
事　業　所　名 所在地 事　業　所　名 所在地 振興局
S53 株式会社広野組 旭川市
S54 株式会社神部組 滝川市 山崎建設工業株式会社 札幌市 石狩

株式会社阿部工業 留萌市 留萌
株式会社新谷建設 旭川市 上川
株式会社黒崎建設工業所 札幌市 石狩
株式会社鶴間組 旭川市 上川
有限会社鳥谷組 浦河町 日高
株式会社但野組 美唄市 空知
株式会社生駒組 旭川市 上川
株式会社佐々木組 岩内町 後志
株式会社大野組土建 美唄市 空知
北栄建設株式会社 紋別市 網走
株式会社遊佐組 池田町 十勝
郷土建工業株式会社 江別市 石狩
村井建設株式会社 釧路市 釧路
青木建設株式会社 北見市 網走
株式会社水上建設工業所 羽幌町 留萌
株式会社吉本組 岩内町 後志
株式会社渡辺組 上湧別町 網走
宮脇建設株式会社 沼田町 空知
株式会社森脇組 月形町 空知
芽沼建設工業株式会社 泊村 後志
株式会社菅原組 函館市 渡島
株式会社西村組 湧別町 網走
北方建設産業株式会社 紋別市 網走
株式会社高橋組 弟子屈町 釧路
橋場建設株式会社 風連町 上川
川口建設株式会社 札幌市 石狩
日成建設株式会社 芦別市 空知
月舘建設株式会社 室蘭市 胆振
株式会社長組 寿都町 後志
株式会社鎌田建設 中標津町 根室
株式会社砂子組 奈井江町 空知
市橋建設株式会社 音別町 釧路
西江建設株式会社 帯広市 十勝
株式会社富田組 稚内市 宗谷
南建設株式会社 網走市 網走
大建土木株式会社 旭川市 上川
極東建設株式会社 滝川市 空知
及川産業株式会社 岩見沢市 空知
株式会社堀口組 留萌市 留萌
島田建設株式会社 網走市 網走
株式会社北谷組 砂川市 空知
丹羽建設株式会社 稚内市 宗谷
株式会社早水組 網走市 網走
盛興建設株式会社 苫小牧市 胆振
釧根開発株式会社 根室市 根室
矢野建設工業株式会社 余市町 後志
株式会社佐々木建設 鶴居村 釧路
北宝建設株式会社夕張支店 夕張市 空知
株式会社林組 乙部町 檜山
株式会社南組 様似町 日高
道路工業株式会社 札幌市 石狩
若林建設株式会社 深川市 空知
北紘建設株式会社 伊達市 胆振
ハラダ工業株式会社 留萌市 留萌
株式会社矢野建設 日高町 日高
株式会社村上組 上湧別町 網走
協業組合大同建設 紋別市 網走
阿部建設株式会社 小樽市 後志
株式会社丸源興業 釧路町 釧路
最能建設株式会社 中標津町 根室
秋津道路株式会社 札幌市 石狩
株式会社泰進建設 滝川市 空知
横関建設工業株式会社 倶知安町 後志
田屋土建工業株式会社 小平町 留萌
株式会社中川建設 中川町 上川
加藤組土建株式会社 函館市 渡島
エルム建設株式会社 北広島市 石狩
株式会社日多基組 長沼町 空知
株式会社山口工業所 苫小牧市 胆振
亀田工業株式会社 江差町 檜山
橋本建設工業株式会社 旭川市 上川
水島建設工業株式会社 砂川市 空知
藤建設株式会社 稚内市 宗谷
真壁建設株式会社 根室市 根室
株式会社亘建設 札幌市 石狩
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S55

S56

石塚建設興業株式会社 稚内市

株式会社勝山組 留萌市

東邦建設株式会社 帯広市

株式会社阿部工業 留萌市

水元建設株式会社 北見市

笹木産業株式会社 滝川市

宮坂建設工業株式会社 帯広市

株式会社黒崎建設工業所 札幌市

株式会社附田組

柏倉建設株式会社

渡辺建設工業株式会社

三協建設株式会社

札幌市

札幌市

根室市

留萌市

丸敏菊地工業株式会社 札幌市

丸井井戸川建設株式会社 釧路市

株式会社伊藤工業 室蘭市

大北土建工業株式会社 富良野市

株式会社山内組 更別村

株式会社小野寺組 阿寒町
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株式会社大庭組 札幌市 石狩
株式会社工藤組 奥尻町 檜山
市川興業株式会社 室蘭市 胆振
株式会社本堂建設工業 三笠市 空知
株式会社大建産業 豊富町 宗谷
イワクラ工業株式会社 美幌町 網走
鈴木建設株式会社 紋別市 網走
株式会社草別組 岩内町 後志
株式会社大滝組 苫小牧市 胆振
北土建設株式会社 札幌市 石狩
勇建設株式会社 札幌市 石狩
株式会社田畑組 稚内市 宗谷
向陽建設株式会社 釧路市 釧路
株式会社犬飼工務店 中標津町 根室
株式会社丸三興業 苫小牧市 胆振
佐竹建設株式会社 岩内町 後志
谷開発株式会社 浦河町 日高
中本土建株式会社 深川市 空知
株式会社海陸興業 石狩市 石狩
陸奥建設株式会社 札幌市 石狩
株式会社工藤組 上湧別町 網走
村上建設株式会社 釧路市 釧路
株式会社管野組 丸瀬布町 網走
富岡産業株式会社 深川市 空知
株式会社丸田組 網走市 網走
植村土建株式会社 新得町 十勝
鐘ヶ江建設株式会社 北見市 網走
株式会社中村組 標茶町 釧路
株式会社田中組 札幌市 石狩
栗林建設株式会社 帯広市 十勝
岡村建設株式会社 北見市 網走
植村建設株式会社 赤平市 空知

H18 釧根開発株式会社 中標津町 拓成工業株式会社 共和町 後志
美田建設工業株式会社 西興部村 網走

H19 株式会社中田組 稚内市 株式会社北創 栗山町 空知
しずお建設株式会社 士別市 上川
田中建設株式会社 枝幸町 宗谷

H20 該当なし 光栄建設興業株式会社 深川市 空知
聖太建設株式会社 網走市 網走

H21 該当なし 河村工業株式会社 当別町 石狩
中村建設株式会社 余市町 後志
居林遠藤建設株式会社 滝川市 空知

H22 該当なし 和田建設工業株式会社 余市町 後志
福中建設株式会社 岩見沢市 空知

H23 該当なし アイグステック株式会社 千歳市 石狩
共立道路株式会社 栗山町 空知
株式会社北菱 富良野市 上川
高玉建設工業株式会社 別海町 根室

H24 該当なし 大野土建株式会社 士別市 上川
小針土建株式会社 中標津町 根室

H25 制度廃止 表彰者なし

H26 表彰者なし

H27 杉原建設株式会社 札幌市 石狩
株式会社進興工業 苫小牧市 胆振

H28 株式会社福津組 古平町 後志
第一電気工業株式会社 旭川市 上川
松谷建設株式会社 北見市 オホーツク

H29 株式会社鈴木工業所 札幌市 石狩
橋本電気工事株式会社 札幌市 石狩
株式会社石橋建設 陸別町 十勝
こぶし建設株式会社 岩見沢市 空知
池田煖房工業株式会社 札幌市 石狩
株式会社スパル建設 恵庭市 石狩
花本建設株式会社 旭川市 上川
株式会社山伏パコム 富良野市 上川
丸正誠伸興業株式会社 札幌市 石狩
株式会社三協システム 札幌市 石狩
榆建設株式会社 苫小牧市 胆振
イトイ産業株式会社 士別市 上川

R2 日重建設株式会社 恵庭市 石狩
谷村工業株式会社 美唄市 空知
株式会社松本組 函館市 渡島
株式会社谷組 下川町 上川
株式会社上田組 標津町 根室

H17

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

第一水道工業株式会社 釧路市

網走市

中本土建株式会社 深川市

秋津道路株式会社 札幌市

株式会社大庭組 札幌市

株式会社菅原組 函館市

株式会社昭栄興業 苫小牧市

北紘建設株式会社 伊達市

島田建設株式会社

R3

R元

H30


