【計画停電回避緊急調整プログラム契約者リスト】

（敬称略）

株式会社ＩＨＩスター 代表取締役社長 青柳 稔
アイシン北海道株式会社 取締役社長 後藤 正治
赤平製紙株式会社 代表取締役 倉本 裕史
株式会社阿寒グランドホテル 代表取締役 大西 雅之
石狩三友メンテナンス株式会社 (北石狩衛生センター) 代表取締役 小松 燿
石狩新港機械金属工業協同組合 理事長 阿部 仁
石屋製菓株式会社 代表取締役社長 石水 創
いすゞエンジン製造北海道株式会社 代表取締役社長 篠原 茂昭
伊藤組土建株式会社 土木部工事課 所長 大塚 圭一
イメリススペシャルティーズジャパン株式会社 苫小牧工場 工場長 岩佐 浩正
株式会社イワクラ 代表取締役 後藤 英夫
エースラゲージ株式会社 北海道赤平工場 専務取締役工場長 納谷 孝
江別製粉株式会社 代表取締役社長 安孫子 建雄
株式会社オーエーテック 代表取締役 野口 英志
王子エフテックス株式会社 江別工場 取締役専務執行役員江別工場長 伊藤 太亮
王子コンテナー株式会社 札幌工場 工場長 笠原 浩司
王子製紙株式会社 執行役員苫小牧工場長 進藤 富三雄
王子ネピア株式会社 苫小牧工場 工場長 橋本 倫明
王子マテリア株式会社 釧路工場 執行役員釧路工場長 山岸 良央
王子マテリア株式会社 名寄工場 工場長 瀧本 明彦
王子木材緑化株式会社北海道支店 鹿越鉱業所 所長 池内 栄二
王子木材緑化株式会社北海道支店 手稲鉱業所 所長 松原

誠

岡谷エコ・アソート株式会社 代表取締役社長 川上 昌幸
渡島廃棄物処理広域連合 広域連合長 高谷 寿峰
鹿島・荒井 特定建設工事共同企業体 音威子府トンネルＪＶ工事事務所 所長 山岸 隆史
カナフレックスコーポレーション株式会社 (北海道工場) 代表取締役 金尾 茂樹
加森観光株式会社 代表取締役 加森 公人
北日本精機株式会社 （本社工場、インテリジェント工場、西芦別工場） 代表取締役社長 小林 以智郎
北ひびき農業協同組合 代表理事組合長 西本 護
北見市上下水道局浄化センター 北見市長 櫻田 真人
北見石灰工業株式会社 取締役社長 亀井 新五郎
協和商事株式会社 代表取締役 妹尾 龍昭
極東高分子株式会社 代表取締役 近藤 晴之
キリンビール株式会社 北海道千歳工場 工場長 名川 誠
株式会社キロロアソシエイツ キロロリゾート 代表取締役社長 メティ・タンマナタクル
釧路コールマイン株式会社 代表取締役 中島 太郎
釧路東水冷凍株式会社 (海運工場) 代表取締役社長 西塚 明任
國長金属株式会社 代表取締役社長 岸 治彌
株式会社グリーンズ北見 代表取締役社長 西川 孝範
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株式会社クロダリサイクル 代表取締役 佐野 邦光
京浜精密工業株式会社 北海道工場 工場長 石川 清隆
光生アルミ北海道株式会社 代表取締役社長 仙石 祐信
国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部 旭川道路事務所 武藤 秀樹
札内農業協同組合（農産加工センター） 代表理事組合長 髙橋 光秀
札幌駅総合開発株式会社 (JRタワー) 代表取締役社長 佐藤 和博
札幌丘珠鉄工団地協同組合 理事長 遠藤 元士
札幌市環境局篠路破砕工場 札幌市長 上田 文雄
札幌市経済局中央卸売市場 札幌市長 上田 文雄
札幌市建設局エルムトンネル 札幌市長 上田 文雄
公益財団法人 札幌市芸術文化財団 札幌芸術の森 理事長 上田 文雄
札幌第１合同庁舎
札幌団地倉庫事業協同組合 理事長 木村 輝美
株式会社札幌ドーム 代表取締役社長 長沼 修
サッポロビール株式会社 北海道工場 工場長 寺本 幸司
株式会社札幌丸井三越 （札幌三越本館、丸井今井札幌本店大通館、丸井今井札幌本店一条館、
丸井今井札幌本店南館） 代表取締役社長執行役員 竹内 徹
佐藤食品工業株式会社 北海道工場 工場長 栗原 栄
佐藤鋳工株式会社 取締役社長 佐藤 孝造
更別村農業協同組合 (穀類調製貯蔵施設) 代表理事組合長 細矢 芳己
株式会社サンアール 代表取締役 時田 茂
独立行政法人産業技術総合研究所 北海道センター 所長 鎌形 洋一
株式会社サンコープラスチック 北海道営業所 代表取締役 島谷 健一
株式会社三五北海道 代表取締役 近藤 啓二
ＪＸ金属苫小牧ケミカル株式会社 代表取締役社長 米田 寿一
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 室蘭製造所 所長 嶋 昌紀
鹿追町農業協同組合 代表理事組合長 佐藤 雅仁
標津漁業協同組合 代表理事組合長 西山 良一
士幌町農業協同組合 (食品工場) 代表理事組合長 髙橋 正道
重環オペレーション株式会社 千歳事業所 所長 宮本 秀幸
株式会社新宮商行 銭函工場 工場長 大江 秀章
新日鐵住金株式会社 棒線事業部 室蘭製鐵所 執行役員棒線事業部所長 安藤 豊
新北海道飼料株式会社 苫小牧工場 取締役工場長 島貫 芳浩
株式会社ＳＵＭＣＯ 千歳工場 工場長 新屋敷 浩
セイコーエプソン株式会社 ビジュアルプロダクツ事業部 ＶＰ総務部 部長 矢満田 恵三
積水化学北海道株式会社 代表取締役社長 小竹 春彦
株式会社積水化成品北海道 代表取締役 藤井 雅敏
株式会社ダイナックス（千歳工場、苫小牧工場） 代表取締役社長 秋田 幸治
太平洋セメント株式会社 上磯工場 工場長 上野山 佳志
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株式会社ダイヘン 千歳工場 工場長 山口 義人
ダウ化工株式会社 札幌工場 工場長 近藤 安紀
千歳市市民環境部環境センター 千歳市長 山口 幸太郎
中央バス観光商事株式会社 取締役社長 岡田 浩司
株式会社デンソー北海道 代表取締役社長 杉本 正和
道栄紙業株式会社 代表取締役社長 小林 昌志
株式会社ドーコン 代表取締役社長 平野 道夫
東芝ホクト電子株式会社 取締役社長 大島 信洋
株式会社道新総合印刷 代表取締役社長 冨高 勇雄
株式会社道新総合印刷 旭川工場 工場長 荒永 聡
株式会社道新総合印刷 帯広工場 工場長 宮北 典雄
株式会社道新総合印刷 札幌工場 工場長 伊藤 政徳
株式会社道新総合印刷 函館工場 工場長 越谷 和裕
株式会社道新総合印刷 本社工場 工場長 籠島 和彦
株式会社道南冷蔵 (鹿部新工場) 代表取締役専務 高田 英俊
東洋化工株式会社 代表取締役 三浦 昭吉
東洋製罐株式会社 千歳工場 工場長 市野 雅彦
十勝高島農業協同組合 代表理事組合長 八木 英光
十勝葉山電器株式会社 代表取締役 葉山 俊郎
苫小牧市上下水道部 西町下水処理センター 苫小牧市長 岩倉 博文
トヨタ自動車北海道株式会社 取締役社長 田中 義克
中山三星建材株式会社 苫小牧工場 工場長 問谷 和俊
ニセコビレッジ株式会社 （ヒルトンニセコビレッジ、ビレッジスキーリゾート）
代表取締役 ヨー・シオック・カー
日鉄鉱業株式会社 東鹿越鉱業所 所長 岩崎 浩
日本軽金属株式会社 苫小牧製造所 製造所長 岩崎 好美
日本製紙株式会社 北海道工場 （旭川事業所、白老事業所、勇払事業所）
執行役員北海道工場長 今野 武夫
日本製紙株式会社 釧路工場 執行役員工場長 福島 一守
日本製粉株式会社 小樽工場 工場長 山中 武彦
日本中央競馬会 函館競馬場 場長 下平 洋一
日本ハーモニーリゾート株式会社 ニセコ花園スキー場 代表取締役 コリン・リチャード・ハクウォース
登別市 若山浄化センター 登別市長 小笠原 春一
野村興産株式会社 イトムカ鉱業所 所長 早坂 篤
株式会社パイオニアフーズ 代表取締役会長 百濟 徳男
函館酸素株式会社 代表取締役社長 乾 隆
函館市 競輪事業部 函館市長 工藤 壽樹
函館どつく株式会社 函館造船所 取締役函館造船所長 関川 義紀
株式会社函館丸井今井 代表取締役社長 鶴本 理
有限会社樋口醸造店 代表取締役社長 樋口 守
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扶桑林業株式会社 代表取締役 北端 伸行
株式会社弁釜 代表取締役 山部 裕幸
防衛省技術研究本部 札幌試験場 場長 西村 義孝
株式会社北燦食品 代表取締役社長 矢野 修二
ホクレン農業協同組合連合会 （ホクレンパールライス工場） 代表理事会長 佐藤 俊彰
株式会社星野リゾート・トマム 代表取締役 星野 佳路
北海製罐株式会社 小樽工場 工場長 江川 亨
北海道オリジン株式会社 取締役社長 根岸 彰
北海道ガス株式会社 生産技術部 石狩LNG基地 生産技術部長 近藤 清隆
北海道カネライト株式会社 代表取締役 岸 正吉
株式会社北海道銀行 (東札幌道銀ビル) 頭取 堰八 義博
北海道空港株式会社 代表取締役社長 国本 学
北海道情報大学 学長 冨士 隆
株式会社北海道新聞社 （北海道新聞社本社ビル） 代表取締役社長 村田 正敏
北海道住電精密株式会社 代表取締役社長 中堂 益男
北海道石油共同備蓄株式会社 北海道事業所 取締役北海道事業所長 半沢 和明
一般財団法人北海道体育文化協会 理事長 佐々木 亮子
北海道農材工業株式会社 新士別石灰砿業所 代表取締役 桑原 陽一
北海道森紙業株式会社 帯広工場 事業所長 森谷 敏廣
北海道森紙業株式会社 札幌事業所 事業所長 石田 秀俊
幌延深地層研究計画地下研究施設整備（第Ⅱ期）等事業
大成・大林・三井住友特定建設工事共同企業体 現場代理人 名合 牧人
マイクログラス株式会社 (北海道工場) 代表取締役 武藤 勇之助
株式会社マテック （石狩支店第1工場、石狩支店第2工場、石狩支店第3工場） 代表取締役 杉山 博康
株式会社マテック 釧路支店 執行役員支店長 浦邊 康幸
マルイ食品株式会社 代表取締役 酒井 邦雄
マルスイ冷蔵株式会社 代表取締役社長 髙田 直幸
丸大食品株式会社 北海道工場 工場長 朝見 祥一郎
株式会社ミクロ札幌 代表取締役社長 村上 淳一
ミツミ電機株式会社 千歳事業所 事業所長 平 久男
南宗谷衛生施設組合 組合長 浜頓別町長 菅原 信男
南十勝農産加工農業協同組合連合会 (飼料工場) 代表理事会長 山本 勝博
明円工業株式会社（環境資源部苫小牧工場） 代表取締役社長 明円 直志
株式会社明治 西春別工場 工場長 冨田 恭平
株式会社明治 稚内工場 工場長 宇田 聖志
森川鉄工株式会社 代表取締役 森川 英志
ヤマト運輸株式会社 札幌主管支店 支店長 清水 岳治
雪印種苗株式会社 （飼料部苫小牧工場） 代表取締役社長 川成 眞美
雪印メグミルク株式会社 別海工場 工場長 橋本 定典
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横内林業株式会社 代表取締役社長 伊藤 喜美雄
横浜冷凍株式会社 石狩物流センター 所長 関 晋也
横山食品株式会社 代表取締役社長 横山 昭仁
株式会社ヨシダ 代表取締役 吉田 良弘
よつ葉乳業株式会社 宗谷工場 工場長 佐藤 俊治
よつ葉乳業株式会社 十勝主管工場 取締役執行役員十勝主管工場長 川瀬 博教
株式会社柳月 代表取締役 田村 昇
ワイディープラスチックス株式会社 工場長 今野 哲也
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