木古内町 あ
の ゆみ

１９４７（昭和 ）年

１９４２（昭和 ）年
◉町制施行

◉木古内町農業協同組合設立
◉木古内町自治体警察署開庁
◉木古内第１中学校竣工

◉木古内簡易裁判所、木古内区検察庁、道立木古内
保健所、函館司法事務局木古内出張所開設
◉木古内消防団設置

１９４８（昭和 ）年

１９４９（昭和 ）年

１９５１（昭和 ）年

１９５０（昭和 ）年
◉木古内高等学校（定時制）認可、第１中学校に併設

◉役場庁舎竣工

◉木古内町大火
◉木古内町国民健康保険業務開始及び直診診療所
開設
◉木古内、札苅、泉沢漁業協同組合設立
◉函館地方法務局木古内出張所開庁

１９５２（昭和 ）年
◉木古内第２中学校竣工
◉木古内町教育委員会設置
◉木古内高等学校校舎建築工事竣工

１９５３（昭和 ）年

１９５４（昭和 ）年
◉木古内高等学校通常課程認可

◉松前線開通
◉札苅中学校独立
◉木古内漁港起工式

１９５７（昭和 ）年

◉木古内小学校校舎改築工事竣工
◉国民健康保険病院棟増築工事竣工
◉公営住宅佐女川団地新築工事竣工

◉木古内町国民健康保険病院竣工
◉木古内、札苅、泉沢の３漁協が合併し、木古内町漁
業協同組合となる

◉木古内高等学校道立移管
◉木古内町大火
◉木古内郵便局竣工

１９５８（昭和 ）年

１９５９（昭和 ）年

１９６０（昭和 ）年

１９６２（昭和 ）年

１９６１（昭和 ）年
◉木古内町公民館竣工

◉札苅小学校改築工事竣工

◉公営住宅朝日団地新築工事竣工
◉木古内商工会設立

１９６６（昭和 ）年
◉商工会館竣工
◉国民健康保険病院隔離病棟竣工
◉泉沢小学校校舎、屋体新築工事竣工

１９６７（昭和 ）年

１９６８（昭和 ）年
◉のり養殖センター竣工

◉木古内第１中学校、第２中学校、札苅中学校を統
合し、木古内中学校となる
◉学校給食センター新築工事竣工
◉泉沢母と子の家竣工
◉南渡島林産協同組合事務所新築工事竣工

１９６９（昭和 ）年

１９７０（昭和 ）年

１９７１（昭和 ）年

◉鶴岡生活改善センター竣工
◉泉沢生活改善センター工事竣工
◉札苅生活館竣工
◉公営住宅港団地新築工事竣工
◉農協ライスセンター竣工
◉釜谷小学校改築工事竣工

１９７４（昭和 ）年
◉渡島西部衛生センター竣工

◉国民健康保険病院竣工
◉町民プール竣工

１９７２（昭和 ）年 ◉栗原栄三氏（字泉沢）所有の大椿が道自然保護条
例による記念保護樹木に指定
◉木古内町消防団が渡島西部消防署木古内支所と
して発足
◉渡島西部衛生施設組合設立
◉木古内町社会福祉協議会結成
◉釜谷生活改善センター竣工
◉旧庄内藩士入植記念碑除幕
◉公営住宅中野団地竣工
１９７３（昭和 ）年

１９７５（昭和 ）年
◉ファミリースポーツセンター竣工
◉木古内消防署庁舎竣工

１９７６（昭和 ）年

１９７７（昭和 ）年
◉３町共同ごみ焼却施設竣工

◉釜谷地区に町内初の婦人消防隊結成
◉木古内町職業援護相談所本部結成
◉木古内簡易裁判所閉鎖

１９７８（昭和 ）年
◉中央公民館竣工
◉木古内小・札苅小・泉沢小開校１００周年
◉公営住宅佐女川団地竣工

１９８０（昭和 ）年

１９７９（昭和 ）年
◉国民健康保険病院リハビリ病棟竣工
◉町民憩いの場竣工

◉釜谷小学校開校１００周年

１９８１（昭和 ）年
◉「ふるさとの森」竣工
◉火葬場「安行苑」竣工

１９８２（昭和 ）年

◉松前線廃止、
津軽海峡線開通
◉「北の大地の始発駅」木古内駅誕生

◉鶴岡地区開基１００周年、鶴岡小学校創立１００
周年
◉鶴岡小学校改築工事竣工
◉公営住宅新中野団地竣工

◉木古内高等学校定時制課程閉校
◉町民スキー場、
テニスコートオープン

◉特別養護老人ホーム恵心園竣工
◉箸・木材工芸品生産センター竣工
◉木古内警察署新庁舎竣工

◉鷹取球場竣工
◉大川林業研修センター工事竣工
◉建川農業研修センター工事竣工

◉木古内商工会竣工
◉産業会館竣工

１９８３（昭和 ）年

１９８５（昭和 ）年

１９８６（昭和 ）年
１９８７（昭和 ）年

１９８８（昭和 ）年
◉山形県鶴岡市と姉妹都市盟約締結
◉国道２２８号線木古内バイパス竣工
◉銘酒「みそぎの舞」完成

１９８９（平成元）年

◉町制施行

◉公営住宅高校前団地竣工

１９９１（平成３）年
◉北海道南西沖地震発生

１９９０（平成２）年
１９９２（平成４）年
周年記念式典

１９９３（平成５）年

２０００（平成 ）年

１９９８（平成 ）年

１９９７（平成９）年

１９９６（平成８）年

１９９５（平成７）年

◉北海道新幹線木古内駅設置決定

◉ 鶴岡多目的集会施設「農村ふれあいセンター」工事竣工

◉「咸臨丸」
が祭りの山車として蘇る
◉大平団地集会所工事竣工

◉木古内小学校改築工事竣工
◉健康管理センター竣工
◉木古内町福祉の家工事竣工
◉公営住宅大平団地竣工

◉ 札苅小・泉沢小・釜谷小の３校が木古内小学校と統合
◉学校給食センター改築工事竣工

◉パークゴルフ場竣工
◉サラキ岬で初めてチューリップ開花
◉北海道教育大学臨海実験所閉鎖
◉ 木古内町農業協同組合が新函館農業協同組合に合併

◉鶴岡季節保育所閉所
◉札苅多目的集会施設「みらい館
◉防災行政無線放送開始
」竣工

◉木古内郵便局が駅前通に移転
◉道立木古内高等学校創立 周年
◉公営住宅前浜団地竣工

２００１（平成 ）年

２００２（平成 ）年

２００３（平成 ）年
２００４（平成 ）年
◉ 木 古 内 漁 業 協 同 組 合と上 磯 町・上 磯はまなす・知
内町の４漁協が合併し、上磯郡漁業協同組合となる
◉商工会新会館竣工
◉ 鶴 岡 市・木 古 内 町 姉 妹 都 市 盟 約 周 年 、朝 暘 第一
小学校・鶴岡小学校姉妹校交流 周年記念式典

２００９（平成 ）年

２００８（平成 ）年

２００７（平成 ）年

２００６（平成 ）年

◉新国民健康保険病院改築工事竣工
◉道立木古内高等学校創立 周年

◉泉沢駐在所改築工事竣工

◉道立木古内高等学校商業科閉科

◉公営住宅新朝日団地竣工

◉木古内新栄簡易郵便局閉局

２００５（平成 ）年

２０１０（平成 ）年

◉医療機関送迎バス運行開始
◉箸・木材工芸品生産センター休業
◉泉沢保育所閉所
◉きこないクリーンセンター竣工
◉介護老人保健施設「いさりび」
と公営住宅いさりび
団地の複合施設竣工
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２０１２（平成 ）年

２０１１（平成 ）年
◉道立木古内高等学校閉校
◉町制施行 周年記念式典

◉鶴岡小学校閉校

２０１４（平成 ）年

２０１３（平成 ）年
◉道の駅に
「みそぎの郷きこない」登録
◉郷土資料館「いかりん館」
オープン

◉ ＪＲ江差線（木古内―江差間）
・代替輸送バス運行開始

◉木古内中学校が高校跡地に移転

も ぞ！
から る
これ 続け
り
走

◉特別養護老人ホーム
「いさりび」
オープン

◉下町・前浜ふれあいセンター開設
◉ちょっと暮らし住宅開設

◉北海道新幹線、
道南いさりび鉄道開業
◉道の駅「みそぎの郷きこない」
オープン
◉釜谷ゆうなぎ館竣工
◉道営住宅であえーる駅前団地竣工
◉道道江差木古内線新吉堀トンネル開通

２０１５（平成 ）年
２０１６（平成 ）年

２０１７（平成 ）年
２０１８（平成 ）年

ご あいさつ

）年に旧

木古内町は、北海道南西部に位置し、
四季折々の豊か
な自 然に恵まれた町です。１８８６（ 明 治

人たちが明 日の繁 栄を願い耕した大 地は現 在へと継

行ってまいります。

）年には北海

大森 伊佐緒

木古内町長

今 後 も 、ともに 語 り 、ともに 行 動 するまちづく りを

かつてのにぎわいを取り戻しつつあります。

年を待たずに来 館 者が１００万 人を突 破し、町 内は

て開 業した道の駅「みそぎの郷きこない」
では開 業２

道と本州をつなぐ大きな役割を担っています。先だっ

道 新 幹 線の開 業により、北 海 道の玄 関 口として北 海

て発展しました。
そして２０１６
（平成

鉄道結節点として、町内はにぎわい、交通の要衝とし

また、１９３０（ 昭 和５）年に鉄 道が開 通して以 降は

町自慢の特産品が生まれています。

前には津 軽の海に明るい希 望の朝 日 を 遠く

● たのしく暮らせる
平和なまちをつくりましょう

● 生活のむだをなくし、
きまりあるまちをつくりましょう

● 教育を高め、
文化のまちをつくりましょう

● 生産のくふうにつとめ、
豊かなまちをつくりましょう

● 健康で明るいまちをつくりましょう

に造りあげるためにこの憲章を定めます。

ひとつにして、愛する郷土を、
ますますりっぱ

わたしたちは、手をつなぎ、力をあわせ、心を

古内の町民です。

ゆく明るく平和なまちわたしたちは、
ここ木

承され、
あか毛和牛の日本一に輝いた
「はこだて和牛」、

庄内藩士が移住したことから、当町の農業は栄え、先
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◉木古内中学校工事竣工
◉北海道教育大学臨海実験所竣工
◉幸連育成牧場竣工

50

には千 軒の山 なみに美しく映える感 謝の夕

木古内町民憲章
年制定）

70

町内外から好評をいただいている
「みそぎの舞」
など当

（昭和
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町章は、大正６年に制定されてい
ましたが、昭和17年の町制施行に
際し、広く町民から募集して新しく
制定しました。
図案は、木古内の三文字を亀甲の
形に表現したもので、町民がお互
いに手を取り合い、町の平和と永
遠の発展を希望しているものです。

キーコ

章
町
木
町
花
町
マスコットキャラクター

