
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社　赤沼商会 留萌市明元町６丁目８番地の13

2 旭川カトリック学園留萌聖園幼稚園 留萌市宮園町１丁目９

3 旭川トヨタ自動車株式会社留萌店 留萌市五十嵐町３丁目５番４号

4 旭川トヨペット株式会社留萌店 留萌市花園町５丁目６番１号

5 旭川日産自動車株式会社留萌支店 留萌市野本町５０番地

6 株式会社阿部工業 留萌市住之江町１丁目８３番地

7 株式会社五印阿部砂利 留萌市瀬越町６８番地

8 株式会社イバヤシ 留萌市末広町４丁目７番１５号

9 井原水産株式会社 留萌市船場町１丁目２４番地

10 株式会社今城重機工業 留萌市春日町２丁目８４番地１

11 医療法人社団萌仁会荻野病院 留萌市大町３丁目２８番地１

12 イワタニセントラル北海道株式会社留萌営業所 留萌市元町５丁目１４３番地

13 エア・ウォーターライフソリューション留萌サービスセンター 留萌市南町１丁目３４番地

14 ＮＸエネルギー北海道株式会社留萌営業所 留萌市五十嵐町３丁目４番１５号

15 株式会社遠藤水産 増毛郡増毛町港町４－２６

16 有限会社大沼ベニヤ商会 留萌市開運町２丁目３番９号

17 小平町教育委員会 留萌郡小平町字小平町２１６番地

18 小平町役場 留萌郡小平町字小平町２１６番地

19 介護老人保健施設サンライズ留萌 留萌市東雲町２丁目

20 貝森工業株式会社 留萌市住之江町１丁目３番地

21 株式会社加藤水産 留萌市旭町３丁目１０番１８号

22 株式会社亀谷組 留萌市潮静３丁目１２番地

23 株式会社神田電機 留萌郡小平町字鬼鹿港町１９１番地

24 北日本水産物株式会社 増毛郡増毛町暑寒海岸町１３１番地の４

25 株式会社共成レンテム留萌営業所 留萌市潮静２丁目４番地１

26 ぐるめ食品株式会社 増毛郡増毛町弁天町１－１２－１

27 株式会社　公電社 留萌市栄町２丁目４番１３号

28 合同会社ホクエツ 増毛郡増毛町別苅１７５番地１

29 興北建設株式会社 留萌市元町５丁目３６番地

30 興和産業株式会社 留萌市春日町２丁目３２番地

31 小杉測量設計株式会社 留萌市本町１丁目５１番地の１

32 株式会社佐藤電気商会 留萌市春日町２丁目６番地２

33 澤井商事株式会社 留萌市開運町１丁目５番３６号

34 三協建設株式会社 留萌市末広町３丁目１番１号

35 三協石油株式会社 留萌市栄町２丁目４５番地

36 株式会社産業廃棄物処理センター 留萌市大字留萌村字カモイワ４９７番地９

37 社会福祉法人萌寿会 留萌市沖見町６丁目１８番地６

38 社会福祉法人留萌萌幼会 留萌市沖見町５丁目３３番地

39 障がい者支援施設おにしか更生園 留萌郡小平町字鬼鹿田代５８４番地の２

40 白鳥建設工業株式会社 留萌市塩見町３３２番地の１０

41 鈴木水産株式会社 留萌市瀬越町３５番地の２

42 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部留萌センター 留萌市大和田１丁目１９

＜留萌警察署＞



43 株式会社清野建設 増毛郡増毛町南畠中町３丁目１６４番地

44 第一興産株式会社留萌支店 留萌市栄町１丁目７番５号

45 大興商事株式会社 留萌市栄町２丁目５番１１号

46 大道綜合警備株式会社留萌営業所 留萌市東雲町２丁目６４番地２

47 高橋土木工業株式会社 留萌市宮園町１丁目１番地

48 ダスキン留萌支店 留萌市港町２丁目１番地

49 株式会社中央スーパー 留萌市錦町３丁目１番３３号

50 株式会社つうけんアクト 留萌市元川町２丁目６６番地８

51 道路工業株式会社留萌工事事務所 留萌郡小平町字小平町５０２

52 特殊土木工業株式会社 留萌郡小平町字鬼鹿広富１９５番地

53 トヨタカローラ旭川株式会社留萌店 留萌市花園町５丁目６番８号

54 有限会社なの花介護サービス 留萌市港町３丁目１番地の２

55 有限会社錦堂花屋 留萌市錦町１丁目３番３号

56 日本郵便株式会社小平郵便局 留萌郡小平町１５４

57 日本郵便株式会社増毛郵便局 増毛郡増毛町永寿町３丁目４６

58 日本郵便株式会社留萌郵便局 留萌市本町１丁目３８番地

59 株式会社ネオリサイクル 留萌市春日町２丁目３７番地１

60 ネッツトヨタ旭川株式会社るもい店 留萌市野本町７３番地

61 株式会社 畠山電気工業 留萌市開運町１丁目４番１９号

62 株式会社ハタナカ昭和 留萌市船場町２丁目８番地

63 株式会社ハチロ 留萌市栄町２丁目２番１３号

64 ハニックス株式会社 増毛郡増毛町弁天町５丁目８９番地の３

65 株式会社濱本商店 留萌市沖見町３丁目２９

66 ハラダ工業株式会社 留萌市栄町２丁目７番３１号

67 株式会社ファミリーケアサポート 留萌市栄町１丁目５－６

68 株式会社福嶋組 留萌市高砂町２丁目５番８号

69 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社　留萌営業所 留萌市潮静２丁目４－１２

70 学校法人萌愛学園かもめ幼稚園 留萌市開運町２丁目４－７

71 萌州建設株式会社 留萌市開運町２丁目１番１号

72 北鐘興産株式会社 増毛郡増毛町畠中町３丁目８２番地

73 株式会社ほくやく留萌支店 留萌市東雲町２丁目２５番

74 ホクレン農業協同組合連合会留萌支所 留萌市末広町２丁目４番１２号

75 株式会社細川 留萌郡小平町字鬼鹿港町２０９番地の１

76 株式会社北開水工コンサルタント留萌支店 留萌市宮園町１丁目５番地１４

77 北海道エナジティック株式会社増毛営業所 増毛郡増毛町暑寒海岸町１丁目１番

78 北海道エナジティック株式会社留萌営業所 留萌市栄町１丁目７番２８号

79 北海道川崎建機株式会社留萌営業所 留萌市潮静４丁目３１番地１

80 北海道警察旭川方面留萌警察署 留萌市高砂町３丁目５番１号

81 北海道電気保安協会留萌事業所 留萌市旭町３丁目１１番２４号

82 北海道電力ネットワーク株式会社留萌ネットワークセンター 留萌市泉町１丁目３８番地１

83 北海道マツダ販売株式会社留萌店 留萌市東雲町１丁目２２－１

84 北海道留萌振興局産業振興部農村振興課 留萌市住之江町２丁目１番地２

85 北海道留萌振興局産業振興部林務課 留萌市住之江町２丁目１番地

86 北海道留萌振興局森林室 留萌市住之江町２丁目１番地の２



87 北海道留萌振興局保健環境部環境生活課 留萌市住之江町２丁目１－２

88 北海道留萌振興局保健環境部保健行政室 留萌市住之江町２丁目１－２

89 北海道留萌振興局留萌建設管理部事業室事業課 留萌市東雲町１丁目５６番地

90 北海道電力ネットワーク株式会社留萌ネットワークセンター 留萌市末広町４丁目１０－１

91 株式会社北建舗道 留萌市春日町２丁目４４番地

92 株式会社ホッコン留萌工場 留萌市春日町２丁目６番１

93 堀建巧業株式会社 留萌市高砂町１丁目４番１５号

94 株式会社堀口組 留萌市高砂町１丁目４番１５号

95 堀松建設工業株式会社 留萌市住之江町１丁目５２番地

96 堀松産商株式会社 留萌市花園町４丁目３番１３号

97 株式会社　増毛清掃 増毛郡増毛町暑寒町５丁目１６６－６

98 増毛町消防本部 増毛郡増毛町大字弁天町３丁目61番地

99 増毛町役場 増毛郡増毛町弁天町３丁目６１

100 増毛土建株式会社 増毛郡増毛町暑寒町１丁目２２番地

101 未来セーフティ株式会社 留萌市堀金町３丁目１００番地

102 株式会社向井建設 留萌郡小平町字小平町４２８番地４３

103 株式会社萌福祉サービス 留萌市開運町１丁目２番１号

104 株式会社森田自動車工業 留萌市潮静２丁目４番地の１５

105 株式会社ヤクルト北北海道留萌支店 留萌市末広町２丁目２－１

106 山一熱器機株式会社 留萌市本町１丁目４２番地

107 株式会社やまか 留萌市沖見町１丁目４４番地

108 山高建設工業株式会社 留萌市明元町５丁目１１番地

109 株式会社ヤマニ野口水産 留萌市東雲町１丁目３０番地の３

110 ヤマモト巧建株式会社 留萌郡小平町字小平町３７２番地の７

111 陸上自衛隊留萌駐屯地 留萌市緑ヶ丘町１丁目６番地

112 株式会社リゾートルモイホテル神居岩 留萌市大字留萌村字カムイワ４９５番地

113 留萌ヰゲタ港運株式会社 留萌市元町１丁目４番地の３

114 留萌開発機工株式会社 留萌市船場町１丁目２１番地

115 留萌開発建設部 留萌市寿町１丁目６８番地

116 留萌開発建設部留萌開発事務所 留萌市堀川町２丁目７８

117 株式会社留萌自動車学校 留萌市東雲町２丁目７５番地

118 留萌市保健福祉センターはーとふる 留萌市五十嵐町１－１－１０

119 留萌市役所 留萌市幸町１丁目１１番地

120 留萌消防組合小平消防署 留萌郡小平町字小平町３９７番地の９

121 留萌消防組合消防本部 留萌市高砂町３丁目６番１１号

122 留萌振興局留萌建設管理部 留萌市住之江町２丁目１－２

123 株式会社留萌新聞社 留萌市栄町２丁目８－23

124 留萌信用金庫 留萌市花園町２丁目１番８号

125 留萌地域訪問看護ステーション 留萌市五十嵐町１丁目１番１０号留萌市保険福祉センターはーと

126 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町２丁目７１番地１

127 るもい農業協同組合　留萌支所 留萌市高砂町３丁目４番６号

128 るもい農業協同組合増毛支所 増毛郡増毛町南畠中町５丁目１６２－１

129 るもい農業協同組合小平支所 留萌郡小平町字小平町２５５番地

130 るもい農業協同組合留萌支所幌糠事業所 留萌市幌糠町１９５４番地



131 株式会社和秀 留萌市花園町３丁目５番１８号


