
＜江別警察署＞
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社アースキュア湯の花江別殿 江別市野幌美幸町３３番地

2 青木工業株式会社 江別市緑町東４丁目９番地

3 旭川ガス株式会社江別支社 江別市野幌末広町３８番地２

4 旭川ガス管工事株式会社江別営業所 江別市元野幌８３３－１

5 旭川ガス住設株式会社　江別支店 江別市野幌末広町３８番地の２

6 ㈱アシスト江別営業所 江別市工栄町８番地３

7 株式会社アスクゲートノース江別店 江別市幸町３３－６須藤ビル２階２０２

8 株式会社阿部建設 石狩郡新篠津村第３７線南１番地

9 有限会社イー・エス・オフィス 江別市東野幌本町19－１

10 株式会社eガス 江別市野幌松並町26番地の6

11 石狩北部地区消防事務組合新篠津消防署 石狩郡新篠津村第４６線北１２番地

12 株式会社石川組 江別市上江別西町４２番地６

13 株式会社ヰセキ北海道江別整備工場 江別市工栄町２７番地１

14 株式会社ヰセキ北海道新篠津営業所 石狩郡新篠津村894番地４３

15 ㈱いちたかガスワン江別店 江別市文京台東町10番10

16 株式会社イチムラ 江別市工栄町２２番地の１

17 一般財団法人江別市在宅福祉サービス公社 江別市東野幌町47番地8

18 (一財)江別市在宅福祉サービス公社いきいきセンターわかくさ 江別市若草町６番地の１

19 （一財）江別市在宅福祉サービス公社いきいきセンターさわまち 江別市大麻沢町５番地の６

20 一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団江別訪問看護ステーション 江別市大麻沢町５番地の６　江別市いきいきセンター２階

21 井上設備工業株式会社 江別市高砂町９番地

22 株式会社今井 江別市高砂町３番８

23 医療法人風のすずらん会江別すずらん病院 江別市上江別４４２番地１５

24 医療法人英生会 江別市野幌町５３番地５

25 医療法人渓和会江別病院 江別市野幌代々木町８１番地の６

26 医療法人はるにれ 江別市大麻北町６０７番地２

27 医療法人友愛会友愛記念病院 江別市新栄台４６番地の１

28 いわすい建設株式会社 江別市東野幌本町１２番地の２

29 上野産業株式会社 江別市大麻元町１８８番地

30 エア・ウォーター・ライフソリューション㈱道央支店札幌東営業所 江別市向ヶ丘４９番地６

31 株式会社Ａライフケア 江別市５条６丁目15－１

32 エクシオ・エンジニアリング北海道株式会社 江別市西野幌１２６－７

33 株式会社エスケイアイ 江別市上江別東町９番地の10

34 Nフィールド訪問看護ステーションデューン江別 江別市大麻桜木町３４－３－１０４

35 株式会社エネサンス北海道 江別ガスショップ 江別市野幌町３３番地

36 株式会社江野建設工業 江別市元町8番地18

37 えべつ角山パークランド 江別市角山１９９－１

38 江別管工事業協同組合 江別市上江別東町７番地の２６

39 江別ケアパークそよ風 江別市1条3丁目１２－２

40 株式会社江別興陽電気工事店 江別市幸町５番地の７

41 江別市教育委員会 江別市高砂町２４番地の６

42 江別市建設部土木事務所 江別市元江別本町２１番地



43 江和自工株式会社 江別市工栄町７番地の３

44 江別市消防本部 江別市野幌代々木町８０番地８

45 江別市水道部 江別市萩ケ岡１番地４

46 江別市生活環境部環境室 江別市工栄町１４番地３

47 株式会社江別自動車学校 江別市東野幌２３２番地１

48 江別市保健センター 江別市若草町６－１

49 江別市役所 江別市高砂町６番地

50 江別市立病院 江別市若草町６番地

51 江別清掃株式会社 江別市角山６９番地２７

52 江別製粉株式会社 江別市緑町東３丁目９１番地

53 えべつデイサポート ニルシ 江別市東野幌399番地32

54 江別ビル管理株式会社 江別市工栄町２５－１４

55 有限会社江別舗装 江別市上江別４５７番地

56 王子エンジニアリング㈱江別事業部 江別市王子１番地

57 大麻ドライビングスクール 江別市大麻北町５２３番地

58 オシキリ食品株式会社 江別市工栄町５番地７

59 株式会社開建工業 石狩郡新篠津村第４６線北１６番地

60 介護老人保健施設葵の園・江別 江別市大麻南樹町１番地の１

61 介護老人保健施設友愛ナーシングホーム 江別市新栄台４６番地の１２

62 角山開発株式会社 江別市角山６９番地４

63 ガスト江別幸町店 江別市幸町23－11

64 鹿住工務店株式会社資材センター 江別市角山１６８番地

65 学校法人あけぼの学園 江別市大麻栄町１１番地１２

66 学校法人江別キリスト教学園認定こども園若葉幼稚園 江別市5条5丁目8

67 学校法人江別大谷学園江別大谷幼稚園 江別市６条５丁目１番地

68 学校法人江別若葉学園認定こども園元江別わかば幼稚園 江別市元町２４番地の８

69 学校法人札幌佐藤学園上江別幼稚園 江別市上江別４３３番地の１９

70 学校法人昭光学園江別あかしや幼稚園 江別市江別太２２２

71 学校法人二番通福音学園 江別市野幌寿町４５番地１

72 学校法人野幌キリスト教学園 江別市野幌若葉町３－３

73 学校法人北海道カトリック学園大麻藤認定こども園 江別市大麻中町９番地の１

74 学校法人酪農学園 江別市文京台緑町582番地

75 株式会社管栄 江別市野幌松並町26番地の6

76 株式会社かんぽ生命野幌郵便局かんぽサービス部 江別市野幌町68－５

77 株式会社菊水 江別市工栄町１９番地の６

78 株式会社菊田食品 江別市錦町１３番地の５

79 きたえるーむ野幌 江別市江別市野幌７９-７

80 株式会社北川電設 石狩郡新篠津村第46線北11番地

81 北日本総業株式会社 江別市角山178番地27

82 有限会社北野葬儀社 江別市2条5丁目6番1号

83 ㈱木の城しんせつ札幌圏事業本部 江別市豊幌はみんぐ町1－6

84 株式会社共栄産業 江別市東野幌町１３番地１

85 株式会社共成レンテム江別営業所 江別市上江別西町５９－９

86 協和八光建設株式会社 江別市緑町西３丁目１０番地３



87 草野作工株式会社 江別市上江別西町１６番地

88 株式会社グリッチ 江別市元江別885－７

89 建成興業株式会社江別支店 江別市工栄町５番地９

90 公益社団法人江別市シルバー人材センター 江別市錦町３番地５

91 株式会社光生舎江別営業所 江別市文京台東町１－１６

92 幸楽輸送株式会社江別センター 江別市緑町３丁目９１番地

93 コープフーズ株式会社江別工場 江別市西野幌１２０－６

94 五水工業株式会社 江別市東光町1番地7

95 株式会社サカイスポーツネットワークブリック 江別市いずみ野１番地２

96 株式会社桜井工業 江別市あけぼの町１４番地の１１

97 株式会社ササキ総建 江別市野幌松並町３６番地２

98 サッポロ機工サービス株式会社 江別市工栄町２６番地２

99 札幌機工整備株式会社 江別市工栄町２６番地８

100 札幌トヨタ自動車株式会社江別店 江別市幸町２３番地

101 札幌トヨペット株式会社江別店 江別市弥生町６番地の１

102 札幌日産自動車株式会社江別西店 江別市幸町３番地５

103 札幌日産自動車株式会社江別東店 江別市１番町２９番地３

104 有限会社鹿内工業 江別市工栄町２５－１５

105 敷島製パン株式会社 江別市西野幌107番地１

106 株式会社繁富工務店江別テクニカルセンター 江別市工栄町２６番地の１

107 株式会社システック 江別市工栄町８番地の１

108 株式会社シムスヘルパーステーションはばたき江別センター 江別市元町３２番地８

109 社会福祉法人えべつ幸誠会えべつ明友荘 江別市江別太562番地21

110 社会福祉法人江別昭光福祉会 江別市江別太２２２番地７

111 社会福祉法人江別市社会福祉協議会 江別市錦町１４番地８７

112 社会福祉法人新篠津福祉会 石狩郡新篠津村第４５線北１２番地

113 社会福祉法人すばる 江別市大麻北町６０８番地

114 社会福祉法人北叡会江別市地域複合型ライフケアセンター夢あかり 江別市ゆめみ野東町１番地５

115 社会福祉法人北海道友愛福祉会江別盲人養護老人ホーム恵明園 江別市豊幌美咲町２３番地の８

116 有限会社ジャパンスイミングスクール江別 江別市野幌松並町１１番地３

117 株式会社ジョイフルエーケー大麻店 江別市大麻198-3

118 株式会社常口アトム江別店 江別市野幌町５６番地４

119 昭和窯業株式会社 江別市角山６８－２

120 有限会社白旗電機商会 江別市牧場町３６番地１７

121 株式会社シンコーハイウェイサービス札幌営業所 江別市対雁115-34

122 新篠津環境衛生株式会社 石狩郡新篠津村第47線北13番地

123 新しのつ幸生園 石狩郡新篠津村第４５線北１２番地

124 新篠津村農業協同組合 石狩郡新篠津村第４７線北１３番地

125 新篠津村役場 石狩郡新篠津村第４７線北１３番地

126 新勢商事株式会社 江別市野幌921－3

127 (株)スズキ自販北海道スズキアリーナ江別 江別市野幌松並町６番８号

128 住化農業資材株式会社札幌試験農場 江別市江部太698番地

129 住化農業資材株式会社北海道営業所 江別市江別太６９８番地

130 生活協同組合コープさっぽろ生鮮加工センター 江別市東野幌町４４－１



131 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部江別センター 江別市工栄町９番地の７

132 生活協同組合コープさっぽろ配食サービス 江別市工栄町９－７

133 清光建設株式会社 江別市野幌美幸町３１－８

134 株式会社セノン北海道支社江別河川事務所 江別市高砂町５

135 田家木材株式会社 江別市角山７２番４

136 株式会社大真工業 江別市文京台南町33番地24　ランドマーク文京台Ｂ棟

137 太平洋建設工業株式会社札幌支店 江別市角山４２５番地１

138 株式会社タケベ 江別市大麻町２６番地９

139 有限会社ダスキン江別 江別市野幌住吉町３番地の２

140 ダスキン文京台支店 江別市文京台４１－９

141 株式会社龍田工務店 江別市高砂町３番地の２

142 中央緑化土木株式会社江別支店 江別市幸町１７番地１

143 ツクイ江別弥生 江別市弥生町１番９

144 株式会社椿工業 江別市角山443番地1

145 ＤＣＭ株式会社元江別店 江別市元江別７８５番地の１

146 株式会社テノック 江別市西野幌126－7

147 電制コムテック㈱ 江別市工栄町８番地の１３

148 道央衛生株式会社 江別市工栄町６番地３

149 道央農業協同組合江別支所 江別市６条８丁目１番地

150 道央農業協同組合野幌支店 江別市野幌町３３番地２６

151 有限会社東興電機工業所 江別市７条７丁目

152 東光舗装株式会社 江別市東光町４５番地１

153 ㈱道新いで販売店 江別市緑ケ丘9番地の1

154 株式会社道新もんじ 江別市5条7丁目5番地3

155 東陽上村アドバンス㈱江別工場 江別市江別太３３８番地の５

156 特別養護老人ホーム静苑ホーム 江別市新栄台４６番地の１０

157 株式会社戸田工務店 江別市野幌若葉町46－107

158 株式会社トミイチ 江別市西野幌120番10

159 株式会社外山不動産 江別市上江別西町３-１５

160 トヨタカローラ札幌株式会社ジョイック江別 江別市弥生町３４番地１３

161 株式会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８番地の５

162 有限会社ナベックス 江別市大麻北町518－78

163 株式会社ナラ工業 江別市野幌代々木町１３番地の１

164 株式会社成田工業 石狩郡新篠津村第４６線北１１番地

165 西日本フリート株式会社275号線江別角山給油所 江別市角山459－６

166 ニチイケアセンター江別向々丘 江別市向ヶ丘2番14　第2三信ビル2階

167 ニチイケアセンター野幌 江別市野幌松並町２番地４ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ三幸１F

168 ニチラク機械株式会社 江別市工栄町５番地１９

169 日産プリンス札幌販売株式会社江別支店 江別市幸町３２番地の３

170 日成工業有限会社 江別市あけぼの町１２番地３

171 日本梱包運輸倉庫株式会社　江別営業所 江別市角山６８－１４

172 日本甜菜製糖株式会社札幌支社農務部農技開発課種子工場 江別市工栄町１１番地６

173 日本郵便株式会社江別郵便局 江別市王子１６番地１５

174 日本郵便株式会社新篠津郵便局 石狩郡新篠津村第46線北12番地



175 日本郵便株式会社野幌郵便局 江別市野幌町６８－５

176 認定こども園大麻まんまるこども園 江別市大麻西町15番地

177 認定こども園第2大麻こども園 江別市大麻宮町8番地

178 ネッツトヨタ札幌株式会社江別店 江別市野幌末広町１６番地８

179 ネッツトヨタ道都株式会社江別店 江別市７条６丁目６

180 野幌第一地域包括支援センター 江別市中央町31番地の６

181 八光砂利株式会社 江別市工栄町13番地３

182 パピルス化成株式会社 江別市工栄町２３番地６

183 株式会社はやし 江別市１番町４番地１

184 パラマウント硝子工業株式会社北海道支店 江別市工栄町１１番地１

185 株式会社　パル・コーポレーション 江別市東光町33番地の4

186 ㈱パワー・ステーション江別野幌店 江別市野幌町40－14　恵友ビル1階

187 ㈱パワー・ステーション江別文京台店 江別市文京台東町11－31　パワービル大麻駅前1階

188 株式会社ビ・アール 江別市篠津６４－２

189 ピザハット野幌店 江別市錦町１３－７

190 株式会社フォーシーズピザーラ野幌店 江別市野幌代々木町７７－１

191 福祉法人日本介護事業団　特別養護老人ホーム日本介護江別 江別市大麻元町154番地12

192 株式会社藤原板金 江別市江別太６８６番地

193 株式会社双葉商事 江別市東野幌４７７番地

194 船木建設株式会社 江別市元江別本町２０番地

195 ふれあいの苑 石狩郡新篠津村第４５線北１４番地

196 有限会社豊栄 江別市角山６４番地１８

197 株式会社ホクエイ 江別市工栄町３番地５

198 北翔大学・北翔大学短期大学部 江別市文京台２３番地

199 株式会社北進自動車工業 江別市美原１４４１番地８

200 株式会社北洋銀行江別中央支店 江別市５条６丁目９番地

201 株式会社北洋銀行野幌中央支店 江別市野幌町４７番地１４

202 北洋建設株式会社 江別市野幌寿町１６番地の３

203 株式会社北冷製作所 江別市工栄町２１番地１１

204 北海道江別保健所 江別市錦町４番地の１

205 北海道開発局札幌開発建設部江別河川事務所 江別市高砂町５丁目

206 北海鋼機株式会社 江別市上江別４４１番地

207 ㈱北海道銀行野幌支店 江別市野幌町５６番地

208 北海道警察札幌方面江別警察署 江別市弥生町２３番地

209 北海道消防学校 江別市中央町１６番地の１

210 有限会社北海道新聞梶販売所 江別市いずみ野22番地の9

211 北海道電気技術サービス株式会社 江別市西野幌１２０－８

212 北海道電力㈱総合研究所 江別市対雁２番地の１

213 ㈱北海道平和マネキン 江別市文京台33－11

214 北海道マツダ販売株式会社江別店 江別市幸町３３番地

215 北海道三菱自動車販売株式会社江別店 江別市高砂町２４－１０

216 北海道リオン株式会社 江別市角山213番地

217 株式会社北海道理水 江別市工栄町２１番地９

218 北海道旅客鉄道株式会社札幌保線所江別保線管理室 江別市萩ケ岡28



219 ㈱ホンダカーズ札幌中央江別店 江別市野幌松並町１３番１号

220 前田道路株式会社東札幌合材工場 江別市工栄町６番地５

221 株式会社マクシスコーポレーション札幌営業所 江別市角山６８番地１

222 有限会社町村農場 江別市篠津１８３番地

223 松浦水道工業株式会社 江別市幸町３１番地９

224 株式会社まつざき土木工業 江別市篠津５４番地

225 株式会社丸三津田商会 江別市弥生町１０番地１２

226 株式会社丸清基礎工業 江別市工栄町２１番地の８

227 株式会社丸山製作所北海道営業所 江別市東野幌１３３番１

228 株式会社マルナカ 江別市工栄町５番地の１

229 丸二北海煉瓦株式会社 江別市野幌代々木町７７番地の１

230 丸彦渡辺建設株式会社江別支店 江別市王子１番地

231 有限会社水工房 江別市幸町23－2

232 道テック株式会社 江別市朝日町19番地

233 株式会社ミツウロコヴェッセル北海道江別店 江別市野幌代々木町７番地の４

234 みなみ北海道農業共済組合石狩支所 江別市篠津４０１番地の４

235 株式会社明光 江別市角山182番地

236 明治ミルクステーション江別宅配センター 江別市対雁115－65

237 有限会社最上商店 江別市工栄町21番地

238 有限会社山口技健 江別市上江別東町４１番地の１

239 株式会社山崎工務店 江別市文京台東町２番地８

240 ヤンマーアグリジャパン株式会社江別支店 江別市工栄町１０番地６

241 ヤンマーアグリジャパン㈱北海道支社 江別市工栄町１０番地６

242 ヤンマーグリーンシステム株式会社北海道支店 江別市工栄町１０番地６

243 ㈱ユー・エス・エス札幌会場 江別市角山71番地の9

244 吉田水道土木株式会社 江別市上江別４５７番地７

245 株式会社リサイクルグリーン北海道 江別市工栄町２６番地６

246 リハビリ特化型デイサービスカラダラボ 江別市上江別南町1-16

247 リハビリ特化型デイサービスカラダラボ江別文京台 江別市文京台町２９－２

248 緑産株式会社北海道支社 江別市笠幌花園町１番２

249 若美建設株式会社 江別市上江別335番地1

250 株式会社渡辺石材工業 江別市高砂町２番地２０

251 渡辺パイプ株式会社江別サービスセンター 江別市高砂町１３番地の７


