
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社アイマトン 滝川市流通団地１丁目４番２５号

2 株式会社朝日クリエイティブ 滝川市緑町2丁目1－30

3 朝日工芸有限会社 滝川市幸町１丁目６番４１号

4 株式会社浅利土建 樺戸郡新十津川町字弥生１２番地２

5 株式会社アスクゲートノース滝川店 滝川市新町6丁目3-34号

6 新井建設有限会社 滝川市泉町１丁目１１番３８号

7 株式会社池田造生花店 滝川市栄町２丁目４番３１号

8 石坂自動車工業株式会社 滝川市黄金町西１丁目２番３６号

9 株式会社ヰセキ北海道滝川営業所 滝川市西町4丁目１－７

10 一般財団法人北海道電気保安協会滝川事業所 滝川市西町１丁目２番１０号

11 伊藤砂利株式会社 樺戸郡新十津川町字中央１３４番地

12 有限会社井上鉄筋工業 樺戸郡新十津川町字中央３４０番地９

13 居林建設工業株式会社 滝川市流通団地３丁目７番１４号

14 医療法人翔陽会居宅介護支援事業所こうよう 滝川市西町１丁目３番13号

15 医療法人翔陽会滝川脳神経外科病院デイサービスセンターこうよう 滝川市西町１丁目３番１３号

16 医療法人翔陽会訪問看護ステーションこうよう 滝川市西町１丁目３番13号

17 医療法人祐仁会 滝川市有明町2丁目4－45

18 医療法人優仁会滝川中央病院 滝川市朝日町東２丁目１番５号

19 医療法人優仁会若葉台病院 滝川市江部乙町１４５２番地１

20 イワタニセントラル北海道株式会社　道北支店滝川営業所 滝川市幸町３丁目３番16号

21 株式会社上田コンクリート工業所 滝川市花月町３丁目１０番１１号

22 エア・ウォーター北海道株式会社滝川産業・医療営業所 滝川市流通団地２丁目２番３８号

23 エアウォーター北海道㈱滝川店 滝川市泉町２丁目８番８号

24 エア・ウォーター・ライフサポート㈱滝川営業所 滝川市流通団地2丁目2番38号

25 株式会社エイト総業 樺戸郡新十津川町花月117－32

26 株式会社エー・エル・ピー 滝川市流通団地２丁目１－４２

27 ＮＸ機工㈱滝川支店 滝川市空知町１丁目１０番４号

28 有限会社エフテック工業 滝川市江部乙町962番地4

29 株式会社ＭＫアシスト 滝川市流通団地３丁目３番５号

30 株式会社遠藤組 樺戸郡新十津川町字中央３９番地３８

31 扇コンサル株式会社 滝川市東町８丁目２９５番地１

32 株式会社大川電気商会 滝川市栄町３丁目５番１３号

33 有限会社大西工業 滝川市花月町３丁目８番１７号

34 有限会社岡部商店 滝川市栄町４丁目７番８号

35 オクトサービス株式会社 滝川市泉町１丁目１番２１号

36 有限会社小田建設 滝川市北滝の川１３４４番地２２

37 株式会社カナモト滝川営業所 滝川市北滝の川８１６番地３７

38 株式会社金谷組 滝川市泉町１丁目１０番１６号

39 株式会社神部組 滝川市新町３丁目９番３３号

40 株式会社かんぽ生命札幌支店滝川郵便局かんぽサービス部 滝川市大町２丁目４－36

41 北野木材販売株式会社 滝川市流通団地２丁目１番２０号

42 (株)共成レンテム滝川営業所 滝川市北滝の川１２３８番地１

＜滝川警察署＞



43 協立土建株式会社 滝川市江部乙町東１３丁目１２９４番地９

44 極東建設株式会社 滝川市明神町２丁目１番１５号

45 株式会社木の城しんせつ 滝川市泉町２８６番地３３

46 株式会社久保田組 樺戸郡新十津川町字中央５３０番地１

47 株式会社グリーンパークしんとつかわ 樺戸郡新十津川町字総進１８９番地１

48 株式会社弘盛電工 滝川市流通団地３丁目２番７号

49 高速道路トールテクノロジー㈱北海道テクノセンター滝川テクノショップ 滝川市東滝川１５番３号滝川インター内

50 ゴエン建築社株式会社 樺戸郡新十津川町字中央72番地39

51 國學院大學北海道短期大学部 滝川市文京町３丁目１番１号

52 サークル機工株式会社 滝川市幸町３丁目３番１２号

53 株式会社斉藤組 滝川市北滝の川１３４４番地１５

54 笹木産業株式会社 滝川市流通団地２丁目４番３９号

55 有限会社笹見電設 滝川市西町7丁目1番33号

56 札幌開発建設部滝川河川事務所 樺戸郡新十津川町字中央８９番地

57 札幌トヨタ自動車㈱滝川店 滝川市緑町１丁目４番３０号

58 札幌トヨペット株式会社滝川店 滝川市黄金町東２丁目１番５号

59 札幌日産自動車株式会社滝川店 滝川市黄金町西２丁目２番３４号

60 札幌臨床検査センター株式会社滝川営業所 滝川市本町2丁目3番5号　ＴＳビル2階

61 三共舗道株式会社滝川本店 滝川市明神町４丁目１番１７号

62 株式会社サングリン太陽園滝川センター 滝川市流通団地１丁目５－２０

63 サンヒルズサライ 樺戸郡新十津川町字総進１８８番地の５

64 社会福祉法人新十津川町社会福祉協議会 樺戸郡新十津川町字中央３０７番地１

65 社会福祉法人滝川市社会福祉協議会 滝川市明神町１丁目３番１号

66 社会福祉法人滝川ほほえみ会滝川ほほえみ工房 滝川市滝の川町西５丁目４番２８号

67 社会福祉法人滝川市社会福祉事業団滝川市老人ホーム緑寿園 滝川市江部乙町１４２８番地２

68 ジャパンパイル基礎工業株式会社北海道支店 滝川市西町５丁目８－３５

69 就労継続支援事業所滝川更生園 滝川市江部乙町７２５番地１

70 就労継続支援事業所滝川新生園 滝川市江部乙町７２５番地１

71 株式会社新谷組 滝川市泉町135番地1

72 新十津川町役場 樺戸郡新十津川町字中央３０１番地１

73 新十津川道路管理協同組合 樺戸郡新十津川町字中央89番地4

74 新十津川土地改良区 樺戸郡新十津川町字中央２０番地７８

75 新十津川保育園 樺戸郡新十津川町字中央７２－４８

76 新十津川ボデー工業株式会社 樺戸郡新十津川町字中央４９番地１１

77 新十津川幼稚園 樺戸郡新十津川町字総進６０番地４

78 末廣屋電機株式会社 滝川市栄町１丁目５番１７号

79 株式会社スズキ自販北海道滝川営業所 滝川市東町１丁目１番３２号

80 株式会社スズケン滝川支店 滝川市空知町２丁目４番３２号

81 有限会社住友組 滝川市江部乙町７３１－１３

82 有限会社星友環境サービス 滝川市二の坂町東1丁目16番24号

83 株式会社セキュメント 樺戸郡新十津川町字中央３１５番１

84 株式会社セトル 滝川市中島町246番地５

85 綜実工業株式会社 滝川市幸町３丁目４番３８号

86 ソラチ環境株式会社 滝川市新町６丁目３番２０号



87 有限会社空知工業 樺戸郡新十津川町字大和１２１番地３

88 空知興産株式会社新十津川支店 樺戸郡新十津川町字弥生３番地６

89 株式会社空知自動車学園 滝川市新町４丁目７番３０号

90 株式会社空知新聞社 滝川市緑町１丁目３番２７号

91 そらち森林組合 樺戸郡新十津川町字中央302番地１

92 空知総合振興局札幌建設管理部滝川出張所 滝川市流通団地３丁目１番５号

93 空知土地改良区 滝川市江部乙町西１２丁目１番４０号

94 空知農業改良普及センター中空知支所 樺戸郡新十津川町字花月２３８番地８

95 損害保険ジャパン株式会社岩見沢支社滝川営業所 滝川市栄町２丁目５番７号

96 第一興産株式会社 滝川市朝日町東２丁目２番５号

97 第一興産株式会社新十津川支店 樺戸郡新十津川町字中央２０番地１２

98 ㈱第一岸本臨床検査センター滝川営業所 滝川市西町２丁目２－５０

99 株式会社泰進建設 滝川市流通団地３丁目７番３１号

100 有限会社大清土木 滝川市黄金町東２丁目４番１２号

101 株式会社大東巧建 滝川市東町7丁目202番地13　イーストビル2階

102 ダイハツ北海道販売株式会社滝川店 滝川市黄金町東４丁目１番７号

103 滝運産業株式会社 滝川市流通団地２町目３番13号

104 滝川ガス株式会社 滝川市新町３丁目１１番５号

105 滝川クレーン興業株式会社 滝川市流通団地3丁目2番9号

106 滝川市西町デイサービスセンター 滝川市西町２丁目２番１号

107 滝川市役所 滝川市大町１丁目２番１５号

108 滝川税務署 滝川市大町１丁目８番１４号

109 滝川地区広域消防事務組合滝川消防署江竜支署 滝川市江部乙町５１４番地１１

110 滝川地区広域消防事務組合滝川消防署 滝川市文京町４丁目１番５号

111 滝川地区広域消防事務組合滝川消防署新十津川支署 樺戸郡新十津川町字中央３０１番地１

112 滝川地方卸売市場株式会社 滝川市流通団地３丁目７番１号

113 たきかわ農業協同組合 滝川市本町４丁目１番３１号

114 滝川ふれ愛の里 滝川市西滝川７６－１

115 株式会社ダスキン滝川 滝川市流通団地３丁目３番２５号

116 株式会社田端本堂カンパニー 滝川市東町１丁目３８番地１６

117 中央企業株式会社 滝川市緑町２丁目１番２５号

118 中央農業試験場遺伝資源部 滝川市南滝の川３６３番地２

119 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 滝川市花月町３丁目４番７号

120 デイサービス土筆 滝川市東町４丁目117番地24

121 株式会社テージーエンジニアリング 滝川市東町３丁目７番３３号

122 株式会社テラダ 滝川市新町１丁目９番２９号

123 道央建鉄株式会社 滝川市幸町３丁目３－16

124 株式会社道央ハウジング 滝川市泉町２丁目１番７号

125 株式会社道環リサイクル 樺戸郡新十津川町字中央89－４

126 東光通信工業株式会社 滝川市本町６丁目１番１４号

127 トヨタカローラ札幌株式会社滝川店 滝川市流通団地１丁目１番３４号

128 株式会社中島商店 滝川市明神町２丁目１番１５号

129 株式会社中山組 滝川市明神町４丁目１番１７号

130 株式会社新関商店 滝川市江部２町西１２丁目６－３４－２０１



131 日産プリンス札幌販売株式会社滝川支店 滝川市黄金町東１丁目２番５号

132 日本郵便株式会社滝川郵便局 滝川市大町２丁目４番３６号

133 日本緑化中村株式会社 樺戸郡新十津川町字弥生７－２３

134 株式会社ハタダ 滝川市流通団地１丁目４番６号

135 株式会社ハヤシ環境 滝川市中島町２０４番地７

136 有限会社東志鉄筋工業所 樺戸郡新十津川町字中央３３９番地６

137 株式会社日出開発 樺戸郡新十津川町字弥生１番地７

138 ピンネ荘 樺戸郡新十津川町字総進２５４－２

139 ピンネ農業協同組合 樺戸郡新十津川町字中央６番地２９

140 ピンネ農業協同組合花月支所 樺戸郡新十津川町字花月２３８番地８

141 不二建設株式会社 滝川市西滝川232番地１

142 株式会社富士薬品滝川営業所 滝川市緑町１丁目２番１４号

143 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社滝川営業所 滝川市東町5丁目1番10号

144 ブリヂストンタイヤセンター北日本㈱ミスタータイヤマン滝川店 滝川市東町５丁目１番１０号

145 訪問介護事務所土筆 滝川市東町４丁目２番11号

146 株式会社北星 滝川市明神町２丁目１番１５号

147 北斗建設株式会社 滝川市扇町３丁目１番４１号

148 北門信用金庫 滝川市栄町３丁目３番４号

149 株式会社北洋銀行滝川支店 滝川市大町１丁目１番１号

150 ホクレン農業協同組合連合会滝川種苗生産センター 滝川市北滝の川７３５番地１０９

151 ホクレン農業協同組合連合会滝川スワイン・ステーション 滝川市江部乙町４３４８番１

152 有限会社星野電設 滝川市東町２丁目３８番地４

153 株式会社北海事務機販売 滝川市西町7丁目3番57号

154 北海電気工事株式会社滝川営業所 滝川市栄町１丁目１５番２４号

155 北海電気工事(株)滝川営業所技術グループ 滝川市西町1丁目2番3号

156 株式会社北海道銀行滝川支店 滝川市明神町１丁目５番４１号

157 株式会社北海道クボタ道央北営業所 樺戸郡新十津川町字弥生７番地５

158 北海道警察札幌方面滝川警察署 滝川市緑町１丁目１番１２号

159 北海道コカ・コーラボトリング株式会社滝川事業所 滝川市流通団地１丁目３番２２号

160 北海道新十津川農業高等学校 樺戸郡新十津川町字中央13番地

161 北海道スバル株式会社滝川店 滝川市黄金町東３丁目２番４号

162 北海道立総合研究機構農業研究本部花・野菜技術センター 滝川市東滝川７３５番地

163 北海道空知総合振興局保健環境部滝川地域保健室 滝川市緑町２丁目３番３１号

164 北海道電力ネットワーク株式会社滝川ネットワークセンター 滝川市西町１丁目２番３号

165 北海道農業共済組合道央統括センター中空知支所 滝川市大町１丁目５番１４号

166 北海道ベンディング株式会社滝川事業所 滝川市流通団地１丁目３番２２号

167 北海道旅客鉄道株式会社岩見沢電気所滝川派出所 滝川市有明町１丁目５番７号

168 北海道旅客鉄道株式会社岩見沢保線所滝川保線管理室 滝川市有明町１丁目１番５号

169 北海道労働金庫滝川支店 滝川市新町１丁目１０番２号

170 株式会社ホンダカーズ滝川 滝川市大町５丁目１番５号

171 株式会社マツオ 滝川市流通団地１丁目６番１２号

172 株式会社マツオ 松尾ジンギスカン本店 滝川市明神町３丁目５番１２号

173 マックスバリュ滝川店 滝川市南滝の川115－4

174 株式会社松葉 樺戸郡新十津川町字中央１８番地１１



175 松原設備工業株式会社 滝川市流通団地３丁目５番８号

176 株式会社マルベリーさわやかセンター空知 滝川市一の坂町東３丁目５－１６

177 株式会社ミクニ舎 滝川市流通団地２丁目４番６号

178 株式会社水口新聞販売所 滝川市栄町１丁目４番６号

179 三井住友海上火災保険株式会社北海道中央支店滝川支社 滝川市栄町１丁目６番２４号猪股興産第３ビル３Ｆ

180 有限会社宮野塗装店 樺戸郡新十津川町字中央１２番地２４

181 有限会社宮本工作所 滝川市中島町２４６番地１

182 株式会社明円ソフト開発 滝川市流通団地3丁目5番1号

183 明治けんこう宅配滝川店 滝川市流通団地1丁目4－17

184 株式会社モロオ滝川営業所 滝川市流通団地２丁目３番１号

185 ヤンマーアグリジャパン株式会社滝川支店 滝川市流通団地３－７－３４

186 株式会社翼友 砂川市空知太西４条６丁目１番１８号

187 米倉商事株式会社 滝川市本町２丁目６番４号

188 陸上自衛隊滝川駐屯地 滝川市泉町２３６番地

189 リコージャパン株式会社 滝川市栄町２丁目３－４

190 株式会社菱友 滝川市明神町２丁目１番１５号

191 株式会社渡邊建設 滝川市西町４丁目４番３９号

192 渡辺パイプ株式会社滝川サービスセンター 滝川市流通団地３丁目４－14

＜滝川警察署砂川警察庁舎＞
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社アメニティ開発砂川パークホテル 砂川市東２条北３丁目１－１

2 有限会社新田総業 空知郡奈井江町字奈井江７０番地２

3 一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団砂川訪問看護ステーション 砂川市西６条北５丁目５番１号

4 株式会社今田建設 樺戸郡浦臼町字浦臼内１８２番地１１２

5 株式会社岩渕建設 空知郡上砂川町字上砂川町１６７番地

6 浦臼土地改良区 樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183番地の15

7 浦臼共同建設株式会社 樺戸郡浦臼町字浦臼内183番地435

8 浦臼町役場 樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ１８３ー１５

9 オーハシ総合設備株式会社 砂川市空知太東１条３丁目３番７号

10 （株）オオヤマ 砂川市西１条南１０丁目２－１

11 沖田コンクリート株式会社 砂川市東７条南６丁目１番１０号

12 株式会社上砂川振興公社上砂川岳温泉パンケの湯 空知郡上砂川町字上砂川65番地106

13 上砂川町役場 空知郡上砂川町字上砂川町４０番地１０

14 有限会社亀谷土建 砂川市西３条北２２丁目１

15 カヤク・ジャパン株式会社砂川工場 砂川市豊沼町６３番地

16 株式会社川上鉄工製作所 砂川市西１条南２１丁目４番３０号

17 川端建設株式会社 砂川市西１条南２１丁目１番７号

18 環境サービス株式会社 砂川市西２条北４丁目１番２０号

19 株式会社木川電機商会 砂川市東１条北５丁目１番３号

20 北北海道三菱自動車販売株式会社空知店 砂川市空知太東１条６丁目１番１２号

21 株式会社北谷組 砂川市東４条南３丁目１番地

22 キムラエンジニアリング株式会社 砂川市東１条南１７丁目１番３１号

23 共栄鉱業株式会社 空知郡上砂川町字鶉２２７番地６



24 共和土建株式会社 空知郡奈井江町字茶志内８９番地６６

25 極東建設株式会社本社 砂川市東1条北22丁目1番4号

26 株式会社計良調査設計 砂川市空知太東２条６丁目１番１号

27 剛建工業株式会社 空知郡奈井江町字奈井江18番地9

28 株式会社光生舎空知営業所 砂川市空知太東１条３丁目１番

29 コマツカスタマーサポート株式会社北海道カンパニー砂川支店 砂川市空知太東１条６丁目１番１９号

30 株式会社櫻井千田 空知郡奈井江町字奈井江５６９番地１

31 有限会社佐々木電機工業 空知郡奈井江町字奈井江１１番地の３１

32 札幌日産自動車株式会社空知店 砂川市空知太西６条７丁目１番２号

33 株式会社佐藤建設 砂川市吉野１条南１丁目９番１４号

34 有限会社佐藤塗装店 砂川市東４条南５丁目１番３号

35 三共建具工業株式会社 砂川市西１条南５丁目１番１０号

36 三共舗道株式会社滝川営業所 砂川市空知太西１条２丁目１番１２号

37 三鉱建設株式会社 砂川市東１条南１８丁目１－３１

38 ㈱サンコー上砂川営業所 空知郡上砂川町中央北1条2丁目1－1

39 ㈱サンコー砂川営業所 砂川市東1条北5丁目1番1号

40 株式会社サンテックス 砂川市西１条南２１丁目４番３４号

41 三東商事株式会社 砂川市豊沼町１番地

42 三雄建設株式会社 樺戸郡浦臼町字浦臼内１８１番地２６

43 三立コンクリート打設株式会社 砂川市東１条南２０丁目１番３８号

44 社会福祉法人浦臼町社会福祉協議会 樺戸郡浦臼町字ウラウシナイ１８３番地の２７

45 社会福祉法人砂川福祉会 砂川市西３条南１０丁目３番１号

46 社会福祉法人ないえ福祉会 空知郡奈井江町字東奈井江７７番地

47 昌運工業株式会社北海道支社砂川事業所 砂川市西５条南２１丁目１番３８号

48 新砂川農業協同組合 砂川市東１条南１丁目１番

49 新砂川農業協同組合奈井江支所 空知郡奈井江町字奈井江町１５０番地

50 有限会社新十津川商事 砂川市空知太東１条５丁目１番１５号

51 株式会社鈴木東建奈井江本店 空知郡奈井江町字奈井江３２番地１３

52 有限会社鈴由重機建設 空知郡奈井江町字奈井江２１番地３３

53 株式会社砂川ガス 砂川市東１条南１８丁目１番３９号

54 砂川希望学院 砂川市焼山345番地

55 砂川市地域包括支援センター 砂川市西７条北２丁目１－１

56 株式会社砂川自動車学校 砂川市東５条北８丁目１番１号

57 砂川市役所 砂川市西７条北２丁目１番１号

58 砂川市立病院 砂川市西4条北3丁目1番1号

59 砂川地区広域消防組合砂川消防署 砂川市東２条北７丁目１番５号

60 砂川地区広域消防組合砂川消防署上砂川支署 空知郡上砂川町字上砂川町２５４番地４

61 砂川地区広域消防組合奈井江・浦臼支署 空知郡奈井江町字奈井江５番地６

62 砂川天使幼稚園 砂川市東５条南３丁目３－１

63 有限会社砂川北自 砂川市西１条北８丁目１番１号

64 株式会社砂子組 空知郡奈井江町字チャシュナイ９８７番地１０

65 千永工業株式会社 砂川市晴見３条北９丁目

66 株式会社千徳商事 空知郡奈井江町字奈井江町153番地

67 ソメスサドル株式会社 砂川市北光237番地6



68 株式会社空知橋梁 空知郡奈井江町字チャシュナイ1036番地48

69 株式会社泰進建設維持センター 砂川市西１条北２３丁目１番２１号

70 太平電業株式会社砂川事業所 砂川市西５条南２１丁目１－３５

71 株式会社高橋組 空知郡奈井江町字奈井江町１７１番地３０

72 拓友工業株式会社 空知郡奈井江町字チャシュナイ９８７番地１０

73 拓友道路株式会社 空知郡奈井江町字チャシュナイ９８２番地１

74 株式会社竹山空知支店 砂川市西３条北５丁目１－１７

75 中央緑化土木株式会社 砂川市東豊沼２０３番地６

76 有限会社鶴沼ワイナリー 樺戸郡浦臼町字於札内４２８番地１７

77 東栄機工株式会社砂川出張所 砂川市豊沼町１番地

78 有限会社東和建設工業 砂川市晴見１条北１０丁目９０番地８

79 奈井江町役場 空知郡奈井江町字奈井江１１番地

80 中空知広域水道企業団 砂川市富平３３７番地１

81 南野建設工業株式会社 砂川市西１条北２３丁目１番２０号

82 日本キャタピラー合同会社空知営業所 砂川市西１条北２３丁目１番１０号

83 日本郵便株式会社浦臼郵便局 樺戸郡浦臼町字浦臼内１７２番地の５３

84 日本郵便株式会社砂川郵便局 砂川市西１条北３丁目１番１５号

85 ネッツトヨタ道都㈱空知店 砂川市空知太東１条３丁目２番１号

86 ネッツトヨタ札幌株式会社空知店 砂川市空知太西６条７丁目１番１号

87 株式会社橋爪土建 砂川市西３条南４丁目１番１４号

88 浜中車輌部品㈱ 砂川市空知太西１条３丁目３番４８号

89 株式会社林工務店 砂川市西１条北１５丁目１番２９号

90 株式会社パワーテック 砂川市宮城の沢８番地３

91 日立建機日本株式会社空知営業所 砂川市東１条北２２丁目１番１号

92 ピンネ農業協同組合浦臼支所 樺戸郡浦臼町字浦臼内１７２番地６

93 株式会社富士屋建装 砂川市空知太東２条５丁目３５４番地２８

94 株式会社北将工業 砂川市４条北９丁目１番７号

95 北伸建設工業株式会社 砂川市西１条北２０丁目１番２５号

96 北星自動車整備工業株式会社 砂川市空知太西１条３丁目３番５５号

97 株式会社北斗 砂川市西１条南３丁目1番１０号

98 北斗総業株式会社自動車整備工場 砂川市東１条南１６丁目１番２号

99 株式会社ほくやく空知支店 砂川市西３条北２２丁目１番１号

100 北陽興業株式会社 砂川市東４条南３丁目２番地

101 北海産業株式会社砂川営業所 砂川市西５条北２３丁目８８番地４３

102 株式会社北海道アトリウム 空知郡奈井江町字奈井江町１７１番地３５

103 北海道いすゞ自動車株式会社空知支店 砂川市空知太東１条５丁目１番６号

104 北海道運搬機株式会社空知支店 砂川市西１条北２１丁目１番３０号

105 北海道警察札幌方面滝川警察署砂川警察庁舎 砂川市西1条南12丁目1-5

106 北海道住電精密株式会社 空知郡奈井江町字奈井江776番地

107 北海道電機株式会社 空知郡奈井江町字奈井江７７６番地

108 北海道電力株式会社砂川発電所 砂川市豊沼町53番地

109 北海道日産自動車株式会社空知店 砂川市空知太東１条３丁目３番３号

110 北海道パワーエンジニアリング(株)奈井江砂川支店 砂川市西３条南２１丁目８３番地２号

111 北海道日野自動車岩見沢支店空知工場 砂川市空知太東１条６丁目１番１号



112 北海道マツダ販売株式会社北空知店 砂川市空知太西５条７丁目３番５号

113 北海道三井化学株式会社 砂川市豊沼町１番地

114 株式会社ホリ 砂川市西１条北１９丁目２番１号

115 増井電機株式会社 砂川市西２条南３丁目３番地

116 株式会社増友土木 砂川市東１条南10丁目３番８号

117 有限会社増原工務店 空知郡上砂川町字上砂川町１１９－１４

118 株式会社マテック砂川支店 砂川市東１条南２２丁目１番地

119 水島建設工業株式会社 砂川市西１条北２１丁目１番１号

120 株式会社三星 砂川市空知太西1条5丁目1番4号

121 株式会社ムトウ空知支店 砂川市西１条北１７丁目１番１９号

122 村田施設工業株式会社 砂川市豊沼町１ー１

123 村山木材株式会社販売センター 砂川市吉野１条南２丁目３番９号

124 有限会社森田建設 砂川市東３条南１８丁目

125 柳川建設株式会社 空知郡上砂川町字上砂川町３０番地１３

126 山口土建工業株式会社 空知郡奈井江町字奈井江18番地24

127 山田産業株式会社 砂川市吉野２条北３丁目１番１号

128 株式会社山本石材 砂川市西１条北２０丁目１－３２

129 ヤンマーアグリジャパン株式会社浦臼支店 樺戸郡浦臼町字浦臼内１８５－５

130 UDトラックス北海道株式会社空知支店 砂川市空知太東１条３丁目３番２４号

131 東洋建設工機株式会社 砂川市西２条南６丁目１番２号

132 吉住炭鉱株式会社 空知郡奈井江町字奈井江町６５番地

133 リハビリ特化型デイサービスカラダラボ砂川 砂川市西1条北4丁目1－22

134 株式会社One sLife 砂川市東1条北1丁目1－3


