
＜岩内警察署＞
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社青山青果 岩内郡岩内町字大浜６９番地の６

2 株式会社アトックス泊事業所 古宇郡泊村大字堀株村字ヘロカルウス７８９番地

3 株式会社ヰセキ北海道岩内営業所 岩内郡共和町前田１３５－２７

4 一般財団法人北海道電気保安協会岩内事業所 岩内郡岩内町字相生７４番地の２

5 岩内・寿都地方消防組合消防署神恵内支署 古宇郡神恵内村大字神恵内村95番地15

6 いわない温泉髙島旅館 岩内郡岩内町字野束５０５

7 株式会社いわない高原ホテル 岩内郡岩内町字野束５０５番地６

8 岩内・寿都地方消防組合消防署共和支署共和消防団 岩内郡共和町南幌似３８番地の２

9 岩内・寿都地方消防組合岩内消防署 岩内郡岩内町字高台８番地１

10 岩内町役場 岩内郡岩内町字高台１３４番地１

11 小樽建設管理部共和出張所 岩内郡共和町老古美８３番地

12 介護老人保健施設神恵内ハイツ９９８ 古宇郡神恵内村大字神恵内村字大川１１６番地１

13 介護老人保健施設コミュニティホーム岩内 岩内郡岩内町字野束６９番地の２６

14 鹿島・佐藤・岩内建協・東亜・伊藤組共同企業体 岩内郡共和町宮丘14－11

15 鹿島道路株式会社 岩内郡共和町宮丘14－11　鹿島ＪＶ事務所１Ｆ

16 片桐機械株式会社岩内支店 岩内郡岩内町字大浜476-19

17 カブト石材工業株式会社 岩内郡岩内町字栄１４番地の３

18 神恵内村役場 古宇郡神恵内村大字神恵内村８１番地２０

19 茅沼建設工業株式会社 古宇郡泊村大字茅沼村５７０番地

20 川元建設㈱新稲穂トンネル作業所 岩内郡共和町梨野舞納378－16

21 有限会社北一北成建設 岩内郡岩内町字野束２７２番地の６

22 株式会社木村建設 岩内郡共和町老古美２８番地１

23 協成建設工業株式会社 岩内郡岩内町字東山７０番地

24 株式会社共和建設 岩内郡共和町前田４５番地

25 有限会社共和清掃社 岩内郡共和町発足２４５７番地

26 共和町いきいきセンター 岩内郡共和町小沢95番地30

27 共和町学校給食センター 岩内郡共和町幌似2120番地1

28 共和町役場 岩内郡共和町南幌似３８番地の２

29 株式会社共和電工 岩内郡共和町老古美７９番地２

30 きょうわ農業協同組合 岩内郡共和町前田１６７番地

31 きょうわ農業協同組合発足支所 岩内郡共和町発足１９０番地

32 株式会社草別組 岩内郡岩内町字東山１２番地の１２

33 株式会社栗栖土建 岩内郡共和町国富４番地３０

34 株式会社クリハラント泊作業所 古宇郡泊村大字堀株村字ヘロカルウス７８９

35 有限会社光華堂あさの生花店 岩内郡岩内町字栄１番地２１

36 株式会社佐々木組 岩内郡岩内町字東山２６番地の８

37 佐竹建設株式会社 岩内郡岩内町字清住７番地の７

38 札幌トヨタ自動車㈱岩内店 岩内郡共和町梨野舞納２番地４０

39 札幌トヨペット株式会社岩内店 岩内郡共和町梨野舞納５４番地１３

40 札陽建設工業株式会社岩内営業所 岩内郡岩内町字大浜４１番地の４

41 三陽建設工業株式会社 岩内郡共和町老古美４９番地の１

42 株式会社潮香荘 古宇郡泊村大字興志内村２２番地



43 ㈱繁富工務店泊事業所 古宇郡泊村大字堀株村字ヘロカルウス７８９番地

44 株式会社下田組 岩内郡共和町宮丘１６４２番地

45 社会福祉法人あけぼの福祉会岩内あけぼの学園 岩内郡岩内町野束２１０番地

46 社会福祉法人あけぼの福祉会多機能型事業所サンライズ 岩内郡岩内町字大浜17番地18

47 社会福祉法人岩内町社会福祉協議会 岩内郡岩内町字清住１６７番地

48 社会福祉法人共和町社会福祉協議会 岩内郡共和町南幌似57番地12

49 社会福祉法人泊村社会福祉協議会 古宇郡泊村大字茅沼村500番地の２

50 社会福祉法人北海道社会事業協会岩内病院 岩内郡岩内町字高台２０９番地２

51 株式会社昭和設備 岩内郡岩内町字野束１６２番地の２４

52 株式会社白戸工務店 岩内郡岩内町字栄１８２番地の１３

53 シラハマ工業有限会社 岩内郡岩内町字大和11番地の7

54 株式会社後志建設 岩内郡共和町国富3番4号

55 後志鉄筋株式会社 岩内郡共和町老古美８３番地の１

56 後志泊郵便局 古宇郡泊村大字泊村35-13

57 株式会社進栄 岩内郡岩内町字東山２７番地２

58 水ingＡＭ株式会社泊管理事務所 古宇郡泊村大字泊村字メノコ走山の上45－３

59 鈴木建設株式会社 岩内郡岩内町字栄１８６番地

60 住鉱国富電子株式会社 岩内郡共和町国富３５１番地１

61 第一電設株式会社共和支店 岩内郡共和町梨野舞納２３の５

62 大成・熊谷・北電興業・岩田地崎共同企業体泊発電所共同企業体 岩内郡共和町宮丘12－8

63 太平電業株式会社泊事業所 古宇郡泊村大字堀株村字ヘロカルウス７８９番地

64 株式会社高橋工務店 岩内郡岩内町字東山７３番地の２６

65 拓成工業株式会社 岩内郡共和町梨野舞納２３番地の１

66 株式会社谷口工務店 岩内郡共和町前田７番地の６８

67 有限会社谷内商店泊発電所口給油所 岩内郡共和町宮丘１９番地１

68 株式会社田村工業 岩内郡共和町梨野舞納２２０番地１

69 株式会社電商 岩内郡岩内町字野束１８番地９

70 道央舗道株式会社後志出張所 岩内郡岩内町字栄203番地２

71 飛島・中山特定建設工事共同企業体新稲穂トンネル共和作業所 岩内郡共和町梨野舞納378-16

72 泊村役場 古宇郡泊村大字茅沼村字臼別１９１番地の７

73 トヨタカローラ札幌株式会社岩内店 岩内郡岩内町字東山６９番地３

74 永井石油株式会社 岩内郡岩内町字大浜２番地の１

75 日本アスパラガス株式会社 岩内郡岩内町字野束２２番地の３

76 日本建設工業株式会社泊作業所 古宇郡泊村大字堀株村字ヘロカルウス７８９番地

77 日本郵便株式会社岩内郵便局 岩内郡岩内町字高台１８０－２

78 株式会社美工堂 岩内郡岩内町字東山６１番地

79 株式会社冨士電気商会 岩内郡岩内町字相生８０番地１

80 株式会社フレンド石油 岩内郡岩内町字清住４番地１

81 北電興業株式会社泊事業所 古宇郡泊村大字堀株村字ヘロカルウス７８９番地

82 北海道警察札幌方面岩内警察署 岩内郡岩内町字高台５番地

83 北海道原子力環境センター 岩内郡共和町宮丘２６１番地１

84 北海道信用金庫岩内支店 岩内郡岩内町字清住８番地

85 北海道電力株式会社泊原子力事務所 古宇郡泊村大字堀株村字山ノ上２１９番地１

86 北海道電力ネットワーク株式会社岩内ネットワークセンター 岩内郡岩内町字大浜５番地４



87 北海道パワーエンジニアリング株式会社泊原子力センター 古宇郡泊村大字堀株村字ヘロカルウス７８９番地

88 株式会社北海農友社 岩内郡共和町老古美８３番地７

89 株式会社北興生コン 岩内郡岩内町字東山１２－１２

90 有限会社前清掃社 岩内郡岩内町字清住１５９番地

91 前田・大林・岩倉・岩内建協ＪＶ 岩内郡共和町宮丘177番地

92 株式会社マルコー設備 岩内郡岩内町字大和１０番地の８

93 水谷建設株式会社泊発電所作業所 岩内郡共和町宮丘14－11

94 三井住建道路株式会社北海道支店後志営業所 岩内郡共和町梨野舞納９６番地

95 三菱重工業株式会社原子力事業部泊定検作業所 古宇郡泊村大字堀株村字ヘロカルウス７８９番地

96 株式会社宮谷工業 古宇郡泊村大字堀株村２９番地

97 美和電気工業株式会社泊営業所 古宇郡泊村大字堀株村字ヘロカルウス789

98 株式会社森重機工業 岩内郡共和町前田４９番地

99 株式会社やまえ獅童工業 岩内郡岩内町字野束163番地1

100 有限会社　山崎造花店 岩内郡岩内町字大浜１４番地５

101 株式会社山鐡工業 岩内郡岩内町字東山１２番地の１

102 株式会社山二工業 古宇郡泊村大字茅沼村字南坂ノ上５番地６

103 株式会社吉本組 岩内郡岩内町字大浜８９番地の６

104 四辻自動車工業株式会社 岩内郡共和町梨野舞納１３番地１

105 有限会社レストプラザ松尾 岩内郡岩内町字栄１７９番地の２


