
№ 事業所（商号） 代表者名 住          所 電話番号 業　　　種

1 医療法人財団　夕張希望の杜 八田　政浩 夕張市社光２０番地 ５２－４３３９ 医療業

2 一般社団法人　夕張再生の会 上田　博和 夕張市本町１丁目１０９番地 090-8581-3039 サービス業

3 （有）クリーニング　ジョイ 東樹  良彦 夕張市本町２丁目 ５２－３３８５ クリーニング業

4 （株）ネクスト夕張 千石　慎弥 夕張市本町３丁目３３６番地 ５７－７６５１ イベント業

5 （有）長建寄り逢い長崎 江口　孝則 夕張市本町４丁目４５番地 ５３－２６８８ 福祉サービス業

6 吉野家そば店 髙橋　伸一郎 夕張市本町４丁目５４番地 ５２－２４４８ 飲食業

7 司法書士　いまがわ事務所 今川　和哉 夕張市本町５丁目５４　ゆうばり共生型ファーム２F ５２－１８００ 司法書士業

8 夕張タイムス社 森　剛史 夕張市昭和１番地１２ ５２－２０１３ 印刷業　報道業

9 ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝ串焼きの店　つるちゃん 橋場　英和 夕張市末広１丁目８１番地 ５２－０２３０ 飲食業

10 北星美装産業（株） 熊谷　昂也 夕張市末広１丁目９７番地 ５２－３４６６ 建物美装管理業

11 居酒屋酒道楽 富田  恵美子 夕張市末広１丁目９４番地 ５２－３９７４ 飲食業

12 夕張リゾート株式会社 米澤　僚 夕張市末広２丁目４番地 ５２－３４５６ 観光施設・宿泊業

13 三上美容院 三上　夏子 夕張市末広２丁目 ５２－３０７２ 美容業

14 北海道新聞山本販売所 山本  明良 夕張市鹿の谷１丁目７０番地 ５２－３４１５ 新聞販売業

15 久井恵税理士事務所 池元  敬三 夕張市鹿の谷３丁目５番地 ５２－３１４５ 会計事務業

16 高村社会保険労務士事務所 高村  健次 夕張市若菜９番地４ ５６－６７０３ 事務代行業

17 ひうら歯科クリニック 樋浦　善威 夕張市若菜１１番地２９ ５６－５６５６ 医療業

18 （有）Ｓ．Ａ．Ｃ 外尾　真一 夕張市若菜１５番地 ５６－６０６０ 医療業

19 一般社団法人　らぷらす 安斉　尚朋 夕張市平和１番地４４ ５３－３３７７ 福祉サービス業

20 夕張環境清掃（株） 池元　敬三 夕張市平和１３番地 ５６－６０００ 廃棄物処理業

21 介護老人保健施設　虹ヶ丘 小笠原　顕夫 夕張市日吉１４番地 ５３－３１３１ 医療業

22 クラブ　セリナ 鈴木  一也 夕張市清水沢２丁目６１番地 ５９－７７２７ 飲食業

23 美津 片岡  美津子 夕張市清水沢２丁目１１５番地 ５９－７４８９ 飲食業

24 やちぼうず 安部  康二 夕張市清水沢２丁目６９番地 ５９－７３６１ 飲食業

25 スナック　酒落人 荒木  久光 夕張市清水沢２丁目８５番地 ５９－３３３４ 飲食業

26 （有）寿五 阿部  芳雄 夕張市清水沢２丁目１２４番地 ５９－４１４８ 飲食業

27 （有）治作 小林  充治 夕張市清水沢３丁目１０７番地 ５９－７１０４ 飲食業

28 (有)よみうりメディアセンター 高橋　勇治 夕張市清水沢３丁目１０番地 ５９－７２１６ 新聞販売業

29 大黒屋旅館 金子  了二 夕張市清水沢３丁目７８番地 ５９－７９０４ 旅館業

30 スナック  男酌 藤田  秀紀 夕張市清水沢清陵町６２番地 ５９－５１８６ 飲食業

31 社会福祉法人　清光園 岡崎  光雄 夕張市南清水沢１丁目５５番地 ５９－６２１３ 第１種社会福祉事業

32 （株）YUBARI 加藤  和磨 夕張市南清水沢３丁目６３番地 080-8711-7740 情報・通信

33 皆川薬店 皆川　祐爾 夕張市南清水沢４丁目４７番地 ５９－７１９５ 薬品小売業

34 サンデークリーニング 池田  慎一 夕張市南清水沢４丁目２８番地 ５９－５４８０ クリーニング業

35 ホテル　YUUBARI 佐藤　正雄 夕張市南清水沢４丁目６０番地 ５９－７１１１ 宿泊業

36 社会福祉法人　雪の聖母園 出島　覚 夕張市南清水沢４丁目６３番地 ５９－７８５５ 障がい者支援施設

37 大夕張山荘　北の宿 松野　力 夕張市南部大宮町８－１ 090-2699-6826 宿泊業

38 (株)スポートピア　夕張事業所 安田　光則 夕張市南部岳見町２２番地 ５５－２２１１ サービス業

39 (株)夕張ツムラ 原　裕司 夕張市沼の沢２８１番地 ５３－７７２２ 生薬の栽培・製造・販売業

40 レストラン　おーやま 大山  幹夫 夕張市沼の沢８５７番地 ５７－３９１１ 飲食業

41 社会福祉法人北海道博愛舎 信太　繁 夕張市紅葉山２３１番地 ５８－２１１６ 社会福祉事業

42 くれは理容院 呉羽　博 夕張市紅葉山１３１番地 ５８－２４５１ 理髪業

43 ビューテイサロン　マスミ 菊地  奈呉江 夕張市紅葉山２４６番地 ５８－３５３０ 美容業

44 社会福祉法人　夕張みどりの会 甚野　弘至 夕張市紅葉山１７８番地 ５８－２３３０ 社会福祉事業

45 医療法人社団　中條医院 中條  俊博 夕張市紅葉山５２６番地４０ ５８－２３５０ 医療業

46 (有)メイプルタウン 多喜  直樹 夕張市紅葉山６７番地 ５８－２２０６ 飲食業

47 東日本高速道路（株）札幌管理事務所渋谷　優 北広島市大曲並木１丁目１－１－ 011-376-2126 観光サービス業

48 キャリアバンク（株） 佐藤　良雄 札幌市中央区北５条西５丁目７ 011-251-3353 総合人材サービス業

49 (株)クオス 今井　晃 夕張郡栗山町松風２丁目120-11 0123-72-0582 社会福祉事業

50 加藤　一志（ピープル） 加藤  一志 札幌市厚別区上野幌３条４丁目1-5エスプリＢ-1 011-892-8344 飲食業

51 (株)三信商会 谷澤　昇 横浜市青葉区あかね台１－２８－１０ 045-929-5433 医療機器製造業

医療・サービス部会


