 

 １号炉・２号炉バーナー等取替修繕、 

 ２号炉耐火物積替、屋根板金葺替 

町  

(5)消防施設 防災倉庫建設事業 

 実施設計委託 
町  

消防車両等購入事業 

 資機材搬送車 １台 

とかち広域 

消防事務組合 
 

消防車両等購入事業 

 小型動力ポンプ付積載車 ２台 
町  

高機能消防施設システム及び消防救急

デジタル無線機器更新事業 

 ネットワーク機器等更新 

とかち広域 

消防事務組合 
 

吉野消防会館改修事業 

 外壁等改修、暖房機器取替 
町  

消防庁舎改築事業 

 基本・実施設計 

とかち広域 

消防事務組合 
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区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環境の

整備 

(6)公営住宅 町営住宅建替（東山町）事業 

 【建設】 

 工事 １棟２戸、実施設計 ２棟４戸 

 【除却】 

 工事 14棟56戸、実施設計 ６棟24戸 

 道路工事 

町  

空き家等町営住宅再生事業 

 除却実施設計 13棟44戸、 

 除却工事 10棟38戸、 

 内部改修実施設計・工事 10戸 

 （厚内、北栄、北町、南町、新町） 

町  

(6)公営住宅 町営住宅営繕事業 

 補修、灯油メーター取替等 
町  

公営住宅等長寿命化計画策定支援事業 

 計画改定 
町  

(8)その他 防犯灯維持管理事業 

 防犯灯（1,230か所）の維持管理 
町  

街路灯ＬＥＤ化電気工事事業 

 ハイウェイ灯（526台）のＬＥＤ化 
町  

道道本別浦幌線ＬＥＤ化電気工事事業 

 ハイウェイ灯（53台）のＬＥＤ化 
北海道  

公園施設等更新事業 

 都市計画マスタープラン計画変更、 

 公園長寿命化計画策定 

町  

地方公営企業法適用事業 

 事務支援、システム導入 
町  

災害対応力向上事業 

 防災訓練、業務継続計画作成、 

 防災情報伝達システム整備 

町  

防災備蓄品整備事業 

 防災備蓄品購入、備蓄品購入費助成 
町  

消防団育成事業 

 防火衣、活動服 一式 
町  

普通河川整備事業 

 河岸整備 1,000ｍ/年、護岸整備 30ｍ/年 
町  

公共施設除却事業 

 旧上浦幌小校舎除却工事、 

 旧厚内小校舎等除却実施設計・工事 

町  
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

  上下水道の建物施設については、生活資源の確保の観点から必要な施設であるため、当面、適

切な維持・補修により施設の長寿命化を図ります。 

  町民・事業者の暮らしを支える水道水をいつでもどこでも安心して使えるよう供給していくこ

とが、上水道事業の大きな役割であるため、老朽施設の更新においては、耐用年数を過ぎている

設備もあることから、中長期的な視点に立った適切な維持管理により設備の長寿命化を図るとと

もに、水処理システムの見直し検討、更新計画を策定し、低コストで効果的な改築・更新を進め

ます。 

  老朽管の更新については、重要度の高い主要管路について効率的な布設替えを図り、耐震性を

有する管種を選定することで安定的な給水の維持を確保します。耐用年数を超える管渠、処理場

の機械・電気設備が増加していく中、下水道の維持管理水準を確保しつつ、維持管理の効率化を

実現し、下水道サービスを持続的に提供していくことが課題であるため、定期的な調査（点検・

診断）を行い、計画的に予防保全的な維持修繕・改築等を実施します。また、長期的なライフサ

イクルコストを最小化するべく、2017年度（平成29年度）に下水道ストックマネジメント計画を

策定し、同計画に基づく計画的な改築及び維持管理を進めます。 

  「一般廃棄物処理場／汚水処理棟」については、日常点検や不具合報告に対応し、設備の更新

による施設の長寿命化を図ります。 

  「葬斎場（火葬場）」については、今後も日常点検や不具合報告に対応し、予防保全による長

寿命化を図ります。 

  「消防施設」は、行政機能の中心施設、また災害時の防災拠点としても重要な施設であり、今

後とも日常点検や不具合報告に対応し予防保全を実施することで、建物施設の長寿命化と機能の

確保を図るとともに、必要に応じ施設の更新を行います。 

  「公営住宅」については｢浦幌町住生活基本計画｣及び｢浦幌町公営住宅等長寿命化計画｣に基づ

き、点検の実施や計画修繕の実施、公営住宅ストック事業を活用した改善事業の実施、人口規模

に見合った住宅の建替え事業を実施し、公的住宅戸数の適正化を図るとともに、ライフサイクル

コストを踏まえた経費の縮減に努めます。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び推進 

（１）現況と問題点 

 ① 子育て環境の確保 

  本町では、子育て支援センターの充実など、育児相談や情報提供に努めており、保育サービス

の充実を図るとともに、児童の放課後の過ごし方や乳幼児の医療費助成、保健・福祉・教育・医

療の連携、要保護児童等への対応など各種子育て支援施策を推進しており、預かり保育の実施や

すべての保育料の無償化に加え、学童保育料の軽減措置として、きょうだいが同時に入所してい

る場合に第２子半額、第３子以降無料など、子育て世帯への負担軽減を図っています。 

  さらに、保育・教育両面の役割を満たす認定こども園を新たに2021年度（令和３年度）から開

設し、より良い子育て環境の充実に努めています。 

  今後、児童福祉施設の整備のほか、子育てに不安を抱える親の増加や相談内容の多様化などか

ら、さらなる少子化対策、子育て支援を進める必要があるため、子育て家庭を町全体で支援して

いくという視点に立ち、関連部門・関係機関が一体となって、家庭や地域の保育機能を支えるた

めの多面的な子育て支援施策の推進が求められています。 

 

 ② 高齢者の保健・福祉 

  高齢化率は、全国平均を大きく上回る勢いで進行しており2019年（令和元年）には40％を超え、

2025年（令和７年）には43％に達する見通しとなります。これに伴い、介護・支援を必要とする

高齢者の増加、必要とされる介護の重度化・長期化などから、高齢者とその家族等の保健、医療、

福祉サービスに対する需要は一層高まるものと考えられます。 

  高齢者の多くは住み慣れた地域で安心した生活が続けられることを望んでいることから、疾病

と介護予防の促進、要介護等の状態とならないため認知症施策を含めた介護予防対策の推進、在

宅サービスの充実が重要となっています。 

  このため、老人福祉計画・介護保険事業計画に基づき、社会参加といきがいづくりの推進、高

齢者の方が安心して暮らせるまちづくりの推進、介護予防と生活支援の充実、介護サービス等の

充実など、高齢者の福祉サービスの推進を図るとともに、地域包括支援センターを核とした総合

的な高齢者の支援体制が形成されました。 

  高齢化の進行により、介護・支援を必要とする高齢者が増加しており、医療と福祉が連携して

対応できる体制の整備や、健康の維持、介護予防・生活支援などの重症化予防とともに、状態が

悪化し在宅生活が困難になった高齢者への配食や交通支援、住まいの確保、地域での支え合いと

いった在宅生活を支えるサービスの充実も課題となっています。 

  介護を必要とする高齢者については、在宅サービス・施設サービスともに支援をする医療職・

介護職の担い手が不足しており、個別性に合わせたサービスの提供が困難になることも予測され

ることから、高齢者施策の充実は引き続き町全体の大きな課題です。 

  今後、高齢者同士での支え合いも必要となっていくことが予測され、高齢者が地域経済、社会

活動等に積極的に取り組めるような環境整備が求められていますが、高齢者の集いの場や働く場

は現状では限られているため、高齢者が社会参加するための機会や場の整備が求められています。 
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  ③ その他の保健・福祉 

 ◎ 保健 

  町では、健診データや医療レセプト、介護認定状況から長期入院や要介護になる原因を分析し、

重症化する可能性が高い疾病から優先的に予防事業を実施してきました。 

  2017年度（平成29年度）から、家庭訪問で受診勧奨を徹底的に実施したことで、2019年度（令

和元年度）は受診率が54.9％まで伸び、継続受診者も増えているほか、初回受診者の中に糖尿病

や高血圧が発見され、医療機関につなぐことで治療が開始されて、重症化を防ぐことができてい

ます。 

  若いうちから自分の健康に関心を持ち、生涯予防に取り組めるよう、毎年健診を習慣化し、未

受診者を減らす努力が必要です。 

  さらに、介護予防と保健事業を一体的に実施し、後期高齢者が介護に移行しないための重症化

予防対策を推進していくことも重要となります。 

 

 ◎ 地域福祉 

  社会福祉協議会をはじめとする社会福祉法人やＮＰＯ法人等が、地域福祉活動の中核的な役割

を担い、地域の高齢者等に対する幅広いサービスや事業を実施しています。 

  また、社会福祉協議会とボランティア団体等とが連携し、地域に密着した様々な住民参画型の

活動を展開しています。 

  さらに、本町の地域福祉を一体的に推進するため、福祉分野の縦割りをなくした横断的な視点

を持ち、地域との協働・連携による「地域共生社会の実現」に向けた体制整備を推進しています。 

  少子高齢化はさらに急速に進行し、支援や介護を必要とする高齢者や障がい者等が増加するこ

とが予測されるとともに、核家族化の進行など家族のかたちやワーク・ライフ・バランスの変化

から、ひとり暮らしの高齢者の増加やダブルケア問題、老老介護、8050問題など個人や家族が複

数の問題を抱えているケースが増えていくことも考えられ、地域における福祉ニーズはますます

増大・多様化・複雑化することが見込まれます。 

  さらに、地震等の災害時において災害弱者となり得る高齢者や障がい者等への支援対策を構築

するためには、地域住民同士の日頃からの支え合い・助け合いの関係性は不可欠です。 

  このため、日頃から多くの人々の福祉活動への主体的な参画を促進し、住民総参画の地域福祉

体制をつくりあげていくとともに、民生委員・児童委員とも連携し地域課題の共通認識を図りな

がら活動することが重要となります。 

 

 ◎ 障がい者福祉 

  関係機関と連携しながら、身体障害者手帳等の交付や各種の相談、経済的支援をはじめ、障害

者総合支援法等による福祉サービスや、障がいの予防と早期発見のための保健・医療サービス、

さらには障がい者の社会参加や就労の促進に向けた施策など、地域社会の中で障がい者が自立し

て暮らせるまちづくりを目指して施策を推進しています。 

  2014年度（平成26年度）から浦幌町相談支援事業所を設置して相談窓口の一本化を図ることで、

専門的支援による各種サービス・制度に関する相談、調整を行い、幼少期から成人まで一貫した

円滑な情報提供に努めています。 
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  また、2015年度（平成27年度）には浦幌町地域自立支援協議会を設置し、浦幌町の障がいに関

する支援体制などについて情報共有や制度の学習機会などを展開するとともに、理解・周知専門

部会において、障がいについての住民意識の向上を目的とした周知活動や体験会などの各種事業

を実施しています。 

  人口減少が進行する中、障がい者の割合は増加傾向にあり、障がいの重度化・重複化や介護者

の高齢化も進み、障がい者支援全般の一層の充実が求められていることから、障がい者施策の一

層の総合的推進に努める必要があるとともに、障がい福祉に関する社会資源のほとんどを町外の

事業所に依存していることから、住民ニーズの把握と協力事業所数の増加に努め、町内に住んで

いながら適切なサービスが受けられる環境の整備が求められています。 

  さらに、障がいに対する町民の意識向上を推進し、障がいの有無にかかわらず参加できる行事

や居場所づくりなどを町が一体となって考えていくことが重要です。 

 

（２）その対策 

 ○ 安心して子どもを産み育てることができるよう、妊婦健診費用等の助成、不妊・不育治療費

の助成、出産祝金制度、保育料の無償化、学童保育料の軽減、医療費無償化の拡充（高校生ま

で対象）など、多様なニーズに対応した子育て環境の充実を図ります。 

《過疎地域持続的発展特別事業》 

 ○ 子どもの発達、発育に合わせた生活が送れるよう、乳幼児健診や家庭訪問等で知識の普及に

努めるとともに、歯科健診や定期予防接種など受診しやすい体制を整備し、子どもの将来の健

康を守る保健活動を実施します。【重点施策】 

 ○ 延長保育・預かり保育、一時保育など多様化する保育ニーズに対応した保育内容の充実や施

設整備等保育環境の改善に努めます。 

 ○ 保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童に対し、放課後に様々な学びの機会、適切な

遊びや生活の場を与えるため、学童保育所等の体制整備の充実に努めます。 

 ○ 医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援を一体的に提供する地域包括ケ

アシステムの構築により高齢者支援体制の強化を図り、高齢者の権利擁護について体制の整備

と普及啓発を進め、高齢者が住みなれた地域で安心して生活し続けられる住みやすいまちづく

りを総合的に推進します。 

 ○ 様々な高齢者の在宅生活の支援のため、配食など利用者の個別性に合わせた在宅福祉サービ

スの充実を進め、介護の担い手不足の解消に向け、職員の確保及び質の向上、処遇改善等を推

進し、在宅サービスの提供基盤の維持に努めます。 

 ○ 高齢者が生きがいを持って豊かに生活できるよう、老人クラブ活動への支援や関係部署との

連携により、高齢者の交流・学習・健康づくりの支援に努めます。 

 ○ 個別受診勧奨を継続して健診受診率の向上を目指し、健診結果から未治療者を医療につなげ

て重症化を防ぎ、特定健診に合わせてがん検診も受診できる体制づくりを継続するとともに、

受診勧奨も実施します。 

 ○ 各種関係団体の活動支援に努め、地域に密着した各種福祉活動の活発化を促進し、福祉ボラ

ンティアやＮＰＯの育成及びネットワーク化、身近な地域を単位とした助け合い活動を支援し

ます。 
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 ○ 障がい者計画及び障がい福祉計画に基づき、各種サービスに対する介護給付の実施、自立の

ための訓練や就労の支援のための事業等に対する訓練等給付の実施、相談の支援や日常生活用

具の給付・貸与、移動の支援をはじめとする地域生活支援事業の推進など、障がい福祉サービ

スの提供の充実を図ります。 

 

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て環境

の確保、高

齢者等の保

健及び福祉

の向上及び

増進 

(1)児童福祉施設 

 保育所 へき地保育所運営事業 

 施設運営費 
町  

(2)認定こども園 認定こども園運営事業 

 施設運営費 
町  

認定こども園整備事業 

 駐車場等舗装 
町  

(3)高齢者福祉施設 

 老人ホーム 浦幌町養護老人ホーム整備事業 

 冷房設備増設、食堂照明ＬＥＤ取替、 

 ポーチ回り舗装改修 

町  

(7)市町村保健セン

ター及び母子健

康包括支援セン

ター 

浦幌町保健福祉センター整備事業 

 事務室照明ＬＥＤ取替、 

 屋根ウレタン防水改修、 

 ポーチ床ゴムチップ改修 

町  

(8)過疎地域持続的発展特別事業 

 高齢者・障害者福

祉 

社会福祉法人等運営費補助事業 

 福祉事業運営費補助 
町  

その他 出産祝金贈呈事業 

 出産を祝福する祝金の贈呈 
町  

こども医療助成事業 

 高校生までの医療費無料化 
町  

 特定不妊治療費助成事業、不育症治療

費助成事業 

 子どもを産み育てる環境の整備 

町  

 紙おむつ助成事業 

 満２歳までの紙おむつ購入費助成 
町  

 妊産婦安心出産支援費助成事業 

 出産に係る交通費及び宿泊費助成 
町  

 学校給食費補助事業 

 給食費無料化 
町  
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区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て環境

の確保、高

齢者等の保

健及び福祉

の向上及び

増進 

 その他 ひとり親家庭等医療助成事業 

 医療費助成 
町  

 乳幼児等医療助成事業 

 小学生までの医療費無料化 
町  

 未熟児養育医療助成事業 

 医療費助成 
町  

(9)その他 妊産婦及び新生児等健康診査事業 

 健診事業委託 
町  

乳幼児期及び学童期の健康診査事業 

 健診事業委託 
町  

任意予防接種事業 

 接種事業委託 
町  

子育て支援センター運営事業 

 施設運営費 
町  

定期予防接種事業 

 接種事業委託 
町  

学童保育所運営事業 

 施設運営費 
町  

特定健康診査・特定保健指導等事業 

 健診等委託料 
町  

特定健康診査・特定保健指導等事業

（若年、後期高齢） 

 健診等委託料 

町  

がん検診事業（国保） 

 検診委託料 
町  

がん検診事業 

 検診委託料 
町  

福祉団体等運営補助事業 

 社会福祉協議会等運営補助 
町  

地域包括支援センター運営事業 

 介護予防ケアマネジメント等 
町  

高齢者在宅福祉支援事業 

 在宅福祉支援事業、敬老祝金贈呈 
町  

認知症総合支援事業 

 認知症地域支援推進員（１名） 
町  

家族介護支援事業 

 介護用品給付、家族介護慰労金 
町  
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区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て環境

の確保、高

齢者等の保

健及び福祉

の向上及び

増進 

(9)その他 介護予防普及啓発事業 

 介護予防教室開催 
町  

訪問型サービス・通所型サービス事業 

 サービス運営事業 
町  

介護予防ケアマネジメント事業 

 介護予防ケアマネジメント作成 
町  

老人福祉電話・緊急通報装置設置事業 

 緊急通報システム 70台、 

 福祉電話設置台数 ２台 

町  

成年後見制度利用支援事業 

 成年後見申立費用助成等 
町  

高齢者支援団体活動事業 

 敬老会、老人クラブ運営助成等 
町  

生活支援体制整備事業 

 生活支援コーディネーター業務委託 
町  

重度心身障がい者医療助成事業 

 医療費助成 
町  

障がい者自立支援給付事業 

 福祉サービス、計画相談支援等 
町  

障がい児通所支援給付事業 

 児童発達相談、計画相談支援等 
町  

障がい者医療費給付事業 

 更生医療、育成医療、療養介護医療 
町  

地域生活支援事業 

 日常生活用具、意思疎通・移動支援等 
町  

障がい福祉補助金等交付事業 

 交通費補助、施設等訓練通園費補助等 
町  

補聴器購入事業 

 補聴器購入費助成 
町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

  子育て支援施設については、2021年度（令和３年度）新設した認定こども園をはじめ、施設の

利用ニーズを踏まえた施設運営を行うとともに、日常業務における点検や不具合報告に対応し、

予防保全による施設の長寿命化を図るなど適切に設備の維持管理を行い、子育て支援施設の役割

を終えた保育園の利活用や除却を検討します。 

  保健施設については、高齢化が進展する中、施設の重要性は高まると考えられ、現行施設の維

持活用によるサービス確保を図り、高齢者福祉施設についても、日常点検や不具合報告に対応し

予防保全による施設の長寿命化を図るなど、引き続き適切な維持管理を図ります。 
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８ 医療の確保 

（１）現況と問題点 

  本町の医療の現状は、町立診療所１か所、歯科診療所２か所、整骨院が１か所市街地にありま

す。町立診療所は１名の医師（所長）が、整形外科、内科、外科、リハビリテーション科と複数

の科を担っていますが、ＣＴスキャン装置、超音波検査装置、内視鏡等の検査機器を設備してお

り、早期に的確な診断ができ、必要時に専門医療機関へつなぐことができています。 

  地域における医療の確保を図るため、継続して患者の足となるコミュニティバスによる通院手

段の確保を図っているほか、施設の維持及び医療機器の計画的な整備充実を図り、町民が安心し

て医療を受けられる環境の整備を図っています。 

  今後は、町立診療所をはじめとした医療機関の診療体制の維持を図るため、人材の確保を行う

ことが重要です。 

 

（２）その対策 

 ○ 医療施設の充実や診療内容の充実、医療機器の整備を図ります。 

 

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

７ 医療の確保 (1)診療施設 

 診療所 町立診療所医療機器更新事業 

 Ｘ線ＣＴスキャナー１台、 

 医用画像管理システム一式 

町  

町立診療所病室機器設備事業 

 電動ベッド 14台 
町  

町立診療所施設整備事業 

 スプリンクラー設置実施設計・工事、 

 屋根ウレタン防水改修 

町  

(4)その他 地域医療対策事業 

 歯科診療所整備、 

 厚生病院運営費補助事業、 

 医療技術者等養成就学資金貸付 

町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

  「浦幌町立診療所」と２か所の「歯科診療所」については、今後とも安定的な医療サービスを

提供するため、日常点検や不具合報告に対応し予防保全による施設の長寿命化を図るとともに、

今後、老朽化が著しい診療施設については、社会情勢を見据えた建物更新を検討します。 
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９ 教育の振興 

（１）現況と問題点 

 ① 学校教育 

  近年、子どもを取り巻く環境は次第に変化しており、家族形態や生活スタイルの変化に伴い問

題は複雑化・多様化しています。また、子ども一人ひとりに目を向けたきめ細かい対応が求めら

れており、教職員の負担が増加しています。さらに、日本はＩＣＴ関連に関しては、先進国の中

でも取り残されているような状況にあり、今後Society5.0の時代を迎える中で、それに対応でき

る子どもを育てていかなければならない状況です。 

  町ではこれまで、幼・保・小・中、家庭及び地域が連携して教育を進めてきており、情報化へ

の対応、外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置など国際化への対応や環境教育への取組など社会変化

に対応した教育内容の充実を図り、子どもの安全対策、教育環境の整備を積極的に進めてきまし

た。 

  2012年度（平成24年度）からは、小中一貫教育とコミュニティ・スクールの調査・研究を行い、

2015年（平成27年）４月からコミュニティ・スクールを実践しています。 

  また、ＩＣＴを活用した教育の推進を図るため、児童・生徒一人に一台の端末の整備を行うな

ど、学校ＩＣＴ環境の整備を進めています。 

  基礎的・基本的な知識や技能の習得と思考力・判断力・表現力の育成、学習意欲の向上や学習

習慣の定着を図る上で、基本的生活習慣の定着は欠かすことはできないと考え、地域総ぐるみで

危機意識や課題認識を共有し、子どもたちに望ましい生活リズムを取り戻すために宣言した「ス

マホ・ゲーム機使用のルール」に基づいた実践を展開して、望ましい生活リズムの改善及び学習

習慣の定着を図り、「確かな学力」に基づいた「生きる力」の育成をさらに推進する必要がありま

す。 

 

② 生涯学習社会の確立 

  1975年（昭和50年）代に町内３地域に公民館を増設し、中央公民館を含む４公民館が、地域の

社会教育活動の中核を担い、1999年（平成11年）に教育文化の振興発展と学術の向上を図るため

博物館と図書館の複合施設である教育文化センターを建設し、社会教育関係団体との連携により

各時期に応じた様々な講座・教室・講演会を開催して学習情報の提供や広報・啓発活動を推進す

るとともに、社会教育団体の育成、指導者の確保等に努めています。また、地域の人材や環境を

活用した「うらほろ」らしい生涯学習を推進するため、地域学校協働本部とコミュニティ・スク

ールとが両輪となって連携・協働しながら住民と教育関係団体等のネットワークの強化を図って

います。 

  「公民館」は、公民館まつりや文化祭、文化週間等事業を通した公民館活動の充実を図ってい

ます。 

  「図書館」では、図書館まつり等の各種事業をボランティアサークルと協働開催するなど、地

域総ぐるみで読書活動を推進しています。 

  「博物館」では、各種講座や企画展を開催し、複合施設のメリットを生かした図書館と博物館

の連携を進めています。 

  価値観や行動様式の変化により、生涯の各期における学習ニーズが多様化・高度化しているた

め、多様な学習機会を提供し、その成果を活用した地域学校協働活動を通して、地域や団体と学
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校が相互に連携・協働していく必要があることから、町民と教育関係団体等との組織ネットワー

ク化を進めていくことが重要です。 

  このため、公民館・図書館・博物館など社会教育関連施設を有効活用し、住民主体による生涯

学習推進体制の整備と充実を図り、学習成果を生かせる環境の整備と充実に努めるとともに、浦

幌町社会教育中期計画を指針として、「人づくり・つながりづくり・地域づくり」の担い手の育成

に努め、持続可能な地域の活性化やまちづくりを進めるため、総合的な学習環境づくりを進めて

いく必要があります。  

 

 ③ 生涯スポーツの振興 

  総合スポーツセンター、スイミングプール、パークゴルフ場、アイスアリーナ、夜間照明付き

の町民球場、健康公園そしてスケートリンクなど生涯スポーツ施設が充実しているほか、学校体

育施設を開放して地域における有効的な活用と利用を推進しています。 

  また、2014年度（平成26年度）から高齢者等の公共施設使用料免除制度を導入したことで、高

齢者の方々への社会参加の促進や健康増進に努めています。 

  町民協働のボランティアにより、アイスアリーナ、スケートリンク施設の管理を利用団体が自

主的に管理をし、経費の節減に努めるとともに、学校体育施設を開放することで、近郊に施設の

ない町民の方々の拠点となっており、町民が心身ともに健康で充実した生活を営むためには、生

涯にわたって誰もが、それぞれの体力や年齢、障がいの有無、技術、興味、目的に応じて、いつ

でも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができる環境の整備が求められています。そ

のため、各スポーツ施設の有効な利用を一層推進することと、施設の老朽化に伴う計画的な維持

改修が課題となっています。 

  生涯スポーツの充実を図るためには、生涯各期に応じた地域スポーツ活動の推進、親子でスポ

ーツに親しむ機会の充実、スポーツ関連情報の収集と広報活動の促進が重要となります。また、

スポーツ活動の環境整備と人材育成を図るため、各種スポーツ団体と指導者の養成、施設の機能

充実、学校体育施設の開放の促進を図る必要があります。 

 

（２）その対策 

 ○ 児童・生徒の義務教育９年間におけるよりよい学びの実現や、生徒指導上の様々な課題の解

決のため、小中一貫コミュニティ・スクールの推進と充実を図ります。 

 ○ ＩＣＴの環境整備を進め、Society5.0時代を見据えたＩＣＴ教育の充実を図ります。 

 ○ 特別支援教育支援員を配置した特別支援教育に対する体制の充実を図り、学校と家庭、関係

機関等が連携し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導や支援に努めます。 

 ○ 子どもに関して使命感を持ち、豊かな人間性や社会性、高い指導力を身につけた教職員によ

る学校教育を推進するため、教職員の研修の充実を図ります。 

 ○ 乳幼児から高齢者まで幅広い世代の社会教育活動を支援し、多彩で特色ある生涯学習プログ

ラム提供や環境づくりを促進します。 

 ○ 体育施設の老朽化状況や利用ニーズに即した整備・充実を計画的に進めていくとともに、利

用者へのサービス向上や効果的・効率的な有効利用に努め、様々なスポーツ情報の収集・提供

を図り、町民のスポーツに対する意識を高めていきます。 
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（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

８ 教育の振興 (1)学校教育関連施設 

 校舎 学校施設整備事業 

 ボイラー取替、暖房・給水配管更新、 

 パネルヒーター取替 

町  

屋内運動場 学校施設整備事業 

 トイレ改修、照明器具改修（ＬＥＤ）、 

 暖房・給水配管更新、パネルヒーター取替 

町  

教職員住宅 教職員住宅整備事業 

 浦幌小教頭住宅建替工事、 

 浦幌小校長・教頭住宅解体、 

 浦幌小教員住宅建替実施設計・工事 

町  

ス ク ー ル バ

ス・ボート 

スクールバス運行事業 

 ２地区２路線運行委託 
町  

スクールバス更新事業 

 中型バス１台 
町  

(3)集会施設、体育施設等 

 公民館 公民館改修事業 

 地下重油タンク改修、非常用階段手摺設置、 

 暖房・給水配管・ファンコン取替、 

 トイレ・床・屋根防水・玄関ポーチ等改修 

町  

体育施設 パークゴルフ場管理事業 

 指定管理委託 
町  

パークゴルフ場整備事業 

 造成・人工河川改修工事実施設計 
町  

社会体育施設管理事業 

 指定管理委託、直営施設運営 
町  

アイスアリーナ施設整備事業 

 整氷機更新 
町  

社会体育施設整備事業 

 非常照明取替、排煙窓等修繕、 

 屋根ウレタン防水改修、照明器具取替、 

 アリーナ等床塗装、暗幕改修、内装補修 

町  

その他 教育文化センター施設整備事業 

 防煙垂れ壁・排煙窓修理、 

 暖房用ボイラー取替、昇降機部品更新 

町  
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区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

８ 教育の振興 (4)過疎地域持続的発展特別事業 

 高等学校 高等学校等生徒遠距離通学費等補助事業 

 通学及び下宿に要する経費の一部助成 
町  

 高等学校等就学費補助事業 

 生徒等一人当たり定額の就学費助成 
町  

(5)その他 小中一貫コミュニティ・スクール事業 

 対象学校 ４校 
町  

学校教育推進事業 

 学校行事や教職員の研修事業等 
町  

「生きる力」を育む特色ある教育活動支

援事業 

 各学校に定額を交付 

町  

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 

 生活困窮家庭への教育費の援助 

町  

学校ＩＣＴ整備事業 

 児童用、生徒用、教職員用の整備 
町  

子ども文化鑑賞会事業 

 市街、上浦幌 各地区２回公演/年 
町  

公民館主催事業 

 子育て出前ミニ講座、親子ふれあい講演等 
町  

高齢者学級開設事業 

 教養講座、健康スポーツ、芸能交流等 
町  

ＰＴＡ活動奨励事業 

 管内大会参加、研究大会開催等 
町  

子ども会活動奨励事業 

 地域子ども会育成連絡協議会（16団体） 
町  

女性団体活動奨励補助事業 

 女性団体連絡協議会（９団体） 
町  

社会体育事業 

 活動奨励補助、大会出場奨励補助 
町  
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

  学校教育施設については、今後とも少子化が進む見通しの中、小中一貫コミュニティ・スクー

ルの推進を図るため、地域とともにある学校としての教育環境の整備・充実を目指し、2021年（令

和３年）３月に学校施設長寿命化計画を策定し、優先度の高い施設の修繕を行うこととして、年

間事業費8,000万円程度以下で平準化するよう配慮し、長寿命化による維持・更新コストを削減

できるよう見通しを算出しましたが、今後の学校施設の維持・更新コストを長寿命化型に転換し

たとしても従来型の考え方に対し、維持コストの増加が想定されます。そうした中、児童生徒数

が減少しても施設の維持・更新コストが増加するという矛盾を抱えており、４校の学校施設の長

寿命化（保全計画）だけでは限界があることから、学校施設の配置や規模、運営面や活用面等に

及ぶ多面的な見直しが必要であり、総合的な取組方針の見直しを検討し、見直しを進めます。 
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10 集落の整備 

（１）現況と問題点 

  本町は、地理的にも産業構造の上からも散在・散居集落が多く、その中で密居集落は浦幌市街、

吉野市街、厚内市街、十勝太市街の４集落があり、このほか農業団地として造成された上浦幌地

区団地も集落を形成しています。これら集落は、それぞれ行政中心地、農業生産基地、漁業生産

基地としての性格を有しています。 

  従来から行政区、子ども会、女性団体、老人クラブを中心にコミュニティ活動が活発に行われ

てきましたが、少子高齢化や人口減少に伴う構成員の減少により、各種事業の実施が難しくなっ

ているため、本町に残る地域的な結びつきを大切にしながら、コミュニティ活動の活性化のため

の施策を推進する必要があります。 

  また、各種の審議会や委員会等を通じた町民参画による各種行政計画の策定・推進など多様な

参画・協働の仕組みづくりとして、「町民参加条例」を制定し、まちづくり出張説明会を開催する

など、町民への積極的なまちづくり参画の意識の醸成を図ってきました。今後は、町民参加条例

の認識度アップを図るとともに、これらの取組をさらに発展させ、町民と行政との協働体制の確

立に向けた多様な取組を一層積極的に進めていくことが必要です。 

  空家等対策では、2018年（平成30年）４月に「浦幌町空家等の適正管理に関する条例」を施行、

2019年（平成31年）２月に「浦幌町空家等対策計画」を策定し、空家等対策を総合的かつ計画的

に実施しています。空家等の有効活用を促進する対策を講じ、空地等、宅地の確保を図り、情報

の提供を行うことが必要です。 

 

（２）その対策 

 ○ ともに助け合い、安心して暮らせる地域づくりに向け、自主防災組織の育成や防犯活動、交

通安全活動、高齢者の見守りや子育て支援活動など、様々なコミュニティ活動の支援を図りま

す。 

 ○ 地域住民のふれあいの場、活動の場として、公民館や地域会館の充実を図ります。 

 ○ 町民の多様なニーズによる課題に対応し、町民の意見や発送を起点とした行政の推進に向け

て、各種行政計画の策定における委員等の一般公募、ワークショップ、パブリックコメントな

どによる参画を推進します。 

 ○ 町民アンケートを実施し、町民がまちづくりに自主的・積極的に参加するための仕組みづく

りや体制づくりを進めます。 

 ○ 空き家・空き地バンクの啓発及び活用を周知し、多角的に課題解決を図ります。 

 ○ 特定空家等の解体工事費の一部助成を行い、危険な空家等の解消等を進め、生活環境の保全

を図ります。 
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（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

９ 集落の整備 (3)その他 行政区運営事業 

 行政区長謝金、行政区振興助成 
町  

地域会館等管理事業 

 指定管理委託、地域会館維持費助成 
町  

空家等対策事業 

 特定空家等解体費助成 
町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

  集落の地域コミュニティ活動の拠点として利用されている集会施設については、利用状況やコ

スト負担を考慮して、複数町内会での共同利用・管理等による集約化を検討するとともに、多く

が避難場所としての機能も有していることから、可能な限り町所有の施設数と床面積を削減し、

施設の維持管理にかかる町負担額の削減を図ります。 
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11 地域文化の振興等 

（１）現況と問題点 

  有形・無形の文化財及び史跡・名勝・天然記念物、埋蔵文化財などが多く点在し、本町指定の

無形民俗文化財である「開拓獅子舞」のほか、貴重な遺跡が多く、発掘調査から数多くの遺物が

出土しており、生活・産業資料とともに博物館において収蔵するほか、文化財標識を設置し周知

しています。 

  図書館と博物館との複合施設である教育文化センターにおいて、四季折々の企画展や講座の開

催などを通して本町の新たな魅力として再認識されつつあります。本町指定の無形民俗文化財で

ある開拓獅子舞の保存会では調査・研究を通して保存と伝承を図り、併せて保存伝承者の発掘と

養成から後継者も育成され、普及発展にも寄与しています。 

  芸術・文化は、地域の個性や独自性を生み出すとともに、地域活性化と密接な結びつきがある

ことから、今後も各種芸術・文化団体の自主的・創造的な芸術・文化活動を一層促進していくと

ともに、芸術・文化の鑑賞機会や発表機会の充実等が求められます。 

  また、未指定文化財の指定化の推進と、歴史文化基本構想の策定など国の文化財行政の動向に

合わせた取組の推進が求められており、今後も適切な調査や保存、活用等に努め、より多くの人々

が本町の歴史や文化に親しめる場や機会の増進と、学芸員等の技術継承をはじめ、博物館が未来

にわたってどのような事業を展開していくかを見据えた組織改革やシステムの刷新が必要とな

ります。 

   

（２）その対策 

 ○ 文化団体への育成・支援に努めるとともに、文化祭や公民館まつりなど多様な芸術・文化を

鑑賞する機会を提供し、自主的・創造的な芸術文化活動への積極的な参加意欲の高揚を図りま

す。 

 ○ 指定文化財の適切な保存及び無形文化財の保存団体への育成・支援に努めるとともに、貴重

な文化財の価値を正しく理解するための情報発信や講座・展示などにより町民の意識の高揚を

図ります。 

 ○ アイヌ文化の伝承を推進し、歴史や現状を広く知ってもらう機会を提供するとともに、アイ

ヌ文化の伝承を生活面から支援します。 
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（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

10 地域文化の

振興等 

(3)その他 文化団体活動奨励事業 

 文化協会（26団体） 
町  

文化祭事業 

 講師謝金、プログラム印刷代等 
町  

公民館祭事業 

 講師謝金、参加記念品等 
町  

博物館常設展示室改修事業 

 アイヌ文化コーナーの整備、 

 副葬品資料の展示 等 

町  

文化財保護管理事業 

 文化財保護団体育成補助 
町  

博物館主催事業 

 研究活動、企画展示、資料保存等 
町  

アイヌ住民福祉対策事業 

 アイヌ団体活動支援 
町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

  文化施設については、現在の建物が供用できるかぎり当該施設を維持することとし、施設の日

常業務における点検や不具合報告に対応し、予防保全による施設の長寿命化を図ります。 

  また、利用者が高齢化する中、バリアフリー課題を抱える施設が多く、利用者ニーズに合わせ

て対応する必要があります。 

  各公民館については、老朽化が進んでいますが、地区の中核的施設であり、かつ避難所として

指定をしていることから、日常点検や不具合報告に対応し、予防保全による施設の長寿命化を図

ります。 
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12 再生可能エネルギーの利用の推進 

（１）現況と問題点 

  冬期の暖房や移動手段としての自家用車保有の割合が多い本町にとって、石油価格の変動は家

計にも大きな影響を与え、町の基幹産業である農林水産業への深刻な影響が出ています。そのた

め、化石燃料の使用抑制につながり地球環境にやさしい再生可能エネルギーへの転換として、本

町の特性である日照時間の長さを活用できる「太陽光発電システム」の導入及び既存の森林資源

を活用できる「木質ペレットストーブ」の導入を進めているところです。 

  本町では、2011年度（平成23年度）から太陽光発電システムの導入を開始し、導入件数は現在

64件となっています。また、2010年度（平成22年度）から木質ペレットストーブ購入支援事業に

より導入台数は現在９台となっており、様々な再生可能エネルギー資源が賦存していると考えら

れますが、十分な活用はできていません。 

  今後、こうした資源をローカルエネルギーとして活用することで、農林水産業や商工業、町民

生活に必要なエネルギーを再生可能エネルギーで供給できる可能性を追求していくことが重要

な課題となっています。 

 

（２）その対策 

 ○ 化石燃料の使用抑制及び地球温暖化防止並びに環境負荷の低減を図るため、太陽光、木質バ

イオマスを核とした「再生可能エネルギー」の導入に対して補助を行い、町内での普及促進を

図ります。 

 ○ 太陽光エネルギーや木質バイオマス、雪氷の利活用など、本町における地域特性を踏まえて、

クリーンで再生可能なエネルギーの利用について、広く情報を収集し、その利用可能性につい

て検討を進めていきます。 

 

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

11 再生エネル

ギーの利用

の推進 

(3)その他 新エネルギー普及事業 

 太陽光発電システム導入助成、 

 木質ペレットストーブ導入助成 

町  
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13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

（１）現況と問題点 

  本町の総合振興計画である「浦幌町まちづくり計画」に基づき、先の過疎計画において「健康」

をテーマとした活性化プロジェクトとして、うらほろ森林公園と健康公園の整備によるレクリエ

ーション機能の充実を推進してきました。健康公園には、総合スポーツセンター、町民プール、

運動場などが完成し、森林公園には、アイスアリーナや野球場、パークゴルフ場などを整備し、

スポーツ施設は一応の水準に達し、スポーツを通じた健康増進が図られています。また、森林公

園には、1998年度（平成10年度）に中核施設として「ふるさとのみのり館」を建設し、林業地域

総合整備事業によりキャンプ場などの施設整備を行ってきました。 

  本計画においては、これまでの計画による推進成果と「浦幌町第４期まちづくり計画」を基盤

に、面積136haの広大な森林を擁する「うらほろ森林公園」を地域間、都市間交流の中核施設とし

て、観光、森林浴、イベントなどの充実により交流人口を拡大し、地域の持続的発展を進めてい

きます。また、浦幌市街地に隣接し、十勝圏と釧路圏の中間に位置する地理的条件や2009年（平

成21年）９月にオープンした「道の駅うらほろ」を起点として、両圏との交流拡大にも寄与する

ものと考えます。 

 

（２）その対策 

 ○ 「うらほろ森林公園」、「道の駅うらほろ」及び「うらほろ留真温泉」の一体的な充実を図り、

魅力あるイベントなどの実施により、交流人口の拡大を図ります。 

 ○ 自然環境の整ったキャンプ施設や町内の公衆無線ＬＡＮ環境、サテライトオフィス機能を有

した各種施設を活用し、仕事と遊びを融合したワーケーション事業を推進します。 
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