
十勝うらほろ創生キャンプ
地方創生×SDGs×企業版ふるさと納税モデル事業

浦幌町



十勝うらほろ
創生キャンプ
（TUS）
＜ミッション＞

みんなでワクワクしながら
新しい地方創生モデルで
持続可能な地域をつくる
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SDGs  浦幌イニシアティブ
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「持続可能な地域（未来づくり）2030」（SDGs  浦幌イニシアティブ）

3 2 0

��� みんなで地域課題をワクワク解決するまち
（未来づくりをする大人の姿が地域全体に広がっている）

��� 住み続けたい、暮らしたい、戻りたい、関わりたいと思ってもらえるまち
（子ども・若者が憧れる仕事が地域に存在し、また関係人口が増加している）

��� 一次産業や商工業等の産業振興が進んでいるまち
（都市【企業人や企業など】とのパートナーシップが進んでいる）

��� 未来を生き抜くチカラが育まれるまち
（多世代の人材が地域で学び、成長し続けている）

��� 知恵と経験を持つシニア世代（高齢者）が活躍するまち
（文化・伝統を大切に先人を敬う心に満ち溢れている）

��� 子どもたちが地域に愛着を持ち、誇りを持って羽ばたけるまち
（小中一貫コミュニティ・スクール、うらほろスタイル教育が充実している）

��	 世界から目標とされるまち
（新しい地方創生モデルでの持続可能な地域づくりの確立と他地域への共有）



浦幌町（行政）として
取り組みたい課題

（浦幌＋都会）の大人と
若者で取り組みたい課題

・商店街の活性、事業の承継
・高齢者支援、若者との交流促進
・産業の振興と課題の解決
（担い手対策・農林水産物の高付加価値化）
・ふるさと納税返礼品の開発
・キャンプ事業創出事業の支援
・未来づくり資金を稼ぐ機能の確立

フェローとなる（浦幌＋東京）の
大人たちが“福業”としてボランティ
アで関わる。ヤングフェローととも
にSDGs浦幌イニシアティブの達成
を目指し、課題解決につながる新た
な事業創出を行っていく。

ワークキャンプ事業
※詳細及び実施イメージは
別紙にて説明

町連携事業
※町と関係団体と樂舎が
連携しながら実施

パートナー企業と連携して
取り組みたい課題

企業版ふるさと納税（地方創生応
援税制）の対象事業として町が位
置付けたTUSに納税寄附する企業
と協議。 SDGs浦幌イニシアティ
ブの達成を目指し、課題解決に繋
がる新たな事業創出等を企業（パ
ートナー企業）と共同で行う。

企業協働事業
※町と企業と樂舎が
協議しながら実施

TUSで取り組む3つの枠組み（フレーム）



ワークキャンプ事業の実施イメージ
みんなでワクワクしながら、新しい「地方創生」モデルで、持続可能な地域をつくる。

十勝うらほろを拠点に
（都会＋浦幌）の大人と
若者たちのみんなで地域
の課題に向き合い、新規
事業を創造していく

「０－１」に挑戦する。

（都会＋浦幌）の大人
がボランティアで参加。
心で繋がり、関係性を深め、
自己成長しながら本業への
スキル向上や副業としての
関わりを見つける。

新しい価値観やノウハ
ウ・技術でSDGs浦幌イニ
シアティブの達成に貢献。
ワクワクしながら地域課
題の解決に挑む大人の背
中を次世代に見せる。

みんなでゼロイチ 心で繋がる“福”業 持続可能な仕組み
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株式会社BATON PLUS フォレストデジタル株式会社



【“福”業】イメージ ボランティアでの参加。地方創生（持
続可能な地域づくり）に自分のスキル
を惜しみなく発揮して提供する。

時間が経過するごとに仲間が増え、お
互いの必要性と、この人とこの場所で
こんな資源を使って、こんなことした
ら楽しいかも！があふれ出てくる。

自己成長しながら本業へのスキルが向
上し、対価を得る副業としての関わり
やボランティアでの継続した関わりを
見つけ、地域に関わり続けていく。

十勝うらほろ創生キャンプ（TUS）の実施イメージ
みんなでワクワクしながら、新しい「地方創生」モデルで、持続可能な地域をつくる。

十勝うらほろを拠点に
（都会＋浦幌）の大人と
若者たちのみんなで地域
の課題に向き合い、新規
事業を創造していく

「０－１」に挑戦する。

ボランティアで参加。
（都会＋浦幌）の大人たち
が心で繋がり、関係性を深
め、自己成長しながら本業
へのスキル向上や副業とし
ての関わりを見つける。

新しい価値観やノウハ
ウ・技術で持続可能な地
域づくりに必要な新たな
資金を創出するなど、
SDGs浦幌イニシアティブ
の達成に貢献する。

みんなでゼロイチ 心で繋がる“福”業 持続可能な仕組み

（浦幌＋都会）の大人たちの
新たな信頼関係の構築



“福業”をする（浦幌＋都会）の大人＋若者が心で繋がり「持続可能な地域づくり」
に向け、必要な事業創出をおこなう
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◎ワクワク！心の繋がり！をキーワードに、多主体・多世代と浦幌を拠点に交流を深め、地域課
題をみんなでワクワクしながら解決していく。そしてその背中を次世代に見せていく。
◎うらほろを舞台に（浦幌＋都会）の大人＋若者で事業を創出し、３年間で自立させていく。
◎テーマは産業・医療・福祉・教育など様々。「SDGs浦幌イニシアティブ」の達成が目標。
◎参加者（フェロー）は、浦幌サイド１０名、都会サイド（東京など）１０名を予定。
※東京からの旅費交通費は浦幌サイドで負担、但し報酬はなし。ボランティアでの関わり。

◎参画する若者（ヤングフェロー）は、地域おこし協力隊として町が採用し、十勝うらほろ樂舎
に派遣された若者（20代）。2020年度は、2~3名の予定。
※ヤングフェローは、固定の報酬あり。TUS全体の事業にも関わっていく。

ワークキャンププログラム2020

フェロー
“福”業で関わる（浦幌＋都会）の大人

ヤングフェロー
20代の若者（地域おこし協力隊）



Step1  
説明会

Step2  
浦幌探究

Step3
事業検討①

Step4 
事業検討②

Step8
最終プレゼン
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※Step5～8の間 東京-浦幌間でのビデオチャットをグループごとに開催予定

ワークキャンププログラム2020の年間スケジュール（案）
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Step5
チーム作り
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Step7
事業づくり
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Step6
東京で交流
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�� ��	masataka omi)
1990年に浦幌に移住。
・十勝管内で酪農・林業・漁業を経験
・水産加工・ネット産直を起業、運営
・うらほろスタイルの立ち上げに関わる
・とかち農村ホームステイの立ち上げに関わる
・十勝の未来を考える自治体職員の会相談役

�� ��	yuji tsujiki

2017年に浦幌ワークキャンプに参加。
・三菱UFJ銀行（アジア開発銀行）
・財務省 開発金融専門官
・ヤフー株式会社 金融事業本部 新規サービス部長
・株式会社メルペイ 前取締役
・フォレストデジタル株式会社（本社浦幌）CEO

ワークキャンププログラム開発責任者



TUSに参画する主体の関係図（プラットフォーム）

十勝うらほろ創生
キャンプ（TUS）

都会の
企業人
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産業団
体など

高校生
大学生
など

浦幌町

パート
ナー企業
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