
番号 事業所名 事業所住所
1 旭技建株式会社 伊達市松ケ枝町４３番地１５

2 浅水建設株式会社 伊達市鹿島町４８番地１

3 阿部電気工事株式会社 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉124番地

4 石田組土建株式会社 伊達市向有珠町４５番地１

5 株式会社ヰセキ北海道伊達営業所 伊達市弄月町５９番地９

6 胆振西部森林組合 伊達市網代町10番地３

7 胆振総合振興局胆振農業改良普及センター 伊達市末永町１４７番地

8 医療法人交雄会そうべつ温泉病院 有珠郡壮瞥町字南久保内１４６番地１２

9 医療法人社団いぶり腎泌尿器科クリニック 伊達市梅本町２番地１５

10 医療法人社団洞仁会洞爺温泉病院 虻田郡洞爺湖町洞爺町５４番地４１

11 医療法人社団倭会三恵病院 有珠郡壮瞥町字仲洞爺６９番地

12 医療法人社団倭会ミネルバ病院 伊達市松ヶ枝町２４５番地１

13 株式会社ウロコ 伊達市松ヶ枝町４０番地

14 エア・ウォーターライフソリューション㈱日胆支店室蘭営業所 伊達市弄月町２３９番地の１１

15 ＥＮＥＯＳグローブエナジー㈱北日本支社北海道支店道南営業所 虻田郡洞爺湖町本町３番地３２

16 株式会社エネサンス北海道伊達ガスショップ 伊達市錦町１５番地１

17 株式会社大西産業観光ホテルグランドトーヤ 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４４番地

18 株式会社大矢 伊達市山下町７９番地１

19 株式会社小川商店 虻田郡洞爺湖町入江８９番地の５

20 小川トレーディング株式会社 伊達市北黄金町１９－１

21 介護老人保健施設プライムヘルシータウン湘南 伊達市松ケ枝町１５７番地１１０

22 学校法人おおぞら学園とうやこ幼稚園 虻田郡洞爺湖町高砂町１２７番地９

23 学校法人伊達育英学園 伊達市鹿島町１６番地ＭＳビル１階

24 学校法人伊達キリスト教会学園伊達幼稚園 伊達市元町３１番地

25 株式会社勝田組 伊達市舟岡町１８２番地

26 観光舘 伊達市有珠町３３番地

27 株式会社ギケン 伊達市長和町３９９番地１

28 きたえるーむ伊達 伊達市末永町58番57号

29 北島建設株式会社 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１７５番地１

30 北日本燃料株式会社室蘭営業所 伊達市舟岡町２１４番地３

31 株式会社木村建設 伊達市錦町９番地

32 クボタ設備工業株式会社 伊達市山下町１６０番地１４

33 株式会社栗本 伊達市大町１１番地

34 合同会社農場たつかーむ 有珠郡壮瞥町字立香９２番地１２

35 小坂建設株式会社 虻田郡豊浦町字浜町４８番地１６

36 株式会社小杉築炉 伊達市松ヶ枝町６１－９

37 株式会社　小松組 虻田郡洞爺湖町入江１６７番地１７８

38 小松建設株式会社 伊達市錦町１０５番地

39 小師馬商株式会社 伊達市大滝区円山町455番地1

40 有限会社今藤自動車整備工場 伊達市山下町１４７番地

41 株式会社サクマ 伊達市舟岡町１８８番地1

42 札幌トヨタ自動車株式会社伊達店 伊達市梅本町３８番地１

＜伊達警察署＞



43 札幌トヨペット㈱伊達店 伊達市末永町３３番地５

44 札幌日産自動車株式会社伊達店 伊達市弄月町２３９番地の５

45 株式会社佐藤商會 伊達市萩原町１３２番地

46 株式会社山樹園 伊達市北稀府町８６番地１９

47 株式会社シーズ電気 伊達市松ヶ枝町61番地11

48 有限会社柴田モータース 伊達市梅本町５５番地５

49 社会医療法人慈恵会聖ケ丘病院 伊達市舟岡町２１４番地２２

50 社会福祉法人　あぶた福祉会　清水友愛の里 虻田郡洞爺湖町清水１４２番地３

51 社会福祉法人大滝福祉会北湯沢温泉ケアハウスクアリゾート４５３ 伊達市大滝区優徳町88番地３

52 社会福祉法人幸清会特別養護老人ホーム幸豊園 虻田郡豊浦町字大岸１５１番地２

53 社会福祉法人伊達コスモス２１ 伊達市松ケ枝町５９番地４

54 社会福祉法人伊達市社会福祉協議会 伊達市鹿島町２０番地１

55 社会福祉法人洞爺湖町社会福祉協議会 虻田郡洞爺湖町栄町63番地１

56 社会福祉法人豊浦豊和会やまと郭公の里 虻田郡豊浦町字大和83－10

57 社会福祉法人豊浦豊和会障害者支援施設豊浦やまと光星園 虻田郡豊浦町字大和151番地２

58 社会福祉法人豊浦豊和会ワークランドかっこう 虻田郡豊浦町字大和138番地１

59 社会福祉法人ビバランド　優徳荘 伊達市大滝区優徳町１３番地４

60 社会福祉法人ビバランド大滝学園 伊達市大滝区円山町355番地

61 社会福祉法人北海道社会事業協会洞爺病院 虻田郡洞爺湖町高砂町１２６番地

62 社会福祉法人北海道伊達博光会喜楽園 伊達市向有珠町１６０番地７

63 社会福祉法人陵雲厚生会サポートセンターひまわり 伊達市松ケ枝町１５４番地３０

64 株式会社寿浅 伊達市山下町１６１番地

65 株式会社新勝工業 伊達市舟岡町１３０番地２

66 新和電気工事株式会社 伊達市弄月町２４０番地１５

67 水ingＡＭ株式会社虻田管理事務所 虻田郡洞爺湖町入江159番地

68 水ingＡＭ株式会社大滝駐在 伊達市大滝区昭園町125番地26　大滝下水道管理センター内

69 水ingＡＭ株式会社　伊達管理事務所 伊達市長和町４８番地２　伊達終末処理場内

70 水ingＡＭ株式会社伊達浄水駐在 伊達市北黄金町４９番地９４１　北黄金浄水場内

71 株式会社須貝エンジニアリング 伊達市長和町１６３番地

72 株式会社菅建設 伊達市舟岡町304－7

73 須藤建設株式会社 伊達市松ケ枝町６５番地８

74 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部伊達センター 伊達市長和町279-3

75 静輪自動車興業株式会社 伊達市松ケ枝町５８番地９６

76 壮建興業株式会社 有珠郡壮瞥町字滝之町４２３番地２６

77 総合病院伊達赤十字病院 伊達市末永町８１番地

78 壮瞥町役場 有珠郡壮瞥町字滝之町２８７番地７

79 有限会社ダイニ産業観光 伊達市南黄金町４８番地４７

80 太平ビルサービス株式会社 伊達市大滝区北湯沢温泉町300番地２

81 髙清水建設株式会社 虻田郡洞爺湖町入江１６２番地３

82 株式会社高橋建設 虻田郡洞爺湖町洞爺町３７番地

83 有限会社高橋石油 虻田郡洞爺湖町高砂町６番地

84 株式会社ダスキン洞爺伊達支店 伊達市松ヶ枝町５８番地６

85 株式会社伊達温泉 伊達市館山下町２２３番地

86 有限会社　伊達クリーニング 伊達市鹿島町５８番地９



87 伊達砕石株式会社 伊達市若生町６６番地２

88 伊達市大滝総合支所 伊達市大滝区本町８５番地

89 伊達自動車学校 伊達市館山町３７番地８

90 伊達市農業協同組合 伊達市末永町７４番地

91 伊達市役所 伊達市鹿島町２０番地１

92 株式会社伊達浄化センター 伊達市元町４４番地

93 伊達信用金庫 伊達市梅本町３９番地３０

94 だて地域生活支援センター 伊達市舟岡町１３４－１５

95 株式会社ダテックス 伊達市竹原町７４番地３

96 株式会社伊達燃料 伊達市元町49番地

97 株式会社伊達ハイヤー 伊達市舘山町10

98 有限会社伊達松盛園 伊達市上長和町１９８番地８

99 有限会社田渕自動車興業 有珠郡壮瞥町字滝之町４１７番地

100 有限会社忠岡田青果 伊達市弄月町５９番地１４

101 株式会社塚田組 伊達市大滝区本町５１番地３

102 伝建設株式会社 虻田郡洞爺湖町洞爺町４１４番地

103 株式会社出田建設 有珠郡壮瞥町字久保内４７番地

104 道建コンサルタント株式会社 伊達市梅本町４番地６５

105 道南環境保全株式会社 伊達市末永町５８番地３

106 有限会社洞爺運輸 虻田郡洞爺湖町大原221番4号

107 洞爺観光ホテル 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉３３番地

108 洞爺湖汽船株式会社 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉２９番地

109 洞爺湖町役場 虻田郡洞爺湖町栄町５８番地

110 洞爺湖町役場洞爺総合支所 虻田郡洞爺湖町洞爺町１３２番地

111 とうや湖農業協同組合虻田支所 虻田郡洞爺湖町旭町３０番地３

112 とうや湖農業協同組合成香やさいセンター 虻田郡洞爺湖町成香１９７番地７

113 とうや湖農業協同組合壮瞥支所 有珠郡壮瞥町字滝之町４２０番地３

114 とうや湖農業協同組合本所 虻田郡洞爺湖町香川５５番地７

115 洞爺湖畔亭 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉７番地８

116 洞爺湖万世閣　ホテルレイクサイドテラス 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉２１番地

117 道路工業(株)豊浦工事事務所 虻田郡豊浦町字浜町７２番地４

118 有限会社東和建設 伊達市南稀府町７６番地６

119 株式会社トーチク 伊達市旭町44番地2

120 時田自工株式会社 伊達市梅本町４番地２４

121 特定非営利活動法人伊達市手をつなぐ育成会 伊達市元町５４番地１

122 特定非営利法人サポートセンターたつかーむ 有珠郡壮瞥町字立香92－9

123 特別養護老人ホーム幸豊の杜成香2021 虻田郡洞爺湖町成香109番地18

124 豊浦町役場 虻田郡豊浦町字船見町１０番地

125 トヨタカローラ苫小牧株式会社伊達店 伊達市長和町４３１番地１

126 株式会社永井組 伊達市山下町１７８番地

127 株式会社中山工務店 有珠郡壮瞥町字滝之町２８６番地２２

128 株式会社ナガワ伊達営業所 伊達市松ケ枝町３０番地１０

129 西胆振行政事務組合伊達消防署 伊達市松ヶ枝町１３番地１

130 西胆振行政事務組合伊達消防署壮瞥支署 有珠郡壮瞥町字滝之町３８４番地１



131 西胆振行政事務組合伊達消防署洞爺湖支署 虻田郡洞爺湖町栄町５８番地

132 西胆振行政事務組合伊達消防署豊浦支署 虻田郡豊浦町字旭町４４番地６９

133 日鉄鉱道南興発株式会社 虻田郡洞爺湖町入江６４番地３

134 株式会社ニヘイ伊達支店 伊達市松ヶ枝町９番地９１

135 日本郵便株式会社虻田郵便局 虻田郡洞爺湖町本町３３番地１

136 日本郵便株式会社壮瞥郵便局 有珠郡壮瞥町字滝之町４１６番地２８

137 日本郵便株式会社伊達郵便局 伊達市鹿島町２９番地３

138 日本郵便株式会社洞爺郵便局 虻田郡洞爺湖町洞爺町４４番地２

139 日本郵便株式会社豊浦郵便局 虻田郡豊浦町字幸町６５番地

140 株式会社畑商会 伊達市松ケ枝町５８番地

141 株式会社早坂商会 伊達市松ヶ枝町６５番地７

142 株式会社東浜コンクリート工業所 伊達市長和町１９７番地６

143 株式会社日野電気工事 虻田郡豊浦町字高岡１６番地

144 平口建設株式会社 伊達市山下町２７５番地

145 不二工営株式会社 伊達市山下町２２１番地

146 プライフーズ㈱黄金農場 伊達市北黄金町123－30

147 プライフーズ㈱北海道伊達工場 伊達市北黄金町１２３番地３０

148 プライフーズ㈱稀府種鶏場 伊達市南稀府町320番地15

149 ふる里の丘居宅介護支援事業所 虻田郡洞爺湖町清水２１－９８

150 ふる里の丘総合福祉館 虻田郡洞爺湖町清水４３４番地

151 豊浦建設工業株式会社 虻田郡豊浦町字旭町２６番地１

152 株式会社ホクイー 伊達市館山下町１番地

153 北進興業株式会社 伊達市山下町１４７番地９７

154 北振工業株式会社 虻田郡豊浦町字旭町４８番地１３

155 有限会社北成興業 伊達市長和町３７０－１

156 株式会社牧家 伊達市乾町２０１番地２９２

157 北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部洞爺出張所 虻田郡洞爺湖町高砂町９０番地２

158 北海道エネルギー株式会社道南支店伊達営業所 伊達市舟岡町１８２番地１

159 ㈱北海道銀行伊達支店 伊達市鹿島町１３番地３

160 株式会社北海道クボタ伊達営業所 伊達市弄月町２０番地７

161 ㈱北海道グリーンパートナー豊浦工場 虻田郡豊浦町字東雲町９７－３

162 北海道警察札幌方面伊達警察署 伊達市館山町１０番地２２

163 北海道社会福祉事業団太陽の園 伊達市幌美内町３６番地５８

164 北海道電力㈱伊達発電所 伊達市長和町１６３番地１

165 北海道糖業株式会社道南製糖所 伊達市館山下町１番地

166 北海道農業共済組合みなみ統括センターいぶり支所西部出張所 伊達市舟岡町３０４番地１０

167 北海道パワーエンジニアリング株式会社伊達支店 伊達市長和町１６９番地１

168 北海道旅客鉄道株式会社室蘭保線所伊達紋別保線管理室 伊達市山下町無番地

169 株式会社北海ホテル 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４７番地

170 北紘建設株式会社 伊達市元町７１番地２１

171 株式会社堀口電気商会 有珠郡壮瞥町字滝之町２５０番地

172 株式会社松浦組 伊達市山下町１４７番地

173 株式会社丸岩伊達木工場 伊達市網代町７６番地

174 有限会社マルタカ高橋組 伊達市南稀府町８番地



175 丸福建設株式会社 伊達市大滝区優徳町６４番地１５

176 有限会社三葉舗装工業所 虻田郡洞爺湖町入江６４番地７７

177 三好電気工事株式会社 伊達市松ケ枝町６５番地６

178 室蘭ダイヤモータース（株）伊達店 伊達市長和町４１８番地２

179 望月電設工業株式会社 伊達市末永町６２番地１６

180 山本産業株式会社 伊達市長和町１５７番地

181 ヤンマーアグリジャパン株式会社洞爺湖支店 虻田郡洞爺湖町花和１７０－１

182 ユーラス伊達北黄金ウインドファーム建設工事 伊達市北黄金町49番地194

183 横山重機建設株式会社 伊達市大滝区優徳町１１７番地２

184 有限会社　吉田左官工業所 伊達市大町２０番地

185 株式会社レイクヴィラファーム 虻田郡洞爺湖町成香３０８

186 株式会社ローヤル 伊達市末永町３３番地の３

187 株式会社和歌 伊達市梅本町３８番地

188 株式会社　ワタキュークリーン 伊達市松ヶ枝町５８番地１０１


