
 
所在地 貯蔵区分 設置者 電 話 ガソリン 灯 油 重 油 軽 油 オイル その他 備  考 

本町144 地下タンク貯蔵所 幕別町 54-3030   8,000    町民会館 

錦町38 

移動タンク貯蔵所 

（有）笹井金物店 54-2003 

 4,000  ○    

移動タンク貯蔵所  3,000      

一般取扱所  19,200      

一般取扱所   10,000     

給油取扱所 16,000 4,000  20,000  廃油1,000  

本町14 給油取扱所 

（有）那須商店 

54-2210 5,760 6,000  3,840     

本町89 

移動タンク貯蔵所 

54-2542 

 4,000  ○    

移動タンク貯蔵所  4,600      

移動タンク貯蔵所  4,000  ○    

移動タンク貯蔵所  4,000  ○    

移動タンク貯蔵所  4,600      

宝町148-4 

移動タンク貯蔵所   3,000     

移動タンク貯蔵所  4,000  ○    

移動タンク貯蔵所  4,000  ○    

相川475-2 

地下タンク貯蔵所  96,000  49,000    

一般取扱所  12,000 6,000 8,000    

屋外タンク貯蔵所   28,433     

錦町98 地下タンク貯蔵所 幕別町 54-2106   6,000    農業者トレセン 

錦町90 地下タンク貯蔵所 幕別町 54-2434   5,000    幕別消防署  

幸町34-1 
移動タンク貯蔵所 

堂前建設(株)  54-2547 

 3,000  ○    

移動タンク貯蔵所  4,000 ○ ○    

幸町54-3 給油取扱所 13,500 19,000  9,500  廃油2,000  

緑町７ 地下タンク貯蔵所 (株)十勝大福本舗 54-2236   10,000     

緑町20 地下タンク貯蔵所 幕別町 54-2356  10,000     幕別中学校  

緑町30.31 地下タンク貯蔵所 幕別町 54-2125   5,000    給食センター 

軍岡558 

地下タンク貯蔵所 
幕別農協 

乾燥工場 

54-4377 

 50,000      

地下タンク貯蔵所  40,000      

地下タンク貯蔵所  40,000      

自家給油取扱所 幕別農協    4,300    

一般取扱所 

幕別農協 

  乾燥工場 

 3,200      

一般取扱所  4,400      

一般取扱所  4,800      

一般取扱所  4,300      

一般取扱所  6,000      

一般取扱所  9,600      

一般取扱所  9,600      



所在地 貯蔵区分 設置者 電 話 ガソリン 灯 油 重 油 軽 油 オイル その他 備  考 

相川538-13 

移動タンク貯蔵所 

幕別農協 54-2920 

 3,000 ○ ○    

地下タンク貯蔵所  96,000  96,000    

一般取扱所  12,000  12,000    

給油取扱所 40,000 576  20,000    

緑町26 地下タンク貯蔵所 幕別町 54-2424   15,000    幕別小学校 

新町68 屋外タンク貯蔵所 (株)ニッタクス 54-2206   50,000     

軍岡63-1 地下タンク貯蔵所 道東ライス(株) 55-3300   48,000     

軍岡462-2 自家給油取扱所 第一産業(株) 54-4772    10,000    

軍岡12 移動タンク貯蔵所 
(有)斉藤砂利工業 54-2614 

 4,000  ○  クボタ重油 ○  

軍岡4-4 自家給油取扱所    9,500  クボタ重油 19,200  

新町122-1 地下タンク貯蔵所 幕別町 54-3811   10,000    保健福祉センター 

南町81 地下タンク貯蔵所 幕別高校 54-2977   7,000     

豊岡5-10 屋外タンク貯蔵所 十勝特産種苗センター 54-3606  2,000      

明野299-2 屋外タンク貯蔵所 
道路建設(株) 54-2417 

  18,500     

明野299 一般取扱所   6,160     

明野204-12 給油取扱所 

幕別興業(株) 54-2741 

13,300   24,700  廃油1,900  

明野204-5 

一般取扱所  4,000 2,000     

地下タンク貯蔵所   19,200 27,800    

移動タンク貯蔵所  4,000 ○ ○    

移動タンク貯蔵所  6,000  ○    

明野204-4 移動タンク貯蔵所 20,000 ○  ○    

明野204-13 移動タンク貯蔵所 20,000 ○  ○    

明野202-3 
移動タンク貯蔵所  6,000 ○ ○    

移動タンク貯蔵所  4,000 ○ ○    

明野297-6 自家用給油取扱所 

エイシン運輸(有) 
54-3700 

 9,600  38,400    

明野297 移動タンク貯蔵所 14,000 ○ ○ ○   休止中 

旭町109-1 自家用給油取扱所 54-3701    28,800   休止中 

旭町109-1 移動タンク貯蔵所 クリーン運送(有) 54-3158  4,000  ○    

明野202-6 自家用給油取扱所 帯広協同コンクリート 54-4381    10,000    

明野214 自家用給油取扱所 佐山砕石プラント(有) 56-2658    19,200    

相川470-2 地下タンク貯蔵所 十勝畜産農協 54-3211  1,900      

新川 屋外タンク貯蔵所 帯広開発建設部    18,000    上統内排水機場 

相川 
地下タンク貯蔵所 

帯広開発建設部 55-2050 
   7,000    

地下タンク貯蔵所  1,900      

軍岡53 自家用給油取扱所 アース物流（株） 54-2414  10,000  20,000    

新和162-111 地下タンク貯蔵所 ニッタ株式会社 57-2511  5,000     休止中 

新川56-1 自家用給油取扱所 渡邊 彰人 
0156-27-

2585 
10,000 20,000  30,000  クボタ重油9,600 休止中 



 

所在地 貯蔵区分 設置者 電 話 ガソリン 灯 油 重 油 軽 油 オイル その他 備  考 

札 内 中 央 町

364-2 

給油取扱所 
桑島 信一 54-3701 

16,150   9,500 1,000 廃油5,000 休止中 

一般取扱所  2,850     休止中 

札内中央町319 地下タンク貯蔵所 幕別町 56-2419   5,000    幕別消防署札内支署 

札内青葉町311 地下タンク貯蔵所 柏木医院 56-5151  2,000     休止中 

札 内 青 葉 町

311-7 
地下タンク貯蔵所 札内郵便局 56-2310   3,000     

札内青葉町308 

地下タンク貯蔵所 

(株)札内ツバメ石油 56-2336 

 28,000      

移動タンク貯蔵所  6,000  ○    

移動タンク貯蔵所  6,000      

一般取扱所  4,800      

給油取扱所 19,200   19,200  廃油2,000  

札内青葉町307 地下タンク貯蔵所 (株)福原 56-6100   10,000     

札内青葉町1-6 
地下タンク貯蔵所 

熱原帯広(株) 24-1241 
  60,000 20,000    

一般取扱所   60,000 20,000    

札内青葉町185-2 地下タンク貯蔵所 幕別町 56-2004   10,000    白人小学校 

札内青葉町185-4 地下タンク貯蔵所 幕別町 56-5745   5,000    札内東中学校 

札内みずほ町

143-112 

地下タンク貯蔵所 岩谷産業(株)エネルギ

ー北海道支社 
56-3151 

 384,000 96,000     

一般取扱所  40,000 8,000     

札内みずほ町

143-112 
移動タンク貯蔵所 イワタニ北海道(株) 56-1005  3,000  ○    

札内みずほ町

143-1 
地下タンク貯蔵所 （株）渡辺製麺 66-6333   8,000     

札内みずほ町

160-64 
自家用給油取扱所 本別運送（株） 

01562-2-

3037 
   30,000    

札内みずほ町 地下タンク貯蔵所 幕別町     3,000   みずほ町排水機場 

札内堤町604 
移動タンク取扱所 

（有）ホーノキ重建 25-7799 
 2,800  ○    

移動タンク取扱所  4,000  ○    

札内泉町 地下タンク貯蔵所 幕別町     3,000   泉町排水機場 

札内あかしや

町42-10 
地下タンク貯蔵所 医療法人財団 博愛会 55-4165   13,000    

介護老人保健施設あかしや 

札内暁町273 

地下タンク貯蔵所 

(株)坂本石油 

  札内給油所 
56-2217 

 40,000 9,600     

移動タンク貯蔵所  4,000  ○    

移動タンク貯蔵所  4,000 ○ ○    

一般取扱所  7,800 4,000     

給油取扱所 28,800   19,200  廃油4,900  

移動タンク貯蔵所  4,000      

移動タンク貯蔵所  4,000  ○    



 
所在地 貯蔵区分 設置者 電 話 ガソリン 灯 油 重 油 軽 油 オイル その他 備  考 

札内若草町 

557-1 
地下タンク貯蔵所 (株)福原 55-4455   10,000    フクハラ若草店 

札内暁町287 地下タンク貯蔵所 幕別町 56-4083  10,000     札内スポーツセンター 

札内暁町290 地下タンク貯蔵所 十勝圏複合事務組合 56-2065  3,000     十勝教育研修センター 

札内暁町８ 給油取扱所(ｾﾙﾌ) 第一熱原㈱ 55-5100 60,000 22,000  20,000  廃油2,000  

札内共栄町 

163-86 
屋内タンク貯蔵所 中道リース(株) 20-1118  1,850     ダイイチ札内店 

札内文京町29 地下タンク貯蔵所 幕別町 56-2314   10,000    札内南小学校 

札 内 文 京 町

29-1 
地下タンク貯蔵所 幕別町 56-2015  5,000     札内中学校 

札内西町73 地下タンク貯蔵所 帯広開発建設部 25-1250   9,600     

札内西町60-4 給油取扱所(ｾﾙﾌ) JXTGｴﾈﾙｷﾞｰ(株) 25-3888 40,000 10,000  10,000    

札内桜町39 
屋外タンク貯蔵所 

旭ダンケ(株) 54-5300 
  9,600    休止中 

地下タンク貯蔵所   9,600    休止中 

札内桜町98-6 自家用給油取扱所 札内トラック（有） 22-3410    17,350    

札内北町117-1 地下タンク貯蔵所 幕別町 56-5051   10,000    札内北小学校 

札内暁町

252-105 
移動タンク貯蔵所 （株）オカモト 20-4556  6,000 ○ ○    

札内北町46-1 屋外タンク貯蔵所 (株)ハタナカ 67-1490   10,000     

札内北町55-2 地下タンク貯蔵所 大宇総業(株) 55-4000   8,000    札内ガーデン温泉 

札内稔町57-3 簡易タンク貯蔵所 （株）幕別町地域振興公社 56-2800 597       

依田239-5 
屋外タンク貯蔵所 

東光舗道(株) 56-3636 
  30,000     

一般取扱所   7,300     

依田126-4 屋外タンク貯蔵所 (株)幕別パークホテル 56-4321   4,000     

依田545-3 屋外タンク貯蔵所 石野コンクリート(株) 56-3999   9,600     

依田545-2 

屋外タンク貯蔵所 

㈱NIPPO北海道支店 56-3605 

  30,000     

屋外タンク貯蔵所  10,000      

一般取扱所   11,550  40 
ワークライト 480 

リバースドープ 940  

依田101-5 地下タンク貯蔵所 

札内農協 

  乾燥工場 
56-3597 

 5,000      

依田101-3 地下タンク貯蔵所  19,000      

依田101-1 一般取扱所  1,950      

依田101-5 一般取扱所  1,200      

札内春日町93-1 地下タンク貯蔵所 
札内農協 

56-2374  9,600      

札内中央町394-5 給油取扱所 56-2569 19,800 3,000  7,000 1,000 廃油1,950  

依田379 地下タンク貯蔵所 社会福祉法人 幕別真幸協会 56-4706   10,000    特別養護老人ホーム札内寮 

依田384 地下タンク貯蔵所 ルートイン札幌(株) 56-2121   38,000    
十勝幕別温泉 

 グランヴィリオホテル 

依田239 自家用給油取扱所 タイキ工業（株） 56-2448    28,500    



 
所在地 貯蔵区分 設置者 電 話 ガソリン 灯 油 重 油 軽 油 オイル その他 備  考 

依田236-3 
地下タンク貯蔵所 

共和コンクリート工業（株） 56-1761 

  4,900     

自家用給油取扱所    9,500   休止中 

依田234-3 地下タンク貯蔵所   29,000     

依田101-1 一般取扱所 学校法人 多田学園 56-5105  6,000     江陵高校 

依田384 地下タンク貯蔵所 幕別町 56-3117   8,000    ふるさと館 休止中 

千住397-68 屋外貯蔵所 

(株)原田 56-6217 

     潤滑油19,800  

千住 397-66 
地下タンク貯蔵所  343,000 109,000 196,000  クボタ重油98,000  

一般取扱所  15,000 12,000 15,000  クボタ重油12,000  

千住 397-31 自家用給油取扱所    9,500    

千住427 
地下タンク貯蔵所 

(株)帯広国際 56-3225 
  3,000     

簡易タンク貯蔵所 574       

千住193-4 地下タンク貯蔵所 医療法人社団 翔嶺館 56-8811   8,000    十勝の杜病院 

千住411-2 自家用給油取扱所 （株）アステック 56-7319    20,000    

千住397-32 

移動タンク貯蔵所 

(株)大運 56-6698 

24,000 ○ ○ ○    

移動タンク貯蔵所 20,000 ○ ○ ○    

移動タンク貯蔵所  5,000 ○ ○    

移動タンク貯蔵所  4,000 ○ ○    

移動タンク貯蔵所  4,000 ○ ○    

移動タンク貯蔵所  5,000 ○ ○    

移動タンク貯蔵所  5,000 ○ ○    

移動タンク貯蔵所  5,000 ○ ○    

千住397-31 

移動タンク貯蔵所 16,000 ○ ○ ○    

移動タンク貯蔵所 20,000 ○  ○    

移動タンク貯蔵所  4,000 ○ ○    

移動タンク貯蔵所 26,000 ○ ○ ○    

移動タンク貯蔵所 2,000 2,000 ○ 10,000    

千住397-1 

移動タンク貯蔵所 20,000 ○  ○    

移動タンク貯蔵所 16,000 ○  ○    

移動タンク貯蔵所  6,000 ○ ○    

移動タンク貯蔵所 20,000 ○  ○    

移動タンク貯蔵所 26,000 ○  ○    

千住397-21 
屋外タンク貯蔵所 

北洋道路(株) 56-4608 
  19,500    休止中 

一般取扱所   3,400    休止中 

千住470-2 自家用給油取扱所 北海道エネルギー(株) 56-4135 9,600   574   幕別自動車学校 

千住64 自家用給油取扱所 (有)浅井建材 56-3141    9,600    

千住397-30 自家用給油取扱所 (有)日誠運輸 56-5312    19,200    



 

 
所在地 貯蔵区分 設置者 電 話 ガソリン 灯 油 重 油 軽 油 オイル その他 備  考 

千住397-26 自家用給油取扱所 松栄運輸(株) 56-3566    16,600    

千住397-55 自家用給油取扱所 下重建設興業(有) 56-6065    9,600    

千住397-28 自家用給油取扱所 合同運輸(有) 56-3939    10,000    

千住409 
地下タンク貯蔵所 

幕別町  
 1,900     札内中継ポンプ場 

一般取扱所  3,360     札内中継ポンプ場 

千住397-4 自家用給油取扱所 十勝光陽運輸(株) 56-3105    9,800    

千住180-1 地下タンク貯蔵所 幕別町 56-8600   10,000    百年記念ホール 

千住397-24 自家用給油取扱所 道東牛乳運輸(有) 56-6688    20,000    



所在地 貯蔵区分 設置者 電 話 ガソリン 灯 油 重 油 軽 油 オイル その他 備  考 

五位363-3 移動タンク貯蔵所 (有)粟野商会 57-2047  4,000 ○ ○    

五位317 

屋外タンク貯蔵所 

(有)とかち興油 57-2624 

  50,000     

屋外タンク貯蔵所   50,100     

移動タンク貯蔵所      再生油12,000  

移動タンク貯蔵所  12,000 ○ ○   休止中 

移動タンク貯蔵所      廃油6,500  

移動タンク貯蔵所      廃油3,700 休止中 

移動タンク貯蔵所      廃油6,800  

一般取扱所      廃油19,800  

一般取扱所   16,000     

屋外貯蔵所      廃油20,000  

五位362-1 給油取扱所 幕別農協 57-2002 10,000   10,000    

糠内415 

地下タンク貯蔵所 

幕別農協 

  乾燥工場 
54-4118 

 50,000      

一般取扱所  4,000      

一般取扱所  6,400      

一般取扱所  4,000      

一般取扱所  4,600      

糠内415-3 

   417-2 

   418-5 

地下タンク貯蔵所  50,000      

一般取扱所  28,800      

糠内262 地下タンク貯蔵所 幕別町 57-2244   5,000    糠内中学校 

駒畠514-9 給油取扱所 幕別農協 57-2212 6,000     6,000    

駒畠750 
地下タンク貯蔵所 

幕別農協 

  乾燥工場 
54-4118 

 9,600      

一般取扱所  3,000      

駒畠749 

地下タンク貯蔵所  30,000      

一般取扱所  9,600      

一般取扱所  4,800      

中里300-5 移動タンク貯蔵所 岩井 忠 57-2722    4,000    



所在地 貯蔵区分 設置者 電 話 ガソリン 灯 油 重 油 軽 油 オイル その他 備  考 

忠類幸町28 
給油取扱所 

忠類農業協同組合 8-2137 
26,000   22,000    

移動タンク貯蔵所  4,000  ○    

忠 類 栄 町

297-1 
地下タンク貯蔵所 幕別町 8-2274  5,000     忠類中学校 

忠類白銀町 

384-1 
地下タンク貯蔵所 幕別町 8-2139   12,000    (株)忠類振興公社 

忠類白銀町 

384-10 
地下タンク貯蔵所 幕別町 8-2910   6,000    ふれあいｾﾝﾀｰ福寿 

忠類本町3-12 
給油取扱所 

中村商店給油所 8-2240 

19,100 9,500  9,500    

移動タンク取扱所  4,000  ○  クボタ重油4,000  

忠類錦町147 移動タンク取扱所  3,000  ○  クボタ重油3,000  
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資料１１-２ ガス施設（埋設管）供給箇所一覧表 

平成 30 年 12 月 31 日現在 

供給地域名 対象公区 供給面積 供給世帯 供給元 

あかしや南団地 

 

泉町の一部、あかしや中央

の一部、あかしや南１、あ

かしや南２、みずほ町の一

部、文京町の一部 

２６．９ｈａ ５２８世帯 

帯広ガス㈱ 

（液化石油

ガス） 

チロットニュータウン 
青葉町１の一部、青葉町把

握２の一部 
２０．７ｈａ ２１８世帯 

千住 101 ニュータウン 
暁町東の一部、暁町西、暁

町北 
２３ｈａ １３９世帯 

旭町団地 旭町２、旭町４ １７．２ｈａ １７９世帯 

春日団地 春日町  ３．０ｈａ ７２世帯 

ｲﾜﾀﾆ北海道

㈱ 帯広営

業所 

（液化石油

ガス） 

 


