
会員総数            １７２団体・事業所

【正会員】     （ 正会員１６７件 ・ 賛助会員５件）

番　号 事業所（ 団体） 名 役　職　名 代 表 者 名 住　　　　　　　　　所 所　　　属　　　団　　　体 電 話 番 号

1 留萌地方技能訓練協会 会長 千　田　　勇　蔵

2 留萌地方総合技能士会 会長 髙　田　　昌　昭

3 留萌地方技能尊重運動推進協議会 会長 髙　田　　昌　昭

4 留萌商工会議所 会頭 塚　本　　壽三郎

5 北海道留萌管内商工会連合会 会長 穀　蔵　　悦　生

6 増毛町商工会 会長 棚　橋　　秀　彦

7 小平町商工会 会長 藤　田　　　　貢

8 苫前商工会 会長 渡　部　　和　人

9 羽幌町商工会 会長 出　口　　治　康

10 初山別村商工会 会長 武　田　　弘　樹

11 遠別商工会 会長 穀　蔵　　悦　生

12 天塩商工会 会長 深　山　　秀　敬

13 留萌建設協会 会長 堀　口　　　　亘

14 留萌市建設業協会 会長 田　下　　啓　一

15 株式会社　阿部工業 代表取締役社長 渡　会　　　　宰

16 株式会社　北建舗道 代表取締役社長 野　崎　　　　寿

17 株式会社　高橋建設 代表取締役 高　橋　　秀　一

18 高橋土木工業株式会社 代表取締役 高　橋　　龍　也

19 有限会社　大嶋組 代表取締役 大　嶋　　賢　治

20 光栄運輸株式会社 代表取締役 神　　　　　　弘

21 株式会社　亀谷組 代表取締役 亀　谷　　　　優

22 株式会社　伊藤建設 代表取締役 伊　藤　　芳　樹

23 株式会社　丸高建設 代表取締役社長 加　藤　　勝　則

　　　　　　　　　　　（令和２年４月１日）

公益社団法人   留萌地域人材開発センター運営協会

会     員     名     簿



番　号 事業所（ 団体） 名 役　職　名 代 表 者 名 住　　　　　　　　　所 所　　　属　　　団　　　体 電 話 番 号

24 株式会社　和秀 代表取締役 居原田 　 隆　夫

25 山高建設工業株式会社 代表取締役 佐　藤　　太　紀

26 堀松建設工業株式会社 代表取締役社長 堀　松　　一　郎

27 三協建設株式会社 代表取締役 堀　松　　秀　樹

28 ハラダ工業株式会社 代表取締役社長 近　藤　　捷　介

29 株式会社　堀口組 代表取締役 堀　口　　哲　志

30 萌州建設株式会社 代表取締役 畑　中　　修　平

31 有限会社　相川建設 代表取締役 金　澤　　　　隆

32 八晃建設株式会社 取締役社長 田　下　　啓　一

33 興北建設株式会社 代表取締役社長 原　田　　欣　典

34 留萌ヰゲタ港運株式会社 代表取締役社長 井　上　　貞　幸

35 白鳥建設工業株式会社 代表取締役 堀　松　　　　誠

36 貝森工業株式会社 代表取締役 貝　森　　将　之

37 株式会社　北交産業 代表取締役 沖　田　　謙　司

38 株式会社　髙田建設 代表取締役 髙　田　　昌　昭

39 道路工業(株)留萌営業所 所長 木　村　　真　一

40 増毛町建設協会 会長 森　竹　　昌　基

41 ハニックス株式会社 代表取締役 内　山　　信　一

42 株式会社　川淵 代表取締役 川　淵　　勝　司

43 佐々木建設運輸株式会社 代表取締役 藤　田　　昌　明

44 株式会社　清野建設 代表取締役 森　竹　　昌　基

45 増毛土建株式会社 代表取締役 古　川　　秀　昭

46 小平町建設業協会 会長 山　内　　　　裕

47 ヤマモト巧建株式会社 代表取締役 山　本　　博　行

48 株式会社　新名建設 代表取締役 新　名　　　　博

49 有限会社　若杉ガラス店 代表取締役 若　杉　　孝　幸

50 株式会社　向井建設 代表取締役 向　井　　勝　広



番　号 事業所（ 団体） 名 役　職　名 代 表 者 名 住　　　　　　　　　所 所　　　属　　　団　　　体 電 話 番 号

51 特殊土木工業株式会社 代表取締役 山　内　　　　裕

52 株式会社　吉田建設 代表取締役 吉　田　　興　悦

53 苫前建設協会 会長 奥　山　　和　彦

54 橋場産業株式会社 代表取締役 奥　山　　和　彦

55 株式会社　東北建設 代表取締役 小　島　　英　人

56 株式会社　道北土木 代表取締役 森　本　　勝　己

57 有限会社　石川土木工業 代表取締役 岡　部　　克　寛

58 株式会社　北一組 代表取締役 忠　津　　　　章

59 株式会社　水上建設工業所 取締役社長 水　上　　　　博

60 初山別建設協会 会長 武　田　　弘　樹

61 初山別土建株式会社 代表取締役 麻　里　　隆　三

62 遠別建設協会 会長 守　谷　　一　彦

63 守谷建設株式会社 取締役社長 守　谷　　一　彦

64 道北興業株式会社 代表取締役 片　岡　　俊　浩

65 株式会社　共栄 代表取締役 小　泉　　幸　一

66 内山産業株式会社 代表取締役 内　山　　勝　弘

67 株式会社　遠藤重機建設 代表取締役 遠　藤　　國　男

68 株式会社　大垣重興 代表取締役 吉　村　　　　巧

69 天塩建設協会 会長 瀬　越　　正　己

70 株式会社　石山組 代表取締役 石　山　　公　介

71 株式会社　瀬越組 代表取締役 瀬　越　　正　己

72 株式会社　メイク 代表取締役 石　山　　道　徳

73 株式会社　高橋建設 代表取締役 高　橋　　和　子

74 株式会社　ハタナカ昭和 代表取締役 畑　中　　修　平

75 留萌建築業組合 組合長 髙　田　　昌　昭

76 有限会社　ハウジング祐川 代表取締役 祐　川　　幸　紀

77 有限会社　新井建設 代表取締役 新　井　　智　博
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78 株式会社　タムラ建設工業 代表取締役 西　川　　直　昭

79 株式会社　今城重機工業 代表取締役 今　城　　芳　隆

80 株式会社サイトウリフォーム工業 代表取締役 齊　藤　　和　也

81 有限会社　大舘板金製作所 代表取締役 大　舘　百 合 子

82 株式会社　タマダ 代表取締役 玉　田　　政　治

83 留萌看板業組合 組合長 高　田　　哲　哉

84 留萌管内塗装工業組合 組合長 木　村　　卓　司

85 有限会社　きむら塗装 取締役社長 木　村　　卓　司

86 有限会社　江端木工製作所 代表取締役 江　端　　宏　剛

87 有限会社　木村木工 代表取締役 木　村　　文　明

88 留萌地方左官業組合 組合長 武　田　　良　雄

89 有限会社　マルタケ武田左官 代表取締役 武　田　　良　雄

90 留萌測友会 会長 大　舘　　哲　也

91 留萌地方自動車整備協会 会長 西　野　　秀　保

92 旭川車体整備協同組合留萌支部 支部長 岩　渕　　勝　之

93 留萌鉄工業組合 組合長 深　瀬　　則　昭

94 留萌管工事業協同組合 代表理事 柳　澤　　　　豊

95 株式会社　ハチロ 代表取締役 鉢　呂　　良　一

96 株式会社　不二水道 代表取締役 柳　澤　　　　豊

97 北興機械株式会社 取締役社長 岡　田　　公　介

98 有限会社北日本環境整備センター 代表取締役 松　下　　峰　雄

99 有限会社　衛生公社 代表取締役 折　居　　　　巧

100 留萌塵芥事業協同組合 代表理事 串　橋　　伸　幸

101 道北電気工事業協同組合留萌支部 支部長 畠　山　　　　博

102 明和電機株式会社 代表取締役 茶  谷　　恵　一

103 株式会社　畠山電気工業 代表取締役社長 畠　山　　　　博

104 藤森電設株式会社 代表取締役 奥  山　　光　夫
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105 有限会社　奥瀬電設 代表取締役 奥  瀬　　　　聡

106 株式会社　公電社 代表取締役 宮  尾　　久　志

107 株式会社　佐藤電気商会 代表取締役 桜  元　　克　則

108 有限会社　三和 代表取締役 伊  藤　　俊　昭

109 株式会社　神田電機 代表取締役 高  松　千 恵 子

110 株式会社　山崎電気 代表取締役 鈴  木　　榮　三

111 フルノ電気工業株式会社 代表取締役 古  野　　晃　洋

112 有限会社　簑島電機 代表取締役 斉　藤　　　　忍

113 留萌水産物加工協同組合 理事長 加  藤　　泰　敬

114 ぐるめ食品株式会社 代表取締役 村  井　　良　泰

115 印刷同友会るもい 会長 三ツ井　　雄　司

116 三井印刷株式会社 代表取締役 三ツ井　　雄　司

117 株式会社　留萌新聞社 代表取締役 原　田　　右　一

118 白鴎印刷株式会社 代表取締役 鈴　木　　康　伸

119 留萌金融協会 会長 藤　田　　　　広

120 留萌地方石油業協同組合 理事長 対　馬　　健　一

121 澤井石油商事株式会社 代表取締役社長 澤　井　　篤　司

122 三協石油株式会社 取締役社長 対　馬　　健　一

123 丸菱石油株式会社 代表取締役 石　井　　重　義

124 北海道ｴﾅｼﾞﾃｨｯｸ㈱留萌営業所 所長 熊　谷　　孝　二

125 伊藤忠ｴﾈｸｽﾎｰﾑﾗｲﾌ北海道（株） 留萌支店長 村　松　　芳　一

126 なかせき商事株式会社留萌営業所 所長 中　川　　栄　一

127 旭川石炭 燃油(株) 留萌支店 支店長 加　藤　　明　義

128 第一興産(株)留萌支店 支店長 梨　本　　芳　洋

129 北海道ＬＰガス協会留萌支部 支部長 石　黒　　朋　幸

130 旭川地区トラック協会留萌支部 支部長 永　井　　信　行

131 有限会社　留萌輸送 代表取締役 池　田　　栄　志
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132 真田運輸株式会社 代表取締役 住　吉　　　　勉

133 渡部工業株式会社 代表取締役 渡　部　　和　人

134 留萌観光協会 会長 対　馬　　健　一

135 小鳩交通株式会社留萌営業所 代表取締役 谷　脇　　勝　英

136 沿岸バス株式会社留萌営業所 所長 藤　井　　信　由

137 南るもい農業協同組合 代表理事組合長 橋　村　　　　勉

138 苫前町農業協同組合 代表理事組合長 松　原　　幸　博

139 オロロン農業協同組合 代表理事組合長 長谷川　　裕　昭

140 天塩町農業協同組合 代表理事組合長 佐　藤　　博　幸

141 幌延町農業協同組合 代表理事組合長 無量谷　　　　稔

142 新星マリン漁業協同組合 代表理事組合長 山  田　　　　徹

143 増毛漁業協同組合 代表理事組合長 西　野　　憲　一

144 北るもい漁業協同組合 代表理事組合長 今　　　　　　隆

145 遠別漁業協同組合 代表理事組合長 千　葉　　光　悦

146 留萌地域人材開発センター 専務理事 鈴　木　　鉄　男

147 株式会社　浜田商事 代表取締役 高　橋　　理　佳

148 株式会社　栄進堂 代表取締役 山　本　　譲　二

149 株式会社　ビジネスPLUS 代表取締役 昆　　　　多　利

150 ダスキン留萌支店 支店長 福　田　　弘　知

151 一般社団法人　留萌青年会議所 理事長 中　出　　靖　彦

152 株式会社　萌福祉サービス 代表取締役会長 水　戸　　繁　男

153 有限会社　北央保険センター 代表取締役 笹　川　　雄　二

154 留萌信用金庫 会長 塚　本　　壽三郎

155 島田建設 代表 島　田　　正　勝

156 留萌市商店街振興組合連合会 理事長 土　田　　悦　也

157 株式会社産業廃棄物処理センター 代表取締役 石　塚　　辰　介

158 社会福祉法人　萌寿会 理事長 原　田　　欣　典
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159 株式会社ファミリーケアサポート 代表取締役 田　中　　　　卓

160 株式会社　ＳＯＵＬ ＯＢＩＲＡ 代表取締役 角　谷　　亨　仙

161 株式会社　ネオリサイクル 代表取締役 小　川　　岳　洋

162 オフイス坂野 代表 坂　野　　敏　男

163 株式会社　コンフォート 代表取締役 佐々木   哲   平

164 株式会社　エフエムもえる 代表取締役 佐　藤　　太　紀

165
特定非営利活動法人
ウエルアナザーデザイン

代表理事 小　野　　尚　志

166 放課後デイサービスここるる 管理者 工　藤　　聡　美

167 株式会社　建匠 代表取締役 井　上　　孝　也

【賛助会員】

番   号 事業所（ 団体） 名 役   職   名 代 表 者 名 住              所 所     属     団     体 電話番号

1
株式会社
日本防災技術センター

代表取締役
留萌営業所所長

指   川       司
宮　崎　　圭　吾

2
株式会社　ＰＥＯ建機教習センタ
北海道教習所

所長 松　島　　史　典

3 学校法人 大原学園   札幌校 校長 篠　原　　建　成

4
株式会社　つうけんアクティブ
旭川事業所

事業所長 多　田　　文　哉

5
ＡＬＳＯＫ北海道株式会社
留萌営業所

所長 三　浦　　人　志


