
番号 事業所名 事業所住所
1 有限会社　青木左官 網走郡美幌町字西２条南２丁目２番地の43

2 旭川トヨタ自動車株式会社美幌店 網走郡美幌町字美芳１８番地２

3 株式会社旭ダンケ道東支店 網走郡美幌町字野崎６５番地

4 アストモスリテイリング株式会社　北海道カンパニー美幌営業所 網走郡美幌町字新町２丁目５６－１

5 網走農業改良普及センター美幌支所 網走郡美幌町字稲美１５０番地６

6 株式会社有岡木材店 網走郡美幌町字東１条南２丁目７番地

7 株式会社ヰセキ北海道　美幌営業所 網走郡美幌町字美禽358の１

8 株式会社ウエニシ 網走郡美幌町美富３１８－２

9 株式会社梅高組 網走郡美幌町字栄町２丁目１１番地

10 エアウォーターライフソリューション株式会社道東支店美幌営業所 網走郡美幌町字仲町１丁目１１３番地

11 エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社　津別ＳＣ 網走郡津別町字１条通37番地１

12 有限会社エヌ・ケイ農機 網走郡美幌町字美禽１７２番地の５

13 NXエネルギー北海道株式会社美幌営業所 網走郡美幌町字新町２丁目５９－２

14 エム・エス・ケー農業機械株式会社道東支社 網走郡美幌町字稲美１４８番１

15 株式会社オホーツク設備 網走郡美幌町字仲町１丁目１５番地

16 学校法人北見カトリック学園幼保連携認定こども園　美幌藤幼稚園 網走郡美幌町字栄町１丁目10-６

17 株式会社勝本車輌 網走郡美幌町字美禽３２８番地４

18 有限会社鹿又左官工業所 網走郡津別町字豊永２８番地の２

19 有限会社北野産業 網走郡津別町字幸町６１番地

20 北見工営株式会社 網走郡美幌町字東１条南１丁目３０番地

21 北見トヨペット株式会社美幌店 網走郡美幌町字東町２丁目５番地１

22 北見日産自動車株式会社美幌店 網走郡美幌町字報徳７６番地の１

23 共栄設備工業株式会社 網走郡美幌町字東２条南２丁目１

24 国安産業株式会社 網走郡津別町字達美１４８番地の５

25 クレードル食品株式会社美幌工場 網走郡美幌町字稲美１６４番地

26 ケイ・オート有限会社 網走郡美幌町字稲美２２４番地７

27 有限会社興林産業 網走郡美幌町字鳥里１丁目３番地５

28 国信砿油株式会社 網走郡美幌町字美禽３１９番地

29 佐藤林業株式会社津別工場 網走郡津別町達美２３番地１

30 沢田工業有限会社 網走郡美幌町字青山北４番地３

31 有限会社三共 網走郡津別町字共和３９番地２

32 株式会社三共後藤建設 網走郡美幌町字鳥里４丁目５番地の２５

33 有限会社さんけん 網走郡美幌町字東２条北４丁目１番地

34 サンマルコ食品株式会社　津別工場 網走郡津別町字活汲８６番地

35 株式会社清水建設 網走郡津別町字共和５１番地２

36 社会医療法人恵和会介護老人保健施設アメニティ美幌 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地の２

37 社会福祉法人　恵和福祉会 網走郡美幌町字稲美105番地の7

38 社会福祉法人恵和福祉会 アメニティ美幌あさひ在宅ケアセンター 網走郡美幌町字稲美１０５番地の６

39 社会福祉法人津別町社会福祉協議会 網走郡津別町字幸町４１番地

40 社会福祉法人 北海道療育園 美幌療育病院 網走郡美幌町字美富９番地

41 一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団美幌地域訪問看護ステーション 網走郡美幌町字西１条北１丁目１番地の１

42 水ｉｎｇＡＭ株式会社津別管理事務所 網走郡津別町字遠美１８６

＜美幌警察署＞



43 水ingAM株式会社　津別Ｇ駐在 網走郡津別町字共和４８４

44 聖太建設株式会社 網走郡美幌町仲町２丁目９６番地

45 株式会社ダイイチ美幌支店 網走郡美幌町字美禽２８９番地６

46 有限会社田中工業 網走郡美幌町字野崎５８番地４

47 株式会社田村精肉店 網走郡美幌町字大通北４丁目１２番地

48 地崎道路株式会社美幌事業所 網走郡美幌町字稲美２２５番７号

49 株式会社土田電業社 網走郡津別町字東４条１８番地

50 津別建設株式会社 網走郡津別町字東２条２３番地

51 株式会社津別町振興公社 網走郡津別町字幸町４１番地

52 津別町農業協同組合 網走郡津別町字大通３０番地１

53 津別町役場 網走郡津別町字幸町４１番地

54 株式会社電建 網走郡美幌町字美禽１８４番地１２

55 株式会社道央環境センター美幌支店 網走郡美幌町字東３条南４丁目１番地１３

56 東洋農機株式会社美幌営業所 網走郡美幌町字稲美２２０－１４

57 道路工業株式会社美幌工事事務所 網走郡美幌町字稲美２００番地１

58 株式会社道和建設 網走郡美幌町字美禽１６番地

59 トヨタカローラ北見株式会社美幌店 網走郡美幌町字東町２丁目５－１

60 長良木材店 網走郡津別町字最上２８９番地

61 日農機株式会社美幌営業所 網走郡美幌町字高野９２番地

62 日本甜菜製糖株式会社美幌製糖所 網走郡美幌町字鳥里９１番地

63 日本ニューホランド株式会社美幌営業所 網走郡美幌町字稲美２２０番１６

64 日本郵便株式会社　津別郵便局 網走郡津別町字新町１５－４

65 日本郵便株式会社　美幌郵便局 網走郡美幌町字大通北１丁目１４－１

66 日本緑化中村株式会社津別出張所 網走郡津別町字豊永５２番地４０

67 株式会社蓮井鉄工所 網走郡美幌町字三橋町２丁目１３番地

68 美幌大谷幼稚園 網走郡美幌町字西２条南１丁目１

69 株式会社ビホロサッシ工業 網走郡美幌町字稲美212番地３６

70 株式会社美幌自動車学校 網走郡美幌町字稲美２５５番地の１

71 株式会社ビホロ車輛 網走郡美幌町字日の出１丁目４番地１

72 美幌地方広域農業協同組合連合会 網走郡美幌町字稲美１７４番地の８

73 美幌町学校給食センター 網走郡美幌町字稲美５６番地の３

74 美幌町建設車両センター 網走郡美幌町字報徳７９番地

75 美幌町社会福祉協議会 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地丁目２５番地

76 美幌町森林組合 網走郡美幌町字稲美２３４番地３

77 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地

78 美幌・津別広域事務組合津別消防署 網走郡津別町新町１番地

79 美幌・津別広域事務組合美幌消防署 網走郡美幌町字栄町１丁目４番地

80 美幌町農業協同組合 網走郡美幌町字青山南３０番地１

81 株式会社美幌マイカーセンター 網走郡美幌町字稲美７１番地２

82 フジケンビルサービス株式会社 網走郡美幌町字青山北４３番地８

83 藤工業株式会社 網走郡美幌町字仲町２丁目70番地１

84 芙蓉建設株式会社 網走郡美幌町字東２条北１丁目１２番地

85 建設株式会社 網走郡津別町字西３条１４番地

86 有限会社　北新電設 網走郡美幌町字東３条北３丁目９番地の１



87 株式会社ほくよう 網走郡美幌町字報徳71番地

88 株式会社北海道クボタ美幌営業所 網走郡美幌町字稲美２２４番地２４

89 北海道警察北見方面美幌警察署 網走郡美幌町字大通南１丁目１９

90 北海道日紅株式会社　美幌支店 網走郡美幌町字稲美２２５番地１４

91 北海道美幌高等学校 網走郡美幌町字報徳９４番地

92 有限会社北光興産 網走郡美幌町字報徳６７番地１５

93 丸玉木材株式会社 網走郡津別町字新町７番地

94 株式会社宮田建設 網走郡美幌町字仲町２丁目８６

95 明成工業株式会社 網走郡美幌町字東２条北４丁目１番地

96 有限会社　森商会 網走郡美幌町字報徳１４８番地の３

97 柳瀬産商株式会社 網走郡津別町字活汲６番地

98 ヤンマーアグリジャパン株式会社美幌支店 網走郡美幌町字美禽１７０番地４

99 株式会社横山土建 網走郡美幌町字稲美２１２番地

100 株式会社　四ツ輪工業 網走郡美幌町字仲町１丁目１４３番地

101 陸上自衛隊美幌駐屯地 網走郡美幌町字田中国有地


