
10,831.62 83,423.82

［企画総務部政策推進課]　2019/6/1更新

DATAFILE　　　1.概要-1.まちの姿-1.数字で見る北海道・十勝の中の幕別町

項　　　　　目 単位 幕 別 町 十　　勝 全　　道 摘　　　要

世帯 10,944 

面　積 総面積 km 477.64

2,444,810 

人

国土地理院
平成30年10月1日現在4.41% 0.57% 

人　口

人　口 人 26,760 

世帯数
7.27% 0.45% 

0.45% 

342,668 5,339,539 

343,436 5,381,733 

7.79% 0.50% 

150,525 

校

児童数 人

人

168,603 2,772,845 

7.34% 

9 
93 1,045 

平成30年学校基本調査

9.68% 0.86% 

1,423 
17,111 243,511 

8.32% 0.58% 

8,902 126,986 
中学校

学校数 校 5 
48 597 

10.42% 0.84% 

生徒数 755 
8.48% 0.59% 

農　業

経営耕地面積

教　育

小学校

学校数

ha 20,921 

総農家数 戸 532 
9.60% 

平成27年農林業センサス

235,268 1,050,451 

8.89% 1.99% 

5,544 44,433 

1.20% 

工　業

事業所数 件 30 
375 5,189 

出荷額
46,457,138 605,759,436 

平成29年工業統計調査

8.00% 0.58% 

従業者数 人 1,086 
12,451 167,770 

8.72% 0.65% 

3.80% 0.29% 

販売額 百万円 46,930 

万円 1,765,027 

商店数 件 186 

従業者数 人 1,389 

3,054 42,769 

平成26年商業統計調査

6.09% 0.43% 

23,826 358,174 

件 987 

916,567 16,455,227 

5.12% 0.29% 

商　業

平成26年経済センサス基礎調査
6.03% 0.42% 

従業者数 人 8,063 
140,884 

事業所

事業所数

2,206,038 

5.72% 0.37% 

16,377 233,037 

平成27年国勢調査
平成27年10月1日現在

平成31年１月１日現在
住民基本台帳人口要覧

0.50% 

5.83% 0.39% 

人　口

世帯数 世帯

27,068 

12,369 

7.81% 

2
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[企画総務部政策推進課]　2019/6/1更新

DATAFILE　　 1.概要-1.まちの姿-2.ひと目でわかる幕別町

国勢調査 国勢調査 国勢調査 国勢調査

1世帯の人数
子どもの割合
（15歳未満）

高齢者の割合
（65歳以上）

男：女

2.5人 13.24% 29.99% １：1.12

平成27年10月１日現在 平成27年10月１日現在 平成27年10月１日現在 平成27年10月１日現在

1日2.60人 1日2.85人

住民基本台帳 住民基本台帳 住民基本台帳 住民基本台帳

出　生 死　亡 転　入 転　出

平成31年３月末

農林業センサス 幕別町水道課調べ 幕別町土木課調べ

1日0.47人 1日0.83人

耕地面積
上水道
簡易水道

公　園

平成31年３月末 平成31年３月末 平成31年３月末

農家1戸
38.6ha

1人278㍑/日 1人90.60㎡

平成27年２月１日現在 平成30年度 平成30年度

幕別町防災環境課調べ 幕別町防災環境課調べ 幕別町住民生活課調べ 幕別町政策推進課調べ

1日777件

ゴミ排出量 ゴミ処理経費
国民健康保険

診療諸費
ホームページ

アクセス

平成30年度 平成30年度 平成30年度 平成30年度

1世帯
441kg/年

1世帯
27,531円/年

1人
33.4万円/年

幕別町政策推進課調べ

一般会計
予算額

幕別消防署調べ 幕別消防署調べ

幕別町防災環境課調べ

幕別町政策推進課調べ

火災発生 救急出動

交通事故

一般会計
決算額

1人
55.4万円
平成31年度当初

30.4日に1件 1日3.3件

12.1日に1件

1人
59.5万円

平成30年度 平成30年度

平成30年度

平成29年度決算
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DATAFILE 　　1.概要-1.まちの姿-3.昔(10年前)の姿と今の姿

単位 現　　在 １０年前 増減率 摘　　　要

人 26,760 26,868 ▲ 0.40% 

世帯 10,944 10,126 8.08% 

15歳未満 人(％) 3,342（13.24） 4,086（15.21） ▲ 13.31% 

15歳～64歳 人(％) 15,173（56.70） 16,713（62.20） ▲ 9.21% 

65歳以上 人(％) 8,025（29.99） 6,069（22.59） 32.22% 

第１次 人(％) 2,288（17.50） 2,408（17.97） ▲ 4.98% 

第２次 人(％) 2,342（17.91） 2,609（19.47） ▲ 10.23% 

第３次 人(％) 8,012（61.27） 8,215（61.29） ▲ 2.47% 

就業者計 人 13,077 13,403 ▲ 2.43% 

人 1,398 1,709 ▲ 18.20% 

人 732 876 ▲ 16.44% 

戸 532 659 ▲ 19.27% 

ha/戸 38.6 34.3 12.54% 

件 30 41 ▲ 26.83% 

人 1,086 1,315 ▲ 17.41% 

百万円 17,650 21,940 ▲ 19.55% 

件 186 239 ▲ 22.18% 

人 1,389 1,565 ▲ 11.25% 

百万円 46,930 39,934 17.52% 

件 987 936 5.45% 

人 8,063 7,598 6.12% 

台 25,940 23,869 8.68% 

台/人 0.96 0.87 10.34% 

千㎥ 2,357 2,282 3.29% 

人 21,777 21,226 2.60% 

建築確認
申　請

件 88 127 ▲ 30.71% 
10年前：平成20年度
現　 在：平成30年度

国民健康
保険

円/人 333,668 285,089 17.04% 
10年前：平成20年度
現　 在：平成30年度

生活保護 世帯 273 228 19.74% 
10年前：平成20年度
現　 在：平成30年度

救急活動 件 1,195 879 35.95% 
10年前：平成20年(１月～12月）
現 　在：平成30年(１月～12月）

交通事故 件 30 78 ▲ 61.54% 
10年前：平成20年度
現　 在：平成30年度

[企画総務部政策推進課]　2019/6/1更新

項　　　　　目

人　口

人　口

国勢調査
10年前：平成17年10月１日
現　 在：平成27年10月１日

世帯数

年齢別
３区分

就業構造

教　育
小学校児童数 学校基本調査

10年前：平成21年５月１日
現　 在：令和元年５月１日中学校生徒数

農　業
農家戸数 農林業センサス

10年前：平成17年
現 　在：平成27年１戸当たり耕地面積

工　業

事業所数
工業統計調査
10年前：平成19年
現 　在：平成29年

従業者数

出荷額

商　業

商店数
商業統計調査
10年前：平成16年
現　 在：平成26年

従業者数

販売額

事業所
事業所数 10年前：平成16年

　　　　　（事業所・企業統計調査）
現 　在：平成26年
　　　　　（経済センサス）従業者数

自動車
登　録

自動車登録台数
10年前：平成19年度
現　 在：平成29年度

１人当たり登録台数

保護世帯数

出動件数

事故件数

上下水道
上水道年間給水量

10年前：平成20年度
現　 在：平成30年度

下水道水洗化人口

申請件数

１人当たり
年間診療諸費
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●経緯度
北緯
東経

●総面積 477.64 平方km
東西 20 km
南北 47 km

●標高
最高 331.2 m
最低 10 m

●人口及び世帯数（平成30年３月末住民基本台帳）
幕別 忠類 幕別＋忠類

総人口 25,162人 1,554人 26,716人 
男 11,978人 731人 12,709人 
女 13,184人 823人 14,007人 

総世帯数 11,643戸 778戸 12,421戸 

※幕別町の総面積について
①　幕別町と更別村との未確定だった境界が確定し
現在の面積となる。（平成23年６月１日）

②　国土地理院による計測方法の変更に伴い総面積
がかわる。（平成26年10月１日）

DATAFILE 　　1.概要-2.位置・地勢-1.位置・地形・地質・河川・植生

[企画総務部政策推進課]　2019/6/1更新

【478平方km→477.68平方km】

477.68平方km→477.64平方km】

東西 20km

南
北

4
7
km

42°54′20″
143°21′35″
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DATAFILE 　　1.概要-2.位置・地勢-1.位置・地形・地質・河川・植生

[企画総務部政策推進課]　2019/6/1更新

＜字界図＞

札内

青葉町

相川

明野

新川
軍岡

大豊

南勢
新和

豊岡

猿

別

日新

依田

千住

途

別

古舞

栄 明倫

糠内
五位

美川

中里

駒畠

弘和

忠類明和

忠類

元忠類
忠類

公親

忠類

朝日
忠類日和

忠類西当 忠類

忠類

忠類東宝

忠類幌内

忠類中当

忠類新生

忠類古里
忠類晩成忠類

市街

幕別

札内

市街

旭町

幸町

本町

新町

緑町

宝町

南町

寿町

札内

東町

札内

稔町

札内

北町

札内

桜町

札内

西町

札内

暁町

札内

豊町

札内

新北町

札内

共栄町

札内

北栄町

札内

堤町

札内

桂町

札内

若草町

札内

中央町

札内

春日町

札内

泉町札内

あかしや町

札内

文京町

札内

みずほ町

忠類

幸町
忠類

栄町

忠類

錦町
忠類

白銀町

忠類

本町

錦町
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【幕別地域】
最深 平均 年間日照

年　　次 積雪 風速 最大 最大瞬間 年 日 日 年間 最大日 時間

(cm) (m/s) (m/s) (m/s) 平均 最高 最低 降水量 降水量 (年間)

平成15年 87   2.2   12.1   23.9   6.4   30.8   -22.5   830.5 145.0   2,009.0

平成16年 111   2.3   14.3   27.0   7.5   35.2   -20.8   827.0 58.0   2,142.5

平成17年 82   2.3   12.3   23.7   6.9   35.4   -21.5   734.0 100.0   2,114.0

平成18年 51   2.3   12.8   27.3   7.3   34.3   -20.9   963.5 75.0   1,950.3

平成19年 41   2.1   12.4   23.5   7.4   35.5   -16.5   893.5 83.0   2,116.0

平成20年 51   2.1   15.6   23.3   7.3   33.2   -22.7   476.5 36.0   2,025.8

平成21年 79   2.1   13.2   22.4   7.2   32.8   -20.3   1,076.5 45.0   2,002.6

平成22年 72   2.1   13.8   23.8   8.0   36.0   -22.4   1,159.0 90.0   1,919.0

平成23年 52   2.1   13.7   22.1   7.5   34.0   -19.4   876.0 48.0   2,054.4

平成24年 76   2.0   12.7   22.3   7.2   33.9   -22.5   1,177.0 108.5   1,883.8

平成25年 72   2.2   13.4   23.1   7.3   33.6   -22.7   933.5 88.0   1,944.6

平成26年 53   2.3   13.6   23.4   7.6   34.8   -20.1   885.0 64.0   2,162.4

平成27年 80   2.2   13.8   23.6   8.1   36.5   -20.2   890.5 84.5   2,094.2

平成28年 97   2.2   14.6   24.2   7.2   32.3   -19.6   1,275.0 87.5   2,063.9

平成29年 63   2.1   12.3   21.4   7.2   37.1   -22.1   892.5 101.0   2,181.9

平成30年 106   1.9   12.0   21.3   7.5   34.5   -21.3   1,107.0 58.5   1,986.9

【忠類地域】
最深 平均 年間日照

年　　次 積雪 風速 最大風速 最大瞬間 年 日 日 年間 最大日 時間

(cm) (m/s) (m/s) (m/s) 平均 最高 最低 降水量 降水量 (h)

平成15年 113   2.4   4.8   29.8   -28.1   1,009.0 122.0   1,750.7

平成16年 143   2.4   6.1   33.8   -26.0   927.0 75.0   1,894.0

平成17年 108   2.3   5.3   33.6   -25.8   915.0 146.0   1,886.3

平成18年 57   2.4   5.7   32.1   -25.6   949.0 74.0   1,722.4

平成19年 75   2.3   5.9   34.6   -21.7   1,110.0 171.0   1,849.8

平成20年 91   2.4   14.1 20.7 5.5   31.0   -27.1   754.5 69.5   1,904.4

平成21年 110   2.5   12.6 21.2 5.5   29.8   -25.2   1,358.0 68.5   1,906.6

平成22年 106   2.6   13.8 23.2 6.4   35.2   -28.0   1,142.0 89.0   1,853.8

平成23年 64   2.4   10.4 18.8 5.6   32.2   -25.6   1,090.0 86.0   1,992.6

平成24年 105   2.5   12.0 21.9 5.3   32.8   -28.1   1,396.0 210.0   1,891.9

平成25年 88   2.6   15.5 22.0 5.8   31.9   -25.7   1,215.0 113.0   1,927.8

平成26年 79   2.7   13.9 23.4 5.9   32.8   -23.8   1,025.5 78.5   2,193.2

平成27年 129   2.7   14.3 28.9 6.6   35.8   -23.8   956.5 99.0   2,034.8

平成28年 115   2.7   16.1 26.1 5.7   31.5   -24.1   1,452.0 99.5   2,029.7

平成29年 81   2.6   13.3 24.3 5.6   34.9   -25.5   1,035.0 220.0   2,138.6

平成30年 117   2.6   13.3 20.9 5.9   34.0   -26.0   1,186.5 63.0   1,912.1

≪用語解説≫
1  最深積雪・・・年間で最も積もった雪の深さ。
2  平均風速・・・年間の平均風速。風速は10分間平均風速を言う。
3  最大風速・・・10分間平均風速の最大値。
4  最大瞬間風速・・・瞬間風速の最大値。
5  年平均気温・・・毎日の平均気温の月間の平均を月平均気温とし、その毎月の平均気温の年間の平均を言う。 
6  日最高気温・・・年間の日最高気温。
7  日最低気温・・・年間の日最低気温。
8  年間降水量・・・年間の降水量。
9  最大日降水量・・・一日の最大降水量

10  年間日照時間・・・年間の日照時間。

14.0          

15.0          

13.0          

16.0          

(資料：大樹地域気象観測所）
風速 気　　温　(℃) 降水量(mm)

12.0          

[企画総務部政策推進課/気象庁HP気象統計情報]　2019/6/1更新

DATAFILE　　　1.概要-3.気象-1.気温・降水量・日照時間

(資料：帯広測候所）
風速 気　　温　(℃) 降水量(mm)
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[企画総務部政策推進課・忠類総合支所地域振興課地域振興係] 2019/6/1 更新 

DATAFILE   1.概要-4.沿革-1.略年表 

幕別地域 忠類地域 

 安政５年（１８５８）

・７月 松浦武四郎が当縁川をのぼる。 

明治２年（１８６９） 

・８月 開拓使が置かれ、蝦夷を北海道とあらため

行政区画を11国86郡とした。十勝国は７郡51

村に分けられ、十勝・中川・河東・川上の４

郡は静岡藩の管轄となる。 

・   ヤムワッカ村（現在の幕別市街）、チロト

村（千住）、イカンベツ村（相川地区）、ヘ

チャロ村（札内地区）、マクウンベツ村（前

記を除く地域）の５村が定められた。これが

幕別町の母体であるが、この当時はわずかに

アイヌ民族が住んでいたのみである。 

 

明治13年（１８８０） 

・２月 大津村に十勝外四郡戸長役場が設けられ、

止若・白人・咾別・別奴・幕別村はその所管

となる。 

 

明治15年（１８８２） 

・２月 開拓使を廃し、札幌・函館・根室の３県を

置き、十勝国は札幌県の管轄となる。 

・   仙台出身の細谷十太夫が止若村に入地。幕

別に入地した 初の和人としたと記録され

ているが、開拓に従事したかどうかは不明。

 

明治18年（１８８５） 

・４月 アイヌ授産のため保護地を設け農業を奨

励。幕別の保護地は、止若・白人・咾別・別

奴・幕別村の５ヶ村。 

 

明治22年（１８８９） 

・   永井三治が止若村（現在の明野）に入地し、

開拓に従事した 初の人である。 

 

明治25年（１８９２） 

・   初の団体移住として香川県移民奨励会１

３戸が止若村（現在の十勝川鉄橋付近）に、

徳島県の南海社14戸が咾別村に入地。 

 

明治26年（１８９３） 

・   大津街道（旧国道）が完成。 

・４月 武山市街に止若郵便局が開局。 

 

明治27年（１８９４） 

・７月 猿別市街を区画し貸付け。 

明治27年（１８９４） 

・５月 群馬県新田郡鳥之郷村の人岡田新三郎、丸

山南麓に単身入地、忠類村の開拓始まる。 

明治28年（１８９５） 

・４月 幕別小学校の前身、私立教育所が猿別市街

に開校。 

 

明治30年（１８９７） 明治30年（１８９７） 
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・９月１日 幕別村・止若村・白人村・咾別村・別

奴村・凋寒村・蝶多タ村の７ヶ村が大津の戸

長役場より分離し、「幕別外６ヶ村戸長役場」

を猿別市街に設けた。この年が幕別町の開基

第１年目である。 

・２月 新潟県人鈴木久太郎ら７戸、当縁川沿岸に

移住。 

・   当縁郡歴舟・大樹・当縁３ヶ村戸長役場設

置。 

明治31年（１８９８） 

・６月 公立猿別尋常小学校開校。 

 

明治32年（１８９９） 

・５月 幕別外６ヶ村長役場から凋寒村・蝶多村を

分離し、「幕別４ヶ村戸長役場」となる。凋

寒は現在の池田町、蝶多は池田町千代田地区

のことである。 

・７月 猿別尋常小学校白人分校開校。 

 

明治33年（１９００） 

・   晩成社が途別で開田。 

・８月 糠内小学校の前身である、糠内簡易教育所

が開設。 

 

明治34年（１９０１） 

・   途別小学校の前身である、途別簡易教育所

が開設。 

・２月 猿別市街に幕別郵便局開局。 

 

明治38年（１９０５） 

・10月 鉄道釧路線の利別帯広間が開通、同時に止

若停車場（幕別駅の前身）が営業を開始。 

 

明治39年（１９０６） 

・４月 ２級２町村制を施行し５ヶ村をあわせて１

村とし、村名を「幕別村」とする。初代村長

は松宮直次郎。 

・８月 村役場を止若市街に移転。 

明治39年（１９０６） 

・４月 当縁郡が廃止。広尾・十勝２郡に分割され、

茂寄村の管轄となる。 

明治43年（１９１０） 

・１月 札内市街に停車場開業。 

 

大正２年（１９１３） 

・   新田帯革製造所製渋工場が設立。 

 

大正７年（１９１８） 

・５月 合資会社新田ベニヤ製造所が設立。 

 

大正８年（１９１９） 

・４月 １級１町村制を施行。人口11,250人。 

 

大正15年（１９２６） 

・４月 幕別村大字別奴村のうち字更別、上途別、

古舞の一部を大正村に編入。 

・   若山牧水が札内郊外の黒田温泉に滞在。 

大正15年（１９２６） 

・６月 茂寄村を広尾村と改称。 

昭和２年（１９２７） 

・４月 糠内尋常小学校の付属を離れ、奥糠内尋常

小学校となる。 

・４月 恩根内特別教授場を新和尋常小学校と改

称。 

 

昭和３年（１９２８） 

・11月 役場新庁舎建築完成。 

昭和３年（１９２８） 

・10月 広尾村から分村して大樹村となる。 
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・11月 開村30周年。 

昭和４年（１９２９） 

・10月 古舞尋常小学校上茂発谷特別教授場を開

設。 

昭和４年（１９２９） 

・明道小学校上当縁分教所が開校。 

昭和５年（１９３０） 

・６月 止若市街で大火災発生。 

昭和５年（１９３０） 

・10月 国鉄広尾線忠類駅開業。 

昭和６年（１９３１） 

・７月 分裂村会で、それぞれ村長を選出。 

昭和６年（１９３１） 

・ 白銀台スキー場開設。 

昭和７年（１９３２） 

・   晩成社解散。 

昭和７年（１９３２） 

・９月 幌内特別教授場開校。 

・11月 国鉄広尾線全線開通。 

昭和８年（１９３３） 

・４月 帯広で市制施行。 

・８月 新和、茂発谷尋常小学校が合併し共和尋常

小学校となる。 

昭和８年（１９３３） 

・ 忠類郵便局開局。 

昭和10年（１９３５） 

・   千代田堰堤が完成。 

 

 昭和11年（１９３６） 

・３月 西当縁尋常小学校開校。 

・８月 忠類市街地に電話が開通する。 

昭和12年（１９３７） 

・５月 若山牧水歌碑の除幕式を開催。 

・11月 メン川に鮭ふ化場を建設。 

 

昭和13年（１９３８） 

・止若橋（木橋）の渡橋式を開催。 

昭和13年（１９３８） 

・ 中当縁特別教授場開校。 

昭和14年（１９３９） 

・村会で「町制」を協議。 

 

昭和15年（１９４０） 

・４月 白人尋常小学校に高等科を設置。 

・８月 上糠内、上茂発谷、弘成特別教授場が尋常

小学校に昇格。 

 

昭和16年（１９４１） 

・小学校を国民学校と改める。 

昭和16年（１９４１） 

・小学校を国民学校と改める。 

昭和17年（１９４２） 

・２月 幕別町森林組合が設立。 

 

昭和18年（１９４３） 

・上途別、古舞の住民が大正村編入を陳情。 

 

昭和19年（１９４４） 

・稲士別尋常小学校を豊岡尋常小学校と改称。 

・青年学校を統合。公立幕別青年学校となる。 

・全村の字名を改称。 

 

昭和20年（１９４５） 

・止若、札内市街が空襲をうける。 

 

昭和21年（１９４６） 

・９月15日 開基50周年のこの年、町制施行。「幕

別町」となる。 

・10月１日 開基50年、町制施行記念祝賀会。 

昭和21年（１９４６） 

・５月 忠類診療所の増改築を行う。 
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昭和22年（１９４７） 

・10月１日 札内、糠内、駒畠に役場出張所を開設。

・12月 池田町より新川を編入。 

昭和22年（１９４７） 

・５月 忠類中学校開校。 

昭和23年（１９４８） 

・４月 勢雄、弘和の一部を大正村に分割、幕別町

が現在の行政面積になったのはこの年から

である。 

昭和23年（１９４８） 

・ 忠類農業協同組合設立。 

昭和24年（１９４９） 

・11月 幕別商工会設立 

昭和24年（１９４９） 

・８月20日 大樹村から分村して忠類村となる。 

昭和25年（１９５０） 

・４月 初の社会教育委員を任命。 

・５月 役場で初の部課制を採用 

昭和25年（１９５０） 

・３月 忠類村開拓農業協同組合設立。 

昭和26年（１９５１） 

・３月 幕別小学校の分校から離れ、大豊小学校と

なる。 

・８月 幕別町社会福祉協議会が発足。 

昭和26年（１９５１） 

・１月 忠類中学校中当縁分校開校。 

・２月 忠類小学校全焼。 

昭和27年（１９５２） 

・３月 Ｍ８.１の十勝沖地震発生。 

・５月 広報「幕別だより」第１号を発行。 

昭和27年（１９５２） 

・３月 忠類村森林組合設立。 

・10月 中当縁中学校開校。 

昭和28年（１９５３） 

・12月 止若市街にて上水道が給水開始した。 

昭和28年（１９５３） 

・８月 村内の字名地番を改正する。 

・11月 公親発電所が完成。144戸に送電。 

昭和29年（１９５４） 

・８月 天皇・皇后両陛下が行幸啓。止若駅に下車。

昭和29年（１９５４） 

・１月 村章を制定（重信安彦氏デザイン）。 

昭和30年（１９５５） 

・10月 止若橋完成。 

昭和30年（１９５５） 

・12月 忠類村が「高度集酪農地域」に指定される。

昭和31年（１９５６） 

・４月 幕別町青年団体連絡協議会結成。 

昭和31年（１９５６） 

・ 広報「ちゅうるい」第１号を発行。 

昭和32年（１９５７） 

・12月23日 開基60周年記念式典挙行。 

昭和32年（１９５７） 

・８月 忠類村商工会発足。 

昭和33年（１９５８） 

・12月 止若駅新築落成。 

昭和33年（１９５８） 

・５月 忠類村衛生協協力会が設立。 

昭和34年（１９５９） 

・11月 蝦夷文化考古館完成。 

昭和34年（１９５９） 

・５月 中当縁開拓診療所設置。 

昭和35年（１９６０） 

・９月 幕別商工会創立総会を開催。 

昭和35年（１９６０） 

・５月 忠類村防犯協会が発足。 

昭和36年（１９６１） 

・12月 幕別町章制定。 

昭和36年（１９６１） 

・１月 忠類村商工会設立。 

・10月 青年婦人研修所新築。 

昭和37年（１９６２） 

・６月 幕別消防庁舎完成。 

・12月 猿別、千住永久橋完成。 

昭和37年（１９６２） 

・11月 国道236号忠類大樹間開通。 

・ ゆり根の栽培始まる。 

昭和38年（１９６３） 

・   財団法人幕別振興公社を設立。 

・   南町住宅団地を造成。 

・11月 止若駅を幕別駅と改称。 

昭和38年（１９６３） 

・３月 古里簡易郵便局開局。 

昭和39年（１９６４） 

・   春日団地完成。 

昭和39年（１９６４） 

・10月 生花、晩成、中当、古里地区の電化が完了。
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昭和40年（１９６５） 

・３月 町立幕別高等学校が道立に移管。 

・10月 町営乳牛育成牧場の造成工事を開始。 

昭和40年（１９６５） 

・８月 共栄地区に村営牧場を造成する。 

昭和41年（１９６６） 

・５月 止若地区の字名改称と地番整理を実施。 

・８月 幕別町民会館が完成。 

・10月１日 開基70周年。 

昭和41年（１９６６） 

・４月 忠類村開拓功労者年金制度が発足。 

昭和42年（１９６７） 

・３月 幕別・豊頃学校給食センターが完成、完全

給食を実施。 

・５月 町営乳牛育成牧場の造成を終了し、受け入

れを開始する。 

・４月 札内出張所を支所に昇格。 

昭和42年（１９６７） 

・５月 共栄地区村営牧場放牧開始。 

 

昭和43年（１９６８） 

・12月 町営国民宿舎幕別温泉が完成、営業開始。

昭和43年（１９６８） 

・２月 大樹忠類学校給食組合設立。 

・９月 ＮＨＫ忠類テレビ中継放送所開局。 

昭和44年（１９６９） 

・３月 統合のため新和中学校閉校。 

・３月 役場新庁舎建設を決定。 

昭和44年（１９６９） 

・２月 南十勝３町村し尿処理組合設立。 

・７月 晩成地区農免道路工事現場からナウマン象

の化石骨発見。 

・10月 村民憲章制定。 

・10月 ナウマン象化石骨の発掘調査。 

昭和45年（１９７０） 

・８月 「議会だより」第１号を発行。 

・11月 旭町団地起工。 

・12月 「新都市計画法による区域を決定する告示」

により、市街化区域と市街化調整区域が指定

された。 

昭和45年（１９７０） 

・６月 ナウマン象化石骨の発掘調査。 

・10月 ナウマン象化石骨の発掘調査。 

・10月 体育館（現「忠類体育館」）建設。 

昭和46年（１９７１） 

・３月 役場庁舎建設。清水建設と随契。 

・12月20日 糠内・駒畠間に町営バス運行。 

昭和46年（１９７１） 

・２月 南十勝消防事務組合設立。 

・３月 中当縁小中学校廃止。 

・４月 過疎地域として公示。 

・７月 大樹忠類衛生施設組合設立。 

・８月 村立歯科診療所開設。 

・９月 忠類村開拓農業協同組合解散。 

・11月 村営明和牧場完成。 

昭和47年（１９７２） 

・３月 弘和小学校閉校。 

・７月 役場新庁舎建築完成。 

・12月 幕別町土地開発公社を設立。 

昭和47年（１９７２） 

・３月 明和小学校廃校。 

・８月 村民プール（現「忠類町民プール」）完成。

・12月 ナウマン象発掘跡地に記念碑建立。 

昭和48年（１９７３） 

・５月 幕別中央保育所開所。 

・５月 若山牧水歌碑移転鎮座式を開催。 

昭和48年（１９７３） 

・１月 忠類地区簡易水道完成。 

・５月 忠類村土地開発公社設立。 

・11月 白銀霊園（現「忠類墓地」）造成完了。 

昭和49年（１９７４） 

・４月 札内福祉センター完成。 

・２月 歌人、若山牧水の歌碑が縁となり、宮崎県

東郷町と友好町盟約書を調印した。 

昭和49年（１９７４） 

・３月 西当縁小学校廃止。忠類小学校に統合。 

・８月 開村25周年記念式を開催。 
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・12月 札内駅舎新築落成。 

昭和50年（１９７５） 

・４月 白人中学校、途別中学校、古舞中学校を閉

校。新たに札内中学校を開校する。 

・   第１次拡張事業による猿別浄水場が完成

し、給  水を開始。 

昭和50年（１９７５） 

・８月 埼玉県上尾市子ども会来村。 

昭和51年（１９７６） 

・３月 道営４階建住宅完成。 

・６月 札内市街の字名改称を実施。 

・10月１日 開基80周年。平和通りが完成。 

昭和51年（１９７６） 

・７月 コミュニティセンター完成。 

・11月 上当寿の家完成。 

昭和52年（１９７７） 

・   札内地区の人口（9,607人）が幕別地区の

人口（9,597人）を上回る。 

・   明野ケ丘公園の造成に着手。 

・５月 町営国民宿舎幕別温泉ホテル周辺が国民保

養温泉地の指定を受ける。 

・９月 幕別観光協会が発足。 

・   あかしや南、中里近隣センター開設。 

昭和52年（１９７７） 

・10月 西当寿の家完成。 

・11月 忠類中学校開校30周年記念式典開催。 

昭和53年（１９７８） 

・３月 新川小学校、西猿別小学校、大豊小学校閉

校。統合幕別小学校を開校する。 

・   西猿別近隣センター完成。 

・   幕別温泉ホテル開業10周年を迎える。 

・４月 幕別町立幼稚園開園 

昭和53年（１９７８） 

・11月 中当母と子の家完成。 

・11月 忠類小学校開校70周年記念式典開催。 

・12月 南十勝消防事務組合忠類支署庁舎完成。 

昭和54年（１９７９） 

・３月 人口20,000人を突破。 

・３月 特別養護老人センター札内寮オープン。 

・   死亡事故ゼロ300日を達成。 

・   依田近隣センター完成。 

・   青葉保育所完成。 

昭和54年（１９７９） 

・８月 開村30周年記念式典挙行。 

・８月 交通事故死ゼロ記録1,716日でストップ。

・11月 西忠寿の家完成。 

昭和55年（１９８０） 

・１月 札内北土地区画整理事業を開始。 

・   糠内小学校完成と開校80周年記念式典を開

催。 

・３月 美川小学校が糠内小学校に統合のため閉

校。 

・６月 母子健康センター廃止。 

・６月 町民健康センター開設。 

・   昭和55年国勢調査実施、人口20,085人。 

・11月 相川小学校新校舎完成。 

・   札内あかしや児童館完成。 

昭和55年（１９８０） 

・１月 忠類中学校校舎完成。 

・２月 商工会館完成。 

・11月 趣味の作業所完成。 

昭和56年（１９８１） 

・４月 札内北小学校開校。 

・   十勝俳句村オープン。 

昭和56年（１９８１） 

・８月 村の木、花を制定。 

・11月 白銀台スキー場に宿泊ロッジが５棟完成。

昭和57年（１９８２） 昭和57年（１９８２） 
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・４月 働く婦人の家完成。 

・４月 老人福祉センター完成。 

・   札内北保育所開設。 

・７月 幕別消防署完成。 

・９月 幕別郵便局完成。 

・   札内郵便局完成。 

・12月 糠内コミュニティセンター完成。 

・１月 郷土誌「ふるさと」発刊。 

・11月 忠類村森林組合設立30周年記念式典挙行。

昭和58年（１９８３） 

・９月 農業者トレーニングセンター完成。 

・   緑町近隣センター落成。 

・   本町近隣センター落成。 

昭和58年（１９８３） 

・１月 忠類小学校校舎完成。 

・11月 元忠寿の家完成。 

昭和59年（１９８４） 

・５月 幕別町浄化センター通水式。  

幕別市街で下水道の供給を開始。 

・10月 東京幕別会が結成。 

・   若草町近隣センター落成。 

・   町営スキー場にリフト新設。 

・   江陵高等学校開校。 

昭和59年（１９８４） 

・３月 第１回自作ソリ滑走競技大会（現「ナウマ

ン全道ソリ大会」）開催。 

・９月 交通事故死ゼロ記録1,429日でストップ。

昭和60年（１９８５） 

・１月 町議会の議会審議を委員会中心方式に移行

し、議員会派制を導入。 

・４月 札内東中学校開校。 

・８月 ホクレン十勝食品工場、北海道農材工業が

創業開始。 

昭和60年（１９８５） 

・12月 ナウマン象発掘15周年記念式典挙行。 

昭和61年（１９８６） 

・８月31日 幕別・札内両市街を町民の手でつなぐ

「つながったデー」を実施。 

・10月１日 開基90周年。 

・10月 町花・町木・町鳥を選定。 

・   札内東工業団地の分譲を開始。 

・   十勝管内では初の献眼登録の受付を開始。

・   札内及び駒畠老人健康増進センター（屋内

ゲートボール場）完成。 

・11月 幕別葬斎場供用開始。 

・   札内北コミュニティセンター落成。 

昭和61年（１９８６） 

・４月 農村情報・防災無線施設開局。 

・４月 無料簡易宿泊施設「みつばちの家」開設。

・９月 忠類消防団公設50周年記念式典挙行。 

・11月 南十勝廃棄物処理センター完成。 

昭和62年（１９８７） 

・   役場に総合行政情報システム（コンピュー

タ）を導入。  

・   新和小学校閉校。 

・   ソフトボール場（幕別運動公園）ナイター

グラウンドオープン。 

・７月 株式会社幕別町地域振興公社を設立。 

・８月 幕別生まれの新スポーツ・パークゴルフが

急速に道内外に普及、国際パークゴルフ協会

を設立。 

・   幕別小学校及び札内南小学校開校10周年記

念式典。 

・10月 全国で初のサケの川釣り「サーモンダービ

昭和62年（１９８７） 

・２月 国鉄広尾線廃止。 

・２月 広尾線代替バス運行開始。 

・12月 交通公園完成。 
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ー」を開催。 

・11月 幕別老人健康増進センター（屋内ゲートボ

ール場）完成。 

・12月 中里小学校屋内体育館完成。 

・   国民宿舎幕別温泉ホテル開業20周年。 

昭和63年（１９８８） 

・３月 明倫小学校新校舎落成式開催。 

・   幕別町少年自然の家開設。 

・   幕別町体育連盟創立30周年記念式典。 

・２月 幕別高校自動車科閉科式。 

・   幕別高校創立40周年記念式典及び新校舎落

成記念式典。 

・11月 全道一の斜張橋、十勝中央大橋が完成。 

・   パークゴルフが現代用語の基礎知識に掲載

される。 

・   幕別中学校体育館完成。 

・   幕別中学校40周年記念式典。 

昭和63年（１９８８） 

・８月 ナウマン象記念館完成。 

・８月 レストラン兼特産物販売センターオープ

ン。 

・12月 忠類小学校開校80周年記念式典挙行。 

平成元年（１９８９） 

・４月 幕別町東京事務所開設。 

・５月 札内川ゴルフ場オープン。 

・８月 物産協会設立。 

・   札内スポーツセンター完成。 

・９月 札内市街地区、下水道の供用開始。 

・11月 途別コミュニティ消防センター完成。 

平成元年（１９８９） 

・３月 ナウマン象記念館が第１回北海道建築賞知

事賞受賞。 

・８月 開村40周年記念式典挙行。 

・11月 忠類ふるさと会発足。 

平成２年（１９９０） 

・３月 町営国民宿舎幕別温泉ホテル廃止。（株式

会社 北海道振興に譲渡）。 

・   札内北小学校プールオープン。 

・３月 十勝カルメル会幼きイエズス修道院開設。

・   古舞近隣センター落成。 

・12月 札内桜町郵便局開局。 

平成２年（１９９０） 

・２月 あけぼの団地分譲開始。 

・12月 忠類保育所完成。 

平成３年（１９９１） 

・４月 幕別町図書館完成。 

・   赤ちゃんクラブ創立30周年記念式典。 

・   中里小学校開校80周年記念式典。 

・   十勝幕別温泉ホテル緑館オープン。 

・12月 きなこ焼酎「豆しずく」発表会。 
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平成４年（１９９２） 

・１月 心身障害者小規模授産施設「ひまわりの家」

開所式。 

・   日新へき地保育所設立30周年記念式典。 

・４月 札内南コミュニティセンターオープン。 

・４月 幕別町武道館オープン。 

・   果樹の里づくり事業スタート。 

平成４年（１９９２） 

・２月 温泉湧出。 

・８月 簡易浴場施設「健康ハウス」オープン。 

平成５年（１９９３） 

・２月 帯広圏地方拠点都市地域指定。 

・３月 幕別中学校新校舎完成。 

・   古舞へき地保育所30周年記念式典。 

・   札内消防庁舎落成式。 

・９月 パークゴルフクラブハウス（クマゲラハウ

ス）完成。 

・９月 パークゴルフ10周年記念事業挙行。 

・   字依田の一部を「札内みずほ町」と字名改

正。 

・11月 幕別郵便局新局舎完成。  

平成５年（１９９３） 

・４月 ナウマン象記念館周辺「道の駅」登録。 

・11月 忠類郵便局新庁舎オープン。 

平成６年（１９９４） 

・   幕別小学校プールオープン。 

・   100年記念事業スマイルパーク造成着手。

・   幕別南コミュニティセンターオープン。 

・   糠内郵便局新庁舎オープン。 

平成６年（１９９４） 

・８月 ナウマン温泉「アルコ236」オープン。 

・９月 「健康プラザ」（忠類診療所）オープン。

平成７年（１９９５） 

・   札内川河川敷地に、はらっぱ36パークゴル

フコースオープン。 

・   緑町単身勤労者住宅完成。 

・   十勝中部広域水道企業団からの受水を開

始。 

・   駒畠郵便局廃局。 

平成７年（１９９５） 

・12月 民法テレビ中継局開局。 

平成８年（１９９６） 

・５月 開基100年、町制施行50周年。 

・   百年記念ホールオープン。 

・   保健福祉センターオープン。 

・   ＮＨＫのど自慢開催。 

・   幕別町発祥の地記念碑除幕式。 

・   明野ケ丘公園シンボル施設「ピラ・リ」竣

工式。 

平成８年（１９９６） 

・３月 忠類村観光協会設立。 

・５月 忠類消防団公設60周年記念式典挙行。 

・10月 せせらぎ団地分譲開始。 

・10月 第１回忠類どんとこい村祭り開催。 

平成９年（１９９７） 

・   資源ごみの収集が始まる。 

・   国際パークゴルフ協会設立10周年記念式

典。 

・   白人小学校開校100周年、幕別中学校開校

50周年、糠内中学校開校50周年記念式典。 

平成９年（１９９７） 

・11月 忠類村担い手センター設立。 

・12月 ふれあいセンター福寿オープン。 

・12月 忠類中学校開校50周年記念式典挙行。 

平成10年（１９９８） 

・   幕別町学校給食センターオープン。 

・   南町公営住宅完成。 

平成10年（１９９８） 

・５月 ＪＡ忠類」創立50周年記念式典挙行。 
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平成11年（１９９９） 

・   南幕別老人交流館供用開始。 

・   幕別パークプラザ竣工。 

・   幕別町営球場完成。 

平成11年（１９９９） 

・８月 忠類発祥の地記念碑建立。 

・８月 開村50周年記念式典挙行。 

・９月 ナウマン公園パークゴルフ場チャンピオン

コース完成。 

・10月 開村50周年記念どんとこい村祭り開催。 

平成12年（２０００） 

・   国際パークゴルフ協会がＮＰＯ法人許可を

受ける。 

・   町営育成牧場に展望施設完成。 

・   いなほ公園完成。 

・   人口25,000人突破。 

平成12年（２０００） 

・12月 「忠類村史」発刊。 

平成13年（２００１） 

・   白人小学校増築工事完成。 

・   途別小学校開校100周年記念式典。 

平成13年（２００１） 

・３月 19年ぶりに人口増加（1,833人→1,858人）。

平成14年（２００２） 

・   札内清柳大橋開通。 

・   札内東コミュニティセンター完成。 

・   若草南公園完成。 

平成14年（２００２） 

・９月 第16回北海道むらこん24開催。 

・10月 ナウマン象発掘跡地に歌碑建立。 

平成15年（２００３） 

・   農業担い手支援センター完成。 

・   途別鉄南ふれあい交流館完成。 

・   幕別町・更別村・忠類村任意合併協議会設

置。 

・   パークゴルフ発祥20周年記念事業挙行。 

・   十勝中央合併協議会（法定協議会）設置。

・   明野ヶ丘スキー場にペアリフト設置。 

平成15年（２００３） 

・７月 ナウマン象記念館、有料入館者50万人達成。

・８月 幕別町・更別村・忠類村任意合併協議会設

立。 

・11月 合併に関する村長の公聴機関「地域推進検

討会議」設置。 

・12月 十勝中央合併協議会設置。 

平成16年（２００４） 

・   幕別北コミュニティセンター完成。 

・   千住西ふれあい交流館完成。 

・   幕別消防創設100周年記念式典挙行。 

・11月 幕別町、忠類村での合併協議続行、幕別町・

忠類村合併協議会に名称変更。 

・   東京幕別会が設立20周年を迎えた。 

平成16年（２００４） 

・４月 あおぞら団地分譲開始。 

・７月 埼玉県上尾市、忠類村交流30周年記念植樹、

上尾市長が来村し実施。 

・11月 幕別町、忠類村での合併協議続行、幕別町・

忠類村合併協議会に名称変更。 

・12月 郷土誌「ふるさと」創刊20周年。 

平成17年（２００５） 

・３月10日 忠類村との合併関連議案議決。 

・３月15日 北海道へ廃置分合（合併）申請。 

・３月25日 幕別町納税貯蓄組合連合会解散総会を

実施し、昭和35年からの活動に幕を下ろ

した。 

・８月19日 廃置分合（合併）総務大臣告示。 

・11月10日 東郷町の合併に伴い友好町提携盟約の

解消を調印。 

平成17年（２００５） 

・３月11日 幕別町との合併関連議案議決。 

・３月15日 北海道へ廃置分合（合併）申請。 

・８月19日 廃置分合（合併）総務大臣告示。 

平成18年（２００６） 

・２月５日 幕別町・忠類村合併協議会解散。 

 

 

 

平成18年（２００６） 

・１月25日 忠類村閉村式挙行。 

・２月５日 忠類村閉村。 

・２月５日 幕別町・忠類村合併協議会解散。 
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幕別町 

平成18年（２００６） 

・２月６日 幕別町と忠類村が合併し、新「幕別町」誕生。 

・２月６日 合併と同時に地域イントラネット、図書館蔵書検索システム始動。 

・３月１日 札内駅こ線橋供用開始。 

・５月７日 合併記念パークゴルフ大会開催。 

・６月８日 町議会のインターネット中継を開始。 

・６月   パークゴルフ国際大会が20回を迎える。 

・７月   町税及び使用料等のコンビニ収納開始。 

・８月20日 旧忠類村開村記念日を「ふるさと忠類の日」とする。 

・９月９日 天皇皇后両陛下が忠類において行幸啓。 

・９月   ＩＰＧＡ設立20周年。 

・９月   忠類消防団公設70周年記念式典挙行。 

・10月１日 幕別町開町110年となる。 

・10月20日 まくべつ町民芸術劇場がＮＰＯ法人の認証を受ける。 

・10月28日 しらかば大学創立30周年記念式典挙行。 

・10月   北栄町近隣センター完成。 

・12月６日 幕別町商工会と忠類村商工会の合併契約書調印式が開催された。 

・12月   幕別町赤ちゃんクラブが50周年を迎える。 

平成19年（２００７） 

・１月16日 交通事故死ゼロの日が1000日を達成。 

・３月17日 肢体不自由児通園施設「十勝愛育園」の閉園式が開催される。37年間の歴史に幕を閉じる。

・４月   公園里親制度（アダプトプログラム）がスタート。 

・４月１日 道の駅･忠類オープン。初日から５日間の来場者数が約3,800人となった。 

・４月１日 総事業費320億円、事業期間12年を費やした千代田新水路が供用開始。魚道観察施設も併設

されている。 

・４月１日 幕別町商工会と忠類村商工会が合併した。これにより、４支部（幕別、札内、忠類、糠内）、

３所（幕別、札内、忠類）体制とした。 

・７月18日 忠類住民会議が「忠類地域振興計画（仮称）中間報告書」を町長へ提出。 

・７月   第５回ＩＡＡＦ国際ユース選手権大会走り幅跳びで、幕別町の小西康道選手が７ｍ52cmを跳

び優勝した。 

・９月15日 旧忠類物産センター内にＪＡ忠類の直売所「采の舘ベジタ」がオープン。 

・10月   旧忠類村議会の歴史をまとめた「忠類村議会のあゆみ」が完成。忠類地域の全戸に配布した。

・10月21日 幕別小学校開校30周年式典挙行。 

・10月22日 幕別農業委員会と忠類農業委員会の統合合意書調印式が開催された。 

・11月23日 札内南小学校開校30周年式典挙行。 

・11月30日 社会福祉法人・幕別真幸協会と、要援護者の受入に関する協定を締結。 

・12月   第４回定例会において「第５期幕別町総合計画」が議決され、策定作業が完了した。 
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平成20年（２００８） 

・２月２日 忠類住民会議が提言書「忠類地域振興にかかる提言～輝け ナウマンの里2008～」を町長へ

提出。 

・２月23日 新「千代田大橋」の渡橋式が開催され、新橋が開通した。 

・３月25日 幕別産ジャガイモ「インカのめざめ」を原料にした本格焼酎「インカの目覚め」の発売が開

始。 

・４月   猿別浄水場を廃止し、上水道全量が十勝中部広域水道企業団からの受水となる。 

・４月14日 ＦＭ－ＪＡＧＡ、ＦＭウイングと、災害時における非常放送に関する協定を締結。 

・４月29日 十勝エコロジーパーク全エリア（幕別エリアを含む）の整備が完了し、グランドオープンし

た。魚道観察室の愛称「ととろーど」が発表された。 

・４月29日 第42回織田幹雄記念国際競技会女子100ｍで、幕別町出身の福島千里選手が日本タイ記録の

11秒36をマークした。 

・５月30日 町内５郵便局（幕別・札内・札内桜町・糠内・忠類）と、災害時協力協定を締結。 

・６月   第27回全十勝中学校対抗陸上競技大会で、忠類中学校陸上部が学校対抗で女子総合３位、個

人でも４人の部員全員が全道大会に出場を決める好成績を収めた。 

・８月   北京オリンピック日本代表として福島千里選手（陸上競技女子百メートル）と山本幸平選手

（自転車競技男子マウンテンバイク・クロスカントリー）が参加した。 

・８月   忠類晩成のナウマン象発掘跡地で、年代調査発掘現場にてナウマン象の足跡化石と見られる

球状のくぼみを６個発見。 

・９月   幕別町ふるさと寄付（ふるさと納税）制度がスタート。 

・９月   第３回町議会定例会で「幕別町環境宣言」に関する決議案が議員提案され、全会一致で可決。

・10月10日 介護老人保健施設「あかしや」を運営する医療法人社団博愛会と、災害時における要援護者

の緊急受入に関する協定を締結。 

・11月21日 幕別町体育連盟創立50周年を記念して、町民会館で功労者の表彰と祝賀会が開催された。 

・11月18日 町民栄誉賞表彰式が開催され、北京オリンピック日本代表として参加した福島千里選手と山

本幸平選手が表彰された。 

・11月30日 忠類小学校開校100周年式典挙行。 

・12月10日 札内南大通踏切除却事業（道道幕別帯広芽室線）で施工中のアンダーパスが「札内アンダー

パス」として、道道幕別大樹線踏切除却事業で施工中の跨線橋が「幕別跨線橋」として開通し

た。 

平成21年（２００９） 

・１月３日 忠類地域で手作りの成人式「二十歳を祝う会」が開催された。 

・１月26日 戸籍業務の電算化（コンピューター化）を開始した。 

・２月４日 江陵高等学校を運営する学校法人多田学園と、災害時における協力に関する協定を締結。 

・３月３日 ㈲忠類運輸と、災害時協力協定を締結。 

・３月25日 民放忠類デジタル中継局が開局。 

・６月29日 ホテルグランヴィリオと災害時における協力に関する協定を締結。 

・８月21日 幕別幼稚園に学校給食の提供を開始する。 

・９月５日 ねんりんピック北海道パークゴルフ交流会を開催。 

平成22年（２０１０） 

・１月16日 バンクーバーオリンピック出場の髙木美帆選手壮行会を開催。 

・２月19日 バンクーバーオリンピックパブリックビューイングを開催（女子1000ｍ） 

・２月21日 駒畠小学校閉校式典を開催する。 

・２月30日 バンクーバーオリンピックパブリックビューイングを開催（女子パシュート） 

・３月   駒畠小学校閉校 

・３月21日 高木美帆選手に町民栄誉賞を贈呈。 

・３月31日 幕別町赤ちゃんクラブが54年の歴史に幕を閉じる。 

・12月１日 つくし第２学童保育所供用開始 
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平成23年（２０１１） 

・３月１日 ＮＰＯ国際パークゴルフ協会が社団法人日本パークゴルフ協会となる。 

・３月18日 支援物資搬出（３月11日発生の東日本大震災被災地に向け、支援物資を搬出） 

・３月25日 東日本大震災に消防職員５名を派遣。 

・３月30日 東日本大震災に町職員２名を派遣。 

・４月１日 集団研修施設「こまはた」オープン（旧駒畠小学校） 

・10月17日 新庁舎建設住民説明会を開催（10月17日、18日、24日、11月１日、４日 計５回） 

平成24年（２０１２） 

・３月30日 全国霊柩自動車協会と「災害時の支援に関する協定」を締結。 

・３月   糠内小学校を改築。 

・４月   定住対策として、「住宅建設補助金制度」を開始する。 

・４月   町発達支援センターを開設。 

・４月   糠内コミュニティセンター改修。 

・５月１日 ５リットルのごみ袋を加える。 

・５月16日 帯広地方石油協同組合と「災害時における石油類燃料の供給等に関する協定」を締結。 

・６月６日 札内支所に「ＰＯＳシステム」を導入する。 

・６月18日 ロンドンオリンピック出場の福島千里選手、山本幸平選手の壮行会を開催。 

・７月１日 コミュニティーバスの試験運行開始。 

・７月   どさんこ甚句を町無形文化財に指定する。 

・７月28日 イースタンリーグ公式戦（日本ハムファイターズ対楽天イーグルス）が町営球場で開催。 

・８月   ロンドンオリンピック日本代表として福島千里選手（陸上競技女子100メートル、200メート

ル、400メートルリレー）と山本幸平選手（自転車競技男子マウンテンバイク・クロスカント

リー）が参加した。 

・８月４日 ロンドンオリンピックパブリックビューイングを開催（陸上女子100ｍ） 

・８月７日 ロンドンオリンピックパブリックビューイングを開催（陸上女子200ｍ） 

・８月10日 ロンドンオリンピックパブリックビューイングを開催（陸上女子400ｍリレー） 

・10月24日 古住基名誉町民の町葬を行う。 

・11月１日 コミュニティーバスの試験運行。 

・11月５日 神奈川県開成町と交流に向け協議。 

・11月   山本幸平さん、福島千里さんに「幕別町長特別賞」を贈呈。 

・11月17日 新庁舎基本設計始まる。（工期：平成24年11月17日～平成25年８月30日） 

・11月21日 ＣＯＯＰ札幌と「災害時における支援に関する協定」を締結。 

平成25年（２０１３） 

・１月   介護ボランティアポイント制度を開始する。 

・２月１日 町のホームページをリニューアル。 

・５月10日 神奈川県開成町と「災害時相互応援に関する協定」を締結。 

・５月28日 幕別町新庁舎建設基本設計（素案）に関する地区別説明会を開催。（５月28日～30日） 

・６月３日 幕別町新庁舎建設基本設計（素案）のパブリックコメントの実施。（６月３日～７月２日）

・６月６日 北海道工業大学と「地域連携協定」を締結。 

・７月14日 パークゴルフ30周年記念家族大会開催。 

・８月30日 新庁舎基本設計完了。（工期：平成24年11月17日～平成25年８月30日） 

・10月１日 前原懿さんに町民栄誉賞を贈呈。 

・10月１日 コミュニティーバス（幕別線・札内線）本運行開始。 

・10月１日 幕別町新庁舎基本設計がまとまる。 

・10月９日 「パークゴルフ発祥30周年記念式典」を開催。 

・10月10日 新庁舎実施設計始まる。（工期：平成25年10月10日～平成26年３月20日） 

・11月11日 埼玉県上尾市と「災害時相互応援に関する協定」を締結。 

・11月18日 高知県中土佐町と「災害時相互応援に関する協定」を締結。 
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・12月24日 北海道コカ・コーラボトリング㈱「災害対応型自動販売機による共同事業に関する協定」を

締結。（役場１階ロビーに災害対応型自動販売機を設置：災害時に電光掲示板に災害情報の

提供と、自販機内の飲料水を無料提供することが可能となる。） 

平成26年（２０１４） 

・１月17日 社会福祉法人博愛会と「災害時における要援護者の緊急受け入れに関する協定」を締結 

・２月１日 札内福祉センターの改築に関するアンケート調査の実施。（２月１日～20日） 

・２月   ソチオリンピック日本代表として、高木菜那選手（スピードスケート女子1500ｍと女子団体

追い抜き（チームパシュート）が参加 

・２月16日 ソチオリンピックパブリックビューイングを開催（スピードスケート女子1500ｍ） 

・２月21日 ソチオリンピックパブリックビューイングを開催（女子チームパシュート） 

・２月22日 ソチオリンピックパブリックビューイングを開催（女子チームパシュート） 

・３月20日 新庁舎実施設計完了（工期：平成25年10月10日～平成26年３月20日） 

・３月21日 高木菜那さんに町民栄誉賞を贈。 

・４月１日 あおば子育て園開設 

・４月１日 幕別町図書館のホームページをリニューアル 

・４月１日 札内福祉センター改築整備方針（案）のパブリックコメントの実施。（４月１日～30日） 

・４月30日 高木菜那さんソチオリンピック出場を記念し植樹（スマイルパーク） 

・５月28日 「参加率（％）」を競い合う住民参加型のスポーツイベント「チャレンジデー」に初参加 

      神奈川県開成町（参加率61.6％）VS幕別町（参加率29.3％）  開成町が勝利 

・６月   「幕別町地域防災計画」の策定 

・７月７日 札内福祉センター改築基本計画策定委託事業者を選定 

・８月26日 新庁舎建設工事の安全祈願行事開催 

・９月14日 「第28回 ツールド・北海道2014」第２ステージ（幕別町依田公園スタート・ゴール）に町

出身の山本和弘選手、山本幸平選手が参戦 

・10月１日 予約型乗合タクシー駒畠線本格運行開始 

・10月５日 ２代目「パオくん」まくべつ産業まつりでデビュー 

・10月26日 札内福祉センターを考えるワークショップ開催（札内福祉センター） 

・11月８日 札内東中学校開校30周年記念祝賀会開催 

・12月１日 札内南保育園（社会福祉法人池田光寿会 大熊豊政理事長）新園舎で保育スタート 

・12月３日 幕別町老人クラブ連合会（吉崎澄三郎会長・正会員2462人）の創立50周年記念式典・祝賀会

を開催 

平成27年（２０１５） 

・２月20日 とかち広域消防事務組合設立協議書合同調印式開催 

・３月７日 忠類インターチェンジ開通イベント開催 

・３月15日 忠類インターチェンジ開通記念式典及びテープカット開催 

・４月   札内福祉センター改築基本計画を策定 

・５月１日 飯田晴義町長初登庁 

・５月27日 「参加率（％）」を競い合う住民参加型のスポーツイベント「チャレンジデー」に参加 

      兵庫県養父市（参加率40.1％）VS幕別町（参加率30.4％）  養父市が勝利 

・７月19日 交通事故1000日達成（平成24年10月23日～平成27年７月19日） 

・８月19日 北海道砂利工業組合十勝支所と「災害時における応援業務に関する協定」を締結 

・８月23日 明野ヶ丘公園ＭＴＢ山本幸平さん監修コース完成記念マウンテンバイク(ＭＴＢ)体験教室 

・８月30日 万城目正誕生110周年歌碑建立除幕式・記念音楽祭 

・10月１日 マイナンバー制度スタート 

・11月23日 北海道日本ハムファイターズ大谷翔平選手、市川友也選手が2016幕別町応援大使に就任 

・12月１日 ふるさと寄附記念品贈呈事業スタート 

・12月11日 リオ五輪出場権獲得女子７人制ラクビ―日本代表桑井亜乃選手が役場表敬訪問 
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平成28年（２０１６） 

・２月６日 合併10周年記念式典、シンボルマーク（子ども・一般）、ご当地ナンバーが決定 

・２月６日 町の新しい花・木・鳥に「しばざくら」・「かしわ」・「おおはくちょう」に決定 

・２月６日 シンボルマーク（子ども・一般）、ご当地ナンバーが決定 

・２月８日 応援大使の写真入り住民票の交付 

・２月12日 合併10周年記念事業で応援大使のクリアファイルを児童生徒へプレゼント 

・３月19日 バンクバー冬季五輪銀メダリスト長嶋圭一郎氏による講演会（忠類コミュニティセンター）

・３月22日 役場新庁舎完成（平成26年８月～28年３月の１年８ヶ月工期） 

・４月１日 消防広域化スタート 

・５月６日 役場新庁舎落成式・業務開始 

・５月６日 応援大使写真入り封筒使用開始 

・５月６日 応援大使タオル130枚販売（即日売切れ 役場、札内支所、忠類道の駅） 

・５月17日 元日本ハムファイターズ稲田直人さんが応援大使代理人で来町 

・５月21日 日本ハムファイターズ戦町民応援ツアー実施（札幌ドーム） 

・５月22日 合併10周年・開町120周年記念第５回町長杯幕別町民パークゴルフ大会 

・５月25日 「参加率（％）」を競い合う住民参加型のスポーツイベント「チャレンジデー」に参加 

      幕別町（参加率37.4％）VS高知県宿毛市（参加率22.3％）  幕別町が勝利 

・６月15日 応援大使代理人で来町した稲田直人さんの様子がテレビ放送（STV どさんこワイド179） 

・６月22日 応援大使タオル300枚販売（役場、札内支所、忠類道の駅） 

・６月30日 旧庁舎解体工事解体祭 

・７月12日 リオ五輪女子７人制ラクビ―代表桑井亜乃選手が役場表敬訪問 

・７月12日 福島千里選手、山本幸平選手、桑井亜乃選手2016リオジャネイロオリンピック出場壮行会 

・７月17日 合併10周年・開町120周年記念第４回パークゴルフ家族大会 

・８月６日 2016リオジャネイロオリンピックに３選手出場 

（福島千里選手、山本幸平選手、桑井亜乃選手） 

・８月11日 幕別町ＰＧ協会創立30周年記念幕別町民パークゴルフ大会 

・８月11日 北海道日本ハムファイターズ戦町民応援ツアー実施（札幌ドーム） 

・８月15日 2016リオジャネイロオリンピックパブリックビューイング開催（陸上200ｍ福島千里選手）

・８月17日 台風７号による災害発生 

（農作物倒伏・冠水被害369.3ha、営農施設37棟、停電による生乳被害950㎏廃棄） 

・８月30日 台風10号による災害発生 

～31日 （住宅等浸水被害75件、農作物冠水被害290.2ha、町道39路線51か所、札内川河川緑地全域）

（避難者数 糠内分遣所 ３人、札内中学校 574人、札内南小学校 125人、農業者トレーニ

ングセンター252人） 

（帰宅困難者の延べ避難者数 61人 ９月２日～９月13日） 

・９月22日 北海道日本ハムファイターズＯＢによる野球教室の開催 

・９月30日 ナウマン公園大型遊具完成 

・９月30日 2016リオジャネイロオリンピック出場３選手が役場表敬訪問 

（福島千里選手、山本幸平選手、桑井亜乃選手） 

・10月１日 オリンピック出場５選手が子ども達とスポーツ交流とトークショーの開催 

      （福島千里さん、山本幸平さん、桑井亜乃さん、髙木菜那さん、髙木美帆さん） 

・10月20日 江陵高等学校３年古谷優人さん（札内南小・札中出身）プロ野球福岡ソフトバンクホークス

からドラフト２位指名 

・10月29日 子ども議会の開催（小学生18人、中高校生16人） 

・11月20日 ＮＨＫのど自慢 幕別町から生放送 

・11月21日 北海道日本ハムファイターズ大谷翔平選手、市川友也選手が来町しトークショーを開催 

・11月22日 古谷優人さんプロ野球福岡ソフトバンクホークスと契約し幕別町初のプロ野球選手が誕生 

・11月25日 しらかば大学40周年記念式典 
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・12月１日 交通事故死ゼロ1500日達成 

・12月３日 スピードスケートワールドカップ（Ｗカップ）女子1000ｍ、1500ｍ髙木美帆選手が初優勝 

平成29年（２０１７） 

・１月11日 株式会社ニッタクスが非金属性の車椅子を町へ寄贈 

・１月15日 帯広北高等学校三浦憂さん（札内南小・札中出身）がフットサルのＦリーグデビュー 

・１月20日 陸上福島千里選手がプロ転向 

・１月24日 町内道新販売所と地域見守り協定締結 

・１月25日 町建設業協会へ感謝状の贈呈（台風被害者宅被災ゴミ回収） 

・２月20日 第８回冬季アジア札幌大会（会場：帯広の森スケートリンク）女子3000ｍ髙木美帆選手が国

内 高記録（４分５秒75）で優勝 

・２月25日 幕別消防署糠内分遣所落成式 

・３月２日 忠類保育所運営委員会解散式 

・３月３日 ＪＲ稲士別駅廃止 

・３月15日 札内コミュニティプラザ完成 

・４月１日 札内コミュニティプラザ落成式 

・４月17日 札内支所が札内コミュニティプラザ内で業務開始 

・５月   山本幸平さん選手、福島千里選手、桑井亜乃選手を幕別町応援大使に委嘱 

・５月25日 「参加率（％）」を競い合う住民参加型のスポーツイベント「チャレンジデー」に参加 

      幕別町（参加率51.1％）VS秋田県男鹿市（参加率55.1％）  男鹿市が勝利 

・６月13日 アルコ236新露天風呂オープン 

・６月21日 ＮＨＫラジオ番組「旅ラジ！」の公開生放送を百年記念ホールで実施。未来のオリンピック

選手候補として、スピードスケートジュニア強化選手の久保向希さん（白樺学園高３年）、

稲川くるみさん（帯広三条高３年）が出演。 

・７月３日 ナウマン公園親水滑り台がオープン 

・７月26日 第６期幕別町総合計画策定委員会の開催（全７回実施） 

・８月   札内中学校女子バレーボール部、全日本中学校バレーボール選手権大会出場 

・８月31日 札内川ゴルフ場営業再開 

・９月   全国和牛能力共進会に山田貴赦さん（糠内）と齊藤雅登さん（五位）の和牛が出場 

・９月   髙木菜那選手、髙木美帆選手を幕別町応援大使に委嘱 

・９月18日 台風18号による災害発生 

      （住宅浸水被害３件、農作物倒伏・浸水被害668.79ha、町道51路線71か所に被害） 

・10月   札内東中学校吹奏楽部、東日本学校吹奏楽大会に北海道代表として出場 

・11月12日 白人小学校開校120周年式典 

・11月25日 糠内中学校開校70周年式典 

・12月３日 忠類中学校開校70周年記念式典 

・12月30日 髙木菜那選手、髙木美帆選手が平昌オリンピック日本代表に決定 

平成30年（２０１８） 

・２月10日 2018平昌オリンピックパブリックビューイング開催 

（スピードスケート女子3000ｍ髙木美帆選手） 

・２月12日 髙木美帆選手 銀メダル獲得（女子1500ｍ） 

・２月14日 髙木美帆選手 銅メダル獲得（女子1000ｍ） 

・２月21日 髙木菜那選手・髙木美帆選手 金メダル獲得（女子団体追い抜き） 

・２月24日 髙木菜那選手 金メダル獲得（女子マススタート） 

・３月５日 キャリオ技研㈱と連携協定を締結 

・４月22日 髙木菜那選手・髙木美帆選手 凱旋パレード・町民報告会実施 

・５月30日 「参加率（％）」を競い合う住民参加型のスポーツイベント「チャレンジデー」に参加 

      幕別町（参加率59.5％）VS秋田県仙北市（参加率55.2％）  幕別町が勝利 

・６月１日 札内川ゴルフ場が来場100万人を突破。 



 1-4-1 

・７月   赤石泰雅さん（白人小６年）が世界年齢別トランポリン競技大会選手権に出場決定 

・８月   慶應義塾体育会野球部が合宿モニターとして来町し、８日間の合宿を実施 

・９月６日 北海道胆振東部地震が発生 北海道全域で停電が発生 

・９月15日 北海道胆振東部地震の被災地（厚真町・安平町）に町職員４名を派遣 

・10月３日 幕別市街地ではしご酒イベント「はしご酒2018（町商工会主催）」を初開催 

・10月８日 岡田和夫さん（前幕別町長）に名誉町民の称号を授与 

・10月９日 道立新設校が高校説明会を実施 

・10月12日 北海道胆振東部地震の被災地（厚真町・安平町）に町職員２名を派遣 

・11月   赤石泰雅さん（白人小）が第26回世界年齢別トランポリン競技大会シンクロナイズド競技

（11-12歳）で金メダルを獲得 

 

平成31年（～４月末日）・令和元年（２０１９） 

・１月29日 日本体育大学と連携協力協定を締結 

・４月９日 新設校の北海道幕別清陵高等学校が開校式・第１回入学式を実施 

 

 

 

 

 

 

 



【幕別地域】

地目 平21 平22 平23 平24 平25 平26 平27 平28 平29 平30

田 197 185 183 183 183 170 165 164 165 163

畑 17,547 17,587 17,390 17,301 17,303 17,319 17,317 17,325 17,556 17,369

宅地 810 820 804 818 830 839 854 857 887 868

池沼 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

山林 6,293 6,279 6,279 6,371 6,376 6,409 6,464 6,474 6,596 5,456

牧場 916 905 918 913 906 887 882 881 854 1,052

原野 2,300 2,292 2,396 2,372 2,370 2,339 2,285 2,262 2,069 1,960

雑種地 749 682 686 680 681 690 686 696 975 525

その他 5,229 5,291 5,385 5,403 5,392 5,385 5,385 5,379 4,936 6,645

幕別計 34,046 34,046 34,046 34,046 34,046 34,043 34,043 34,043 34,043 34,043

【忠類地域】

地目 平21 平22 平23 平24 平25 平26 平27 平28 平29 平30

田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

畑 5,041 5,041 5,044 5,024 5,024 5,029 5,028 5,030 5,029 5,026

宅地 149 150 150 150 151 151 153 153 164 166

池沼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山林 2,586 2,661 2,038 2,031 2,033 2,043 2,060 2,063 3,108 3,108

牧場 515 481 514 514 510 499 496 496 308 308

原野 750 722 742 728 728 718 701 694 909 911

雑種地 579 558 377 396 397 402 400 406 587 587

その他 4,134 4,141 4,889 4,879 4,879 4,879 4,883 4,879 3,616 3,615

忠類計 13,754 13,754 13,754 13,722 13,722 13,721 13,721 13,721 13,721 13,721

【幕別＋忠類】

地目 平21 平22 平23 平24 平25 平26 平27 平28 平29 平30

田 197 185 183 183 183 170 165 164 165 163

畑 22,588 22,628 22,434 22,325 22,327 22,348 22,345 22,355 22,585 22,395

宅地 959 970 954 968 981 990 1,007 1,010 1,051 1,034

池沼 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

山林 8,879 8,940 8,317 8,402 8,409 8,452 8,524 8,537 9,704 8,564

牧場 1,431 1,386 1,432 1,427 1,416 1,386 1,378 1,377 1,162 1,360

原野 3,050 3,014 3,138 3,100 3,098 3,057 2,986 2,956 2,978 2,871

雑種地 1,328 1,240 1,063 1,076 1,078 1,092 1,086 1,102 1,562 1,112

その他 9,363 9,432 10,274 10,282 10,271 10,264 10,268 10,258 8,552 10,260

幕＋忠計 47,800 47,800 47,800 47,768 47,768 47,764 47,764 47,764 47,764 47,764

※平26のみ 10月1日現在

DATAFILE 　　1.概要-5.土地利用-1.地目別土地利用

（各年１月１日現在　単位：ha）

（各年１月１日現在　単位：ha）

（各年１月１日現在　単位：ha）

[企画総務部税務課資産税係]　2019/6/1更新
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＜規制の状況（用途地域面積）＞ （単位：ha）

平11．8 平14．3 平16．4 平16．9 平22.4 平23.3 平28.3

8,210.0 8,210.0 8,210.0 8,210.0 8,210.0 8,210.0 8,210.0

744.5 776.5 785.5 785.5 789.5 783.5 783.5

第１種低層住居専用地域 177 209 214 199 203 203 203

第２種低層住居専用地域 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

第１種中高層住居専用地域 60 60 62 62 62 62 62

第２種中高層住居専用地域 171 171 171 186 186 186 184

第１種住居地域 51 51 51 51 51 51 53

第２種住居地域 31 31 31 31 31 31 31

準住居地域 12 12 12 12 12 12 12

近隣商業地域 21 21 21 21 21 21 21

商業地域 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

準工業地域 43 43 43 43 43 43 43

工業地域 166 166 168 168 168 162 162

7,465.5 7,433.5 7,424.5 7,424.5 7,420.5 7,426.5 7,426.5

＜規制の状況（農業振興地域面積）＞
平25.3 平26.3 平27.3 平28.3 平29.3 平30.3 平31.3

42,090.0 42,052.4 42,052.4 42,052.4 42,052.4 0.0 0.0

23,661.7 23,634.7 23,634.0 23,633.7 23,613.9

18,428.3 18,417.7 18,418.4 18,418.7 18,438.5

4,106.90 4,106.90 4,433.50 4,432.90 4,802.52 4,889.62 4,652.95

14,795.56 14,795.56 14,770.81 14,751.22 15,508.85 14,749.66 14,711.16地域森林計画対象民有林

市街化区域

市街化調整区域

農業振興地域

農用地区域

白　　地

DATAFILE 　　1.概要-5.土地利用-2.規制の状況（用途地域面積）

都市計画区域

[建設部都市計画課計画係・経済部農林課農政係、林務係]　2019/6/1更新
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＜市街化区域・DID地域の面積と人口＞
昭55 昭60 平２ 平７ 平12 平17 平22 平27

行政区域 33,868 33,868 34,046 34,046 34,046 34,046 47,800 47,764
面 都市計画区域 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210
積 市街化区域 443 549 630 661 745 786 784 784

ＤＩＤ区域 280 310 340 420 266 280 281 304
行政区域 20,084 21,270 21,395 22,369 24,276 25,083 26,547 26,760

人 都市計画区域 17,223 18,578 19,000 20,090 22,191 23,093 23,105 23,618
口 市街化区域 12,444 15,381 16,114 17,668 20,109 21,089 21,253 21,948

ＤＩＤ区域 10,852 11,953 12,689 14,095 12,512 13,243 13,108 14,568

■面積

■人口

[建設部都市計画課計画係]　2019/6/1更新

DATAFILE　　　1.概要-5.土地利用-3.市街化区域・DID地域の面積と人口
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