
番号 事業所名 事業所住所
1 有限会社アイテック幌加内 雨竜郡幌加内町字幌加内4625番地

2 株式会社アクセスフィールド 士別市上士別町１６線南４番地

3 株式会社アクティオ士別営業所 士別市大通東１６丁目３１４３－１５６

4 旭川開発建設部士別道路事務所 士別市大通西１５丁目３１４２番地３１

5 旭川トヨタ自動車株式会社士別店 士別市大通西１８丁目４６３番地２２

6 旭川トヨペット株式会社士別店 士別市大通西１３丁目

7 旭川日産自動車株式会社士別店 士別市大通西１７丁目３１４１番地１３４

8 有野産業株式会社 士別市東３条北５丁目

9 株式会社泉谷 士別市東１条６丁目３２３番地

10 株式会社ヰセキ北海道士別営業所 士別市西５条１２丁目

11 株式会社イトイ産業 士別市朝日町中央４０２５番地

12 有限会社伊藤興業 雨竜郡幌加内町字添牛内

13 伊藤商店幌加内給油所 雨竜郡幌加内町字幌加内１４４０番地

14 医療法人社団三愛会老人保健施設ボヌゥール士別 士別市東５条１６丁目３１２９－１４３

15 卯城建設株式会社 上川郡剣淵町元町１５番３号

16 Ｓ．Ｓ工業株式会社 雨竜郡幌加内町字平和１０７０３－１

17 ＮＸエネルギー北海道株式会社士別営業所 士別市西５条１３丁目１１９３番２０

18 株式会社江端商店 士別市大通西５丁目

19 エム・エス・ケー農業機械株式会社 士別市南町東４区1876番地10

20 大江建設株式会社 士別市上士別町１６線北２番地

21 ＯＧＫイノベーティブ株式会社 士別市温根別町６３２９番地

22 大野土建株式会社 士別市大通西１丁目

23 尾形建設株式会社 士別市朝日町中央４０２５番地

24 学校法人坂野学園瑞祥幼稚園 士別市大通東１０丁目

25 学校法人谷学園士別幼稚園 士別市大通西４丁目

26 上川総合振興局北部耕地出張所 士別市東山町３２９４番４９

27 上川農業改良普及センター士別支所 士別市東９条６丁目

28 上川北部農協合理化澱粉工場 上川郡剣淵町東町１５６７番地

29 上士別林業株式会社 士別市上士別町

30 株式会社カワハラデンプン 士別市南町西４区１８７８番地

31 川辺コンクリート工業株式会社 雨竜郡幌加内町字幌加内

32 菊地造園建設株式会社 士別市北町２１８番地

33 きたそたち農業協同組合幌加内支所 雨竜郡幌加内町字幌加内１２９９番地

34 北日本床土株式会社 上川郡和寒町字朝日１４３番地５

35 北ひびき農業協同組合朝日支所 士別市朝日町中央４０４０番地

36 北ひびき農業協同組合 士別市西１条８丁目７１０番地１

37 北ひびき農業協同組合上士別支所 士別市上士別町１６線南２番地

38 北ひびき農業協同組合剣淵基幹支所 上川郡剣淵町仲町３６番５号

39 北ひびき農業協同組合多寄支所 士別市多寄町３６線西３番地

40 北ひびき農業協同組合和寒基幹支所 上川郡和寒町字西町３６番地

41 協業組合北部ガスセンター 士別市南町東３区４７２番地６０

42 共工電気工事株式会社 士別市大通西９丁目

＜士別警察署＞



43 有限会社共同フラワー 上川郡和寒町字菊野８５３番地

44 協友建設株式会社 士別市東３条北６丁目５番地

45 共立自動車工業有限会社 士別市西４条１丁目

46 旭実興業株式会社和寒支店 上川郡和寒町字朝日１２３番地

47 株式会社栗本組 士別市南町東２区

48 株式会社クワザワ士別営業所 士別市西３条６丁目

49 剣淵町役場 上川郡剣淵町仲町３７番１号

50 株式会社小泉鉄工 士別市南町東４区１８７６番地１２

51 株式会社近藤組 上川郡和寒町字三笠９９番地

52 有限会社コムネット 士別市朝日町中央４０３５番地

53 近藤木材産業株式会社 士別市朝日町中央４０４５番地

54 株式会社コンドー興産 上川郡和寒町字東丘３２番地

55 有限会社サカモトボデー工業 雨竜郡幌加内町字下幌加内

56 佐藤建設管理株式会社 士別市大通東１丁目

57 有限会社佐野林業 士別市西４条３丁目３４０番地５

58 株式会社三共コンサルタント 士別市東４条３丁目２番地

59 しずお建設運輸株式会社 士別市東２条北３丁目１７番地

60 士別地方消防事務組合和寒支署 上川郡和寒町西町１０９番地

61 株式会社士別衛生公社 士別市東１条１１丁目

62 株式会社士別グランドホテル 士別市東３条６丁目

63 士別桜丘荘 士別市東11条4丁目3029-10

64 士別市朝日支所 士別市朝日町中央４０４０番地

65 士別市環境センター 士別市西士別町２５４９－４

66 士別市役所 士別市東６条４丁目１番地

67 士別市役所施設維持センター 士別市大通北２丁目

68 士別浄化工業株式会社 士別市南士別町１６１４番地２

69 士別地区森林組合 士別市東丘１丁目３番１２号

70 士別地方消防事務組合消防署幌加内支署 雨竜郡幌加内町字平和４６０８－７４

71 士別地方消防事務組合剣淵支署 上川郡剣淵町仲町３７番１号

72 士別地方消防事務組合消防署 士別市東６条４丁目

73 士別地方消防事務組合消防署朝日支所 士別市朝日町中央４０４０番地

74 社会福祉法人朝日福祉会ヘルパーステーションみどり 士別市朝日町中央４０２９

75 社会福祉法人剣淵町社会福祉協議会 上川郡剣淵町仲町２８番１号

76 社会福祉法人剣渕北斗会 上川郡剣淵町西原町3084番地

77 社会福祉法人　剣渕北斗会　剣渕ひらなみ荘 上川郡剣淵町元町４番１号

78 社会福祉法人しべつ福祉会障がい者支援施設つくも園 士別市東山町３４４０番地２６

79 社会福祉法人士別市社会福祉協議会 士別市東５条３丁目１番地１

80 社会福祉法人しべつ福祉会　ワークセンターきずな 士別市大通東５丁目３０３番地２

81 社会福祉法人　幌加内町社会福祉協議会 雨竜郡幌加内町字親和４５６９番地の３

82 社会福祉法人和寒町社会福祉協議会 上川郡和寒町字三笠６番地

83 障害者支援施設剣渕北の杜舎 上川郡剣淵町西原町２６３９番地

84 障害者支援施設剣渕西原学園 上川郡剣淵町西原町３０８４番地

85 新共開発株式会社 雨竜郡幌加内町字平和４６０８－１３

86 株式会社翠月 士別市南士別町１８７１－２１



87 鈴木建設株式会社 士別市西４条１５丁目３１４０番地４７

88 せいわ温泉「ルオント」 雨竜郡幌加内町字政和第一

89 株式会社瀬野鉄工所 上川郡剣淵町西町１番２号

90 株式会社ダイマル 上川郡剣淵町緑町１６番９号

91 髙橋建設株式会社 士別市大通東１３丁目１６１６番地

92 株式会社武田組 雨竜郡幌加内町字朱鞠内

93 株式会社橘組 上川郡和寒町字西町

94 株式会社田中工業 士別市大通東１０丁目

95 株式会社田中工業朝日支店 士別市朝日町中央４０２５番地

96 近井木材産業株式会社 士別市上士別町１５線北３番地

97 デイサービスかどの福笑来 士別市西４条８丁目３２７番地３０

98 てしおがわ土地改良区 士別市東４条３丁目１番４

99 株式会社道新平中販売所 士別市大通東１丁目１６０３－１

100 東邦木材工業株式会社 士別市朝日町中央４０２１番地

101 道北エア・ウォーター株式会社 士別市大通東11丁目1616番地４

102 株式会社道北自動車学校 士別市東２条北９丁目２番地１

103 株式会社道北日報社 士別市大通東11丁目1616番地５

104 株式会社道北鋪道士別営業所 士別市東山町3440番地23

105 株式会社トステック 士別市西３条３丁目３－２５

106 トヨタ自動車株式会社士別試験場 士別市温根別町４５４５番地の１

107 中士別第１営農組合 士別市中士別町４線東３号

108 中士別第６営農組合 士別市中士別町８線東

109 有限会社中多寄農場 士別市多寄町３２線西２０番地

110 西尾農機有限会社 上川郡剣淵町仲町３０番７号

111 株式会社NIPPO士別出張所 士別市下士別町４４線西１３２１番地１１

112 日本甜菜製糖株式会社士別製糖所 士別市西３条北４丁目３８２番地１

113 日本ニューホランド株式会社 士別市西４条12丁目449-18

114 日本郵便株式会社朝日郵便局 士別市朝日町中央４０３９－７３

115 日本郵便株式会社士別郵便局 士別市大通東９丁目２３２３

116 日本郵便株式会社幌加内郵便局 雨竜郡幌加内町字幌加内

117 日本郵便株式会社和寒郵便局 上川郡和寒町西町９１番地

118 認定こども園カトリック士別幼稚園 士別市東３条１丁目

119 ネッツトヨタ旭川株式会社しべつ店 士別市大通東１５丁目3144番地204

120 株式会社野田組 士別市朝日町中央４０２９番地

121 株式会社野田生コンクリート 士別市上士別町１５線

122 株式会社長谷川電機 士別市朝日町中央３７８４番地

123 株式会社花輪組 士別市上士別町１６線南３番地

124 株式会社浜田組 上川郡和寒町字西町１９９番地

125 株式会社久光組 士別市東２条北７丁目１１０番地

126 日立建機日本株式会社士別営業所 士別市大通西21丁目471番地147

127 羊と雲の丘観光株式会社 士別市西士別町５３５１番地

128 フジヤ住設工業株式会社 士別市西４条１丁目１９１番地１１

129 北昭産業株式会社士別支店 士別市東１条１丁目１６０２番地

130 北星信用金庫士別中央営業部 士別市大通東6丁目720番地６



131 株式会社細川商店 士別市多寄町３６線西２番地

132 北海アサノロックラー株式会社 士別市南町東４区４７３番地３４

133 北海道上川総合振興局　旭川建設管理部　士別出張所 士別市西４条北１丁目１３－７

134 株式会社北海道クボタ士別営業所 士別市大通西２０丁目４６４番地１１

135 北海道警察旭川方面士別警察署 士別市東５条５丁目１

136 株式会社北海道新聞酒屋販売所 上川郡和寒町字西町２０３番地

137 北海道森林管理局空知森林管理署北空知支署 雨竜郡幌加内町字清月

138 北海道大学雨龍研究林 雨竜郡幌加内町字母子里

139 北海道中小企業協同組合 上川郡和寒町東町６番地１

140 北海道農業共済組合道央統括センター上川北支所 士別市東山町３３４３番地２

141 北海道ベンディング株式会社名寄士別事業所 士別市東２条北９丁目１番地１

142 北海道マツダ販売株式会社士別店 士別市大通北７丁目１７７番

143 幌加内町役場 雨竜郡幌加内町字幌加内

144 幌加内土建株式会社 雨竜郡幌加内町字幌加内

145 株式会社丸三美田実郎商店 士別市上士別町１６線北２番地

146 株式会社丸〆商会 上川郡和寒町字北町６１番地

147 有限会社まるふく八田商会 上川郡剣淵町元町１番２号

148 株式会社ミタツ 士別市大通北２

149 三津橋建設株式会社 雨竜郡幌加内町字添内５９１２番地２

150 三津橋産業株式会社 士別市西１条２１丁目４７１番地

151 三野建設株式会社 士別市東４条５丁目６番地

152 宮武電機株式会社 士別市大通西３丁目

153 株式会社山本組砕石工業 士別市上士別町１６線南３番地

154 ヤンマーアグリジャパン株式会社士別支店 士別市西５条１２丁目２９番地２７

155 株式会社レークサイド桜岡 上川郡剣淵町東町５１４１番地

156 レンタカー道北 士別市大通北１丁目１９２番地２５

157 和寒コンクリート株式会社 上川郡和寒町字三笠１５９番地

158 和寒町役場 上川郡和寒町字西町１２０番地


