
番号 事業所名 事業所住所
1 青木あすなろ・東武・生駒・菅原特定建設工事共同企業体 山越郡長万部町字栗岡２０－１

2 有限会社足立電気自動車工業所 二海郡八雲町内浦町１３５番

3 安藤ハザマＪＶ　上ノ湯トンネル　作業所 二海郡八雲町野田生２８４－１

4 有限会社石垣自動車商会 山越郡長万部町字大浜７２番地１

5 株式会社イチヤママル長谷川水産 二海郡八雲町落部５７４番

6 一般財団法人　北海道電気保安協会　八雲事業所 二海郡八雲町元町５６番地１

7 有限会社井下兄弟自動車 山越郡長万部町字平里１３番地２

8 株式会社岩越電機 二海郡八雲町三杉町13番地10

9 インターファーム株式会社道南事業所 二海郡八雲町立岩５４番地１

10 株式会社上杉建設 二海郡八雲町熊石平町324番地の217

11 エア・ウオーターライフソリューション株式会社八雲営業所 二海郡八雲町立岩５５番地２１

12 株式会社江差モーター商会 二海郡八雲町内浦町２３７番地１１

13 有限会社エス・デーケー佐藤動力機械 二海郡八雲町立岩９４番地の１

14 株式会社エネック 二海郡八雲町東雲町１６番２１

15 エム・エス・ケー農業機械株式会社 二海郡八雲町立岩５４－１

16 ＭＳ北海道株式会社　八雲支店 二海郡八雲町東雲町１１５－６

17 株式会社大岩工業 二海郡八雲町内浦町２３４番地７

18 株式会社大林組　立岩トンネルＪＶ工事事務所 二海郡八雲町立岩５８番地３

19 奥村・竹中土木・山田・近藤特定建設工事共同企業体立岩トンネル 山越郡長万部町字豊津90

20 小澤電設工事株式会社 二海郡八雲町末広町８３番

21 渡島森林管理署 二海郡八雲町出雲町１３番地４

22 長万部温泉利用協同組合 山越郡長万部町字長万部36番地２

23 長万部町教育委員会 山越郡長万部町字長万部453番地１

24 長万部漁業協同組合 山越郡長万部町字長万部１５９番地の１０

25 長万部町消防署 山越郡長万部町字長万部４５０番地２１

26 長万部町役場 山越郡長万部町字長万部４５３番地１

27 有限会社長万部板金車輌センター 山越郡長万部町字旭浜６番地

28 株式会社長万部北勝水産 山越郡長万部町字静狩３番地１

29 有限会社長万部モータース 山越郡長万部町字旭浜８４番地４

30 落部漁業協同組合 二海郡八雲町落部５２９番

31 株式会社温泉ホテル八雲遊楽亭 二海郡八雲町浜松１５２番

32 介護老人保健施設コミュニティホーム八雲 二海郡八雲町栄町１３番地１

33 海道建設株式会社内浦トンネル作業所 山越郡長万部町字旭浜87番２

34 有限会社加藤商事 二海郡八雲町立岩２１番

35 有限会社かにめし本舗かなや 山越郡長万部町字長万部４０番地２

36 株式会社河井工業 二海郡八雲町野田生１８１番

37 川元建設株式会社　立岩トンネル作業所 二海郡八雲町出雲町60番12号

38 川元建設株式会社　二股トンネル作業所 二海郡八雲町落部646

39 北里大学獣医学部付属フィールドサイエンスセンター八雲牧場 二海郡八雲町上八雲７５１番

40 株式会社久次米清掃 二海郡八雲町富士見町164番

41 国の子保育園 二海郡八雲町立岩９０番

42 株式会社黒島建設 二海郡八雲町山越１１５番地４

＜八雲警察署＞



43 航空自衛隊八雲分屯基地 二海郡八雲町緑町３４番

44 弘産工業株式会社 二海郡八雲町花浦259-6

45 株式会社近藤組 二海郡八雲町落部２０番

46 株式会社佐々木配管 山越郡長万部町字長万部２３４番地

47 笹島建設株式会社国縫トンネル作業所 山越郡長万部町大浜74-3

48 株式会社佐藤エネルギー八雲営業所 二海郡八雲町東雲町70番地

49 ＪＲ北海道　長万部駅 山越郡長万部町４６４－１

50 株式会社城北工業 二海郡八雲町富士見町133番地５

51 新函館農業協同組合八雲支店 二海郡八雲町末広町１６１番

52 株式会社神馬組 二海郡八雲町落部２０１番

53 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部八雲センター 二海郡八雲町内浦町２４０－１５

54 有限会社瀬下工業 二海郡八雲町落部３００番

55 総合サービス有限会社 二海郡八雲町内浦町２３１番地７

56 有限会社第一清掃 二海郡八雲町末広町１１３番地２

57 有限会社大栄自動車工業 二海郡八雲町東雲町２１番

58 株式会社 森石油 山越郡長万部町字長万部１４７番地

59 竹林木材工業株式会社 山越郡長万部町字長万部７２番地１４

60 館脇電気工業株式会社 二海郡八雲町東雲町９番地50

61 株式会社田中組 二海郡八雲町黒岩２３０番

62 有限会社玉山弘業 二海郡八雲町野田生２７３番

63 ツバメ工業株式会社 二海郡八雲町本町２２０番地２

64 帝都建設株式会社 山越郡長万部町字国縫１５４番地

65 北海道旅客鉄道株式会社函館支社函館保線所長万部保線管理室 山越郡長万部町字長万部鉄道用地

66 東陽建設株式会社 二海郡八雲町栄町１３番地

67 有限会社　東和 二海郡八雲町落部15番地の１

68 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構北海道新幹線建設局 二海郡八雲町本町１５０番地１

69 戸田伊藤新太平洋北海道軌道施設共同企業体立岩ﾄﾝﾈﾙ作業所 二海郡八雲町立岩４８－４

70 戸田・りんかい日産・田中・鈴木東建特定建設工事共同企業体 二海郡八雲町落部646番地

71 トヨタカローラ函館株式会社八雲営業所 二海郡八雲町熱田４４番地

72 有限会社中沢建設 二海郡八雲町東町２２３番地３６

73 日本フードパッカー株式会社道南工場 二海郡八雲町立岩356番地

74 日本郵便株式会社　長万部郵便局 山越郡長万部町字長万部４５２番地２４

75 日本郵便株式会社　熊石郵便局 二海郡八雲町熊石根崎町58番地

76 日本郵便株式会社　八雲郵便局 二海郡八雲町本町265番地１

77 ニレ運輸株式会社 二海郡八雲町立岩５４番地

78 株式会社ネクスコ・メンテナンス北海道　八雲事業所 二海郡八雲町立岩３７１－４

79 ネッツトヨタ函館株式会社　八雲店 二海郡八雲町東雲町１７番地２４

80 株式会社野方組 二海郡八雲町東雲町１３番

81 野田生こばと保育園 二海郡八雲町野田生１６０番地１１

82 函館開発建設部　八雲道路事務所 二海郡八雲町東雲町２３番地

83 函館カトリック学園長万部マリア幼稚園 山越郡長万部町字富野１０２番地４７

84 函館中央三菱自動車販売株式会社　八雲店 二海郡八雲町東雲町１０６番地の１

85 函館トヨタ自動車株式会社八雲店 二海郡八雲町東雲町２４番地２７

86 函館トヨペット株式会社八雲店 二海郡八雲町本町１５２番地



87 函館日産自動車株式会社八雲店 二海郡八雲町熱田４４番地９

88 有限会社　BABANEN 二海郡八雲町相生町65

89 株式会社馬場商店 二海郡八雲町本町１６１番

90 有限会社ひらた 二海郡八雲町鉛川６２２番

91 ﾌｼﾞﾀ･株木･石山･砂子　北海道新幹線野田追トンネル（北）
他特定建設工事共同企業体野田追北ﾄﾝﾈル作業所

二海郡八雲町栄町７４番地１

92 株式会社藤田組 山越郡長万部町字旭浜160番地の10

93 株式会社不動テトラ　国縫作業所 山越郡長万部町字長万部74番地３

94 ベストフーヅ株式会社 二海郡八雲町東野２２６番

95 株式会社ほくやく八雲支店 二海郡八雲町東雲町３０番２７

96 株式会社星五産業 二海郡八雲町花浦８７番地１

97 北海建業株式会社 二海郡八雲町本町１３２番

98 北海道渡島総合振興局函館建設管理部八雲出張所 二海郡八雲町立岩８３番地１

99 北海道オリオン株式会社八雲営業所 二海郡八雲町内浦町234番地10

100 北海道警察函館方面本部交通課高速道路交通警察隊 二海郡八雲町立岩371番地4

101 北海道警察函館方面八雲警察署 二海郡八雲町富士見町１１３番地

102 北海道新幹線磐石出張所 二海郡八雲町相生町95－１

103 北海道新幹線野田追トンネル(南)他特定建設工事共同企業体 二海郡八雲町東町287-1

104 北海道電力ネットワーク株式会社　八雲ネットワークセンター 二海郡八雲町富士見町１０３番地の２

105 北海道電力ネットワーク株式会社八雲ネットワークセンター 二海郡八雲町東町２２０番地

106 北海道農業共済組合　長万部家畜診療所 山越郡長万部町字長万部354-1

107 北海道ベンディング株式会社八雲事業所 二海郡八雲町字立岩55番地12

108 北海道旅客鉄道株式会社函館電気所長万部派出所 山越郡長万部町字長万部鉄道用地

109 北海道旅客鉄道株式会社函館保線所八雲保線管理室 二海郡八雲町相生町８３－３

110 有限会社　ボディーショップいのした 山越郡長万部町字栗岡１９番地の８

111 有限会社ボデーショップ八雲 二海郡八雲町東雲町１１５番地

112 前田西武協成北英特定建設工事共同企業体内浦ﾄﾝﾈﾙ作業所 山越郡長万部町字旭浜８４－１

113 株式会社　マタツ水産 山越郡長万部町字国縫165番地51

114 丸磯建設株式会社渡島トンネル(上ノ湯)他作業所 二海郡八雲町上の湯地先　株式会社安藤ハザマJV所内

115 株式会社マルサ笹谷商店八雲工場 二海郡八雲町花浦24番地１

116 有限会社　丸富 二海郡八雲町住初町１４番

117 有限会社マルヤス安藤水産 二海郡八雲町山越７番

118 三井住友建設株式会社八雲作業所 二海郡八雲町立岩３５６番地１

119 三井住友・村本・中塚共同企業体祭礼トンネル作業所 二海郡八雲町野田生１７８番地

120 みなみ北海道農業共済組合道南支所道南東部事業所 二海郡八雲町三杉町２５番地１６

121 株式会社森興業 山越郡長万部町字長万部４０２番地

122 有限会社　八雲サルベージ 二海郡八雲町字立岩71番地48

123 八雲産業株式会社八雲事業所 二海郡八雲町宮園町１２０番地１

124 八雲自動車学校 二海郡八雲町内浦町２０８番

125 株式会社八雲製材所 二海郡八雲町相生町９５番

126 八雲石油株式会社 二海郡八雲町東雲町１０１番

127 八雲総合病院 二海郡八雲町東雲町５０番地

128 八雲町教育委員会 二海郡八雲町末広町１５４番

129 八雲町漁業協同組合 二海郡八雲町内浦町１５５番地３

130 八雲町熊石国民健康保険病院 二海郡八雲町熊石雲石町４９４番地の１



131 八雲町熊石消防署 二海郡八雲町熊石雲石町１５５番地２

132 八雲町熊石総合支所 二海郡八雲町熊石根崎町１１６番地

133 八雲町社会福祉協議会 二海郡八雲町栄町１３番地１

134 八雲町消防本部 二海郡八雲町内浦町１９１番地１

135 八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ 二海郡八雲町栄町１３番地１

136 八雲町役場 二海郡八雲町住初町１３８番地

137 株式会社安田塗装店 二海郡八雲町富士見町１２６番地４０

138 山越郡森林組合 二海郡八雲町栄町９４番２

139 山崎電気商会　株式会社 山越郡長万部町字長万部134番地

140 株式会社山本組 山越郡長万部町字長万部１８２番地

141 雪印種苗株式会社道央営業部八雲事業所 二海郡八雲町相生町100番地３

142 吉岡建設株式会社 山越郡長万部町新開町434番地29

143 株式会社吉川建設 二海郡八雲町落部６４０番地２

144 吉田直土木株式会社立岩工事事務所 二海郡八雲町相生町95番地１

145 吉田西豊建設株式会社　八雲出張所 二海郡八雲町相生町95番地１


