
施設一覧

スポーツ施設
名称 所在地 電話番号

⑧テニスコート 西7南12

01654③5942
指定管理者：
一般財団法人名寄市体
育協会

⑨名寄公園
　テニスコート 字緑丘

01654③0691
指定管理者：
一般財団法人名寄市体
育協会

⑩体育センター・
ピヤシリフォレスト 字日進

01654②1180
指定管理者：
株式会社名寄振興公社

⑪風連サンシャインホール 風連町字旭 01655③2620
教育部風連生涯学習担当

⑫風連スキー場 風連町字西風連 01655③3796

⑬Ｂ＆Ｇ海洋センター 西4北8

01654③7200
指定管理者：
一般財団法人名寄市体
育協会

⑭風連Ｂ＆Ｇ海洋センター

風連町新生町

01655③2288
Ｂ＆Ｇ海洋センター事
務所
01655③2620
教育部風連生涯学習担
当

⑮名寄市風連農村
環境改善センター
⑯名寄市風連東地
　区運動広場

⑰名寄市営南
　水泳プール 西7南12

01654③9220
指定管理者：
一般財団法人名寄市体
育協会

⑱名寄市営智恵文
　水泳プール 字智恵文

01654⑧2205
指定管理者：
一般財団法人名寄市体
育協会

⑲名寄市営球場 字緑丘

01654③0691
指定管理者：
一般財団法人名寄市体
育協会

⑳名寄市営風連球場 風連町字中央
01655③2620
教育部風連生涯学習担
当

㉑なよろ健康の森
　パークゴルフ場 字日進 01654②2131

指定管理者：
株式会社名寄振興公社㉒名寄公園パーク

　ゴルフ場 字緑丘

㉓名寄川河川敷
　パークゴルフ場 東2北9 01655③2511

内線2210・2213
建設水道部都市整備課
管理係

㉔天塩川河川敷
　パークゴルフ場 字砺波

㉕天塩川さざなみ公園
パークゴルフ場 風連町字瑞生

01655③4113
指定管理者：
風連環境保全事業協同
組合

㉖名寄市営スケー
　トリンク 西15南4

01654②2218
教育部体育施設管理課
管理係

その他公共施設
施設名 所在地 電話番号

名寄市役所　名寄庁舎 大通南1丁目 01654③2111
　　　　　　風連庁舎 風連町西町196番地 01655③2511
　　　　　　智恵文支所 字智恵文11線北2 01654⑧2101
上川北部消防本部 西4条北3丁目 01654③2627
名寄消防署 西4条北3丁目 01654③3319
名寄消防風連出張所 風連町南町65-1 01655③2119
名寄市保健センター 西2条北5丁目 01654②1486
名寄市児童センター 西11条北2丁目 01654③3465
名寄市風連児童会館 風連町南町84 01655③2871
名寄市南保育所 西6条南9丁目 01654③7832
名寄市西保育所 西6条北4丁目 01654②2327
名寄市東保育所 東5条南3丁目 01654②5669
名寄市地域子育て支援セ
ンター「ひまわりらんど」 西2条南9丁目 01654②5683

認定こども園風連幼稚園
風連町西町
284番地 01655③2133風連地域子育て支援セン

ター「こぐま」
名寄市こども発達支援セ
ンター「こどもらんど」 西1条南12丁目 01654③2364

名寄市学校給食センター 西5条北10丁目 01654②4307

名寄市農業振興センター 風連町緑町
396番地 01655③2258

名寄市消費生活センター 東1条南7丁目 01654②3575
名寄市北国雪国ふるさと
交流館 大通北1丁目 01654③4705

名寄市風連陶芸センター 風連町仲町86 01655③2743
名寄東病院 東6条南5丁目 01654③2188
名寄市風連国民健康保険
診療所 風連町本町76 01655③2545

名寄地区衛生施設事務組
合炭化センター 大橋140番地 01654②9090
名寄市リサイクルセンター
名寄地区広域最終処分場 字内淵311番地 01654②1598
名寄市風連一般廃棄物最終
処分場・リサイクルプラザ

風連町字中央
768番地 01655③2004

名寄小学校 西1条南1丁目 01654③3304
名寄南小学校 西6条南12丁目 01654②4164
名寄東小学校 東3条南3丁目 01654②2041
名寄西小学校 西7条南1丁目 01654②4177
中名寄小学校 字日彰285番地 01654②3889
智恵文小学校 字智恵文12線南3 01654⑧2241
風連中央小学校 風連町西町201番地 01655③2031
名寄市南児童クラブ 西6条南12丁目 01654③4896
名寄市東児童クラブ 東5条南3丁目 01654⑧7100
名寄市風連児童クラブ 風連町南町85番地 01655③2333
名寄中学校 字豊栄101番地 01654②2147
名寄東中学校 西2条北8丁目 01654②3174
智恵文中学校 字智恵文11線北2 01654⑨3010

風連中学校 風連町新生町
167番地 01655③2026

北海道名寄高等学校 字徳田204番地 01654③6841
北海道名寄産業高校 西5条北5丁目 01654②3066

61智 智恵文支所 ☎01654⑧2101風 風連庁舎 ☎01655③2511
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施設ガイド

風連町本町63 ☎01655③2531
　風連地区の社会教育の拠点です。文化祭などのイベ
ントのほか、集会などに利用されるとともに、「風っ子
ホール」の愛称で親しまれています。
◆開館時間　9：00～22：00
　※18：00以降に利用がない場合は18：00に閉館
◆休 館 日　なし
　※臨時休館の場合あり

西13条南4丁目 ☎01654②2218
　名寄市の生涯学習活動・文化芸術振興の拠点です。公
民館講座やコンサート、会議などさまざまな用途で利
用されています。近接には浅江島公園があります。
◆開館時間　9：00～22：00
◆休 館 日　 毎月末日（土日祝日の場合はその前日）、

年末年始

名寄本館 大通南2 ☎01654②4751

◆開館時間　火曜日・金曜日　9：30～17：00
　　　　　　 水曜日・木曜日　9：30～20：00 

※17：00以降は1階のみ
　　　　　　土曜日・日曜日　9：30～16：00
　　　　　　特別開館　11月3日　9：30～16：00
◆休 館 日　月曜日、月末、年末年始、特別整理日

◆開館時間　月曜日～金曜日　9：30～17：00
　　　　　　土曜日　　　　　9：30～16：00
◆休 館 日　日曜日、月末、年末年始、特別整理日

風連分室
風連町西町201 風連中央小学校内 ☎01655⑦8000

西7条南12丁目 ☎01654③6627
　トレーニングルームをはじめ、バスケットボールや
バレーボールなどができるアリーナ、剣道や柔道がで
きる格技室が設備されている総合体育施設です。
◆開館時間　平日・土曜　9：00～21：00
　　　　　　日曜・祝日　9：00～17：30
◆休 館 日　 毎月末日（土日祝日の場合はその前日）、

年末年始

東1条南7丁目 ☎01654⑨4607
　施設には、なよろ観光まちづくり協会や名寄商工会
議所、名寄市消費生活センター、バス待合所などがあ
り、各種イベントが開催されるなど、交通機関利用者の
利便性向上、観光情報の発信や賑わい創出、中心市街地
の活性化に役立てられています。
◆開館時間　9：00～22：00
　※バス待合所　5：30～22：30
◆休 館 日　なし　※臨時休館の場合あり

西1条南12丁目 ☎01654③9862
　高齢者の健康保持と生きがいを求める施設、地域福
祉を推進するためのボランティア活動の拠点です。障
がいをもつ子どものための総合療育を行う、名寄市こ
ども発達支援センターや名寄市社会福祉協議会などが
あります。
◆開館時間　9：00～21：00
◆休 館 日　 毎月末日（土日祝日の場合はその前日）、

年末年始

日進 ☎01654②5003
　総面積200haの壮大な広さを誇る公園。
　夏は、陸上競技・サッカーなどの本格スポーツやパー
クゴルフ・キャンプ・森林浴・子ども遊具、冬はクロスカ
ントリーや歩くスキーを楽しめます。

主な施設紹介 

①市立名寄図書館

②名寄市民文化センター

③ふうれん地域交流センター

④名寄市スポーツセンター

⑤駅前交流プラザ「よろーな」

⑥名寄市総合福祉センター

⑦なよろ健康の森

60 名寄庁舎 ☎01654③2111名
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② 名寄市民文化センター

③ ふうれん地域交流センター

63智 智恵文支所 ☎01654⑧2101風 風連庁舎 ☎01655③2511
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施設マップ

⑦ なよろ健康の森

① 市立名寄図書館

⑤ 駅前交流プラザ「よろーな」

④ 名寄市スポーツセンター

⑥ 名寄市総合福祉センター

62 名寄庁舎 ☎01654③2111名
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