
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社池戸土建 上川郡清水町本通９丁目１９番地

2 株式会社ヰセキ北海道清水営業所 上川郡清水町南８条６丁目８－１

3 一般社団法人ジェネティクス北海道十勝清水種雄牛センター 上川郡清水町字清水第５線18番地

4 一般社団法人　ジェネティクス北海道　十勝北見事業所 上川郡清水町字御影南２線７３番１０

5 医療法人社団星光会　御影診療所 上川郡清水町御影西２条３丁目13番地

6 株式会社岩野建設 上川郡新得町３条南１丁目５番地

7 植村土建株式会社 上川郡新得町１条１丁目２番地

8 有限会社上村農場 河東郡鹿追町鹿追北２線２番地２５

9 王子フォレストリー株式会社十勝出張所 上川郡新得町屈足幸町西２丁目１０番１号

10 株式会社かちまいサービスかちまい新得 上川郡新得町本通南２丁目１

11 有限会社金田電業社 上川郡新得町屈足緑町３丁目３番地

12 加森観光株式会社 上川郡新得町字新内西５線１４８番地５

13 狩勝産業株式会社 上川郡新得町字上佐幌西３線49番地２

14 有限会社狩勝自動車工業 上川郡新得町字新得東１線３２番地

15 株式会社カンキョウ 上川郡新得町字新得東１泉３２番地８

16 株式会社　北富青果 上川郡新得町屈足旭町東４丁目

17 北日本建設興業株式会社 河東郡鹿追町元町２丁目２２番地

18 有限会社北広牧場 上川郡新得町字新得基線85番地13

19 窪田建設工業株式会社 河東郡鹿追町新町２丁目２番地

20 クリアロード株式会社 上川郡清水町字清水７８３番地

21 有限会社健勝重建 河東郡鹿追町鹿追北５線２番地23

22 公益社団法人清水町シルバー人材センター 上川郡清水町南５条６丁目１番地１

23 国民宿舎東大雪荘 上川郡新得町字屈足トムラウシ

24 笹川組工業株式会社 上川郡清水町本通７丁目８番地

25 株式会社笹川三愛農場 河東郡鹿追町笹川北１０線７番地６

26 サテライト型小規模多機能センターきらり 上川郡新得町屈足旭町２丁目88

27 有限会社鹿追町デーリィーサービスカンパニィ 河東郡鹿追町新町３丁目５８番地３

28 鹿追町農業協同組合 河東郡鹿追町新町４丁目５１番地

29 鹿追町役場 河東郡鹿追町東町１丁目１５番地１

30 鹿追郵便局 河東郡鹿追町栄町１丁目４

31 株式会社然別湖畔温泉ホテル風水 河東郡鹿追町字然別湖畔

32 清水開発工業株式会社 上川郡清水町字清水７２８番地１

33 清水赤十字病院 上川郡清水町南２条２丁目

34 清水自動車工業株式会社 上川郡清水町南４条９丁目１５番地

35 清水町学校給食センター 上川郡清水町字清水基線６７番地７７

36 清水町清水消防団 上川郡清水町南６条４丁目１番地２

37 清水町森林組合 上川郡清水町字御影南１線49番地４

38 清水町役場 上川郡清水町南４条２丁目２番地

39 株式会社シミックス 上川郡清水町南１条１丁目５番地

40 社会福祉法人厚生協会屈足わかふじ園 上川郡新得町屈足旭町１丁目

41 社会福祉法人厚生協会 上川郡新得町西３条北１丁目５番地３

42 社会福祉法人清水旭山学園 上川郡清水町字旭山南８線５８番地１

＜新得警察署＞



43 社会福祉法人清水旭山学園　せせらぎデイサービスセンター 上川郡清水町字旭山南８線58番地１

44 社会福祉法人　清水町社会福祉協議会 上川郡清水町南３条２丁目１番地

45 社会福祉法人　新得町社会福祉協議会 上川郡新得町３条南３丁目５番地

46 社会福祉法人鹿追恵愛会　介護老人保健施設もみじの里 河東郡鹿追町鹿追北２線８番地３３

47 障害者支援施設あさひ荘 上川郡清水町字御影４９９番地２

48 小規模多機能センターらら 上川郡新得町屈足旭町２丁目85番

49 新得町農業協同組合 上川郡新得町１条南３丁目１番地

50 新得町役場 上川郡新得町３条南４丁目２６番地

51 新得物産株式会社 上川郡新得町字新得基線１０４番地

52 株式会社新得モータースクール 上川郡新得町本通北６丁目１７番地

53 株式会社瑞勝園 上川郡清水町字御影基線２９番地１

54 有限会社ダイマルファーム 上川郡清水町字旭山614番地

55 株式会社タカノ 河東郡鹿追町栄町１丁目１４番地

56 髙野工業株式会社 上川郡清水町南１条１０丁目１番地１

57 株式会社竹中 上川郡新得町屈足旭町東４丁目３番地１

58 田村建設株式会社 上川郡清水町南４条西４丁目１１番地１

59 株式会社田村工業 上川郡新得町西１条南５丁目１番地

60 田村コンクリート株式会社 上川郡清水町南４条西４丁目１１番地

61 田村製麺工業株式会社 上川郡清水町南３条６丁目

62 地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部畜産試験場 上川郡新得町字新得西５線３９番地１

63 有限会社土田農産 上川郡新得町字屈足西１線６番地

64 道東自動車道新得工事　鴻池組・中山組特定建設工事共同企業体 上川郡清水町本通９丁目17-2 第２田村ビル２F

65 道東設備工業株式会社 上川郡清水町南３条西３丁目１８番地

66 とかち広域消防局新得消防署 上川郡新得町４条南３丁目１番地

67 とかち広域消防事務組合　鹿追消防署 河東郡鹿追町西町３丁目１０番地

68 とかち広域消防事務組合清水消防署 上川郡清水町南６条４丁目１番地２

69 十勝清水町農業協同組合 上川郡清水町南２条１丁目８番地

70 十勝総合振興局帯広建設管理部鹿追出張所 河東郡鹿追町南町１丁目５４番地

71 十勝農業改良普及センター十勝西部支所 上川郡清水町字清水基線６７番地７６

72 特定非営利活動法人かしわのもり 河東郡鹿追町南町３丁目１０－１

73 特別養護老人ホーム新得やすらぎ荘 上川郡新得町西３条北１丁目

74 株式会社西十勝リサイクルサービス 上川郡新得町西３条南２丁目４－４

75 西十勝森林組合 上川郡新得町字屈足基線１番地９

76 日晃産業 上川郡新得町栄町２番地

77 日本甜菜製糖株式会社　清水事業所 上川郡清水町字清水第２線５３番地

78 日本郵便株式会社　屈足郵便局 上川郡新得町屈足柏町1丁目

79 日本郵便株式会社　清水郵便局 上川郡清水町南2丁目3番地8

80 日本郵便株式会社　新得郵便局 上川郡新得町1条南1丁目１６

81 日本郵便株式会社　御影郵便局 上川郡清水町御影本通4丁目2

82 有限会社日本酪農清水町協同農場 上川郡清水町字美蔓西１８線７５番地

83 株式会社北海道ネイチャーセンター 河東郡鹿追町北瓜幕無番地

84 農事組合法人笹川北斗農場 河東郡鹿追町笹川北１４線１０番地１

85 農事組合法人三友農場 上川郡新得町字屈足東１線８４番地

86 農事組合法人西上経営組合 河東郡鹿追町上幌内４線北２番地１



87 株式会社ノースワンファーム 河東郡鹿追町笹川北８線12番地９

88 株式会社ノベルズＤＦ育成牧場 上川郡清水町字熊牛117

89 株式会社ノベルズデーリィーファーム 上川郡清水町熊牛116番地

90 株式会社ひらかわ 上川郡新得町本通南２丁目１番地

91 ヒラタ建設興業株式会社 上川郡清水町北３条西６丁目１４番地

92 株式会社フジタ　道東道清水作業所 上川郡清水町北１条西５丁目２－１

93 プリマハム株式会社北海道工場 上川郡清水町本通西２丁目１１番地１

94 古川建設株式会社 上川郡新得町西１条１丁目５１番地２

95 訪問介護事業所　新得やすらぎ荘 上川郡新得町西３条北１丁目

96 北栄道路株式会社 上川郡新得町３条南４丁目３１番地

97 ホクレンくみあい飼料株式会社十勝清水農場 上川郡清水町字下佐幌西４線110番地１

98 ホクレン清水製糖工場 上川郡清水町字清水第１線７１番地１

99 北海道クラシックゴルフクラブ帯広コース 上川郡清水町字羽帯４番地１

100 北海道警察釧路方面新得警察署 上川郡新得町４条南６丁目１番地２

101 北海道電力株式会社新得水力センター 上川郡新得町拓鉄１４１番地

102 北海道電力ネットワーク株式会社新得ネットワークセンター 上川郡新得町拓鉄１４１番地

103 北海道農業共済組合十勝統括センター十勝西部支所鹿追家畜診療所 河東郡鹿追町新町３丁目５８番地

104 北海道農業共済組合十勝統括センター十勝西部支所 上川郡清水町字清水第１線５０番地４１

105 北海道マツダ販売株式会社 清水店 上川郡清水町南２条１１丁目１２番地

106 北海道旅客鉄道　新得保線管理室 上川郡新得町西１条北１丁目

107 株式会社牧野電気 上川郡清水町南１条８丁目１７番地

108 株式会社マルマス十勝清水工場 上川郡清水町字清水基線４４番地３

109 株式会社　御影バイオエナジー 上川郡清水町御影北１線40番地１

110 株式会社三井組 河東郡鹿追町南町１丁目２４番地

111 有限会社メロディーファーム 上川郡清水町字下佐幌基線８３番地

112 株式会社山下観光 上川郡清水町字清水４３７番地５

113 有限会社山本塗装工業 上川郡清水町南２条１２丁目８番地

114 湯宿くったり温泉レイク・イン 上川郡新得町字屈足８０８番地

115 陸上自衛隊鹿追駐屯地 河東郡鹿追町笹川北１２線１０番地

116 株式会社　緑成 上川郡新得町屈足幸町３丁目７番地


