
番号 事業所名 事業所住所
1 會澤高圧コンクリート株式会社 日高郡新ひだか町静内中野町１丁目１３番８号

2 アサヒコンサルタント株式会社 新冠郡新冠町字本町３６－１

3 池内ベニヤ株式会社 日高郡新ひだか町静内木場町１丁目１番２２号

4 株式会社石井組 日高郡新ひだか町静内御幸町２丁目３番２０号

5 株式会社ヰセキ北海道静内営業所 日高郡新ひだか町静内古川町２丁目３－７

6 一般財団法人静内地区交通安全協会静内総合自動車学校 日高郡新ひだか町静内木場町２丁目３番５０号

7 株式会社伊藤組 日高郡新ひだか町静内旭町１丁目２番１号

8 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社 日高郡新ひだか町静内木場町２丁目７番24号

9 有限会社伊藤配管設備 日高郡新ひだか町静内神森290－2

10 医療法人社団静和会石井病院 日高郡新ひだか町静内高砂町３丁目3番１号

11 医療法人徳州会日高徳州会病院 日高郡新ひだか町静内こうせい町１丁目１０番２７号

12 植村電機工業株式会社 日高郡新ひだか町静内末広町１丁目１番１４号

13 エア・ウォーター北海道㈱静内出張所 日高郡新ひだか町静内神森１５３番地

14 ㈱エイチツーオー北海道 日高郡新ひだか町三石東蓬菜11番地の4

15 株式会社大川建設 日高郡新ひだか町静内田原１０１１番地

16 有限会社大澤漁業部 日高郡新ひだか町静内春立１２２番地

17 有限会社オクダ 日高郡新ひだか町静内末広町１丁目１番17号

18 株式会社海馬澤組工業 日高郡新ひだか町静内中野町４丁目63番地10

19 株式会社梶浦組 新冠郡新冠町字東町１６－９

20 賀集産業株式会社 日高郡新ひだか町静内海岸町１丁目３番１６号

21 学校法人愛静学園静内幼稚園 日高郡新ひだか町静内山手町２丁目７番１号

22 学校法人マーガレット学園 日高郡新ひだか町静内御幸町６丁目２番２６号

23 株式会社加渡土建 日高郡新ひだか町三石旭町１９－７

24 株式会社カナモト静内営業所 日高郡新ひだか町静内中野町３丁目５０番地１

25 有限会社金平組 新冠郡新冠町字節婦町２３１番地

26 株式会社環境整備公社 日高郡新ひだか町静内末広町２丁目６番４号

27 株式会社冠建 新冠郡新冠町字高江４６３番地

28 ㈱共立メンテナンス札幌支店新ひだか営業所 日高郡新ひだか町静内御幸町2丁目1－40

29 株式会社久保田組 新冠郡新冠町字北星町５番地の９

30 栗山建設株式会社 新冠郡新冠町字北星町５番地の４

31 ケイセイマサキ建設株式会社 新冠郡新冠町字大狩部98番地1

32 有限会社コスモヴュ－ファーム 新冠郡新冠町字西泊津197番地1

33 酒井建設株式会社 日高郡新ひだか町三石東蓬莱１０番地の５

34 有限会社さくら 日高郡新ひだか町静内柏台２３番１０号

35 さくら佐藤建設株式会社 新冠郡新冠町字中央町１７番地の９

36 札幌日産自動車株式会社静内店 日高郡新ひだか町静内末広町２丁目１－２３

37 澤谷自動車工業株式会社 日高郡新ひだか町三石本町１４１番地

38 株式会社産建 日高郡新ひだか町三石東蓬莱１２番地の１

39 株式会社志賀建設 日高郡新ひだか町静内山手町５丁目１２－１０

40 株式会社静内生コン 日高郡新ひだか町静内田原９０５

41 しずない農業協同組合 日高郡新ひだか町静内本町４丁目１番６号

42 株式会社シティック 日高郡新ひだか町静内古川町２丁目１番８号

＜静内警察署＞



43 社会福祉法人静内ペテカリ 日高郡新ひだか町静内目名４２６番地の１

44 社会福祉法人静内ペテカリ静内桜風園 日高郡新ひだか町静内田原６１２番地１

45 社会福祉法人新冠町社会福祉協議会 新冠郡新冠町字本町４２番地の２

46 社会福祉法人新冠ほくと園 新冠郡新冠町字節婦町１０４番地

47 株式会社新興電気静内支店 日高郡新ひだか町静内神森１２番６号

48 新ひだか町社会福祉協議会 日高郡新ひだか町静内青柳町２丁目３番１号

49 新ひだか町役場静内庁舎 日高郡新ひだか町静内御幸町３丁目２番５０号

50 新ひだか町役場三石庁舎 日高郡新ひだか町三石本町２１２番地

51 新和測量株式会社 日高郡新ひだか町静内御幸町６丁目３番６６号

52 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部日高センター 新冠郡新冠町字西泊津６番地の３

53 第一岸本臨床検査センター静内 日高郡新ひだか町静内旭町２－８８－３

54 有限会社太盛　太盛トレーニングセンター 新冠郡新冠町字節婦町71番地の4

55 株式会社武岡商店 日高郡新ひだか町静内吉野町１丁目１番４１号

56 田湯タナカ建設株式会社 日高郡新ひだか町静内末広町３丁目４番２２号

57 株式会社つうけん道南事業部新ひだか営業所 日高郡新ひだか町三石本桐752番1

58 株式会社出口組 日高郡新ひだか町静内本町３丁目３番５号

59 東成工業有限会社 新冠郡新冠町字北星町２番地の２７

60 株式会社道南 日高郡新ひだか町静内駒場６番８号

61 独立行政法人家畜改良センター新冠牧場 日高郡新ひだか町静内御園５８７番の１

62 株式会社富岡建設 日高郡新ひだか町三石富沢１６７番地

63 有限会社（富）富永水産 日高郡新ひだか町三石本町１３６

64 株式会社長嶺設備工業 日高郡新ひだか町静内緑町１丁目２番１号

65 株式会社名須川工業 新冠郡新冠町字中央町１７－２４

66 有限会社新冠中央運輸 新冠郡新冠町字中央町５番地39

67 新冠町農業協同組合 新冠郡新冠町字本町５９番地の１

68 新冠町役場 新冠郡新冠町字北星町３番地の２

69 株式会社新冠ヒルズ 新冠郡新冠町字西泊津１６番地の３

70 ㈱錦戸電気静内支店 日高郡新ひだか町静内高砂町1－3－20

71 有限会社日勝産業サービス 新冠郡新冠町字北星町２番地の３６

72 日本郵便株式会社静内郵便局 日高郡新ひだか町静内御幸町２丁目２－２

73 有限会社橋本興業 日高郡新ひだか町三石本桐２１７番地の３

74 有限会社畠山設備 新冠郡新冠町字東町２５番地の１

75 株式会社ハタナカ昭和新冠生コン工場 新冠郡新冠町字西泊津１番地６

76 日高エア・ウォーター株式会社新ひだかサービスセンター 日高郡新ひだか町静内吉野町４丁目２番５号

77 日高軽種馬農業協同組合 日高郡新ひだか町静内神森１７５－２

78 株式会社日高食肉センター 新冠郡新冠町字西泊津77－5

79 日高農業改良普及センター 日高郡新ひだか町静内こうせい町２丁目２番１０号

80 株式会社日高設備 日高郡新ひだか町静内神森１６８番地１３

81 日高中部消防組合消防署 日高郡新ひだか町静内こうせい町２丁目１番１号

82 日高中部消防組合消防署新冠支署 新冠郡新冠町字中央町５番地の３

83 日高中部消防組合消防署三石支署 日高郡新ひだか町三石東蓬莱１０番地の１

84 日高中部森林組合 日高郡新ひだか町静内田原７１０番地の１

85 ひだかトヨタ自動車販売合同会社しずない東店 日高郡新ひだか町静内末広町２丁目１番２７号

86 日高南部森林管理署 日高郡新ひだか町静内緑町５丁目６番５号



87 日高米穀株式会社 日高郡新ひだか町静内木場町２丁目２番４１号

88 有限会社ビッグレッドファーム 新冠郡新冠町字明和120番地の４

89 株式会社不動木材店 日高郡新ひだか町静内旭町１丁目１番１５号

90 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱北海道エリア道南販売本部静内営業所 日高郡新ひだか町静内駒場７番６号

91 株式会社ブルースターズファーム 新冠郡新冠町字明和120-４

92 蓬萊商事株式会社 日高郡新ひだか町三石蓬栄１２６

93 有限会社北翔企画静内営業所 日高郡新ひだか町静内青柳町１丁目９番１号

94 ほくでんエコエナジー株式会社新ひだか管理所 日高郡新ひだか町静内こうせい町１丁目９番１９号

95 株式会社北洋銀行静内支店 日高郡新ひだか町静内御幸町１丁目１番１号

96 北海道いすゞ自動車株式会社静内支店 日高郡新ひだか町静内木場町２丁目４番２１号

97 北海道札幌方面静内警察署 日高郡新ひだか町静内古川町１丁目３番２２号

98 北海道静内農業高等学校 日高郡新ひだか町静内田原７９７番地

99 北海道電力株式会社静内水力センター 日高郡新ひだか町静内中野町１丁目10－15

100 北海道電力ネットワーク株式会社静内ネットワークセンター 日高郡新ひだか町静内中野町１丁目１０番１５号

101 北海道電力ネットワーク株式会社静内ネットワークセンター 日高郡新ひだか町静内こうせい町３丁目１番２号

102 北海道日産自動車株式会社静内営業所 日高郡新ひだか町静内末広町１丁目３番１３号

103 北海道農業共済組合みなみ統括センター日高支所日高中部家畜診療所 新冠郡新冠町字北星町８番地７１

104 北海道農業共済組合　みなみ統括センター日高支所 日高郡新ひだか町静内本町4丁目1番6号

105 北海道日高家畜保健衛生所 日高郡新ひだか町静内旭町２丁目８８－５

106 北海道ベンディング株式会社日高事業所 日高郡新ひだか町静内木場町２丁目４番２５号

107 (株)北海道ホースフィード 日高郡新ひだか町三石蓬栄１６１－１６

108 北海道マツダ販売株式会社静内店 日高郡新ひだか町静内木場町２丁目８番２５号

109 幌村建設株式会社 日高郡新ひだか町三石蓬栄１２６

110 有限会社本庄漁業部 日高郡新ひだか町静内入船町２８

111 真下建設株式会社 日高郡新ひだか町静内青柳町３丁目５番１０号

112 松尾建設株式会社 日高郡新ひだか町三石本桐１００番地

113 株式会社マルサン建設 日高郡新ひだか町静内高砂町１丁目９番２６号

114 有限会社丸正漁業 日高郡新ひだか町三石本町１３８－５

115 株式会社丸静魚菜卸売市場 日高郡新ひだか町静内ときわ町２丁目１－２０

116 株式会社マルニ中村工務店 日高郡新ひだか町三石港町１６番地

117 丸本建設工業株式会社 新冠郡新冠町字中央町５番地の５４

118 株式会社三浦興産本桐事業所 日高郡新ひだか町三石川上９４番地３

119 三石生コンクリート工業株式会社 日高郡新ひだか町三石東蓬萊１２－１

120 みついし農業協同組合 日高郡新ひだか町三石本桐２２４番地６

121 三石郵便局 日高郡新ひだか町三石本町190－1

122 山下建設株式会社 日高郡新ひだか町静内ときわ町2丁目3番11号

123 山田木材産業株式会社 日高郡新ひだか町三石歌笛１００４

124 ユニオン工業株式会社 新冠郡新冠町字中央町１７番地の１３

125 株式会社横浜 日高郡新ひだか町静内古川町１丁目２－１

126 陸上自衛隊静内駐屯地 日高郡新ひだか町静内浦和１２５番地


