「ECOちとせ」認定事業所
平成31年4月30日現在

事業者名 （事業所名）

初回認定日

事業所所在地

1 北海道テクニカルシステムエンジニア(株)

平成１９年 ８月 ６日 千歳市青葉７丁目９番１５号

2 千歳印刷(株)

平成１９年 ８月 ６日 千歳市錦町３丁目３番地

3 (株) 弘和建設工業

平成１９年 ９月２０日 千歳市北栄１丁目３０番４号

4 (株) 丹波組

平成１９年１１月 １日 千歳市本町１丁目１４番地

5 (株) 東洋実業 千歳営業所(千歳市葬斎場）

平成１９年１１月 １日 千歳市根志越１３６５番の甲

6 中山建設(株)

平成１９年１２月 ７日 千歳市豊里２丁目１４番３号

7 (株) 高橋管機工業

平成１９年１２月２６日 千歳市本町２丁目６番地

8 公益財団法人千歳市体育協会（千歳市開基記念総合武道館） 平成２０年 ４月 １日 千歳市あずさ１丁目３番１号
9 公益財団法人千歳市体育協会（ふれあいセンター）

平成２０年 ４月 １日 千歳市あずさ１丁目1番１３号

10 (株) カミノ

平成２０年 ５月２７日 千歳市新富３丁目３番２４号

11 近藤電設工業(株)

平成２０年 ５月２７日 千歳市北斗６丁目１番２２号

12 (株) ダスキンプロダクト北海道 道央中央工場

平成２０年 ６月 ６日 千歳市北信濃７７６番地１８

13 千歳建設(株)

平成２０年 ６月２０日 千歳市流通１丁目３番地の１

14 千歳市環境整備事業協同組合

平成２０年 ７月２５日 千歳市上長都１０５７番地７

15 北世建設(株)

平成２０年 ４月１０日 千歳市上長都１０５７番地４

16 (株)協栄土建

平成２０年１１月２５日 千歳市旭ヶ丘１丁目４番７号

17 セントラルリーシングシステム(株)（千歳市民文化センター） 平成２０年１２月 ２日 千歳市北栄２丁目２番１１号
18 セントラルリーシングシステム(株)（千歳市民ギャラリー） 平成２０年１２月 ２日 千歳市千代田町５丁目７番地の１
19 (株)中央造園

平成２１年 ８月 ７日 千歳市朝日町４丁目２５番地

20 (有)ベストサービス

平成２１年 ９月１１日 千歳市新富1丁目７番5号

21

平成２１年１１月 ２日 千歳市真町１７６番地の３

公益財団法人千歳市シルバー人材センター（千歳市立千歳公民館）

22 (株)山三ふじや図書館事業部（千歳市立図書館）

平成２２年 ４月１６日 千歳市真町２１９６番地の１

23 千翔建設(株)

平成２２年１２月 ８日 千歳市上長都１０３９番地１５

24 (株)後藤田組

平成２２年１２月 ８日 千歳市千代田町１丁目９番地

25 (有)日勝建設工業

平成２２年１２月２０日 千歳市清流２丁目３番９号

26 岩倉建設(株)千歳営業所

平成２２年１２月２０日 千歳市栄町２丁目２５番地の２

27 (株)村上組

平成２２年１２月２０日 千歳市春日町２丁目７番１号

28 (株)協栄ハウス

平成２２年１２月２０日 千歳市朝日町３丁目５番地の１

29 緑建工業(株)

平成２２年１２月２７日 千歳市信濃３丁目１７番１５号

30 (有)サノケン

平成２２年１２月２７日 千歳市根志越５７９番地１７

31 アイグステック(株)

平成２２年１２月２７日 千歳市梅ヶ丘３丁目４番１９号

32 山﨑建設工業(株)千歳支店

平成２２年１２月２７日 千歳市千代田町６丁目１番６号２２

33 (株)東海重建

平成２３年 １月 ４日 千歳市千代田町５丁目１番地８

34 中和建設(株)

平成２３年 １月 ４日 千歳市清流１丁目２番６-１号

35 (有)菊地建設

平成２３年 １月１７日 千歳市信濃４丁目１６番６号

36 今野工業(株)

平成２３年 １月１７日 千歳市北陽５丁目４番3号

37 (株)大淵造園土木

平成２３年 １月１７日 千歳市末広７丁目１番１４号

38 金田一建設(株)

平成２３年 １月２６日 千歳市千代田町５丁目１番８

39 伸盛電気工事(株)

平成２３年 １月２６日 千歳市青葉３丁目１４番３０号

40 正和建設(株)

平成２３年 １月２６日 千歳市住吉１丁目４番１１号

41 山二総合保全(株)

平成２３年 １月２６日 千歳市北栄１丁目２０番７号

事業者名 （事業所名）

初回認定日

事業所所在地

42 (株)茎津綜業

平成２３年 ２月 ４日 千歳市上長都１０３９番地２４

43 舞鶴設備工業(株)

平成２３年 ２月 ４日 千歳市上長都１０３９番地８

44 北東電気(株)

平成２３年 ２月 ４日 千歳市旭ヶ丘２丁目１番５号

45 三井建機工業(株)

平成２３年 ２月 ７日 千歳市清流１丁目３番１２号

46 富樫電気工事(株)

平成２３年 ２月１０日 千歳市東雲町５丁目５７番地

47 (株)熊谷造園

平成２３年 ２月１０日 千歳市東郊２丁目９番５号

48 北海道電力(株)千歳ネットワークセンター

平成２３年 ３月２２日 千歳市北栄２丁目２番２０号

49 千歳日成暖房(株)

平成２３年 ６月１０日 千歳市北栄１丁目２６番地５

50 新栄工業(株)

平成２３年１０月１８日 千歳市北信濃７７０番９

51 公立千歳科学技術大学

平成２４年 ５月１６日 千歳市美々７５８番地６５

52 (株)エヌ・ケーエンジニアリング

平成２４年 ５月１６日 千歳市北信濃７７０番９

53 (株)浜組土木

平成２４年１０月２３日 千歳市真々地１丁目１１番３号

54 (有)旭土木

平成２５年 ９月３０日 千歳市住吉１丁目５番７号

55 （株）ヒロトミ建設

平成２６年 ４月１５日 千歳市みどり台北１丁目４番６号

56 （株）シーアイシー研究所

平成２６年 ５月１５日 千歳市泉沢1007番地69

57 協業組合カンセイ

平成２６年 ８月 ４日 千歳市流通１丁目３番地６

58 公益財団法人千歳市体育協会（千歳市スポーツセンター） 平成２７年 ５月１８日 千歳市真町１７６番２号
59 一般財団法人 北海道電気保安協会 千歳事業所

平成２７年 ７月１６日 千歳市新富１丁目２４番１７号

60 北海道ガス（株） 千歳支店

平成２８年 ９月１５日 千歳市清水町１丁目１番１号

61 (有)池田工業

平成２９年 ５月２６日 千歳市みどり台南1丁目2番1号

62 ブリヂストンBRM（株）千歳事業所

平成３０年 ５月１４日 千歳市上長都1044番地の1

