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令和３年度第２回幕別町創生総合戦略審議会議事録 

 

１ 開催日時  

令和４年３月28日（月）18：30～19：50 

 

２ 開催場所  

幕別町役場３階 会議室３－Ａ・Ｂ・Ｃ 

 

３ 出席委員（16名） 

橋坂委員、笹井委員、加藤委員、佐々木委員、山本真委員、宮田委員、 

高道委員、喜多委員、飯塚委員、仙北谷委員、久門委員、藤井委員、齊藤委員、堀委員、 

金野委員、森田委員 

※ 坂本委員、原田委員、山本美穂委員、堀川委員は欠席 

 

４ 審議 

 ⑴ 令和３年度幕別町の人口動態について 

⑵ 第２期幕別町まち・ひと・しごと創生総合戦略 令和４年度事業について 

 

５ 事務局出席者 

  幕別町企画総務部長        山岸 伸雄 

     企画総務部政策推進課長   白坂 博司 

     〃    政策推進課副主幹 鳴海 走也 

     〃    政策推進課副主幹 日下部 孝彦 

 

６ 傍聴者 

  ０名 
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７ 議事録  

（政策推進課長） 

定刻となりましたので、令和２年度第２回幕別町創生総合戦略審議会を開会いたします。 

まずは、本日の欠席委員をご報告させていただきます。 

坂本委員、原田委員、山本美穂委員、堀川委員の４名から欠席のご連絡がありましたので、 

ご報告させていただきます。 

なお、幕別町創生総合戦略審議会条例第６条第３項の規定によりまして、委員の過半数が 

 出席しておりますことから、本日の会議が成立しますことを併せてご報告させていただきま

す。 

議事に入る前に、事前にお配りした資料を確認させていただきます。 

資料１から資料２までとなっておりますが、資料が無い方はいらっしゃいますでしょうか。 

それでは、ここからは笹井会長に議事の進行をお願いいたします。 

 

（笹井会長） 

 お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

 現在、コロナ禍ということもあり、短時間の会議としたいという思いと、皆様から活発な 

意見をいただきたいという両方の思いがあります。 

 今回は、「令和３年度幕別町の人口動態について」と「第２期幕別町まち・ひと・しごと創 

生総合戦略 令和４年度事業について」が議題となっておりますので、どうぞよろしくお願い 

いたします。 

 それでは議事に入ります。 

議案第１号、「令和３年度幕別町の人口動態について」事務局から説明をお願いします。 

  

（事務局） 

令和３年度の幕別町の人口動態の概要についてご説明いたします。 

資料１をご覧ください。 

まず、こちらの資料は令和４年２月末時点の人数を記載していますので、ご留意願います。 

はじめに、１番の「直近10年間の年度末人口」になります。 

表の「Ｒ3」と令和２年度と３年度の比較数を記載している「Ｒ2比較」欄をご覧ください。 

令和３年度は、令和２年度に比べ、幕別地区は65人減の5,410人、札内地区は85人減の19,349

人、忠類地区は25人減の1,448人となっており、町全体では175人減の26,207人となっており
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ます。 

ここ10年間の推移として平成24年度と比較しますと、表の一番下の行に記載しております

が、幕別地区は891人減・約14.1％の減少率となっており、地区別では最も減少しています。 

札内地区は323人減・約1.6％の減少率、忠類地区は226人減・約13.5％の減少率となってお

り、町全体では1,440人減・約5.2％の減少率であります。 

次に、出生数、死亡数による自然増減になります。 

令和３年度のＥ列の出生とＦ列の死亡の欄に記載しておりますとおり、出生が127人に対し

て、死亡者数は334人であったことから、207人の減となっております。 

この10年間の平均出生者数は167人であり、平成28年度以降は、平均出生者数を下回ってい

ます。 

また、死亡者数の10年間における平均死亡者数は301人となっており、自然増減だけで年間

約130人程度減少している状況であります。 

最後に転入、転出による社会増減になります。 

令和３年度のＨ列の転入、Ｉ列の転出、Ｊ列の社会増減に記載しておりますとおり、転入

が712人に対して、転出が619人となっており、93人の増とプラスになっております。 

しかし、こちらの人数には、今年３月末の数値が反映されていなく、過去５年間の３月の

転入者・転出者の平均では、転出者数が多いことから、プラスの人数が93人よりも減ると見

込んでおります。 

次に、２番の「幕別町人口ビジョンから推計した2025推計値との比較」の表をご覧くださ

い。 

こちらは、幕別町における2060年までの将来人口の推計や目指すべき人口の将来展望など

をまとめた「幕別町人口ビジョン」において、2015年から2020年までの５か年の推計値を均

等に按分し推計した数値と、令和４年２月末の人口を地区別及び年齢別に比較したものであ

ります。 

Ａ列推計値に記載しておりますとおり、令和３年度の推計値26,391人に対して、Ｂ列の令

和４年２月末の人口は、184人少ない26,207人、達成率は99.3%とやや推計値を下回っている

状況であります。 

０歳から14歳までの年少人口及び15歳から64歳までの生産年齢人口が減少傾向にある一方、

65歳以上の老年人口は8,773人と、推計値より766人多く、高齢化が進んでいる状況となって

います。 

次に３番「高齢化率」の表をご覧ください。 
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令和３年２月末時点の町全体の高齢化率は33.5％、地区別では幕別市街地が45.2％と最も

高く、札内市街地が29.1％と最も低い状況であります。 

なお、昨年度の町全体の高齢化率は33.1％となっており、0.4％上昇しております。 

次に２ページ目をご覧ください。 

４番の「自然動態」になります。 

令和３年度中の出生者数は127名、死亡者数は334人であります。 

このデータに基づき算出した合計特殊出生率、15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計

したものは、1.31であります。 

人口ビジョンにおける令和６年度の目標値は1.55であるため、その目標値は未達成であり

ます。 

最後に５番「社会動態」になります。 

（1）の「転入元・転出先の比較」をご覧ください。 

左の表が「転入元」、右の表が「転出先」になります。 

転入者712人のうち443人が十勝管内市町村から転入している一方、十勝管内市町村へ転出

した方は358人と、転入者が85人上回っています。 

一方、札幌市や十勝管外からの転入者が269人、転出者が261人と転入者が８人上回ってい

ます。 

次に、（2）の「年齢別転入・転出者数の比較」をご覧ください。 

年齢別では、15～24歳、40～44歳、75歳以上の区分の転出者が多くなっています。 

また、25歳～39歳の区分は転入者が多い状況あり、その要因として、これまで実施してい

るマイホーム応援事業等の定住対策の効果や帯広市に隣接している地域の特性が考えられま

す。 

説明は以上でございます。 

 

（笹井会長） 

事務局からの説明が終わりました。 

議案第１号について、皆様から質問、意見等はございますでしょうか。 

挙手の上、ご発言をお願いいたします。 

 

※質問、意見等なし 

 



5 

 

（笹井会長） 

次に、議案第２号「第２期幕別町総合戦略令和４年度事業について」を事務局から説明を

お願いします。 

 

（事務局） 

資料２をご覧ください 

こちらの資料は、町の総合戦略で掲げる４つの基本目標を推進するに当たり令和４年度に 

 町が取り組む具体的な施策及び事業を基本目標ごとに掲載したものになります。 

令和４年度の新規・拡充事業をご説明させていただきます。 

  １ページをご覧ください。 

まず、基本目標１の「産業の振興と雇用の場をつくる」になりますが、こちらは、前年と 

 ほぼ同様の事業となっております。 

 次に、２ページをご覧ください。 

基本目標２「十勝・幕別への人の流れをつくる」になります。 

こちらの拡充事業としては、右下の表にあります、「移住・定住対策の推進」のマイホーム 

応援事業になりますが、令和４年度からの見直し内容として、中古住宅の補助金額を10万円

から20万円に拡充し、解体加算を廃止としております。 

 ３ページをご覧ください。 

基本目標３「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」になります。 

こちらの拡充事業としては、左上から、「結婚の希望に応える支援」の「結婚新生活支援事 

業」になりますが、令和４年度からの見直し内容として、費用対象費目にリフォーム費用を

追加、前年度補助上限額未満の支給世帯に対し、その差額を支給すると拡充しております。 

 次に、下の「出産希望者に対する支援」になります。 

  こちらは、３つの事業全てを拡充しており、まず、１つ目の「妊娠・出産包括支援事業」

については、訪問型の事業者に授乳支援に特化した事業者を追加しております。 

 ２つ目の「妊婦・産婦健診事業」については、産婦健診助成事業において、令和４年度か

ら、町の補助で産後うつ病スクリーニング検査を受けることができることとなっております。 

  ３つ目の「不妊治療費助成事業」ついては、令和４年度から、不妊治療が保険適用となり 

 ますが、これまで同様に自己負担額の一部を助成し、一般不妊治療の助成を受けることがで

きる期間「開始から３年間」を撤廃し、「制限なし」に拡充します。 

 次に、右側の「子育て世代の負担軽減及び支援」になります。 
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  こちらは、新規事業を２つ追加しております。 

まず、下から２番目の「家庭内保育事業所の新規参入支援」になります。 

こちらの内容としましては、０歳児から２歳児を対象に、家庭的な雰囲気のもとで少人数 

に対して保育を行う事業者が新規参入となり、それを支援するものであります。 

  次に、一番下の「札内青葉保育園建設費補助事業」になります。 

こちらは、札内青葉保育園建替えに要する費用に対する補助金の交付になり、保育所の定

員が90名から120名に増えております。 

  ４ページをご覧ください。 

「魅力ある教育環境の整備」になりますが、新規事業として、「小・中学校長寿命化改修事 

業」を追加しております。 

こちらは、幕別町学校施設の長寿命化改修計画に沿った改修工事になり、令和４年度と５

年度に、札内南小学校の長寿命化改修工事を行うものであります。 

また、つくし学童保育所の過密状態緩和のため、特別支援棟の一部を改修し、学童保育所 

 として活用する工事もあわせて施工するものであります。 

  ５ページをご覧ください。 

  最後に、基本目標４「安全・安心で快適な暮らしができるまちをつくる」になります。 

  左下の「自助・共助・公助の連携による防災体制の強化」になりますが、新規事業とし 

て、一番下の「忠類地域洪水氾濫危険区域図作成事業」を追加しております。 

こちらは、令和５年度に町内全域のハザードマップ作成に向け、忠類市街地の町管理河川 

 について調査を行い、洪水氾濫危険区域図を作成するものであります。 

  次に表右側の「生活支援の連携体制の構築」になりますが、新規事業として、「医療・介護

多職種連携システム導入事業」を追加しております。 

こちらは、医療機関や介護事業所、ケアマネ等が患者の情報を共有することができる「バ

イタルリンク」を導入するものであります。 

  ６ページをご覧ください。 

  左の「障がい者の自立支援」になります。 

  こちらの拡充事業といたしまして、一番下の「ひきこもりサポート事業」において、令和

４年度から、ＬＩＮＥを活用した相談支援を実施予定であることから、拡充としております。 

  次に「公共施設等の適切な維持管理」になります。 

  こちらの新規事業といたしまして、「公共施設予約システム導入」を追加しております。 

  内容といたしましては、コミュニティセンターや体育施設など、29施設の予約状況の閲覧 
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 と利用予約をインターネットで行えるようにするものであります。 

  次に、新規事業として、「小・中学校長寿命化改修事」を追加しておりますが、こちらは 

基本目標３の「魅力ある教育環境の整備」に記載しておりますことから、「再掲」としており 

ます。 

  最後に、「地球温暖化対策の推進」になりますが、この項目が新規となります。 

  内容といたしましては、2050年までの脱炭素社会を見据えた再生可能エネルギーの導入目 

 標を策定するため、再生可能エネルギーの導入や、温室効果ガスの削減のための取組に関す

る基礎情報の収集、現状分析を行い、温室効果ガスの将来推計を踏まえた将来ビジョンや脱

炭素シナリオの作成、再生可能エネルギーの導入目標を作成するものであります。 

事業として「二酸化炭素排出抑制対策事業」を実施し、情報収集、最エネ現状分析、ＣＯ2 

排出量試算、脱炭素シナリオの策定等を実施するものであります。 

 説明は以上でございます。 

 

（笹井会長） 

  事務局からの説明が終わりました。 

議案第２号について、皆様から質問、意見等はございますでしょうか。 

 

（宮田委員） 

  ５ページのバイタルリンクの件ですが、こちらに非常に興味がありまして、医療機関にお

いてデータの共有が出来ていないために不都合が起きているという状況があります。 

医療機関をどこまでを想定しているのかということが重要だと思います。 

幕別町だけでは医療機関が少ないですので、帯広市など町外を含めて考えているのか、それ

とも幕別町内だけで考えているのかを教えていただけますでしょうか。 

 

（政策推進課長） 

  ５ページ目の医療・介護多職種連携システム導入事業、いわゆるバイタルリンクというシ

ステムの導入でありますが、こちらは、医療機関、介護、ケアマネジャー、訪問看護などの

色々な職種が一つのツールを使って連携することで、情報共有し、患者にアプローチを行っ

ていくというものであります。 

  こちらは、元々帯広の病院で活用されているものを使用する形でありますので、帯広市内

で既に参加している病院等と連携が図れるものであります。 
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（加藤委員） 

  ２ページ目の移住・定住対策の推進でありますが、こちらにマイホーム応援事業の見直し

内容が記載されておりますが、４月から新築の補助が無くなったと聞いたのですが、資料を

見ると残っていますが、残るのでしょうか。 

 

（政策推進課長） 

  新築への補助はそのまま残り、中古住宅購入時の加算が増額するという見直しになります。 

  マイホーム応援事業とは別に住宅リフォーム奨励金制度というものがございまして、こち

らにつきまして、元々新築が対象となっておりましが、令和４年度から対象外となりました。 

   

（加藤委員） 

  わかりました。 

  マイホーム応援事業の見直しは、どのような理由で、中古住宅の金額を20万円に増額した

のでしょうか。 

 

（政策推進課長） 

  幕別町内において、新築を建てる土地が減っており、また、中古住宅の需要が増えていま

すので、中古住宅において幕別町内での定住を推進するために見直したものであります。 

 

（仙北谷委員） 

  基本目標１「産業の振興と雇用の場をつくる」に関することになります。 

  最近、幕別町内に久方振りに新しいお店がオープンしたというのをお聞きしました。 

  こういったことから、今後、別の新しい起業家などが駅前でお店をやりたいという可能性

も出てくると思います。 

  町においては、今後こういった起業したいという方々への支援はどのうように考えており

ますでしょうか。 

 

（政策推進課長） 

  委員がおっしゃたように、幕別駅前に皮細工のお店が出店をいたしました。 

  総合戦略の中には記載をしておりませんが、空き店舗対策の支援を実施しております。 

内容といたしましては、家賃の補助や改修費用の助成等を行っており、皮細工のお店もこ
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ちらの助成を活用して出店したものであります。 

  これまでも、こちらの支援は幕別市街地と札内市街地において活用されており、引き続き

支援を行っていきたいと考えております。 

 

（久門委員） 

  ６ページの新規事業に位置付けられております地球温暖化対策の推進でありますが、こち

らは来年度1,000万円の予算で情報収集等を行うということでありますが、この1,000万円と

いうのは、国の補助事業を活用して実施するということでしょうか。 

 

（政策推進課長） 

  こちらの事業は、国に補助事業を活用して実施するものであります。 

 

（久門委員） 

  管内でゼロカーボンの取組みが進められており、ゼロカーボンシティ宣言についても、管

内19市町村中７自治体が宣言をされております。 

  この脱炭素というのは、住民一人ひとりの行動が二酸化炭素抑制の結果にどのように結び

ついているかというのが見えづらいという現状があると思います。 

住民一人ひとりが取組めるように見える化する工夫が必要だと思います。 

2050年という非常に長い取組みになりますが、取組みを進めるにあたって、住民一人ひと

りの目線に立った工夫をして、前進をしていただきたいというのが私の意見であります。 

  

（政策推進課長） 

  ありがとうございます。 

  今、委員がおっしゃっていただいたように、住民一人ひとりが意識して取組んでいただく

ことが、このゼロカーボンの目標に向かっていけると思っております。 

こちらの事業につきましては、令和４年度に情報収集、現状把握、目標値の設定に向けた 

分析等を行い、令和５年度に実行計画を策定する予定となっております。 

この計画策定にあたりましては、幕別町地域温暖化対策推進委員会を立ち上げて、検討、

審議を行いますが、この委員の中に公募で町民の方５名に入っていただく予定となってお

りますことから、最初の段階から町民の皆様と一緒に取組みを進めていきたいと考えてお

ります。  
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（堀委員） 

  基本目標３の家庭内保育事業所の新規参入支援ですが、こういった窓口がどんどん増えて

いけばいいなと思うのですが、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 

  民間の事業所なのか、どのくらいの数の事業所が参入される予定なのか、町民の方への周

知方法はどのうように行うのかを教えていただきたいです。 

 

（政策推進課長） 

  こちらの家庭内保育事業所の新規参入支援でありますが、新規参入される事業所につきま

しては民間の事業所になります。 

  規模は、０歳児から２歳児を対象に５名以下となっており、５名まで受入れが可能となっ

ております。 

参入される事業所につきましては、こちらの予算で１事業所への支援となります。 

支援につきまして、国の基準単価がございまして、国の基準単価に基づいて運営費決まり、 

４分の３が国と道から補助金として入ってきまして、４分の１が町の支援分となります。 

 周知の方法については、民間の事業所になるので詳細はわかりませんが、町においては、

認可保育所で待機となった方への紹介等を行います。 

 

（笹井会長） 

  他に意見はございませんでしょうか。  

  全体を通してなにかございますでしょうか。 

 

（仙北谷委員） 

  資料１になりますが、幕別町人口ビジョンの推計値よりも高齢化が進んでいるというご説

明でした。 

高齢化については、対応ができていれば、問題ないと思いますが、町が想定されていたよ

りも高齢化が進んでいるのか、もしくは現在の町の施策で十分対応ができる程度の進み方な

のか、どうのように考えておられますでしょうか。 

 

（政策推進課長） 

  人口の数で言いますと、資料１に記載しておりますとおり、109.6％と予想より増えている

状況であります。 
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  高齢化率は年々上昇しておりますが、健康寿命や介護の認定者数の人数などトータルで考

えていく必要があると思っております。 

  最近、介護予防事業を町で特に力をいれておりまして、介護のお世話になる前に健康を維

持していきましょうということで、フレイル教室等を行っており、フレイル教室は、幕別、

札内、忠類の３地域で参加しやすい形で開催をしております。 

  また、健診をしっかり受けていただくことが重要と考えておりますことから、がん検診や

特定健診の受診率をあげるための取組みを進めているところであります。 

介護認定を受ける人数でいいますと、町の介護保健計画の数値では抑えられている状況で

あります。 

人口だけで見ると、高齢化は進んでおりますが、健康寿命は町の施策の中で維持できてい

ると考えておりますが、今後も先進事例を参考にしながら取り組みを進めていきたいと考え

ております。 

 

（笹井会長） 

 他に意見はございませんでしょうか。  

無いようですので、最後に事務局から連絡事項があればお願いします。 

 

（政策推進課長） 

  今年度の総合戦略の審議会は今回で終了となります。 

  次回につきまして、令和４年度第１回を７月に予定しておりますので、開催が近くなりま

したら改めてご連絡いたします。 

  次回の内容は、今回お示しした人口動態は２月末の数値でありますので、３月末の状況を

報告させていただきます。 

  また、令和３年度の実績についてのご説明もさせていただく予定ですので、よろしくお願

いいたします。 

 

（笹井会長） 

  以上で本審議会を終了いたします。 

  ありがとうございました。 

 


