お い し い 空 気 の 施 設 の紹介
番号
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施設名

（平成27年4月27日現在）

所在地
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禁煙・
分煙の別

ホームページアドレス

1 飲食店（食堂）

空知支庁食堂

岩見沢市8条西5丁目

0126-22-2231

禁煙

2 飲食店（喫茶）

都わすれ

長沼町東8線北3番地

01238-2-5204

禁煙

3 飲食店（食堂）

道央自動車道上り

岩見沢市東山町９６－３

0126-25-5861

禁煙

4 飲食店（食堂）

道央自動車道下り

岩見沢市東山町７２－８

0126-25-5918

禁煙

5 飲食店（カレー）

ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋岩見沢大和ﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ店

岩見沢市大和１条９丁目１－２

0126-31-0555

禁煙

6 飲食店（食堂）

（財）労働福祉共済会北海道中央労災病院店

岩見沢市４条東16丁目５

0126-22-8792

禁煙

7 飲食店（食堂）

（財）労働福祉共済会北海道中央労災病院せき
美唄市東4条南1丁目３－１
損センターグリル

0126-62-2892

禁煙

8 飲食店（そば）

錦水庵

栗山町錦町３丁目９３番地

0123-73-7171

禁煙

9 飲食店（食堂）

岩見沢市立病院内 レストラン ニューポート

岩見沢市９条西７丁目

0126-22-1650(内1081)

禁煙

10 飲食店（うどん）

手打ちうどん ほくほく庵

長沼町西４線南５

0123-88-1614

禁煙

11 飲食店（レストラン）

田園レストラン 里日和（さとびより）

長沼町東７線南３号

0123-82-5257

禁煙

12 飲食店(食堂）

麺屋通り イオン三笠店

三笠市岡山１０５９－１

01267-4-5502

禁煙

13 飲食店(食堂）

おにぎり あぜっこ

由仁町東三川９２７

0123-86-2323

禁煙

14 飲食店(喫茶・ギャラリー） BENNU GALLERY & CAFÉ

由仁町西三川７２２

0123-87-3929

禁煙

15 飲食店(スイーツ）

あいすの家 長沼本店

長沼町西11戦南6番地

0123-88-0170

禁煙

16 飲食店(喫茶）

カフェレストラン アンジュ

岩見沢市志文町３０９－４４

0126-25-3111

禁煙

17 飲食店(喫茶）

マヤコーヒー

岩見沢市宝水町５－１

0126-22-8912

禁煙

http://www.cafemaya.com

18 飲食店(レストラン）

ログハウスレストラン 海道庵

岩見沢市上志文町１３０８－９

0126-33-2233

禁煙

http://kaidouan.main.jp/?author=2

19 飲食店(喫茶）

アルテピァッツァ美唄 カフェ アルテ

美唄市落合町栄町

0126-63-3137

禁煙

http://www.kan-yasuda.co.jp/arte.html

20 飲食店(レストラン）

道の駅マオイの丘公園 レストラン美夕（ビユー） 長沼町東10線南7番地

0123-84-2120

禁煙

21 飲食店（そば）

そば処 匠庵（しょうあん）

美唄市大通り東1条南7丁目１－１

0126-66-6361

禁煙

22 飲食店(スイーツ）

おかしの家 ほんだ美唄店

美唄市西2南３ １－２４

0126-68-8642

禁煙

23 飲食店（レストラン）

三笠天然温泉 太古の湯 遊食処 樹（いつき） 三笠市岡山1042番地20

01267-2-8700

禁煙

http://www.taikonoyu.jp/

24 飲食店（そば・うどん）

かまだ屋 大和店

岩見沢市大和1条7丁目

0126-24-2342

禁煙

http://www.iwamizawa-town.gr.jp/~kamadaya/newpage4.htm

25 飲食店（そば・うどん）

かまだ屋 志文店

岩見沢市志文314－6

0126-24-2357

禁煙

http://www.iwamizawa-town.gr.jp/~kamadaya/newpage4.htm

26 飲食店（そば・うどん）

かまだ屋 六条店

岩見沢市5条東12丁目

0126-25-0963

禁煙

http://www.iwamizawa-town.gr.jp/~kamadaya/newpage4.htm

27 飲食店（そば・うどん）

かまだ屋 西11丁目店

岩見沢市二条西11丁目

0126-24-2889

禁煙

http://www.iwamizawa-town.gr.jp/~kamadaya/newpage4.htm

28 飲食店（そば・うどん）

かまだ屋 東店

岩見沢市５条東7丁目

0126-24-2343

禁煙

http://www.iwamizawa-town.gr.jp/~kamadaya/newpage4.htm

29 飲食店（レストラン）

いわみざわ公園内レストハウス ハマナスの丘

岩見沢市志文町792番地

0126-31-6655

禁煙

http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/i/kankou/kouen/h-oka.htm

30 飲食店 （ ファ－ストフード） マクドナルド12号岩見沢店

岩見沢市8条東10丁目２－５５

0126-33-7107

禁煙

http://www.mcdonalds.co.jp/shop/search/map.php?strcode=01601

31 飲食店（レストラン）

ゆにガーデン

由仁町伏見１３４－２

0123-82-2001

禁煙

http://www.yuni-garden.co.jp

32 飲食店（軽食）

ゆにガーデンファーマーズマーケット内スナックディル 由仁町伏見１３４－２

0123-82-2001

禁煙

http://www.yuni-garden.co.jp

33 飲食店(スイーツ）

赤いリボン

岩見沢市10条東6丁目４－１

0126-25-4545

禁煙

http://www.akairibon.com

34 飲食店(スイーツ・喫茶 ） 赤いリボン めーぷる倶楽部春日店

岩見沢市春日町1丁目２７－１

0126-35-6650

禁煙

http://www.akairibon.com

35 飲食店（ラーメン）

喰麺家 冬馬（とうま）

禁煙

36 飲食店（レストラン）

カフェキッチン

37 飲食店（食堂）

定食＆café 古母里（こぼり）

岩見沢市3条3丁目
0126-24-8050
岩見沢市大和1条9丁目１－１大和タウ
0126-38-4677
ンプラザ２Ｆ
三笠市幾春別１丁目２００
01267-6-8949

38 飲食店（喫茶）

ハローENJOY岩見沢 HARUカフェ

岩見沢市5条西11丁目2の7

0126-24-6675

禁煙

39 飲食店（ラーメン）

ラーメン眉山亭

岩見沢市大和1条4丁目24-4

0126-24-0292

禁煙

40 飲食店（そば）

北海道そば幻庵

岩見沢市6条東14丁目

0126-33-9888

禁煙

41 飲食店（食堂）

やすこの夢茶屋

岩見沢市北村豊正696

0126-55-3048

禁煙

レストラン チャイブ

ソラチノ

禁煙
禁煙

http://www.kitanonishiki.com/kinsuian/index.html

http://www.toridoll.com/toridoll/menya_list.html

http://www.icenoie.com/

http://ameblo.jp/soracino/
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42 飲食店（レストラン）

夕張鹿鳴館 レストラン ミレディ

夕張市鹿の谷２丁目４

0126-55-2555

禁煙

43 飲食店（レストラン）

夕日ヶ丘レストラン 善生

岩見沢市栗沢町栗丘124

0126-45-5111

禁煙

http://www.yubari-rokumeikan.com

44 飲食店(喫茶 ）

NORTH FARM STOCK

岩見沢市志文町292-4

0126-22-6540

禁煙

http:///www.hakua-d.co.jp

45 飲食店

木多郎岩見沢店

岩見沢市6条東14丁目6-4

0126-35-1300

禁煙

46 飲食店（スイーツ）

（有）天狗まんじゅう本舗5条店

岩見沢市5条西9丁目12-4

0126-22-0974

禁煙

http://10gman.web.fc2.com/index.html

47 飲食店（スイーツ・喫茶） （有）天狗まんじゅう本舗駅前店

岩見沢市2条西6丁目9-1

0126-23-4605

禁煙

http://10gman.web.fc2.com/index.html

48 飲食店（洋食）

元町テラス

岩見沢市元町１条西１丁目21-2

0126-35-4021

禁煙

49 学校

北海道美唄聖華高等学校

美唄市東6条北2丁目1番1号

0126-64-2386

禁煙

http://www.bibaiseika.hokkaido-c.ed.jp/

50 学校（寄宿舎）

北海道美唄聖華高等学校聖華寮

美唄市東7条南3丁目

0126-63-0601

禁煙

http://www.bibaiseika.hokkaido-c.ed.jp/

51 学校

北海道美唄高等学校

美唄市西1条南6丁目

0126-64-2277

禁煙

http://www.bibai.hokkaido-c.ed.jp/

52 学校

岩見沢高等養護学校

岩見沢市東町２条８丁目９６０番地３

0126-23-5055

禁煙

http://www.iwamizawakoutouyougo.hokkaido-c.ed.jp/start.htm

53 学校

月形中学校

樺戸郡月形町１０５４－１

0126-53-2439

禁煙

54 学校

札比内小学校

樺戸郡月形町札比内１００８

0126-54-3039

禁煙

55 学校

月形小学校

樺戸郡月形町字神園町１

0126-53-2422

禁煙

56 保育所

日の出保育園

岩見沢市日の出北1丁目7番6号

0126-23-2500

禁煙

57 保育所

中央保育所

岩見沢市北村中央４７２５

0126-56-2856

禁煙

58 保育所

豊正保育所

岩見沢市北村豊正７７８

0126-55-3923

禁煙

59 保育所

幌達布保育所

岩見沢市北村幌達布５１８０

0126-26-3864

禁煙

60 学校

岩見沢市立光陵中学校

岩見沢市春日町1丁目

0126-22-0037

禁煙

61 保育所

社会福祉法人 幌向保育園

岩見沢市幌向南3条2丁目

0126-26-3633

禁煙

62 保育所

岩見沢市立ふれあい子どもセンター

岩見沢市東山町３８番地２９

0126-22-2094

禁煙

63 学校

岩見沢市医師会附属看護高等専修学校

岩見沢市10条西3丁目

0126-22-5453

禁煙

64 保育所

さくらぎ保育園

岩見沢市桜木1条6丁目3番15号

0126-24-6186

禁煙

65 学校

北海道南幌養護学校

南幌町緑町5丁目1番1号

011-378-2313

禁煙

www.nanporoyougo.hokkaido-c.ed.jp/

66 学校

北海道夕張高等養護学校

夕張市千代田7番地1

0123-56-5530

禁煙

www.yukoyo.hokkaido-c.ed.jp/

67 学校

北海道岩見沢緑陵高等学校

岩見沢市緑が丘74番地2

0126-22-1851

禁煙

http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/school/ryokuryo/

68 学校

北海道由仁商業高等学校

由仁町新光50番地

0123-83-2024

禁煙

69 学校

北海道栗山高等学校

栗山町中里64-18

0123-72-1343

禁煙

www.kuriyama.hokkaido-c.ed.jp/

70 学校

北海道岩見沢東高等学校

岩見沢市東山8丁目1-1

0126-22-0175

禁煙

www.iwamizawahigashi.hokkaido-c.ed.jp/

71 学校

北海道美唄養護学校

美唄市東7条南3丁目1-1

0126-62-6511

禁煙

www.bibaiyougo.hokkaido-c.ed.jp

72 学校

夕張市立滝の上小学校

夕張市滝ノ上19番地

0123-58-2270

禁煙

73 学校

岩見沢市立上幌向中学校

岩見沢市上幌向北1条4丁目742

0126-26-2962

禁煙

74 保育所

美唄市立中央保育所

美唄市東6条南1丁目8-37

0126-63-4648

禁煙

75 保育所

美唄市立東保育所

美唄市東明3条2丁目2-7

0126-62-4459

禁煙

76 保育所

美唄市立西保育所

美唄市西4条南6丁目1-17

0126-64-2617

禁煙

77 保育所

美唄市立三井美唄保育所

美唄市南美唄町下5条2丁目

0126-62-1042

禁煙

78 保育所

美唄市立西美唄保育園

美唄市西美唄町山形3区

0126-69-2903

禁煙

79 保育所

美唄市立茶志内双葉保育園

美唄市茶志内本町4

0126-65-4204

禁煙

80 保育所

特定非営利活動法人 たよれーる

岩見沢市北2条11丁目5-2

0126-38-5025

禁煙

81 社会福祉

ハローENJOY

夕張郡栗山町大井分１０８－６

0123-76-3656

禁煙

http://www12.ocn.ne.jp/~hello.e/

82 診療所

あくつこどもクリニック

岩見沢市１０条西４丁目３－１

0126-33-8000

禁煙

http://www.myclinic.ne.jp/akutsu/pc/

83 診療所

にしざわ耳鼻咽喉科クリニック

岩見沢市７条西６丁目９番地

0126-25-2438

禁煙

http://www.2438-jibika.jp/
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84 診療所

宮本泌尿器科医院

岩見沢市美園２条１丁目１番５号

0126-25-3733

禁煙

85 診療所

朝日医院

岩見沢市朝日町５０番地

0126-46-2305

禁煙

http://www.hokushokai.or.jp/asahi/index.htm

86 診療所

森川内科クリニック

岩見沢市６条東１丁目１０番地ー３

0126-33-5600

禁煙

http://www.iwamizawa-town.gr.jp/morikawaclinic/

87 診療所

大川内科医院

岩見沢市幌向南2条3丁目３１０－５０

0126-26-2300

禁煙

88 診療所

得地内科医院

岩見沢市3条西6丁目

0126-23-1515

禁煙

89 診療所

岩見沢脳神経外科

岩見沢市8条西19丁目８－６

0126-20-1001

禁煙

http://www.iwamizawanouge.com/

90 診療所

井門内科医院

美唄市東1条北1丁目２－８

0126-63-4535

禁煙

http://www.myclinic.ne.jp/idonaika/pc/

91 歯科（診療所）

ノザキデンタルオフィス

岩見沢市日の出北１丁目１番１０号

0126-25-2577

禁煙

92 診療所

松本皮フ科クリニック

岩見沢市４条西８丁目１番地

0126-22-9191

禁煙

93 歯科（診療所）

くりさわパーク歯科クリニック

岩見沢市栗沢町北本町２１１－１３

0126-45-3456

禁煙

94 歯科（診療所）

三嶋歯科医院４条院

岩見沢市４条西４丁目

0126-22-0608

禁煙

95 病院

栗山赤十字病院

栗山町朝日3丁目2番地

0123-72-1015

禁煙

96 歯科（診療所）

三上歯科医院

栗山町松風4丁目6番地３

0123-72-0648

禁煙

97 歯科（診療所）

谷本歯科医院

岩見沢市3条東2丁目６－３

0126-24-0513

禁煙

98 医療機関（病院）

岩見沢市立総合病院

岩見沢市9条西7丁目2番地

0126-22-1650

禁煙

www.iwamizawa-hospital.jp/

岩見沢市8条西7丁目9番地

0126-32-0888

禁煙

www.iwamizawa-hospital.jp/

99 医療機関（健診センター） 市民健康センター

http://www.m-dent.net/

100 医療機関(病院)

町立長沼病院

長沼町中央南2丁目2番1号

0123-88-2321

禁煙

http://www2.maoi-net.jp/~hospital/index.html

101 医療機関(病院)

国民健康保険町立南幌病院

空知郡南幌町元町2丁目2-1

011-378-2111

禁煙

http.//www.nanporo.hokkaido.jp

102 医療機関(病院)

市立美唄病院

美唄市西2条北1丁目1-1

0126-63-4171

禁煙

http://www.city.bibai.hokkaido.jp/hospital/

103 体育施設(その他）

いわみざわ公園内パークゴルフ場ローズパーク 岩見沢市志文町373番地

0126-44-2244

禁煙

http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/i/sisetu/iwapgolf.htm

104 体育施設（フィットネスクラブ） カーブス岩見沢

岩見沢市5条東8丁目３３

0126-32-1800

禁煙

http://www.curves.co.jp

105 体育施設（体育館）

岩見沢市北村多目的体育館

岩見沢市北村幌達布5180番地

0126-32-4160

禁煙

www.zouen-consul.co.jp/dorimu/

106 体育施設(体育館）

栗山町スポーツセンター

栗山町中央３丁目３１０番地

0123-72-6161

禁煙

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/sightseeing/s_sportcenter.html

107 体育施設(その他）

由仁町民三川プール

由仁町三川泉町２０１番地の３

0123-87-3784

禁煙

108 体育施設(その他）

栗山町ふじ交流センター

栗山町字富士３番地５

0123-72-6161

禁煙

109 体育館

由仁町体育館

由仁町新光２００番地

0123-83-2556

禁煙

110 体育施設(その他）

栗山町栗山水泳プール

栗山町中央３丁目３１１番地

0123-72-0996

禁煙

111 体育施設(その他）

由仁町民プール

由仁町本町３１２番地

0123-83-3910

禁煙

112 体育施設(その他）

栗山町立継立小学校プール

栗山町継立１９１番地１

0123-76-3368

禁煙

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/sightseeing/s_tsugitatepool.html

113 体育施設(その他）

栗山町角田水泳プール

栗山町角田１７番地１３

0123-72-7088

禁煙

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/sightseeing/s_kakutapool.html

114 娯楽施設（その他）

室内公園 色彩館

岩見沢市志文町7945番地

0126-25-6111

禁煙

http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/i/sisetu/sikisai.htm

115 社会・文化施設（その他） 坂本 九思い出記念館

栗山町字大井分

0123-76-3939

禁煙

116 文化機関

由仁町東栄８７番地の１

0123-82-2000

禁煙

117 社会・文化施設（その他） 由仁町農村勤労福祉センター

由仁町中央202番地

0123-83-2231

禁煙

118 社会・文化施設（その他） 由仁町ゆめっく館

由仁町中央202番地

0123-83-3803

禁煙

119 公民館

岩見沢市北村赤川586番地３

0126-56-2803

禁煙

夕張郡栗山町錦3丁目109番地

0123-72-1001

禁煙

http://www.kitanonishiki.com/

由仁町文化交流館

岩見沢市北村公民館

120 社会・文化施設（その他） 蔵元

北の錦記念館

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/sightseeing/s_fujisporthiroba.html
http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/sightseeing/s_kuriyamapool.html

121 文化機関

アルテピァッツァ美唄 ストゥディオ アルテ

美唄市落合町栄町

0126-63-3137

禁煙

http://www.kan-yasuda.co.jp/arte.html

122 文化機関

アルテピァッツァ美唄 市民ギャラリー

美唄市落合町栄町

0126-63-3137

禁煙

http://www.kan-yasuda.co.jp/arte.html

123 社会・文化施設

岩見沢市有明交流プラザ

岩見沢市有明町南1番地1

0126-31-0012

禁煙

124 その他（集会・交流施設）

岩見沢市コミュニティプラザ

岩見沢市有明町南1番地２０

0126-25-8000

禁煙

夕張市南部東町76

0123-55-3916

禁煙

125 社会・文化施設（集会施設） 南部コミュニティセンター

お い し い 空 気 の 施 設 の紹介
番号

施設区分

126 社会・文化施設

施設名
美唄市公民館 桜井邸分館

（平成27年4月27日現在）

所在地

電話番号

禁煙・
分煙の別

ホームページアドレス

美唄市大通西1条北2丁目2-1

0126-63-2185

禁煙

127 社会・文化施設（集会施設） 美唄市公民館 拓北分館

美唄市字美唄原野3732-6

0126-63-2185

禁煙

128 社会・文化施設（集会施設） 美唄市峰延福祉会館

美唄市峰延町本町

0126-67-2345

禁煙

129 社会・文化施設（集会施設） 美唄市北福祉会館

美唄市西3条北5丁目2-8

0126-62-4411

禁煙

130 社会・文化施設（集会施設） 美唄市日東福祉会館

美唄市日東町栄町

0126-65-4514

禁煙

131 社会・文化施設（その他） 栗山町勤労者福祉センター

栗山町中央３丁目２１１番地

0123-73-3333

禁煙

132 社会・文化施設（その他） 栗山町カルチャープラザ

栗山町中央２丁目１番地

0123-72-2530

禁煙

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/sightseeing/k_cultureplazaeki.html

133 社会・文化施設（その他） 栗山町農村環境改善センター

栗山町角田１５７番地１

0123-72-6040

禁煙

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/sightseeing/k_kakutakaizencenter.html

134 公民館

栗山町松風３丁目２５４番地

0123-72-1117

禁煙

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/sightseeing/k_cyuoukouminkan.html

135 社会・文化施設（その他） 栗山町開拓記念館

栗山町角田６０番地４

0123-72-6035

禁煙

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/sightseeing/k_kaitakukinenkan.html

136 社会・文化施設（その他） 栗山町青少年会館・合宿センター

栗山町字湯地６１番地１０

0123-72-0963

禁煙

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/sightseeing/s_seisyounenkaikan.html

137 社会・文化施設（その他） 栗山町桜山自然の家

栗山町字桜山５０９番地

0123-72-0962

禁煙

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/sightseeing/c_sakurayamashizennoie.html

138 社会・文化施設（その他） 栗山町ふれあいプラザ

栗山町桜丘２丁目３８番地５

0123-72-3000

禁煙

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/sightseeing/s_fureaiplaza.html

139 小売業

岩見沢ヤクルト販売（株）岩見沢センター

禁煙

140 小売業

岩見沢ヤクルト販売（株）南センター

141 小売業

岩見沢ヤクルト販売（株）北センター

岩見沢市7条西4丁目3番地
0126-25-3901
岩見沢市南町7条2丁目グリーンヒルズ
0126-22-3562
１０２
岩見沢市北3条西4丁目１
0126-23-5738

142 小売業

岩見沢ヤクルト販売（株）東センター

岩見沢市4条東 18丁目１－８

0126-24-0248

禁煙

143 小売業

岩見沢ヤクルト販売（株）三笠センター

三笠市幸町10番地

01267-2-4215

禁煙

144 小売業

岩見沢ヤクルト販売（株）美唄センター

美唄市大通西1条北1丁目１－２５

0126-62-2516

禁煙

145 小売業

岩見沢ヤクルト販売（株）栗山センター

夕張郡栗山町中央2丁目２８８－６

0123-72-2181

禁煙

146 小売業

岩見沢ヤクルト販売（株）長沼センター

夕張郡長沼町錦町北1丁目５４－４６７ 0123-88-0421

禁煙

147 公共交通機関（バスターミナル） 中央バス岩見沢ターミナル

岩見沢市有明町南1番２０

0126-22-0761

禁煙

148 公共交通機関（道の駅）

三笠市岡山1056番地の１

01267-2-5775

禁煙

149 社会・文化施設（その他） 岩見沢市北村自然体験宿泊学習館

岩見沢市北村大願530番地４

0126-36-2131

禁煙

150 会社

岩見沢ヤクルト販売（株）本店

岩見沢市5条東15丁目

151 会社

玉田産業株式会社

岩見沢市4条西15丁目3番地

0126-25-3333

禁煙

http://www.tamadakk.co.jp

152 会社

玉田産業株式会社美唄支店

美唄市盤の沢本町

0126-63-3431

禁煙

http://www.tamadakk.co.jp

153 会社

(株)丸高

美唄市盤の沢本町

0126-66-6201

禁煙

154 官公庁（郵便局）

角田郵便局

栗山町角田11－1

0123-72-0420

禁煙

155 官公庁

岩見沢児童相談所

岩見沢市鳩が丘1丁目９－１６

0126-22-1119

禁煙

156 官公庁（市町の機関）

岩見沢市立教育研究所

岩見沢市緑が丘2丁目34番地1

0126-22-4412

禁煙

157 官公庁（市町の機関）

岩見沢市栗沢保健センター

岩見沢市栗沢町南本町30番地

0126-45-3711

禁煙

158 官公庁

美唄市子育て支援センター はみんぐ

美唄市西3条南2丁目4-1

0126-62-3147

禁煙

159 官公庁

長沼町総合保健福祉センター「りふれ」

長沼町南町2丁目3番1号

0123-82-5555

禁煙

160 官公庁

美唄市保健センター

美唄市西３条南３丁目６番３号

0126-62-1173

禁煙

161 官公庁

空知支庁

岩見沢市８条西５丁目

0126-20-0011

禁煙

162 官公庁

夕張市保健福祉センター

夕張市若菜３番地

0123-52-4339

禁煙

163 官公庁

空知森づくりセンター

岩見沢市北2条西12丁目１－７

0126-22-1155

禁煙

164 官公庁

北海道立林業試験場

美唄市光珠内町東山

0126-63-4164

禁煙

www.hfri.pref.hokkaido.jp/

165 公衆浴場（日帰り温泉）

三笠天然温泉 太古の湯

三笠市岡山1042番地20

01267-2-8700

禁煙

http://www.taikonoyu.jp/

166 公衆浴場（日帰温泉）

湯元岩見沢温泉 なごみ

岩見沢市志文町３４５－１

0126-32-1010

禁煙

167 医療機関(病院)

医療法人社団慶北会 花田病院

美唄市大通東1条北2丁目2-5

0126-68-8700

禁煙

栗山町中央公民館

道の駅 三笠

0126-22-4121

禁煙
禁煙

禁煙

http://www2.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kyouiku/iken/index.html

http://www.city.bibai.hokkaido.jp/2007/01/1550/.

http://www.hanada-hp.com

お い し い 空 気 の 施 設 の紹介
番号

施設区分

168 社会・文化施設

施設名
三笠市立博物館

（平成27年4月27日現在）

所在地

電話番号

禁煙・
分煙の別

ホームページアドレス

三笠市幾春別錦町1丁目212

01267-6-7545

禁煙

169 社会・文化施設（その他） まちの駅 栗夢プラザ

栗山町中央2丁目92番地

0123-73-5515

禁煙

http://www.kurimu-plaza.com/

170 ホテル(その他)

夕張市鹿の谷２丁目4

0123-53-2555

禁煙

http://www.yubari-rokumeikan.com

オーベルジュ 夕山荘
※当ホームページでの公開を承諾した施設のみを紹介しています。

