
 

 

報道発表資料の配付日時 ３月１７日（木）１３時００分 

発 表 項 目 

（ 行 事 名 ） 
「高校１･２年生向けふらのしごとフェア 2022」の開催について 

記者レクチャ

ー 

の お 知 ら せ 

（実施日時） 
発 表 者 

発表場所 

 

概   要 

 

富良野管内の高等学校生と地元企業が一堂に会する場を設け、地元企業に

対する理解と認識の向上により職業意識の醸成を図ることで、実効ある求人・

求職活動に資するため、高校１･２年生を対象とした、「ふらのしごとフェア

2022」を次のとおり実施しますので、お知らせします。 

記 

・日  時：令和 4年（2022年）年 3月 22日（火）13時 30分～15時 30分 

・場  所：富良野スポーツセンター アリーナ(富良野市桂木町５番１０号) 

・出展企業：５５社 

・対象者：「富良野高等学校」「富良野緑峰高等学校」「上富良野高等学校」「南

富良野高等学校」に在学する１年生及び２年生 

・主  催：旭川公共職業安定所（富良野出張所）、北海道上川総合振興局、

北海道教育庁上川教育局、富良野市 

参    考 

※添付資料 

 出展企業リスト 

報道（取材） 

に当たっての 

お 願 い 

・新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行って開催します 

・参加している学生・生徒本人を識別できるような取材は避けていただきま

すようお願いします。 

他 の ク ラ ブ 

と の 関 係 

同時配付 

同時レク 

 

担 当 

（ 連 絡 先 ） 

富良野市経済部商工観光課商工労働係 増田 大五郎 

                （電話：０１６７－３９－２３１２） 

上川総合振興局産業振興部商工労働観光課 課長 水口 祐司 

                 （電話：０１６６－４６－５１３１） 

 

３／２２（火）の行事 



ふらのしごとフェア２０２２　参加申込企業一覧

No. 業種 事業所 郵便番号 住所 事業所所在地

1 宿泊・アウトドア フラノ寶亭留（株式会社第一寶亭留） 061-2303 札幌市南区定山渓温泉西3-105 富良野市

2 宿泊・アウトドア 新富良野プリンスホテル　富良野スキー場 076-8511 富良野市中御料 富良野市

3 宿泊・アウトドア スパ&ホテルリゾートふらのラテール 071-0771 空知郡中富良野町東1線北18号 中富良野町

4 宿泊・アウトドア 株式会社　加森観光本社（富良野リゾートオリカ） 060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1番地 中富良野町

5 宿泊・アウトドア 富良野リゾート興産株式会社　レジャーガイド遊び屋 076-0035 富良野市字学田三区4746番 富良野市

6 食料品卸・小売 富良野地方卸売市場株式会社 076-0018 富良野市弥生町4番2号 富良野市

7 食料品卸・小売 生活協同組合　コープさっぽろ　富良野店 063-8501 札幌市西区発寒11条5丁目10-1 富良野市

8 食料品卸・小売 ㈱西條　（スーパーBESTOM中富良野店） 096-8558 名寄市西3条南6丁目25-1 中富良野町

9 食料品製造・販売有限会社　菓子司新谷 076-0026 富良野市朝日町4番7号 富良野市

10 食料品製造 株式会社　かみふらの工房 071-0565 上富良野町丘町4丁目 上富良野町

11 農畜産業関連 ふらの農業協同組合 076-8666 富良野市朝日町3番1号 富良野市

12 農畜産業関連 株式会社　アグリプラン（ＪＡふらのグループ） 076-0002 富良野市字扇山1945番地 富良野市

13 農畜産業関連 有限会社　藤井牧場 076-0184 富良野市八幡丘 富良野市

14 農畜産業関連 有限会社　かみふらの牧場 071-0578 上富良野町旭野3 上富良野町

15 農畜産業関連 有限会社　とみたメロンハウス 空知郡中富良野町宮町3-32 中富良野町

16 農機販売 日本ニューホランド株式会社 060-0001 札幌市中央区北1条西13丁目4 富良野市

17 運輸・交通 富良野通運株式会社 076-0026 富良野市朝日町13番6号 富良野市

18 運輸・交通 北海道旅客鉄道株式会社（JR北海道） 060-8644 札幌市中央区北11条西15丁目1番1号 富良野市

19 介護・福祉 社会福祉法人　富良野あさひ郷 076-0016 富良野市中御料地2067-14（北の峯学園） 富良野市

20 介護・福祉 社会福祉法人　南富良野大乗会 079-2403 空知郡南富良野町字幾寅528番2 南富良野町

21 介護・福祉 社会福祉法人北海道社会事業協会　介護老人保健施設ふらの 076-0057 富良野市住吉町1番25号 富良野市

22 介護・福祉 株式会社　すまいるふらの 076-0017 富良野市字下御料1990 富良野市

23 介護・福祉 極東警備保障　株式会社（グループホームおおぞら） 079-8451 旭川市永山北1条10丁目11番19号 上富良野町

24 介護・福祉 一般社団法人日本地域福祉介護付有料老人ホーム花・水・木　富良野 076-0024 富良野市幸町9番3号 富良野市

25 医療 ふらの西病院 076-0038 富良野市桂木町2番77号 富良野市

26 建機レンタル 株式会社　共成レンテム 080-0048 帯広市西18条北1丁目14番地 富良野市

27 建築・土木・設備 後田設備工材　株式会社 076-0031 富良野市本町6番3号 富良野市

28 建築・土木・設備 株式会社　増山建設 076-0006 富良野市字扇山1547番地 富良野市

29 建築・土木・設備 株式会社　那知組 076-0021 富良野市緑町2番1号 富良野市

30 建築・土木・設備 株式会社　軽米組 076-0011 富良野市末広町18番14号 富良野市

31 建築・土木・設備 株式会社　サンエービルド工業 076-0023 富良野市栄町19番2号 富良野市

32 建築・土木・設備 大北土建工業　株式会社 076-0031 富良野市本町8番1号 富良野市

33 建築・土木・設備 株式会社　北菱 076-0038 富良野市桂木町1番17号 富良野市

34 建築・土木・設備 一戸電建 076-0027 富良野市花園1番20号 富良野市

35 建築・土木・設備 株式会社　森田工建 076-0054 富良野市春日町12番10号 富良野市

36 建築・土木・設備 株式会社　アラタ工業（アラタグループ） 071-0549 空知郡上富良野町北町2丁目 上富良野町

37 建築・土木・設備 株式会社　北光電子工業 071-0502 空知郡上富良野町1973番地32 上富良野町

38 建築・土木・設備 株式会社　吉岡建設 079-2404 空知郡南富良野町字幾寅市街地 南富良野町

39 建築・土木・設備 有限会社　鈴木電設 071-0565 空知郡上富良野町丘町1丁目8番26号 上富良野町

40 建築・土木・設備 株式会社　西塚清掃社 071-0549 空知郡上富良野町北町1丁目4-10 上富良野町

41 建築・土木・設備 ムサシ電子㈱中富良野工場 071-0761 空知郡中富良野町2番1号 中富良野町

42 建築・土木・設備 北海電気工事　株式会社　富良野営業所 003-8531 札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号 富良野市

43 建築・土木・設備 株式会社　テクノス北海道 070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号 富良野市

44 通信機器販売 ㈱エムデジ　ソフトバンクふらの 047-0152 小樽市新光1丁目11番1号パシオズ朝里ビル 富良野市

45 通信機器販売 株式会社　ハスコムモバイル（ドコモショップ富良野店） 064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2-25　ハスコム札幌ビル 富良野市

46 警備 大道綜合警備㈱　富良野営業所 076-0021 富良野市緑町8-16 富良野市

47 金融 旭川信用金庫 070-8660 旭川市4条通8丁目 富良野市

48 金融 空知商工信用組合 072-0025 美唄市西2条南2丁目1番1号 富良野市

49 公務 自衛隊旭川地方協力本部 上富良野町栄町2丁目-47 上富良野町

50 公務 北海道警察 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目 富良野市

51 公務 北海道開発局旭川開発建設部 078-8513 旭川市宮前1条3丁目3-15 富良野市

52 公務 北海道上川総合振興局 079-8610 旭川市永山6条19丁目1-1 沿線市町村

53 公務 上川町村会 079-8610 旭川市永山6条19丁目　上川合同庁舎内 上川管内町村

54 公務 富良野広域連合　富良野消防署 076-0023 富良野市栄町18番20号 富良野市

55 公務 富良野市役所 076-8555 富良野市弥生町1番1号 富良野市


