
番号 事業所名 事業所住所
1 秋山アルミ工業株式会社 網走市新町２丁目７番５号

2 旭川トヨタ自動車株式会社網走店 網走市大曲１丁目１４番９号

3 朝日高能率生産組合 網走郡大空町女満別朝日９４番地の２

4 網走商工会議所 網走市南３条西３丁目

5 網走アポロ石油株式会社 網走市北３条東１丁目

6 網走開発建設部 網走市新町２丁目６番１号

7 網走開発建設部　網走道路事務所 網走市大曲１丁目６番３号

8 網走漁業協同組合 網走市港町４番地６３

9 網走刑務所 網走市字三眺官有無番地

10 網走原生牧場生産組合 網走市字藻琴２２５番地

11 網走工業株式会社 網走市港町１１６番地

12 網走合同定置漁業 網走市港町４番76

13 株式会社網走湖荘 網走市字呼人７８番地

14 網走市学校教育部 網走市南６条東４丁目

15 網走市水道部 網走市南６条東４丁目

16 網走自動車学校 網走市字潮見３２３番地の２６

17 網走市役所企画総務部 網走市南６条東４丁目

18 網走市役所建設港湾部 網走市南６条東４丁目

19 網走市役所市民環境部 網走市南６条東４丁目

20 網走信用金庫本店 網走市南４条西１丁目８番地

21 網走税務署 網走市南６条東５丁目９番地

22 網走地域訪問看護ステーション 網走市北４条西８丁目１－８グリーンリバーⅢ２１０号

23 網走地区消防組合網走消防署 網走市南２条西４丁目２番地

24 網走地区消防組合網走消防署南出張所 網走市字潮見１７２番地４

25 網走地区消防組合大空消防署 網走郡大空町女満別西３条４丁目１番５号

26 網走地区消防組合大空消防署東藻琴出張所 網走郡大空町東藻琴３６０番地の１

27 網走地区森林組合 網走市南８条東４丁目９番地の１

28 網走地方芝生販売協同組合 網走市新町１丁目７番１４号

29 網走不動産株式会社 網走市南２条東２丁目８番地

30 網走ベルコ会館 網走市台町２丁目１番１２号

31 株式会社網走北天の丘 網走市字呼人１５９番地

32 網走リース株式会社 網走市字潮見１７１番地の５

33 有限会社網走ロイヤルホテル 網走市北６条西７丁目

34 有限会社　マリン北海道 網走市海岸町25番地８

35 株式会社　アレックス 網走郡大空町女満別昭和８７番１３

36 池端工業株式会社 網走市桂町３丁目５番４号

37 一般財団法人北海道電気保安協会網走事業所 網走市駒場北４丁目３番１号

38 一般社団法人　北見管内さけ・ます増殖事業協会 網走市新町１丁目５番17号

39 有限会社伊東工業 網走市藻琴79番地の１

40 株式会社岩崎網走・北見営業所 網走市新町３丁目３番１１号

41 株式会社岩原 網走郡大空町女満別本通４丁目１番７号

42 インターファーム株式会社知床事業所 網走市字豊郷２２９番地の５

＜網走警察署＞



43 株式会社ＷＩＮＤ－ＳＭＩＬＥ網走バイオマス発電所 網走市能取港町４丁目２－３

44 ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ･ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社網走ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 網走市南７条東６丁目10番６号

45 株式会社エネコープ網走営業所 網走市南７条東６丁目３番地の２

46 株式会社エムエスワン 網走市字呼人571番３

47 遠藤農産 網走市字藻琴２１１番地９４

48 大空町東藻琴総合支所 網走郡大空町東藻琴３６０番地の１

49 大空町役場 網走郡大空町女満別西３条４丁目１番１号

50 オホーツク網走第２１営農集団利用組合 網走市字音根内

51 オホーツク網走第２９営農集団利用組合 網走市字栄５３番地

52 株式会社オホーツク網走第２６ 網走市字浦士別８９番地の１

53 オホーツク網走農業協同組合 網走市南４条東２丁目１０番地

54 オホーツク網走農協第３１営農利用集団組合 網走市字実豊３４２番地

55 オホーツク網走農協第３２営農集団利用組合 網走市字丸万２２３番地１６

56 オホーツク網走農協第１６営農集団利用組合 網走市字中園５５７番地９

57 オホーツク網走農協第２０営農集団利用組合 網走市字実豊１３９番地

58 オホーツク網走農協第２５営農集団利用組合 網走市字浦士別２０番地１

59 オホーツク網走農協第２３営農集団利用組合 網走市字音根内１７番地１３

60 オホーツク網走農協第６営農集団利用組合 網走市字嘉多山６０３番地

61 株式会社オホーツク園芸 網走市南5条西1丁目3番地

62 オホーツク警備保障株式会社 網走市新町３丁目７番４号

63 オホーツク自動車学校 網走郡大空町女満別昭和５９番地

64 北海道オホーツク総合振興局　網走建設管理部 網走市北７条西３丁目

65 北海道オホーツク総合振興局　網走建設管理部事業室事業課 網走市北７条西３丁目

66 北海道オホーツク総合振興局　産業振興部調整課 網走市北７条西３丁目

67 北海道オホーツク総合振興局　産業振興部東部耕地出張所 網走市潮見４丁目１１３番地

68 北海道オホーツク総合振興局　産業振興部林務課 網走市北７条西３丁目

69 北海道オホーツク総合振興局　保健環境部保健行政室 網走市北７条西３丁目

70 オホーツク網走第２２営農集団利用組合 網走市字音根内１８５番地

71 オホーツク電業　株式会社 網走市南14条西３丁目11番地の３

72 オホーツク農業共済組合大空支所 網走郡大空町女満別昭和１４９番地１０

73 株式会社オホーツクファーム３３ 網走市字北浜２７３番地４

74 株式会社嘉多山カルシウム工社 網走市北１０条東１丁目２番地

75 株式会社カナモト網走営業所 網走市字三眺１２番地の６

76 株式会社カネキ柏原つくしケ丘支店 網走市つくしケ丘４丁目１番地

77 株式会社カネコメ田中水産 網走市北１条東２丁目１５番地の２２

78 株式会社河西組 網走郡大空町女満別西３条１丁目３番４号

79 有限会社　環境衛生社 網走市鱒浦１丁目７９番地４３

80 企業組合サンアイ 網走郡大空町女満別西１条５丁目２番９号

81 有限会社菊地工作所 網走市駒場南５丁目８番８号

82 北見食品工業株式会社 網走市新町１丁目１番１１号

83 北見トヨペット株式会社網走店 網走市南７条東７丁目

84 北見日産自動車株式会社網走店 網走市大曲２丁目１３番２８号

85 北見日通運輸株式会社網走事業所 網走市港町４番１３

86 北見三菱自動車販売株式会社網走店 網走市北６条東１丁目１



87 株式会社北村鉄工所 網走市南７条東６丁目２１番地

88 株式会社木村組 網走市南９条東６丁目１番地

89 ㈱共成レンテム網走営業所 網走市つくしヶ丘１丁目２番１号

90 金印アグリ株式会社 網走市字呼人２７６番地１

91 窪田建設株式会社 網走市桂町５丁目１６９番地の１

92 倉繁醸造株式会社 網走市字呼人３４１番地５１

93 桑原電装株式会社網走支店 網走市字藻琴３５－８

94 公益社団法人　網走市シルバー人材センター 網走市桂町2丁目1番3号

95 光輝建設株式会社 網走市潮見２丁目９－８

96 航空自衛隊第２８警戒隊 網走市字美岬官有無番地

97 株式会社光和 網走市南６条東７丁目５番地

98 有限会社小玉建設 網走市駒場南７丁目５番８号

99 コマツカスタマーズサポート　株式会社　網走営業所 網走市藻琴３１番地

100 株式会社斉藤建設 網走郡大空町女満別西３条１丁目１番１０号

101 株式会社サエグサ 網走市南９条西３丁目２番地

102 株式会社笹森電気 網走市字潮見４５番地の３

103 株式会社　佐藤造材 網走市字卯原内６番地の１６

104 株式会社更永鉄工 網走市港町４番地１７

105 サン技術コンサルタント株式会社 網走市桂町５丁目４番１号

106 株式会社三光 網走市新町２丁目１番１４号

107 株式会社三和重機網走 網走市新町３丁目７－８

108 ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 網走市北６条西１丁目９番地

109 塩川建設株式会社 網走市南４条西３丁目１４番地

110 シティ環境株式会社 網走市字潮見１７７番地３２

111 社会医療法人明生会 網走市桂町４丁目１－７

112 社会福祉法人網走桂福祉会 網走市字呼人７２２番地の１

113 社会福祉法人　網走市社会福祉協議会 網走市北１１条東１丁目１０番地

114 社会福祉法人　網走福祉協会 網走市南６条東３丁目５番地

115 社会福祉法人　大空町社会福祉協議会 網走郡大空町女満別西１条３丁目２番５号

116 社会福祉法人東藻琴福祉会 網走郡大空町東藻琴３８７番地の８

117 社会福祉法人女満別福祉会 網走郡大空町女満別西４条５丁目４番１０号

118 医療法人社団朗愛会こが病院 網走市字潮見１５３番地１

119 株式会社　白井自動車整備工場 網走市南８条東３丁目６番地

120 株式会社神内塗装工業 網走郡大空町女満別本郷１８８番地の１

121 株式会社新谷商店 網走市北４条東２丁目１番地２

122 有限会社菅原クリーニング商会 網走市北３条東１丁目

123 株式会社ズコーシャ網走支店 網走市大曲１丁目８番７号

124 鈴木工業株式会社 網走市字潮見１４３番地の９

125 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部網走センター 網走市新町３丁目６番10号

126 株式会社　清掃工房 網走市新町３丁目７番３号

127 清掃センター株式会社 網走市台町２丁目４番地の９

128 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド女満別ゴルフコース 網走郡大空町女満別巴沢

129 株式会社セノン女満別出張所 網走郡大空町女満別中央２０１

130 株式会社そうけん 網走市南７条西４丁目６番地２



131 株式会社そうけん網走事業所 網走市字天都山６７番地３０

132 株式会社そうけん大空支店 網走郡大空町女満別中央２０２番地の６

133 株式会社そうけん　下水道事業部 網走市港町６番地２２　網走市浄化センター

134 有限会社曽我部産業 網走市字栄２７３番地１２

135 株式会社大東建設 網走市鱒浦３丁目１番４０号

136 株式会社ダイナ建設 網走郡大空町女満別西3条２丁目１番１３号

137 高木電業株式会社 網走市南５条西３丁目１３番地

138 株式会社高田メンテナンス 網走市字呼人４１８番地

139 有限会社　高橋建設 網走市駒場北４丁目６番２号

140 ダスキン網走 網走市駒場北４丁目５番１号

141 株式会社　タナカ 網走市潮見２丁目15番１号

142 田辺商事株式会社網走営業所 網走市新町３丁目６番１８号

143 中央自動車工業株式会社 網走郡大空町女満別西７条４丁目３番９号

144 土屋工業株式会社 網走市北５条西７丁目１４番地

145 有限会社テクノグロウ 網走市字二見ヶ岡205番地５

146 寺中建設株式会社 網走市潮見２丁目８番２４号

147 株式会社電建網走営業所 網走市字北浜２１３番地５

148 株式会社　電建大空支店 網走郡大空町女満別本通５丁目２番４号

149 株式会社デンソー網走テストセンター 網走市字嘉多山７０８番地

150 天都の宿網走観光ホテル 網走市字呼人２３番地３

151 有限会社道環 網走市字呼人１７４番地の８

152 東京農業大学生物産業学部 網走市字八坂１９６番地

153 東京農業大学生物産業学部網走寒冷地農場 網走市字音根内５９番地８

154 株式会社道北電気 網走市駒場北６丁目３番３号

155 道路建設株式会社網走出張所 網走郡大空町女満別東陽１丁目３番１０号

156 東和工研株式会社網走支店 網走市大曲１丁目１２－９

157 同和食品株式会社 網走市北６条東１丁目

158 特定非営利活動法人　あばしりスポーツクラブ 網走市北４条西３丁目５番１５号

159 特定非営利活動法人オホーツクスポーツクラブ 網走市字潮見185番地の19

160 特定非営利活動法人夢の樹オホーツク 網走市字呼人８０７－８

161 株式会社飛澤金属工業 網走市北７条西１丁目１８番地

162 トヨタカローラ北見株式会社網走店 網走市新町２丁目８番９号

163 株式会社トワニ網走営業所 網走市駒場北３丁目３５－１１

164 株式会社夏見建設 網走市南７条東２丁目８番地

165 日本体育大学附属高等支援学校 網走市大曲１－６－１

166 日本フードパッカー株式会社道東工場 網走市字藻琴３５番地１

167 日本ホワイトファーム株式会社 網走市字藻琴２３０番地４

168 日本郵便株式会社　網走郵便局　(運送業務) 網走市南４条東３丁目

169 日本郵便株式会社女満別郵便局 網走郡大空町女満別西２条２丁目１－１１

170 認定こども園　網走藤幼稚園 網走市北４条西４丁目３－１

171 ネッツトヨタ北見株式会社網走店 網走市字三眺１２番地７

172 農事組合法人オホーツク浦士別２７ 網走市字浦士別２３５番地の８

173 農事組合法人網走農場 網走市字音根内１６０番地の２

174 農事組合法人オホーツク網走産業 網走市字栄２０３番地



175 バーム測量設計株式会社 網走市潮見10丁目８番６号

176 株式会社ハヤミズホーム 網走市潮見１丁目３５６番地２

177 株式会社早水組 網走市南２条西５丁目１番地１

178 東北海道いすゞ自動車株式会社網走営業所 網走市字三眺１２番地２

179 東北海道日野自動車株式会社網走営業所 網走市字藻琴３１番地の９

180 有限会社東藻琴車輌センター 網走郡大空町東藻琴７９番地の１

181 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)網走営業所 網走市新町1丁目5番1号

182 富士興産株式会社 網走市新町１－１－１７

183 有限会社　藤原工産 網走市潮見298番地11

184 株式会社フナキ 網走郡大空町女満別公園１丁目四番１２号

185 ブリヂストンタイヤセンター北日本(株)ミスタータイヤマン網走店 網走市新町１丁目10番８号

186 船橋西川建設株式会社　東藻琴支店 網走郡大空町東藻琴２９８番地

187 北炭販売株式会社網走営業所 網走市新町３丁目５番１５号

188 株式会社北杜設計 網走市字潮見１７１番地１

189 株式会社ほくべい網走支店 網走市新町３丁目６番２６号

190 ホクレン農業協同組合連合会女満別種子工場 網走郡大空町女満別西１条１丁目３番１号

191 株式会社ホクレン油機サービス網走支店 網走市字呼人３８２番地

192 株式会社北開水工コンサルタント　網走支店 網走市南6条東6丁目11番3

193 北海道エアポート株式会社女満別空港事業所 網走郡大空町女満別中央２５６番地３

194 北海道オホーツク総合振興局　産業振興部農務課 網走市北７条西３丁目

195 北海道オホーツク総合振興局　保健環境部環境生活課 網走市北７条西３丁目

196 北海道オホーツク総合振興局保健環境部社会福祉課 網走市北７条西３丁目

197 北海道教育庁オホーツク教育局 網走市北７条西３丁目

198 株式会社北海道銀行網走支店 網走市南４条西２丁目３番地

199 北海道警察北見方面網走警察署 網走市南６条東５丁目１

200 北海道警備株式会社 網走市つくしヶ丘２丁目８番１０号

201 株式会社北海道畜産公社道東事業所北見工場 網走郡大空町東藻琴千草７２番地１

202 北海道電力ネットワーク株式会社　網走ネットワークセンター 網走市南４条西４丁目１番地の１

203 北海道土地改良事業団体連合会事業部オホーツク事務所 網走市新町１丁目７－２

204 北海道ベンディング株式会社　網走事業所 網走市字呼人３８８番地１１

205 北海道マツダ販売株式会社　網走店 網走市新町１丁目10番６号

206 北海ホテル 網走市新町１丁目１番１号

207 有限会社北光舎 網走市北１０条東１丁目１５－２

208 ボッシュ㈱女満別テクニカルセンター 網走郡大空町女満別町中央３２２番４

209 益村測量設計株式会社 網走市新町１丁目７番１４号

210 有限会社松木商店 網走市南５条西４丁目２番地

211 株式会社松本サッシ 網走市潮見２６９番地８

212 株式会社丸北北都 網走市南４条西３丁目７番地

213 株式会社マルキチ 網走市北３条東２丁目５番地２

214 株式会社丸田組 網走市南１条東１丁目１３番地３

215 三崎産業株式会社 網走市字潮見156番地１

216 湊自動車工業株式会社 網走市新町１丁目９番16号

217 南建設株式会社 網走市緑町２番１２号

218 株式会社ムラコシ 網走市潮見１丁目３５７番地の１２



219 明治安田生命保険相互会社美幌営業所網走出張所 網走市新町１丁目２－３

220 株式会社　メタルワーク 網走郡大空町女満別昭和158番６号

221 株式会社女満別建設 網走郡大空町女満別西３条２丁目６番９号

222 女満別町農業協同組合 網走郡大空町女満別西４条５丁目１番２７号

223 有限会社　森米吉商店 網走市字呼人687番地の５

224 八坂利用組合 網走市字八坂２１３番地

225 有限会社山田電気 網走郡女満別町西６条３丁目５番１０号

226 山本電子工業株式会社 網走市駒場南７丁目５番１１号

227 吉井建設株式会社 網走郡大空町女満別東陽３丁目３番８号

228 株式会社リョーユウ石油網走支店 網走市新町１丁目１番１４号

229 老人保健・福祉複合施設いせの里 網走市字潮見１９２番地

230 株式会社ロード工業 網走市字二見ヶ岡２２番地６１


