
占冠村 
 
 
○テレワーク拠点の提案について 

 

１．提案内容 

（１）オフィス  

→ 占冠村物産館 ２階郷土資料室（別紙①、②のとおり） 

※Ｗｉ-Ｆｉ有り（光回線） 

   

（２）宿泊施設  

→ 地域振興住宅 楓（占冠村字占冠） 

     ※間取：１ＤＫ／家賃：２６，６００円／共益費：夏３０００円、冬６０００円 

     ※物産館と楓の移動にあっては徒歩５分圏内。 

 

（３）代表的なレジャースポット、グルメ 

   → レジャー関係 

トマムリゾート、赤岩青巌峡、占冠 湯の沢温泉 森の四季、ニニウキャンプ場、

ラフティング、ロッククライミング等 

   → グルメ 

山菜、エゾ鹿肉、メープルシロップ等 

 

（４）オフィス立地に関する支援制度 

   → 占冠村活力あるむらづくり対策条例（別紙③のとおり） 

 

（５）受入可能人数 

   → ５名程度 

 

（６）その他 

   村の概要、交通アクセス等については別紙④のとおり。 
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外  観 

２階（郷土資料室） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Googleマップより引用 

占冠村物産館 

地域振興住宅 楓 

中心街 







1/5 

○占冠村活力あるむらづくり対策条例 

平成３年３月28日条例第２号 

改正 

平成４年３月23日条例第５号 

平成19年７月６日条例第11号 

平成22年12月17日条例第23号 

占冠村活力あるむらづくり対策条例 

占冠村活力あるむらづくり対策条例（昭和62年占冠村条例第10号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は、法令、その他別に定めのあるものを除き、人口の減少による地域社会機能の低

下を防止するため、企業の施設誘致に必要な措置を講じ、雇用の拡大、地域産品の消流促進を図り、

活力あるむらづくりに寄与することを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。 

(１) 企業 法人、又は個人で常用従業員を３人以上雇用し、村長が認めた組織をいう。 

(２) 別荘 固定資産税の課税客体となる土地、又は建物及び償却資産を設備し、当該企業が従業

者（会員を含む）の保健保養若しくは、宿泊又は、教養に供する施設をいう。 

(３) 工場 固定資産税の課税客体となる土地、又は建物及び償却資産を設備し、製造、加工若し

くは修理、運輸、こん包、試験研究等の用に直接供する施設及び附帯施設をいう。 

(４) 余暇利用施設 スポーツ振興と健康の保持増進に寄与し、年間180日以上利用できるもので、

村長が認めた施設をいう。 

(５) 福利厚生施設 従業者の居住を主たる目的とするもので、村長が認めた施設をいう。 

(６) 老朽村有施設 村長が定める建設後概ね20年を経過した村有建物（村有リゾート施設を除

く。）をいう。 

(７) 新設 村内に既存の別荘、工場、余暇利用施設、医療・福祉施設、情報通信施設を有しない

者が新築、又は新規購入することをいう。 

(８) 投資 所得税法施行令（昭和40年政令第96号）第６条第１号から第３号までに掲げる資産の

取得額をいう。 

(９) 医療・福祉施設 医療法に定める医療提供施設、各種法律で定められた社会福祉のための施

設及び附帯施設をいう。 

(10) 情報通信施設 情報記録物（新聞、書籍等の印刷物を除く。）の製造、電気通信、コールセ

ンター、ソフトウェア及び情報処理・提供サービスを行う施設をいう。 

(11) 常用従業員 期間の定めなく、かつ１年以上常時雇用される従業員をいう。 

(12) ＣＯ２排出削減設備 事業活動に伴うＣＯ２の排出を削減するための省エネルギー設備、再

生可能エネルギー設備等の設備をいう。 

（対象企業） 

第３条 この条例の対象は、次の各号に掲げる企業で村長が地域の振興に寄与するもので、かつ公害

を防止するための適切な措置が講じられていると認めたものとする。 

(１) 投資額２千万円以上の別荘を新設した企業、又は企業が所有する別荘を共同で管理する組合。

ただし、組合の構成割合が70％以上であること。 

(２) 投資額500万円以上の工場、医療・福祉施設又は情報通信施設を新設し、新たに３人以上の常

用従業員を雇用する企業 

(３) 投資額５億円以上の余暇利用施設を建設した企業 

(４) 投資額３千万円以上の福利厚生施設を建設、又は増改築し若しくは、村外から就業した者に

住宅を必要とする企業 
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(５) 老朽村有施設を取得し、当該施設の目的に沿った管理運営を行う企業 

(６) 村長が特に必要と認めたもの 

２ 前項各号の認定を受けようとする企業は、村長に申請しなければならない。 

３ 村長は、認定を受けた企業が、この条例に違反したときは、これを取り消すことができる。 

（対象事業） 

第４条 この条例の対象となる事業は、次の各号のとおりとする。 

(１) 別荘新設事業 

(２) 工場新設事業 

(３) 余暇利用施設新設事業 

(４) 福利厚生施設整備事業 

(５) 老朽村有施設再生事業 

(６) 就業奨励事業 

(７) 用地取得奨励事業 

(８) 医療・福祉施設新設事業 

(９) 情報通信施設新設事業 

(10) 簡易水道料金助成事業 

(11) 環境保全推進奨励事業 

(12) 特産品開発事業 

（助成金の交付） 

第５条 村長は、前条に規定する事業に対し別表により、助成金の交付を行うことができる。 

（承認申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする企業は、村長に申請しなければならない。 

２ 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めた企業に対し承認書を交付す

る。 

（承認の取り消し） 

第７条 村長は、承認を受けた企業が、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、

助成金の全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。 

(１) 施設を廃止、又は中止したとき若しくは、廃止したと認められるとき。 

(２) 虚偽、その他不正の手段により助成金等の交付を受け若しくは、受けようとするとき。 

(３) この条例、又はこの条例に基づく規則に反する行為があったとき。 

(４) 助成の対象の要件を欠くに至ったとき。 

(５) 村税等を滞納したとき。 

（報告書の提出） 

第８条 村長は、認定した企業に対し必要な報告を求めることができる。 

２ 認定を受けた企業等がその後、この条例の目的、内容等に変更が生じたときは、遅滞なく報告し

なければならない。 

（審議会の設置） 

第９条 村長の附属機関として、占冠村企業認定審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は村長の諮問に応じ、この条例の目的達成のため必要な審議を行う。 

３ 審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は規則で定める。 

（規則への委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、平成３年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行前に適用を受けている者は、改正後の第３条の認定を得たものとみなす。 
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３ 改正前の第６条及び第７条の規定は、改正後においても適用する。 

４ 改正後の第５条別表第４項第３号の規定は、平成３年４月１日以降の者から適用する。 

附 則（平成４年３月23日条例第５号） 

この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年７月６日条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年12月17日条例第23号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成22年４月１日現在において資格要件を満たすものより適

用する。 

２ 改正前の第３条第１項第６号の適用を受けている者は、改正後の第３条第１項第５号の認定を得

たものとみなす。 

別表（第５条関係） 

事業名 助成及び貸付の率等 期間 

１ 別荘新設事業 当該施設に賦課された当該年度の固定資産税相当額の５％を助成

する。 
10年間 

２ 工場新設事業 (１) 工場を新設し、かつ常用従業員を30名以上雇用する企業に

対し、当該施設に賦課された固定資産税を新たに賦課されるこ

ととなった年度より免除することができる。 

５年間 

(２) 工場を新設し、かつ常用従業員を10名以上雇用する企業に

対し、当該施設に賦課された固定資産税を新たに賦課されるこ

ととなった年度より免除することができる。 

３年間 

(３) 工場を新設し、かつ常用従業員を３名以上雇用する企業に

対し、当該施設に賦課された固定資産税を新たに賦課されるこ

ととなった年度より100分の50に相当する額を免除することが

できる。 

３年間 

３ 余暇利用施設新

設事業 

当該施設に賦課された当該年度の固定資産税相当額の45％を助成

する。 
５年間 

４ 福利厚生施設整

備事業 

(１) 企業が規則で定める施設を建設する資金の借入れに対する

利子補給として２％を助成する。ただし、限度額年50万円とす

る。 

５年間 

(２) 前号に係る施設に賦課された当該年度の固定資産税の相当

額の50％を助成する。ただし、一企業100万円を限度額とする。 
５年間 

(３) 企業が村外からの採用者のうち、公営住宅に入居（６箇月

以上）した者に対し当該住宅使用料の１／３を助成する。 
３年間 

５ 老朽村有施設再

生事業 

当該施設（用地を含む。）に賦課された当該年度の固定資産税納

付済み額の50％を助成する。 
５年間 

６ 就業奨励事業 (１) 工場、医療・福祉施設又は情報通信施設の新設に伴い、常

用従業員として新たに村内居住者を雇用する企業に対し、その

数に24万円を乗じた額を、営業を開始した日から１年を経過し

た日の属する年度に助成することができる。ただし、３年間の

合計額が1,500万円を超えるときは、1,500万円を限度とする。 

３年間 

(２) 工場、医療・福祉施設又は情報通信施設の新設に伴い、常

用従業員として新たに村外居住者を雇用する企業に対し、その

数に６万円を乗じた額を、営業を開始した日から１年を経過し

３年間 
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た日の属する年度に助成することができる。ただし、３年間の

合計額が300万円を超えるときは300万円を限度とする。 

７ 用地取得奨励事

業 

工場、医療・福祉施設又は情報通信施設の新設に伴い、当該施設

の建設に係る用地取得費の100分の50に相当する額を、営業を開始

した日の属する年度の翌年度に、一企業に対し１回限り、1,000万

円を限度に助成することができる。ただし、用地取得日から起算

して３年以内に工場、医療・福祉施設又は情報通信施設を新設し、

営業を開始するものに限る。 

 

８ 医療・福祉施設

新設事業 

(１) 医療・福祉施設を新設し、かつ常用従業員として30名以上

雇用する企業に対し、当該施設に賦課された固定資産税を新た

に賦課されることとなった年度より免除することができる。 

５年間 

(２) 医療・福祉施設を新設し、かつ常用従業員として10名以上

雇用する企業に対し、当該施設に賦課された固定資産税を新た

に賦課されることとなった年度より免除することができる。 

３年間 

(３) 医療・福祉施設を新設し、かつ常用従業員として３名以上

雇用する企業に対し、当該施設に賦課された固定資産税を新た

に賦課されることとなった年度より100分の50に相当する額を

免除することができる。 

３年間 

９ 情報通信施設新

設事業 

(１) 情報通信施設を新設し、かつ常用従業員として30名以上雇

用する企業に対し、当該施設に賦課された固定資産税を新たに

賦課されることとなった年度より免除することができる。 

５年間 

(２) 情報通信施設を新設し、かつ常用従業員として10名以上雇

用する企業に対し、当該施設に賦課された固定資産税を新たに

賦課されることとなった年度より免除することができる。 

３年間 

(３) 情報通信施設を新設し、かつ常用従業員として３名以上雇

用する企業に対し、当該施設に賦課された固定資産税を新たに

賦課されることとなった年度より100分の50に相当する額を免

除することができる。 

３年間 

10 簡易水道料金助

成事業 

(１) 工場、医療・福祉施設又は情報通信施設を新設し、かつ常

用従業員として30名以上雇用する企業に対し、営業を開始した

日以降に、営業の用に直接供した簡易水道料金を支払った場合、

営業を開始した日の属する月から起算し、１年度ごとに支払っ

た額の100分の50に相当する額を、その翌年度に助成することが

できる。ただし、５年間の合計が1,500万円を超えるときは1,500

万円を限度とする。 

５年間 

(２) 工場、医療・福祉施設又は情報通信施設を新設し、かつ常

用従業員として10名以上雇用する企業に対し、営業を開始した

日以降に、営業の用に直接供した簡易水道料金を支払った場合、

営業を開始した日の属する月から起算し、１年度ごとに支払っ

た額の100分の50に相当する額をその翌年度に助成することが

できる。ただし、３年間の合計が900万円を超えるときは900万

円を限度とする。 

３年間 

(３) 工場、医療・福祉施設又は情報通信施設を新設し、かつ常

用従業員として３名以上雇用する企業に対し、営業を開始した
３年間 
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日以降に、営業の用に直接供した簡易水道料金を支払った場合、

営業を開始した日の属する月から起算し、１年度ごとに支払っ

た額の100分の25に相当する額をその翌年度に助成することが

できる。ただし、３年間の合計が450万円を超えるときは450万

円を限度とする。 

11 環境保全推進奨

励事業 

(１) 工場、医療・福祉施設又は情報通信施設を新設した企業に

対し、村内で環境保全のために行う緑化事業に直接要した費用

の100分の30に相当する額を、一企業に対し１回限り、100万円

を限度に助成することができる。ただし、営業を開始した日か

ら５年以内とし、事業を実施した日の属する年度の翌年度に助

成するものとする。 

 

(２) 工場、医療・福祉施設又は情報通信施設を新設した企業に

対し、事業活動に伴う規則で定めるＣＯ２排出削減設備を導入

するために直接要した費用の100分の50に相当する額を、一企業

に対し１回限り、500万円を限度に助成することができる。ただ

し、営業を開始した日から５年以内とし、事業を実施した日の

属する年度の翌年度に助成するものとする。 

 

12 特産品開発事業 工場を新設した企業に対し、地域資源を活用した新商品又は新製

品の開発に直接要した費用の100分の50に相当する額を、一企業に

対し１回限り、50万円を限度に助成することができる。ただし、

製品化された日の属する年度の翌年度に助成するものとする。 
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○占冠村活力あるむらづくり対策条例施行規則 

平成23年１月20日規則第１号 

改正 

平成24年６月25日規則第15号 

占冠村活力あるむらづくり対策条例施行規則 

占冠村活力あるむらづくり対策条例施行規則（平成３年占冠村規則第16号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この規則は、占冠村活力あるむらづくり対策条例（平成３年占冠村条例第２号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（認定申請） 

第２条 条例第３条第２項に基づく認定の申請は、占冠村活力あるむらづくり対策事業企業認定申請

書（別記様式第１号）による。 

２ 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し適当と認めた者に対し、占冠村活力あ

るむらづくり対策事業企業認定書（別記様式第２号）を交付する。 

（対象事業） 

第３条 条例第５条別表中において「規則で定める施設」とは、次の各号に掲げるものとする。 

(１) 独身寮又は社宅 

(２) 村長が福利厚生施設と認めた施設 

２ 条例第５条別表中において「村内居住者」とは、住民基本台帳に登録されている者をいう。 

３ 条例第５条別表中において「村外居住者」とは、前項以外の者とする。 

４ 条例第５条別表中において「規則で定めるＣＯ２排出削減設備」とは、次の各号に掲げるものと

する。 

(１) 電動ヒートポンプ設備 

(２) コージェネレーション設備 

(３) ＬＥＤ照明効率化設備 

(４) 再生可能エネルギー利用設備 

(５) その他村長がＣＯ２排出削減に寄与すると認める設備 

（承認申請） 

第４条 条例第６条第１項の規定に基づく助成金の交付申請は、占冠村活力あるむらづくり対策事業

助成金交付申請書（別記様式第３号）に必要書類を添えて毎年４月末日までに村長に提出するもの

とする。 

（助成措置の承継） 

第５条 村長は、条例第５条の規定により助成の措置を行うべき期間中に、当該工場、医療・福祉施

設又は情報通信施設が相続、合併又は事業の譲渡等により所有者に変更を生じた場合、村長が必要

と認めた場合には、その事業を承継するものに対し、同条の助成を行うことができる。 

（交付決定） 

第６条 村長は、第４条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた者に

対し、占冠村活力あるむらづくり対策条例に基づく助成金交付決定通知書（別記様式第４号）によ

り通知する。 

（報告書の提出） 

第７条 条例第８条の規定による報告は、操業を開始した日から助成期間終了に至るまで４半期ごと

に操業状況報告書（別記様式第５号）をその期の末日から10日以内に村長に提出するものとする。

なお、この際、村長と認定を受けた企業との連携強化を図るための意見交換会を開催するものとす

る。 

２ その他村長が必要と認めるときは報告を求めることができるものとし、認定を受けた企業等はこ
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れに応じなければならない。 

（企業認定審議会） 

第８条 条例第９条第１項の規定に基づき設置する占冠村企業等認定審議会（以下「審議会」という。）

の委員の定数は５人以内とする。 

２ 委員の任期は３年とし再任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第９条 審議会に会長及び副会長各１名を置き、会長及び副会長は、委員の互選とする。 

２ 会長は、会議の議長となり会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第10条 審議会は、村長の諮問に応じて会長がこれを招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 審議会は、必要と認めるときは認定を受けた企業等を招集し、報告を求めることができる。 

（庶務） 

第11条 審議会の庶務は、企画商工課において処理する。 

（委任） 

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成22年４月１日現在において資格要件を満たすものより適用

する。 

附 則（平成24年６月25日規則第15号） 

この規則は、平成24年７月９日から施行する。 

別記様式第１号 



3/5 

 
別記様式第２号 

 
別記様式第３号 
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別記様式第４号 
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別記様式第５号 

 



■占冠村について

北海道のほぼ中心に位置し、高速ICが２つ、JR特急停車駅が２つあり交通の要衝と
なっています。車がないとちょっと不便ですが、車があると非常に便利です。周囲を
山で囲まれ、面積の約９４％は森林で、東京２３区と同じくらいの大きさです。

■人口

１,５８５名（2020年2月末現在）

■気象

占冠村は、日本一寒い村。夏は３０℃、冬はマイナス３０℃。年間気温差は、なん
と６０℃！外は寒いけど、ちょっと暮らし用の施設は寒くはありません。

■観光

トマム地区には、リゾート施設の星野リゾート・トマム、クラブメッドトマムがあ
るほか、ニニウ地区にはキャンプ場、湯の沢地区には温泉があります。夏は激流で有
名な鵡川ラフティング、冬はスキーが楽しめます。また、富良野・美瑛の玄関口とし
て、夏は大変にぎわいます。北海道のほぼ中心に位置するため、道内観光の拠点とし
て大変便利です。

■医療

中央地区、トマム地区にそれぞれ診療所、歯科診療所があります。また、車で約１
時間の富良野市、帯広市には総合病院があります。

■生活

中 央 地区：商店１、コンビニ１、郵便局、信用金庫、ＪＡ、スタンド２

占 冠 地区：商店１

トマム 地区：商店・コンビニなし、郵便局、セブン銀行ATM、スタンド１

2017年(℃) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平均気温 -11.2 -7.2 -3.5 3.5 11.2 13.8 20.9 18.3 13.7 6.2 0 -6.9

最高気温平均 -3.8 -1.6 2.8 9.4 18.1 20.1 27.1 23.4 20.3 12.8 4.8 -2.1

最低気温平均 -20.6 -15.1 -11 -2.6 4.6 8.3 15.7 14.4 8.3 0.9 -5.4 -13.5

最高気温 2.8 5.8 6.5 18.6 27.8 27 33.1 27.9 25.2 21 14.8 6.9

最低気温 -32.8 -29.7 -19.1 -11.8 -2.6 2.7 11 9.1 1 -5 -17.3 -23.2



■交通アクセス

高速道路、JRの要衝となっており、北海道内主要都市への移動がとても便利です。
関東、名古屋、関西からもアクセスが良く、早朝の羽田発新千歳行の飛行機に乗れば、
お昼前には占冠村でランチを食べる事もできます。

【自動車による移動時間】

新千歳空港～占冠 ７８キロ／約１時間（新千歳IC～占冠IC）

帯広空港～占冠 １０６キロ／約１時間３０分（幸福IC～帯広JCT～占冠IC）

旭川空港～占冠 ９２キロ／約１時間５０分（国道）

札幌～占冠 １２０キロ／約１時間３０分（札幌北IC～占冠IC）

帯広～占冠 ８６キロ／約１時間１５分（芽室帯広IC～帯広JCT～占冠IC）

旭川～占冠 １０５キロ／約２時間（国道）

釧路～占冠 １９３キロ／約３時間（阿寒IC～占冠IC ）

【JRによる移動時間】

新千歳駅～占冠駅 約６０分

札幌駅～占冠駅 約１時間３０分

帯広駅～占冠駅 約１時間１０分

釧路駅～占冠駅 約２時間５０分

【バスによる移動時間】

占冠～富良野 約１時間１０分

占冠～トマム 約４０分


