
西　暦 年号月 事　項

１９４８ 昭和 ２３年　５月 町制を施行

６月 各学校PTA結成

６ ・３制による中学校建設 （第１期）

１９４９ ２４年　４月 三股町青年連絡協議会結成

三股町婦人連絡協議会結成

梶山小２階建校舎竣工

５月 三股中校舎竣工 （第２期）

１９５０ ２５年　２月 三股町PTA連絡協議会結成

１０月 都市計画区域の決定 （町全域）

６ ．３制による中学校建設 (第３期)

１９５１ ２６年　４月 町長選挙　桑畑政沖氏当選

１０月 １戸１０羽養鶏を推進

１９５２ ２７年　９月 町営住宅建設　(山王原７戸、勝岡３戸)

１９５３ ２８年　１月 長田小現在地の校舎移転新築

１２月 三股小北側校舎竣工

町営住宅建設　(山王原１戸、勝岡１戸、東原６戸、長田２戸)

１９５４ ２９年１２月 三股町国民健康保険病院開院

町営住宅建設　(山王原６戸、長田２戸、塚原８戸、町前４戸、

榎堀１５戸、蓼池５戸)

１９５５ ３０年　４月 町長選挙　桑畑政沖氏当選

１９５７ ３２年　８月 町長選挙　大河内利雄氏当選

１０月 勝岡小校舎改築竣工

１１月 都市計画街路事業に着手

都城三股線 (都三線) 改良舗装着工

１９５８ ３３年　４月 三股町体育協会結成

６月 三股町民歌、三股音頭制定

７月 三股町土地改良協会設立

１０月 三股町社会福祉協議会発足

民生委員誕生

１９５９ ３４年　４月 家畜診療所開設

５月 各小学校ミルク給食開始

三股小鉄筋校舎２階建竣工

町営住宅建設　(町前４戸、榎堀１６戸)

１．町政のあゆみ
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西　暦 年号月 事　　　項

１９６０ 昭和３５年　３月 三股町中央公民館落成

４月 三股中学校長田分校独立

町営住宅建設　(町前４戸、榎堀３１戸)

１９６１ ３６年　４月 各小学校A型給食開始 (長田小を除く)

　７月 三股町史刊行

８月 町長選挙　大河内利雄氏当選

町営住宅建設　(町前６戸、長田１５戸、牧野４戸、栗原１０戸、

蓼池５戸)

国民年金制度発足

１９６２ ３７年１０月 長田小A型給食開始

町営住宅建設　(射場前３１戸、宮村４戸)

１９６３ ３８年　４月 三股町老人ホーム 「清流園」 開設

８月 広報みまた発刊

１０月 三股中ミルク給食開始

町営住宅建設　(中央１２戸、榎堀２４戸)

三股町大型農機具利用組合設立

１９６４ ３９年　１月 町民憲章制定

３月 三股小鉄筋校舎２階建竣工

４月 地区公民館制度発足

都三線にバス開通

５月 都島 (現農業) 高校三股牧場開設

９月 都城商工 (現都城東) 高校開校

１２月 新馬場陸橋完成

町営放牧場完成

町営住宅建設　(中央１６戸、榎堀１２戸、蓼池４戸、牧野４戸)

１９６５ ４０年　３月 三股町体育館落成

三股小鉄筋校舎２階建竣工

４月 餅原駅完成

８月 町長選挙　大河内利雄氏当選

１１月 第４地区公民館落成

町営住宅建設　(塚原１８戸、植木６戸、花見原１８戸)

１９６６ ４１年　４月 三股町学校給食センター落成

ホームヘルパー設置
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１９６６ 昭和４１年５月 各学校完全給食開始

９月 健康文化都市宣言

１１月 第３地区公民館落成

１２月 町営住宅建設　(塚原４７戸、中原１０戸、植木原４戸、花見原

１０戸)

社会福祉法人三股町社会福祉協議会発足

１９６７ ４２年１１月 町営住宅建設 (塚原３４戸、蓼池１８戸、餅原８戸、勝岡２０戸)

１９６８ ４３年　３月 優良町として全国町村会より表彰される

三股中新校舎３階建竣工

第７地区公民館落成

第２地区納骨堂落成

５月 三股町老人福祉センター落成

９月 消防本部県消防操法大会優勝

１２月 都北衛生センター落成

町営住宅建設　(餅原１３戸、宮下４７戸、天神原２０戸)

１９６９ ４４年　１月 「三股の今日を築いた人々」刊行

３月 野崎重則初代村長の胸像建立

第６地区公民館落成

７月 集中豪雨により勝岡新坂で女子中学生４名死亡

町保留牛制度開始

８月 町長選挙　大河内利雄氏当選

１２月 中央地区、植木、第７地区納骨堂落成

三股町畜産振興会発足

町営住宅建設　(中原７２戸)

１９７０ ４５年　２月 三股中新校舎３階建竣工

３月 岩下橋拡張工事竣工

８月 椎八重公園落成

１１月 町営住宅建設　(中原５０戸)

田上、梶山、寺柱、勝岡、前目、小鷺巣納骨堂完成

五本松土地区画整理事業着工

市街化区域及び調整区域決定

１２月 椎八重公園に山清荘が完成

旭ヶ丘運動公園事業着工
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１９７１ 昭和４６年　８月 役場現在地に移転　新庁舎落成

町章、町の木・花・鳥を制定

１１月 町営住宅建設　(五本松４８戸)

大鷺巣、餅原、長田納骨堂落成

１９７２ ４７年　１月 今市橋完成

国民年金受給者協会発足

大字 「宮」 を 「宮村」 に統一

３月 三股駅が東都城駅となる

４月 三股東中の統廃合

７月 稗田土地区画整理事業着工

１０月 運動公園野球場完成記念町民体育大会

１１月 町営住宅建設　(五本松８６戸)

１２月 長田へき地保育所開設

１９７３ ４８年　２月 第１回青年議会開催

５月 三股町中央公民館、図書館落成

三股町讃歌、三股ばやし制定

８月 町長選挙　田中康稔氏当選

１１月 畜産センター完成

町営住宅建設　(今市１０戸)

早馬近隣公園完成

１９７４ ４９年　３月 電話自動交換局が完成

９月 第２部県消防操法大会優勝

１１月 町営住宅建設　(今市１０戸)

１９７５ ５０年　１月 五本松土地区画整理事業竣工

４月 予防接種を無料化

６月 上水道第４次拡張工事に着手

地籍調査開始

１１月 町営住宅建設　(今市２０戸)

１９７６ ５１年　３月 第２地区公民館落成

４月 三股町商工会館落成

１０月 消防補給車を本部に配備

１１月 町営住宅建設　(稗田２４戸)

１９７７ ５２年　５月 東都城駅コンテナ駅として発足
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１９７７ 昭和５２年８月 町長選挙　田中康稔氏当選

１１月 武道体育館、弓道場が完成

１２月 町営住宅建設　(稗田３６戸)

１９７８ ５３年　１月 稗田土地区画整理事業竣工

２月 勤労者体育センター落成

第５地区公民館落成

５月 廃棄物処分場を新設

９月 町長選挙　桑畑三夫氏当選

１１月 町制施行３０周年記念式典

１９７９ ５４年　１月 母子世帯医療費助成開始

２月 梶山小校舎改築完成

３月 町営住宅建設　(唐橋２４戸)

三股町老人ホーム 「清流園」 移転新築

１０月 旭ヶ丘球場で国体軟式野球 (青年男子) 開催

１９８０ ５５年　３月 第４地区公民館落成

４月 第８ ・第９地区公民館発足 (第１地区分割)

９月 消防本部県消防操法大会優勝

１２月 防災行政無線を設置

１９８１ ５６年　１月 町立病院に歯科を新設

２月 勝岡小、宮村小校舎改築完成

町営住宅建設　(山王原１２戸)

四半的弓道場完成

１９８２ ５７年　３月 町営住宅建設　(南原１２戸)

９月 旭ヶ丘ソフトボール場夜間照明施設完成

町長選挙　桑畑三夫氏当選

１１月 都北衛生センター改築完成

１９８３ ５８年　２月 長田小校舎改築完成

３月 町営住宅建設　(南原１２戸)

　４月 上水道第５次拡張事業に着手

１９８４ ５９年　３月 第８地区公民館落成

広域農道が完成

町営住宅建設　(唐橋１６戸)

５月 体力づくり運動モデル町の指定
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１９８５ 昭和６０年　２月 都城農高三股牧場現在地に移転

第９地区公民館落成

町営住宅建設　(唐橋１６戸)

３月 新馬場近隣公園開設

新ひむかづくり運動町民会議発足

１１月 三股町史改訂版刊行

１９８６ ６１年　３月 三股駅名が復活

花見原土地区画整理事業竣工

町営住宅建設　(唐橋１６戸)

９月 町長選挙　桑畑三夫氏当選

１９８７ ６２年　３月 町営住宅建設　(長田１０戸)

７月 三股町壮年連絡協議会発足

１１月 １００歳長寿者３名が誕生

１９８８ ６３年　３月 第１地区公民館落成

三股橋の架け替え完成

６月 宮村郷土史刊行

１１月 町人口が２万人に到達

１９８９ 平成 元年　２月 在宅老人デイ・サービスセンター完成

４月 三股西小開校

５月 置村１００年・町制４０周年記念式典開催

シルバー人材センター発足

１９９０ ２年　４月 しゃくなげの森オープン

９月 町長選挙　福永昌徳氏当選

１０月 役場　(第２ ・第４) 土曜閉庁制実施

１９９１ ３年　２月 役場庁舎増改築が完成

３月 給食センター移転新築落成

殿岡生活改善センター落成

第三次三股町総合計画策定

４月 宮崎産業経営大学が開学

１１月 住民・印鑑登録の電算処理開始 (総合行政システム稼動)

第１回三股町ふるさとまつり

１９９２ ４年　４月 ２９の自治公民館が発足

税･福祉･水道の電算処理開始
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１９９２ 平成　４年　９月 長田辺地総合整備計画策定

１０月 住宅の電算処理開始 

１９９３ ５年　３月 高才原大橋が完成

三股町健康管理センター落成

第３地区公民館落成

町営テニスコート完成

三股派出所が現在地に移転

特別養護老人ホーム 「三光苑」 開設

７月 国際交流員を設置

１０月 奨学金の電算処理開始

１９９４ ６年　３月 長田峡橋が完成

第７地区公民館が落成

４月 役場完全週休二日制実施

健康管理の電算処理開始

９月 町長選挙　山元勝博氏当選

１０月 梶山農業集落排水事業竣工

１９９５ ７年　９月 一般廃棄物最終処分場建設工事着工

１９９６ ８年　３月 第６地区公民館落成

第三次総合計画後期基本計画策定

８月 第１回三股町花火大会

１０月 第１回三股町社会福祉大会

１２月 庁内ＬＡＮ運用開始

１９９７ ９年　２月 中学校運動場整備工事竣工

３月 一般廃棄物最終処分場落成

レジデンスパーク整備事業幹線排水路竣工

４月 過疎地域定住促進奨励金交付事業開始

７月 温泉掘削着工

１９９７ ９年１２月 「ハローダイヤルみまた」 開局

１９９８ １０年　１月 公共下水道事業着工

５月 三股町町制施行５０周年記念式典開催

名球会開催

９月 温泉掘削竣工

町長選挙　桑畑和男氏当選
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１９９８ 平成　１０年１０月 エコフィールドみまた完成

１９９９ １１年　４月 町議会議員選挙

５月 ケーブルテレビ網敷設工事着工

９月 介護保険システム稼動

１２月 三股町総合文化施設工事着工

２０００ １２年　３月 三股町墓苑高才原竣工

８月 女性行政懇話会発足

２００１ １３年　３月 三股町総合文化施設竣工

３月 第２地区交流プラザ落成

第四次三股町総合計画策定

７月 庁内ＬＡＮ経由インターネット利用開始

10月 戸籍事務コンピュータ化

下水道処理施設（中央浄化センター）着工

11月 三股町総合文化施設オープン

２００２ １４年　３月 三股町ホームページ開設

４月 町税等の口座振替実施

８月 住基ネットワーク稼動

９月 町長選挙　桑畑和男氏当選

１２月 長田小体育館及びプール完成

２００３ １５年  １月 北諸地域任意合併協議会設立

３月 温泉施設断念

４月 町議会議員選挙（無投票）

税･福祉･住宅･奨学金システム、健康管理システム稼動

財務会計システム稼動

８月 ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）導入

１２月 法定合併協議会不参加

２００４ １６年  ２月 町体育館大規模改修

４月 「行政改革元年」としての取組み

１２月 濁酒特区認定（九州で４市町）

２００５ １７年　２月 駅前トイレ完成

３月 公共下水道供用開始

三股町総合福祉センター竣工

４月 三股町総合福祉センター「元気の杜」オープン
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２００５ 平成１７年　４月 子育て支援センター設置（総合福祉センター内）

８月 中原団地建替事業着工

９月 梶山で台風１４号により住宅裏山が崩れ２名死亡

１０月 濁酒特区に伴う濁酒製造開始 九州初（そば道場百姓屋）

１１月 医師会を三股町国民健康保険病院の指定管理者に指定

１２月 都城北諸県広域市町村圏事務組合解散

                             （１市４町合併に伴う）

都北衛生センター管理組合解散

都城･北諸県公平委員会共同設置の廃止

都城北諸県地域介護認定審査会共同設置の廃止

都城･北諸県地域視聴覚教育協議会の廃止

公共下水道事業の事務委託の廃止（船団方式事業）

２００６ １８年　３月 上米公園パークゴルフ場オープン

４月 小規模特認校制度スタート（長田小）

５月 自動体外式除細動器の設置

　　　　　（役場庁舎内・中央公民館・文化会館・武道館）

７月 三股中学校整備事業着工

８月 三股町立図書館来館100万人突破

９月 町長選挙　桑畑和男氏当選

１０月 長田地区簡易水道整備事業着工

２００７ １９年　４月 三股町コミュニティバスくいまーる運行開始

町議会議員選挙（定数18人→12人）

乳幼児医療費助成事業開始

特定不妊治療助成事業開始

９月 災害時における飲料水及び生活用水の確保に関する協定

１１月 三股町総合文化施設南側駐車場整備竣工

２００８ ２０年　５月 三股町町制施行６０周年記念式典開催

９月 中原団地建替事業竣工

１１月 三股中学校整備事業竣工

２００９ ２１年　２月 三股町産業会館落成

３月 長田地区簡易水道整備事業竣工

三股駅舎改修

４月 町税・公共料金コンビニ収納開始

三股町立病院譲渡
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西　暦 年号月 事　　　項

２００９ 平成２１年１０月 都城広域定住自立圏形成協定締結

２０１０ ２２年　３月 勝岡小学校体育館整備事業竣工

三股駅前多目的広場整備事業竣工

蓼池公園整備事業竣工

４月 宮崎県口蹄疫発生　三股町対策本部設置

５月 三股町福祉・消費生活相談センター開設

８月 三股町情報発信戦略事業開始

特定高齢者住宅改修費補助事業開始

９月 町長選挙　木佐貫辰生氏当選

１０月 ファミリー・サポート・センターたんぽぽ開所

２０１１ ２３年　１月 県市町村対抗駅伝競走大会「町村の部」優勝

２月 新燃岳の爆発的噴火（町内一円降灰）

３月 三股駅西側駐車場・駐輪場整備事業竣工

三股小、梶山小、宮村小体育館整備事業竣工

第五次三股町総合計画策定

４月 町議会議員選挙

住宅リフォーム事業開始

宮村「眺霧台」分譲開始（２１区画完売）

１２月 文化会館開館１０周年記念事業「おはよう、わが町」公演

２０１２ ２４年　１月 県市町村対抗駅伝競走大会「町村の部」連覇

３月 塚原団地Ａ棟建設工事竣工

三股町弓道場竣工

第１回三股町地区別対抗駅伝大会

４月 町人口２万5,000人達成記念式典挙行

６月 第１回みまた演劇フェスティバル「まちドラ！」

１０月 全国和牛能力共進会第９区（枝肉部門）連覇

２０１３ ２５年　１月 県市町村対抗駅伝競走大会「町村の部」３連覇

文化会館「地域創造大賞（総務大臣賞）」受賞

３月 塚原団地Ｂ棟建設工事竣工

まちづくり基本条例制定

６月 第１回みまたものづくりフェア開催

１０月 ふれあい中央広場竣工

小中学校校務支援システム導入
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西　暦 年号月 事　　　項

２０１４ 平成２６年　１月 県市町村対抗駅伝競走大会「町村の部」４連覇

駅前ロータリー広場竣工

２月 三股駅開業１００周年記念式典

３月 三股町アグレッシブタウン基本構想策定

役場太陽光発電パネル設置

長田地区住宅建設工事竣工

４月 町史編さん事業開始（５ヶ年事業）

８月 都城地区企業立地促進協議会設立

９月 町長選挙（無投票）　木佐貫辰生氏当選

１０月 第１回文教フェスティバル

２０１５ ２７年　２月 都城市クリーンセンター竣工

武道体育館耐震補強・改修工事竣工

３月 都城市郡医師会病院等新築工事竣工

防犯灯のLED化完了

防災行政無線のデジタル化整備完了

４月 三股西小・三股小の「調整区域制度」導入

町議会議員選挙

６月 きらめき土曜塾開講

１０月 三股町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定

ジャンカン馬新厩舎完成

よかもん朝市１００回

２０１６ ２８年 １月 第１回みまたん霧島パノラマまらそん開催

空き家等情報バンクの運用に関する協定書締結

３月 西部地区体育館竣工

第五次三股町総合計画後期基本計画策定

８月 上米公園パークゴルフ場９ホール増設オープン

１０月 環境保全協定（大栄環境㈱、㈱総合農林、三股町、

立会：宮崎県）締結

１１月 文化会館開館１５周年記念事業「おはよう、わが町」公演

１２月 三股町弓道場観覧席竣工

公共施設等総合管理計画策定

２０１７ ２９年１月 三股町まち・ひと・しごと情報交流センター竣工

地域おこし協力隊２名着任

２月 三股西小第一放課後児童クラブ竣工

３月 避難誘導灯３７基設置（各地区避難所、ふれあい中央広場周辺）
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西　暦 年号月 事　　　項

２０１７ 平成２９年３月 都城高専との包括連携協定締結

南九州学園との包括連携協定締結

長田へき地保育所閉所

４月 町制７０周年記念フォトコンテスト開始

空き家等情報バンク活用促進事業補助金開始

スクールバス運用開始（梶山小・長田小）

６月 旭ヶ丘運動公園陸上競技場整備着工

７月 新農業委員会スタート

８月 ふるさと人材育成事業団沖永良部島派遣２０周年

ＭＵＫＡＳＡ－ＨＵＢとの包括連携協定

９月 アマチュア無線都城クラブとの包括連携協定

２０１８ 平成３０年１月 第８回県市町村対抗駅伝大会「町村の部」優勝（５回目）

３月 三股勤労者体育センター改修竣工（三股町多目的スポーツセンター）

東原団地Ａ棟完成

三股町都市計画マスタープラン策定

４月 三股町地域雇用創造協議会設立

５月 町制７０周年記念ナンバープレート発行開始

８月 交通死亡事故ゼロ表彰（２年目）

９月 町長選挙（無投票）木佐貫辰生氏当選

町議会議員補欠選挙（無投票）

台風24号による記録的短時間雨量記録（長田　120mm/h）

１０月 小・中学生の医療費助成制度拡充

町制施行７０周年記念第３２回芸能発表会（郷土芸能９団体出演）

三股中央浄化センター水処理施設増設工事着工

１１月 町制施行７０周年記念式典開催

１２月 町制施行７０周年記念フォトカレンダー配布

２０１９ 平成３１年１月 第９回県市町村対抗駅伝競走大会「町村の部」連覇（６回目）

２月 ヤマト運輸（株）との包括連携協定

３月 東原団地Ｂ棟完成

三股町史発行（上・下巻）

テニスコート３面増設竣工

旭ヶ丘運動公園陸上競技場整備一部竣工

養護老人ホーム清流園民間譲渡
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２０１９ 平成３１年３月 三股町総合福祉計画策定

子どもの未来応援計画策定

４月 スクールバス２台運行

町議会議員選挙

令和元年６月 五本松町営団地解体工事着工

７月 地域おこし協力隊１名着任

９月 三股町ホームページリニューアル

１０月 地域おこし協力隊１名着任

１１月 三股町名誉町民第７号（中村　修一氏）

１２月 中央浄化センター内への汚泥等受け入れ施設の建設及び

操業に関する協定締結（今市自治公民館）

よかもん朝市１５０回目

２０２０ 令和２年１月 第１０回県市町村対抗駅伝競走大会「町村の部」三連覇（７回目）

集落支援員１名委嘱

２月 上水園「颯々」「バイオ茶」が米アカデミー賞祝賀会に採用

全小中学校教室エアコン設置完了

三股町新型コロナウイルス対策本部設置

３月 第６部消防団詰所移転改築

三股町景観まちづくり計画策定

第２期三股町子ども・子育て支援事業計画及び第２期三股町

次世代育成支援行動計画（後期計画）策定

第２期三股町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定

三股町交流拠点施設整備事業基本構想策定

第七次三股町行政改革大綱策定

※新型コロナウイルス感染防止対策のため中止及び延期となった

　主なイベント

　　・第３０回ふるさとまつり

　　・みまたモノづくりフェア２０２０

　　・令和３年三股町成人式

　　・第６回みまたん霧島パノラマまらそん

　　・東京２０２０オリンピック聖火リレー

４月 宮村「小サギス」宅地分譲開始（３区画）

国の「緊急事態宣言」発令
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２０２０ 令和２年５月 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室設置

１０月 旭ヶ丘運動公園陸上競技場整備完了

三股町景観条例施行

㈱テレビ宮崎との防災パートナーシップ協定締結

第一生命保険㈱との包括連携協定締結

１１月 秋の「まちドラ」開催

１２月 町証紙券売機設置

大和フロンティア㈱との包括連携協定締結

２０２１ 令和３年１月 県独自の「緊急事態宣言」発令

２月 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種対策室設置

３月 第６次三股町総合計画策定

第５次国土利用計画三股町計画策定

三股町立地適正化計画策定

４月 東京2020オリンピック聖火リレー出発式開催　※１年の延期を経て開催

５月 新型コロナウイルス感染症ワクチン集団接種開始

７月 国文祭・芸文祭みやざき2020　※１年の延期を経て開催

電気自動車「日産リーフ」の導入

（株）九南、日産自動車（株）、宮崎日産自動車（株）、

（株）日産サティオ宮崎との災害連携協定締結

９月 （株）都城北諸地区清掃公社が企業版ふるさと納税第１号と

して町に寄附

１０月 「まちドラ！２０２１」開催

１１月 三股町交流拠点施設整備事業基本計画策定

１２月 町商工会と官民共同事業体の設立に関する協定締結

２０２２ 令和４年１月 令和３年度・令和４年度三股町成人式開催　※２年度分同日開催

住民票の写しなど各種証明書のコンビニ交付開始

※新型コロナウイルス感染防止対策のため中止となった

　主なイベント

　　・第３０回ふるさとまつり

　　・みまたモノづくりフェア２０２１

　　・第６回みまたん霧島パノラマまらそん
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