
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社アグリマネジメント十勝 中川郡本別町美里別41番地５

2 株式会社朝倉建設工業 足寄郡陸別町字陸別原野基線３３０番地

3 足寄町商工会 足寄郡足寄町南１条３丁目20番地

4 足寄町森林組合 足寄郡足寄町南５条５丁目１４番地

5 足寄町農業協同組合 足寄郡足寄町南３条１丁目１８番地

6 足寄町役場 足寄郡足寄町北１条４丁目４８番地１

7 足寄町酪農ヘルパー運営有限責任事業組合 足寄郡足寄町南３条１丁目18番地

8 株式会社イエツネ林業 足寄郡足寄町北３条１丁目２１

9 株式会社石橋建設 足寄郡陸別町字陸別基線３１２

10 株式会社ヰセキ北海道本別営業所 中川郡本別町共栄４７番地７

11 有限会社伊藤電気商会 中川郡本別町北４丁目２番地１７

12 医療法人社団刀圭会介護老人保健アメニティ本別 中川郡本別町西美里別６－１８

13 エア・ウォーター・ライフソリューション㈱足寄サービスセンター 足寄郡足寄町郊南１丁目１７番地２

14 エム・エス・ケー農業機械株式会社 中川郡本別町南４丁目１１６番地１

15 岡崎木材有限会社 中川郡本別町北５丁目７番地２３

16 岡崎木材株式会社 足寄郡足寄町西町７丁目１番地１

17 株式会社岡崎組 中川郡本別町南２丁目１番地４

18 小川建設工業株式会社 中川郡本別町上本別１０番地３

19 帯広開発建設部足寄道路事務所 足寄郡足寄町栄町１丁目43番地

20 帯広トヨペット株式会社　本別店 中川郡本別町北５丁目７番地

21 帯広日産自動車株式会社本別店 中川郡本別町南４丁目１２１番地

22 株式会社鹿島組 中川郡本別町南２丁目７番地１６

23 株式会社かちまいサービスかちまい足寄 足寄郡足寄町西町３丁目１－２３

24 株式会社河向組 足寄郡足寄町北１条４丁目３１番地

25 株式会社木村建設 足寄郡足寄町朝旭町４丁目24番地

26 九州大学農学部附属演習林北海道演習林 足寄郡足寄町北５条１丁目８５

27 釧路トヨタ自動車株式会社本別店 中川郡本別町南４丁目８番地

28 株式会社楠茂建設 中川郡本別町山手町５番地１９

29 株式会社光南車輌 足寄郡足寄町郊南１丁目６番地７

30 コスモ測量設計株式会社 足寄郡足寄町南６条１丁目２９番地１

31 有限会社後藤組 足寄郡足寄町北５条１丁目２番地

32 有限会社コミヤマ 足寄郡足寄町南２条２丁目１２番地

33 斉藤井出建設株式会社 足寄郡足寄町南６条４丁目６２番地

34 有限会社斉藤観光芽登工場 足寄郡足寄町芽登本町５９

35 有限会社サクライ 足寄郡足寄町南５条１丁目１番地

36 有限会社佐々木林業 足寄郡陸別町字陸別基線３０８番地

37 有限会社三共木材 足寄郡足寄町北６条１丁目４番地

38 社会福祉法人足寄町社会福祉協議会 足寄郡足寄町南６－２－７

39 社会福祉法人北勝光生会特別養護老人ホームしらかば苑 足寄郡陸別町字陸別原野基線３２１番地５

40 社会福祉法人本別町社会福祉協議会 中川郡本別町西美里別６番地１５

41 社会福祉法人　陸別町社会福祉協議会 足寄郡陸別町字陸別東２条３丁目２番地

42 障害者支援施設　とまむ園 足寄郡陸別町字トマム南３線９４番地３
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43 障害者支援施設　みどりの園 足寄郡陸別町字原野分線８番地２３２

44 小規模多機能型居宅介護事業所　陽だまりの里 中川郡本別町仙美里元町149番地12

45 小規模多機能型居宅介護事業所「ゆうあいの里」 中川郡本別町勇足元町６－１

46 小規模多機能型居宅介護事業所「清流の里」 中川郡本別町北６丁目12-20

47 新栄緑化株式会社 足寄郡陸別町字陸別基線３１０番地

48 水ingAM株式会社池北管理事務所 足寄郡足寄町中足寄126

49 水ingAM株式会社本別管理事務所浄水駐在 中川郡本別町東本別１８－１

50 杉田林業有限会社 足寄郡陸別町字陸別基線３１６番地１１

51 株式会社外田組 足寄郡足寄町西町８丁目１番地１２

52 株式会社塚林建設 中川郡本別町北８丁目１番地２

53 有限会社　寺谷 足寄郡足寄町南６条６丁目55番地

54 道東建設工業株式会社 足寄郡足寄町西町７丁目３番地の８

55 道東コンクリート株式会社 足寄郡足寄町北４条１丁目１４番地

56 道東舗道株式会社 足寄郡足寄町郊南１丁目１２番地１

57 東北海道いすゞ自動車株式会社本別営業所 中川郡本別町上本別２１番地９

58 株式会社十勝建材工業 足寄郡足寄町南６条１丁目２６番地

59 とかち広域消防局陸別消防署 足寄郡陸別町字陸別原野分線８番地５５

60 とかち広域消防事務組合足寄消防署 足寄郡足寄町北１条４丁目５２番地

61 十勝総合振興局帯広建設管理部　足寄出張所 足寄郡足寄町下愛冠３丁目６番地の２

62 北海道農業共済組合 十勝統括センター十勝北部支所 足寄郡足寄町愛冠１４番地２０

63 北海道農業共済組合十勝統括センター十勝北部支所本別家畜診療所 中川郡本別町新町２９番地８

64 十勝東部森林管理署 足寄郡足寄町北３条２丁目３番地１

65 十勝農業改良普及センター　十勝東北部支所 足寄郡足寄町南３条４丁目５番地５

66 とかち広域消防事務組合　とかち広域消防局　本別消防署 中川郡本別町北２丁目４番地１

67 特定非営利活動法人障がい児・者地域サポートふれあい 足寄郡足寄町北２条４丁目76番地

68 トヨタカローラ帯広株式会社本別店 中川郡本別町南４丁目２番地

69 ナガイ産業合同会社 足寄郡足寄町西町７丁目４-48

70 中前建設株式会社 中川郡本別町向陽町３番地４

71 日農機製工株式会社 足寄郡足寄町郊南１丁目１３番地

72 日産自動車株式会社北海道陸別試験場 足寄郡陸別町字林内４８番地１

73 日本ニューホランド株式会社本別営業所 中川郡本別町上本別１５番地５

74 日本郵便株式会社　　　　足寄郵便局 足寄郡足寄町北１条４丁目４３番地２

75 日本郵便株式会社　　　　本別郵便局 中川郡本別町南２丁目４番地２

76 日本郵便株式会社　　　　陸別郵便局 足寄郡陸別町字陸別原野分線５番地３

77 株式会社野田組 中川郡本別町北３丁目５番地９

78 株式会社ノベルズ足寄牧場 足寄郡足寄町茂喜登牛580

79 有限会社長谷部自工商会 中川郡本別町南４丁目175-18

80 株式会社バンドウ 足寄郡陸別町字陸別基線316番地46

81 富士工業株式会社 中川郡本別町南１丁目６番地４

82 株式会社富士興 中川郡本別町南１丁目６番地３

83 株式会社細野商事 中川郡本別町北１丁目３番地９

84 北海道オリオン株式会社足寄営業所 足寄郡足寄町西町２丁目２番４４号

85 株式会社　北海道ｸﾎﾞﾀ　足寄営業所 足寄郡足寄町郊南1丁目12番地8

86 北海道警察釧路方面本別警察署 中川郡本別町北１丁目４番地２０



87 北海道電力ネットワーク株式会社足寄ネットワークセンター 足寄郡足寄町北２条１丁目１２番地

88 北海道糖業株式会社本別製糖所 中川郡本別町勇足５２番地

89 北海道農業共済組合 十勝統括センター北部支所 陸別家畜診療所 足寄郡陸別町字陸別原野分線3-10

90 北海道マツダ販売株式会社 本別店 中川郡本別町南４丁目１７番池７

91 北海道立農業大学校 中川郡本別町西仙美里２５番地１

92 北海林友株式会社足寄出張所 足寄郡足寄町郊南１丁目17番地42

93 株式会社本別建設工業 中川郡本別町南４丁目６番地１

94 本別コンクリート工業株式会社 中川郡本別町坂下町１８番地１

95 本別町社会福祉協議会デイサービスセンターほんべつ 中川郡本別町北１丁目４番地23

96 本別町農業協同組合 中川郡本別町北５丁目２番地１

97 本別町役場 中川郡本別町北２丁目４番地１

98 株式会社松浦建設 足寄郡陸別町字陸別分線１１番地６０

99 有限会社丸あ安部建設 中川郡本別町共栄５番地４

100 株式会社マルヨ産業 足寄郡足寄町北２条３丁目７番地

101 宮口産業株式会社 足寄郡足寄町鷲府３５３番地６

102 有限会社山内バット製材工場 中川郡本別町美里別34-1

103 株式会社山本建設 中川郡本別町勇足元町18番地13

104 ヤンマーアグリジャパン株式会社本別支店 中川郡本別町上本別９番地１４

105 株式会社横山電気商会 足寄郡足寄町南２条２丁目３番地

106 陸上自衛隊足寄分屯地 足寄郡足寄町平和１７３番地

107 陸別町森林組合 足寄郡陸別町字陸別本通２丁目５番地の２

108 陸別町役場 足寄郡陸別町字陸別東１条３丁目１番地

109 陸別町農業協同組合 足寄郡陸別町字陸別東２条１丁目１番地


