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自 然
Nature

位置と面積

新ひだか町

位　置

東経142度22分07秒／北緯42度20分29秒

※位置の基点は新ひだか町役場静内庁舎所在地

面　積

1,147.55㎢

町域の移り変わり

気象概況

区　分 静内地区 三石地区

気
温（
℃
）

平 均 8.2 [6.4]

最 高 28.4 [29.3]

最 低 -15.1 -20.4

総 降 水 量（mm） 1076.5 [1243.0]

最 深 積 雪（cm） 31 －

平 均 風 速（m/s） 2.6 [2.0]

年間日照時間（時間） 1770.6 [1620.4]

資料：気象庁気象観測統計2013（平成25年）
※[　]は参考数値（資料不足値）
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資料：気象庁気象観測統計2013（平成25年）
※[　]は参考数値（資料不足値）
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人 口
Population

人口及び世帯数の推移

旧 三石町人口
旧 静内町人口
新ひだか町人口

旧 三石町世帯数
旧 静内町世帯数
新ひだか町世帯数
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資料：大正9年から平成22年までは国勢調査、平成26年は1月1日現在の住民基本台帳人口
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資料：住民基本台帳人口（平成26年1月1日）

女男

人口動態

（人口千対）

出生率 8.8 【参考】全道     7.1

死亡率 13.2 10.7

資料：北海道保健統計年報（平成24年）

　　　　　　　　   年間出生数
・出生率 ＝ 　　　　　　　　　　　　 × 1,000
　　　　　  10月１日現在日本人人口

　　　　　　　　   年間死亡数
・死亡率 ＝ 　　　　　　　　　　　　 × 1,000
　　　　　  10月１日現在日本人人口
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資料：住民基本台帳（平成25年1月1日～12月31日）

住民票記載数

（人） 住民票消除数
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産 業
Industry

産業別15歳以上就業者数の概要

商業の概況

製造業の概況

■就業者総数 12,072人（分類不能な産業に就業する３人を含む）

第１次産業
2,634人

第２次産業
1,768人

第３次産業
7,667人

農業・林業 2,210
漁業 424

鉱業、採石業、
砂利採取業 19
建設業 1,277
製造業 472

電気・ガス・熱供給・水道業 112
情報通信業 27
運輸業、郵便業 387
卸売業、小売業 1,851
金融業、保険業 207
不動産業、物品賃貸業 108
学術研究、専門・技術サービス業 197
宿泊業、飲食サービス業 703
生活関連サービス業、娯楽業 514
教育、学習支援業 497
医療、福祉 1,338
複合サービス業 236
サービス業（他に分類されないもの） 714
公務（他に分類されないもの） 776 資料：国勢調査（平成22年）

資料：経済センサス－活動調査（平成24年）

卸売業
32

小売業
202

卸売業
156人

小売業
1,321人

卸売業
6,970百万円

小売業
24,569百万円

総数
234

総数
1,477人

総数
31,539百万円

食料品製造業
13

木材・木製品
製造業
5

家具・装備品
製造業 2

窯業・
土石製品
製造業
3

その他製造業 1

食料品製造業
120人

木材・木製品製造業
158人

家具・装備品製造業
11人

窯業・
土石製品
製造業
37人

その他製造業 8人

総数
24

総数
334人

資料：工業統計調査（平成24年）

■事業所数 ■従業者数

■事業所数 ■従業者数 ■年間商品販売額
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農業の概要

産 業
Industry

■農家数及び就業人口（販売農家）

専業農家
350戸

第１種兼業
103戸

第２種兼業
68戸

農業就業人口
1,254人

資料：2010年世界農林業センサス（平成22年）

■耕地面積

田
1,540ha

畑
7,660ha

資料：農林水産省「耕地面積調査」（平成25年）

水稲 麦類 雑穀 いも類 豆類 露地野菜 施設野菜 花き類・花木

農 家 数（戸） 139 5 5 13 7 37 74 42

面　　積（ha） 322 12 1 1 × 26 3,458a 14
資料：2010年世界農林業センサス（平成22年）

■作物別作付（栽培）面積

乳用牛 肉用牛 豚 軽種馬

飼養戸数（戸） 28 89 5 266

頭　　数（頭） 2,322 5,270 4,709 3,947
資料：ひだかの農業（平成24年）
*乳用牛、肉用牛及び豚は「肉畜等に関する調査」
*軽種馬の数値は「日高軽種馬農協業務成績資料」（飼養戸数は組合員戸数、頭数は繁殖牝馬頭数+生産頭数）

■家畜飼養頭数

（金額：百万円）

項　　目
平成23年度 平成24年度 平成25年度

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

軽 種 馬 435頭　 2,835 426頭　 2,795 428頭　 2,978

花 き 7,019千本 499 6,586千本 472 6,656千本 623

水 稲 17,072俵　 207 18,579俵　 268 16,633俵　 216

生 乳 6,930㌧　 527 7,061㌧　 554 6,965㌧　 555

肉用牛（肥育牛） 416頭　 351 523頭　 449 766頭　 693

肉用牛（素　牛） 1,874頭　 727 1,824頭　 777 1,862頭　 856

ミ ニ ト マ ト 1,067㌧　 723 1,105㌧　 714 1,103㌧　 752

そ 菜 327㌧　 132 372㌧　 134 376㌧　 159
資料：新ひだか町

■主要農産物販売実績
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産 業
Industry

漁業の概要

■漁業経営体階層別経営体数

漁船非使用
27

船外機付漁船
89

動力漁船
82

さけ定置網 8
小型定置網 1 ほたてがい養殖 1

総　数
208

■漁船

資料：2008年漁業センサス

船外機付漁船
214隻

総　数
306隻

動力漁船
92隻

資料：2008年漁業センサス

漁港名 種別 指定

静　内 1種 昭和28年

東静内 1種 昭和26年

春　立 1種 昭和26年

三　石 3種 昭和26年

鳧　舞 1種 昭和27年

資料：新ひだか町

■漁港の現況

数量（ｔ）、金額（千円）

魚　　種
平成23年度 平成24年度 平成25年度

備　　 考
数 量 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額

さ け ・ ま す 1,697 899,051 1,150 568,824 1,357 625,355

か れ い 類 588 152,632 522 136,965 440 137,899 まがれい、そうはち他

まつかわ 10 11,363 13 9,442 14 14,229

ほ っ け 405 38,075 74 27,948 68 23,735

ぶ り 136 25,904 265 35,404 382 34,942

昆 布 167 249,543 212 279,353 108 156,907

い か 591 122,846 1,111 197,438 126 32,960

た こ 622 332,345 788 430,698 510 244,522 みずだこ、やなぎだこ

な ま こ 11 49,356 11 23,419 10 34,226

う に 43 41,779 42 27,761 39 31,877 えぞばふんうに、きたむらさ
きうに

つ ぶ 貝 322 77,358 149 50,642 271 69,659

そ の 他 635 130,958 500 134,439 491 93,730 すけとうだら、めぬけ、しし
ゃも、毛ガニ、ほっき貝他

合　　計 5,217 2,119,847 4,824 1,912,891 3,802 1,485,812

� 資料：新ひだか町

■魚種別漁獲高
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生活環境
Living environment

鉄道旅客の推移

■静内駅乗車人員
0 50,000 100,000 150,000 200,000

平成25年度

平成24年度

平成21年度

平成18年度

平成15年度

平成12年度

平成９年度

（人）

106,215（291）

107,675（295）

113,150（310）

109,500（300）

105,850（290）

120,450（330）

175,200（480）

（　）内の数値は１日平均

資料：JR北海道静内駅

火災発生状況

0 2 4 6 8 10 12 14 16

平成25年

平成24年

平成23年

0 2,000 4,000 6,000 8,000 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

■火災 ■損害見積額 ■死者 ■負傷者
（件） （万円） （人） （人）

7

8

15

7,452

904

2,997

1

0

0

1

0

4

資料：日高中部消防組合

救急車出動状況

平成25年
総数1,003

平成24年
総数 943

平成23年
総数 943

火災 1

自然災害 1

水難事故 1

水難事故 2
加害 8
自損行為 9

水難事故 1

交通
事故
58

交通
事故
68

交通事故 30

労働災害 19

労働災害 16

労働災害 11

運動競技 1

運動競技 6

運動競技 4

一般負傷
104

一般負傷
98

一般負傷
113

加害 2

加害 8

自損行為 14

自損行為 11

急病 582

急病 538

急病 550

その他 221

その他 197

その他 215

資料：日高中部消防組合
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生活環境
Living environment

上水道普及状況

■給水人口と水道普及率

年　度
給水区域内
人口（A）

給水戸数 給水人口 普及率
（B/A）上水道 簡易水道 合計 上水道 簡易水道 合計（B）

平成23年度 23,747人 9,115戸 1,580戸 10,695戸 19,257人 3,529人 22,786人 95.95%

平成24年度 23,236人 9,077戸 1,406戸 10,483戸 19,014人 3,318人 22,332人 96.11%

平成25年度 22,938人 9,061戸 1,368戸 10,429戸 18,794人 3,235人 22,029人 96.04%
資料：新ひだか町

下水道普及状況

■処理人口と下水道普及率

年　度
処理区域

面積

処理区域内 水洗化
行政人口（C）

下水道
普及率

（A/C）
人　口
（Ａ）

世帯数
人　口
（B）

世帯数
水洗化率
（B/A)

平成23年度 597.28ha 17,683人 8,735世帯 14,662人 7,235世帯 82.9% 25,133人 70.4%

平成24年度 605.65ha 17,664人 8,802世帯 14,736人 7,335世帯 83.4% 24,855人 71.1%

平成25年度 615.59ha 17,450人 8,769世帯 14,778人 7,412世帯 84.7% 24,354人 71.7%
資料：新ひだか町

ごみ処理状況

年　度
収集人口
（人）

１人当たり
年間収集量（㎏）

搬入量
（ｔ）

内　　　訳
可燃物 不燃物 粗大ごみ 資源ごみ

平成18年度 26,797 245 6,557.03 4,904.28 707.78 203.41 741.56

平成19年度 26,352 236 6,222.10 5,085.77 469.69 22.27 644.37

平成20年度 25,992 229 5,949.87 4,478.56 676.10 205.01 590.20

平成21年度 25,791 223 5,746.91 4,330.04 674.15 198.88 543.84

平成22年度 25,322 230 5,815.08 4,397.78 688.89 201.68 526.73

平成23年度 25,133 222 5,571.44 4,235.26 658.58 195.42 482.18

平成24年度 24,749 230 5,691.51 4,294.92 669.81 203.11 523.67

平成25年度 24,354 230 5,604.79 4,221.03 660.79 195.80 527.17
資料：日高中部衛生施設組合

可燃物
173.3㎏

不燃物
27.1㎏

粗大ごみ 8㎏
資源ごみ 21.6㎏

1人当たり
収集量
230㎏

平成25年度

橋梁の現況

総　　数 鋼・石・コンクリート 木　　橋
橋　梁 延　長 橋　梁 延　長 橋　梁 延　長

総　数 353 9,619m 353 9,619m － －

国　道 20 1,065m 20 1,065m － －

道　道 91 3,543m 91 3,543m － －

町　道 242 5,011m 242 5,011m － －
資料：新ひだか町（平成25年4月）
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生活環境
Living environment

主な公園の現況

公 園 名 所 在 地 設置年度 面 積

な か よ し 公 園 静内青柳町 昭和38年度 0.20ha

あ お ば 公 園 静内青柳町 昭和46年度 0.33ha

真 歌 公 園 静内真歌・入船町 昭和46年度 26.30ha

柏 公 園 静内柏台 昭和52年度 0.23ha

花 園 公 園 静内花園 昭和52年度 0.91ha

ひ ま わ り 公 園 静内山手町 昭和53年度 0.18ha

山 手 公 園 静内山手町 昭和55年度 2.64ha

静内川左岸緑地公園 静内真歌 昭和62年度 15.74ha

静内川右岸緑地公園 静内神森～静内古川町 平成２年度 20.74ha

公 園 名 所 在 地 設置年度 面 積

末 広 公 園 静内末広町 平成３年度 0.21ha

古 川 公 園 静内古川町 平成３年度 2.10ha

み ど り 公 園 静内緑町 平成７年度 0.24ha

こ う せ い 公 園 静内こうせい町 平成８年度 1.30ha

と き わ 公 園 静内ときわ町 平成９年度 0.26ha

三石旭ヶ丘公園 三石旭町 昭和55年度 0.90ha

三石蓬莱山公園 三石東蓬莱・西蓬莱・豊岡 平成７年度 3.80ha

三 石 海 浜 公 園 三石鳧舞 平成７年度 8.90ha
資料：新ひだか町（平成26年）

民営バス運輸状況

年　度 年間
利用者数

路線バス 都市間高速バス
路線数 利用者数 路線数 利用者数

平成23年度 392,041人 14 292,463人 2 99,578人

平成24年度 390,688人 14 293,765人 2 96,923人

平成25年度 391,854人 14 290,489人 2 101,365人

※利用者数は路線全区間での利用者数� 資料：道南バス㈱

■バス利用者の推移

自動車保有台数

貨物自動車
2,224台  

乗用自動車
9,863台

その他自動車
757台

軽自動車
（乗用車）
4,323台

軽自動車
（その他）
3,330台

総車両数
20,497台

資料：北海道運輸局室蘭運輸支局（平成25年3月末現在）

道路の現況

路線数 実延長
改良済み 舗  装  済

延　長 改良化率 延　長 舗装率

総　数 859本 648.3㎞ 425.3㎞ 65.6% 478.9㎞ 73.9%

国　道 1本 32.6㎞ 32.6㎞ 100.0% 32.6㎞ 100.0%

道　道 9本 155.3㎞ 112.3㎞ 72.3% 107.5㎞ 69.2%

町　道 849本 460.4㎞ 280.5㎞ 60.9% 338.8㎞ 73.6%
資料：道路現況調書（平成25年4月）
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医 療
Medical care

国民健康保険の現況

国保加入 被保険者
加入割合

保険税総額
（現年度調定）

保険税 一人当り
費用額世帯数 被保険者数 限度額 １世帯当り平均 １人当り平均

平成23年度 4,609世帯 8,281人 33.14% 743,780千円 770,000円 161,376円 89,818円 257,357円

平成24年度 4,479世帯 7,986人 32.27% 726,097千円 770,000円 162,112円 90,921円 269,172円

平成25年度 4,330世帯 7,709人 31.65% 710,237千円 770,000円 164,027円 92,131円 259,681円
資料：新ひだか町

介護保険の現況

被保険者数 介護認定者数 認定率

平成23年 6,906人 1,135人 16.43%

平成24年 6,986人 1,274人 18.24%

平成25年 7,116人 1,253人 17.61%
資料：日高中部広域連合調（各年3月末現在）

国民年金加入者数

第１号被保険者
4,111人

第３号被保険者
1,664人

任意加入者 58人

資料：新ひだか町（平成25年）

国民年金受給者数

老齢給付
6,572人

障害給付
  598人

遺族給付 90人

資料：新ひだか町（平成25年）

主要死因別死亡数

区  　分 死亡数
死亡率（人口10万対）

新ひだか町 全道

死 亡 総 数 325人 1,318.5人 1,067.0人

悪 性 新 生 物 98人 397.6人 333.3人
（再掲）

胃の悪性新生物 13人 52.7人 41.5人

糖 尿 病 3人 12.2人 12.8人

心 疾 患
（高血圧性を除く） 59人 239.4人 173.9人

脳 血 管 疾 患 30人 121.7人 93.4人

区  　分 死亡数
死亡率（人口10万対）

新ひだか町 全道

肺 炎 33人 133.9人 104.3人

老 衰 7人 28.4人 35.1人

不 慮 の 事 故 7人 28.4人 30.0人
（再掲）

交 通 事 故 4人 16.2人 5.1人

自 殺 7人 28.4人 22.2人

資料：北海道保健統計年報（平成24年）

医療・薬事区分

区　　分 施設数

病 院 4
（病床数517）

医 科 診 療 所 9

歯 科 診 療 所 12

あんま・はり・灸施術
所・柔道整復施術所 11

薬 局 14

医 薬 品 販 売 業
（店舗販売業） 6

資料：静内保健所（平成26年12月1日現在）
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福 祉
Welfare

社会福祉施設等の現況

施  設  名 設置年度 所在地

児 童 館

青柳児童館 昭和41年度 静内青柳町
山手児童館 昭和55年度 静内山手町
こうせい児童館 昭和62年度 静内こうせい町
みなと児童館 平成15年度 三石本町

生 活 館

東別生活館 昭和40年度 静内東別
川合生活館 昭和41年度 静内川合
春立生活館 昭和42年度 静内春立
豊畑生活館 昭和42年度 静内豊畑
農屋生活館 昭和43年度 静内農屋
浦和生活館 昭和43年度 静内浦和
花園生活館 昭和44年度 静内花園
田原生活館 昭和44年度 静内田原
有勢内生活館 昭和45年度 静内真歌
西川生活館 昭和45年度 静内西川
桔梗・親和生活館 昭和46年度 静内田原
緑町生活館 昭和47年度 静内緑町
田原高台生活館 昭和51年度 静内田原
神森生活館 昭和52年度 静内神森
東静内生活館 昭和56年度 東静内
海岸町生活館 昭和58年度 静内海岸町
静内旭町生活館 昭和59年度 静内旭町
真歌生活館 昭和62年度 静内真歌
御園生活館 平 成 5 年 度 静内御園
入船生活館 平 成 6 年 度 静内入船町
蓬栄生活館 昭和39年度 三石蓬栄
本桐生活館 昭和40年度 三石本桐
鳧舞生活館 昭和41年度 三石鳧舞
歌笛生活館 昭和42年度 三石歌笛
越海町生活館 昭和42年度 三石越海町
富沢生活館 昭和43年度 三石富沢
西端生活館 昭和44年度 三石西端
稲見生活館 昭和44年度 三石稲見
久遠生活館 昭和45年度 三石歌笛
延出生活館 昭和46年度 三石富沢
西蓬莱生活館 昭和47年度 三石西蓬莱
美野和生活館 昭和48年度 三石美野和
東蓬莱生活館 昭和59年度 三石東蓬莱
三石旭町生活館 昭和60年度 三石旭町

集 会 所
上豊畑会館 昭和43年度 静内豊畑
東静内会館 昭和44年度 東静内

施  設  名 設置年度 所在地

集 会 所

神森会館 昭和45年度 静内神森
目名生活改善センター 昭和47年度 静内目名
青少年会館 昭和47年度 静内山手町
中野生活改善センター 昭和48年度 静内中野町
静内生活センター 昭和51年度 静内御幸町
柏台会館 昭和51年度 静内柏台
春立生活センター 昭和52年度 静内春立
農屋会館 昭和53年度 静内農屋
青柳生活センター 昭和54年度 静内青柳町
末広生活センター 昭和55年度 静内末広町
東別生活センター 昭和56年度 静内東別
清水丘生活センター 昭和59年度 静内清水丘
こうせい集会所 平成22年度 静内こうせい町
美野和生活改善センター 昭和46年度 三石美野和
本桐生活改善センター 昭和48年度 三石本桐
港町生活改善センター 昭和50年度 三石港町
豊岡生活改善センター 昭和50年度 三石豊岡
鳧舞生活改善センター 昭和59年度 三石鳧舞
歌笛会館 昭和57年度 三石歌笛
本桐基幹集落センター 昭和57年度 三石本桐
延出基幹集落センター 平 成 5 年 度 三石富沢
川上会館 平成25年度 三石川上

介護・高齢
者福祉施設

デイサービスセンターあざみ 平 成 7 年 度 東静内
介護老人保健施設まきば 平 成 9 年 度 静内緑町
老人いこいの家 平成10年度 静内緑町
特別養護老人ホーム静寿園 平成16年度 静内緑町
デイサービスセンターなごみ 平成16年度 静内緑町
生活支援ハウスきずな 平成20年度 静内緑町
地域包括支援センターしずない 平成20年度 静内緑町
特別養護老人ホーム蓬莱荘 昭和63年度 三石旭町
デイサービスセンターみついし 平 成 9 年 度 三石旭町
ケアハウスのぞみ 平成13年度 三石旭町
高齢者共同生活施設やまびこ 平成14年度 三石歌笛
地域包括支援センターみついし 平成20年度 三石旭町
みついし居宅介護センター 平成20年度 三石旭町

町民保養施設 町民保養施設「静内温泉」 平成25年度 静内浦和
障 が い 児
通 所 支 援

児童養育相談センター 平 成 3 年 度 静内こうせい町
児童養育相談センター分室 平成24年度 静内山手町

資料：新ひだか町（平成26年）

保育所の状況

区 分 名　　称 定員 所在地 開設年度

保 育 所

静内保育所 （公立） 60 静内緑町 昭和32年度
東静内保育所 （公立） 30 東静内 昭和49年度
静内ベビーホーム （私立） 60 静内緑町 昭和43年度
青葉保育園 （私立） 45 三石本町 昭和24年度
延出保育所 （私立） 20 三石豊岡 昭和28年度
本桐保育所 （私立） 20 三石本桐 昭和41年度
歌笛保育園 （私立） 20 三石歌笛 昭和25年度

区 分 名　　称 定員 所在地 開設年度
認 定
こども園

マーガレット保育園（私立） 96 静内緑町 平成21年度

地 域
保 育 所

豊畑保育所 （公立） 30 静内豊畑 昭和39年度

資料：新ひだか町（平成26年）



11 Shinhidaka Yushun Oukoku 【 資 料 編 】

教 育
Education

指定文化財及び埋蔵文化財包蔵地

図書館貸出数

区　　　分 名　　　称 所　在　地　等 指定年月日

国指定

史 跡 シベチャリ川流域チャシ跡群

シベチャリチャシ跡（静内真歌）
ホイナシリチャシ跡（静内真歌）
メナチャシ跡（静内目名）
オチリシチャシ跡（静内農屋）
ルイオピラチャシ跡（静内豊畑）

平成９年12月２日

重要無形民俗文化財 アイヌ古式舞踊（静内地区） 保護団体：静内民族文化保存会 昭和59年１月21日

重要無形民俗文化財 アイヌ古式舞踊（三石地区） 保護団体：三石民族文化保存会 平成６年12月21日

道指定
史 跡 静内御殿山墳墓群 静内目名322番の5 昭和38年12月24日

有 形 文 化 財 静内御殿山墳墓群出土の遺物 新ひだか町博物館所蔵 昭和43年３月29日

町指定

無 形 文 化 財 歌笛越前踊り 保持団体：歌笛越前踊り保存会 平成18年３月31日

無 形 文 化 財 淡路豊年桝踊り 保持団体：延出郷土芸能保存会 平成18年３月31日

有 形 文 化 財 エゾオオカミ（頭蓋骨） アイヌ民俗資料館所蔵 平成18年３月31日

有 形 文 化 財 静内中野式土器 新ひだか町博物館所蔵 平成18年３月31日

記　念　物（名 勝） 蓬莱山 三石東蓬莱296番地先 平成18年３月31日

資料：新ひだか町（平成27年4月現在）

■蔵書総数 （平成26年3月31日現在）
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ＤＶＤ・ビデオ
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一般図書
63,066冊

児童図書
37,340冊

静内図書館
84,058冊

三石図書館
16,348冊（冊）

54,290冊

8,776冊

29,768冊

7,572冊

静内図書館 三石図書館

7,316本

1,030本

4,851本

7,745冊
647冊

40,534冊 9,171冊

69,614冊 6,781冊

■主要貸出冊数 （平成25年度）

資料：新ひだか町（平成25年度）
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教 育
Education

学校・幼稚園の現況

■幼稚園
幼 稚 園 名 学級数 園児数

静内幼稚園 （私立） 7 132
マーガレット幼稚園 （私立） 9 187
� 資料：新ひだか町

■小学校
学 校 名 開校 学級数 児童数

高静小学校 Ｍ5.5 18（4） 521
静内小学校 Ｓ37.4 6（2） 192
東静内小学校 Ｍ16.6 4（1） 39
山手小学校 Ｓ54.4 6（2） 142
桜丘小学校 Ｓ61.4 6（2） 72
三石小学校 Ｍ21.5 7（3） 164
※学級数の（　）は、特別支援学級数で外数� 資料：新ひだか町

■特別支援学校
学　校　名 学級数 児童数

北海道平取養護学校
静内ペテカリの園分校 

（道立）
小学部3 8
中学部2 8
高等部5 21

資料：「日高の教育」（日高教育局）

■学校・児童生徒数の推移

■中学校
学 校 名 開校 学級数 生徒数

静内中学校 Ｓ22.5 9（3） 257
静内第三中学校 Ｓ57.4 8（3） 264
三石中学校 Ｈ15.4 4（2） 110
※学級数の（　）は、特別支援学級数で外数� 資料：新ひだか町

■高等学校
学 校 名 課・学 学級数 生徒数

北海道静内高等学校 （道立） 全・普通 15 568

北海道静内農業高等学校 （道立） 全・食品科学 3 106
全・生産科学 3 89

資料：「日高の教育」（日高教育局）

社会教育施設等の現況

■文化・研修施設
名　　　称 住　所 設置年度

女性センター・みらい 静内青柳町 昭和54年度
アイヌ民俗資料館 静内真歌 昭和57年度
公民館・コミュニティーセンター 静内古川町 昭和62年度
地域交流センターピュアプラザ 静内御幸町 平成19年度
新ひだか町博物館 静内山手町 平成27年度
新ひだか町図書館 静内山手町 平成27年度
新ひだか町図書館三石分館 三石本町 昭和49年度
三石郷土館 三石本町 昭和49年度
歌笛総合住民センター 三石歌笛 昭和49年度
みついしふれあいプラザ 三石本町 平成14年度
三石陶芸会館 三石旭町 平成16年度
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7
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6 6 6
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656

1,130
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資料：学校基本調査

■スポーツ施設
名　　　称 住　所 設置年度

静内体育館 静内古川町 昭和43年度
静内武道館 静内古川町 昭和51年度
豊畑体育館 静内豊畑 昭和54年度
山手体育館 静内山手町 昭和55年度
静内弓道場 静内古川町 昭和63年度
左岸野球場 静内川河川敷 昭和63年度
左岸サッカー場 静内川河川敷 平成元年度
右岸スケートリンク 静内川河川敷 平成2年度
古川公園野球場 静内古川町 平成2年度
右岸パークゴルフ場 静内川河川敷 平成4年度
右岸テニスコート場 静内川河川敷 平成5年度
静内温水プール 静内古川町 平成6年度
ライディングヒルズ静内 静内真歌 平成13年度
三石スポーツセンター 三石東蓬莱 昭和48年度
三石テニスコート 三石東蓬莱 昭和57年度
三石旭ヶ丘運動広場 三石旭町 昭和58年度
三石緑ヶ丘運動公園球場 三石本町 昭和62年度
三石蓬莱山公園パークゴルフ場 三石東蓬莱 平成7年度

資料：新ひだか町（平成27年4月）

学級数、園児・児童生徒数は平成26年5月1日現在
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財 政・議 会
Fiscal and Congress

平成26年度一般会計予算額

議会費
105,206
1%
総務費

1,631,253
10%

民生費
4,164,559
25%

衛生費
1,685,498
10%

労働費
49,336
0%農林水産業費

1,209,070
7%

商工費
382,715
2%

土木費
1,955,552
12%

消防費
734,348
4%

教育費
2,107,576
13%

公債費
2,501,059
15%

予備費
10,000
0%

諸支出金
220,712
1%

災害復旧費
52,406
0%

総額
16,809,290

■歳出
　　単位：千円

町税
2,738,728
16%

地方譲与税
154,600
1%

地方消費税交付金
314,000
2%

地方特例交付金
5,700
0%

地方交付税
6,745,433
40%

使用料及び手数料
462,533
3%

国庫支出金
1,701,748
10%

道支出金
840,728
5%

町債
2,141,200
13%

繰入金
700,254
4%

その他
1,004,366
6%

総額
16,809,290

■歳入
　　単位：千円

■平成26年度町税の内訳 単位：千円

町民税
1,060,140
36%

固定資産税
1,274,706
43%

都市計画税
70,781
2%

たばこ税
281,945
10%

軽自動車税
44,131
1%

入湯税
7,025
0%

総額
2,738,728

※6月補正後予算額

新ひだか町議会議員名簿

番号 氏　　名 常任委員会 委員会・特別委員会
1 細　川　勝　弥 　 議　　長
2 志　田　　　力 　 副議長・経済  　議会運営
3 渡　辺　保　夫 ◎ 文教厚生
4 川　端　克　美 　 文教厚生 ○ 議会広報
5 木　内　達　夫 ○ 総　　務
6 北　道　健　一 　 総　　務
7 進　藤　　　猛 　 総　　務 ◎ 議会運営
8 白　尾　卓　人 　 文教厚生 　 議会広報
9 田　畑　隆　章 　 経　　済 　 議会広報

10 畑　端　憲　行 　 総　　務 　 議会運営

番号 氏　　名 常任委員会 委員会・特別委員会
11 建　部　和　代 ○ 経　　済 ◎ 議会広報
12 池　田　一　也 ◎ 総　　務 　 議会運営
13 福　嶋　尚　人 　 文教厚生 ○ 議会運営
14 阿　部　公　一 　 経　　済 　 議会広報
15 日向寺　敏　彦 　 総　　務 　 議会運営
16 築　紫　文　一 ○ 文教厚生 　 議会広報
17 城　地　民　義 　 経　　済
18 下　川　孝　志 　 文教厚生
19 谷　　　園　子 　 文教厚生 　 議会広報
20 川　合　　　清 ◎ 経　　済 　 議会運営

◎は委員長、○は副委員長 平成26年
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行 政
Government

行政機構図

町長

副町長

総務企画部 総務課
マイナンバー制度準備室

企画課

契約管財課

税務課

住民福祉部 福祉課
静内保育所　　　　　　　児童養育相談センター
東静内保育所　　　　　　老人いこいの家
静内子育て支援センター　地域保育所
児童館　　　　　　　　　町民保養施設静内温泉

生活環境課

地域包括支援センター

健康生活部 健康推進課
生活支援ハウスきずな　しずない居宅介護事業所
デイサービスセンターあざみ
デイサービスセンターなごみ　

静内病院

三石国民健康保険病院

地域医療情報化推進室

介護老人保健施設まきば

特別養護老人ホーム静寿園

特別養護老人ホーム蓬莱荘

ケアハウスのぞみ

デイサービスセンターみついし

みついし居宅介護センター

建設課経 済 部

商工労働観光課
地域交流センターピュアプラザ
三石海浜公園　　　　　　　　　三石昆布温泉

上下水道課
静内終末処理場　　　　　　三石浄化センター

わがまちPR戦略室

町民福祉課
児童館　　　　　　高齢者共同生活施設やまびこ

総務企画課

農政課
本桐基幹集落センター　　　和牛センター
延出基幹集落センター　　　ハウス団地
農業実験センター

水産林務課
水産加工センター

会計課会計管理者

農林水産部

三石総合支所

教育委員会

教育長

教 育 部 管理課

学校給食センター

社会教育課
公民館
コミュニティセンター
静内郷土館
三石郷土館
アイヌ民俗資料館
福祉センター
三石陶芸会館

図書館
静内図書館
三石図書館

女性センター・みらい

体育振興課
体育館
温水プール
武道館
パークゴルフ場
ライディングヒルズ静内
三石スポーツセンター

三石事務所三石地域自治区

事務局農 業 委 員 会

事務局選挙管理委員会

固定資産評価審
査 委 員 会 事務局

事務局監 査 委 員

事務局公 平 委 員 会

事務局議 会 事 務 局

平成26年4月現在
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歴史略年表
History substantially chronology

西暦 和暦 主な出来事
1633 寛永10年 静内川（シベチャリ川）奥地で、陸奥の人が金山を拓いた。

1669 寛文 9 年 寛文の乱でシャクシャイン死す（10月23日）

1786 天明 6 年 三石場所は、知行主杉村多内の支配下にあり、阿部屋伝
七が請負人として経営。（戸数30余戸、人口140余人）

1791 寛政 3 年 昆布の産額14,500駄（116千貫）この頃より「みついし昆布」
と呼称される。

1799 寛政11年 三石郡直領となる。三石番屋を三石会所とし、旅宿を直
営として通行厘と呼び、駅馬を設置。

1819 文政 ２ 年 半次郎が姨布に来往して、三石場所事業に着手。（知人
定着漁業の創始）

18２3 文政 6 年 半次郎、福山に帰るため、甥（重吉、姉シゲの子）に家業
を相続させ（2代目）場所請負させた。重吉、屋号栖原屋
を小林屋と改め、さらに小林重吉と改名。

1868 明治元年 開拓使が様似、浦河、三石の住民に対し、500頭の馬匹
委託飼育させた。

1869 明治 ２ 年 増上寺の支配となり、エゾを北海道と改め、静内郡とな
った。

1871 明治 ４ 年 開拓使の直轄となる。稲田氏旧臣546人が5月2日上陸し
た。

187２ 明治 5 年 浦河支庁静内出張所がおかれた。御料牧場が設置され目
名教育所を設立した。

1875 明治 8 年 静内郵便局がおかれた。

1875 明治 8 年 日高管内最初の戸長役場が姨布村に設置。（3月1日）

1876 明治 9 年 三石郡を姨布、神居古潭、辺訪、延出、幌毛、鳧舞、本桐、
歌笛の8村とする。

1879 明治1２年 目名教育所を上下方（神森）に移し、高静小学校と改称し
た。

1881 明治1４年 静内戸長役場となる。

1881 明治1４年 姨布に初めて村立病院できる。（戸数99戸、人口541人）

188２ 明治15年 重吉、教師大多気徳潤を招き、生徒20余名で普通学の授
業を始める（三石小の起源）。神居古潭村を辺訪村に、延
出村に合併して6村となる。

1885 明治18年 淡路から渡辺伊平他167名ルベシベ（豊畑）に4月12日移住
した。

1885 明治18年 阿波国の人、高岡精一郎が初めて豊岡に入地開墾する。

1886 明治19年 三石村、浦河郡役所に属する。（戸数216戸、人口802人）

1887 明治２0年 姨布登記所開庁。警察分署ができる。

1887 明治２0年 警察分署ができる。

1888 明治２1年 漁業組合創立。

1888 明治２1年 簡易小学校を姨布村に設置、三石小学校と称される。（村
立最初）

189２ 明治２5年 三石牛馬組合設立。

189４ 明治２7年 鳧舞、本桐、歌笛三村連合小学校、本桐に設置。

1895 明治２8年 延出小学校設置。

1896 明治２9年 小林三作等熊臼に入地。姨布警察分署が新設される。

1899 明治3２年 歌笛小学校設置。

1903 明治36年 鳧舞、川上小学校設置される。

190４ 明治37年 三石水産組合設立。（漁業組合の前身）

1906 明治39年 二級町村制施行、三石村と称し従来の6ヵ村を6大字とす
る。

1906 明治39年 静内大橋が完成した。

1909 明治４２年 2級町村制を施行し、静内村となる。韓国皇太子および
伊藤博文公来村。

1911 明治４４年 皇太子殿下（大正天皇）巡幸。

1915 大正 ４ 年 村役場を現在地に建設移転。

1918 大正 7 年 幌村運八、開道50周年記念博覧会に長切昆布を出品し、
長官賞を受賞。

19２0 大正 9 年 開基50周年記念式典がおこなわれた。

19２1 大正10年 歌笛信用組合設立。

19２２ 大正11年 皇太子殿下（昭和天皇）巡幸。

19２４ 大正13年 1級町村制が施行された。

西暦 和暦 主な出来事
19２6 昭和元年 厚賀・静内間に鉄道が開通した。

19２8 昭和 3 年 大字姨布村を大字三石村と改称。

19２9 昭和 ４ 年 三石、本桐電業設立、三石に初めて電灯点火される。

1931 昭和 6 年 町制が施行された。

193２ 昭和 7 年 ルベシベ橋架換。

1933 昭和 8 年 静内、三石間の鉄道開通、東静内・春立駅設置。地方競
馬が開催された。

1933 昭和 8 年 静内、三石間の鉄道開通、三石駅設置。

1935 昭和10年 三石、浦河間の鉄道開通、本桐駅設置。

1936 昭和11年 地番改正で大字を廃止し現在の19字とする。

1938 昭和13年 一級町村制施行。

19４1 昭和16年 道立静内農業学校開校。森林組合が設立された。

19４1 昭和16年 三石森林組合設立。

19４6 昭和２1年 農地委員会設置。

19４7 昭和２２年 第1回公選執行。奥高見に開拓団入植。検察庁、簡易裁
判所、作物報告事務所が設置された。

19４7 昭和２２年 三石、歌笛中学校設置。翌年、延出、東中学校設置。三
石消防団発足。

19４8 昭和２3年 三石産業組合が三石農業協同組合となる。

19４9 昭和２４年 村役場歌笛連絡所設置。浦河定時制高校三石分校設置。

1950 昭和２5年 町章が制定された。

1950 昭和２5年 川上中学校設置。

1951 昭和２6年 町制施行、町章の制定。

195２ 昭和２7年 十勝沖地震により、災害救助法が適用された。町教育委
員会が発足。

195２ 昭和２7年 三石定時制高等学校設置。教育委員会制度発足。十勝沖
地震で被害甚大。

1953 昭和２8年 国民健康保険事業開始。直営病院建設、翌年開院される。

1955 昭和30年 大水害により災害救助法適用。

1956 昭和31年 財政再建団体の適用受ける（計画期間7ヵ月とする）。

1960 昭和35年 鳧舞小磯の子プロダクション発足。

1961 昭和36年 役場庁舎落成。三石商工会設立。

196２ 昭和37年 静内小学校新設。

1963 昭和38年 春別発電所完成。道立静内病院完成。

1963 昭和38年 第一中学校校舎完成。三石橋完成。

196４ 昭和39年 陸上自衛隊東静内分屯地設置。

196４ 昭和39年 第二中学校校舎完成。

1965 昭和４0年 公民館完成。日銀代理店設置。御園橋完成。

1966 昭和４1年 静内発電所完成。

1967 昭和４２年 学校給食開始。静内灯台完成。し尿処理場完成。児童館
完成。

1968 昭和４3年 十勝沖地震。消防庁舎完成。体育館・郷土館・図書館完
成。

1968 昭和４3年 福祉センター完成。十勝沖地震で被害甚大。

1969 昭和４４年 東別小学校体育館完成。春立診療所完成。

1970 昭和４5年 郷土芸能「静内ばやし」誕生。静内町100年記念式典挙行。
シャクシャイン顕彰会真歌山公園に「アイヌの英傑シャ
クシャイン像」を建立。町民憲章制定。老人いこいの家
完成。

1971 昭和４6年 日高中部消防組合設立。静内第2中学校校舎完成。日高
中部衛生施設組合設立。

1971 昭和４6年 日高中部消防組合発足（三石、静内、新冠）。町史発行。
みなと児童館完成。

197２ 昭和４7年 青少年会館完成。台風7・9・13号の影響で静内駅裏海岸
決壊のため災害対策本部設置。温水プール完成

197２ 昭和４7年 町営球場完成。完全学校給食開始。

1973 昭和４8年 特別養護老人ホーム「静寿園」開園。真歌運動公園に野
球場完成。静内町公害防止対策協議会発足。東静内保育
所完成。

静内町の出来事 三石町の出来事 旧両町共通
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歴史略年表
History substantially chronology

西暦 和暦 主な出来事
1973 昭和４8年 スポーツセンター完成。

197４ 昭和４9年 静内文化センターオープン。

197４ 昭和４9年 歌笛総合住民センター完成。郷土館兼図書館完成。

1975 昭和50年 開基百年記念式典。

1976 昭和51年 静内湖キャンプ場設置。静内町武道館オープン。

1976 昭和51年 みついし百年記念誌発刊。畜産研修センター完成。

1977 昭和5２年 時間外の急病対策として町立健康管理センター運営。静
内町老人福祉センターオープン。粗大ごみ処理施設完成。
心身障害児施設「ペテカリの園」開園。

1978 昭和53年 北海道静内農業高等学校が開校。シャクシャイン記念館
落成。ルベシベ橋が完成。静内保育所落成。日本中央競
馬会札幌競馬場静内場外勝馬投票券発売所オープン。

1979 昭和5４年 山手小学校開校。北海道電力双川ダム完成。静内温泉町
民休養ホームオープン。

1980 昭和55年 保健センター完成。一般廃棄物処理施設完成。山手児童
館完成。日高地方婦人会館完成

1980 昭和55年 老人福祉センターオープン（三石おんせん誕生）。全国初
の“バットの森”を美河国有林に設定。

1981 昭和56年 7月5日豪雨災害。8月5日豪雨災害により災害救助法適用。
8月23日台風15号災害。

1981 昭和56年 三石幼稚園開園。第1回三石温泉まつり。

198２ 昭和57年 浦河沖地震で大きな被害を受ける。静内第三中学校開校。
勤労者体育センター完成。海水浴場オープン。役場庁舎
改築工事完成。

198２ 昭和57年 浦河沖地震により被害甚大。

1983 昭和58年 道内最大級の高見ダム完成。

1985 昭和60年 東洋一のセリ市場・北海道市場落成。陸上自衛隊静内分
屯地が駐屯地に昇格。

1985 昭和60年 町開基110年記念式典。町の花としてハマナス、町の木
としてアオダモを指定。保健センター完成。

1986 昭和61年 市街地再開発事業の核店舗静内ショッピングプラザ・ピ
ュアがオープン。二十間道路が日本の道100選に選定。
桜丘小学校が開校。

1987 昭和6２年 公民館・コミュニティセンターが完成。桜風園が開園。
東の沢ダム完成。

1988 昭和63年 御幸通り商店街と二十間道路の桜並木が北海道まちづく
り100選に選定。町花にエゾヤマツツジ、町木にエゾヤ
マザクラを指定。

1988 昭和63年 特別養護老人ホーム「蓬莱荘」開所。和牛センター繁殖
施設完成。

1989 平成元年 ふれあいセンター御園館オープン。公共下水道が供用開
始。

1989 平成元年 農業実験センター開所。

1990 平成 ２ 年 二十間道路桜並木がさくら名所100選に選定。古川公園
野球場が完成。

1990 平成 ２ 年 島根県と契約の黒毛和牛初出荷。

1991 平成 3 年 三石町のキャッチフレーズが「潮騒と牧歌のオアシス」
に決まる。

199２ 平成 ４ 年 森林公園・緑のふるさと「温泉の森」オープン。

199２ 平成 ４ 年 追補版三石町史発行。独居老人緊急通報システム開始。

1993 平成 5 年 二十間道路桜並木が「北海道まちづくり100選」の部門
賞「ふるさとの魅力発掘」に入賞。

1993 平成 5 年 三石ダム完成。ふれあいサテライトみついし完成。

199４ 平成 6 年 北海道立病院が静内町へ移管され「静内町立病院」で診
療開始。

1995 平成 7 年 静内町デイサービスセンター落成。

1995 平成 7 年 蓬莱山パークゴルフ場オープン。三石海浜公園・海浜公
園海水浴場オープン。町開基120年記念式典。第1回みつ
いし蓬莱山まつり開催。

1996 平成 8 年 静内川歩道橋「シベチャリの橋」渡橋式。静内町立病院
完成。静内訪問看護ステーション開設。

1996 平成 8 年 水産加工センター完成。

西暦 和暦 主な出来事
1997 平成 9 年 静内総合ケアセンター完成。社会福祉会館完成。

1997 平成 9 年 三石町デイサービスセンター・ショートステイ・在宅介
護支援センター完成。防災無線緊急情報伝達システム作
動開始。

1998 平成10年 静内町防災行政無線運用開始。静内町老人いこいの家落
成。

1998 平成10年 花き野菜集出荷施設、花き育苗施設完成。

1999 平成11年 静内中学校校舎完成。静内郵便局庁舎完成。

1999 平成11年 三石浄化センター完成。

２000 平成1２年 しずない・ふるさと展開催（9月2日～11日）。

２000 平成1２年 三石町和牛生産改良組合が全国肉用牛経営発表会（組織
活動部門）で最優秀賞（農林水産大臣賞）を受賞。ケアハ
ウス「のぞみ」完成。

２001 平成13年 静内駅舎完成。道営競馬初の専用場外発売所「Aiba静内」
オープン。乗馬施設「ライディングヒルズ静内」開設。

２001 平成13年 高齢者共同生活施設「やまびこ」完成。町制施行50周年。

２00２ 平成1４年 観光情報センター「ぽっぽ」オープン。日高中部広域連
合発足。日高中部衛生組合新ゴミ処理施設「リサイクル
プラザ・うまっくりん」完成。

２003 平成15年 ゴミ有料化開始。台風十号による豪雨災害で農業施設被
害67億円。十勝沖地震発生で、町図書館・文化センター
が被害。三石・静内・新冠で構成する日高中部合併協議
会（法定協議会）設立。

２003 平成15年 日高中部消防組合消防署三石支署完成。みついしふれあ
いプラザ完成。第一、第二中学校を統合し、三石中学校
開校。十勝沖地震発生（震度6弱・5弱）で多くの被害。三
石・静内・新冠で構成する日高中部合併協議会（法定協
議会）設立。

２00４ 平成16年 二十間道路桜並木が北海道遺産に認定。町立特別養護老
人ホーム静寿園とデイサービスセンターなごみ完成。日
高中部合併協議会を休止。

２00４ 平成16年 堆肥センター完成。三石市街地国道拡幅工事完了。日高
中部合併協議会を休止。

２005 平成17年 静内町・三石町合併協議会を設置。三石町と静内町が合
併することの賛否を問う町民投票。静内町・三石町合併
協定調印式。旧両町共通。

２006 平成18年 静内町閉町記念式典。静内町閉庁式。

２006 平成18年 三石町閉町記念式典。三石町閉庁式。

２006 平成18年 新ひだか町誕生。開庁式。開町記念式典。町章、町民憲
章制定。町花にエゾヤマツツジとハマナス、町木にエゾ
ヤマザクラとアオダモを指定。天皇皇后両陛下巡幸啓。
みついし昆布温泉「蔵三」オープン。

２007 平成19年 三石総合支所歌笛出張所を閉鎖し、歌笛郵便局内に行政
コーナー設置。地域交流センターピュアプラザオープン。
洲本市と姉妹都市提携調印式。

２008 平成２0年 三石幼稚園閉園。生活支援ハウス「きずな」完成。

２009 平成２1年 川合小学校閉校。

２010 平成２２年 山手保育所閉所。

２011 平成２3年 延出、鳧舞、本桐、歌笛、川上小学校の5校が閉校。観
光キャッチフレーズが「風かおる　優駿王国　新ひだか」
に決定。東日本大震災の発生を受け被災地支援対策本
部を設置。三石地区コミュニティバス運行開始。第1回
二十間道路ハーフマラソン大会開催。美馬市（旧脇町）と
姉妹都市提携再調印式。

２01２ 平成２４年 春立小学校閉校。松浦武四郎記念碑除幕式。高田屋嘉平
碑移設除幕式。

２013 平成２5年 新ひだか町まちづくり自治基本条例施行。新消防庁舎完
成。静内消防設立100周年記念式典。町民保養施設「静
内温泉」完成。

２01４ 平成２6年 みんなでまちをきれいにする条例施行。農業研修施設「静
内ハウス団地」開所。
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主要公共施設等一覧
Major public facilities, etc.List

　　　　　名　　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

■ 町役場・総合支所等  
新ひだか町役場静内庁舎�� �静内御幸町３丁目２番50号�� �☎�0146-43-2111
新ひだか町役場三石庁舎�� �三石本町212番地�� �☎�0146-33-2111

■ 生活環境施設等  
日高中部消防組合消防本部�� �静内こうせい町２丁目１番１号�� �☎�0146-42-0941
日高中部消防組合消防署�� �静内こうせい町２丁目１番１号�� �☎�0146-45-0119
日高中部消防組合消防署三石支署�� �三石東蓬莱10番地の１�� �☎�0146-33-2224
日高中部クリーンセンター（し尿）�� �静内海岸町１丁目１番20号�� �☎�0146-42-0460
日高中部環境センター（ごみ）�� �静内真歌169番地�� �☎�0146-42-5192
静内終末処理場（下水道）�� �静内海岸町１丁目１番14号�� �☎�0146-42-8407
静内葬苑�� �静内花園24番地�� �☎�0146-42-0089
三石浄化センター�� �三石東蓬莱201番地�� �☎�0146-37-3165
三石葬斎場�� �三石旭町178番地�� �☎�0146-32-3353
死亡獣畜焼却場�� �三石東蓬莱200番地の３�� �☎�0146-32-3111

■ 文化・研修施設等  
公民館・コミュニティーセンター�� �静内古川町１丁目１番２号�� �☎�0146-42-0075
新ひだか町博物館�� �静内山手町３丁目１番１号�� �☎�0146-42-0394
新ひだか町図書館�� �静内山手町３丁目１番１号�� �☎�0146-42-4212
アイヌ民俗資料館�� �静内真歌７番地�� �☎�0146-43-3094
女性センター・みらい�� �静内青柳町２丁目２番１号�� �☎�0146-42-7700
新ひだか町図書館三石分館�� �三石本町171番地の１�� �☎�0146-33-2051
三石郷土館�� �三石本町212番地�� �☎�0146-33-2111
みついしふれあいプラザ�� �三石本町59番地の１�� �☎�0146-32-3215
歌笛総合住民センター�� �三石歌笛37番地の１�� �☎�0146-35-3066
三石陶芸会館�� �三石旭町96番地の１�� ��　　　　　　　　

■ スポーツ施設  
静内体育館�� �静内古川町1丁目1番3号�� �☎�0146-42-0048
山手体育館�� �静内山手町2丁目9番1号�� �☎�0146-42-0076
静内温水プール�� �静内古川町1丁目1番4号�� �☎�0146-42-6322
三石スポーツセンター�� �三石東蓬莱12番地の30�� �☎�0146-33-2744
ライディングヒルズ静内�� �静内真歌７番地１�� �☎�0146-42-1131

■ 学校施設等  
高静小学校�� �静内こうせい町２丁目９番１号�� �☎�0146-42-1461
静内小学校�� �静内緑町３丁目５番１号�� �☎�0146-42-1561
山手小学校�� �静内山手町５丁目16番１号�� �☎�0146-42-2311
桜丘小学校�� �静内田原562番地２�� �☎�0146-46-2144
東静内小学校�� �東静内328番地�� �☎�0146-44-2005
三石小学校�� �三石本町222番地の１�� �☎�0146-33-2142
静内中学校�� �静内山手町１丁目９番１号�� �☎�0146-42-1661
静内第三中学校�� �静内神森60番地�� �☎�0146-42-7910
三石中学校�� �三石旭町96番地の１�� �☎�0146-32-3366
北海道静内高等学校�� �静内ときわ町１丁目１番１号�� �☎�0146-42-1075
北海道静内農業高等学校�� �静内田原797番地�� �☎�0146-46-2101
北海道平取養護学校静内ペテカリの園分校�� �静内ときわ町１丁目１番35号�� �☎�0146-43-2918
学校給食センター�� �静内山手町１丁目７番１号�� �☎�0146-42-0161
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主要公共施設等一覧
Major public facilities, etc.List

■ 保健・医療・福祉施設等  
町立静内病院�� �静内緑町４丁目５番１号�� �☎�0146-42-0181
静内保健福祉センター�� �静内緑町４丁目５番１号�� �☎�0146-42-1287
地域包括支援センターしずない�� �静内緑町４丁目５番１号�� �☎�0146-43-1111
介護老人保健施設まきば�� �静内緑町４丁目５番１号�� �☎�0146-43-1100
特別養護老人ホーム静寿園�� �静内緑町７丁目５番１号�� �☎�0146-42-3018
老人いこいの家�� �静内緑町５丁目６番16号�� �☎�0146-42-1950
町民保養施設「静内温泉」�� �静内浦和106番地�� �☎�0146-44-2111
デイサービスセンターあざみ�� �東静内328番地の１�� �☎�0146-44-2021
デイサービスセンターなごみ�� �静内緑町７丁目５番１号�� �☎�0146-43-2811
新ひだか町社会福祉協議会�� �静内青柳町２丁目３番１号�� �☎�0146-43-3121
知的障害児施設・静内ペテカリの園�� �静内目名426番地の１�� �☎�0146-42-3070
知的障害者更生施設・静内桜風園�� �静内田原612番地の１�� �☎�0146-43-3110
児童養育相談センター�� �静内こうせい町２丁目８番14号�� �☎�0146-42-8715
静内保育所�� �静内緑町３丁目６番20号�� �☎�0146-42-1467
東静内保育所�� �東静内328番地�� �☎�0146-44-2900
静内子育て支援センター�� �静内緑町3丁目6番20号�� �☎�0146-42-0321
青柳児童館�� �静内青柳町１丁目３番27号�� �☎�0146-42-0330
山手児童館�� �静内山手町５丁目１番32号�� �☎�0146-42-5739
こうせい児童館�� �静内こうせい町２丁目８番14号�� �☎�0146-42-7781
三石国民健康保険病院�� �三石本町214番地�� �☎�0146-33-2231
三石国民健康保険病院歌笛診療所�� �三石歌笛56番地の１�� �☎�0146-35-3517
三石保健センター�� �三石本町214番地�� �☎�0146-33-2233
特別養護老人ホーム蓬莱荘�� �三石旭町49番地の13�� �☎�0146-33-2214
デイサービスセンターみついし�� �三石旭町50番地の１�� �☎�0146-33-2881
地域包括支援センターみついし�� �三石旭町50番地の１�� �☎�0146-33-2911
みついし居宅介護センター�� �三石旭町50番地の１�� �☎�0146-33-2911
ケアハウスのぞみ�� �三石旭町49番地の16�� �☎�0146-32-3331
高齢者共同生活施設やまびこ�� �三石歌笛50番地の１�� �☎�0146-35-3666
新ひだか町社会福祉協議会三石支所�� �三石本町212番地�� �☎�0146-32-3355
みなと児童館�� �三石本町59番地の1�� �☎�0146-32-3216

■ 産業・観光施設等  
観光情報センター「ぽっぽ」�� �静内本町５丁目１番21号�� �☎�0146-42-1000
地域交流センターピュアプラザ�� �静内御幸町2丁目1番40号�� �☎�0146-45-0090
温泉の森キャンプ場�� �静内真歌335番地　外�� �☎�0146-44-2464
新ひだか町静内ハウス団地�� �静内目名293番１�� �☎�0146-42-0171
畜産研修センター�� �三石東蓬莱203番地�� �☎�0146-33-2111
和牛センター�� �三石豊岡366番地の４　外�� �☎�0146-32-3522
堆肥センター�� �三石豊岡368番地の６�� �☎�0146-32-3522
農業実験センター�� �三石歌笛575番地�� �☎�0146-35-3344
水産加工センター�� �三石本町25番地先�� �☎�0146-33-2600
三石海浜公園ふれあい交流センター�� �三石鳧舞132番地先�� �☎�0146-34-2588
活性化センター�� �三石鳧舞163番地の１�� �☎�0146-37-4555
みついしふれあいサテライトセンター�� �三石旭町26番地の３�� ��　　　　　　　　
三石海浜公園�� �三石鳧舞161番地の２�� �☎�0146-34-2333
みついし昆布温泉「蔵三」�� �三石鳧舞162番地�� �☎�0146-34-2300

　　　　　名　　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
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歴代 GⅠレース優勝馬
Successive G1 race winning horses

ダイエレク� 第5回皐月賞（1943）
ヤシマヒメ� 第9回オークス（1948）
トキノミノル� 第18回日本ダービー（1951）・第11回皐月賞（1951）
スウヰイスー� 第12回桜花賞（1952）・第13回オークス（1952）
メイヂヒカリ� 第16回菊花賞（1955）・第1回有馬記念（1956）�

第33回天皇賞（1956）
ケゴン� 第15回皐月賞（1955）
コマヒカリ� 第19回菊花賞（1958）
キヨタケ� 第19回桜花賞（1959）
ガーネット� 第4回有馬記念（1959）・第40回天皇賞［秋］（1959）
スターロッチ� 第21回オークス（1960）・第5回有馬記念（1960）
ホマレーヒロ� 第1回宝塚記念（1960）
ヤマニンモアー� 第43回天皇賞（1961）
ケンホウ� 第22回桜花賞（1962）
オーハヤブサ� 第23回オークス（1962）
ミスマサコ� 第23回桜花賞（1963）
エイトクラウン� 第7回宝塚記念（1966）
ヒロヨシ� 第27回オークス（1966）
テイトオー� 第33回日本ダービー（1966）
マーチス� 第28回皐月賞（1968）
タニノハローモア� 第35回日本ダービー（1968）
アカネテンリュウ� 第30回菊花賞（1969）
メジロタイヨウ� 第60回天皇賞（1969）
タニノムーティエ� 第37回日本ダービー（1970）・第30回皐月賞（1970）
タマミ� 第30回桜花賞（1970）
ヒカルイマイ� 第38回日本ダービー（1971）・第31回皐月賞（1971）
トウメイ� 第16回有馬記念（1971）・第64回天皇賞［秋］（1971）
ハマノパレード� 第14回宝塚記念（1973）
タニノチカラ� 第68回天皇賞［秋］（1973）・第19回有馬記念（1974）
ナオキ� 第16回宝塚記念（1975）
イチフジイサミ� 第71回天皇賞［春］（1975）
コクサイプリンス� 第36回菊花賞（1975）
テスコガビー� 第35回桜花賞（1975）・第36回オークス（1975）
フジノパーシア� 第72回天皇賞［秋］（1975）・第17回宝塚記念（1976）
テイタニア� 第36回桜花賞（1976）・第37回オークス（1976）
アイフル� 第74回天皇賞［秋］（1976）
トウショウボーイ� 第36回皐月賞（1976）・第21回有馬記念（1976）�

第18回宝塚記念（1977）
ハードバージ� 第37回皐月賞（1977）
ファイブホープ� 第39回オークス（1978）
ファンタスト� 第38回皐月賞（1978）
スリージャイアンツ� 第80回天皇賞［秋］（1979）
ホースメンテスコ� 第39回桜花賞（1979）
アグネスレディー� 第40回オークス（1979）
テンモン� 第42回オークス（1981）
ブロケード� 第41回桜花賞（1981）
ビクトリアクラウン� 第7回エリザベス女王杯（1982）
リーゼングロス� 第42回桜花賞（1982）
カツラギエース� 第25回宝塚記念（1984）・第4回ジャパンカップ（1984）
ハッピープログレス� 第34回安田記念（1984）
カツラギハイデン� 第37回阪神3歳ステークス（1985）
サクラユタカオー� 第94回天皇賞［秋］（1986）
タカラスチール� 第3回マイルチャンピオンシップ（1986）
メリーナイス� 第38回朝日杯3歳ステークス（1986）�

第54回日本ダービー（1987）
タレンティドガール� 第12回エリザベス女王杯（1987）
フレッシュボイス� 第37回安田記念（1987）
サクラスターオー� 第47回皐月賞（1987）・第48回菊花賞（1987）
サクラチヨノオー� 第39回朝日杯3歳ステークス（1987）�

第55回日本ダービー（1988）
ニッポーテイオー� 第96回天皇賞［秋］（1987）�

第4回マイルチャンピオンシップ（1987）�
第38回安田記念（1988）

サクラホクトオー� 第40回朝日杯3歳ステークス（1988）
サンドピアリス� 第14回エリザベス女王杯（1989）
オグリキャップ� 第33回有馬記念（1988）・第6回マイルCS（1989）�

第40回安田記念（1990）・第35回有馬記念（1990）
ハクセイタイ� 第50回皐月賞（1990）
アグネスフローラ� 第50回桜花賞（1990）
オサイチジョージ� 第31回宝塚記念（1990）
プレクラスニー� 第104回天皇賞［秋］（1991）
シスタートウショウ� 第51回桜花賞（1991）
タケノベルベット� 第17回エリザベス女王杯（1992）
ウイニングチケット� 第60回日本ダービー（1993）
レガシーワールド� 第13回ジャパンカップ（1993）
オグリローマン� 第54回桜花賞（1994）
サクラチトセオー� 第112回天皇賞［秋］（1995）
サクラキャンドル� 第20回エリザベス女王杯（1995）
マイネルマックス� 第48回朝日杯3歳ステークス（1996）
イシノサンデー� 第56回皐月賞（1996）
サクラローレル� 第41回有馬記念（1996）・第113回天皇賞［春］（1996）
ウイングアロー� 第17回フェブラリーステークス（2000）�

第1回ジャパンカップダート（2000）
ランドパワー� 第123回中山大障害（2000）
ゴーカイ� 第2回中山グランドジャンプ（2000）�

第3回中山グランドジャンプ（2001）
ユウフヨウホウ� 第124回中山大障害（2001）
トウカイポイント� 第19回マイルCS（2002）
スマイルトゥモロー� 第63回オークス（2002）
アローキャリー� 第62回桜花賞（2002）
タニノギムレット� 第69回日本ダービー（2002）
ピースオブワールド� 第54回阪神ジュベナイルフィリーズ（2002）
ウインクリューガー� 第8回NHKマイルカップ（2002）
ヒシミラクル� 第63回菊花賞（2002）・第127回天皇賞［春］（2003）�

第44回宝塚記念（2003）
サニングデール� 第34回高松宮記念（2003）
ヤマニンシュクル� 第55回阪神ジュベナイルフィリーズ（2003）
マイネルレコルト� 第56回朝日杯フューチュリティーステークス（2004）
メルシータカオー� 第127回中山大障害（2004）
スイープトウショウ� 第9回秋華賞（2004）・第46回宝塚記念（2005）�

第30回エリザベス女王杯（2005）
スズカマンボ� 第131回天皇賞［春］（2005）
カワカミプリンセス� 第67回オークス（2006）・第11回秋華賞（2006）
ウオッカ� 第58回阪神ジュベナイルフィリーズ（2006）�

第74回日本ダービー（2007）・第58回安田記念（2008）�
第138回天皇賞[秋]（2008）・第4回ヴィクトリアマイル（2009）�
第59回安田記念（2009）・第29回ジャパンカップ（2009）

コスモバルク� 第6回シンガポール航空インターナショナルカップ�
［国際GⅠ］（2006）

メルシーエイタイム� 第130回中山大障害（2007）
マツリダゴッホ� 第52回有馬記念（2007）
スリーロールス� 第70回菊花賞（2009）
メルシーモンサン� 第12回中山グランドジャンプ（2010）
ビッグウィーク� 第71回菊花賞（2010）
ヒルノダムール� 第143回天皇賞[春]（2011）
ホエールキャプチャ� 第7回ヴィクトリアマイル（2012）
ロードカナロア� 第46回スプリンターズステークス（2012）�

香港スプリント[国際ＧⅠ]（2012）�
第43回高松宮記念（2013）・第63回安田記念（2013）�
第47回スプリンターズステークス（2013）�
香港スプリント[国際ＧⅠ]（2013）

ニホンピロアワーズ� 第13回ジャパンカップダート（2012）
ダノンプラチナ� 第66回朝日杯フューチュリティステークス（2014）
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