
気　　象 （平成31年度） 事　業　所    （平成28年6月1日現在）

あ　ゆ　み 住民基本台帳人口 （令和2年3月31日現在）

1640年 （寛永年間） 美幌場所設置

1887年 （明治20年） 戸長役場設置（開基） 美幌町：農政グループ 美幌町：環境生活グループ

1915年 （大正04年） 村制を施行し美幌村となる

1919年 （大正08年） 津別村を分村 財政規模 　（単位：千円・％）

1923年 （大正12年） 町制を施行し美幌町となる

町名の由来
　多くの清流が、合流して水量が豊富なところをアイヌ

語で「ピ・ポロ＝水多く・大いなる所」といい、これが 美幌町：環境生活グループ

転訛して「ビホロ」となる。

町の花など ※公務を除きます。

まちの木：イチイ（オンコ） 企 業 会 計 農　　業 （平成29年2月1日現在）

土　　　地
　（国土地理院市区町村別面積調） 総務省「国勢調査」 美幌町：財務グループ「農業基本調査」

地目別土地面積（㎢） （令和2年1月1日現在）

林　　業 （令和2年3月31日現在）

実質公債費比率 　（平成30年度末決算）

（固定資産の価格等の概要調書）   　美幌町：耕地林務グループ

美幌町：税務グループ 美幌町：財務グループ 経済産業省「工業統計調査」

公園（箇所） （令和2年3月31日現在）

道　　路 （平成31年4月1日現在） 医療施設数 （令和2年3月31日現在） ※みどりの村森林公園は含みません。 美幌町：建設グループ

上水道 （令和2年3月31日現在）

一財)北海道建設技術センター「北海道道路現況ポータルサイト」

自動車保有台数 （平成31年3月31日現在） 美幌町：水道グループ

下水道 （令和2年3月31日現在）
診療科目：・内科・総合診療科・循環器内科・呼吸器内科・外科

　　　　　・整形外科・泌尿器科・小児科・眼科・リハビリテーション科

国民健康保険 （平成31年度末年報） 美幌町：建設グループ

　北海道運輸局「保有自動車車輌年報」

鉄道（平成31年度） バス （令和2年3月31日現在）

美幌町：環境生活グループ

介護施設数 （令和2年3月31日現在） 観光客入込数 平成31年度　　550,982人
JR北海道 美幌町：商工観光グループ

道の駅 ぐるっとパノラマ美幌峠
美幌町：保健福祉グループ

児童福祉施設等 （令和2年3月31日現在） 主な祭り 観光和牛まつり、夏まつり、

学校施設 （令和2年5月1日現在） ふるさとまつり、冬まつり
その他の施設：子育て支援センター・子ども発達支援センター

　　　　　　　学童保育所・幼児ことばの教室・児童センター 主な施設 峠の湯びほろ、みどりの村

美幌町：児童支援グループ 林業館きてらす

文部科学省「学校基本調査」 美幌町総務部財務グループ統計担当 美　幌　峠

社会教育施設・スポーツ施設 公営住宅管理戸数 （令和2年3月31日現在） 〒092-8650 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５
町民会館・図書館・博物館・マナビティーセンター・スポーツセンター 電話0152-73-1111内線224
トレーニングセンター・あさひ体育センター・Ｂ＆Ｇ海洋センター・リリー山スキー場 美幌町：建築グループ

まちの花：エゾムラサキツツジ 個別排水処理特別会計 109,004

① 　美幌町のすがた ② 　人　　口　日照時間 1,973.5h

　年間降水量 651.0㎜

232.0㎜

年　　代 で　き　ご　と

9,820 9,498

15.4

6,852

農林業（個人除く） 44 388

人口（人）

産　　業 事業所数 従業者数（人）

　総　数 866

男（人） 女（人） 世帯数(戸) 建設業 62 547

8 79

住民基本台帳年齢別人口 （令和2年3月31日現在） 運輸・郵便業 18 404

製造業 46 1,008
電気･ガス･熱供給･水道業･情報通信業

19,087 9,267

1,701

会計名
令和２年度
当初予算額

平成３１年度
当初予算額

増減率
人口総数 19,087 100.0 51.2歳 金融・保険業

区　　分 人口（人） 構成比(%) 平均年齢 卸売・小売業 236

17 154

不動産業 43 82

一 般 会 計 14,052,310 10,248,028 37.1 生産年齢人口 （15～64歳） 10,297 53.9 2.01人 宿泊・飲食サービス業 135 552

年 少 人 口 （　0～14歳） 1,956 10.3 世帯平均人員

特 別 会 計 5,997,042 5,913,856

医療・福祉 58 825

老 年 人 口 （65歳以上） 6,834 35.8 生活関連サービス業 89 276

教育・学習支援業 18 81

産業別人口（15歳以上就業者数） （平成27年10月1日現在）

その他サービス業 92 755
公共下水道特別会計 992,559 1,008,404 △ 1.6 総  数 9,942

介護保険特別会計 1,961,721 1,887,991 3.9 区  分 就業者数（人）

100.0 総務省「経済センサス活動調査」

構成比(%)

9,458ha

5.1

主要作物：小麦・甜菜・馬鈴薯・玉葱外

総面積　４３８．４１㎢
合　計 23,679,653 19,617,530 20.7

63.2 農家数 382戸 従業員数 957人

病院事業会計 2,462,016 2,574,884 △ 4.4 分類不能の産業

水道事業会計 1,168,285

第2次産業 1,918 19.3

耕作面積

田・畑 108.59 宅　地 6.85

210 2.1

原　野 2.54 雑種地 4.95 美幌町 8.8% 工　　業（従業員4人以上）

山　林 270.79 牧　場 6.92

9,931ha 4,046ha 1,148ha 11,705ha

道有林 町有林 民有林森林面積 国有林

26,830ha

FSC森林認証 2,541ha 森林伐採量 178haその他 37.77 全道平均 9.2% 項目

④ 　道路・交通 ⑥ 　保健・福祉

一般国道 道　　道 町　　道 町道舗装率 町立病院 私立病院 私立医院 私立歯科
び　ほ　ろ

全道順位（降順） 96位 製造業 26 2,194,044

墓園街区 近隣 運動 緑地総数

28 1 4 2

旅客 循環線 郊外線 都市間

特殊用途車 小型二輪車 軽自動車

729台 358台 6,712台

2,300台 57台 7,553台

⑧ 　観　　光
被保険者数 加入率

4,921人/2,886世帯

486.5㎞ 54.3%

町立国民健康保険病院 （令和2年3月31日現在）

貨物車 乗合車 乗用車

64.4㎞ 48.2km

136人職員数99床病床数

1 1 8

中学校 2 44 21 449

児童生徒数

2
⑤ 　教　　育

認可保育所 2

152

⑦ 　生活環境
小学校 3 84 52 868

区分 学校数 教員数 学級数

幼保連携型

認定こども園 1 19 8

ポケット統計
普及率

17,395人 95.9% 91.1%

有収率

ショートステイ デイサービス

2020

区域人口

4

25.8%

認可外保育所 1

グループホーム

水洗化率

給水人口 普及率10

18,230人 95.5%

幼稚園 1 14 5 92

5

３系統 ２系統
介護老人福祉施設 1

へき地保育所

介護老人保健施設

89.1千人 ２系統

3

1

83.5%

320,111

1.4
国民健康保険特別会計 2,613,647 2,613,775 0.0

105,508

18 3

事業所数

880,762 32.6 第3次産業 6,284

3.3 第1次産業 1,530

298,178 7.4

製造品出荷額等（万円）

（令和元年6月1日現在）

③ 　産　　業

総数 879 町営住宅 795 道営住宅 84
美幌町総務部財務グループ

http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/

107.5㎜

最高気温

最低気温

平均気温

37.4℃

-27.9℃

6.2℃

3,630,301 3,455,646

月最小日照時間 115.4h

月最大日照時間 251.1h

月最大降水量

日最大降水量

後期高齢者医療特別会計


