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第 1 章 まち・ひと・しごと創生に向けた基本的な考え方 
 

第 1 節 「地方版総合戦略」策定の前提 
 

（1）策定の趣旨 
 

地方版総合戦略は、特に人口減少という現実に即し、地域の活力を創生していくための

目標を示すもので、『まち・ひと・しごと創生法』第 10条に基づき策定するものである。 

各市町村は、国及び北海道が定めた総合戦略を勘案して、当該市町村の地域の実情に応

じた、基本的な目標や施策についての具体的な計画を定めることが規定されている。 

 

これまでも浦臼町では、各種計画や各産業分野において、まちの発展のために様々な施

策を行ってきた。本戦略においては、浦臼町の最上位計画である、第 4次浦臼町総合振興

計画「うらうすチャレンジプラン」（平成 27年度～）で掲げている 6つの施策大綱の中か

ら、地方創生と人口減少対策として有効な施策に新たな提案を加え検討を続けてきた。 

 

検討・策定に当たり、庁内には町長を本部長とし、副町長、教育長及び課長職で構成す

る「浦臼町総合戦略推進本部会議」、主幹職及び係長職で構成する「総合戦略策定庁内会

議」を発足させ、議会議員との協議、検討も併せて行ってきた。 

また、本戦略策定の同意を得るため、住民代表及び地域を担う各主体（産官学金労言）

の意見を広く聞き、各主体の専門的な知見を活かす観点から、「浦臼町総合戦略審議会」

を組織し、素案及び施策の推進並びに評価に関して調査・審議を行い、これまでの地域づ

くり活動の実績を踏まえ、培った資源をいかに「しごとづくり」「移住定住」などに活か

し、人口減を食い止めることができるか、という視点で議論を重ね、その結果に基づいた

意見をまとめた。 
 
まちのことをよく知る町民と、新たな発想や感性を持つ移住者など、全ての人たちが一

体となり積極的に取り組まなければ、本戦略に記載された各種事業の効果が得られず、人

口減少阻止の実現性は低くなる。そのためにも、自分たちの子ども・孫世代につなぐまち

の姿を想像し、共有された意識のもとで随時検証し、その時々の社会情勢や国の施策の方

向性に沿い、まちの未来を永続的に拓いていくことが求められている。今後想定される

様々な課題を解決し、まち・ひと・しごとづくりに重点的に取り組むための計画として策

定する。 
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（2）基本事項 
 

①計画期間 
対象期間は、『浦臼町人口ビジョン』が示す 2060年までの人口の将来展望を踏まえつつ、

国及び道が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画期間と同様に、平成 27(2015)

年度から平成 31(2019)年度までの 5年間とする。 

 

②策定の視点 
策定に当たっては、以下の 3つの視点を踏まえる。 

・総合的な仕組みづくりの視点 

・各政策を連携させ相乗効果を生み出す視点 

・数値目標の設定とＰＤＣＡ（※）サイクルによる進捗管理の視点 

 

※ＰＤＣＡサイクルとは、事業活動における管理報告業務を効果的・効率的に行うため

の手法の一つ。Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action（改善）の 4

つのステップからなる。これらを繰り返すことによって、業務を継続的に改善する。 

 

③推進方策 
本戦略に基づく事業の実施に当たっては、官民協働及び道との連携により、また、道

内及び道外から人材・資本を呼び込むことを基本視点に置き、重点的・効果的に各種施

策を推進する。 

「まち・ひと・しごと創生」政策 5 原則（国の戦略より） 

 

○人口減少克服・地方創生を実現するため、5つの政策原則に基づき施策を展開する。 

①自立性 

構造的な問題に対処し、地方公共団体、民間事業者、個人等の自立につながる。 

②将来性 

地方が自主的かつ主体的に、夢を持って前向きに取り組むことを支援する。 

③地域性 

各地域の実態に合った施策を支援。国は支援の受け手側の視点に立って支援。 

④直接性 

最大限の成果をあげるため、直接的に支援する施策を集中的に実施する。 

⑤結果重視 

ＰＤＣＡサイクルの下、具体的な数値目標を設定し，効果検証と改善を実施する。 

 
 

また、町民にも広く意見を聴きながら、「浦臼町総合戦略審議会」において取組の効果

の検証を行う。策定の視点にも掲げたＰＤＣＡサイクルに基づく進捗管理等は毎年度行う

ものとし、評価・検証内容に応じて必要な見直しを行う。 
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第 2 節 人口ビジョンおよび各種産業統計から（現状と課題） 

 
（1）地域経済の現状分析 

 

①一次産業 
浦臼町の主要産業は農業であり、農業出荷額の半数以上を米が占めている。農業従事者

は、2025年の「農家人口・戸数の将来予想値」によると、浦臼町は、販売戸数はほぼ半減、

農家人口も 43％になることが予想されており、後継者不足は深刻な課題である。（※北海道

立総合研究機構農業研究本部中央農業試験場 推計） 

 
②二次産業 

人口ビジョンでも触れられているとおり、二次産業従事者の多くは建設業従事者と製造

業従事者であるが、製造業企業は町内には極めて限られており、製造業従事者の大半は町

外にある工場への勤務者となっている。 
 

③三次産業 
浦臼町の平成 24 年の小売業の状況は、商店数が 16 店、従業員数が 42 人、年間商品販

売額が 74,409万円となっている。平成 19年と比較すると、商店数／従業員数／年間商品

販売額の全てで大幅な減少傾向にあり、商圏が町内に限られがちで発展が難しい状況に置

かれている。 

《小売業の商店数・従業員数・年間商品販売額の推移》 

（単位：店／人／万円） 

年度 項目 商店数 従業員数 年間商品販売額 

平成 24 年度  小売業 16 42 74,409 

平成 19 年度  小売業 22 82 166,437 

資料：平成 24 年経済センサス-活動調査、平成 19 年度商業統計表 

 

 

（2）人口減が町民生活に与える影響 
 

人口減少は、町民の生活に直接影響を与える問題である。空き家の増加により地域の安全

への不安が大きくなり、中長期的には、集落が維持できなくなることも懸念される。また、

子どもの教育や遊び場の問題、買い物や交通の問題、医療や福祉の需給バランスにも関連す

る課題である。 

 

 

（3）住民の意識 
 

浦臼町総合振興計画策定の参考にするため、平成 26年 2月に実施した町民アンケート調査

の結果を参考に、総合戦略策定に当たって、特に町に対する不満や定住・転出に関した設問

を中心に、これまでの分析軸（性・年齢別）に加え、居住年数別に再集計をした。 
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（4）浦臼町の「プラス要因」を伸ばし「マイナス要因」をどう変えられるか 
総合振興計画に記載されている内容などをもとに、現状の浦臼町のプラス要因・マイナ

ス要因をいわゆるＳＷＯＴ分析の手法をもとにまとめたものが以下の図表である。 
 

 プラス要因 マイナス要因 

内部環境 

 

 

 
・全国有数のワイン用ぶどうの作付け

を行う。 

・稲作・園芸作物から高付加価値作物

まで幅広い農作物の生産拠点であ

り、今後差別化が可能。 

・希少価値が高く全国的に人気のある

「あか牛」を産出。 

・観光拠点としては、鶴沼公園・道の駅

といった資源がある。 

・全国的に知名度のある坂本龍馬、そ

の甥が入植した歴史を持つ。 

 
 

・40 代以下の定住意向が低い 

・女性の定住意向が低い。（結婚で嫁

入りという意識も想定される） 

・住みたくない理由の過半が「買い物

の便が悪い」「道路・交通の便が悪

い」（年代・居住年数を問わず同様） 

・相対的に不満が特に高いのが、商

業と雇用対策を中心とした産業振

興。次いで公共交通と定住促進。 

・農業後継者不足に伴い栽培技術が

伝承されなくなってきている。 

外部環境 

 

 
 

・2 大都市（札幌・旭川）から 1 時間強と

ほぼ等距離で、何かあれば人が来や

すい。 

・高速道路へのアクセスも良好。 

・JR 札沼線が通り、鉄道駅がある。 

 
 

・まちの知名度・ブランド力が低い。 

・観光客が少なく、産業化されていな

い。（「観光力」は全道中 125 位） 
※日本政策投資銀行北海道支社調べ 

・近辺に吸引力のある施設・街がない

ため、「ついでに寄る」がない。 

・札幌からの優等列車/直通列車がな

く、距離に比して時間がかかる。 

・浦臼で作ったものが、売られていな

い。（外で加工され消費されている） 

・特別豪雪地帯である。 

 
 
 
【課題の整理】 

●道内屈指の農産地であり、特色ある作物も生産されているが、その実力が伝わっていない。

また、後継者不足に伴い規模拡大にも限界が近づいている。 

●道内でも札幌へのアクセスは良い方ではあるが、交流人口が少なく、知名度が低い。 

  

Strength 町が持つ強み Weakness 町の抱えた弱み 

Oppoｒtunity 他町村と比べた優位

 

Threat 他町村と比べたマイナス面 



5 
 

第 2 章 総合戦略の体系 
 

第 1 節 浦臼町総合戦略の全体理念   
 

浦臼町は北海道特有の自然の恵みにより農業が盛んとなり産業や文化が発展してきた。 
しかし、この数十年に及ぶ人口減少の流れが減速することはなく、それに伴って少子

化・高齢化が着実に進行してきている。 
一定規模の人口を維持することは、基礎自治体として住民サービスを提供するための必

須の要件であり、団体として存続するための絶対的な前提条件であるため、人材の町外へ

の流出を抑制することはもとより、町外からの人材を積極的に迎え入れることが急務であ

る。 
総合戦略策定に当たっては、浦臼町の最上位計画である総合振興計画に準じて各分野の

施策と連関させることで相乗的に効果を高めるとともに、国の示す地方創生戦略等と呼応

した新たな施策を早急に展開していく。 
浦臼町は、第 4次浦臼町総合振興計画において、まちづくりの基本原則を総合的に勘案

し、まちの実現すべき姿、浦臼町らしさを一層活かしたまちの将来像を定めている。本戦

略においても、この将来像を基本方針とする。 
 

【まちの将来像 ＝ 浦臼町総合戦略の全体理念】 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

人と農と自然が結び合う空知の夢大地・浦臼町 

― 住み続けたくなる、住んでみたくなるまちへの挑戦 ― 
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第 2 節 浦臼町総合戦略の全体体系 
 

  

人
と
農
と
自
然
が
結
び
合
う
空
知
の
夢
大
地
・浦
臼
町 

― 

住
み
続
け
た
く
な
る
、
住
ん
で
み
た
く
な
る
ま
ち
へ
の
挑
戦 

― 

地域資源を活かした 

雇用確保・産業育成 
 

【施策】 

①農業支援施策 

②6 次産業化支援・特産品開発施策 

③企業誘致・事業拡張施策 

④店舗・商業施設の充実 

浦臼町ファンをつくり、 

人・モノの流れをつくる 
 

【施策】 

①まちの観光拠点施設と体験型 

プログラムづくり 

②新しい「道の駅」の整備 

③PR・プロモーション施策 

④空き家・空き地対策 

⑤移住・定住支援施策 

若者の家族づくりを 

支援する 
 

【施策】 

①出会いの場支援 

②安心して出産から子育てができる 

ためのサポート 

③夫婦の願いをサポートする取組 

④新しい教育の模索 

高齢者や移住者が住み 

やすい地域づくりの推進 
 

【施策】 

①高齢者福祉施策 

②買い物支援施策 

③健康・医療施策 

④交通施策 

《全体理念》 《重点戦略プロジェクト》 《政策分野別基本目標と施策》 

 

観光客誘致による 

にぎわいの創出を 

目指す 

ワインの郷づくり 

プロジェクト 

 

北海道有数の農産

地にふさわしい産業

振興に取り組む 

新しい一次産業

への挑戦 

プロジェクト 

 

安心安全に子育て 

できる 

 

まち暮らし 

サポート 

プロジェクト 

まち創生 

しごと創生 

ひと創生 
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第 3 節 浦臼町の重点戦略プロジェクト 
 
ここでは、前述の４つの政策分野の中で、特に重要であり、「まち創生・ひと創生・し

ごと創生」を達成するために、浦臼町として横断的かつ重点的に取り組む３つの重点戦略

プロジェクトを設定する。 
 

(1) 観光客誘致によるにぎわいの創出を目指す 

「ワインの郷づくりプロジェクト」（まち創生） 

 

人口減が避けられない中、滞在人口を増やすことは、間接的ではあるが、人口増に匹敵

する経済的な効果が得られる。また、まちのにぎわいを取り戻すためには、日帰り客を増

やすとともに、それ以上に滞在型観光客を増やすための施策を考えることが重要となる。 
まちの観光拠点施設の再整備と体験型プログラムを考え、実行することで、まちのにぎ

わいを取り戻す。その鍵となるのは、日本最大のヨーロッパ系ワイン用ぶどう作付面積を

誇る浦臼産ぶどうを用いたワイン醸造所の町内への開設と、そこで醸造されたワインを楽

しむための観光プログラムのメニュー化である。 
浦臼町の強みを活かし全国に発信できる大きなチャンスであり、空知総合振興局が進め

ている、「醸造用ぶどうと空知産ワインの振興」による地域の活性化事業と連携し推進す

ることで更なる効果が得られる。また、来訪者増大がもたらすにぎわいの創出により、新

たなしごとや、大学をはじめとする学生たちとの交流が生まれ、中期的には移住のきっか

けづくり、長期的には定住につなげることを目指す。 
 

(2) 北海道有数の農産地にふさわしい産業振興に取り組む 

「新しい一次産業への挑戦プロジェクト」（しごと創生） 

 

基幹産業である農業の強化に向けた各種支援施策を通じて、安定した所得と就労環境の

整備など、魅力ある強い農業の発展を目指すとともに、栽培技術の継承などを念頭に、後

継者の育成や若者を中心とした新規就農者の受入体制を整えるなど、農業基盤の強化を推

進する。 
浦臼町内では、米を中心に、メロンやスイカ、ミニトマトといった園芸作物、道内では

珍しいマンゴーをはじめとした南方系の高付加価値農産物まで、様々な作物が生産されて

いる。また、ＣＡＳ（※）の技術を導入し全国的に好評を得ている高級肉の産地としても注目

を集めている。 
ワインの原材料であるぶどうやそばを中心に、近年産地による味の違いを楽しむ消費者

が増えてきている。浦臼町においてもこれらは主要作物として栽培されており、北海道内

他産地と差別化を図ることができる環境が整っていると言える。ワイン醸造所と組み合わ

せた観光プログラムの整備、また近年問題となっているシカなど有害鳥獣類を活用した新

たなメニュー開発などを通じて、新しい産業への挑戦を支援し雇用の創出と地場産業の活

性化を目指す。 
（※ＣＡＳ：Cells Alive System の略で、細胞中の水分子を振動させることで細胞を破壊せず瞬

間的に凍結し、解凍後も鮮度が保たれる新しい冷凍技術のこと。） 
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(3) 安心安全に子育てできる 

「まち暮らしサポートプロジェクト」（ひと創生） 

 

これまで国や道の平均を上回ってきた浦臼町の合計特殊出生率は、直近のデータでは道

平均を下回る結果であるため、合計特殊出生率の向上を目標に、子ども・子育て支援事業

計画を基にした子育て支援や子育て環境の充実を図る。 
特に、平成 30 年に公設民営により開設予定の認定こども園は、これまで他市町に依存

してきた２歳児までの保育環境を自ら保有することになり、併設する子育て支援センター

との連携により子育て全般にわたる中核施設と位置付け、安心した保育の提供に併せて各

種支援事業や学童保育機能の充実を図り、ハード、ソフト両面からの子育て環境の充実強

化を目指す。 

また、若者の出会いサポート支援を確実に進め、移住・定住するための住宅取得等への

支援や空き家・空き地の情報提供など、総合的、多面的な施策を実施することにより、自

然豊かで子育てしやすい魅力ある環境の構築を図る。 
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3つの重点プロジェクトの関係は次の通りである。 
 

【人口減少社会に対応した重点戦略プロジェクトの関係性】 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支える 

 

 

  

 

 

北海道有数の農産地に 

ふさわしい産業振興に取り組む 

新しい一次産業への挑戦プロジェクト 
 

 

観光客誘致による 

にぎわいの創出を目指す 

ワインの郷づくりプロジェクト 
 

 

 

 

安心安全に子育てできる 

まち暮らしサポートプロジェクト 

い
き
い
き
と
暮
ら
し
活
動
す
る
ま
ち
づ
く
り 

農業に携われる場を確保し 

若手と女性の就業者を増やす 

原産地加工を 

積極的に進める 

強みを活かして 

特産品化する 

農業が 

浦臼の 

まちづくりの 

基本 

まちの外に 

拡がる 

まちの足下を 

支える 
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第 4 節 浦臼町総合戦略の政策分野別基本目標 
 

国や道の総合戦略を勘案し、浦臼町では次のとおり 4つの政策分野と政策分野ごとの目

標を設定する。 
 

(1) 地域資源を活かした雇用確保・産業育成 
 

「しごとがあること」が、住むことの基本。若者や女性、高齢者等、世代や 

ライフスタイルに応じた形で働けるしごとづくり、産業育成に努める。 
 
浦臼のまちづくりの基本である「農業」を主軸に今後も発展し続けるための各種支援施

策を検討する。体験型観光や地場農産物による新たな特産品開発などの取組につながる施

策を検討する。浦臼産ぶどうを用いたワイン醸造所の町内への開設に向けて取り組む。 
また、後継者不足や栽培技術の伝承といった問題を解決するための施策、農業法人化を

促進するための施策検討や、若者・女性の就業支援に向けた取組を進める。浦臼町産作物

のブランド化を進めるとともに、農作物や有害鳥獣類を有効に活用し、原材料供給者にと

どまることなく、自ら連携して加工から流通や販売に取り組むことや、新たな企業誘致を

支援する。 
また、町内での買い物の利便性向上に資するための店舗・商業施設の充実も検討する。 
 

●基本目標（数値目標） 
 

新規就農者数 平成 27〜31 年度 １０人（目標値） 

 （平成２５年度の新規就農者数（基準値）は１人） 

 

●KPI（重要業績評価指標） 

 目標値（平成 31 年度） 

就農者増に関する取組事業数 5 年間で 3 事業 

新たな特産品開発数  5 年間で 5 商品 

新規雇用者数 5 年間で 10 人 

新たな店舗開設数 2 店舗 

 

●施策 
①農業支援施策 

②6 次産業化支援・特産品開発施策 

③企業誘致・事業拡張支援施策 

④店舗・商業施設の充実 
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施策① 農業支援施策 

考え方 浦臼町の主要産業である農業の維持・発展を通して、地域が一

体となり取り組む体制づくりにつなげる。新規就農者の受入れを促

進するためには、研修などのサポート体制などの仕組みづくりが必

要となるため、まずは受入れから独立までのプロセス設計や支援

体制整備を早期に進める。 

全国的な流れである農業法人化に向けての支援策を検討してい

くほか、営農意欲の高い若手新規就農者等の受入れや女性農業

者の就農環境整備、営農技術の伝承などを推進する。 

農作業の効率化・省力化に資することにより、更なる規模拡大、

収益性向上に対応するため、新しい水稲技術普及のための助成等

の検討を行う。 

農作物のブランド化による産業育成のため、生産者の顔が見え

る安全な農産物の提供や、新しい経営感覚を持った専門家の指導

による加工品開発などを行う。農作物の選定から加工技術の共

有、販売の一元化などの体制づくりを進め所得の向上を図り、浦臼

町ならではの強い農業を確立させる。 

主な事業・取組 ・農業生産法人育成事業 

・若手農業者チャレンジ応援事業 

・水稲直播栽培普及事業 

・米のブランド化 

・新規就農者の誘致と支援施策並びに担い手への支援 

・有機栽培など技術習得・研修開催 

・持続可能な農業の確立 

 

施策② 6 次産業化支援・特産品開発施策 

考え方 浦臼町の農作物等を有効に活用し、農畜産業者が原材料供給

者にとどまることなく、自ら連携して加工から流通や販売に取り組む

経営の多角化を進めることが地域活性化につながると期待されて

いる。 

日本最大級のワイン用ぶどうの生産地としての優位性を活かし

て、地元での町内産ぶどうを用いたワイン醸造に取り組むために、

企業の事業拡張を支援する。 

特産品・加工品開発としては、ふるさと納税返礼品として需要の

ある「浦臼米」や「メロン」を育成し雇用の増加を図るとともに栽培技

術の伝承への支援も併せて検討する。また、あか牛やマンゴー、ト

マト加工品、そばなど、他と差別化を図ることができる町内生産品

の特産品化も検討し、併せて加工施設の充実を図る。また、農業の

安定的な発展にも関わる有害鳥獣駆除については、駆除体制の強

化を図るとともに、駆除後の処理加工を行い加工品開発を進め、特

産品化する事業の実現可能性について、冬季雇用確保の観点から

先進地事例などを参考に調査を行う。 
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主な事業・取組 ・「浦臼ブランド」農畜産物の強化 

・新たな特産品開発の促進並びに加工施設の整備 

・浦臼町産のぶどうを用いた小規模ワイン醸造所の開設（新規） 

・6 次産業化の促進策 

・有害鳥獣処理加工施設誘致事業（新規） 

 

施策③ 企業誘致・事業拡張支援施策 

考え方 「しごとづくり」につなげるため、創業による新たな雇用や事業拡

張による雇用創出に対する支援制度を創設する。 

主な事業・取組 ・起業・事業拡張支援制度の創設（新規） 

 

施策④ 店舗・商業施設の充実 

考え方 生鮮食品店などの誘致に向け、助成制度を検討し、商工会・ＪＡ

と連携し商業施設の充実施策を検討し、雇用創出につなげる。 

また、空き店舗を利用した商店の誘致や、まちに集う若者らが気

軽に集まることができる場所の誘致を目指す。 

主な事業・取組 ・店舗の充実（新規） 

・空き店舗活用事業（新規） 
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(2) 浦臼町ファンをつくり、人・モノの流れをつくる 
 

道の駅をはじめとした観光拠点施設と体験型プログラムを整備し、道内外 

において『浦臼ブランド』を定着させ、まちのファンと交流人口を増やし、

将来の移住・定住につなげる。 

 
二大都市圏（札幌・旭川）に近く高速道路からも至便な立地にあることや、豊かな自然

環境に恵まれたまちの魅力発信に努める。そのためには、「ワイナリー」「北の龍馬」「臼

子ねぇさん」といったメディアがニュースとして取り上げる各種施策を継続的に展開する。

鶴沼公園を中心とした一帯の整備による魅力の向上と滞在型観光拠点化により、観光客の

受け皿を確保する。 
また、都会から田舎へという意識が若い世代を中心に高まってきていることから、移住

生活体験住宅や空き家バンク制度を活用し、移住・定住支援施策の充実を図り、若い家族

を中心に都市部からの移住者が定着しやすい環境を整備する。 
 

●基本目標（数値目標） 
 

移住者の増加 平成 27〜31 年度 5 世帯 15 人 

（新たな移住関連施策対象者によるカウント） 
 

●KPI（重要業績評価指標） 

 目標値（平成 31 年度） 

観光客増大に関する取組事業数 5 年間で 10 事業 

道の駅も含めた周辺の整備による観光客入込数 平成 26 年度より 30％増 

公式ホームページアクセス数 平成 26 年度より 30％増 

空き家バンクを活用した移住者数 1 件／年 

各種助成制度を用いた移住者数 3 人／年 

 
●施策 
①まちの観光拠点施設と体験型プログラムづくり 

②新しい「道の駅」の整備 

③PR・プロモーション施策 

④空き家・空き地対策 

⑤移住・定住支援施策 
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施策① まちの観光拠点施設と体験型プログラムづくり 

考え方 まちの資源を活かして、札幌圏をはじめとして、道外からも

人が呼べる観光拠点と体験型ツアープログラムの作成を検討す

る。 

観光拠点としては、全国的に知名度のある「鶴沼」の名称を有した

鶴沼公園周辺の優れた資源（神社周辺、道の駅、桜、テニス、バー

ベキュー施設）を活用した、一体的な交流施設を整備し、体制を整

えることを目標とする。また、ワイン醸造に向けた流れに呼応する

形で、「ワインを楽しむ滞在型のまちづくり」のための施設整備の可

能性を模索する。 

体験プログラムとしては、地元農家に協力依頼し野菜や果物の収

穫体験を通じて、食材の味の良さを知らせることで農業のまち浦臼

をアピールする。また、大人の余暇の楽しみの創出という役割だけ

でなく、子どもたちへの自然教育の場として活用するため、町内企

業や周辺市町と協力、連携を図り、日帰り等の体験型ツアーを企画

するほか、既存の観光施設や資源を活かした観光ルートを企画し、

交流人口の増加を図る。 

主な事業・取組 ・鶴沼公園整備事業 

・収穫体験事業や体験型観光ツアー 

・町内回遊観光の開発 

・観光農園の育成 

・ワインを楽しむまちづくり 

 

施策② 新しい「道の駅」の整備 

考え方 道の駅は、道路利用者のための休憩機能にとどまらず、まち

のショーケースとしての「情報発信機能」や近隣市町同士の強

みを活かした連携を行うための「地域連携機能」を有している。

また、「自由に機能を複合させる」ことにより、単体施設では難

しい事業についても採算ラインを低下させることが可能であ

る。 

新しい道の駅整備事業の推進に向けての検討を行い、農産物

をはじめとする特産品販売や各種体験プログラムの開発等によ

り、町内並びに周辺地域の観光拠点化による交流人口の増加を

目指す。 

主な事業・取組 ・道の駅の再開発（新規） 
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施策③ PR・プロモーション施策 

考え方 交流人口の拡大には、町を知ってもらうことから始めること

がまず必要である。まちの歴史や自然、特産品など様々な魅力

ある情報を発信する。 

そのために、以下の 3つを主軸に据え実施する。 

＝ふるさと納税記念品等を活用した情報発信＝ 

トマトジュース、ワイン、メロン、トウモロコシ、そば、あか毛和牛等

ふるさと納税の町産品返礼記念品を通じて、町内の産業を PR す

る。 

＝北の龍馬など開拓史の展示充実＝ 

今まで散発で終わっていた「北の龍馬」のPRについて、郷土史料

館で露出機会を増やすことで、まちの活性化につなげる。 

＝観光大使 臼子ねぇさん活用ＰＲ＝ 

浦臼町を PR するために誕生した観光大使キャラクターの臼子ね

ぇさんには、これまで以上に浦臼町の様々な PR の場での露出機会

を増やし、Facebook 等の活用を通じて、主にクチコミを中心とした

PR 施策を行う。 

主な事業・取組 ・ふるさと納税記念品等を利用した情報発信 

・北の龍馬ＰＲ事業 

・ガイドブック配布による町内観光資源の情報発信 

・観光大使キャラクターの露出拡大と活用 

 

施策④ 空き家・空き地対策 

考え方 空き家となっている住宅に入居者を斡旋するとともに、リフォーム

補助の助成拡充を行い、空き家対策を進める。 

また空き家・空き地バンクの制度を創設し、町内にある該当物件

情報を登録し公開することによって、物件の有効活用を図り、まちへ

の定住や地域の活性化を促進する。 

主な事業・取組 ・空き家対策事業 

・空き家・空き地バンク制度（新規） 
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施策⑤ 移住・定住支援施策 

考え方 浦臼町に人を呼び、住み続けてもらうための施策を展開する。 

移住先を検討する多くの方が移住体験をもとにしているため、浦

臼町としても、町や民間事業者が開設する生活体験型の住宅に滞

在し、田舎暮らしを通じて魅力を発見してもらう移住生活体験住宅

の拡充を検討する。特に、移住者には、冬期間の体験が必要なた

め冬季開設を検討する。 

住宅新築については、宅地を造成して販売することや、新築住宅

を建設する場合の建設費の一部助成などを検討し、併せてリフォー

ム等の助成による定住支援を実施する。 

移住定住施策や移住者からの相談は、ワンストップ窓口を設け

対応し、「地域おこし協力隊」など都市部からの人材を活用し、外か

らの視点での地域の活性化を進めるとともに、周辺市町との連携・

協力も併せて進める。 

主な事業・取組 ・住宅リフォーム等補助事業（先行型） 

・新築住宅建設費補助事業（新規） 

・移住生活体験住宅事業（先行型） 

・地域おこし協力隊の活用事業 
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(3) 若者の家族づくりを支援する 
 

浦臼で結婚し、子どもを生み育て、住み続けることを、まちぐるみで応援 

する体制をつくる。 

 

子ども・子育て 3法に基づく「切れ目のない支援」を実施すれば、出生率は上がること

が想定される。ただし、出産年齢層の絶対数が少ない浦臼町では、人口増への寄与は大き

くは期待できない。 
前述の若者の移住・定住施策と併せて考え、地域を担う若者たちが幸せな家庭を築き、

豊かな自然の中で健やかに安心して子育てをすることができる環境を整え、浦臼町の特色

を活かした教育の推進に努める。 
 

●基本目標（数値目標） 

合計特殊出生率のアップ 1.54 を目指す 

（2008～2012 年の平均合計特殊出生率（基準値）は 1.31） 
 
 

●KPI（重要業績評価指標） 

 目標値（平成 31 年度） 

出会いの場の創出 2 回／年 

各種支援対象者の制度利用率 80％以上 

出生数（H22-H26： 10.0 人／年平均） 12 人／年 

外国語講師とのふれあい回数 平成 26 年度より 100％増 

 
 

●施策 
①出会いの場支援 

②安心して出産から子育てができるためのサポート 

③夫婦の願いをサポートする取組 

④新しい教育の模索 
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施策① 出会いの場支援 

考え方 未婚者への出会いサポートは、浦臼町の重要な課題のひとつで

ある農業後継者問題の解決への糸口となる。 

晩婚化の現状分析を行い、農業後継者に特化せずに広く未婚者

への支援や、近隣市町と連携した婚活事業、ＮＰＯ法人等の設立に

よる出会いの機会づくり活動の推進を行う。 

ＳＮＳなどの活用や、外部民間事業者との連携の可能性も検討

する。 

主な事業・取組 ・出会いサポートプロジェクト事業（新規） 

・婚活農業体験ツアー事業（新規） 

 

施策② 安心して出産から子育てができるためのサポート 

考え方 町内で、子どもを安心して産み育てる環境をつくることが、「ひとづ

くり」には重要なテーマである。 

町内での出産に関しては、祝い金制度を充実させ、未就学児が

いる家庭に対しては、ベビー用品レンタル、おむつ購入・廃棄、保育

料・教育サービス、医療費などの助成を行い経済的負担の軽減を

図り、併せて学童保育機能の充実を図るなど子育ての環境を整え

る。 

また、今後予定されている「認定こども園」が開設され、「子育て

支援センター」を併設させることにより、町内の子育てをトータルで

サポートする体制を確保する。 

また、就学に際しては、高校への遠距離通学などによる保護者負

担の軽減を図り、住み続けてもらうための支援を行う。 

主な事業・取組 ・保育サービスの助成事業（先行型） 

・おむつ購入費等助成事業（先行型） 

・ベビー用品レンタル助成事業（先行型） 

・乳幼児・児童・生徒の医療費助成事業（先行型） 

・子どもの一時預かり（新規） 

・高等学校通学等支援助成金（先行型） 

 

施策③ 夫婦の願いをサポートする取組 

考え方 子どもを望む親の妊娠に向けた支援を行う。不妊治療など保険

適用外の医療費助成を実施し経済的な支援を通じて出生率の向上

を図る。 

主な事業・取組 ・妊娠に向けた支援事業 

 

施策④ 新しい教育の模索 

考え方 幼児期から英語に親しむ環境づくりとして、外国人講師とのふれ

あいやホームステイ支援策などを検討する。 

主な事業・取組 ・英語教育の拡充 
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(4) 高齢者や移住者が住みやすい地域づくりの推進 
 

地域それぞれが持続するための独自性を尊重しながらも、住みやすい 

まちづくりを目指す。 

 
浦臼町内のそれぞれのコミュニティ力を自律的で強固なものとするとともに、特に、住

みやすさの向上に向けた取組、余暇活動の充実、公共交通機関の連携による移動のしやす

さという観点で検討する。「地域包括ケアシステム」の考えに基づき、高齢者が住み慣れ

た地域でその人らしく安心して暮らし続けられるまち、定住者が住み続けたくなるまちづ

くりを目指す。 
 

●基本目標（数値目標） 
 

人口の社会減 平成 31 年度 ５０％減を目指す 

（2010～2014 年の平均社会増減数はマイナス 29 人） 

 
 

●KPI（重要業績評価指標） 

 目標値（平成 31 年度） 

高齢者施策に関する取組事業数 5 年間で 10 事業 

買い物支援サービス利用者数 100 人／月平均 

介護予防事業の参加者数 平成 26 年度より 10％増 

65 歳以上の転出数（H22-H26： 17.6 人／年平均） 15 人／年 

 
●施策 
①高齢者福祉施策 

②買い物支援施策 

③健康・医療施策 

④交通施策 
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施策① 高齢者福祉施策 

考え方 高齢者が安心して暮らせる環境を整備するため、既存公営住宅

の建て替えに合わせて、浦臼地区にホットラインを完備した高齢者

向け公営住宅を建設し、配食サービスや買い物支援、除雪などソフ

ト事業についても提供できる体制を整え、住み続けるための環境整

備を検討する。 

高齢者からのニーズが高い除雪支援については、社会福祉協議

会のボランティア事業に対し、有償化による事業強化を図るための

支援を行う。 

また、高齢者や子どもたちが集い世代間交流を行う場として、空

き家・空き店舗を活用し、交流スペースの設置を検討する。事業運

営については、今後、支援団体との協議の場をつくる。 

主な事業・取組 ・高齢者等除雪支援事業（新規） 

・コミュニティスペースの設置 

・高齢者向け公営住宅の建設（新規） 

 

施策② 買い物支援施策 

考え方 高齢者等が日常の買い物など気軽にできる環境を整えるため、

農協店舗の建て替えに合わせて、交流の場を併設させた複合商業

施設の建設を視野に協議を進め、合わせて宅配サービスなどの提

供についても検討を進める。 

主な事業・取組 ・商業施設誘致支援事業（新規） 

 

施策③ 健康・医療施策 

考え方 「地域包括ケアシステム」の考えに基づき、高齢者が住み慣れた

地域でその人らしく安心して暮らし続けられるような体制づくりが求

められている。その中でも特に平成 37年に全国で約 700万人（高齢

者の 5 人に 1 人）と推計されている認知症施策が重要である。認知

症を早期発見し、医療機関へ受診勧奨、治療を早期に開始し認知

症の進行を抑え、要介護状態の予防や健康増進を図る。 

健康づくりの一環として、手軽なウォーキングコースとしての活用

可能なフットパスルートの企画により健康増進を目指す。 

主な事業・取組 ・ゆうゆう健診／認知症等健診事業（先行型） 

・《再掲》町内回遊観光の開発 
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施策④ 交通施策 

考え方 高齢者等の通院や買い物などの生活の足を確保するため、タク

シー利用券を発行し安心して暮らせる環境を整える。医療機関受診

時の交通費助成額については、利用者の日常生活圏（特に受診医

療機関）との兼ね合いで助成額を検討する。 

主な事業・取組 ・タクシー料金等利用助成事業（先行型） 
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