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番号 事業所（団体）名 代表者名
1 甲鈴オート㈱ 甲谷　賢一
2 日交自動車工業㈱ 西　矩昌
3 ㈱甲谷商会 甲谷　武
4 ひだかトヨタ自動車販売合同会社うらかわ築地店 新山　広春
5 ひだかトヨタ自動車販売合同会社うらかわ堺町店 高田　広幸
6 みずほオートシステム 宮崎　義正
7 協栄自動車鈑金塗装 土居　登
8 ㈱仲野自動車商会 前田　暁
9 ㈱様似自工サービス 澤谷　則広
10 吉井自動車工業㈱ 吉井　武彦
11 逢見モータース 逢見　範善
12 ㈲小川モータース 小川　勝己
13 ㈱三栄オート整備工場 山本　康仁
14 澤谷自動車 澤谷　利行
15 ㈱カードクタートクノ 德野　秀博
16 ㈲安全車輌整備工場 佐藤　正博
17 ㈲村上車体整備 村上　正一
18 金太郎自動車　えりも営業所 北島　清美
19 岩倉建設㈱ 鈴木　泰至
20 ㈱五十嵐工業 五十嵐　千津雄
21 ㈱小林組 小林　史明
22 日新建設㈱ 津川　司
23 ㈱平村建設 平村　徹郎
24 ㈱川上砂利工業 川上　貴史
25 ㈱磯田組 磯田　洋一
26 ㈱武田組 加藤　義昭
27 ㈱笹田組 笹田　陸男
28 磯田建設㈱ 磯田　勇
29 登建設工業㈱ 登　孝志
30 ㈱田辺組 尾田　俊明
31 ㈱本間建設 本間　栄太
32 ㈱梶浦組 梶浦　税
33 ㈱冠建 山田　豊
34 ケイセイマサキ建設㈱ 正木　健太
35 丸本建設工業㈱ 及川　哲孝
36 さくら佐藤建設㈱ 佐藤　淑人
37 静内産業土建㈱ 髙橋　光敏
38 田湯タナカ建設㈱ 田湯　勝義
39 ㈱ニッケン 武隈　武志
40 ㈱吉田建設工業 阿部　幸男
41 ㈱出口組 出口　直沖
42 ㈱賀集建設 賀集　繁喜
43 ㈱村田土建 村田　修
44 酒井建設㈱ 酒井　芳宏
45 幌村建設㈱ 幌村　司
46 ㈱小林工業所 小林　将彦
47 池内建設㈱ 能登谷　満
48 (株)海馬澤組工業 海馬澤　政則
49 上田建設工業㈱ 上田　正則
50 大谷建設工業㈱ 大谷　晃平
51 谷開発㈱ 酒井　秀男
52 ㈱手塚組 手塚　純一
53 ㈱三島組 三島　信男
54 廣信建設興業㈱ 廣田　義文
55 ㈱津田組 津田　一彦
56 ㈱南組 南　　修
57 池田建設㈱ 池田　尚登
58 ㈱鵜木組 鵜木　健
59 小野工業㈱ 小野　哲弘
60 坂田組土建㈱ 坂田　充
61 ㈱やまやす産業 冬澤　豊
62 ㈱ヤマト建設 菊地　竹勇
63 ㈲大倉組 大倉　義和
64 ㈲岡崎建設 岡崎　雅広
65 ㈲小田建設 小田　勇
66 ㈱下神田組 下神田　克久
67 ㈲神馬建設 神馬　充匡
68 ㈲鈴木建設 鈴木　雅利
69 ㈲畑中工業 畑中　悟史
70 ㈲向井建設 向井　竹夫
71 北進道路㈱ 藤根　國雄
72 リフォームトミケン 冨菜　賢二
73 ㈱グリーンマインド 熊谷　準司
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番号 事業所（団体）名 代表者名
74 ㈱タクト 跡部　義和
75 不二建設㈱　日胆営業所 菅野　洋
76 丸建道路㈱札幌支店　日高営業所 岡崎　勝浩
77 ㈱日高トータルサービス 佐野　元健
78 日高東部運送事業協同組合 秋山　靖典
79 ㈱ホロトラ建設興業 佐藤　博久
80 ㈱長嶺設備工業 中畑　譲司
81 會澤高圧コンクリート㈱ 會澤　祥弘
82 浦河生コンクリート㈱ 南　　修
83 池内べ二ヤ㈱ 池内　一秀
84 東出電設工業㈱ 東出　智宏
85 ㈱新興電気静内支店 石岡　元喜
86 ㈲伊藤電気 伊藤　勝之
87 中村電気 中村　頼和
88 ㈱坂本電建 江川　美津子
89 ㈱武田電気 武田　豊
90 ㈲土井電機工業 土井　晋輔
91 ㈲田中電気商会 畑中　孝允
92 ㈱中村電気様似支店 狭間　幸夫
93 ㈱錦戸電気静内支店 阪井　貞男
94 ひだか漁業協同組合 石井　善広
95 日高中央漁業協同組合 向井　進
96 えりも漁業協同組合 坂本　好則
97 日高建設協会 池田　尚登
98 浦河労働基準協会 五十嵐　千津雄
99 建設業労働災害防止協会浦河分会 幌村　司
100 陸上貨物運送事業労働災害防止協会浦河分会 山本　康仁
101 林業・木材製造業労働災害防止協会浦河分会 津田　一彦
102 平取建設協会 津川　司
103 日高町建設協会 加藤　義昭
104 新冠建設協会 佐藤　淑人
105 新ひだか建設協会 幌村　司
106 浦河建設協会 手塚　純一
107 様似建設協会 池田　尚登
108 えりも建設協会 坂田　充
109 日高建築工事業組合 三島　信男
110 浦河町高齢者事業団 砂原　肇
111 日高東部森林組合 森　政巳
112 日高地方技能訓練協会
113 日高中部地区技能士会
114 室蘭地方自動車整備振興会日東支部 甲谷　賢一
115 日高管内社会福祉協議会連絡協議会 小野　哲弘
116 ひだか東農業協同組合 笹島　政信
117 日高軽種馬農業協同組合 古川　雅且
118 日高電業協同組合 土井　晋輔
119 日高地方石油業協同組合 奥田　宗一郎
120 浦河重油納入組合 佐藤　尚武
121 ㈱北洋銀行浦河支店 郷路　雅樹
122 日高信用金庫 大沼　孝司
123 浦河商工会議所 上田　正則
124 平取町商工会 桜井　幹也
125 日高町商工会 上田　　守
126 新冠町商工会 中山　智仁
127 新ひだか町商工会 河原　秀幸
128 様似町商工会 工藤　仁
129 えりも町商工会 大坂　庄吉
130 農業生産法人　㈱ファーム ホロ 幌村　司
131 ㈱かづさや書店 古市　敬二
132 古市商事㈲ 古市　昴平
133 ㈱上埜金物店 上埜　友介
134 大針印刷㈱ 大針　光晴
135 ㈲みついし環境サービス 幌村　司
136 社会福祉法人　わらしべ会 上中　正人
137 日交ハイヤー㈱ 木田　尚孝
138 うらかわ優駿の里振興㈱ 池田　拓
139 ㈱日高報知新聞社 大岡　由幸
140 ㈱東部日高交通教育センター浦河自動車学校 川越　操


