
｢おびひろ救命アシスト事業｣協力施設（371件） NO.1

２０２０年　３月１５日現在

協　力　施　設　名　称 所　在　地
1 ふじまるビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西２条南８丁目1番地
2 イオン　帯広店 西４条南２０丁目１番地
3 イトーヨーカ堂　帯広店 稲田町南8線西10番地1
4 とかちプラザ 西４条南１３丁目１番地
5 帯広市総合体育館（よつ葉アリーナとかち） 大通北１丁目１番地
6 帯広の森運動公園内　体育館 南町南７線５６番地７
7 帯広の森運動公園内　研修センター 南町南７線５６番地７
8 帯広の森運動公園内　アイスアリーナ 南町南７線５６番地７
9 帯広の森運動公園内　市民プール 南町南７線５６番地７
10 帯広市民文化ホール 西５条南１１丁目４８番地２
11 帯広市図書館 西２条南１４丁目３番地１
12 帯広市役所本庁舎 西５条南７丁目１番地
13 北海道十勝総合振興局 東３条南３丁目１番地
14 ＪＯＹ　ＦＩＴ　帯広スイミングスクール 西１９条南２丁目２９番地１０
15 ㈱オカモトスポーツクラブ 　ＪＯＹＦＩＴ　ＢＩＯ 西１３条南１０丁目１番地
16 ホーマック株式会社　スーパーデポ稲田店 稲田町南9線西9-1
17 ライジング西帯広 西２１条南３丁目１７番地８
18 ライジング帯広 稲田町南8線西12番地13
19 北海道ホテル 西７条南１９丁目１番地
20 ホテル日航ノースランド帯広 西２条南１３丁目１番地
21 帯広百年記念館 緑ヶ丘２番地
22 ホテルグランテラス帯広 西１条南１１丁目２番地
23 公益社市民斎場             　　   　　　　　 西１０条南４丁目１１番地
24 公益社中央斎場 西１２条南２９丁目１番地
25 帯広駅 西２条南１２丁目
26 帯広ひまわり 東８条南１４丁目１番地２
27 帯広運転免許試験場 西１９条北２丁目１番地
28 十勝毎日新聞社 東１条南８丁目２番地
29 (有）タナベ　 西２３条北４丁目１番地２
30 正木歯科医院 東４条南２０丁目６番地１０
31 コスモ歯科高田 西２条南２１丁目２番地
32 東和工研株式会社 東１条南１丁目１０番地
33 牧野歯科医院 西１３条南１７丁目１番地５
34 帯広競馬場 西１３条南９丁目１番地
35 つがやす歯科医院 西１０条南９丁目５番地５
36 森の泉歯科医院 西３条南４丁目１４番地
37 株式会社曽我 西１５条南２８丁目１番地8
38 帯広の森運動公園内　スポーツセンター 南町南７線５６番地７
39 帯広の森運動公園内　テニスコート 南町南７線５６番地７
40 帯広の森運動公園内　野球場 南町南７線５６番地７



｢おびひろ救命アシスト事業｣協力施設（371件） NO.2

２０２０年　３月１５日現在

協　力　施　設　名　称 所　在　地
41 帯広の森運動公園内　陸上競技場 南町南７線５６番地７
42 帯広の森運動公園内　弓道場・アーチェリー場 南町南７線５６番地７
43 帯広の森運動公園内　球技場 南町南７線５６番地７
44 すぱーく帯広 南町南９線３７番地１８　
45 帯広の森運動公園内　明治北海道十勝オーバル 南町南７線５６番地７
46 帯広火葬場 川西町西２線２５－１３
47 帯広市グリーンプラザ 公園東町３丁目９番地１
48 船津歯科・矯正歯科クリニック 公園東町３丁目１１番地４
49 ㈱ダイイチ白樺店 白樺１６条西２丁目２番地
50 アパホテル　帯広駅前 西１条南１２丁目８番地
51 帯広市児童会館 緑ヶ丘２番地
52 とかち帯広空港                            　　　   泉町西９線中８番地
53 キャタピラー北海道㈱道東本店       　 西１９条北１丁目３番地５
54 株式会社　北のハウス                      大通南１７丁目６－１
55 森の交流館・十勝 西２０条南６丁目１番地２
56 カーブス帯広西５条 西５条南３１丁目１番地２
57 カーブス帯広北 西１７条北１丁目２２番地９８
58 本願寺帯広別院　 東３条南５丁目３番地
59 帯広大正農業協同組合 大正町東１条２丁目１番地
60 帯広市保健福祉センター 東８条南１３丁目１番地
61 スズランボウル 稲田町南８線西１２番地１
62 みどりと花のセンター 緑ヶ丘字２番地
63 帯広市動物園 緑ヶ丘字２番地
64 ジョイフルエーケー 東７条南１６丁目２番地１
65 天然温泉白樺の湯　ドーミーイン帯広 西２条南９丁目１１番地１
66 ダイナム帯広店 東１０条南１５丁目４番地２
67 帯広の森・はぐくーむ 南町南９線４９番地１
68 帯広藤幼稚園                          　　    東４条南1４丁目１番地
69 コンフォートホテル        　   　　　　　　 　　 西１条南１３丁目２番地
70 北海道道路整備株式会社 西２４条北２丁目５番地２７
71 北海電気工事株式会社　帯広支店 西２１条北２丁目２６番地４
72 ベル ラヴィ　るくる 東４条南１０丁目１５番地
73 シルバーヒルズ　るくる 西３条南６丁目２番地１
74 ケアハウス　そうび苑 西１６条北１丁目２７番地１２７
75 帯広ひまわり幼稚園 西１２条南３０丁目１番地２
76 帯広第２ひまわり幼稚園 西１５条南４１丁目１１番地１４
77 やよい乃湯 西１８条南２丁目５番地
78 帯広若光福祉会　森の子保育園 大空町１丁目１２番地
79 帯広コア学園　帯広コア専門学校 西１１条南４１丁目３番地５
80 柏林台ひまわり 西１８条南１丁目４番地１



｢おびひろ救命アシスト事業｣協力施設（371件） NO.3

２０２０年　３月１５日現在

協　力　施　設　名　称 所　在　地
81 特別養護老人ホーム　帯広慈恩の里                                    　 空港南町３０３番地１
82 日専連ジェミス                                    西２条南８丁目８番地
83 介護老人保健施設　ケアステーション アンダンテ 西１７条南３丁目２４番地２４
84 特別老人ホーム　帯広信楽苑 空港南町３４５番地２
85 稲田児童保育センター 西１５条南３６丁目１番地１
86 稲田保育園 西１５条南４０丁目２番地１
87 障害者福祉施設　光り園 上帯広町西1線76番地２
88 特別養護老人ホーム　太陽園 大正町西１線９６番地１
89 救護施設　東明寮 大正町基線１００番地３４
90 東日本宇佐美北海道　３８号帯広SS 西２４条南１丁目４番地７
91 グループﾟマンション　しらゆり 東４条南２３丁目４番地
92 特別養護老人ホーム　帯広けいせい苑 川西町西1線４７番地
93 高齢者生活福祉センター　ハイム悠遊 川西町西1線４7番地3
94 グループホーム　ベルエポック 川西町西1線４7番地6
95 小規模多機能ホーム　はるか 西１８条南２丁目６番地４
96 北の屋台 西１条南１０丁目７番地
97 ５番館ビル 西１条南１０丁目５番地
98 帯広少年院 緑ヶ丘３番地２
99 帯広北高等学校 稲田町基線８番地２
100 帯広の森幼稚園 南町南８線４６番地９
101 つつじが丘幼稚園 西２５条南３丁目９番地
102 イノタニ 西５条南３０丁目１３番地
103 啓北コミニュティーセンター 西１３条北２丁目１番地
104 森の里コミニュティーセンター 西２２条南４丁目１番地
105 西帯広コミュニティセンター 西２３条南２丁目８番地
106 帯広の森コミニュティーセンター 空港南町南１１線４３番地
107 鉄南コミュニティセンター 西２条南２４丁目１６番地
108 東コミュニティセンター 東７条南９丁目１番地
109 南コミニュティーセンター 西１０条南３４丁目１番地
110 緑西コミニュティーセンター 西１７条南４丁目３０番地４
111 つつじが丘福祉センター 西２４条南３丁目４０番地
112 みなみ野福祉センター 南の森東２丁目７
113 川西農業者研修センター 川西町西２線５９
114 大正農業者トレーニングセンター 大正本町西１条１丁目１番地
115 シルバーシティ十勝おびひろ 西６条南１０丁目５１番地１
116 帯広至心寮 西５条南３０丁目１４番地
117 ヴィラかいせい 西２２条南２丁目２番地１０
118 にれの木 西２２条南１丁目１１番地１３
119 ㈱エルバ北海道 西２３条北４丁目１－２７
120 ㈱マテック 帯広本店 西２１条北１丁目３番地２０



｢おびひろ救命アシスト事業｣協力施設（371件） NO.4

２０２０年　３月１５日現在

協　力　施　設　名　称 所　在　地
121 マルハチ軽金属株式会社 西２４条北２丁目５番地
122 帯広慈光学園 大正町東１線１０２番地
123 帯広はちす園 大正町東１線１０２番地１
124 ㈱帯広第一自動車学校 稲田町東１線１２番地
125 ㈱帯広自動車学校 緑ヶ丘９丁目2番地
126 ＪIＣＡ 北海道国際センター（帯広） 西２０条南６丁目１番地２
127 菱中産業株式会社 西２４条北１丁目３番地２８
128 わたなべビル歯科医院 西２条南８丁目４番地　渡辺ビル２Ｆ
129 ㈱ウインクリン 西２３条北４丁目６番地５
130 ベルクラシック帯広 西２条南３５丁目１番地２７
131 ベルコセレモニーホール 西４条南２７丁目１番地
132 ベルコ西シティホール 西２１条南１丁目１５番地１
133 帯広地方卸売市場株式会社 西２１条北１丁目５番地1
134 ㈱ＤＩＳＰＯ 西２０条北４丁目２番地
135 西岡建設株式会社 依田町１８番地２番地
136 徳井建設工業株式会社 東９条南８丁目１番地
137 東光舗道株式会社 西２３条北１丁目１番地１６
138 ひまわり温泉　森の郷 西１１条南３２丁目７番地２
139 ゴールデンキング 西８条南１１丁目５番地
140 愛仁園 西１７条南２８丁目１番地１
141 普仁園 西１７条南２８丁目１番地１
142 帯広市医師会舘　 東３条南１１丁目２番地
143 ケアーセンター白樺 白樺１６条西２丁目７番地
144 クリエート株式会社　ソネビル 西６条南６丁目３番地
145 シニア　ハイツ　鳳悠 大通り南５丁目１１番地１
146 ディノス帯広 白樺１６条西２丁目２番地５
147 あんさんぶる　川北 西１４条北２丁目２番地３９
148 あんさんぶる　開西 西２３条南３丁目２７番地４
149 グループホーム　かたらい 西２３条南２丁目１６番地３６
150 十勝地区トラック協会 西１９条北２丁目４番地
151 アメニティ帯広 西１６条北１丁目２７番地
152 帯広市栄児童保育センター 西１７条北１丁目４４番地２７
153 みのり保育園 西２２条南４丁目１１番地１
154 ときわの森保育所 西１６条南５丁目２２番地５
155 あけぼの保育園 西２５条南１丁目１４番地１１
156 やまびこ保育所 西１９条南４丁目３２番地１７
157 十勝道路株式会社 東１条南２３丁目８番地
158 北海道帯広農業高等学校 稲田町西１線９番地
159 帯広大谷高等学校 西１９条南４丁目３５番地１
160 帯広公共職業安定所 西５条南５丁目２番地



｢おびひろ救命アシスト事業｣協力施設（371件） NO.5

２０２０年　３月１５日現在

協　力　施　設　名　称 所　在　地
161 独立行政法人　種苗管理センター十勝農場 幸福町東４線２１０番地６
162 宮坂建設工業株式会社 西４条南８丁目１２番地
163 すいせい保育所 西２条南６丁目１４番地
164 つばさ保育所 西２２条南３丁目１３番地１
165 シニア・ハウス　ａｎｎのいえ 西９条南１７丁目１番地
166 リハビリデイ・りすたおびひろ西 西２４条南２丁目２１番地８
167 北海道電力株式会社　帯広支店 西５条南７丁目２番地１
168 生活協同組合　コープさっぽろ　ベルデ店 西１７条南４丁目１１番地
169 生活協同組合　コープさっぽろ　かしわ店 東７条南１５丁目２番地２
170 市民活動プラザ六中 東１１条南９丁目１番地
171 ことぶき保育所 昭和町東１線１０８番地６
172 帯広信用金庫　本店 西３条南７丁目２番地
173 帯広信用金庫　中央支店 西３条南１４丁目１番地１
174 帯広信用金庫　東支店 東２条南１０丁目１番地１
175 帯広信用金庫　西支店 西１７条北１丁目３０番地１１
176 帯広信用金庫　柏林台支店 西１８条南３丁目２５番地１
177 帯広市川西農業協同組合　本店 川西町西２線６１番地の１
178 帯広市川西農業協同組合 　帯広中央支店 西５条南９丁目１番地
179 帯広市川西農業協同組合　稲田支店 西２条南３４丁目２３番地
180 帯広市川西農業協同組合　大空支店 大空町１２丁目２番地
181 帯広市川西農業協同組合　みなみ野支店 南の森西１丁目１番地
182 帯広市川西農業協同組合　西帯広支店 西２３条南２丁目１番地
183 帯広市川西農業協同組合　上帯広店 上帯広町基線７４番地
184 帯広市川西農業協同組合　広野支店 広野町西２線１５２番地
185 帯広市川西農業協同組合　清川支店 清川町西２線１２８番地
186 帯広市川西農業協同組合　戸蔦店 上清川町西１線１８３番地
187 帯広市川西農業協同組合　農産部　西帯広事業所 西２２条南１丁目６番地
188 帯広市川西農業協同組合 青果部 別府町南１８線３２番地
189 愛の家グループホーム帯広西１１条 西１１条南１５丁目２番地１
190 ㈱ふく井ホテル 西１条南１１丁目１９番地２
191 十勝農業協同組合連合会 西３条南７丁目１４番地
192 ＪＲイン帯広 西３条南１２丁目６番地
193 株式会社 みずほ銀行帯広支店 西２条南１０丁目１７番地１
194 愛の家グループホーム帯広東１２条 東１２条南４丁目１番地７５
195 株式会社　アイテス帯広支店 西２５条北１丁目３番地２
196 帯広市生活舘 柏林台東町２丁目２番地５
197 日本通運株式会社帯広支店 西２０条南１丁目１番地
198 グループホーム　鶴栖 西２４条南５丁目１０番地１
199 愛の家グループホーム　帯広共栄 西１２条南４丁目１番地
200 帯西幼稚園 西２２条南４丁目２６番地１



｢おびひろ救命アシスト事業｣協力施設（371件） NO.6

２０２０年　３月１５日現在

協　力　施　設　名　称 所　在　地
201 十勝川浄化センター 西１８条北３丁目１３番地
202 東日本宇佐美北海道　３８号帯広東SS 東８条南４丁目３番地１
203 宗教法人　永祥寺 西２条南２丁目11番地
204 西江建設株式会社 西４条北２丁目２０番地
205 六花亭製菓株式会社（本社工場） 西２４条北１丁目３番地19
206 栄保育園 西１７条北２丁目３０番地２４
207 第一いずみ幼稚園 東１０条南１３丁目１番地
208 川西保育所 川西町西２線５９－７
209 愛国保育所 愛国町基線３７
210 富士保育所 富士町西３線５３番地２
211 清川保育所 清川町西２線１２５番地
212 広野保育所 広野町西３線１４９番地
213 小規模多機能ホーム　ほっとふるさと 白樺１６条東５丁目１０番地
214 有限会社　髙橋加工部 東１条南１４丁目２番地
215 グループホーム広野の家 広野町西３線１５２番地
216 パナソニックスイッチングテクノロジーズ株式会社 西２５条北１丁目２番地１
217 ホーマック株式会社　帯広南町店 西１８条南２７丁目１番地３４
218 アートシステム株式会社 西２０条南６丁目３番地２０
219 有限会社　白樺 清川町西２線１２６番地
220 株式会社　福寿草 西９条南１８丁目２番地
221 地域密着型介護老人福祉施設　ななかまど 西１６条北１丁目２７番地５０
222 萩原敬造商店 西２３条北1丁目１番地１３
223 帯広小学校 西８条南５丁目１番地
224 柏小学校 東８条南１１丁目１番地
225 第七中学校 大正町４４４番地２
226 緑丘小学校 西１４条南１７丁目２番地
227 大空小学校 大空町３丁目１６
228 地域密着型介護老人福祉施設　アルペジオ 自由が丘５丁目１６番地９
229 帯広警察署 西１条北１丁目1番地
230 萩原建設工業株式会社 東７条南８丁目２番地
231 啓西小学校屋内プール 柏林台中町４丁目１番地１
232 光南小学校屋内プール 東５条南２０丁目１番地３
233 豊成小学校屋内プール 清流西１丁目１番地
234 川田工業株式会社 東５条南５丁目１番地
235 稲田小学校 西１５条南３９丁目１番地１
236 栄小学校 西１７条北１丁目４４番地２９
237 明星小学校 西４条南２３丁目１番地
238 東小学校 東７条南２丁目１番地９
239 豊成小学校 清流西１丁目１番地
240 啓北小学校 西１４条北７丁目３番地



｢おびひろ救命アシスト事業｣協力施設（371件） NO.7

２０２０年　３月１５日現在

協　力　施　設　名　称 所　在　地
241 森の里小学校 西２２条南４丁目３番地
242 第二中学校 西２４条南１丁目７番地
243 第五中学校 西１６条南４丁目２９番地４２
244 第八中学校 西１７条南６丁目１番地
245 清川中学校 清川町西２線１２６番地
246 つつじが丘小学校 西２４条南３丁目３９番地
247 啓西小学校 柏林台中町４丁目１番地
248 清川小学校 清川町西３線１２７番地
249 開西小学校 西２２条南３丁目３番地
250 広野小学校 広野町西１線１４９番地
251 花園小学校 公園東町２丁目３番地
252 広陽小学校 西１９条南３丁目２０番地３
253 大空中学校 大空町１１丁目４番地
254 愛国小学校 愛国町基線２３番地
255 川西中学校 川西町西３線６０番地
256 第一中学校 西１３条北７丁目１番地
257 大正小学校 大正町５５０番地
258 太陽園小規模多機能ホーム　杜のそら 大空町３丁目１５－１
259 帯広南商業高等学校 西２１条南５丁目３６番地１
260 帯広学校給食センター 南町南８線４２番地３
261 東洋印刷株式会社 西１０条南９丁目７番地
262 株式会社　市川組 緑ヶ丘２条通５丁目４番地
263 有限会社　ランドマークスリースリー 西２条南３３丁目２０番地
264 株式会社オカモトセルフ３８ 西１６条南１丁目３３番地１０
265 帯廣神社 東３条南１丁目
266 ジョイリハ西５条 西５条南３４丁目７０番地
267 株式会社　カーオート・ジーエム 西１５条南１丁目７番地
268 カラダラボ帯広中央 西７条南１０丁目２１番地
269 デイサービスセンター愛仁園 西１６条南２８丁目２番地１
270 帯広市総合ケアセンター　百年の森 西８条南１２丁目２番地１
271 東北海道いすゞ自動車株式会社　帯広支店 西２０条北１丁目３番地２
272 デイサービス　はるこま 西１６条南５丁目４３番地
273 帯広開発建設部 西５条南８丁目
274 日本年金機構　帯広年金事務所 西１条南１丁目１１番地１
275 株式会社　ケイセイ運輸 西２４条北１丁目３番地２
276 株式会社　ズコーシャ（２台） 西１８条北１丁目１７番地
277 西小学校 西２３条南１丁目８３番地
278 北栄小学校 西７条南１丁目２番地
279 明和小学校 西１９条南４丁目２４番地
280 川西小学校 川西町西３線６６番地



｢おびひろ救命アシスト事業｣協力施設（371件） NO.8

２０２０年　３月１５日現在

協　力　施　設　名　称 所　在　地
281 西陵中学校 西１８条南２丁目２番地
282 緑園中学校 西２２条南４丁目2番地
283 八千代中学校 広野町西１線１４９番地
284 帯広商工会議所　（帯広経済センタービル） 西３条南９丁目１番地
285 第四中学校 西５条南２５丁目１番地
286 ㈱商工組合中央金庫帯広支店 西３条南６丁目２０番地１
287 修道館 西１７条南３１丁目４番地２
288 帯広ビル管理 大通南１５丁目19番地
289 帯広東幼稚園 東３条南７丁目１番地
290 はるすのお家　とかち 西１２条北２丁目３番地１５
291 介護付有料老人ホーム　川北クラブ 西６条北５丁目14-5
292 光南小学校 東５条南２０丁目１番地
293 南町中学校 西１７条南３５丁目１番地１
294 翔陽中学校 東６条南１２丁目２番地
295 プレミアムホテルＣＡＢＩＮ帯広 西１条南１１丁目１０番地１
296 ケアタウンとてっぽの丘　るくる 西７条南２６丁目１３番地１
297 北海道帯広養護学校 西２５条南２丁目７番地３
298 十勝圏複合事務組合　くりりんセンター 西２４条北４丁目１番地５
299 若葉小学校 西１７条南６丁目１番地
300 こでまり保育園 西１４条北２丁目１番地８
301 あじさい保育園 東９条南１９丁目１番地１
302 十勝農業協同組合連合会　畜産検査センター 西１４条南７丁目１４番地
303 東北海道日野自動車株式会社　本館事務所 西１９条北１丁目７番地６
304 東北海道日野自動車株式会社　部品・整備事務所 西２０条北１丁目２番地４
305 公益社メモリアルホール 西２３条南１丁目１３２番地１０
306 障害者支援施設　愛灯学園 西２５条南４丁目８番地
307 セブンイレブン大正町店 昭和町基線１０５－１３
308 十勝バス株式会社 西２３条北１丁目１番１号
309 コマツ道東株式会社 西２４条北１丁目３番４号
310 一般社団法人　日本自動車連盟帯広支部 西８条北１丁目１４番１号
311 コムニの里おびひろ 東９条南１３丁目２番４号
312 有限会社ホテル十勝屋　十勝ガーデンズホテル 西２条南１１丁目１６番地
313 株式会社トヨタレンタリース帯広　帯広店 東３条南１０丁目５番地１
314 株式会社トヨタレンタリース帯広　帯広駅前店 西１条南１２丁目１５番地
315 株式会社トヨタレンタリース帯広　帯広空港店 泉町西１０線中８番２９
316 鉄南保育園 西９条南１４丁目２番地
317 藤花保育園 西６条南２丁目１１番地
318 さくら保育園 公園東町４丁目７番地の２
319 サービス付き高齢者向け住宅　おびこハウス 東４条南２０丁目６番４
320 サービス付き高齢者向け賃貸住宅　大地のはな帯広 東9条南19丁目



｢おびひろ救命アシスト事業｣協力施設（371件） NO.9

２０２０年　３月１５日現在

協　力　施　設　名　称 所　在　地
321 なないろハウス 西３条北２丁目3-11
322 帯広幼稚園 西２１条南３丁目２２ー２
323 (株)北海道畜産公社　道東事業所　十勝工場 西２４条北２丁目１－１
324 デイサービス　きたえるーむ 帯広 東１条南４丁目２－１
325  北海道帯広聾学校 西２５条南２丁目７番地８
326 北海道森紙業株式会社帯広工場 西２４条北１丁目２番６号
327 帯広市南町テニスコート　 南町南９線３３番地
328 自由が丘公園庭球場　　　 自由が丘４丁目５番地
329 伏古別公園野球場　　　 西２１条南１丁目８番地１
330 帯広の森平和球場　　　 南町南８線４６番地１
331 帯広競馬場厩舎警備室 西１３条南９丁目
332 マックスバリュイーストモール店 東４条南１６丁目６
333 マックスバリュ稲田店 西５条南３５丁目２ー２６
334 帯広市畜産研修センター 　カウベルハウス 八千代町西４線１９４番地
335  帯広高等看護学院                  西１１条南３９丁目１番３号
336 住友生命保険（相）帯広営業部 大通南１０丁目１４番地　
337 第一生命保険株式会社　帯広支社 西１条南１０丁目１８
338 コムニの里みどりヶ丘 緑ヶ丘８丁目１－３２
339 地域密着型介護老人福祉施設　りんどう 西１６条北１丁目２７番地１４４
340 小林千修司法書士事務所 東４条南２２丁目１５番地
341 スポーツクラブ　JOYFIT　０１（ゼロワン） 西１９条南２丁目４９
342 北海道赤十字血液センター帯広出張所 東７条南９丁目１３番地
343 児童養護施設　十勝学園 東９条南２１丁目１番地
344 帯広市帯広駅北地下駐車場 西２条南１２丁目
345 相互電業株式会社 東１条南５丁目２番地
346 帯広ガス株式会社 西９条南８丁目５番地
347  星槎国際高校帯広キャンパス　帯広学習センター 西５条南１０丁目３７番地
348 フジ暖房工業株式会社 西２０条北１丁目６番７号
349 日本生命帯広駅前ビル 西３条南１０丁目３２番地
350 （株）十勝くみあい農機事業センター 東９条南１８丁目１番地２
351 おひさま保育園 東１条南２３丁目２番地
352 株式会社オカモトホールディングス 東４条南１０丁目２番地
353 機能訓練特化型デイサービス　NeoRehaネオリハ 西4条南17丁目11番地1
354 サービス付高齢者向け住宅　きずき新緑 西17条南4丁目25-18
355 大昭電気工業株式会社 西9条北3丁目3
356 JA帯広大正農協農産センター 大正町東1線100-9
357 北海道電気保安協会 西4条南3丁目12番地2
358 株式会社　北海道新聞社　帯広支社 西4条南9丁目1
359 多機能ホーム　清流の里 清流東４丁目４-３
360 グループホームあおぞら荘（南棟） 東１３条南５丁目５-９



｢おびひろ救命アシスト事業｣協力施設（371件）NO.10

２０２０年　３月１５日現在

協　力　施　設　名　称 所　在　地
361 100満ボルト帯広本店 稲田町南９線西１１-１
362 株式会社北海道エコシス　本社 西２４条北４丁目５－４
363 株式会社北海道エコシス　クリーンファクトリー 西２０条北５丁目３－６
364 帯広第２地方合同庁舎 西５条南８丁目
365 バスターミナルおびくる 西１条南１２丁目７番地
366 ㈱長崎屋帯広店 西４条南１２丁目３番地
367 とかち大平原交流センター 川西町基線６１番地１３
368 さかの歯科クリニック 西１８条南３１丁目４－４
369 北海道帯広工業高等学校 清流西２丁目８番地１
370 釧路トヨタ自動車株式会社　帯広支店 東２条南１０丁目２０
371 釧路トヨタ自動車株式会社　西帯広支店 西１９条北１丁目６－９
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