
おいしい空気の施設登録一覧（北海道滝川保健所管内） （平成２９年1月現在）

NO  登録番号 施設区分 施設名 ホームページアドレス 施設所在地 施設電話番号
禁煙・分
煙の別

1 滝川第01-1号 飲食店（ホテル内レストラン）
芦別温泉スターライトホテル内
レストラン「ムーンライト」

芦別市旭町油谷1番地 0124-23-1155 禁煙

2 滝川第01-3号 飲食店（ラーメン） 拉麺みなみ         － 滝川市朝日町東4丁目14番20号 0125-23-6882 禁煙

3 滝川第01-4号 飲食店（喫茶店） コーヒーとクラフト　あかげら         － 滝川市東町5丁目144-2 0125-22-0011 禁煙

4 滝川第01-5号 飲食店（回転寿司） 回転寿司らんまん         － 滝川市明神町3丁目6-12 0125-23-3742 分煙

5 滝川第01-6号 飲食店（食堂） たいやきのきくや         － 滝川市栄町2丁目1番2号 0125-23-2412 禁煙

6 滝川第01-7号 飲食店（ホテル内レストラン）
ホテル三浦華園内レストラン
「イルチエロ」

http://www.ilcielo.jp 滝川市花月町1丁目2番26号 0125-22-2101 禁煙

7 滝川第01-8号 飲食店（カレー）
カレーハウスCoCo壱番屋
滝川イーストタウン店

滝川市東町2丁目43番地2 0125-24-9300 禁煙

8 滝川第01-9号 飲食店（食堂） 市立芦別病院　院内食堂        － 芦別市本町14番市立芦別病院内
0124-22-2701
(内線232)

禁煙

9 滝川第01-10号 飲食店（食堂） 道央道砂川サービスエリア（上り）        － 砂川市空知太490-2 0125-53-3797 禁煙

10 滝川第01-11号 飲食店（食堂） 道央道砂川サービスエリア（下り）        － 砂川市空知太478 0125-53-3607 禁煙

11 滝川第01-12号 飲食店（食堂） 海鮮工房　やまだ        － 滝川市本町3丁目7番17号 0125-23-1620 禁煙

12 滝川第01-13号 飲食店（カフェ） ＰＡＲＡＤＩＳＯ（パラディッソ） 砂川市西1条南3丁目1番3号 0125-52-2215 禁煙

13 滝川第01-14号 飲食店（カフェ） カフェあんだんて http://www.andante.ecweb.jp 芦別市北3条東1丁目11-6 0124-22-0351 禁煙

14 滝川第01-15号 飲食店（食堂） かあさん食堂ぼらん亭
赤平市本町3丁目2番地
あかびら市立病院内

(代)0125-32-3211 禁煙

15 滝川第01-16号 飲食店（食堂） 瀧そば 滝川市花月町3丁目6-14 0125-23-1372 禁煙

16 滝川第01-17号 飲食店（食堂） レストラン　ペオニーガーデン 砂川市東1条北2丁目1-42 0125-54-4522 禁煙

17 滝川第01-18号 飲食店（カフェ） ＣＡＦＥ　ＭＥＤＥＲＵ http://www.cafemederu.com/ 砂川市西1条南4丁目1-15 0125-74-5146 禁煙

18 滝川第01-19号 飲食店（食堂） とんかつ　たかおか 砂川市西4条北1丁目3-2 0125-54-0511 禁煙

19 滝川第01-20号 飲食店（食堂） 味工房　サルルン 雨竜町字満寿28-3 0125-77-2811 禁煙

20 滝川第02-02号 学校等（幼稚園） 歌志内市立歌志内幼稚園 歌志内市字中村5番地11 0125-42-2609 禁煙

21 滝川第02-03号 学校等（小学校） 歌志内市立歌志内小学校 歌志内市字東光6番地1 0125-42-3040 禁煙

22 滝川第02-04号 学校等（中学校） 歌志内市立歌志内中学校 歌志内市字文珠200番地 0125-42-3057 禁煙

23 滝川第02-05号 学校等（保育所） 芦別市子どもセンターつばさ 芦別市本町28番地 0124-24-2777 禁煙

24 滝川第02-06号 学校等（保育所） 上芦別保育園 芦別市上芦別町番地 0124-22-4273 禁煙

25 滝川第02-07号 学校等（保育所） 滝川中央保育所 滝川市明神町3丁目7-24 0125-23-2831 禁煙

26 滝川第02-08号 学校等（保育所） 滝川中央保育所分園東栄保育所 滝川市東滝川町1丁目1-23 0125-28-2332 禁煙

27 滝川第02-09号 学校等（保育所） 二の坂保育所 滝川市二の坂町東2丁目9-9 0125-23-3235 禁煙

28 滝川第02-10号 学校等（保育所） 一の坂保育所 http://www.takikawa-jigyoudan.or.jp/ 滝川市一の坂町西3丁目7-36 0125-23-0303 禁煙

29 滝川第02-11号 学校等（保育所） 江部乙保育所 http://www.takikawa-jigyoudan.or.jp/ 滝川市江部乙町西12丁目14-13 0125-75-2134 禁煙

30 滝川第03-01号 医療機関（病院） 市立芦別病院
http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/byoin
_jimukyoku/ashibetsu_hospital/index.html

芦別市本町14番地 0124-22-2701 禁煙

31 滝川第03-02号 医療機関（病院） 市立赤平総合病院 http://www８.ocn.ne.jp/~aka-hp/ 赤平市本町3丁目2番地 0125-32-3211 禁煙

32 滝川第03-03号 社会福祉施設 子ども通園センター 砂川市西8条北4丁目1番１号 0125-54-3045 禁煙

33 滝川第03-04号 社会福祉施設 歌志内市老人福祉センター 歌志内市字神威178番地1 0125-42-2161 禁煙

34 滝川第03-05号 医療機関（病院） 奈井江町立国民健康保険病院 奈井江町字奈井江12番地 0125-65-2221 禁煙

35 滝川第03-07号 医療機関（病院） 空知中央病院 http://www.sorachi.or.jp 新十津川町字中央20番地4 0125-76-4111 禁煙

36 滝川第03-08号 医療機関（病院）
医療法人アンリー・デュナン会 新雨竜
第一病院

http://www.henry-dunant.or.jp 雨竜町字尾白利加91番地1 0125-77-2121 禁煙

37 滝川第03-09号 医療機関（診療所） 医療法人社団久保会　久保会医院 滝川市本町1丁目4番24号 0125-22-3363 禁煙

38 滝川第03-10号 医療機関（診療所） こしお整形外科クリニック http://www.koshio-seikei.com/ 滝川市空知町3丁目7番18号 0125-26-1154 禁煙

39 滝川第03-12号 医療機関（診療所） 岸本内科消化器科クリニック 奈井江町字奈井江町203番5 0125-66-2001 禁煙

40 滝川第03-13号 医療機関（診療所） 医療法人社団　慈佑会　方波見医院 奈井江町字奈井江町133番地 0125-65-2016 禁煙

41 滝川第03-14号 医療機関（診療所）
医療法人社団　和漢全人会花月クリ
ニック

新十津川町字花月201番地68 0125-74-2021 禁煙

42 滝川第03-15号 薬局 クサカベ薬局 芦別市北2条西1丁目6番地 0124-22-3101 禁煙

43 滝川第03-16号 薬局 こぶし調剤薬局 滝川市大町2丁目2番14号 0125-23-8120 禁煙

44 滝川第03-17号 薬局 アース調剤薬局砂川店 砂川市西3条南８丁目2番7号 - 禁煙

45 滝川第03-18号 医療機関（診療所） 医療法人祐仁会石田クリニック http://www.ishidaclinic.com 滝川市有明町2丁目4番45号 0125-24-2125 分煙

46 滝川第03-19号 医療機関（診療所） 医療法人社団おおい内科循環器クリニック 滝川市東町3丁目1番2号 0125-23-8880 禁煙

47 滝川第03-20号 医療機関（診療所） 医療法人社団新緑会文屋内科消化器科医院 滝川市空知町2丁目4番10号 0125-23-5195 禁煙

48 滝川第03-21号 医療機関（診療所） 医療法人社団　明円医院 砂川市空知太東1条3丁目1-14 0125-53-2100 禁煙

49 滝川第03-22号 薬局 アイランド薬局たきかわ店 滝川市東町3丁目1-31 0125-23-4189 禁煙

50 滝川第03-23号 医療機関（診療所） 滝川耳鼻咽喉科 滝川市空知町2丁目5-23 0125-26-1133 禁煙

51 滝川第03-24号 医療機関（診療所） 武田医院 滝川市本町1丁目2番18号 0125-23-2039 禁煙

52 滝川第03-25号 医療機関（診療所） 医療法人社団 武市内科 奈井江町字奈井江町212番地4 0125-65-5444 禁煙

53 滝川第03-26号 医療機関（病院） 神部ペインクリニック・内科病院 http://www.kanbe.biz 滝川市栄町3丁目4番27号 0125-22-2021 禁煙

54 滝川第03-27号 医療機関（病院） 医療法人翔陽会 滝川脳神経外科病院 http://www.takinouge.com/ 滝川市西町1丁目2番5号 0125-22-0250 禁煙

55 滝川第03-28号 医療機関（診療所） 医療法人 滝川こどもクリニック 滝川市空知町2丁目5番21号 0125-26-1000 禁煙

56 滝川第03-29号 医療機関（診療所） 佐々木内科クリニック 赤平市東文京町2丁目1番地 0125-32-5516 禁煙

57 滝川第03-30号 医療機関（診療所） 脳神経よしだクリニック http://www.ns-toshida-cl.com 滝川市空知町2-10-15 0125-26-2600 禁煙

58 滝川第03-31号 医療機関（病院） 滝川市立病院 http://www.med.takikawa.hokkaido.jp滝川市大町2丁目2番34号 0125-22-4311 禁煙

59 滝川第03-32号 医療機関（診療所） すながわ耳鼻咽喉科 http://www.sunagawajibi.com 砂川市西2条北3丁目1-1 エヌタワー
ビル2階

0125-55-3387 禁煙

60 滝川第03-33号 医療機関（診療所） 博友会 滝川メンタルクリニック 滝川市東町2丁目40番12 0125-26-5001 禁煙

61 滝川第04-01号 体育施設（室内プール） 歌志内市営プール 歌志内市字中村5番地20 0125-42ｰ6987 禁煙
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NO  登録番号 施設区分 施設名 ホームページアドレス 施設所在地 施設電話番号
禁煙・分
煙の別

62 滝川第04-02号 体育施設（体育館） 新十津川町スポーツセンター 新十津川町字総進187番地2 0125-74-5574 禁煙

63 滝川第04-03号 体育施設（スキー場） 新十津川町そっち岳スキー場ロッジ 新十津川町字総進294番地1 0125-76-2075 禁煙

64 滝川第04-04号 体育施設（室内プール） 新十津川町温水プール
http://www4.ocn.ne.jp/~shintaik/601/6601.
html

新十津川町字総進187番地2 0125-76-2925 禁煙

65 滝川第04-05号 体育施設（パークゴルフ場）サンウッドパークゴルフ場管理棟
http://www4.ocn.ne.jp/~shintaik/601/6601.
html

新十津川町字総進177番地3 0125-76-2500 禁煙

66 滝川第05-01号 社会・文化施設（公民館） 歌志内市公民館 歌志内市字本町76番地 0125-42-3902 禁煙

67 滝川第05-02号 社会・文化施設（郷土館） 歌志内市郷土館 歌志内市字本町1027番地1 0125-43-2131 禁煙

68 滝川第05-03号 社会・文化施設（文化会館）奈井江町文化ホール 奈井江町字奈井江町243番地24 0125-65-6066 禁煙

69 滝川第05-04号 社会・文化施設（文化会館）奈井江町社会教育センター 奈井江町字奈井江152番地1 0125-65-5311 禁煙

70 滝川第05-05号 社会・文化施設（文化会館）奈井江町交流プラザみなクル 奈井江町字奈井江町74番地 0125-74-5574 禁煙

71 滝川第05-06号 社会・文化施設（公民館） 新十津川町青少年交流センター 新十津川町字中央534番地13 0125-76-2402 禁煙

72 滝川第05-07号 社会・文化施設（陶芸館） 陶芸センター 滝川市新町3丁目8番13号 0125-22-3503 禁煙

73 滝川第05-08号 社会・文化施設（公民館） 滝川市三世代交流センター北地区分館 滝川市黄金町西2丁目3番14号 0125-23-0622 禁煙

74 滝川第05-09号 社会・文化施設（公民館）
滝川市江部乙地区コミュニティセン
ター

滝川市江部乙町西12丁目3番7号 0125-75-2585 禁煙

75 滝川第05-10号 社会・文化施設（公民館） 滝川市西地区コミュニティセンター 滝川市西町6丁目1番10号 0125-24-0492 禁煙

76 滝川第05-11号 社会・文化施設（公民館） 滝川市扇町地区コミュニティセンター 滝川市扇町2丁目18番28号 0125-23-7623 禁煙

77 滝川第05-12号 社会・文化施設（公民館） 滝川市緑地区コミュニティセンター 滝川市緑町6丁目3番11号 0125-24-2386 禁煙

78 滝川第05-13号 社会・文化施設（公民館） 滝川市本町地区コミュニティセンター 滝川市本町4丁目3番5号 0125-22-5385 禁煙

79 滝川第05-14号 社会・文化施設（公民館） 滝川市大町地区コミュニティセンター 滝川市大町4丁目4番18号 0125-22-4977 禁煙

80 滝川第05-15号 社会・文化施設（公民館） 新十津川町農村環境改善センター
http://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotne
ws/detail/00000332.html

新十津川町字中央306番地3 0125-76-4233 禁煙

81 滝川第05-16号 社会・文化施設（博物館） 新十津川町開拓記念館
http://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotne
ws/detail/00000355.html

新十津川町字中央1番地24 0125-76-2622 禁煙

82 滝川第10-01号 事務所、会社等 株式会社櫻井千田 www.sakuraigumi.co.jp 奈井江町字奈井江569番地1 0125-65-2251 禁煙

83 滝川第11-01号 官公庁等（市町村の機関） ふれあいセンター 砂川市西6条北6丁目１番１号 0125-52-2000 禁煙

84 滝川第11-02号 官公庁等（市町村の機関） 歌志内市役所 歌志内市字本町5番地 0125-42-3211 禁煙

85 滝川第11-03号 官公庁等（市町村の機関） 東光児童館 歌志内市字本町71番地1 0125-42-3374 禁煙

86 滝川第11-04号 官公庁等（市町村の機関） 神威児童センター 歌志内市字神威1003番地1 0125-42-3192 禁煙

87 滝川第11-05号 官公庁等（その他の施設） 歌志内市社会福祉協議会 歌志内市字本町130番地2 0125-42-2328 禁煙

88 滝川第11-06号 官公庁等（市町村の機関） 奈井江町役場 奈井江町字奈井江11番地 0125-65-2111 禁煙

89 滝川第11-07号 官公庁等（市町村の機関） 奈井江町保健センター 奈井江町字奈井江12番地 0125-65-2131 禁煙

90 滝川第11-08号 官公庁等（市町村の機関） 保健センター 浦臼町字ウラウシナイ183-27 0125-69-2100 禁煙

91 滝川第11-09号 官公庁等（市町村の機関） 新十津川町役場 新十津川町字中央301番地1 0125-76-2131 禁煙

92 滝川第11-10号 官公庁等（市町村の機関） 新十津川町総合健康福祉センター 新十津川町字中央307番地1 0125-72-2000 禁煙

93 滝川第11-11号 官公庁等（市町村の機関） 新十津川町学校給食センター 新十津川町字中央28番地1 0125-76-2528 禁煙

94 滝川第11-12号 官公庁等（道の機関） 北海道滝川保健所 http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/tth滝川市緑町2丁目3番31号 0125-24-6201 禁煙

95 滝川第11-13号 官公庁等（市町村の機関） 滝川市保健センター 滝川市明神町1丁目5番32号 0125-24-5256 禁煙

96 滝川第11-14号 官公庁等（市町村の機関） 滝川市こどもセンター 滝川市花月町2丁目5番1号 0125-23-5217 禁煙

97 滝川第11-15号 官公庁等（市町村の機関） 滝川市こども発達支援センター 滝川市栄町1丁目7番14号 0125-23-3361 禁煙

98 滝川第11-16号 官公庁等（市町村の機関） 中央児童センター 滝川市新町2丁目6番1号 0125-23-3676 禁煙
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