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新ひだか町教育委員会教育部生涯学習課



ポーツ合宿を受け入れています。

　屋外の施設等は冬季間使用できませんが、静内川河川敷には砂入り人工芝5面が整備さ

れたテニスコートがあり3月下旬から利用できる場合もあります。(雪解けの状況による)

　夜間照明が整備された野球場が2面あり夜間の利用も可能です。

静内弓道場

静内川右岸緑地公園内

　本町では、主に野球、サッカー、バレー、バスケット、ソフトテニス、水泳ほか各種ス

静内古川町1-1-5 夏211円、冬302円

(バスケ1面,バレー2面,羽球6面)

(バスケ1面,バレー2面,羽球6面)

静内古川町1-1-3 夏1,911円、冬2,224円

静内山手町2-9-1 夏1,911円、冬2,175円

静内武道館(剣道場1面,柔道場1面)

料金(税別1時間あたり)

静内川左岸緑地公園内

右岸テニスコート(人工芝5面,砂5面)

静内古川町1-1-5

左岸運動広場（多目的） 静内川左岸緑地公園内

右岸ゲートボール場(10面)

静内川右岸緑地公園内

左岸野球場 静内川左岸緑地公園内

古川公園野球場(ナイター可) 静内古川町1-5

右岸パークゴルフ場(36ホール) 静内川右岸緑地公園内

静内川右岸緑地公園内

右岸スケートリンク

左岸ソフトボール場(2面)

左岸サッカー場

静内川左岸緑地公園内

166円

342円

大　人620円/回 高校生370円/回
中学生250円/回 小学生120円/回
コース占用使用料＠1,153/ｈ×税日水連公認 25M×10コース

バレー１面、羽球2面

114円

450円、夜間照明2,055円

1日券342円ほか

342円

417円

342円

342円

342円

⚾施　設🎾

静内温水プール

■  静内地区

施設名 住所・場所

静内豊畑171-5

静内体育館

豊畑体育館

山手体育館

静内古川町1-1-4

新ひだか町では町外の団体等が各種スポーツ合宿を行っています。

雪が少ない気候から、屋外施設は比較的早くから利用可能です。

アクセス面では、乗用車だと静内地区までは新千歳空港から90分、

札幌からも120分と大変便利なところです。

お助け便利帳では、施設紹介のほか宿や食事の手配を少しだけお手

伝いし生活面をサポートします！



　静内地区では、民間の次の宿泊施設を利用しています。

　北海道市場(馬市)の時期は混雑が予想されますので、日程をご確認の上ご計画下さい。

　〈主な種目〉バレーボール、バスケットボール、バドミントン、ソフトテニス、水泳

１．合宿プランのあるお宿

〈おやどサンスポット〉

※料金は改定されている場合がありますので、その都度ご確認ください

■  三石地区

料金(税別)

夏1,911円、冬2,085円

90円

166円

450円、夜間照明2,055円

1日券342円ほか三石蓬莱山公園パークゴルフ場 三石東蓬莱128-2

三石緑ケ丘運動公園球場 三石本町221-1

三石東蓬莱10-1

三石旭ケ丘運動広場 三石旭町167-1

三石スポーツセンター

　区　　分

70名程度受入れ可能

http://www.hotel-sunspot.co.jp/1泊2食付

税込・１人

🏨宿　泊🏨

大　人

中高生

小学生

■  静内地区

5,300円

4,600円

3,900円

備   考

施設名 住所・場所

三石東蓬莱12-30

三石テニスコート(1面)

右岸テニスコート

静内体育館

温水プール

http://www.hotel-sunspot.co.jp/


２．その他のホテル・旅館

空室情報、料金は直接お問い合わせください。

生活館や集会施設も利用可能です。詳しくは管理人にお問い合わせください。

■  三石地区

　三石地区では、民間の宿泊施設のほか、三石スポーツセンターでの宿泊が可能です。

　〈主な種目〉バレーボール、バスケットボール、バドミントン、野球

１．ホテル・旅館

♨入浴は、みついし昆布温泉「蔵三」がおススメ！車で10分！

浴場あり0146-42-7211

0146-42-0425

0146-45-2000

富岡旅館(静内本町4-5-12)

宮崎旅館(静内本町3-4-1)

【カギの受取】静内御幸町4-6-17　自宅まで

http://kurazou.ambix.biz/smart/

名　称

一力旅館 (三石旭町18)

よしだ旅館 (三石本桐205-26)

https://eclipsehotel.jp/

http://www.h-laurel.jp/

https://www.satokanko.com/hotel_sato/index.html

0146-34-2031

みついし昆布温泉「蔵三」 (三石鳧舞162)
0146-34-2300

ＴＥＬ

２．三石スポーツセンター

備　考

仕出しあり

備　考

時　期

５月～10月

11月～４月

１人/泊(税別)

890円

1,074円

・寝具あり

備　考

・和室４部屋

・受入可能人数　60人

・シャワー３室有

・洗濯機２台有

・炊事場有（114円/回）

ＴＥＬ

0146-43-2423

名　称

エクリプスホテル(静内吉野町3-1-1)
0146-43-3811

ホテルローレル(静内本町1-1-1)

ホテルサトウ(静内本町3-3-4)

ホテルアネックスイン(静内本町2-3-1)

https://www.satokanko.com/annexinn/index.html

備　考

0146-43-3848

0146-43-3678

３．生活館・集会施設

名　称 住　所 ＴＥＬ

静内生活センター 静内御幸町5-6-1 090-2698-6948

【管理人】柴田徳一

研修室

http://kurazou.ambix.biz/smart/
https://eclipsehotel.jp/
http://www.h-laurel.jp/
https://www.satokanko.com/hotel_sato/index.html
https://www.satokanko.com/annexinn/index.html


■  静内地区

■  三石地区

■  静内地区

備　考

・ケータリング可

0146-43-1650

マイクロバス送迎あり
(環境整備公社☎42-1145)
静内市街地から車で15分

・配達可

ＴＥＬ

静内本町1-2-31

☎0146-42-0620

大人

小人

・昼食のみ

🍽食　事🍴

静内温泉

店　名

0146-33-2423

0146-42-5270

ＴＥＬ

大人

小学生

定休日

あじ家

静内浦和106

・配達不可

・配達可

営業時間

営業時間・定休日

♨入　浴♨

500円

160円

450円

140円

14:00～20:00(木曜定休)

店　名

0146-33-2458

☎0146-44-2111

http://shizunai-onsen.jp/

恵比寿湯

料　金

・配達可

定休日

月曜日ふるかわ 10:30～16:00

備　考営業時間

店　名

一　力

味処　友

食 堂
和 室

http://shizunai-onsen.jp/


ホテルアネックスイン向かい

　
■  静内地区

　
合宿に関する問合せ先は各施設または担当課までお願いします。

■  施設予約に関すること

℡ 0146-42-0048 ℡ 0146-42-0076

℡ 0146-34-2300 ℡ 0146-33-2744

■  合宿全般に関すること

℡ 0146-42-0075 担当～小瀧

メール：boe-sports@town.shinhidaka.lg.jp

ランドリーランド(三石旭町23-1)

https://laundry-land.com/

営業時間

6:00～24:00

7:00～22:00

7:00～23:00

営業時間

6:00～23:00

🛏寝　具🛏

店　名

コインランドリーAnnex(静内本町2-2-10)

https://www.satokanko.com/coinlaundly_annex/index.html

ウオッシュ(静内木場町2-1-30)

日高エアウォーターランドリー静内吉野町4-2-5

店　名

店名 料　金 備　考

原ふとん店

１組1,000円/泊静内こうせい町1-9-2

☎0146-42-6711

☎問合せ☏

三石スポーツセンター

山手体育館

静内温水プール

静内体育館

教育委員会教育部生涯学習課

店　名

☎0146-34-2300

http://kurazou.ambix.biz/smart/

■  三石地区

■  三石地区

■  静内地区

👕洗　濯(コインランドリー)👖

大人

小学生

料　　金

マイクロバス(28人定員)送迎あ
り※コロナ対策中は15名まで
10:00～21:00
三石スポーツセンターから車で
10分

営業時間・定休日

500円

160円

みついし昆布温泉「蔵三」

三石鳧舞162

https://laundry-land.com/
https://www.satokanko.com/coinlaundly_annex/index.html
http://kurazou.ambix.biz/smart/

