
＜栗山警察署＞
番号 事業所名 事業所住所
1 アールエス株式会社 夕張郡栗山町字湯地91番地

2 アクト調剤薬局 夕張郡長沼町中央南１丁目６番23号

3 株式会社アサヒ技建 夕張郡長沼町西13線南6番地

4 アサヒプリテック株式会社 空知郡南幌町南15線西22番地

5 ㈱アンビックスなんぽろ温泉ハート＆ハート 空知郡南幌町南９線西１５番地

6 井澤建設株式会社 夕張郡栗山町字継立３６８番地５

7 有限会社石田農園 夕張郡長沼町東５線北１４番地

8 株式会社ヰセキ北海道長沼営業所 夕張郡長沼町栄町１丁目１１番２８号

9 株式会社ヰセキ北海道由仁営業所 夕張郡由仁町古川３３７番地２

10 有限会社伊藤電気 夕張郡栗山町字継立１７４番地９

11 医療法人社団緑稜会長沼内科消化器科 夕張郡長沼町西町１丁目８番１６号

12 医療法人やわらぎ 空知郡南幌町栄町１丁目１番２０号

13 株式会社いわき 夕張郡長沼町中央南１丁目６番３０号

14 有限会社岩村ポートリー　北海道事業所 夕張郡由仁町馬追２４７番地

15 エム・エス・ケー農業機械株式会社道央支社 夕張郡長沼町北町１丁目２９２５番１

16 Ｍ・Ｋロード株式会社 夕張郡長沼町しらかば１丁目２番５号

17 株式会社オービーディー工事事務所 夕張郡長沼町西13線南６

18 有限会社大村産業南幌営業所 空知郡南幌町南7線西15

19 株式会社オムニ商会 空知郡南幌町南１０線西１４番地

20 学校法人柏学園南幌みどり野幼稚園 空知郡南幌町南１４線西７番地

21 学校法人栗山立正学園 夕張郡栗山町錦２丁目４６番地

22 有限会社かど営繕設備 空知郡南幌町南12線西11番地

23 有限会社カネヒデ 夕張郡長沼町西２線北１１番地

24 喜多村建設株式会社 夕張郡由仁町北栄１３３番地

25 記虎自動車工業株式会社 夕張郡長沼町宮下２丁目２番３号

26 (株)共成レンテム栗山営業所 夕張郡栗山町字旭台１番１０５号

27 共立道路株式会社 夕張郡栗山町字大井分３２６番地

28 クリーンセンター株式会社 夕張郡栗山町中央３丁目１９０番１

29 栗山赤十字病院 夕張郡栗山町朝日３丁目２番地

30 栗山興産株式会社 夕張郡栗山町中央4丁目1番地

31 株式会社栗山自動車学校 夕張郡栗山町桜丘２丁目２２６番地

32 栗山町役場 夕張郡栗山町松風３丁目２５２番地

33 栗山土地改良区 夕張郡栗山町松風３丁目２９９番地３

34 株式会社鋼管ビルド 空知郡南幌町南17線西13番地

35 航空自衛隊長沼分屯基地 夕張郡長沼町馬追台

36 光立車輛商事株式会社 夕張郡由仁町新光81番地

37 越浦パイプ株式会社 空知郡南幌町南16線西22番地

38 株式会社小林本店 夕張郡栗山町中央１丁目２５０番地

39 有限会社境設備配管 空知郡南幌町元町３丁目１番１２号

40 有限会社笹浪鋼業 夕張郡長沼町西13線南６番地

41 札幌トヨタ自動車株式会社栗山店 夕張郡栗山町角田２３７番地

42 三共舗道株式会社札幌営業所 夕張郡長沼町西１２線南６



43 株式会社三建管工技研 空知郡南幌町元町１丁目３番１２号

44 株式会社サン・トラスト 空知郡南幌町南16線西22番地

45 株式会社シイナ重建 夕張郡長沼町西９線南５

46 社会福祉法人迎光会 夕張郡長沼町南町２丁目３番２０号

47 社会福祉法人長沼町社会福祉協議会 夕張郡長沼町宮下２丁目１１番１号

48 社会福祉法人長沼陽風会 夕張郡長沼町東５線南４番地

49 社会福祉法人南幌福祉会特別養護老人ホーム南幌みどり苑 空知郡南幌町元町２丁目２番２号

50 社会福祉法人由仁町社会福祉協議会 夕張郡由仁町東栄８７番地の１

51 社団法人北海道総合在宅ケア事業団長沼地域訪問看護ステーション 夕張郡長沼町南町２丁目３番１号

52 有限会社庄司電機工業 夕張郡由仁町古川286番地

53 松栄電気株式会社 夕張郡栗山町旭台２３番地１３０

54 障がい者支援施設南幌めぐみ学園 空知郡南幌町元町１丁目６番１号

55 有限会社昭南土木南幌営業所 空知郡南幌町元町3丁目3番19号

56 水ingＡＭ株式会社 夕張郡長沼町西２線北１番地

57 株式会社砂田興産 夕張郡栗山町松風３丁目１０９番地

58 株式会社スリービー 空知郡南幌町元町1丁目1番1号

59 空知総合振興局札幌建設管理部長沼出張所 夕張郡長沼町錦町北１丁目３番１４号

60 空知総合振興局産業振興部南部耕地出張所 夕張郡栗山町字南学田２９番地３

61 空知日石株式会社 夕張郡栗山町中央２丁目１３４

62 そらち南農業協同組合 夕張郡栗山町中央３丁目１０４番地

63 そらち南農業協同組合栗山営農センター 夕張郡栗山町継立２４７番地１

64 そらち南農業協同組合由仁営農センター 夕張郡由仁町熊本２８８番地

65 株式会社第一コンクリート工業所 夕張郡栗山町大井分３１３番地

66 大一自工株式会社 夕張郡長沼町東町南１丁目２番１号

67 株式会社高田モータース 夕張郡長沼町東５線南６番地

68 玉田産業株式会社長沼ステーション 夕張郡長沼町西４線南２号

69 地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部中央農業試験場 夕張郡長沼町東６線北１５号

70 寺嶋建設株式会社 夕張郡栗山町継立338番地1

71 株式会社輝建 空知郡南幌町南１６線西２２番地

72 （有）土井総業 空知郡南幌町南１１線西６番地

73 道央エア・ウォーター株式会社栗山サービスセンター 夕張郡栗山町角田２２８番地

74 道央建設運輸株式会社 夕張郡栗山町字大井分２７６番地７

75 道央自動車道夕張川橋（上り線）床版取替工事 空知郡南幌町南10線西14番地　妻神工業㈱敷地内

76 東洋農機株式会社　三川営業所 夕張郡由仁町本三川674

77 トヨタカローラ札幌㈱由仁店 夕張郡由仁町古河117番地

78 鳥山電気工事株式会社 夕張郡栗山町松風４丁目２０番地１２

79 長沼カトリック聖心幼稚園 夕張郡長沼町銀座北１丁目４番１２号

80 株式会社長沼成吉思汗 夕張郡栗山町字馬追2022番地

81 株式会社長沼振興公社 夕張郡長沼町中央北１丁目１番１号

82 長沼整形外科・リハビリテーション科 夕張郡長沼町西町１丁目８番１５号

83 長沼町役場 夕張郡長沼町中央北１丁目１番１号

84 長沼鉄建株式会社 夕張郡長沼町東４線北４番地

85 ながぬま土地改良区 夕張郡長沼町旭町北１丁目１番１９号

86 ながぬま農業協同組合 夕張郡長沼町銀座北１丁目５番１９号



87 有限会社長沼ファーム 夕張郡長沼町東７線北５番地

88 長沼酪苑観光株式会社 夕張郡長沼町東４線南６番地

89 長幌上水道企業団 夕張郡長沼町錦町北１丁目１３番１号

90 株式会社南幌振興公社 空知郡南幌町南１５線西１番地

91 南幌町農業協同組合 空知郡南幌町栄町１丁目４番７号

92 南幌町役場 空知郡南幌町栄町３丁目２番１号

93 株式会社南幌土建 空知郡南幌町元町１丁目４番５号

94 日進化成株式会社北海道栗山工場 夕張郡栗山町旭台２３番地１１３

95 株式会社日東総業 夕張郡栗山町錦３丁目３４－５

96 日本郵便株式会社栗山郵便局 夕張郡栗山町中央３丁目２３８

97 日本郵便株式会社長沼郵便局 夕張郡長沼町中央南１丁目２－２８

98 日本郵便株式会社南幌郵便局 空知郡南幌町栄町4丁目1-8

99 日本郵便株式会社三川郵便局 夕張郡由仁町三川旭町２８４

100 日本郵便株式会社 由仁郵便局 夕張郡由仁町中央２１

101 農事組合法人四釜農場 夕張郡長沼町字幌内１４２９番地

102 日立建機日本株式会社 空知郡南幌町南15線西22番地759-41

103 日立建機日本㈱栗山営業所 夕張郡栗山町旭台41－4

104 ヒタチ電設株式会社 夕張郡長沼町旭町南１－１－３

105 有限会社平河内建設 夕張郡栗山町角田362番地

106 株式会社ＦＡＭＯ長沼（機械センター） 夕張郡長沼町東町北１丁目２番３号

107 株式会社ＦＡＭＯ長沼（燃料センター） 夕張郡長沼町銀座北１丁目５番１号

108 株式会社北創 夕張郡栗山町桜丘１丁目１１１番地８

109 ホクレン長沼研究農場 夕張郡長沼町東９線南２番地

110 北海道内田鍛工株式会社 夕張郡栗山町字旭台２３番地８１

111 株式会社北海道クボタ　道央南営業所 夕張郡長沼町銀座南３丁目７番１６号

112 株式会社北海道クボタ由仁営業所 夕張郡由仁町東栄２３番地

113 北海道警察札幌方面栗山警察署 夕張郡栗山町朝日３丁目１１５番地１１

114 株式会社北海道ゴム工業所 夕張郡由仁町古川１０８番地

115 北海道中央農業共済組合南空知支所 夕張郡長沼町宮下１丁目１番１号

116 北海道電力ネットワーク株式会社栗山ネットワークセンター 夕張郡栗山町朝日３丁目９９番地

117 北海道ニプロ株式会社 夕張郡由仁町山形５６３番地

118 北海羽田コンクリート株式会社長沼工場 夕張郡長沼町北町２丁目２番３号

119 北興化学工業㈱開発研究所北海道試験農場 夕張郡長沼町西三線南1号の13

120 北興設備工業株式会社 夕張郡長沼町曙町区

121 マオイサイディング株式会社 夕張郡長沼町東８線南２番地

122 松原産業株式会社 夕張郡栗山町中央１丁目１番地１

123 松原産業株式会社栗山工場 夕張郡栗山町字旭台２３番地１００

124 松原産業株式会社建設部 夕張郡栗山町中央１丁目１番地１

125 有限会社マルヱ渡会興商 夕張郡栗山町字大井分733番地

126 丸勝給水設備工業株式会社 夕張郡栗山町中央１丁目２３０番地

127 丸十岡山砂利株式会社 夕張郡栗山町錦３丁目１２３番地

128 有限会社三川パークゴルフクラブ 夕張郡由仁町三川旭町１９番地

129 有限会社南空知興産 夕張郡栗山町字継立185番地５

130 南空知消防組合消防署 夕張郡栗山町中央３丁目３０９番地２



131 南空知消防組合長沼支署 夕張郡長沼町本町北１丁目２番１７号

132 南空知消防組合南幌支署 空知郡南幌町栄町４丁目１番３号

133 南空知消防組合由仁支署 夕張郡由仁町新光２０３番地

134 株式会社メリーワーク 夕張郡由仁町本町151番地

135 有限会社山崎建設 夕張郡栗山町松風３丁目１３２番地

136 ヤンマーアグリジャパン株式会社　栗山支店 夕張郡栗山町字共和１２－９

137 ヤンマーアグリジャパン株式会社長沼支店 夕張郡長沼町北町１丁目２番２号

138 雪印種苗株式会社北海道研究農場 夕張郡長沼町字幌内１０６６番地５

139 由仁町役場 夕張郡由仁町新光２００番地

140 由仁土地改良区 夕張郡由仁町本町１５１番地

141 ユン二の湯 夕張郡由仁町伏見１２２

142 吉田興業株式会社 夕張郡長沼町宮下３丁目５番１６号

143 老人保健施設ガーデンハウスくりやま 夕張郡栗山町朝日４丁目９番３３

＜栗山警察署夕張警察庁舎＞
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社泉工務店 夕張市鹿の谷３丁目１番地

2 株式会社北島商会 夕張市清水沢１丁目１０番地１６

3 坂本建設工業株式会社 夕張市南部大宮町１０５番地

4 札幌開発建設部夕張川ダム総合管理事務所 夕張市南部青葉町５７３番地

5 有限会社三建工業 夕張市日吉６番地２

6 シチズン時計マニュファクチャリング株式会社夕張工場 夕張市南清水沢４丁目１０７番地６

7 社会福祉法人幸照会 夕張市日吉16番4

8 社会福祉法人北海道博愛舎 夕張市紅葉山２３０番地

9 社会福祉法人　夕張市社会福祉協議会 夕張市若菜３番地

10 株式会社　勝栄堂 夕張市清水沢２丁目117番地

11 水ingＡＭ㈱夕張平和管理事務所 夕張市平和11番地

12 大晃電気工業株式会社 夕張市清水沢２丁目１７４番地１３

13 有限会社永井組 夕張市清水沢清栄町

14 日管建設株式会社夕張出張所 夕張市末広１丁目９７番地

15 日中支援型グループホームライフネットゆうばり 夕張市南清水沢４丁目63番地

16 日本郵便株式会社清水沢郵便局 夕張市清水沢宮前町１５

17 日本郵便株式会社紅葉山郵便局 夕張市紅葉山８１－３

18 日本郵便株式会社　夕張郵便局 夕張市末広１丁目９２

19 株式会社ネクスコ・メンテナンス北海道帯広事業所事業第二課 夕張市紅葉山３２３－５

20 ホクユーパック株式会社 夕張市清水沢宮前町5番地

21 北海道企業局夕張川発電管理事務所 夕張市沼の沢２２９番地

22 北海道警察札幌方面栗山警察署夕張警察庁舎 夕張市旭町４番地

23 北宝建設株式会社夕張支店 夕張市南部新光町３８番地

24 丸七氏家建設株式会社 夕張市本町４丁目３１番地

25 丸庄産業株式会社 夕張市清水沢２丁目１５１番地

26 株式会社丸友 夕張市清水沢清栄町８５番地６

27 有限会社みのしま建設 夕張市清水沢1丁目108番地

28 夕張環境清掃株式会社 夕張市平和１３番地



29 有限会社　夕張環境緑化 夕張市清水沢１丁目10番地20

30 夕張市消防本部 夕張市清水沢宮前町２０番地

31 夕張市農業協同組合 夕張市沼ノ沢２１３番地２７

32 夕張市役所 夕張市本町４丁目２番地

33 夕張市役所建設課 夕張市本町４丁目

34 株式会社夕張ツムラ 夕張市沼ノ沢２８１番地

35 夕張リゾートオペレーション株式会社 夕張市末広2丁目4番地


