
（有）サンローゼン
長浜謙太郎さん

ケイセイマサキ建設（株）
下川原達朗さん

ケイセイマサキ建設（株）
宮下美咲さん

新ひだか町社会福祉協議会
佐藤朱莉さん

花のスガヌマ
菅沼翔太さん

（株）出口組
庄司英紀さん

日高信用金庫
渡辺碧さん

（株）前田ファーム
前田宗将さん
withくーちゃん

（有）田村利光商店
田村智基さん

幌村建設（株）
梅津吏旺さん



新冠町農業協同組合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新冠町字本町 有限会社 サンローゼン                       新冠町字明和

農家の人たちが農業をするうえでかかえるいろんな悩
みや問題を解決する手助けや農家の人たちが作る農畜
産物を集め、有利な値段で市場などに販売するほか、
農業やくらしに必要なものを農家さんや地域の人たち
に、よいものを安く売っています。

・農業指導
・農畜産物販売
・肥料や農薬の共同購入
・銀行・保険
・ガソリンスタンド

軽種馬生産育成の牧場です。
馬を通じた人との出会いと繋がりを大切に、豊かな心
で思いを共有し、永続的に地域社会に貢献する事を目
指します。

　・放牧集牧などの飼養管理業務
　・給餌及び厩舎、馬房の清掃業務
　・施設周辺環境整備業務
　・その他、馬や牧場に関わる事全般

日高地域を中心に主に土木工事を行っている会社で
す。パソコンの知識を生かしたい、技術を身につけた
い、体を動かして働きたい。いろいろな職種があり、
それぞれに合った仕事を分担し連携をとりながら、事
務所や現場で多くの人が働いています。魅力のある地
域に根付いた会社を目指しています。

　公共工事の土木工事が中心です。
　・港湾・漁港の整備工事
　・道路の整備・除雪工事
　・河川・治山・農業工事
　・災害復旧

日高昆布をパッケージし、全国のスーパーやお土産屋
さんに卸しています。
我々メーカーと、店舗さんの架け橋役である『商社』
さんがメインのお客様です。
商社さんから店舗の特徴を聞き、私は日高の昆布の状
況をお話ししながら、内容量・等級・パッケージなど
最適な商品を考えます。
自分達で考えた商品が沢山売れた時はとても嬉しいで
す。
より日高の魅力を広げられるよう、日高Tシャツも作っ
ています。

有限会社 グランド牧場                       新ひだか町静内真歌  高田観光 株式会社  ホテルローレル    新ひだか町静内本町

サラブレッドの生産と調教を行う牧場です。
体力のいるきつい仕事ですが、スタッフ全員で力を合
わせて馬を育てています。

　・馬のお産に関すること
　・1歳馬のセリへの上場
　・競走馬の騎乗調教
　・厩舎の清掃
　・餌やり、ブラッシングなど馬の手入れ
　・草刈りや除雪など場内の環境整備

６階建てのビジネスホテルと、レストランを営んでい
ます。
よいと思うこと、よいと言われることを固定観念にと
らわれず、経営者もスタッフも「チームローレル」と
して、みんなで創り上げていこうとするアットホーム
でドラマチックなアツイ会社です。

　・宿泊の受付
　・予約管理
   ・客室清掃
   ・レストランにおける調理、配膳
　

株式会社 前田ファーム                       新ひだか町三石美野和 あかげら動物病院                              新ひだか町静内御幸町

サラブレッドの生産牧場です。
体力的に厳しい仕事ですが、スタッフをはじめとする
牧場にかかわる人達と思いやる気持ちで向き合い、喜
びを共有していきたいです。

　・馬の生産に関すること
　・厩舎の清掃
　・餌やり
　・場内環境整備
　・セリに関すること

ワンちゃん・ネコちゃんを中心としたペットのための
病院です。予防医療から病気の子の手術や入院治療ま
で、街の動物病院で一般的に行われる処置・治療を
行っています。日高地方はペット向けの動物病院が少
ないので、地域の動物医療を支えられるよう日夜努力
しています。

　・予防医療　　　・入院治療
　・健康診断　　　・病気の子のトリミング
　・外来診療
　・外科手術

酒井建設 株式会社　　　　　　　　　　　　　新ひだか町三石東蓬莱 有限会社 田村利光商店                                             新ひだか町静内春立
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市場から仕入れたお花等を販売できる状態にするため
の水あげ作業をし、そのお花たちを店頭に陳列してお
客様のご要望を伺いながら接客・販売をし、ギフト用
に商品を包装したり、配達もおこないます。
店頭でお花を売るのみでなく、イベントやお祝いごと
などの装花をおこなったり、冠婚葬祭に関わったりと
幅広いお仕事です。

・お花の水あげ 、手入れ
・花束製作・フラワーアレンジメント
・接客・会計・配達

道路や橋などの建設、河川や海岸の改修、農業用用排
水路や農地基盤整備、治山事業といった主に公共土木
工事を行う会社です。また、台風や地震、大雨や大雪
といった自然災害に対し、地域の人達の命や暮らしを
守るため被害を抑制するよう対応したり復旧工事を行
います。我社は皆が生活するこの胆振日高地区の社会
基盤を守る大切なお仕事を営んでます。

  ・道路、橋梁、河川、海岸工事
  ・農業基盤整備工事
  ・災害復旧工事
  ・公共建築工事

 静内産業土建 株式会社                    新ひだか町静内御幸町  Peekaboo

　住宅づくりをはじめ、インフラ整備の公共事業にも
従事しています。
『家づくりは信用の積み上げ』を信条として、
お客様と『共に歩む』思いで、ご要望を叶えつつ、今
まで培ってきた技術のもと本物の住宅をしっかりと作
ることで地域に貢献し、親しみある町の土建屋さんを
目指します。
住宅の新築やリフォーム、家族構成の変化に伴う家の
維持、さまざまな悩みとご要望にお答えし、新たな運
営に取り組んでまいります。

地元【日高】の生乳を使ってジェラートを作っていま
す！市場に出回ることのない、希少価値の高い【生
乳】を使ったこだわりのジェラートです！
その他にもクレープや、焼き菓子、白いたい焼きなど
を販売しているスイーツ店です！
より多くの方々に、地元日高の【生乳】の美味しさを
届けられるように日々頑張っております！
  ・ジェラート、クレープ、焼き菓子、ケーキなどの
     製造・販売
  ・催事出店
  ・お祭り出店

 花のスガヌマ                          　　　　 新ひだか町静内吉野町  幌村建設 株式会社                           新ひだか町三石蓬栄

『建設業を通じて地域に夢を与える』という目標を掲
げて、インフラ(生活のもととなる道路・水道・電気な
ど)強化を始めとした、地域の皆様が暮らしやすい環境
をつくる建設会社です。常に新しいことに前向きに挑
戦し建設業の魅力の発信に日々努めています。

　・VR・ドローンなどを利用してかっこよく働く！
　・自分たちのまちの道路・川・ダムをつくる！
　・自然災害に立ち向かい、人とまちを守る！
　・太陽光・風力発電をつくって環境にやさしく！
　・ゴミ拾いや花を植えてまちをきれいにする！
　

キャラデコ、誕生日ケーキを中心とし、
洋生菓子、焼き菓子、チョコレート、ゼリーなどを製
造販売。
お客様が笑顔になれる様なケーキ作りを心がけており
ます。

有限会社 太田養蜂場                                                   新ひだか町静内御幸町  有限会社 静内タイヤ工業所　　　　　　　　　　　　　　　 新ひだか町静内御幸町

日本版遊牧民と呼ばれることもある仕事が、私たち太
田養蜂場が行っている『移動養蜂』です。

移動養蜂とはミツバチと共に移動して、育成や生産を
行う養蜂スタイルで、当社では北海道から鹿児島や秋
田へ行き、持って行ったミツバチの育成やハチミツの
生産を行っております。

また、当社では『安心安全で高品質なはちみつをあな
たに』を企業理念として、日々はちみつ生産や商品づ
くりを行っております。

乗用車・トラック・農業機械・建設機械などのタイヤ
を扱う『タイヤの総合店』です。
地域のお客様にとって任せて安心・頼りになる、身近
なタイヤショップを目指しています。

　・タイヤ・カー用品の販売
　・お車のメンテナンス（オイル交換など）
　・タイヤ交換及びパンク修理
　　（出張車両で現地へ向かいタイヤの修理もいた
　　　します）

ケイセイマサキ建設 株式会社　　　　　　  新冠町字大狩部 Patisserie Noire（パティスリーノワール） 新ひだか町静内こうせい町

新ひだか町静内本町

新冠町東町

新ひだか町静内駒場

2



皆さんがいつも利用する道路や下水道の他、除雪など
地域にとって欠かせない生活環境基盤を創り、守って
いるのが出口組の仕事です。
地域を豊かにし、人々に喜んでもらえる「やりがい」
と「誇り」のある仕事です。建設業は、自分の手掛け
た工事が地図に残り、それを親や、恋人に、そして子
どもに語ることの出来る素晴らしい仕事です。
地域のため一緒に汗を流していきましょう。私たちは
若者の力を求めています。

いろいろな薬、文具、事務用機器など、お客様の必要
なものに、できるかぎりお応えしています。
みなさんが通っている学校で、たくさんの勉強ができ
るようにお手伝いさせていただくお仕事もしていま
す。

 ・商品の販売　　 ・機器等リース

（取り扱い品目）
薬、化粧品、日用品、文具、事務用品、事務用機器、
医療機器、教材教具、学校備品、パソコン、タブレッ
ト、プリンター等

 有限会社 新冠塗工舎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新冠町字東町  ひだかトヨタ自動車販売合同会社        新ひだか町静内末広町

様々な建築物の塗装や、看板の製作・改修工事を請け
負っています。

塗装(塗料)の役割は大まかに
①建材を保護する
②見た目の美しさを保つ
③機能性を高める                の３つです。

建材や環境に合わせた適切な塗料を、適切なタイミン
グで塗ることにより、皆さんの生活に欠かせない住宅
や店舗などをより長い間綺麗に快適に利用できるよう
にするのが、私たち塗装会社の役割です。

トヨタ車を通じて、この「まち」に、なくてはならな
い自動車会社を目指しています。
地域の皆さんが気軽に立ち寄り、相談できる会社です
ので、皆さんも是非立ち寄って、車に興味を持っても
らえるとうれしいです。
 ・日高地区４店舗展開（新ひだか・浦河）
 ・トヨタ新車の販売　　　・各種中古車の販売
 ・自動車の点検・車検整備事業
 ・自動車保険の代理店業務
 ・自動車関連用品の販売
 ・地域と連携した町づくり推進協力
 ・災害時等に給電車両の提供協力

 就労サポートセンターちあふる                               新ひだか町静内御幸町  ライター・カメラマン　（中地広大） 　　　　　　　  新冠町字朝日

「手づくり工房さくら」と「クッキー工房 風」の2か
所で、手作りでパンと焼き菓子の製造と販売をしてい
ます。

主な内容は、ちあふるに通ってきている利用者さんの
お仕事が、うまくできるように準備やサポートをする
ことが中心です。
また、余暇活動支援としてゲーム、カラオケ、おやつ
作り、パークゴルフなどのレクリエーションを一緒に
楽しんでいます。

私は牧場業をしながら、副業でライター・カメラマン
の仕事をしています。副業はちょうど10年が経過しま
した。仕事内容をざっくりと説明をすると、「インタ
ビューをする」「写真撮影をする」「文章を書く」の
３点です。　私はこの３点で問われるのは「表現力」
だと思っています。それは時に楽しく、時に難しく、
磨いてみる価値のある力です。あなたも是非、自分の
知識や感性、好奇心を信じて、「表現者」の道を目指
してみてはいかがでしょうか。
 ・取材対象者へのインタビューや情報収集
 ・うなりながら原稿を書く
 ・どんなことを伝えたいかを考えながら写真を撮る

 株式会社 出口組                              新ひだか町静内本町  有限会社 ファーマシーでぐち　　　　　　　　　　　　　　新ひだか町三石本町

 日高信用金庫  写真日記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新ひだか町静内御幸町

「これまでも　これからも　このまちで」をキャッチ
フレーズに、２０２１年4月に創立１００周年を迎えた
信用金庫です。地元のお客様には「しんきんさん」の
愛称で親しまれており、一人ひとりのお客様と親身に
向き合うことを大切にしている地域密着型の金融機関
です。

写真業務全般のお仕事を行っております。
特にスタジオでの撮影ではお客様の貴重な思い出の
シーンを共にする、やりがいのあるお仕事です。

 ・証明写真撮影
 ・デジカメ ・スマホからの受付 ・プリント業務
 ・Tシャツプリント
 ・フォトブロック作製
 ・スタジオ撮影
  （百日、七五三、卒入学、ご成人、家族写真など）
 ・出張撮影（運動会、発表会、集合写真など）

新ひだか町静内本町

新ひだか町三石本町

新社屋 建設中 2023年春完成予定

社会福祉法人 静内ペテカリ
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 松屋菓子舗                                                                                 新ひだか町三石本町  株式会社 優駿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  新冠町字北星町

昭和30年から続く日高の老舗和洋菓子店です。

お祝いや記念等のホールケーキはもちろんのこと、
日高ならではの「三石昆布もなか」や「昆布まんじゅ
う」、素材からこだわったチーズケーキ、ショート
ケーキ　等、手作りスイーツを販売しています。

競走馬の総合商社として設立し、種牡馬の導入からシ
ンジケート（１頭の種牡馬を多数の株主で所有するこ
と）のマネジメント事業をメインに、競走馬の生産・
流通と競馬ファンの橋渡しとなるような様々な事業を
行っています。

 ・種牡馬の事務取扱
 ・競走馬保険の取扱
 ・軽種馬の飼料及び馬具の販売
 ・優駿スタリオンステーション、
　 優駿メモリアル記念館の施設管理

住み慣れたまちで生活しお互いの違いを認め合いなが
らつながりを大切にした地域共生社会を目指している
民間の福祉団体です。

 ・自治会等の福祉活動支援
 ・ボランティア活動参加支援
 ・災害ボランティアセンター設置・運営
 ・サロン等「集いの場」づくり支援
 ・判断力不十分な方の日常金銭管理支援または
    法人後見人（家裁指示）として身上監護、
    財産管理支援

家電の販売や修理、ガスの販売、住宅設備・リフォー
ムなど、お住まいに関することをほぼ全般対応してい
る会社です。

それぞれのお客様の環境や、使用状況等を考えて、お
住まいに関することを一緒に解決して、快適に暮らせ
るよう、サービスを提供しています。

 有限会社 磯貝嘉市商店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新ひだか町三石越海町  株式会社 中村薬局                                                     新ひだか町三石港町

日高昆布の加工製造や販売を行っています。

最近では、昆布が苦手なお子さんでも気軽に昆布を食
べられるようにという想いから、
日高昆布豚まん「あらいそまる」を開発しました。
「こんぶでしょ」といった昆布塩もオリジナルで製造
し、販売を行っています。

病院の先生から指示されたお薬を、何か困ったことや
変わったことがないかを、お一人ずつ確認しながら、
お薬を出しています。
組み合わせによっては、一緒に飲んでいけない薬もあ
るため、他に飲んでいる薬がないか等、丁寧に患者様
からお話を聞いて、お薬を出しています。

また、介護用品のレンタルや販売も行っていて、高齢
者の方々が安心して過ごせるよう環境を整えるお手伝
いもしています。

 日高中部森林組合                              新ひだか町静内田原  くまのフライパン                                                                新ひだか町三石鳧舞

地域の森林所有者が組合員となって、林業経営を効率
よく進めるために組織している協同組合です。
組合員のために、植林や間伐などの山づくりから丸太
の生産・販売などを行っています。

 ・森林の経営指導
　 （組合員への、森林の生産力増進や、販売や経理に
　　 係る指導など）
 ・林産物の生産販売・苗木等の供給
　 （丸太やきのこなどの林産物の生産・販売や、組合
　 　員への、林業に必要な物資の供給）
 ・森林の保護

2019年1月にオープンした飲食店です。

新ひだか町のブランド豚「健酵(けんこう)豚(とん)」を
使った「ポークチャップ」が看板メニューです。
地元の食材を可能な限り使って、町内外から来られる
お客様をお迎えしています。最近では、町内のお祭り
等にも出店をして、より多くの方においしいものをと
ことん味わってもらいたいという想いの元、活動をし
ています。

 社会福祉法人 新ひだか町社会福祉協議会  有限会社 山井リビング土井                              新ひだか町静内山手町
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＜自分らしく生きていける楽しい経験と繋がりを大切
に＞を理念に、こどもが楽しく安心して生活していく
ためのお手伝いをしています。

こどもとは…好きな活動や楽しいと思うことを一緒に
　したり、仲間づくりのお手伝いをしていきながら、
　その人らしい生き方を応援しています。
ご家族とは…希望や悩みごとについて一緒に、考え
　ます。ご家族と一緒に、喜んだり、困ったりする
　ことを大切にしています。
地域の方々とは…誰もが活躍できる社会となるように
　地域の人との繋がりを拡げていきます。

 装蹄師　（畠山朋弘）　                                          新ひだか町静内豊畑

馬の蹄（ひづめ）を管理する仕事です。

蹄は馬にとって第二の心臓と呼ばれるくらい、走るた
めに大切な部分です。
そのバランスを調整することで、馬のパフォーマンス
の向上や、病気や外傷などの予防・改善をサポートし
ています。

 ・蹄鉄（ていてつ）の作成（人間でいう靴のこと）
 ・蹄の削蹄（さくてい）   （人間でいう爪切り）
 ・蹄鉄を蹄に打ち付ける

 こどもサポートほっぷ                               　　　　　　新ひだか町静内こうせい町

自動車整備を中心に販売や板金塗装、損害保険など自
動車に関するすべての事業を行っています。
自動車以外では、建設機械や農業機械、バイク、自転
車の修理も行っています。

そして、地域の皆様に必要とされる整備工場を目指し
ています。その他、自動車レースチームTeam橋本興業
を運営し社員の整備技術向上や子ども達へ自動車整備
のPR、車好きなお客様と一緒に参戦しています。

 ぽるとみついし    (有限会社 橋本興業）　　　　　　　　　　新ひだか町三石本町

北海道新聞の販売を中心に、アクティビティー販売、
お土産販売、カフェを運営しています。
新聞は全国で起こっている情報を毎日届ける重要な仕
事です。NIE「教育に新聞を」という活動も行い小中学
生の学力向上に貢献しています。

アクティビティー販売は交流人口の増加と小中学生の
ふるさと教育に繋がる活動をしています。お土産・カ
フェ販売は地元の物を中心に販売し全国に発信してい
ます。大型ビジョンでパブリックビューイングや競馬
放送も行っています。
簡単に言うと三石を発信するお店です。

 有限会社 橋本興業　　　　　　　　　　　　　新ひだか町三石本桐
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