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ナウマン象の臼歯

川西遺跡

湧 　 別　 歴　史　散　策

●ユウベツ村と名付けられ、紋別戸長管下に置かれる。

●後に紋別戸長となった半沢真吉氏が、湧別河口付
近に開拓の一歩を印す。

●湧別警察仮駐在所、湧別郵便局設置。

●湧別小学校設置。紋別ほか９ヶ村戸長役場管轄よ
り分離し湧別戸長役場設置。

●戸長役場廃止され２級町村制施行。湧別村役場設置。

●６号線以南の区域を分割、上湧別村とし本村を下
湧別村と改称。

明治    ５年

明治１５年

明治2５年

明治30年

明治39年

明治43年

明治

●湧別鉄道開通。●芭露郵便局設置。

●名寄線開通。●上芭露郵便局設置。

大正  5年

大正10年

大正

●計呂地郵便局設置。

●西湧網線開通。

●ポント浜で機雷爆発、多数の犠牲者を出す大惨事
発生。●下湧別村森林組合設立。

●産業組合、農会統合し下湧別村農業会設立。

●湧別、芭露、上芭露、東芭露、計呂地中学校、登栄
床分校、信部内分校、西芭露分校設置。

●東湧小学校設置。●湧別、芭露、上芭露、計呂地農
業協同組合設置。

●中学校、登栄床、信部内、西芭露分校本校に昇格。

昭和  ５年 

昭和１０年

昭和１７年

昭和１９年

昭和２２年

昭和２３年

昭和２４年

昭和

●スクールバス運行開始。●湧別中央公民館竣功。

●シブノツナイ沼、北海道自然保護条例に基づき、
保護地区に指定。●サロマ湖に流氷流入。

●芭露テレビ中継局開局。●国道２３８号線町内全区
間舗装完成。●道道湧別停車場サロマ湖線改良舗装
完成。●郷土館竣功。●武道館竣功。

●湧別大橋歩道橋完成。●湧別常設保育所竣功。
●登栄床生活改善センター竣功。●湧別町林業研修
センター竣功。●湧別町総合体育館竣功。

●湧別町地区農業研修センター完成。●東芭露小
学校、芭露小学校に統合。●芭露診療所完成。

●湧別町役場新庁舎完成。●乳牛１万頭、肉用牛３千
頭達成。●畜産総合研修センター、ファミリースポー
ツセンター完成。●芭露保育所完成。●町民運動
広場、テニスコート完成。

●西湧地区（川西）営農用水施設及び登栄床地区飲
雑用水施設完成。●かおる保育所完成。●湧別町葬
斎場完成。●錦水産種苗併給施設（養魚池）完成。

●志撫子小学校、芭露小学校と統合し統合新校舎完成。
●登栄床保育所完成。●登栄床漁港整備完成。
●湧別漁業協同組合新事務所完成。

●湧別町営プール完成。●湧別森林組合発足。

●開基１００年記念式典挙行。●町民憲章を制定。
●湧別町百年史を発刊。●開基１００年記念像
建立。●町花、町木を制定。●町民憩いの広場完成。
●湧別町農業共済組合家畜診療センター完成。

●町営芭露テニスコート完成。●錦研修センター完成。

●湖陵中学校校舎完成。●芭露御園山開園。●錦農
村公園完成。

●ファミリー愛ランドＹＯＵ開園。●第５回全国豊かな
海づくり大会を登栄床漁港で開催。●湧別簡易水
道完成。●三里浜キャンプ場完成。●皇太子殿下、同
妃殿下行啓記念碑建立。

●湧別町営野球場完成。●三里浜展望公園完成。
●湧別振興公社発足。

●計呂地小学校、芭露小学校に統合。●国鉄湧網線
廃止。●湧網線代替バス運行開始。●ごみ焼却施設
完成。●町民運動公園完成。

昭和４８年

昭和４９年

昭和５０年

昭和５１年

昭和５２年

昭和５３年

昭和５４年

昭和５５年

昭和５６年

昭和５７年

昭和５８年

昭和５９年

昭和６０年

昭和６１年

昭和６２年

●湧別公民館設置。

●町制を施行し湧別町と改称。●湧別高等学校設置。
●湧網線全線開通。●芭露・計呂地農協合併。

●国保芭露診療所開設。

●芭露隔離病舎完成。●湧別高等学校道立移管。

●湧別大橋竣功。●登栄床漁港完成。●湧別漁港起工。

●計呂地水道完成。●バロー川堤防着工。

●東地区水道着工。●乳牛２千頭達成。

●湧別中学校総改築工事竣功。

●湧別商工会設立。

●信部内中学校、湧別中学校に統合。●遠軽信用金
庫湧別支店開業。

●湖陵中学校建築着工。●志撫子中学校、湖陵中学
校と統合し湖陵中学校と改称。●計呂地林道完成。

●計呂地中学校、湖陵中学校に統合。●上芭露志撫
子間連絡道路自衛隊工事で完成。

●登栄床中学校、湧別中学校に統合。●湧別消防会
館落成。●湖陵中学校落成。湧別町史発行。

●東芭露中学校、湖陵中学校に統合。●乳牛５千頭達
成。●サロマ湖灯台竣功。●東芭露西芭露連絡道路自
衛隊工事で完成。

●開基８５周年、開町７０周年記念式典挙行。●湧別
町公民館芭露分館建設。

●商工会館建設。●湧別市街歩道完成。●両湧別学校
給食組合設立。●上芭露中学校・西芭露中学校、湖陵
中学校に統合。●湧別局管轄区域内自動電話化。

●東湧地区営農用水施設完成。●湧別停車場サロマ
湖線道道昇格。

●計呂地停車場計呂地線道道昇格。●町営バス運行
開始。●芭露簡易水道完成。

●大町桂月歌碑、登栄床サロマ湖畔に建立。●湖陵
中学校プール竣功。

●川西・信部内・東湧・登栄床各小学校、湧別小学校
に統合。●円山、登栄床地区サロマ湖畔「自然休養
林」に指定。

昭和２７年

昭和２８年

昭和２９年

昭和３１年

昭和３２年

昭和３３年

昭和３４年

昭和３５年

昭和３６年

昭和３７年

昭和３８年

昭和３９年

昭和４０年

昭和４１年

昭和４２年

昭和４３年

昭和４４年

昭和４５年

昭和４６年

昭和４７年

●湧別農協・芭露農協・湧別町畜産農協合併、「湧別
町農協」発足。●公共下水道一部（湧別市街）供用開
始。●計呂地地区活性化センター完成。●湧別町開
拓１２０年事業開催。●一般ごみ分別収集開始。●両
湧別下水道事業湧別終末処理場完成。●計呂地開
基１００年記念式典開催。●リラ街道「全国花のまち
づくりコンクール」農林水産大臣賞受賞。

●信部内開基９０年記念式典開催。●志撫子開基１００
年記念式典開催。●湧別町文化協会創立５０周年記
念式典開催。●佐呂間町・上湧別町・湧別町三町合
併協議会設立。●湧別高校創立５０周年記念式典開催。
●一般ごみ有料化開始。

●芭露パークゴルフ場完成。●台風１８号による災害発生。

●佐呂間町・上湧別町・湧別町合併についての住民
投票実施、反対多数により協議会離脱。●ＩＡＵワー
ルドカップ第２０回サロマ湖100ｋｍウルトラマラソ
ン開催。

●児童複合施設「たんぽぽ」完成。●かおる保育所、湧
別保育所に統合。●役場計呂地・上芭露出張所廃止、
芭露出張所を農協芭露支所に移転。●大型低気圧の
停滞による災害発生。

●登栄床保育所、湧別保育所に統合。●上芭露開拓
１００年記念式典開催。●地上デジタル放送が湧別
町の一部で開始。

●湧別町・上湧別町による両湧別町合併協議会設立。
●湧別町ふるさと応援基金設置。●西芭露開拓１００
年記念碑建立。

●湧別町・上湧別町・北海道厚生連による「ゆうゆう
厚生クリニック」完成。
●両湧別町合併協定書調印。
●両町社会福祉協議会合併協定書調印。
●閉町、上湧別町と合併し新「湧別町」となる。

平成１４年

平成１５年

平成１６年

平成１７年

平成１８年

平成１９年

平成２０年

平成２１年

●特別養護老人ホーム「湧別オホーツク園」完成。●ＪＲ
名寄線廃止。●名寄線代替バス運行。●計呂地鉄道公
園完成。●芭露プール完成。●公民館川西分館完成。

●大型麦乾燥調整貯蔵施設完成。●サロマ湖漁港着工。
●1号橋完成。●消防庁舎完成。●西芭露小学校、
芭露小学校に統合。●西芭露ふるさとセンター落成。

●上芭露小学校、芭露小学校に統合。●上芭露地区公
民館落成。●機雷殉難の塔建立。●湧別卸売市場
完成。●乳牛２万頭達成。

●史跡記念碑建立。●記念要覧発刊。●台風１０号・
１７号が本道を直撃し、町内各地で被害。●地場産
品加工センター落成。

●総合健診開始。●福祉バス運行開始。●高齢者生
活福祉センター落成。●屋内ゲートボール場落成。

●サロマ湖１００キロウルトラマラソン世界大会
開催。●湧別川河川緑地公園パークゴルフ場供用
開始。●芭露地区雑用水道施設落成。●サロマ湖い
こいの森落成。●女性消防団結成。

●緑地等管理中央センター「レイクパレス」落成。
●芭露開基１００年記念式典開催。●東開基１１０年
記念式典開催。

●文化センター「さざ波」落成。●図書館落成。●いき
がい就労センター発足。●第１回ゆうべつ大漁みな
とまつり開催。●登栄床地区排水処理施設完成。

●登栄床開基８０年記念式典開催。●緑町バス待合
所完成。●登栄床漁業集落排水施設供用開始。
●上芭露へき地保育所閉所。

●消防団芭露分団車庫・団員詰所完成。●保健福祉セ
ンター落成。●湧別市街地公共下水道事業開始。●「健
康づくりの町」宣言。●台風５号・７号による災害発生。

●資源ごみ分別収集開始。計呂地へき地保育所閉所。

●ニュージーランド・セルウィン町友好都市提携。
●東湧福祉の家落成。

●移動通信用鉄塔施設完成（上芭露・東芭露・西芭
露地区の一部供用開始）。●湧別町一般廃棄物最終
処分場完成。●合併処理浄化槽による水洗化事業
開始。●一般ごみ全町収集開始。●リラ街道「北のま
ちづくり賞・花と緑部門」知事賞受賞。●札幌湧別会
創立２０周年。●湧別資源環境施設完成。

平成元年

平成  ２年

平成  ３年

平成  ４年

平成  ５年
　

平成  ６年

平成  ７年

平成  ８年

平成  ９年

平成１０年

平成１１年

平成１２年

平成１３年

平成

　1998年8月、東芭露の山林で、
約３万5千年前のナウマン象の臼歯の
化石が発見されました。ナウマン象は、
体長２m～2.5m、体重4～5tで、イン
ド象とほぼ同じ大きさです。氷河時代
の約２０万年から約2、3万年前まで

日本列島や、東アジア大陸に
生息していたと考えら

れています。

　今から約1千年前に、大陸から海を
渡ってこの地に住みついた古代北方
民族の遺跡です。
　40年ほど前から発掘作業がなされ、
オホーツク土器や湧別技法の細石刃

など数多くの貴重な資
料が発見されています。

明治26年頃　湧別市街曙町

昭和初期　湧別河口

大正9年　芭露ポン川

大正10年　シブノツナイ　信太農業事務所

昭和17年　ポント浜35

明治末　湧別市街曙・緑町
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昭和初期　湧別河口 「湧別町史」より抜粋


