
＜余市警察署＞
番号 事業所名 事業所住所
1 アイケイファーム積丹株式会社 積丹郡積丹町大字美国町字大沢604番地１

2 赤井川村役場 余市郡赤井川村字赤井川７４番地２

3 赤石建設株式会社 余市郡余市町大川町１１丁目４０番地

4 有限会社アマランス 余市郡赤井川村字赤井川409番地

5 有限会社あゆ見荘 余市郡余市町山田町７１２番地

6 有限会社石渡管工設備 余市郡余市町富沢町７丁目24番地１

7 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社余市支店 余市郡余市町栄町４５０番地２

8 医療法人社団健志会介護老人保健施設よいち 余市郡余市町山田町２０１番地５

9 医療法人社団滋恒会 余市郡余市町黒川町３丁目１０９番地

10 医療法人社団　修徳会　林病院 余市郡余市町山田町５０番地

11 株式会社 岩佐商会仁木店 余市郡仁木町北町１０丁目１０番地

12 株式会社ヴィタポート 余市郡余市町豊丘町３７４番地３

13 株式会社大江電気 余市郡余市町大川町１１丁目５５番地

14 株式会社大島水産 古平郡古平町大字御崎町７１番地

15 株式会社　ＣＡＲ　ＬＩＦＥ 余市郡余市町沢町416番地

16 海上自衛隊余市防備隊 余市郡余市町港町国有地

17 有限会社柿崎商店 余市郡余市町黒川町７丁目２５番地

18 学校法人北海道キリスト教学園リタ幼稚園 余市郡余市町黒川町１丁目１７番地

19 学校法人夢の森学園 余市郡余市町沢町331番地

20 学校法人余市杉の子学園杉の子幼稚園 余市郡余市町黒川町１５丁目２番地２

21 株式会社　カネヤ浅黄商店 余市郡余市町富沢町５丁目96番地

22 有限会社カワイ 余市郡余市町黒川町１０４８番地

23 川元建設株式会社 余市郡赤井川村字赤井川３１８－１

24 株式会社きくち 積丹郡積丹町大字美国町字小泊２２４番地

25 株式会社菊地石油 余市郡余市町浜中町192番地

26 株式会社北後志第一清掃公社 余市郡余市町豊丘町850番地

27 北後志消防組合赤井川支署 余市郡赤井川村字赤井川２６０番地２

28 北後志消防組合積丹支署 積丹郡積丹町大字美国町字大沢６９８番地８

29 北後志消防組合仁木支署 余市郡仁木町西町１丁目５番地

30 北後志消防組合古平支署 古平郡古平町大字浜町２０８番地１

31 北後志消防組合余市消防署 余市郡余市町黒川町６丁目２５番地２

32 北後志清掃企業組合 余市郡余市町大川町７丁目７２番地

33 株式会社木村林業 余市郡赤井川村字都１９０番地

34 株式会社恵新自動車学園余市自動車学校 余市郡余市町富沢町６丁目１２番地

35 坂本商事株式会社 余市郡余市町沢町３丁目６番地

36 札幌トヨタ自動車株式会社余市店 余市郡余市町黒川町１０９０番地１

37 札幌トヨペット㈱余市店 余市郡余市町栄町44番地1

38 株式会社三印菊地水産 余市郡余市町港町26番地

39 株式会社自然農園 余市郡仁木町東町15丁目41番地

40 児童養護施設櫻ケ丘学園 余市郡仁木町銀山２丁目２４７番地

41 清水建設(株)二ツ森トンネル（尾根内）工事作業所 余市郡仁木町銀山３丁目１３番１号

42 有限会社清水燃料商事 余市郡余市町大川町５丁目６３番地



43 社会福祉法人小樽四ツ葉学園分園　余市幸住学園 余市郡余市町豊丘町１９７番地

44 社会福祉法人後志報恩会大江学園 余市郡仁木町大江２丁目４５７番地

45 社会福祉法人仁木町社会福祉協議会 余市郡仁木町西町１丁目３６番地１

46 社会福祉法人古平福祉会 古平郡古平町大字歌棄町２０４番地

47 社会福祉法人よいち福祉会 余市郡余市町黒川町１９丁目１番地２

48 社会福祉法人徳風会養護老人ホームかるな和順 余市郡余市町沢町５丁目７７番地

49 積丹町役場 積丹郡積丹町大字美国字船澗４８番地５

50 後志環境管理株式会社 余市郡余市町黒川町１０丁目４０番地の１２

51 株式会社後志浄化槽センター 余市郡余市町大川町７丁目７２番地

52 後志農業改良普及センター北後志支所 余市郡余市町朝日町１１番地１

53 後志報恩会銀山学園 余市郡仁木町銀山２丁目１３４番地

54 城野電機工業株式会社 余市郡余市町栄町３６番地４

55 新おたる農業協同組合 余市郡仁木町北町３丁目４番地

56 株式会社水明閣 余市郡余市町山田町６８７番地

57 株式会社関組 余市郡余市町富沢町５丁目５３番地

58 大成・佐藤・田中・堀松後志トンネル(落合)他共同企業体 余市郡赤井川村字赤井川３１８－１

59 高野冷凍株式会社後志ホールミール工場 余市郡余市町梅川町６７１番地

60 株式会社髙橋配管設備 余市郡余市町黒川町７丁目７８番地

61 株式会社樽石余市営業所 余市郡余市町大川町１４丁目１５番地

62 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 余市郡余市町浜中町２３８番地

63 辻木材株式会社赤井川営業所 余市郡赤井川村字赤井川４０５番地

64 鉄建ＪＶ二ツ森トンネル（明治）作業所 余市郡赤井川村字都108－1

65 特定建設工事共同企業体新幹線後志出張所 余市郡赤井川村字落合257-6

66 トヨタカローラ札幌株式会社ジョイック余市 余市郡余市町黒川町1088番地14

67 有限会社ドラックストアーさとう 余市郡余市町大川町３丁目６８番地

68 中井金物株式会社 余市郡余市町黒川町１１丁目３番地

69 中村建設株式会社 余市郡余市町黒川町１２９４番地６

70 中山建設株式会社 余市郡余市町沢町１丁目15番地

71 有限会社仁木重機 余市郡仁木町西町３丁目28番地

72 仁木町役場 余市郡仁木町西町１丁目３６番地１

73 株式会社NIKIHillsヴィレッジ 余市郡仁木町旭台１４８－１

74 ニコー食品株式会社 余市郡余市町浜中町２０８番地

75 西松・草別特定建設工事共同企業体新稲穂トンネル出張所 余市郡仁木町銀山2丁目463－1

76 ニッカウヰスキー株式会社北海道工場 余市郡余市町黒川町７丁目６番地

77 株式会社ニッケー 余市郡余市町黒川町１１６５番地１０

78 日本郵便株式会社古平郵便局 古平郡古平町大字入船町９－１

79 日本郵便株式会社美国郵便局 積丹郡積丹町大字美国町字船澗９８

80 日本郵便株式会社余市郵便局 余市郡余市町大川町６丁目３１番地

81 株式会社　Ｎｅｗ　ＫＲＨ 余市郡赤井川村字常盤１２８－１

82 糠塚水産株式会社 余市郡余市町富沢町３丁目３番地

83 東しゃこたん漁業協同組合 古平郡古平町大字入船町１４番地

84 株式会社平塚三郎商店 余市郡余市町黒川町９丁目１３０番地

85 有限会社平松建設仁木作業所 余市郡仁木町西町３丁目２３番地３

86 株式会社福津組 古平郡古平町大字港町３番地



87 株式会社古垣建設 余市郡余市町登町２４１－１

88 有限会社古平清掃社 古平郡古平町大字浜町272番地１

89 古平町役場 古平郡古平町大字浜町４０番地４

90 株式会社プロファイル 余市郡余市町黒川町９丁目120番地３

91 株式会社棒丸内海商店 余市郡余市町港町87番地

92 北海道警察札幌方面余市警察署 余市郡余市町朝日町２７番地

93 北海道後志総合振興局小樽建設管理部余市出張所 余市郡余市町黒川町１２４８番地

94 北海道信用金庫余市支店 余市郡余市町黒川町４丁目５番地

95 株式会社北海道中央牧場赤井川農場 余市郡赤井川村字落合４８１

96 北海道電力ネットワーク株式会社余市ネットワークセンター 余市郡余市町大川町１３丁目１番地

97 北海道日紅株式会社余市支店 余市郡余市町黒川町５丁目１６番地

98 北海道マツダ販売株式会社余市店 余市郡余市町大川町１３丁目２０番地

99 株式会社堀川管工設備工業 余市郡余市町港町１９７番地３

100 株式会社丸十道央青果フジタ 余市郡余市町黒川町８丁目７番地

101 株式会社丸正狩野水産 余市郡余市町大川町１丁目３８番地

102 株式会社美国ふじ観光 積丹郡積丹町大字美国町字船澗１２０番地の６

103 八洲建設株式会社 余市郡赤井川村字赤井川村405番地

104 有限会社安本商店 余市郡余市町黒川町10－65

105 山内二興青果株式会社 余市郡余市町浜中町６０番地

106 余市カントリー株式会社 余市郡余市町登町２３６１番地１

107 余市郡漁業協同組合 余市郡余市町港町148番地

108 余市産業株式会社 余市郡余市町黒川町１１７５番地

109 株式会社余市自動車工業 余市郡余市町大川町１６丁目５番地

110 有限会社余市葬祭社 余市郡余市町大川町３丁目７９番地４

111 有限会社余市大丸 余市郡余市町黒川町２丁目12番地

112 余市町農業協同組合 余市郡余市町黒川町５丁目２２番地

113 余市町役場 余市郡余市町朝日町２６番地

114 吉田西豊建設株式会社 余市郡仁木町銀山2丁目159

115 吉原種苗株式会社 余市郡余市町富沢町２丁目１０番地

116 株式会社よ吉野 古平郡古平町大字浜町467番地７

117 有限会社和信自動車工業 古平郡古平町大字浜町３９番地３

118 和田建設工業株式会社 余市郡余市町大川町１５丁目６番地１

119 有限会社和田石材店 余市郡余市町黒川町３丁目９２番地


