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区　分 施 設 名  住  所 電話番号 

役 場 

役場上湧別庁舎 上湧別屯田市街地 318 番地 2-2111 

役場湧別庁舎 栄町 112 番地の１ 5-2211 

教育委員会 
栄町 219 番地の１  

（文化センターさざ波内） 
5-3143 

中湧別出張所 
中湧別中町 3020 番地の１  

（文化センターＴＯＭ内） 
2-2218 

芭露出張所 芭露 297 番地（JA 湧別町芭露支所内） 6-2153 

小学校 

上湧別小学校 上湧別屯田市街地 98 番地の１ 2-2626 

中湧別小学校 中湧別南町 914 番地 2-2033 

開盛小学校 開盛 462 番地の３ 2-5204 

富美小学校 富美 568 番地 2-2946 

湧別小学校 錦町 211 番地の１ 5-2438 

芭露小学校 芭露 879 番地 6-2102 

中学校 

上湧別中学校 上湧別屯田市街地１番地の１ 2-2095 

湧別中学校 錦町 223 番地 5-2410 

湖陵中学校 芭露 411 番地 6-2463 

高 校 湧別高校 中湧別南町 846 番地の 2 2-2419 

給食センター 学校給食センター 北兵村三区 534 番地の１ 2-2394 

保育所・幼稚園 

上湧別保育所 上湧別屯田市街地 71 番地の１ 2-2490 

中湧別保育所 中湧別中町 3021 番地の１ 2-2259 

開盛保育所 開盛 3039 番地の４ 2-5002 

湧別保育所 栄町 143 番地の 1 5-2234 

芭露保育所 芭露 413 番地 6-2026 

みのり幼稚園 中湧別南町 842 番地の 8 2-3538 

福祉施設 

なかよし児童センター 中湧別中町 3021 番地の１  

（中湧別保育所併設） 
2-2049 

中湧別子育て支援センター 

湧別児童センター 栄町 143 番地の 1 

（湧別保育所併設） 

5-2432 

湧別子育て支援センター 5-2234 

保健福祉センター 栄町 112 番地の９（役場湧別庁舎併設） 5-3765

高齢者生活福祉センター 東 41 番地の 11 5-3800 

医療施設 

ゆうゆう厚生クリニック 中湧別中町 3020 番地の 14 2-2185 

曽我病院 中湧別中町 826 番地の 1 2-2001 

上湧別歯科診療所 上湧別屯田市街地 291 番地の１ 2-2002 

佐々木歯科医院 中湧別中町 450 番地 2-2024 

湧別歯科診療所 栄町 112 番地の５ 5-2248 

ゴミ処理施設 
上湧別廃棄物処理場 上湧別屯田市街地 614 番地の 1 2-4211 

遠軽地区広域組合リサイクルセンター 上湧別屯田市街地 563 番地の 2 4-2001 

斎 揚 
0662-2地番744地街市田屯別湧上場斎別湧上

湧別斎場 東 145 番地の１ 5-2940 

教育文化施設 

文化センターＴＯＭ 中湧別中町 3020 番地の１ 2-2188 

文化センターさざ波 栄町 219 番地の１ 5-3189 

ふるさと館ＪＲＹ 北兵村一区 588 番地 2-3000 

郷土館 栄町 155 番地の１ 5-2229 

27 主な公共施設・官公庁 

※湧別町の市外局番は「01586」です 
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中湧別図書館 

漫画美術館

中湧別中町 3020 番地の１  

（文化センターＴＯＭ内） 

中湧別中町 3020 番地の１  

（文化センターＴＯＭ内） 

2-3150 

2-2218

湧別図書館 栄町 219 番地の１ 5-3122 

体育施設 

教育文化施設 

中湧別総合体育館 中湧別南町 905 番地の２ 2-4186 

中湧別野球場 中湧別南町 905 番地 一 

湧別総合体育館 

栄町 155 番地の 1 5-2229 武道館 

湧別プール 

芭露ファミリースポーツセンター 芭露 248 番地の５ 6-2353 

湧別運動公園 

（野球場･テニスコート･多目的広場） 
東 37 番地の１ 一 

上湧別ソフトボール場 上湧別屯田市街地 68 番地 一 

中湧別ゲートボール場 中湧別東町 3019 番地の１ 2-3555 

湧別屋内ゲートボール場 栄町 155 番地の６ 5-2848 

五鹿山スキー場 
北兵村二区 100 番地（五鹿山公園内） 2-3111  

五鹿山パークゴルフ場 

芭露パークゴルフ場 芭露 2334 番地の 16 6-2138 

農業・観光施設 

かみゆうべつ温泉チューリップの湯 中湧別中町 3020 番地の１ 4-1126 

緑地等管理中央センターレイクパレス 登栄床 154 番地の３ 5-3909 

宿泊施設しらかば 錦町 126 番地の 48 5-2139 

五鹿山キャンプ場 北兵村二区 100 番地（五鹿山公園内） 2-3141 

三里浜キャンプ場 登栄床 436 番地の１ 5-3144 

計呂地交通公園 計呂地 2620 番地 090-7051-5656 

かみゆうべつチューリップ公園球

根乾燥貯蔵施設 
上湧別屯田市街地 364 番地の１ 2-5455 

かみゆうべつチューリップフェア

本部
北兵村一区 590 番地 8-7356 

上湧別リバーサイドゴルフ場 南兵村三区 582 番地 2-3486 

Family 愛 Land  You 志撫子６番地の２ 8-2455 

地場産品加工センター 錦町 285 番地の 2 5-3722 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上湧別コミュニティセンター 
上湧別屯田市街地 318 番地 

（役場上湧別庁舎併設） 
2-2111 

上湧別農村環境改善センター 上湧別屯田市街地 67 番地の８ 2-4506 

社会福祉会館 中湧別南町 911 番地 2-2197 

老人憩の家 中湧別中町 477 番地の１ 2-4629 

上富美農業センター 上富美 349 番地 2-5262 

旭農業センター 旭 220 番地 

富美地区住民センター 富美 569 番地の 3 他  2-4981 

開盛住民センター 開盛 1018 番地の９ 2-4527 

宮の森センター 緑町 46 番地 5-2722 

湧別寿の家 曙町 126 番地の１ 5-2142 

錦研修センター 錦町 286 番地の１ 5-3045 

錦寿の家 錦町 286 番地の１ 5-2941 

川西地区公民館 川西 331 番地 5-3590 

川西寿の家 川西 334 番地の５ 5-3623 

一 

集会施設 
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集会施設 

信部内地区会館 信部内 164 番地の１ 5-3521 

登栄床地区防災センター 登栄床 154 番地の３ 5-3046 

登栄床寿の家 登栄床 154 番地の３ 5-2843 

東研修センター 東 471 番地 5-3419 

東福祉の家 東 472 番地の１ 5-2740 

東湧福祉の家 東 841 番地の１ 5-3405 

芭露畜産研修センター 芭露 248 番地の５ 6-2353 

芭露地区会館 芭露 309 番地の１ 6-2258 

上芭露地区公民館 上芭露 607 番地 7-2035 

上芭露寿の家 上芭露 614 番地の２ 7-2408 

西芭露ふるさとセンター 西芭露 377 番地 7-2325 

東芭露地区公民館 東芭露 532 番地 7-2151 

志撫子地区公民館 志撫子 435 番地の１ 8-2403 

計呂地地区活性化センター 計呂地 197 番地 8-2335 

郵便局 

上湧別郵便局 上湧別屯田市街地 214 番地の 1 2-2540 

中湧別郵便局 中湧別中町 570 番地 2-2360 

開盛郵便局 開盛 3036 番地の 8 2-5301 

湧別郵便局 緑町 172 番地 5-2407 

芭露郵便局 芭露 400 番地 6-2006 

上芭露郵便局 上芭露 576 番地 7-2306 

計呂地郵便局 計呂地 161 番地の 1 8-2306 

金融機関 

北海道銀行中湧別支店 中湧別中町 580 番地 2-2151 

遠軽信用金庫中湧別支店 中湧別中町 571 番地 2-2141 

遠軽信用金庫湧別支店 栄町 112 番地の 2 5-2311 

警 察 

上湧別駐在所 上湧別屯田市街地 224 番地 2-2517 

中湧別駐在所 中湧別南町 539 番地 2-2034 

湧別駐在所 曙町 76 番地 5-2342 

芭露駐在所 芭露 282 番地 6-2016 

消防署 
遠軽地区広域組合消防署上湧別出張所 上湧別屯田市街地 318 番地 2-4111 

遠軽地区広域組合消防署湧別出張所 緑町 258 番地の 1 5-2338 

 


