く・ら・そ
「く・ら・そ」はこれから北海道で定住先を探す方を応援するニュースレターです。

―平取町の新規就農者支援について～津川さん

20 歳以上 45 歳以下の夫婦でトマト農家を目指す方（自己
資金が 500 万円以上あることなど条件あり）を対象に、1
年目は指導農家、2 年目は町の実践農場での研修を経て、
3 年目から新規就農します。新規就農の際には、リース農
場の斡旋や 500 万円の施設整備補助があり、1200 坪、ハ
ウス 8 棟～10 棟ほどがスタート時の目安です。最初の設
備投資に 4～5000 万かかりますが、概ね 1200 万/年の売
り上げがあるので、10 年ほどで設備投資にかけた費用の
支払いは終わる見込みです。平成 12～3 年ごろから始めた
支援ですが、現在まで 22 件の新規就農があり、うまくい
かなくなってやめた、という方はいません。

―地域おこし協力隊の任期を終えて～大石さん

3 年間の地域おこし協力隊の任期を終え、現在は、臨時
職員をしながら個人事業主としても起業。もともと行って
いたトンボ玉製作や小物づくり、協力隊の活動で学んだ
「アイヌ民族工芸」を活かし、地域とつながりながら工芸
分野で自立するための道筋をつくっているところです。平
取は自然豊かで、アイヌ文化から自然との共生の精神を学
べます。また、海外との交流が盛んで異文化交流を楽しめ
ます。冬は雪が少ないので、雪かきの負担を感じません。

―平取町ふるさと親子留学制度について～野間さん

留学制度は①里親方式②寮方式③併用方式④家族方式
があります。平取では④家族方式で受け入れており、母子
が平取にくらし、お父さんが休みの日に会いに来る、とい
う家族がほとんどです。無料で町内職員住宅やログハウス
に暮らせるので、家賃の負担はありません。子どもが小中
学校に通う間、利用できる制度です。
※担当の野間さんは、この制度を利用し、そのまま家族で
平取に移住されたそうです。

新得町

平取町は豊かな自然に恵まれ、アイヌ文化の拠点とし
て、伝統を伝える工芸もさかんです。町の産業の中心は農
業で、トマトとトマトの加工品の生産が盛んです。

上士幌町

平取町で移住についてお話をうかがいました
平取町まちづくり課課長 津川貴晃さん
平取町に移住して 4 年目を迎えた 大石由利子さん
平取町ふるさと親子留学推進協議会事務局長 野間克実さん

士幌町

道内の多くの自治体で、独自の移
住・定住者支援をおこなっていま
す。右記 QR コードから今回ご紹介
しているまちの移住定住情報をご
覧いただけますので、どうぞご利用
ください。

帯広市

今号では、
〈平取町への移住について〉
〈地域おこし協力隊募集情報〉
〈十勝総合振興局の４自治体紹介〉をお届けします。

地域おこし協力隊＠十勝総合振興局
▶地域おこし協力隊とは、そもそも…。

総務省が地域活性化の目玉企画として始めた協力隊も、７
年が経過し、全国に定着してきました。
この制度は人口減少や高齢化が進む地方において、都市部
から人材を受け入れ、仕事をしてもらい、定住・定着をはか
るものです。ポイントは、最長３年間は収入が保証（２００
万円／年）され、住居と仕事も基本的には役場が用意します。
３年後は自力でその町に自立・定住することが求められるこ
とになります。

▶十勝地方の現在の募集状況

地域おこし協力隊の募集は、十勝管内１９市町村のうち現
状では上士幌町の１自治体ですが、過去１年間では、管内の
多数の自治体が募集しています。１１月という時期的なこと
から現在募集は少なくなっています。来年早々や年度がわり
の３月～５月に多くの募集が実施されるようです。

上士幌町 職種 観光誘客組織づくり

雇用形態 臨時職員
年齢制限 なし
報酬月額 ２００，０００円
住宅 町で用意（家賃無償）
資格 要普通自動車運転免許

▶十勝地方の特徴
十勝地方は移住先として人気の地域です。中心都市は帯広
市。大豆、小豆、じゃがいも、てん菜などを育てる広大な農
地や牧場は北海道のイメージそのもので、農業と観光が主た
る産業です。十勝総合振興局の面積は 14 振興局中最大で岐
阜県よりも広く、夏は暑く冬は極寒です。
「十勝晴れ」と地
元では言われている広大な青空が魅力です。
※北海道ふるさと回帰支援
センターが運営するポータ
ルサイト「北海道ではたら
く！地域おこし協力隊」で
情報を発信しています

くらべてみよう、北海道のまち
市営・町営住宅
帯
広
市

入居可能な住宅を年 6
回、ＨＰ・広報紙で
公募。
住宅課 0155-65-4190

士
幌
町

空室状況に応じて、毎
月、ＨＰ・役場だより
で公募
建設課 01564-5-5216

上
士
幌
町
新
得
町

入居可能な住宅につ
いて随時、ＨＰ・広報
紙で公募
建設課 01564-2-4297
入居可能な住宅を月 2
回、ＨＰで公募

公共料金※1
上水
下水
国保

1,458 円
2,916 円
95,000～
100,000 円

上水 1,840 円
下水 3,220 円
国保 120,000～
125,000 円
上水
下水

1,340 円
2,200 円

学校数
小 26
中 14

小7
中１
高1
小3
高1

施設課 0156-64-0529

1,586 円
2,891 円
80,000～
85,000 円

子育て支援
保育料のめやす※2
8,700 円

小3
中3
高1

子ども医療費助成 ※3

高齢者支援

入院・通院等にかかる自
己負担額の全部・一部を
助成 ※子どもの年令や課

おでかけサポートバス
緊急通報サービス
配食サービス
理美容サービス
敬老祝い金
バス利用補助
緊急通報システム
SOS ネットワーク
敬老祝い金
福祉村
給食サービス
通院サービス
除雪費助成・敬老祝金
高齢者福祉バス
緊急通報用電話
配食・除雪サービス
外出支援サービス
高齢者福祉交通費助成
緊急通報システム、他

税・非課税世帯かで助成内
容が異なります。

高8

中1
上水
下水
国保

～十勝総合振興局～

保育料のめやす※2
保育所型 6,620,円
幼稚園型 6,000 円

保険診療の自己負担額
全額／中学卒業迄

幼稚園型・保育型とも
に無料
ふ る さ と 納税 夢 基 金
事業

保険診療の自己負担分
全額 高校生迄

保育料のめやす※2
6,700 円
出産祝い金
新 得 高 等 学校 生 支 援
制度

保険診療の自己負担額
全額／中学卒業迄

子育祝い金（出産･入学）
高等学校等就学援助金

※1 北海道ＨＰ「北海道内の市町村の財政状況」（平成 27 年 3 月 31 日現在）より。上水は一箇月当り 10 ㎥使用した場合
下水等は一箇月当り 20 ㎥使用した場合、国民健康保険は被保険者一人当たりの平均年額。いずれの金額もめやすであり、
実際の金額は、条件によって異なります。
※2 例として、市町村税均等割のみの世帯の 3 歳児の保育にかかる費用を記載しています。参考：札幌市は 8,800 円
※3 子ども医療費助成は、子どもの年齢等によって所得制限の有無あり（詳しくは各市町村窓口でご確認ください）

帯広市

「快適な都市機能と豊かな自然が調和するまち」

士幌町

「今も未来も輝き続ける士幌町」

積雪寒冷という気象状況にありながらも、恵まれた土地

東大雪山系の東ヌプカウシヌプリを最高峰にした”北の

条件を背景に、輪作体系に基づく、小麦、てん菜、豆類、

大地”士幌町は、町域の西北部に山岳地帯、東部に丘陵(佐

馬鈴しょを基本とした畑作、酪農・畜産等、大規模・機
械化の土地利用型農業を展開し、日本の食料供給基地の
役割を担っています。十勝・帯広は全国の中でも日
照時間が長く「十勝晴れ」という言葉も知られ、北
海道の中でも雪の少ない地域です。

上士幌町

「北の元気まち かみしほろ」

倉山系)と河岸段丘地帯(居辺川)が広がる。町の総面積の
約 60％を農用地として利用し、じゃがいも、小麦、豆類、
ビートの畑作 4 品と飼養頭数 7 万を超える酪農、肉用牛
生産を主体としています。帯広市までは車でおよそ 30
分程度、釧路市・旭川市までは車で 2 時間程度、
札幌市までは 3 時間半程度(高速利用)です。

新得町

「自然・文化・人のまち新得町」

十勝地方の北部、日本一広い国立公園である

総面積の約９０％が森林地帯、そのうち 83,690ha の国

大雪山国立公園の東山麓に位置し、面積の約

有林の２／３が大雪山国立公園に指定されているという

76%が森林地帯の自然豊かな町です。(産業は農業、林

大自然いっぱいの町です。間伐材を国産初の住宅用２×

業、観光業が盛んです。酪農業では乳牛の飼育頭数が全

４材に加工する工場なども６社あり、製材の出荷量は十

国トップクラスで、乳牛と肉牛を合わせると人口の約

勝でも有数な規模を誇っています。
「狩勝トンネル」が開

6.8 倍、34,000 頭以上が育てられています)また、源泉か

通し、十勝・道東の玄関口として鉄道とともに発展し、

け流しのぬかびら源泉郷、北海道遺産旧国鉄士幌線コン

現在も特急全便が停車し、札幌から約２時間、帯広まで

クリートアーチ橋梁群などが観光の人気です。

は約３０分と交通の要所として発展しています。

住所

北海道ふるさと回帰支援センター

〒064-0808 札幌市中央区南 8 条西 2 丁目 5-74
市民活動プラザ星園 405 号室
電話 011-211-0261
FAX 011-211-0271
ＨＰ http://www.furusato-kaiki.jp/
協力 北海道ＮＰＯ被災者支援ネット
電話 011-552-5900
携帯 080-3230-5900
E-mail kitanpo@gmail.com ＨＰ http://www.npohotweb.com/

「く・ら・そ」は「平成２８年度年賀寄付金配分事業」の一環として発行しています。

市民活動プラザ星園
（消防署となり）

特定非営利活動法人

地下鉄南北線中島公園駅
１・２番出口
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