
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社青池鉄工 紋別郡遠軽町生田原930番地３

2 有限会社あおき 常呂郡佐呂間町字宮前町７７

3 有限会社あかおにファーミング 紋別郡湧別町信部内７２番地

4 有限会社浅野鉄工場 紋別郡遠軽町大通北２丁目

5 旭川トヨタ自動車株式会社遠軽店 紋別郡遠軽町南町３丁目

6 アストモスリテイリング株式会社　北海道カンパニー　遠軽営業所 紋別郡遠軽町２条通南２丁目１番地８

7 網走開発建設部遠軽開発事務所 紋別郡遠軽町大通北７丁目

8 網走西部森林管理署 紋別郡遠軽町大通北４丁目１－１

9 網走農業改良普及センター　遠軽支所 紋別郡遠軽町大通北５丁目１番地27

10 五十嵐建設株式会社 紋別郡遠軽町西町１丁目６番地

11 有限会社石川組 紋別郡遠軽町丸瀬布水谷町５番地１

12 株式会社ヰセキ北海道　佐呂間営業所 常呂郡佐呂間町字西富230-11

13 一般財団法人北海道電気保安協会遠軽事業所 紋別郡遠軽町東町１丁目８番地

14 イト電商事株式会社本社家電部 紋別郡遠軽町岩見通南２丁目

15 イト電商事株式会社電材部 紋別郡遠軽町南町４丁目

16 井上産業株式会社 紋別郡遠軽町学田２丁目11-３

17 医療法人　恵池会　遠軽学田病院 紋別郡遠軽町岩見通北６丁目２番地

18 医療法人交雄会介護老人保健施設プライムいくたはら 紋別郡遠軽町生田原伊吹６－１

19 いわね美装株式会社 紋別郡遠軽町大通北９丁目１番地２９

20 有限会社宇野自動車整備工場 常呂郡佐呂間町字西富９４番地６

21 有限会社宇野林業 紋別郡遠軽町西町２丁目６番４６

22 株式会社エクサ設計 紋別郡湧別町栄町１２６番地５

23 有限会社エコ・ライト遠軽支店 紋別郡遠軽町大通南３丁目２番地９

24 株式会社ＳＦ・管野 紋別郡遠軽町福路２丁目５番地２５

25 荏原環境プラント株式会社旭野管理事務所 紋別郡遠軽町生田原旭野１８１番地外

26 株式会社エムリンクオホーツク 常呂郡佐呂間町字北３０２－１０

27 遠軽自動車学校 紋別郡遠軽町２条通南１丁目

28 株式会社遠軽食品 紋別郡遠軽町学田４丁目７番地６

29 遠軽信用金庫 紋別郡遠軽町大通南１丁目１番地１５

30 遠軽信用金庫　本店営業部 紋別郡遠軽町大通南１丁目１番地15

31 有限会社遠軽清掃社 紋別郡遠軽町西町１丁目５番地９

32 遠軽地区環境衛生協同組合 紋別郡遠軽町豊里５２７－１

33 遠軽地区広域組合消防署 紋別郡遠軽町１条通北３丁目１番地

34 遠軽地区広域組合消防署生田原出張所 紋別郡遠軽町生田原256番地

35 遠軽地区広域組合消防署上湧別出張所 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地３１８番地

36 遠軽地区広域組合消防署佐呂間出張所 常呂郡佐呂間町字幸町６番地の３４

37 遠軽地区広域組合消防署白滝出張所 紋別郡遠軽町白滝１３６３番地

38 遠軽地区広域組合消防署丸瀬布出張所 紋別郡遠軽町丸瀬布東町２４７番地５

39 遠軽地区広域組合消防署湧別出張所 紋別郡湧別町緑町２５８番地の１

40 遠軽地区森林組合 紋別郡遠軽町南町４丁目19-３

41 遠軽町生田原総合支所 紋別郡遠軽町生田原３３９番地１

42 遠軽町白滝総合支所 紋別郡遠軽町白滝１３８番地１

＜遠軽警察署＞



43 遠軽町丸瀬布総合支所 紋別郡遠軽町丸瀬布中町１１５番２

44 遠軽町役場 紋別郡遠軽町１条通北３丁目

45 遠軽電機株式会社 紋別郡遠軽町東町１丁目４番地２０

46 遠軽舗道株式会社 紋別郡湧別町開盛４１番地

47 えんゆう農業協同組合 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地２３０番地

48 えんゆう農業協同組合生田原支所 紋別郡遠軽町生田原３４６番地９

49 えんゆう農業協同組合遠軽支所 紋別郡遠軽町岩見通南２丁目１番地１８

50 王子木材緑化株式会社北海道支店遠軽営業所 紋別郡遠軽町福路３丁目２番地２９

51 オホーツク総合振興局網走建設管理部遠軽出張所 紋別郡遠軽町福路１丁目

52 面工業株式会社 常呂郡佐呂間町字若佐１１番地

53 株式会社面電気商会 常呂郡佐呂間町字宮前町１０６番地７

54 学校法人和光学園　認定こども園みのり 紋別郡湧別町中湧別南町842-８

55 株式会社カリヤ 紋別郡湧別町緑町１０９番地

56 株式会社管野組 紋別郡遠軽町丸瀬布東町98番地

57 株式会社キグレ管材 紋別郡遠軽町大通北１０丁目２－２３

58 株式会社岸組 常呂郡佐呂間町字宮前町１７６番地の２

59 北見トヨペット株式会社遠軽店 紋別郡遠軽町大通北７丁目２番地１

60 北見日産自動車株式会社遠軽店 紋別郡遠軽町大通北６丁目４番地３

61 北見日産自動車㈱佐呂間店 常呂郡佐呂間町字宮前１０９番１５

62 北見三菱自動車販売株式会社遠軽店 紋別郡遠軽町寿町２８番地２２

63 北見木材株式会社 紋別郡遠軽町丸瀬布元町41番地

64 北見郵便逓送株式会社　遠軽営業所 紋別郡遠軽町学田１丁目５番地40

65 有限会社協和牧場 紋別郡遠軽町東白滝246番地

66 株式会社工藤電機 紋別郡遠軽町西町２丁目１０番地の３１

67 有限会社國枝モータース 紋別郡遠軽町丸瀬布中町76番地２

68 株式会社グランドワンファーム 紋別郡湧別町東２３９

69 株式会社幸栄商事 紋別郡湧別町錦町２９６番地１

70 株式会社光星農機 常呂郡佐呂間町字西富１０５番地４

71 興農セラミックス株式会社 紋別郡湧別町中湧別南町617番地

72 有限会社今野新聞店 常呂郡佐呂間町字宮前町１４２番地

73 株式会社坂本建設 常呂郡佐呂間町宮前町６３番地

74 佐々木産業有限会社 紋別郡遠軽町福路２丁目５番地２５

75 株式会社佐竹木工場 紋別郡湧別町上芭露４６８－１

76 佐藤工業株式会社 紋別郡遠軽町大通北１丁目２番地

77 有限会社サトウ熱器 紋別郡遠軽町西町２丁目８番地

78 株式会社佐渡自動車整備工場 紋別郡遠軽町学田２丁目８番地２０

79 佐呂間漁業協同組合 常呂郡佐呂間町字富武士番外地

80 佐呂間町農業協同組合 常呂郡佐呂間町字永代町５７番地

81 佐呂間町役場 常呂郡佐呂間町字永代町３番地の１

82 株式会社サロマ農機車輌センター 常呂郡佐呂間町字宮前町９７番地３

83 株式会社三共後藤建設遠軽支店 紋別郡遠軽町生田原２４３番地

84 株式会社ジェーエーえんゆう 紋別郡遠軽町大通北８丁目２番地１

85 株式会社ジェーエーえんゆう農機整備事業部 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地２１５－２

86 ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院 紋別郡遠軽町大通北３丁目１番地５



87 敷島機器株式会社湧別支店 紋別郡湧別町緑町３５番地９

88 児童養護施設　北光学園 紋別郡遠軽町生田原伊吹４６番地３

89 社会福祉法人遠軽町社会福祉協議会 紋別郡遠軽町１条通北１丁目１番地

90 社会福祉法人サロマ福祉会 常呂郡佐呂間町字宮前町１５２番地６

91 社会福祉法人　浄光会 紋別郡遠軽町西町３丁目４番地

92 社会福祉法人北光福祉会　向陽園 紋別郡遠軽町生田原安国347番地２

93 社会福祉法人丸瀬布社会福祉協会 紋別郡遠軽町丸瀬布新町４０４

94 社会福祉法人湧別町社会福祉協議会湧別支所 紋別郡湧別町栄町１１２番地の１

95 社会福祉法人湧別町社会福祉協議会 紋別郡湧別町中湧別南町９１１番地

96 JapanGold株式会社生田原事務所 紋別郡生田原町143番地１

97 水ingAM株式会社　佐呂間管理事務所 常呂郡佐呂間町字幸町３２－１

98 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部遠軽センター 紋別郡遠軽町豊里268番地１

99 株式会社大槻自動車整備工場 紋別郡湧別町錦町３５７番地

100 セントラルリーシングシステム株式会社マウレ山荘 紋別郡遠軽町丸瀬布上武利172番地

101 株式会社だいいち 紋別郡遠軽町学田3丁目5番地20

102 大同産業開発株式会社 紋別郡遠軽町白滝１４９番地１

103 大湧工業有限会社遠軽支店 紋別郡遠軽町１条通北１丁目３番地

104 有限会社髙橋鉄工場 紋別郡遠軽町学田３丁目５番地１２

105 髙橋土建株式会社 常呂郡佐呂間町字宮前町７４番地

106 丹野工業株式会社 紋別郡遠軽町大通北１丁目２番地の４１

107 知的障害児施設ひまわり学園 紋別郡遠軽町生田原安国302番地7

108 茶木建設株式会社 紋別郡遠軽町１条通南１丁目８番地の１３

109 株式会社　寺本商店 紋別郡湧別町曙町２０番地１

110 土井産業株式会社 紋別郡湧別町錦町１８１番地

111 特定非営利活動法人さわやか 紋別郡遠軽町大通北４丁目２番地９５

112 TOMOS株式会社 紋別郡遠軽町東町４丁目９番地１

113 有限会社　登代里 紋別郡遠軽町豊里５１３番地９

114 トヨタカローラ北見株式会社　遠軽店 紋別郡遠軽町大通北９丁目１番地39

115 株式会社中川組 紋別郡湧別町錦町359

116 株式会社　中野モータース遠軽 紋別郡遠軽町豊里518番地3

117 中野モータース株式会社 紋別郡遠軽町生田原５７２－６

118 株式会社西村組 紋別郡湧別町栄町１３３番地の１

119 日新工業株式会社 紋別郡遠軽町２条通北４丁目１－９

120 日本ニューホランド㈱遠軽営業所 紋別郡遠軽町学田５丁目１番地

121 日本郵便株式会社　遠軽郵便局 紋別郡遠軽町大通北２丁目２番地１

122 日本郵便株式会社　上湧別郵便局 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地214－１

123 日本郵便株式会社　佐呂間郵便局 常呂郡佐呂間町字宮前町１４－２

124 日本郵便株式会社　白滝郵便局 紋別郡遠軽町白滝818番地

125 日本郵便株式会社　中湧別郵便局 紋別郡湧別町中湧別中町５７０番地

126 日本郵便株式会社　芭露郵便局 紋別郡湧別町芭露400番地

127 日本郵便株式会社　丸瀬布郵便局 紋別郡遠軽町丸瀬布東町221-223

128 日本郵便株式会社　湧別郵便局 紋別郡湧別町緑町１７２番地

129 認定こども園こころ 紋別郡遠軽町１条通南１丁目

130 株式会社長谷川建設 紋別郡湧別町芭露３９９番地



131 有限会社花木農場 紋別郡湧別町南兵村三区７－23

132 株式会社はまほろ 常呂郡佐呂間町幌岩６９３

133 有限会社早坂林業 紋別郡遠軽町生田原水穂337番地2

134 平栗建設株式会社 紋別郡遠軽町生田原５０８番地

135 舟山建設株式会社 紋別郡遠軽町岩見通南４丁目２番地１

136 株式会社北勝水産 常呂郡佐呂間町字浪速５１番地

137 北都開発株式会社 紋別郡遠軽町寿町４４番地２８

138 株式会社ほくべい遠軽支店 紋別郡遠軽町大通北９丁目１番地２５

139 北明電業株式会社 紋別郡遠軽町丸瀬布東町232番地

140 ホクユウ食品工業株式会社 紋別郡湧別町北兵村一区１０６－１

141 北海電建株式会社 紋別郡遠軽町岩見通北１丁目１番地の２

142 株式会社北海道クボタ遠軽営業所 紋別郡遠軽町学田２丁目１２番地５

143 北海道電力ネットワーク株式会社遠軽ネットワークセンター 紋別郡遠軽町大通北４丁目２－４３

144 北海道農業共済組合オホーツク統括センター湧別支所遠軽家畜診療所 紋別郡遠軽町学田２丁目２番地６

145 北海道農業共済組合オホーツク統括センター湧別支所 紋別郡湧別町芭露１９４－２

146 北海道農業共済組合オホーツク統括センター湧別支所佐呂間家畜診療所 常呂郡佐呂間町字東１４２番地８

147 北海道旅客鉄道株式会社　北見保線所遠軽保線管理室 紋別郡遠軽町岩見通北１丁目

148 北海道警察北見方面遠軽警察署 紋別郡遠軽町大通北５丁目１番地４０

149 株式会社ホッコン北見工場 紋別郡湧別町東３８番地１

150 株式会社ホンダプリモ遠軽 紋別郡遠軽町南町3丁目2番地１１３

151 松原建設株式会社 紋別郡遠軽町大通北４丁目２番地の６

152 株式会社丸才小谷商店 紋別郡湧別町曙町116

153 有限会社丸瀬布清掃 紋別郡遠軽町丸瀬布西町６番地

154 株式会社丸武小池定温倉庫 紋別郡遠軽町１条通北２丁目３番地７

155 株式会社マルナカ相互商事 紋別郡湧別町中湧別北町47番地9

156 有限会社マルニ西功一商店 紋別郡湧別町計呂地１３７番地

157 株式会社丸ホ堀切商店 常呂郡佐呂間町字浜佐呂間１５０番地

158 株式会社丸本本間水産 常呂郡佐呂間町字若里３９番地

159 溝端紙工印刷株式会社 紋別郡遠軽町生田原安国242-5

160 株式会社湊機械店 紋別郡湧別町中湧別北町１１０番地７

161 有限会社未来電工 常呂郡佐呂間町字西富１１３番地７

162 森永酪農販売(株)北海道支店遠軽営業所 紋別郡遠軽町豊里505-５

163 森谷産業株式会社 紋別郡湧別町中湧別東町９７７番地４０

164 株式会社矢木組 紋別郡遠軽町白滝839番地

165 株式会社山口産商 紋別郡遠軽町１条通南２丁目３番地の６

166 山崎産業株式会社 紋別郡遠軽町大通南２丁目１番地19

167 株式会社　山本技建 紋別郡遠軽町東町３丁目１－８７

168 ヤンマーアグリジャパン株式会社遠軽支店 紋別郡遠軽町寿町２９－３

169 湧別漁業協同組合 紋別郡湧別町曙町９番地１

170 湧別町商工会 紋別郡湧別町中湧別中町３０２０番地の１

171 湧別町農業協同組合 紋別郡湧別町錦町２７９番地１

172 湧別町農業協同組合芭露支所 紋別郡湧別町字芭露２９７番地

173 湧別町役場　湧別庁舎 紋別郡湧別町栄町１１２番地の１

174 湧別町役場　上湧別庁舎 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地３１８



175 株式会社湧別林産 紋別郡湧別町東３７番地２

176 株式会社横山興林 紋別郡遠軽町瀬戸瀬西町４６番地

177 株式会社横山サービスセンター 紋別郡湧別町中湧別南町９２４番地

178 吉川産業株式会社 紋別郡遠軽町大通北２丁目

179 有限会社　吉田設備工業 紋別郡湧別町錦町１７９番地

180 陸上自衛隊遠軽駐屯地 紋別郡遠軽町向遠軽272番地

181 有限会社渡辺造林 紋別郡遠軽町豊里２８１番地

182 株式会社渡辺技研工業 紋別郡湧別町計呂地１８０番地

183 株式会社渡辺組 紋別郡湧別町中湧別南町９２９番地の１

184 株式会社渡辺組 紋別郡遠軽町南町３丁目１番地

185 株式会社　渡辺興業 紋別郡湧別町中湧別南町929番地の１

186 株式会社渡辺興業遠軽コンクリート 紋別郡遠軽町豊里２７３番地１


