
番号 事業所名 事業所住所
1 有限会社アイ建設 深川市１条２５番２号

2 青木建設株式会社 雨竜郡妹背牛町字妹背牛４１７番地

3 株式会社明月興業 深川市一已町字一已１８６２番地５２１

4 株式会社暁プラントサービス 深川市西町１０番２５号

5 株式会社赤藤組 雨竜郡妹背牛町字妹背牛３７２番地

6 旭川トヨタ自動車株式会社深川店 深川市北光町３丁目４番１７号

7 旭川トヨペット株式会社深川店 深川市４条２４番２号

8 旭川日産自動車株式会社深川店 深川市４条２１番７号

9 旭川燃油株式会社深川支店 深川市２条１１番８号

10 旭川ミート株式会社深川工場 深川市納内町字納内４１７番地２７

11 株式会社阿部建設工業 深川市一巳町字一巳２５１９番地９

12 安東産業株式会社深川営業所 深川市４条１６番４号

13 株式会社池上木工 雨竜郡雨竜町字満寿３２番地１６９

14 株式会社ヰセキ北海道妹背牛営業所 雨竜郡妹背牛町字妹背牛２２３番地

15 医療法人アンリーデュナン会深川第一病院 深川市あけぼの町１番１号

16 医療法人圭仁会東ヶ丘病院 深川市音江町字音江２５７番地２

17 雨竜土地改良区 雨竜郡雨竜町字尾白利加88番地126

18 雨竜町役場 雨竜郡雨竜町字フシコウリウ１０４番地

19 エース代行サービス 深川市音江町字広里674番地77

20 株式会社Ｍｚ原田秩父別営業所 雨竜郡秩父別町６６７番地

21 大谷種苗株式会社 深川市４条９番３号

22 小川組土建株式会社 深川市文光町８番３３号

23 株式会社小倉農園 深川市音江町字広里６３１番地

24 有限会社オサナイ 深川市一巳町字一巳２４０５番地２３

25 株式会社小野寺施工開発社 深川市稲穂町１丁目６番９号

26 株式会社角野組 雨竜郡妹背牛町字妹背牛４１９番地

27 学校法人北海道ルーテル学園深川めぐみ幼稚園 深川市８条１５番８号

28 株式会社金山若林 深川市４条１６番７号

29 カラダラボ深川 深川市文光町１－３２

30 苅谷建設興業有限会社 深川市音江町字広里９４番地７

31 技研測量設計株式会社 深川市北光町２丁目２番４１号

32 北いぶき農業協同組合 雨竜郡秩父別町１２９８番地の８

33 北いぶき農業協同組合妹背牛支所 雨竜郡妹背牛町字妹背牛３８２番地

34 北垣建設工業株式会社 雨竜郡秩父別町１８７３番地

35 有限会社北空知警備 深川市１条２０番３２号

36 北空知圏学校給食組合 深川市開西町１丁目６番４号

37 北空知障がい者支援センターあっぷる 深川市４条１８番２号

38 北空知信用金庫 深川市４条８番１６号

39 北空知森林組合 深川市１条19番36号

40 きたそらち農業協同組合 深川市深川町字メム１０号線山３線５８５０番地

41 きたそらち農業協同組合雨竜支所 雨竜郡雨竜町字満寿３０番地１９３

42 きたそらち農業協同組合青果部 深川市深川町字メム１０号山３線

43 株式会社共栄 雨竜郡妹背牛町字妹背牛２６番地の１

44 共同生活支援センターすずらん 深川市納内町２丁目１番４８号

45 協立測量設計株式会社 深川市３条26番38号

46 クラーク記念国際高等学校 深川市納内町３丁目２番４０号

47 株式会社グリーン測量 深川市６条10番21号

48 光栄建設工業株式会社 深川市多度志２３７番地１

＜深川警察署＞



49 株式会社廣進設備 深川市納内町グリーンタウン３番４１号

50 合同会社湯内農場 深川市湯内２５３３番地

51 興和建設株式会社 雨竜郡秩父別町１３１２番地

52 コミュニティディサービスみんカフェ 深川市広里町２丁目３番２号

53 妻神工業株式会社 雨竜郡妹背牛町字妹背牛４９９番地の５

54 有限会社笹渕厨器店 深川市西町１１番３３号

55 札幌水材株式会社空知営業所 深川市１条４番４号

56 株式会社サトー建設 深川市１条２３番３０号

57 資源サービス株式会社 雨竜郡妹背牛町字妹背牛４９９番地の３

58 株式会社清水モーター商会 深川市深川町字メム８号線本通５０９５番地３

59 社会福祉法人雨竜ことぶき会 雨竜郡雨竜町字満寿３７番地

60 社会福祉法人　深川市社会福祉協議会 深川市３条１８番３６号

61 社会福祉法人北海道中央病院 深川市西町１番７号

62 社会福祉法人揺藍会特別養護老人ホーム清祥園 深川市納内町北３番９７号

63 社会福祉法人雨竜園知的障害者更正施設雨竜町暑寒の里 雨竜郡雨竜町字尾白利加９４番地１９３

64 社団法人北海道総合在宅ケア事業団深川地域訪問看護ステーション 深川市２条１７番３号深川市健康福祉センター１階

65 宗教法人天理教雨龍大教会 深川市６条７番１号

66 就労支援センター青空 深川市納内町２丁目１番４８号

67 障がい者支援施設あかとき学園 深川市納内町3丁目9番10号

68 株式会社森栄建設 深川市１条２４番２８号

69 神竜土地改良区 深川市納内町３丁目３番４０号

70 株式会社スギムラ建機 雨竜郡妹背牛町字妹背牛４８２番地の１５

71 税理士法人小島会計 深川市３条１５番３０号

72 株式会社セキ 深川市６条８番１号

73 空知ガス株式会社 深川市２条４番７号

74 空知興産株式会社雨竜産業廃棄物総合処理施設 雨竜郡雨竜町字恵岱別２０７番地２９９

75 空知総合振興局札幌建設管理部深川出張所 深川市錦町北４番１１号

76 空知総合振興局産業振興部北部耕地出張所 深川市開西町３丁目１番２２号

77 空知農業改良普及センター北空知支所 深川市２条１９番１３号

78 有限会社第一観光 雨竜郡雨竜町字渭の津１３２番地３４

79 第一興産株式会社深川支店 深川市１条１０番１４号

80 有限会社大栄工業 雨竜郡妹背牛町字妹背牛２７９番地の１５

81 大龍建設株式会社 雨竜郡雨竜町字満寿２８番地１２９

82 有限会社髙橋商店 雨竜郡妹背牛町字妹背牛４０９番地

83 髙村電気株式会社 雨竜郡秩父別町１５４６番地１３

84 拓殖大学北海道短期大学 深川市深川町字メム10号線山１線4558番地

85 有限会社竹ケ原ミート 雨竜郡雨竜町字満寿30番地169

86 たどし認定こども園かぜっこ 深川市多度志６３０番地

87 秩父別町デイサービスセンター 雨竜郡秩父別町１５４０番地２

88 秩父別町役場 雨竜郡秩父別町４１０１番地

89 秩父別土地改良区 雨竜郡秩父別町１５３６番地

90 株式会社秩父別振興公社秩父別温泉ちっぷ・ゆう＆ゆ 雨竜郡秩父別町２０８５番地

91 坪田電気株式会社 深川市開西町１丁目４番１５号

92 寺岡工務株式会社 深川市５条１１番９号

93 寺迫工業株式会社 雨竜郡秩父別町1298番地の28

94 道央開発株式会社 深川市３条１９番３７号

95 特別養護老人ホーム和敬園 雨竜郡秩父別町１５１４番地

96 富岡産業株式会社 深川市２条２３番１５号

97 トヨタカローラ旭川株式会社深川店 深川市３条２３番２９号

98 株式会社中島自動車 深川市稲穂町２丁目９番１８号



99 中本土建株式会社 深川市納内町２丁目１５番２６号

100 有限会社二光産業 深川市稲穂町２丁目９番２１号

101 株式会社西口電気 深川市文光町１０番１０号

102 有限会社日進電工社 深川市開西町２丁目９番８号

103 日東興業株式会社 深川市音江町字広里９３番地１７

104 日本ニューホランド株式会社空知営業所 深川市音江町字稲田１７６６番地

105 日本郵便株式会社秩父別郵便局 雨竜郡秩父別町1545番地の３

106 日本郵便株式会社深川郵便局 深川市２条６番１２号

107 日本郵便株式会社妹背牛郵便局 雨竜郡妹背牛町字妹背牛４１９番地の２

108 ネッツトヨタ旭川株式会社ふかがわ店 深川市北光町３丁目１番１０号

109 株式会社能登家具店 深川市３条９番２４号

110 株式会社樋口組 深川市８条６番２４号

111 株式会社日の出会館 深川市４条１１番５号

112 深川美装株式会社 深川市稲穂町１丁目２番２号

113 深川警備保障株式会社 深川市錦町10番16号

114 深川自動車学校 深川市広里町１丁目１番２９号

115 株式会社深川自動車センター 深川市広里町２丁目４番２０号

116 深川市役所 深川市２条１７番１７号

117 深川砂利工業株式会社 深川市音江町字広里５５７番地１

118 株式会社深川振興公社 深川市一已町字一已7354番地

119 深川地区消防組合深川消防署 深川市８条１０番２０号

120 深川地区消防組合深川消防署秩父別支署 雨竜郡秩父別町4103番地の１

121 深川地区消防組合深川消防署妹背牛支署 雨竜郡妹背牛町字妹背牛４７８番地の４

122 株式会社深川地方卸売市場 深川市音江町字広里296番地９

123 深川ディプレイスふれあいの家 深川市開西町２丁目７番15号

124 深川土地改良区 深川市西町１０番３６号

125 株式会社深川未来ファーム 深川市一巳町字一巳7354番地

126 深川油脂工業株式会社 深川市広里町５丁目２番28号

127 株式会社藤機工舎 深川市３条１０番２６号

128 富士電機工業株式会社 深川市開西町１丁目３番２１号

129 有限会社北斗工業 深川市北光町２丁目６番１０号

130 北雄美装株式会社 雨竜郡秩父別町１８７３番地

131 株式会社北洋銀行深川支店 深川市３条８番１４号

132 ホクレン包材株式会社妹背牛工場 雨竜郡妹背牛町字妹背牛４１４番地の１

133 株式会社北開測地 深川市文光町１５番６号

134 北海道エナジティック株式会社深川営業所 深川市３条２２番７号

135 北海道開発局札幌開発建設部深川農業事務所 深川市１条１５番１６号

136 株式会社北海道クボタ深川営業所 深川市深川町字メム８号線本通5081番地

137 株式会社北海道クボタ　深川サービスセンター 深川市深川町字メム８号線本通５０８１番地

138 北海道警察旭川方面深川警察署 深川市５条１番１２号

139 北海道空知総合振興局保健環境部深川地域保健室 深川市２条１８番６号

140 北海道電力ネットワーク株式会社深川ネットワークセンター 深川市７条７番２号

141 北海道土地改良事業団体連合会深川事業所 深川市７条１７番１号

142 北海道農業共済組合　道央統括センター　北空知支所 深川市１条５番５号

143 有限会社北海道湧永興農 深川市納内町字納内４３０８番地

144 北海道旅客鉄道株式会社旭川保線所深川保線管理室 深川市太子町７番４号

145 株式会社ホッコン 深川市３条９番２６号

146 株式会社ホッコン音江工場 深川市音江町字広里８６１番地

147 ホッコン建設工業株式会社 深川市音江町字広里129番地３

148 株式会社ホッコン深川工場 深川市音江町字広里８６１番地



149 有限会社本家建設 雨竜郡雨竜町字尾白利加８９番地１

150 有限会社前村板金工業 深川市北光町２丁目１５番５号

151 増永自動車工業有限会社 深川市広里町４丁目１番54号

152 有限会社松本組 深川市納内町２丁目14番55号

153 有限会社マル安三上石材工業所 深川市５条５番３２号

154 有限会社三浦産業 深川市あけぼの町１６番７９号

155 妹背牛温泉ペペル 雨竜郡妹背牛町字妹背牛５２０８番地の１

156 妹背牛町デイサービスセンター 雨竜郡妹背牛町字妹背牛３６１番地２２

157 妹背牛町役場 雨竜郡妹背牛町字妹背牛５２００番地

158 有限会社躍進産業運輸 深川市音江町字音江９９８番地１

159 株式会社山一工業 深川市３条７番３６号

160 ヤンマーアグリジャパン株式会社深川支店 深川市北光町２丁目１９番１号

161 ヤンマーアグリジャパン株式会社妹背牛支店 雨竜郡妹背牛町字妹背牛２２６番地３５

162 ラ・カンパーニュホテル深川 深川市３条６番７号

163 株式会社菱友深川支店 深川市３条４番１８号

164 株式会社ルーラルエンジニア 深川市広里町４丁目１番３号

番号 事業所名 事業所住所
1 岩寺木材産業株式会社 雨竜郡沼田町旭町１丁目２番１０号

2 有限会社臼井産業 雨竜郡沼田町南１条２丁目９番１号

3 株式会社金山若林 雨竜郡北竜町字和８番地の９

4 北いぶき農業協同組合沼田支所 雨竜郡沼田町北１条４丁目２番２号

5 きたそらち農業協同組合北竜支所 雨竜郡北竜町字和３６番地３

6 教和建設株式会社 雨竜郡沼田町字高穂１０３番地２１９

7 株式会社久保商店 雨竜郡沼田町南１条１丁目５番１６号

8 広進工業株式会社 雨竜郡沼田町南１条３丁目６番６２号

9 塩見建設株式会社 雨竜郡北竜町字和３１番地の４

10 シダックス大新東ヒューマンサービス 雨竜郡沼田町幌新３７７番地の６

11 社会福祉法人沼田町社会福祉協議会 雨竜郡沼田町南１条１丁目８番２５号

12 平建設株式会社 雨竜郡北竜町字和１００番地１４

13 日本郵便株式会社沼田郵便局 雨竜郡沼田町南１条４丁目５番６号

14 日本緑化中村株式会社 雨竜郡沼田町字沼田３５１番地

15 株式会社沼田開発公社 雨竜郡沼田町旭町１丁目１番３９号

16 沼田町土地改良区 雨竜郡沼田町南１条３丁目６番53号

17 沼田町役場 雨竜郡沼田町南１条３丁目６番５３号

18 深川地区消防組合深川消防署沼田支署 雨竜郡沼田町南１条３丁目６番42号

19 深川地区消防組合深川消防署北竜支署 雨竜郡北竜町字和１１番地１

20 株式会社藤岡建設 雨竜郡北竜町字和１９番地の７

21 北央道路工業株式会社沼田工事事務所 雨竜郡沼田町字旭町24番地１

22 有限会社北沼 雨竜郡沼田町字沼田１１１番地１９

23 株式会社北創 雨竜郡北竜町字和４２番地の１

24 株式会社北竜振興公社 雨竜郡北竜町字板谷１６３番地の２

25 北竜町役場 雨竜郡北竜町字和１１番地の１

26 株式会社北海道クボタ北竜営業所 雨竜郡北竜町字碧水４２の２

27 北海道警察旭川方面深川警察署沼田警察庁舎 雨竜郡沼田町北１条６丁目１番２号

28 株式会社北興建設 雨竜郡北竜町字西川１５番地の３７

29 有限会社松尾住設 雨竜郡沼田町字旭町３１番地１８６

30 株式会社丸ヨ吉住商店 雨竜郡沼田町南１条３丁目５番１号

31 ヤンマーアグリジャパン株式会社沼田支店 雨竜郡沼田町字旭町41番地３

＜深川警察署沼田警察庁舎＞



32 陸上自衛隊沼田分屯地 雨竜郡沼田町字沼田１１４２番１

33 株式会社菱農 雨竜郡沼田町西町３番１１号

34 渡部建設株式会社 雨竜郡沼田町字旭町１５番地９


