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10 危険物等施設に関する資料 

 

10－１ 危険物施設一覧 

(営)給油取扱所 

地域名 事 業 所 名 所  在  地 事 業 所 名 所  在  地 

八幡 相生石油店 相生1068－1 ㈲野村石油店 城南町205－1 

 ㈲小野石油店 小野2－4－12 ㈲前田プロパン中坪SS 中坪１－10 

 めぐみの農協 小那比給油所 小那比345－2 シンワ菱油㈱郡上八幡SS 五町3－2－6 

 めぐみの農協 西和良給油所 美山2483－１ 丸栄石油㈱セルフ郡上八幡給油所 稲成1158－1 

 めぐみの農協 口明方給油所 初納1335－１   

大和 畑中石油店 徳永711－１ ㈲コミュニティ大和 山内石油 徳永119－1 

 ㈱大和商事 剣399   

白鳥 大中石油㈱ 中津屋389－8 中部石油㈱ 白鳥南給油所 為真142－1 

 かみよし 野添375－4 中部石油㈱ 北濃給油所 歩岐島128－2 

 めぐみの農協 石徹白給油所 石徹白54－1 (資)冨士商事 白鳥SS 白鳥41－2 

 めぐみの農協 白鳥給油所 白鳥27－3 ㈲前田プロパン郡上白鳥SS 向小駄良991－1 

高鷲 ㈲上野石油 鷲見4947 ㈱蛭ヶ野商事 ひるがの4670－931 

 
エネクスフリート㈱ 

ひるがの高原SA下り線 
鷲見5415－3 ㈲まるや石油 大鷲41－5 

 (資)高鷲燃料 高鷲給油所 大鷲871－1 
エネクスフリート㈱ 

ひるがの高原SA上り線 
鷲見5245－8 

美並 ㈱下田石油 上田68－2 ㈱マルフジ 美並給油所 白山916－1 

 ㈱マルフジ 上田給油所 上田1218－3   

明宝 共栄商事㈱ 畑佐673 めぐみの農協 小川給油所 小川600－2 

 ㈲坪井石油 大谷333－4   

和良 ㈱アマノ 沢80－1 後藤金物店 沢455－1 

 

(自)給油取扱所 

地域名 事 業 所 名 所  在  地 事 業 所 名 所  在  地 

八幡 ㈱愛濃技建 初納536－2 郡上自動車学校 旭1280 

 郡上生コン㈱ 稲成1015 東海北陸道 八幡ＩＣ 五町9－1 

 ㈱平澤商店 吉野55   

大和 ㈱三島組 万場2667 ㈱エスライン郡上 島281 

 丸高商事㈲ 大間見2134 上村運送㈲ 剣2244－4 

 島幸運輸㈲ 島2189   

白鳥 大西組㈱ 向小駄良1014－1 
㈱アルペン 

ウイングヒルズ白鳥リゾート 
石徹白1－1 

 
八木興産㈱ 白鳥高原 

カントリークラブ 
石徹白135－1 岡田興業㈲ 向小駄良55－5 

 ㈱前田土木 那留1502－399 郡上宇部生コンクリート㈱ 向小駄良1－1 

 東海北陸道 白鳥ＩＣ 為真201－261   
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高鷲 

 

中部スノーアライアンス㈱ 

高鷲スノーパーク(車庫棟） 
西洞3553－80 

㈱P.I.Aネクサス 

ホワイトピアたかす 
鷲見512 

 東和観光㈱ 鷲ヶ岳スキー場 大鷲3251－12 ㈱丸八生コン 鮎立2101－1－1 

 
中部スノーアライアンス㈱ 

ダイナランドスキー場 
西洞3039－4 丸八建設㈱ 鮎立2112－1 

 大日興業㈱ 大鷲1420－12   

明宝 
めいほう高原開発㈱ 

めいほうスキー場 
奥住3447－1   

 

製造所 

地域名 事 業 所 名 所  在  地 事 業 所 名 所  在  地 

大和 ㈱ミノグループ 資材事業部 島277   

 

一般取扱所 

地域名 事 業 所 名 所  在  地 事 業 所 名 所  在  地 

八幡 相生小学校 相生1358 清水塗料店 島谷714 

 八幡中学校 小野8 ㈱谷口商店 相生1398 

 八幡小学校 島谷8 ㈲野村石油店 城南町205－1 

 ㈲小野石油店 小野2－4－12 ㈲前田プロパン 初音857 

 めぐみの農協 稲成燃料基地 稲成698－2 郡上ガス㈱ 八幡営業所 旭1296－1 

 めぐみの農協 西和良給油所 美山2483－1 郡上クリーンセンター 有坂148－5 

 コメリＨ＆Ｇ 郡上八幡店 稲成1035－1 郡上市民病院 島谷1261 

大和 ㈱木嶋プロパン 徳永184－2 ㈱マルエイ 郡上支店 神路1877－3 

 ㈱リサイクル濃飛 剣2224－4 コメリＨ＆Ｇ 大和店 河辺496 

 大和第一北小学校 万場1910 ㈱ホームセンターバロー大和店 徳永266－1 

白鳥 かみよし 野添375－4 北濃小学校 二日町163 

 郡上ガス㈱ 向小駄良760－4 ㈱前田土木 那留1502－399 

 めぐみの農協 石徹白給油所 石徹白54－1 
㈱アルペン 

ウイングヒルズ白鳥リゾート 
石徹白1－1 

 
めぐみの農協 白鳥ライスセン

ター 
為真182－2 那留小学校 那留1450 

 中部石油㈱ デリバリセンター 白鳥803－1 コメリＨ＆Ｇ 白鳥店 中津屋850 

 (資)冨士商事 ローリー充填所 向小駄良735－1   

高鷲 (資)高鷲燃料 大鷲795－1 ㈲まるや石油 大鷲41－5 

 西洞チェーンベース 西洞3267－3 郡上ヴァカンス村ホテル 鷲見2363 

 
東和観光㈱ 

鷲ヶ岳高原ホテル レインボー 
大鷲3250 

中部スノーアライアンス㈱ 

高鷲スノーパーク 
西洞3086－1 

 東和観光㈱ 鷲ヶ岳スキー場 大鷲3250 高鷲北小学校 ひるがの4670－282 

 ㈱蛭ヶ野商事 ひるがの4670－931 
㈱P.I.Aネクサス 

ホワイトピアたかす 
鷲見512 

 
中部スノーアライアンス㈱ 

ダイナランドスキー場 
西洞3039－4 

美並 ㈱青山製作所 岐阜工場 山田1881－1 ボルツ㈱ 白山613－1 

明宝 共栄商事㈱ 畑佐673 
めいほう高原開発㈱ 

めいほうスキー場 
奥住3447－1 

和良 後藤金物店 沢754   
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屋外タンク貯蔵所 

地域名 事 業 所 名 所  在  地 事 業 所 名 所  在  地 

八幡 小那比製茶組合 小那比2926－１ ㈲前田プロパン 初音857 

 めぐみの農協 西和良給油所 美山2483－１ 郡上クリーンセンター 有坂148－５ 

 ㈱セリアエンジニアリング 市島1357－３ 郡上八幡福祉事業協同組合 那比1216 

 
めぐみの農協 

口明方ライスセンター 
市島356－１   

美並 ㈱青山製作所 岐阜工場 山田1881－１ 大同メタル工業㈱ 岐阜工場 大原135 

大和 大和園 大間見1472 ㈱マルエイ 郡上支店 神路1967－３ 

 ㈱リサイクル濃飛 剣2224－４   

白鳥 かみよし 野添375－４ ㈱前田土木 那留1502－399 

 (資)冨士商事 ローリー充填所 向小駄良735－１ カルヴィラいとしろ 石徹白57－100 

高鷲 ペンションミルキーハウス ひるがの4670－378 東和観光㈱ 鷲ヶ岳スキー場 大鷲3250 

明宝 共栄商事㈱ 畑佐673   

和良 ㈱郡上きのこファーム 鹿倉35   

 

屋内タンク貯蔵所 

地域名 事 業 所 名 所  在  地 事 業 所 名 所  在  地 

八幡 郡上市役所 島谷228 郡上市総合文化センター 島谷207－１ 

大和 やまと温泉 やすらぎ館 剣189   

白鳥 

東海鋼管㈱ 恩地330－４ 
㈱アルペン 

ウイングヒルズ白鳥リゾート 
石徹白１－１ 

八木興産㈱ 白鳥高原 

カントリークラブ 
石徹白135－2 長良川木材事業協同組合 中津屋1385－１ 

高鷲 
中部スノーアライアンス㈱ 

ひるがの高原スキー場 
ひるがの4670－55 

中部スノーアライアンス㈱ 

高鷲スノーパーク 
西洞3081－17 

美並 慈恵中央病院 大原１－１   

 

地下タンク貯蔵所 

地域名 事 業 所 名 所  在  地 事 業 所 名 所  在  地 

八幡 ＮＴＴ西日本 郡上八幡ビル 島谷1311－11 郡上環境衛生センター 吉野1532 

 ㈲小野石油店 小野２－４－12 おなび生きがいセンター 小那比6270－３ 

 郡上八幡ホテル積翠園 柳町511－２ 東海北陸道 八幡ＩＣ 五町９－２ 

 八幡病院 桜町278 郡上市南部斎苑 初納686－25 

 八幡信用金庫 本店 新町961 八幡町学校給食センター 小野８－５－１ 

 せせらぎ緑風苑 旭663－６ 
めぐみの農協 

郡上営農経済センター 
小野６－15 

 県立郡上高等学校 寄宿舎 小野1011 ㈱セリアエンジニアリング 市島1357－３ 

 郡上総合庁舎 初音1727 郡上市総合スポーツセンター 旭1130－１ 

 郡上ガス㈱ 八幡営業所 旭1296－１ 郡上市民病院 島谷1264－１ 

 郡上市八幡デイサービスセンター 有坂131   

 めぐみの農協 稲成燃料基地 稲成698－２    
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美並 大同メタル工業㈱ 岐阜工場 大原135 ヴィラふくべ 大原77 

 ㈱ミノグループ 機械事業部 上田８－２ 日本まん真ん中センター 白山430－４ 

 
めぐみの農協 

美並ライスセンター 白山1253－１ 
美並総合福祉センター 

さつき苑 白山430－３ 

 慈恵中央病院 大原１－１ 日本まん真ん中温泉 子宝の湯 大原2709 

大和 
カイインダストリーズ㈱ 

大和工場 剣1470－１ 
大和町保健福祉センター 

やまつつじ 徳永618 

 郡上偕楽園 島2347－６ ㈱ミノグループ資材事業部 島277 

 
めぐみの農協 

大和ライスセンター 島4787 
大和幼児教育センター 

やまびこ園 島5327 

 大和振興事務所 徳永585 やまと温泉 やすらぎ館 剣189 

 大和生涯学習センター 剣１   

白鳥 美人の湯しろとり 那留32 鷲見病院 白鳥２－１ 

 白鳥アイチエレック㈱ 中津屋1393 中部石油㈱ デリバリセンター 白鳥803－１ 

 白鳥学校給食センター 中津屋灰原384－１ (資)冨士商事 ローリー充填所 向小駄良735－１ 

 白鳥ふれあい創造館 白鳥359－26 ㈱ノーベル 大島1716－30 

 白鳥文化ホール 白鳥54 
㈱アルペン 

ウイングヒルズ白鳥リゾート 石徹白１－１ 

 白鳥東部デイサービスセンター 中西509-１ ケアポート白鳳 白鳥２－６ 

 白鳥北部高齢者福祉センター 歩岐島139－２ 
特別養護老人ホーム 

アットホームしろとり 
為真1878－１ 

 白鳥振興事務所 白鳥38－１ 郡上市国保白鳥病院 為真1205－１ 

 
めぐみの農協 

白鳥ライスセンター 為真182－２ 東海北陸道 白鳥ＩＣ 為真201－261 

 日本郵便㈱ 白鳥郵便局 白鳥191－１ 東海北陸道 白鳥トンネル 中西1072 

 郡上市北部斎苑    

高鷲 

 

㈱P.I.Aネクサス 

ホワイトピアたかす 鷲見512 郡上ヴァカンス村ホテル 鷲見2363 

 デイリー郡上カントリー倶楽部 鷲見2761－５ 
㈱スズケン保養所 

コージュ高鷲 
鷲見48－１ 

 レストホテルほずみ ひるがの4670－656 牧歌の里 木ぼっくり館 鷲見2370－１ 

 ㈲まるや石油 大鷲41－５ 西洞チェーンベース 西洞3267－３ 

 
中部スノーアライアンス㈱ 

ホテルヴィラモンサン 
西洞3039－４ 東海北陸道 高鷲トンネル 鮎立4542－44 

 
中部スノーアライアンス㈱ 

ダイナランドスキー場 
西洞3035－１ 東海北陸道 高鷲ＩＣ 鮎立5801 

 
東和観光㈱ 

鷲ヶ岳高原ホテル 
大鷲3262－１ 東海北陸道 エボシ山トンネル 大鷲3078－１ 

 東和観光㈱ 鷲ヶ岳スキー場 大鷲3250 東海北陸道 上野第２トンネル 西洞3336－１ 

 
東和観光㈱ 

鷲ヶ岳高原ホテル レインボー 
大鷲3250 

中部スノーアライアンス㈱ 

高鷲スノーパーク 
西洞3086－１ 

 ㈱蛭ヶ野商事 ひるがの4670－931 サンメンバーズひるがの ひるがの4670－361 

 牧歌の里温泉 牧華 鷲見2363－231 たかす町民センター 大鷲1218－２ 

 
中部スノーアライアンス㈱ 

ダイナランドスキー場社員寮 
西洞3122－２   

明宝 共栄商事㈱ 畑佐673 明宝デイサービスセンター 二間手532 

 
めいほう高原開発㈱ 

めいほうスキー場 
奥住3447－１ 明宝中学校 二間手276 

 明宝温泉 湯星館 奥住3428－１   

和良 国保和良診療所 沢882   
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移動タンク貯蔵所 

地域名 事 業 所 名 所  在  地 事 業 所 名 所  在  地 

八幡 めぐみの農協 西和良給油所 美山2483－1 めぐみの農協 口明方給油所 初納1335－1 

 ㈲前田プロパン 初音857 相生石油店 相生1067 

 シンワ菱油㈱郡上八幡SS 五町3－2－6 めぐみの農協 小那比給油所 小那比345－2 

 
㈱谷口商店 相生1397－1 ㈱愛濃技建 初納536－2 

㈲小野石油店 小野2－4－12   

美並 ㈱マルフジ 上田給油所 上田1218－3 ㈱マルフジ 美並給油所 白山916－1 

 ㈱下田石油 上田68－2   

大和 丸高商事㈲ 大間見2134 ㈲コミュニティ大和 山内石油 徳永119－1 

白鳥 大中石油㈱ 中津屋389－8 中部石油㈱ デリバリセンター 白鳥803－1 

 めぐみの農協 石徹白給油所 石徹白54－1 (資)冨士商事 白鳥SS 白鳥41－2 

 
㈱前田土木 那留1502－399 中部石油㈱ 白鳥南給油所 為真142－1 

めぐみの農協 白鳥給油所 白鳥27－3 郡上ガス㈱ 向小駄良760－4 

高鷲 ㈲上野石油 鷲見4947 ㈲まるや石油 大鷲41－5 

 (資)高鷲燃料 大鷲795－1 大日興業㈱ 大鷲1420－12 

 ㈱蛭ヶ野商事 ひるがの4670－931   

明宝 共栄商事㈱ 畑佐673 ㈲坪井石油 大谷333－4 

 
めいほう高原開発㈱ 

めいほうスキー場 
奥住3447－13   

 

簡易タンク貯蔵所 

地域名 事 業 所 名 所  在  地 事 業 所 名 所  在  地 

高鷲 東和観光㈱ 鷲ヶ岳スキー場 大鷲3251－12 東和観光㈱ 鷲ヶ岳高原ホテル 大鷲3262－1 

 ㈱Ｎ.Ａ.Ｏ 鮎立5434   

 

屋内貯蔵所 

地域名 事 業 所 名 所  在  地 事 業 所 名 所  在  地 

八幡 郡上八幡玩具協同組合 稲成540 清水塗料店 島谷714 

 ㈱メニコンネクト郡上工場 旭15 池田工業㈱ 初納409 

 ㈱まつもと塗料店 島谷906   

大和 カイインダストリーズ㈱ 

大和工場 
剣1470－1 ㈲大和製作所 島274 

 三和㈱ 大和工場 名皿部932 ㈱ミノグループ 資材事業部 島277 

 ㈲日昇 島25－2   

白鳥 郡上ガス㈱ 向小駄良760－4 東海鋼管㈱岐阜第二工場 大島2870－4 

 大平産業㈱本社工場 白鳥1017－72 東海鋼管㈱岐阜第三工場 大島2870－4 

 東海鋼管㈱ 恩地330－4 ダイアトップ㈱ 向小駄良809－1 

 白鳥アイチエレック㈱ 中津屋1393   

美並 ㈱青山製作所 岐阜工場 山田1881－1 ㈱ミノグループ 機械事業部 上田8－2 

 大同メタル工業㈱ 岐阜工場 大原135   

和良 ㈱松田電機工業所 和良工場 法師丸367－１   
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〔郡上防13〕 1340 

屋外貯蔵所 

地域名 事 業 所 名 所  在  地 事 業 所 名 所  在  地 

八幡 ㈱トーエネック八幡営業所 稲成490－２   
          

第２種販売取扱所 

地域名 事 業 所 名 所  在  地 事 業 所 名 所  在  地 

八幡 ㈱まつもと塗料店 島谷906   
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