
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社アート・ホームサービス 稚内市大黒１丁目６番３８号

2 株式会社相澤食料百貨店 稚内市中央３丁目５番８号

3 秋川水産株式会社 稚内市ノシャップ２丁目２番１号

4 株式会社アクティオ稚内営業所 稚内市朝日１丁目１６７１－８

5 旭川トヨタ自動車株式会社稚内店 稚内市大黒５丁目５番２６号

6 旭川トヨペット株式会社稚内店 稚内市朝日２丁目２番１号

7 旭川日産自動車株式会社稚内店 稚内市潮見２丁目５番３０号

8 株式会社阿部工務店 稚内市朝日２丁目2番19号

9 株式会社雨森組 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町９５番地３

10 石塚建設興業株式会社 稚内市潮見１丁目９番１５号

11 一般財団法人北海道電気保安協会稚内事業所 稚内市朝日１丁目２番７号

12 一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団稚内訪問看護ステーション 稚内市中央４丁目１６番２号

13 一般財団法人　稚内市スポーツ協会 稚内市富士見４丁目稚内総合体育館内

14 （有）宇田 稚内市大黒２丁目４番１７号

15 エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社　稚内営業所 稚内市潮見２丁目２番１５号

16 有限会社エイテック 宗谷郡猿払村鬼志別北町71番地

17 エスアイ工業株式会社 稚内市萩見２丁目６番１５号

18 株式会社エネサンス北海道稚内ガスショップ 稚内市中央５丁目３番１１号

19 有限会社オートショップトシ 稚内市朝日１丁目４番１１号

20 株式会社大林組道北風力総合工事事務所 稚内市大字声問村字恵北1505番地

21 大山古物商 稚内市はまなす１丁目13番２

22 株式会社おがさわら 稚内市末広４丁目１番２４号

23 小山内建設株式会社 宗谷郡猿払村鬼志別南町

24 オホーツク海陸食品株式会社 宗谷郡猿払村小石２９１番地２０９

25 オムロンフィールドエンジニアリング北海道株式会社テクノ稚内 稚内市末広５丁目５番１号国境ビル１Ｆ１０５号室

26 海王食品株式会社 宗谷郡猿払村浜猿払１０７５－４１

27 海上自衛隊稚内基地 稚内市恵比須５丁目２番１号

28 鹿島建設株式会社さらきとまない風力リプレース工事事務所 稚内市朝日５丁目３

29 株式会社カタクラフーズ 稚内市はまなす４丁目９番１２号

30 学校法人禅徳学園　稚内幼稚園 稚内市宝来２丁目８－１７

31 学校法人量徳学園稚内大谷幼稚園 稚内市中央２丁目１６番１２号

32 学校法人稚内鈴蘭学園認定こども園稚内鈴蘭幼稚園・保育園 稚内市港３丁目６－１２

33 学校法人稚内大谷学園 稚内市富岡１丁目１番１号

34 学校法人稚内鈴蘭学園富岡幼稚園 稚内市富岡４丁目１８－５

35 学校法人稚内ひかり学園 稚内市緑４丁目５番３２号

36 株式会社カナモト稚内営業所 稚内市大字声問村字サラキトオマナイ1389番地６

37 株式会社カネ武組 稚内市朝日２丁目２番１１号

38 株式会社カネニ台丸谷 稚内市末広５丁目６番１６号

39 有限会社かねよし 稚内市末広５丁目７番７号

40 香深漁業協同組合 礼文群大字香深村トンナイ５５８番地の１

41 有限会社川岸組 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ２９６番地

42 北海道川崎建機株式会社稚内支店 稚内市末広５丁目１番21号

＜稚内警察署＞



43 北宗谷農業協同組合沼川支所 稚内市大字声問村字沼川３７５７番地

44 北野建設株式会社 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ２７７番地１

45 北北海道ダイハツ販売株式会社稚内店 稚内市潮見５丁目４番４６号

46 有限会社　木村石油 稚内市大字宗谷村字富磯２５０番地

47 株式会社共成建設 稚内市栄１丁目３４番１号

48 株式会社共成レンテム稚内営業所 稚内市朝日１－４－８

49 有限会社共立建業 宗谷郡猿払村小石２９０番地１７１

50 株式会社熊谷組北海道支店勇知作業所 稚内市大字抜海村字上勇知

51 株式会社クワザワ稚内支店 稚内市朝日３丁目２１８３番１０２

52 株式会社啓電舎 稚内市中央５丁目１番１３号

53 株式会社ケイト 稚内市中央２丁目１２版３０号

54 株式会社恵菱設備 稚内市こまどり５丁目７番７号

55 有限会社小池板金 稚内市朝日５丁目２番５号

56 興栄商事株式会社 稚内市末広５丁目２番２９号

57 公益財団法人北海道農業公社稚内支所 稚内市末広４－２－３１

58 公益社団法人稚内市シルバー人材センター 稚内市大黒２丁目１０番１２号

59 航空自衛隊稚内分屯基地 稚内市恵比須５丁目２番１号

60 国土開発工業株式会社 宗谷郡猿払村字鬼志別北町６５番地

61 コスモエンジニアリング株式会社 稚内市大黒２－５－５　マキノ第２ビル

62 株式会社国境 稚内市末広４丁目４番２４号

63 株式会社コバヤシ観光 稚内市こまどり３丁目９－２

64 コマツカスタマーサポート株式会社旭川支店稚内営業所 稚内市はまなす３丁目３番１０号

65 有限会社こまどり清掃 稚内市声問１－２－１０

66 五洋建設・藤建設特定建設工事共同企業体　稚内処分場工事事務所 稚内市萩見２－６

67 株式会社桜井電業所 稚内市大黒５丁目６番１６号

68 桜井冷熱機械株式会社 稚内市大黒５丁目６番１６号

69 株式会社ササキ 稚内市末広５丁目１番２２号

70 株式会社佐藤組 稚内市朝日１丁目３番５号

71 株式会社佐藤鉄工所 稚内市中央４丁目６番１２号

72 猿払村教育委員会 宗谷郡猿払村字鬼志別西町１７２番地１

73 猿払村漁業協同組合 宗谷郡猿払村字浜鬼志別１５４１番地４

74 猿払村野球スポーツ少年団 宗谷郡猿払村鬼志別東町７番地

75 猿払村役場 宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地１

76 澤田タイヤ株式会社 稚内市はまなす３丁目３番８号

77 三建設株式会社 稚内市声問１丁目６番２７号

78 三洋建設興業株式会社 稚内市はまなす２丁目４番１３号

79 三立産業株式会社 稚内市大黒３丁目４番１７号

80 敷島機器株式会社稚内支店 稚内市末広４丁目３４番１６号

81 清水工業株式会社 宗谷郡猿払村鬼志別南町１３９番地

82 社会医療法人禎心会稚内禎心会病院 稚内市栄１丁目２４番１号

83 社会福祉法人猿払福祉会さるふつやすらぎ苑 宗谷郡猿払村鬼志別北町７０番地

84 社会福祉法人緑ヶ丘学園 稚内市声問５丁目４４番１１号

85 社会福祉法人礼文町社会福祉協議会 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ５５８－５

86 社会福祉法人　礼文福祉会 礼文郡礼文町大字香深村字カフカイ766番地の３



87 社会福祉法人稚内市社会福祉協議会 稚内市宝来２丁目２番２４号

88 社会福祉法人稚内市社会福祉事業団 稚内市富士見５丁目１１７８番地の１

89 スズキ産業資材株式会社 稚内市声問１丁目１７番２０号

90 株式会社スズケン稚内支店 稚内市港２丁目８番３６号

91 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部稚内センター 稚内市朝日６丁目１４７７番２４

92 有限会社 石油共配 稚内市新港町１番４１

93 瀬戸漁業株式会社 稚内市中央４丁目４番１０号

94 船泊漁業協同組合 礼文郡礼文町大字船泊村字ヲションナイ１５９－１０

95 株式会社総建 礼文郡礼文町大字香深村字ワウシ

96 有限会社そうせい舎 稚内市大黒５丁目１０番２３号

97 株式会社そうべい 稚内市大黒１丁目５番１６号

98 宗谷漁業協同組合 稚内市宗谷岬７番５０号

99 宗谷森林管理署 稚内市港４丁目６番６号

100 宗谷総合振興局産業振興部林務課 稚内市末広４丁目２－２７

101 宗谷総合振興局産業振興部農村振興課 稚内市末広４丁目２番２７号

102 宗谷総合振興局保健環境部 稚内市末広４丁目２－２７

103 宗谷総合振興局稚内建設管理部事業室事業課 稚内市声問３丁目２２-３

104 宗谷総合振興局稚内建設管理部礼文出張所 礼文郡礼文町大字船泊村字大備

105 宗谷測量株式会社 稚内市末広３丁目６番１７号

106 株式会社宗谷岬牧場 稚内市宗谷岬３２８

107 損害保険ジャパン株式会社稚内支社 稚内市大黒３丁目５番６号日本興亜稚内ビル

108 株式会社大光 稚内市末広５丁目１－２５

109 大信建設株式会社 稚内市はまなす４丁目２番２号

110 大進工業株式会社 宗谷郡猿払村鬼志別南町２７

111 大東食品株式会社 稚内市新港町１番１６号

112 大東石油販売株式会社 稚内市港５丁目７番４４号

113 大道綜合警備株式会社 稚内市末広３丁目１番１０

114 株式会社髙橋組 利尻郡利尻富士町鬼脇字野中８０番地

115 高道建設株式会社 礼文郡礼文町大字船泊村字ホロナイホ

116 たつみ食品株式会社 稚内市大字宗谷村字富磯

117 巽冷凍食品株式会社 宗谷郡猿払村字鬼志別西町１８６番地

118 田中家商事株式会社 利尻郡利尻富士町鴛泊字本町１１3

119 株式会社稚商 稚内市朝日２丁目５番１１号

120 チセキ石油販売株式会社 稚内市中央２丁目９番３４号

121 中央水産株式会社 稚内市末広２丁目６番２５号

122 株式会社つうけん道北事業部稚内事業所 稚内市末広５丁目２番２７号

123 ㈱つうけんアクティブ稚内事業所 稚内市末広５丁目２番２７号

124 株式会社テクノス北海道猿払事業所 宗谷郡猿払村浜鬼志別３４６７番地２排水処理施設内

125 株式会社電建 稚内市港４丁目１０番４号

126 道北土建株式会社 稚内市朝日５丁目４番１号

127 戸田建設株式会社札幌支店道北風力発電事業川南ウインドファーム 稚内市大字声問村字上声問原野７６１５番

128 株式会社富田組 稚内市末広５丁目５番６号

129 株式会社燈風の宿宗谷パレス 稚内市富士見４丁目１８３７番１

130 トヨタカローラ道北株式会社稚内店 稚内市大黒５丁目７番１０号



131 なかせき商事株式会社 稚内市中央５丁目２番３１号

132 株式会社中田組利尻本店 利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼脇１７５

133 株式会社中田組 稚内市港２丁目８番３０号

134 株式会社ながもり観光 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町９３番地

135 有限会社七尾工務店 利尻郡利尻町沓形字日出町３８番地

136 錦産業株式会社 稚内市朝日３丁目２１８５番１４

137 ニチイケアセンター若葉台 稚内市若葉台２丁目11番16号

138 ニチイケアセンター稚内 稚内市緑町５丁目４５－２

139 日栄建設株式会社 稚内市潮見２丁目４番３４号

140 日東水産株式会社 稚内市港５丁目６番２８号

141 日東水産株式会社冷凍食品工場 稚内市宝来５丁目７番２７号

142 日本郵便株式会社礼文香深郵便局 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ４０－１６

143 日本郵便株式会社利尻くつがた郵便局 利尻郡利尻町沓形字本町２９

144 日本郵便株式会社利尻おしどまり郵便局 利尻郡利尻富士町鴛泊字本町８９－７

145 日本郵便株式会社稚内郵便局 稚内市中央２－１５－１２

146 日本郵便株式会社鬼志別郵便局 宗谷郡猿払村鬼志別北町１２番地

147 ネッツトヨタ旭川株式会社わっかない店 稚内市潮見４丁目５番２６号

148 ネッツトヨタたいせつ株式会社稚内店 稚内市潮見４丁目５番３３号

149 長谷川建設株式会社 稚内市はまなす３丁目２番１５号

150 株式会社畑クリーニング店 稚内市中央１丁目２番１７号

151 有限会社抜海運送 稚内市朝日１丁目４番５号

152 株式会社輝　ハピリアあさひ 稚内市朝日４丁目２１８７番６

153 浜谷総業 稚内市はまなす５丁目１番13号

154 株式会社早坂組 稚内市大黒１丁目４番３２号

155 東宗谷農業協同組合猿払支所 宗谷郡猿払村鬼志別西町５１番地

156 日立建機日本株式会社稚内営業所 稚内市はまなす５丁目６－１３

157 株式会社フェニックスコーポレーション 稚内市港１丁目２番３号

158 株式会社福永産業 宗谷郡猿払村字豊里３１８６番地３

159 株式会社藤井組 利尻郡利尻町仙法志字神磯５７番地

160 藤建設株式会社 稚内市港５丁目５番１５号

161 藤建設株式会社礼文支店 礼文郡礼文町香深ヘウケトンナイ

162 藤コンクリート株式会社 稚内市末広３丁目８番３３号

163 藤コンクリート株式会社礼文工場 礼文郡礼文町大字香深村字香深井

164 藤石油株式会社 稚内市萩見２丁目１５番８号

165 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社稚内営業所 稚内市末広５丁目５番１号国境ビル１F

166 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社　稚内営業所 稚内市末広３－４－７

167 株式会社平成建商 稚内市声問１－６－３

168 有限会社ホクエイ 宗谷郡猿払村猿払１２７番地２０

169 北王水産株式会社 稚内市新港町１番地７

170 北辰建設コンサルタント株式会社 稚内市末広５丁目１番８号

171 北新道路株式会社 稚内市港２丁目８番３０号

172 株式会社ホクタン 稚内市緑１丁目１番５号

173 有限会社北斗警備 稚内市はまなす５丁目６番１５号

174 北都道路株式会社 稚内市潮見４丁目１番１８号



175 北燃商事株式会社稚内営業所 稚内市港５丁目７３番２号

176 北武建設株式会社 稚内市萩見２丁目１３番１５号

177 株式会社ほくやく稚内支店 稚内市末広２丁目８番１８号

178 株式会社北緑芝建 稚内市富岡５丁目３番１０号

179 ホクレン農業協同組合連合会稚内支所 稚内市末広４丁目２番３１号

180 株式会社ホクレン油機サービス稚内営業所 稚内市声問４丁目２６番１２号

181 保険サービス株式会社 稚内市栄５丁目８－１３

182 北海自工株式会社 稚内市末広４丁目４番２１号

183 北海電気工事株式会社稚内営業所 稚内市末広４丁目４番８号

184 北海道エアポート株式会社稚内空港事業所 稚内市声問村声問6744番地

185 北海道エネルギー株式会社道北支店稚内営業所 稚内市潮見１丁目７番２８号

186 株式会社北海道きょうりん 稚内市末広２丁目６番５号

187 北海道漁業協同組合連合会稚内支店 稚内市中央４丁目１８－１

188 株式会社北海道銀行稚内支店 稚内市中央３丁目１１番１０号

189 北海道警察旭川方面稚内警察署 稚内市大黒１丁目６番４８号

190 北海道コカ・コーラボトリング株式会社稚内事業所 稚内市潮見２丁目５番３０号

191 北海道宗谷総合振興局稚内建設管理部利尻出張所 利尻郡利尻町沓形字泉町６８

192 北海道電力ネットワーク株式会社稚内ネットワークセンター 稚内市港３丁目１番１３号

193 北海道ベンディング株式会社 稚内市潮見２丁目５番30号

194 北海道北部風力送電株式会社 稚内市末広５丁目５番１号

195 北海道マツダ販売株式会社稚内店 稚内市大黒５丁目５－２４

196 北海道リゾート開発株式会社ノースバレーカントリークラブ 稚内市朝日４丁目２１８７番地１

197 北海道立総合研究機構水産研究本部稚内水産試験場 稚内市末広４丁目５番15号

198 北海道旅客鉄道株式会社名寄保線所稚内保線管理室 稚内市緑1丁目３番５号

199 有限会社ホテルあや瀬 利尻郡利尻富士町鴛泊栄町１２２番地

200 株式会社ホテル宗谷 稚内市大黒２丁目１番１号

201 ホテル利尻 利尻郡利尻町沓形字富士見町９０番地

202 株式会社マルカ菅原商店 宗谷郡猿払村芦野２１５－２７

203 株式会社丸北北海組 稚内市中央４丁目１５番２９号

204 (株)マルゴ福山水産 稚内市末広５丁目7番12号

205 有限会社マルサン三浦商事 稚内市宗谷岬９番２７号

206 株式会社丸善ワタナベ 利尻郡利尻富士町鴛泊字本町１１番地

207 丸福福士水産株式会社 利尻郡利尻富士町鴛泊字野塚

208 丸本本間食品株式会社 宗谷郡猿払村知来別１２５７番地１

209 三浦電機株式会社 稚内市中央１丁目５番４４号

210 株式会社三和重機稚内 稚内市朝日３丁目２１８５番１１

211 株式会社モロオ稚内営業所 稚内市港２丁目７番１５号

212 矢木建設株式会社 稚内市富岡４丁目２５番２０号

213 株式会社ヤクルト北北海道稚内支店 稚内市港５丁目６番４３号

214 有限会社安田石油店 稚内市大字宗谷村字富磯

215 有限会社柳谷建設 礼文郡礼文町大字船泊村字ホロナイホ２７２番地の２

216 有限会社やまお小川水産 稚内市末広４丁目５番１６号

217 株式会社やまじょう 礼文郡礼文町大字香深村字ヘウケトンナイ２９番地の４

218 株式会社山田建業 稚内市声問３丁目１２番１７号



219 有限会社ヤマトさるふつ観光　ホテルさるふつ 宗谷郡猿払村浜鬼志別２１４－７

220 山本建設株式会社 稚内市港５丁目７番４４号

221 ヤンマー舶用システム株式会社道北支店 稚内市末広２丁目８番１９号

222 株式会社ユーラスエナジーホールディングス稚内支店 稚内市緑５－４４－２０

223 株式会社ユーラステクニカルサービス宗谷事業所 稚内市大字宗谷村字珊内１６０番地１２

224 有限会社雪国 利尻郡利尻富士町鴛泊字港町

225 横田モータース株式会社 稚内市潮見３丁目６番２６号

226 有限会社吉岡組 宗谷郡猿払村鬼志別西町９２番地

227 吉川自動車工業株式会社 稚内市はまなす３丁目３番１１号

228 株式会社吉田産業 稚内市大黒５丁目８番２８号

229 株式会社吉安組 利尻郡利尻町沓形字富士見町１７番地

230 株式会社よつばフォレスト 稚内市声問村曲渕5479番地１

231 四電エンジニアリング株式会社川南ウインドファーム建設工事 稚内市声問村字上声問原野７６１５番地

232 楽楽心 宗谷郡猿払村鬼志別南町２４３

233 陸上自衛隊礼文分屯地 礼文郡礼文町大字船泊村字沼の沢

234 陸上自衛隊稚内分屯地 稚内市恵比須５丁目２番１号

235 リコージャパン株式会社稚内サービスステーション 稚内市朝日２－１－２３　フレスポ稚内D棟

236 利尻漁業協同組合 利尻郡利尻富士町鴛泊字港町１９４番地１

237 利尻漁業協同組合　鬼脇支所 利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼脇

238 利尻漁業協同組合沓形支所 利尻郡利尻町沓形字本町９３番地

239 利尻漁業協同組合仙法志支所 利尻郡利尻町仙法志字政泊１８７番地

240 利尻空港管理事務所 利尻郡利尻富士町鴛泊字本泊１１４３番地

241 利尻郡清掃施設組合 利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野６番地

242 利尻自工株式会社 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町４８番地の４

243 利尻石油株式会社 利尻郡利尻町沓形字築港埋立地

244 利尻町役場 利尻郡利尻町沓形字緑町１４番地１

245 利尻電業株式会社 利尻郡利尻町沓形字富士見町５６番地４

246 株式会社利尻生コン 利尻郡利尻富士町鬼脇字清川１４５番地１

247 株式会社利尻生コンアスファルト工場 利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼脇１４５番地1

248 株式会社利尻生コン鬼脇工場 利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼脇１４５番地１

249 株式会社利尻生コン沓形工場 利尻郡利尻町沓形字種富２２６番地１

250 株式会社利尻生コン本社 利尻郡利尻富士町鬼脇字清川１４５番地１

251 株式会社利尻富士観光 利尻郡利尻富士町鴛泊字港町１９４の２

252 利尻富士町役場 利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野６番地

253 利尻マリンホテル 利尻郡利尻富士町鴛泊字港町８１－５

254 利尻礼文消防事務組合消防署 利尻郡利尻町沓形字泉町６８番地

255 利尻礼文消防事務組合消防署礼文支署 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ４０－１

256 利尻礼文消防事務組合利尻富士支署 利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野９番地９

257 礼文石油株式会社 礼文郡礼文町大字香深村字ヘウケトンケイ５０－６

258 礼文町教育委員会 礼文郡礼文町大字香深村ワウシ９５８－４

259 礼文町役場 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ５５８番地の５

260 株式会社稚内衛生公社 稚内市はまなす４丁目１番２号

261 稚内海運株式会社 稚内市新港町１番地５

262 稚内開発建設部 稚内市末広５丁目６番１号



263 稚内開発建設部稚内道路事務所 稚内市潮見５丁目７番３７号

264 株式会社稚内樺岡ファーム 稚内市大字声問村樺岡

265 稚内管工事業協同組合 稚内市末広４丁目３番４号

266 稚内漁業協同組合 稚内市中央４丁目１８番６号

267 株式会社稚内工機 稚内市大黒１丁目２番６号

268 稚内港湾施設株式会社 稚内市末広１丁目１番３４号

269 稚内砕石工業株式会社 稚内市大字声問村字曲渕番外地

270 稚内市役所 稚内市中央３丁目１３番１５号

271 株式会社稚内振興公社 稚内市朝日2丁目3番3号

272 稚内信用金庫 稚内市中央３丁目９番６号

273 稚内信用金庫南支店 稚内市大黒３丁目３番３８号

274 稚内市森林組合 稚内市朝日１丁目１番１号

275 稚内製鋼株式会社 稚内市末広２丁目８番２３号

276 稚内整備センター株式会社 稚内市末広２丁目３番１８号

277 稚内税務署 稚内市末広５丁目６番１号

278 稚内地区消防事務組合消防署猿払支署 宗谷郡猿払村字鬼志別南町１番地

279 稚内地区消防事務組合稚内消防署 稚内市港５丁目１番３７号

280 有限会社稚内通信設備 稚内市富岡３丁目２８番２３号

281 稚内電気工事株式会社 稚内市萩見５丁目３３番４号

282 稚内東部株式会社 稚内市新港町１－２０

283 稚内ドライビングスクール 稚内市声問４丁目２８番６号

284 稚内農業協同組合 稚内市潮見１丁目５番２５号

285 稚内ビーエスタイヤセンター株式会社 稚内市大黒５－４－１２

286 稚内丸善株式会社 稚内市港１丁目６番８号

287 稚内三菱自動車販売株式会社 稚内市大黒５丁目５番２２号

288 稚内モーター株式会社 稚内市朝日１丁目４番１１号


