
＜名寄警察署＞
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社アイテス名寄支店 名寄市字徳田９８番地５２

2 株式会社明石組 名寄市西５条南７丁目

3 秋津道路株式会社道北事業所 名寄市字砺波２２３番地

4 旭川開発建設部名寄河川事務所 名寄市西６条南９丁目

5 旭川トヨタ自動車株式会社名寄店 名寄市西４条南１０丁目１番地の５

6 旭川トヨペット株式会社名寄店 名寄市字徳田１１０番８

7 旭川日産自動車株式会社名寄店 名寄市西９条北４丁目７番地

8 株式会社アスクゲートイースト　名寄店 名寄市西３条南７丁目３－２

9 株式会社あっくす 名寄市東３条南６丁目１８番地３

10 有限会社アフター 上川郡下川町西町７６番地３

11 ALSOK北海道株式会社道北支社 名寄市字徳田110番地７

12 株式会社五十嵐組 名寄市西５条北１１丁目５８番地２３

13 石谷商事株式会社 上川郡下川町共栄町２４５番地

14 一般財団法人北海道電気保安協会名寄事業所 名寄市西２条南３丁目１９番地

15 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社　名寄支店 名寄市徳田２７７番地２

16 有限会社いまだ産業 名寄市西６条南１丁目１番地

17 医療法人社団三愛会名寄三愛病院 名寄市西１条北５丁目１－１９

18 医療法人臨生会吉田病院 名寄市西３条南６丁目８番地２

19 イワタニセントラル北海道株式会社名寄営業所 名寄市東１条南１丁目１

20 エコマネジメント（株）下川事業所 上川郡下川町班渓

21 ＮＸエネルギー北海道株式会社名寄営業所 名寄市字徳田１９番地２

22 ＮＸ機工株式会社　名寄支店 名寄市字徳田２０番地

23 王子マテリア株式会社名寄工場 名寄市字徳田２０番地６

24 大沼左官工業株式会社 名寄市東４条南９丁目２番地５７

25 株式会社大野組 名寄市西４条南９丁目１４番地

26 大野土建株式会社名寄支店 名寄市西１条南８丁目

27 大道警備保障株式会社 名寄市字徳田２４９番地１１

28 有限会社笠井工務店 名寄市西３条南１丁目

29 学校法人旭川カトリック学園名寄カトリック幼稚園 名寄市西３条南４丁目１７－１

30 学校法人名寄大谷学園名寄大谷幼稚園 名寄市西５条南２丁目１０番地

31 学校法人山崎学園　光名幼稚園 名寄市西２条南１０丁目１

32 上川農業改良普及センター　名寄支所 名寄市西４条南２丁目

33 上川北部森林管理署 上川郡下川町緑町２１番地４

34 上川北部消防事務組合下川消防署 上川郡下川町幸町６３番地

35 上川北部消防事務組合名寄消防署 名寄市西４条北３丁目

36 上川北部消防事務組合名寄消防署風連出張所 名寄市風連町南町６５番地１

37 上川北部森林組合 名寄市風連町緑町１８２番地１

38 川原クレーン株式会社 名寄市字徳田２７１番地５

39 株式会社　カンリ 名寄市風連町北栄町１１５番地１

40 北はるか農業協同組合下川支所 上川郡下川町共栄町１番地１

41 株式会社グランドホテル藤花 名寄市西５条南４丁目

42 株式会社黒川コンクリート工業所 名寄市西１０条北５丁目２６番地



43 合同会社大昇 名寄市西１３条南７丁目１番地２

44 有限会社小谷自動車整備工場 名寄市字徳田３６１の２

45 有限会社後藤重機建設 上川郡下川町上名寄１８２６番地１６

46 株式会社近藤組名寄支店 名寄市風連町北栄町１３９番地１

47 株式会社西條名寄店 名寄市西４条南８丁目

48 株式会社西條本部 名寄市西３条南６丁目２５－１

49 財団法人下川町ふるさと開発振興公社 上川郡下川町班渓２８９３番地

50 株式会社坂下組 名寄市西１条南９丁目

51 株式会社桜井組 名寄市西１条南４丁目２０番地

52 佐藤建設管理株式会社名寄支店 名寄市風連町大町５６番地９

53 佐藤重工業株式会社 上川郡下川町旭町５８番地

54 株式会社三洋コンサルタント 名寄市西６条南10丁目２番14号

55 株式会社清水信治商店 名寄市西２条南３丁目

56 株式会社清水金物店 名寄市大通南６丁目

57 下川建設興業株式会社 上川郡下川町西町２２４番地

58 下川町森林組合 上川郡下川町南町１３３番地

59 下川町役場 上川郡下川町幸町６３番地

60 有限会社下川電業 上川郡下川町共栄町１００番地

61 社会福祉法人名寄みどりの郷名寄丘の上学園 名寄市字緑丘９番地１

62 社会福祉法人道北センター福祉会 名寄市東５条南９丁目１０９

63 宗教法人名寄神社 名寄市緑丘１番地

64 有限会社庄司鉄工所 名寄市字徳田１１０番地

65 昭和産業株式会社 名寄市西５条南１１丁目

66 新光電気株式会社 名寄市西５条南５丁目

67 株式会社菅原道北削蹄所 名寄市西５条北２丁目６番地４

68 株式会社スズケン道北支店 名寄市西４条南１１丁目３番地１

69 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部名寄センター 名寄市字徳田２７８番地６

70 全国共済北海道本部名寄自動車損害調査サービスオフィス 名寄市大通南４丁目１０番地１

71 全国酪農業協同組合連合会札幌支所道北事務所 名寄市西４条南５丁目２９番地

72 太陽電気株式会社 名寄市西４条北２丁目１２番地１

73 株式会社高橋組 名寄市西３条南８丁目８番地１

74 株式会社竹内電建 名寄市字徳田１３９番地３５

75 株式会社竹山道北支店 名寄市西６条北１１丁目５８－２１

76 株式会社ダスキン滝沢 名寄市西３条南２丁目

77 株式会社谷井鉄工所 名寄市風連町北栄町１７５－８

78 株式会社谷組 上川郡下川町西町８８番地２

79 株式会社丹野建設 上川郡下川町旭町１３２番地

80 ダンロップタイヤ北海道株式会社　タイヤランド名寄 名寄市字徳田２７１－４

81 株式会社筒渕建設 上川郡下川町西町７９番地

82 ディサービス　カラダラボ 名寄市西４条南７丁目１１－３

83 道北なよろ農業協同組合名寄支所 名寄市大通南４丁目１０番地１

84 道北なよろ農業協同組合 名寄市風連町本町６２番地

85 道北なよろ農業協同組合智恵文支所 名寄市字智恵文１１線北３番地

86 株式会社道北藤田生鮮市場 名寄市西５条北10丁目50-1



87 株式会社東洋社 名寄市西６条南４丁目４３番地１

88 株式会社とみなが 名寄市風連町字豊里512番地

89 トヨタカローラ道北(株)名寄店 名寄市字徳田１１４番２３－２４

90 有限会社トライスター 名寄市東５条南２丁目６３番地３２

91 株式会社長尾塗装 名寄市大通北８丁目３番地１４

92 中舘建設株式会社 名寄市風連町大町５４番地

93 名寄アポロ石油株式会社 名寄市西４条北１丁目

94 株式会社名寄高圧コンクリート興業 名寄市西１２条北１丁目５１番地

95 名寄市高齢者事業センター 名寄市西13条南2丁目

96 名寄市社会福祉協議会 名寄市西１条南１２丁目１番地２

97 名寄市立総合病院 名寄市西７条南８丁目１番地

98 株式会社名寄自動車学園 名寄市字徳田２３１番地４

99 名寄市役所名寄庁舎 名寄市大通南１丁目１番地

100 名寄市役所風連庁舎 名寄市風連町西町１９６番地１

101 株式会社名寄振興公社 名寄市字日進

102 有限会社名寄土管製作所 名寄市東２条南１０丁目

103 名寄生コンクリート株式会社 名寄市字砺波158番地３

104 名寄美装工業株式会社 名寄市字徳田１１４番地３０

105 名寄北炭株式会社 名寄市大通南５丁目１３番地

106 日産部品北海道販売株式会社名寄店 名寄市西９条北４丁目７番地

107 日本郵便株式会社下川郵便局 上川郡下川町共栄町１１１

108 日本郵便株式会社名寄郵便局 名寄市西１条南２丁目１６番地

109 日本郵便株式会社風連郵便局 名寄市風連町仲町９９番地

110 株式会社丹羽新聞販売所 名寄市西４条南５丁目１３番地

111 ネッツトヨタ旭川株式会社なよろ店 名寄市字徳田５０番地

112 ネッツトヨタたいせつ株式会社名寄店 名寄市字徳田２４０番地の８

113 橋場建設株式会社 名寄市風連町西町１９８番地

114 有限会社樋口醸造店 名寄市西６条北１０丁目４９番地３

115 日立建機日本株式会社名寄営業所 名寄市徳田２７３番地３

116 株式会社ひまわり 名寄市字大橋１３９番地１

117 有限会社風連モータース 名寄市風連町南町１０８番地

118 藤田産業株式会社 名寄市西５条南７丁目１５番地

119 有限会社藤野自動車ボデー 名寄市大通南１１丁目４２番地

120 扶桑興業株式会社 名寄市東３条北４丁目12番地２

121 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社　名寄営業所 名寄市字徳田２５６番地３０

122 北昭産業株式会社 名寄市西３条南５丁目８

123 北星信用金庫 名寄市西２条南５丁目５番地

124 有限会社北星通信 名寄市西１条南9丁目1番地２

125 株式会社ホクタン名寄支店 名寄市大通南１丁目

126 株式会社北都新聞社 名寄市風連町北栄町１４６番地１

127 株式会社ほくやく名寄支店 名寄市西６条北１１丁目５８番地２１

128 北海電気工事株式会社　旭川支店　名寄駐在 名寄市字徳田２７０番４

129 北海電気工事株式会社　名寄営業所 名寄市西３条南４丁目１４番地

130 北海道川崎建機株式会社名寄支店 名寄市字徳田２８９番地２０



131 北海道キリスト教学園認定こども園名寄幼稚園 名寄市東１条南２丁目１

132 株式会社北海道クボタ風連営業所 名寄市風連町北栄町１７５番地１４

133 北海道警察旭川方面名寄警察署 名寄市西２条北１丁目１番地１

134 北海道スバル株式会社名寄店 名寄市字徳田１１４番地２７

135 北海道電力株式会社旭川水力センター名寄土木課 名寄市曙４２８番地の１

136 北海道電力ネットワーク株式会社名寄ネットワークセンター 名寄市西３条南４丁目１４番地

137 北海道電力ネットワーク株式会社名寄ネットワークセンター 名寄市字曙４２８番地１

138 北海道農業共済組合上川北支所　名寄家畜診療所 名寄市豊栄１３６番地４７

139 北海道マツダ販売株式会社名寄支店 名寄市西１０条北４丁目８番地３０

140 北海道旅客鉄道株式会社旭川電気所名寄派出所 名寄市東１条南６丁目

141 北海道旅客鉄道株式会社　名寄保線所 名寄市東１条南８丁目

142 北海道旅客鉄道株式会社　名寄保線所　名寄保線管理室 名寄市東１条南７丁目

143 北海舗道株式会社 名寄市字内淵２００番地

144 北建工業株式会社 名寄市西３条北２丁目１１番地１

145 有限会社誉林業 名寄市東４条南５丁目９番地１

146 株式会社松前 名寄市西４条南６丁目１５番地

147 松本建設株式会社 上川郡下川町南町３７７番地

148 株式会社真鍋組 名寄市字徳田１００番地の８

149 株式会社丸昭高橋工務店 上川郡下川町西町４７３番地

150 株式会社丸徳木賀商店 名寄市西４条南４丁目１８番地

151 マルハニチロ畜産株式会社名寄工場 名寄市字日進１０５番地

152 株式会社三樹ボデー工業 名寄市字徳田248番地15

153 三津橋農産株式会社 上川郡下川町幸町１２２番地

154 村西運輸株式会社 名寄市字徳田289番地24

155 株式会社名翔警備保障 名寄市西７条南１丁目４番地

156 株式会社モロオ名寄営業所 名寄市字徳田２４８番地７

157 有限会社安田建設 上川郡下川町南１４番地

158 株式会社山崎機工 上川郡下川町南町１４番地

159 株式会社山本組 名寄市風連町南町３６番地

160 株式会社　吉田組 名寄市字徳田１０１番地７８

161 陸上自衛隊名寄駐屯地 名寄市字豊栄１１９番地

162 株式会社ワタキュークリーン名寄営業所 名寄市字内淵８４

番号 事業所名 事業所住所
1 旭川開発建設部士別道路事務所美深分庁舎 中川郡美深町字敷島１４３番地

2 有限会社伊藤ボーリング工業 中川郡美深町西１条南７丁目44番地

3 植村技建有限会社 中川郡中川町字中川２２３番地３５

4 遠藤工業有限会社 中川郡中川町字中川４２６番地３２

5 有限会社小倉建設 中川郡美深町西２条南５丁目５１番地９

6 (有)小倉牧場 中川郡美深町字美深８５

7 音威子府村教育委員会 中川郡音威子府村字音威子府４４４番地

8 音威子府村役場経済課 中川郡音威子府村字音威子府４４４番地１

9 音威子府村役場総務課 中川郡音威子府村字音威子府４４４番地

＜名寄警察署美深警察庁舎＞



10 有限会社蠣崎興業 中川郡中川町美深町字敷島２５０

11 上川総合振興局旭川建設管理部美深出張所 中川郡美深町西３条北２丁目１０番地６

12 上川北部消防事務組合　音威子府消防支署 中川郡音威子府村字音威子府453番地

13 上川北部消防事務組合中川消防支署 中川郡中川町字中川２７４番地１

14 上川北部消防事務組合美深消防署 中川郡美深町字大通南４丁目１番地

15 上川北部森林組合美深支所 中川郡美深町字西町18番地

16 株式会社川村商会 中川郡中川町字中川２６２番地

17 株式会社菅野工務店 中川郡美深町字美深５５３番地

18 北はるか農業協同組合中川支所 中川郡中川町字中川３０８番地

19 北はるか農業協同組合 中川郡美深町字大通北２丁目１２番地

20 有限会社クリーンサービス美深 中川郡美深町字東２条南１丁目７番地

21 齊藤重興業 中川郡美深町字西町40番地

22 株式会社坂井モータース 中川郡美深町字西１条南１丁目２番地

23 株式会社佐藤組 中川郡中川町字佐久５７番地

24 株式会社佐藤工建 中川郡中川町字中川４３０番地５

25 株式会社三和電機 中川郡中川町字中川３３３番地

26 ＪＡ北海道厚生連美深厚生病院 中川郡美深町字東１条南３丁目３番地

27 社会福祉法人音威子府村社会福祉協議会 中川郡音威子府村字音威子府５０９－８８

28 社会福祉法人中川町社会福祉協議会 中川郡中川町字中川３３７番地

29 社会福祉法人美深町社会福祉協議会 中川郡美深町字西１条北１丁目４番地

30 社会福祉法人美深福祉会 中川郡美深町字美深76番地８

31 社会福祉法人　美深福祉会　美深町特別養護老人ホーム 中川郡美深町字敷島９１番地

32 株式会社園部商会 中川郡美深町字大通南２丁目

33 有限会社高附生花店 中川郡美深町字大通北２丁目

34 有限会社田中モータース 中川郡美深町字東３条北３丁目１番地の１

35 谷口木材株式会社 中川郡美深町東６条北１丁目２９３番地

36 天塩川工業　株式会社 中川郡中川町中川２６２

37 株式会社中川建設 中川郡中川町字誉３５番地

38 株式会社中川建設　音威子府支店 中川郡音威子府村字音威子府４８７番地

39 株式会社中川水道 中川郡中川町字中川１９８番地３４

40 株式会社中川町地域開発振興公社 中川郡中川町字中川４３９番地１

41 中川町役場教育委員会 中川郡中川町字中川337番地

42 中川町役場産業振興課 中川郡中川町字中川337番地

43 中川町役場総務課 中川郡中川町字中川３３７番地

44 株式会社中瀬産業機械リース 中川郡美深町字美深２３８番地

45 株式会社　梨澤組 中川郡音威子府村字音威子府３１１番地

46 名寄生コンクリート株式会社天塩川生コンクリート工場 中川郡中川町字誉４６番地１３

47 有限会社西村木材 中川郡美深町東１条南７丁目16番地

48 日本郵便株式会社音威子府郵便局 中川郡音威子府村音威子府４４７

49 日本郵便株式会社中川郵便局 中川郡中川町字中川２６２番地６

50 日本郵便株式会社美深郵便局 中川郡美深町東１条北２丁目

51 株式会社馬場商店 中川郡美深町字大通北２丁目１０番地

52 株式会社美深振興公社 中川郡美深町字紋穂内１３９番地

53 美深町教育委員会 中川郡美深町字西町１８番地



54 美深町役場総務課 中川郡美深町字西町１８番地

55 美深町役場建設水道課 中川郡美深町字西町１８番地

56 美深町役場住民生活課 中川郡美深町字西町１８番地

57 有限会社北美自工 中川郡美深町字南町30番地

58 北部クリーン企業組合 中川郡中川町字中川３４０番地

59 北海道上川総合振興局北部森林室 中川郡美深町字東２条南４丁目１番地２

60 株式会社北海道クボタ　美深営業所 中川郡美深町字西町４０番地４

61 北海道警察旭川方面名寄警察署美深警察庁舎 中川郡美深町字敷島９８番地

62 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター中川研究林 中川郡音威子府村字音威子府４８３番地

63 北海道農業共済組合美深家畜診療所 中川郡美深町字敷島２７９番地１２

64 北海道旅客鉄道株式会社名寄保線所音威子府保線管理室 中川郡音威子府村字音威子府509番地８９

65 有限会社松久工務店 中川郡美深町西１条南５丁目３７番地

66 株式会社山崎組 中川郡美深町字東４条北４丁目７番地

67 ヤンマーアグリジャパン株式会社美深支店 中川郡美深町字敷島４５番地

68 横山自動車整備工場 中川郡中川町字中川２１７番地７

69 株式会社利平興業 中川郡美深町字北町12番地10


