北海道家庭教育サポート企業等制度締結企業【渡島管内】（令和 2 年 10 月 24 日現在）
○函館市（１１５社）
㈱亀田葬儀社
クラブカットＥ'（イイダッシュ）
サカエ美容室
㈲建築設計セリオ
手づくりパンの家ムックル
㈱さきえだ塗装
函館三菱ふそう自動車販売㈱
ジブラルタ生命保険(株)

函館支社函館第一営業所

ジブラルタ生命保険(株)

函館支社函館第三営業所

㈱エム・クリエイティブ
㈱宮一工業
㈱ケイソー
㈲大谷石材
名美興業㈱
㈱サンアール
㈱佐々木事業所
㈱テーオーデパート
㈱北海道銀行 函館支店
㈱北海道銀行 函館駅前支店
㈱北海道銀行 十字街支店
㈱北海道銀行 亀田支店
㈱北海道銀行 東山支店
㈱北海道銀行 美原支店
㈱北海道銀行 湯川支店
㈱近藤商会
㈱五島軒
函館商工信用組合
函館山ロープウェイ㈱
函館バス㈱
㈱函館酪農公社
一般財団法人 北海道国際交流センター

おんじき庭本㈱
トーショウコーポレーション㈱
㈱トーショウビルサービス
㈱ＮＡアーバンデベロップメント
㈱エスイーシー
㈱菅原組
㈱富士サルベージ
潮産業㈱
第二物産㈱
函館圏フリースクールすまいる
㈱丸伊小林建設
㈱薄田測量設計事務所
㈱ニューメディア函館センター
函館市亀田農業協同組合
大明工業㈱
㈱キタジマ
㈱ヒトココチ
㈱ツカサ技研
三浦商会
北海道ガス㈱ 函館支店
アース測量設計㈱
函館湯の川温泉旅館協同組合
㈱丸義藤本組
函館蔦屋書店㈱
学校法人野又学園 函館大学
学校法人野又学園 函館短期大学
学校法人野又学園 函館看護専門学校
学校法人野又学園
学校法人野又学園

函館歯科衛生士専門学校

函館短期大学付設調理製菓専門学校

学校法人野又学園
学校法人野又学園
学校法人野又学園

函館大学付属有斗高等学校
函館大学付属柏稜高等学校
函館短期大学付属幼稚園

学校法人野又学園

函館自動車学校

㈱テーオーリテイリング

ジャンボイエロー港店

㈱テーオーリテイリング

ジャンボイエロー金堀店

㈱テーオーリテイリング

ジャンボイエロー亀田店

㈱テーオーリテイリング

イエローグローブ豊川店

㈱テーオーリテイリング

イエローグローブ南茅部店

㈱北洋銀行
㈱北洋銀行
㈱北洋銀行
㈱北洋銀行
㈱北洋銀行

函館中央支店
末広町支店
万代町支店
五稜郭公園支店
湯川支店

㈱北洋銀行 美原支店
㈱北洋銀行 日吉支店
㈱北洋銀行 桔梗支店
㈱アサヒ商会
㈱アサヒ商会

函館パークカントリークラブ

㈱アサヒ商会 亀田給油所
㈱アサヒ商会 大門給油所
㈱アサヒ商会 深堀給油所
㈱アサヒ商会 時任給油所
㈱アサヒ商会 桔梗給油所
㈱アサヒ商会 石川給油所
函館日産自動車㈱ 本社
函館日産自動車㈱ 石川店
函館日産自動車㈱ 亀田本町店
函館日産自動車㈱ 神山店
函館日産自動車㈱ クエスト 5
㈲魚長 本社
㈲スーパー魚長 八幡通り店
㈲スーパー魚長 生鮮乃木市場
㈲スーパー魚長 東山店
㈲スーパー魚長 湯浜店
㈲スーパー魚長 宝来店
㈲スーパー魚長 本通店
㈲魚長 生鮮げんき市場 赤川店
㈲魚長 生鮮げんき市場 日吉店
㈲魚長 生鮮げんき市場 大川店
㈲魚長 生鮮げんき市場 亀田港店
㈲魚長 生鮮げんき市場 上湯川店
㈲魚長 生鮮げんき市場 昭和店
㈲魚長 生鮮げんき市場 榎本店
渡島信用金庫 南茅部支店
渡島信用金庫 函館支店
渡島信用金庫 五稜郭支店
渡島信用金庫 亀田支店
ファーストナレッジ㈱
㈱タザキトーヨー住器
㈲アースフレンド・ハシモト
㈱吉田食品
ラッキー衣料館 ひとみ店
ラッキー衣料館 美原店
日東電気工事㈱

敬称略

鹿部環境管理㈲
自然食＆喫茶 夢紀行
セブンイレブン 鹿部町店
鹿部漁業協同組合
㈱丸鮮 道場水産
㈱北海道スカラップ
渡島信用金庫 鹿部支店

○七飯町（８社）
㈱八晃建設 認定こども園どんぐり
㈱八晃建設
㈱はこだてわいん
㈱シンオシマ
㈱テーオーリテイリング

イエローグローブ七飯店

㈲スーパー魚長

桜町店

㈲魚長 生鮮げんき市場

渡島信用金庫

希望ヶ丘店

赤松街道支店

○八雲町（１２社）
東陽建設㈱
㈱吉川建設
ツバメ工業㈱
㈱イチヤママル長谷川水産
㈱イチヤママル長谷川水産
㈱ハルミフーズ
㈲ミノリ商事
㈱北洋銀行 八雲支店
館脇電気工業㈱
㈱アサヒ商会 八雲給油所
函館日産自動車㈱ 八雲店
渡島信用金庫 八雲支店

入沢工場

○長万部町（９社）
㈱テーオーリテイリング

イエローグローブ長万部店

㈲赤塚商会
丸金旅館
まるはな生花店
㈱北洋銀行 長万部支店
カットハウス 髪切虫
㈲石垣自動車商会
㈲井下兄弟自動車
学校法人函館カトリック学園

長万部マリア幼稚園

○北斗市（１６社）
新函館農業協同組合
㈱石田文具
社会福祉法人 侑愛会
北斗市商工会
㈱北洋銀行 七重浜支店
㈲スーパー魚長 久根別店
㈲スーパー魚長 七重浜店
㈲スーパー魚長 大野店
澤田建設㈱
渡島信用金庫 大野支店
渡島信用金庫 上磯支店
澤田商事㈱
㈲宮崎新聞販売所
㈱石崎公益社
㈲オサガワ食品
㈱ワタナべホームズ

○木古内町（４社）

○森町（７社）

㈱テーオーリテイリング

㈱ニチレイフーズ 森工場
㈱ハルキ
特定非営利活動法人「森の仲間たち」
㈱テーオーリテイリング

イエローグローブ森店

㈱北洋銀行 森支店
函館日産自動車㈱ 森店
渡島信用金庫 本店

○鹿部町（１０社）
㈲イリエ船橋水産
大沢商店
セイコーマート 鹿部店

蕎麦処 瑠瞳
㈱北海道銀行
北島製パン㈱

木古内支店

㈱テーオーリテイリング

イエローグローブ木古内店

○知内町（３社）
㈱ガイアートＴ・Ｋ
㈲大翔建設
三和建設工業㈱

○福島町（４社）
中塚建設㈱
吉岡砕石工業㈱
吉岡商事㈱
イエローグローブ福島店

○松前町（６社）
㈲ニシモク
㈱テーオーリテイリング

イエローグローブ松前店

㈱北洋銀行 松前支店
㈱中村屋
㈲シントソウ
㈱西沢工務店

