
【輪島市地域貢献みまもり事業　協定締結事業者一覧】 （令和3年11月1日現在）

業　　種 事業者名 協定締結日 ＴＥＬ 住　　　　所

1 郵便 日本郵便株式会社輪島郵便局 平成22年5月19日 22-0391  輪島市河井町15部13の10番地

2 電力  北陸電力株式会社　輪島営業所 平成22年5月19日 22-0098  輪島市宅田町156番地

3 電気工事  輪島電友会 平成26年10月29日 22-9401  輪島市河井町４部８９番地　でんき屋内

4 新聞 （朝日）  朝日新聞 輪島専売店 平成22年5月19日 22-0423  輪島市新橋通７字６９番地３

5 新聞 （中日）  北陸中日新聞 皆月専売所 平成22年5月19日 46-2223  輪島市門前町皆月ソの２０番地

6 新聞 （中日）  北陸中日新聞 門前東部専売所 平成22年5月19日 42-1821  輪島市門前町広瀬ロ84番地３

7 新聞 （中日）  北陸中日新聞 道下専売所 平成22年5月19日 43-1878  輪島市門前町道下２４の８１番地

8 新聞 （中日）  北陸中日新聞 輪島専売所 平成22年5月19日 22-0374  輪島市河井町５部２３５番地

9 新聞 （中日）  北陸中日新聞 輪島西部専売所 平成22年5月19日 22-9277  輪島市堀町３字６０番地１

10 新聞 （中日）  北陸中日新聞 剱地・黒島専売所 平成22年5月19日 45-1278  輪島市門前町滝町７の２番地

11 新聞 （中日）  北陸中日新聞 三井専売所 平成22年5月19日 26-1785  輪島市三井町市ﾉ坂ケの５５番地

12 新聞 （中日）  北陸中日新聞 名舟専売所 平成22年5月19日 34-1747  輪島市名舟町ニ部２８番１地

13 新聞 （中日）  北陸中日新聞 南志見専売所 平成22年5月19日 34-1253  輪島市小田屋町１部３５番地２

14 新聞 （中日）  北陸中日新聞 町野専売所 平成22年5月19日 32-0117  輪島市町野町粟蔵ホ部７番地

15 新聞 （中日）  北陸中日新聞 浦上専売所 平成22年5月19日 42-0303  輪島市門前町浦上９の６２番地

16 新聞 （北國）  北國新聞社 輪島総局 平成22年5月19日 22-0303  輪島市河井町１８部４２番地４０

17 新聞 （北國）  北國新聞 輪島販売所 平成25年9月10日 22-0622  輪島市河井町１部１９０番地甲１

18 新聞 （北國）  北國新聞 町野販売所 平成25年9月10日 32-0027  輪島市町野町広江１部４８番地１

19 新聞 （北國）  (株)北國新聞販売　門前支所 平成25年9月10日 42-0144  輪島市門前町走出2部87番地

20 新聞 （北國）  北國新聞販売（株） 輪島西部営業所 平成25年9月10日 22-1331  輪島市鳳至町畠田３部６５番地

21 新聞 （北國）  北國新聞 三井販売所 平成25年9月10日 26-1020  輪島市三井町長沢１部３２番地2

22 新聞 （北國）  北國新聞 河原田販売所 平成25年9月10日 22-7516  輪島市西脇町中田ロ40

23 新聞 （北國）  北國新聞 西保販売所 平成25年9月10日 36-2523  輪島市下山町19部108番地

24 新聞 （北國）  北國新聞販売（株） 鵠巣販売所 平成25年9月10日 22-8327  輪島市深見町68字12番地

25 新聞 （北國）  北國新聞 南志見販売所 平成25年9月10日 34-1240  輪島市渋田町ホ37

26 新聞 （北國）  北國新聞 諸岡販売所 平成25年9月10日 43-1851  輪島市門前町道下７部186番地

27 新聞 （北國）  北國新聞 黒島販売所 平成25年9月10日 43-1553  輪島市門前町黒島イ61

28 新聞 （北國）  北國新聞 剱地販売所 平成25年9月10日 45-1344  輪島市門前町剱地レ50

29 新聞 （北國）
 (株)北國新聞
　南部販売サービス  浦上支所

平成25年9月10日 42-1708  輪島市門前町浦上122部30番地

30 新聞 （北國）
 (株)北國新聞
　南部販売サービス  皆月支所

平成25年9月10日 46-2117  輪島市門前町皆月ツ78

31 農協  おおぞら農業協同組合 平成22年5月19日 52-3804  穴水町字大町ほの９５番地

32 牛乳等販売  サンミルク株式会社 平成22年5月19日 22-3190  南砺市岩木４２２番地の２

33 牛乳等販売 七尾ヤクルト販売株式会社 平成27年12月1日 0767-54-8960  七尾市本府中町チ部３７番地

34 牛乳等販売  農協牛乳 平成22年5月19日 22-2109  輪島市河井町６部４番地３

35 プロパンガス  一宗屋商会 平成26年10月29日 22-0160  輪島市鳳至町上町４５番地

36 プロパンガス  江尻商店 平成22年5月19日 32-1081  輪島市町野町粟蔵ハ部６４番２地
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37 プロパンガス  有限会社　藏口屋 平成22年5月19日 22-0565  輪島市河井町３部７４番地

38 プロパンガス  有限会社　小森商会 平成26年10月29日 22-0137  輪島市新橋通７の６７番地の１

39 プロパンガス  笹谷プロパン店 平成26年10月29日 22-1104  輪島市河井町３部１６５番地３号

40 プロパンガス
 日通プロパン曽々木販売所
 有限会社　佐竹商店

平成26年10月29日 32-0146  輪島市町野町曽々木ア部２４番１地

41 プロパンガス  中谷プロパン店 平成26年10月29日 45-1221  輪島市門前町剱地ヨの１７１番地の２

42 プロパンガス  中室商店 平成26年10月29日 46-2040  輪島市門前町皆月ツの３６番地

43 プロパンガス  前野商店 平成26年10月29日 32-0015  輪島市町野町鈴屋ユ部９０番地

44 プロパンガス  宮本プロパン商会 平成26年10月29日 22-0354  輪島市鳳至町下町１６５番地

45 プロパンガス  室金物店 平成26年10月29日 22-0480  輪島市河井町２３部２４番地

46 プロパンガス  諸岡金物店 平成26年10月29日 42-0063  輪島市門前町走出５の１１番地

47 プロパンガス  株式会社　ヤマガミ 平成26年10月29日 42-0001  輪島市門前町鬼屋４の８４番地

48 プロパンガス  有限会社　山上石油 平成22年5月19日 22-0368  輪島市山岸町ろ部51番地

49 プロパンガス  輪島食糧企業組合 平成22年5月19日 22-1251  輪島市河井町２部８６番地

50 買い物弱者支援事業者  南谷良枝商店 平成24年3月21日 22-7300  輪島市気勝平町５２－８４番地

51 買い物弱者支援事業者  輪島市まんなか商店街振興組合 平成24年3月21日 22-1239  輪島市河井町２部２８７番地１

52 スーパー（宅配実施）  生活センターながおか 平成26年10月29日 32-0172  輪島市町野町曽々木シ部５３番地３

53 スーパー（宅配実施）  マミーマート石部 平成26年10月29日 22-0275  輪島市新橋通７の１０７番地

54 スーパー（宅配実施）  有限会社　もとや庄治商店 平成26年10月29日 32-0012  輪島市町野町粟蔵ニ部７３番２地

55 金融機関  株式会社北陸銀行　輪島支店 平成27年12月1日 22-1111  輪島市河井町３部６８番地

56 金融機関  株式会社北國銀行　輪島支店 平成27年12月1日 22-2323  輪島市河井町１８部４２番地７７

57 金融機関  株式会社北國銀行　門前支店 平成27年12月1日 42-1121  輪島市門前町走出８の３９番地１

58 金融機関  興能信用金庫　輪島支店 平成24年5月9日 22-1555  輪島市河井町2部181番地4

59 金融機関  興能信用金庫　門前支店 平成24年5月9日 42-1188  輪島市門前町走出6の６９番地

60 金融機関  のと共栄信用金庫　輪島支店 平成27年12月1日 22-0263  輪島市河井町１７部３０番地４

61 金融機関  北陸労働金庫　輪島支店 平成27年12月1日 22-6666  輪島市宅田町41番地

62 生　　協  生活協同組合コープいしかわ 平成25年3月21日 076-275-9854  白山市行町西１番地

63 各種団体  輪島市食生活改善推進協議会 平成25年9月10日 23-1136  輪島市河井町２部２８７番地１

64 書　店  株式会社　大下書店 平成27年12月1日 22-1870  輪島市河井町２３部１７２番地１

65 書　店  有限会社　高田 平成27年12月1日 23-8118  輪島市宅田町７字３７番地

66 書　店  有限会社　ヒサギ 平成27年12月1日 42-0018  輪島市門前町走出８－７７－１

67 移動販売 隆城水産 令和2年1月27日 090-8704-6004  輪島市大野町入道１１－４１

68
家庭用電器
製品販売

石川県電器商業組合輪島支部 令和2年1月27日 22-2175  輪島市杉平町鬼田75－10（㈲アオバ電機内）

69 各種団体 輪島市商店連盟協同組合 令和2年8月5日 22-7515  輪島市河井町20部1番地1

70 移動販売
株式会社　ヤスサキ
（移動スーパーとくし丸）

令和2年8月27日 22-8500
 福井市新保北１丁目303番地
 輪島市宅田町41番地（ワイプラザ輪島店）

71 移動販売
株式会社　どんたく
（移動スーパーとくし丸）

令和2年8月27日
0767-53-2727
080-3593-4219

 七尾市作事町80番地
 穴水町字此木1字30番（どんたく穴水店）


