
北海道の電力需給ひっ迫注意報・警報発令時の連絡体制（１）
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北海道の電力需給ひっ迫注意報・警報発令時の連絡体制（２）

1

１

報道機関
（22社）

北海道新聞社
朝日新聞社
毎日新聞社
読売新聞社
日本経済聞社
十勝毎日新聞社
釧路新聞社
室蘭民報社
苫小牧民報社
日本農業新聞
日刊工業新聞社
産経新聞社
北海道建設新聞社
日本金融通信社
共同通信社
時事通信社
日本放送協会（NHK）
北海道放送（HBC）
札幌テレビ放送（STV）
北海道テレビ放送（HTB）
北海道文化放送（UHB）
テレビ北海道（TVH）

関係団体
（36団体）

北海道経済連合会
(一社)北海道商工会議所連合会
北海道商工会連合会
北海道中小企業団体中央会
北海道商店街振興組合連合会
(一社)北海道中小企業家同友会
(一社)北海道機械工業会
北海道百貨店協会
北海道スーパーマーケット協会
日本チェーンストア協会北海道支部
(一社)日本フランチャイズチェーン協会CVS部会
(公社)北海道観光振興機構
一般社団法人北海道消費者協会
北海道農業協同組合中央会
北海道漁業協同組合連合会
北海道森林組合連合会
(一社)北海道建設業協会
(一社)北海道信用金庫協会
(一社)北海道信用組合協会
(一社)北海道医師会
(社福)北海道社会福祉協議会
北海道石油業協同組合連合会
北海道市長会
北海道町村会
日本労働組合総連合会北海道連合会
(株)日本政策投資銀行北海道支店
(一社)北海道町内会連合会
(公社)北海道マンション管理組合連合会
札幌方面遊戯事業協同組合
北海道ホテル旅館生活衛生同業組合
(一社)日本ホテル協会北海道支部
日本旅館協会北海道支部連合会
(一社)全日本ホテル連盟北海道支部
北海道電力ネットワーク(株)
(一社)札幌観光協会
国立大学法人北海道大学

地方支分部局等
（32機関）

北海道財務局
北海道厚生局
北海道農政事務所
北海道森林管理局
北海道漁業調整事務所
北海道運輸局
北海道開発局
北海道地方環境事務所
陸上自衛隊北部方面総監部
札幌市
北海道教育委員会
北海道警察本部
札幌高等裁判所
公正取引委員会事務総局北海道事務所
北海道管区行政評価局
北海道総合通信局
札幌法務局
函館地方法務局
旭川地方法務局
釧路地方法務局
札幌矯正管区
札幌出入国在留管理局
札幌高等検察庁
函館税関
札幌国税局
北海道労働局
札幌航空交通管制部
函館地方海難審判所
札幌管区気象台
函館地方気象台
第一管区海上保安本部
北海道防衛局

◆発信先リスト（北海道経済産業局発信）
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北海道の電力需給ひっ迫注意報・警報発令時の連絡体制（３）

総合振興局･振興局
（14局）

空知総合振興局
石狩振興局
後志総合振興局
胆振総合振興局
日高振興局
渡島総合振興局
檜山振興局
上川総合振興局
留萌振興局
宗谷総合振興局
オホーツク総合振興局
十勝総合振興局
釧路総合振興局
根室振興局

北海道私立中学高等学校協会
(公社)北海道私立幼稚園協会
(公社)北海道私立専修学校各種学校連合会
日本私立大学協会北海道支部
日本私立短期大学協会北海道支部
道民活動センター
道庁西ビル管理組合
緑苑ビル施設等管理組合
ＮＰＯ法人北海道遺産協議会
(公財)北海道市町村振興協会
(公社)北海道国際交流・協力総合センター
(公社)北海道アイヌ協会
(公財)アイヌ民族文化財団
(公財)北海道環境財団
(一社)北海道環境保全協会
(公社)北海道産業廃棄物協会
北海道環境整備事業協同組合
(公社)北海道浄化槽協会
(公社)北海道交通安全推進委員会
(公財)北海道青少年育成協会
(公財)北海道地域活動振興協会
(公財)北海道文化財団
(公財)北海道女性協会
北海道交通安全指導員連絡協議会
(公財)ツール・ド・北海道協会
(公財)ＰＭＦ組織委員会
(公財)北海道スポーツ協会
(公財)オホーツク生活文化振興財団
(一財)北海道歴史文化財団
(公財)北見市スポーツ協会
(公財)北海道健康づくり財団
(一社)北海道歯科医師会
(一社)北海道歯科衛生士会
(公社)北海道歯科技工士会
(公社)北海道栄養士会
北海道赤十字血液センター

関係団体 1/４
（513団体）

日本赤十字社北海道支部
ＮＰＯ法人北海道病院協会
(公社)北海道看護協会
(一社)北海道薬剤師会
(公財)北海道地域医療振興財団
北海道公衆衛生協会
(社福)はばたき福祉事業団北海道支部
(公財)北海道結核予防会
(一社)北海道全調理師会
(公財)北海道対がん協会
北海道健康をまもる地域団体連合会
(公財)札幌がんセミナー
北海道国民健康保険団体連合会
北海道歯科医師国民健康保険組合
北海道薬剤師国民健康保険組合
北海道医師国民健康保険組合
北海道建設国民健康保険組合
北海道後期高齢者医療広域連合
(公社)北海道食品衛生協会
(公財)北海道生活衛生営業指導センター
北海道生活衛生同業組合連合会
北海道理容生活衛生同業組合
北海道美容業生活衛生同業組合
北海道クリーニング生活衛生同業組合
北海道公衆浴場業生活衛生同業組合
北海道ホテル旅館生活衛生同業組合
北海道鮨商生活衛生同業組合
北海道社交飲食生活衛生同業組合
北海道理飲食業生活衛生同業組合
北海道食肉センター運営連絡協議会
北海道温泉協会
(一財)北海道建築物衛生管理研修センター
(一社)北海道ビルメンテナンス協会
(公財)北海道民生委員児童委員連盟
(社福)北海道共同募金会
(一財)北海道連合遺族会

(一社)北海道民間社会福祉事業職員共済会
北海道老人保健施設協議会
(一社)北海道介護支援専門員協会
(一財)北海道老人クラブ連合会
北海道認知症グループホーム協会
(一社)北海道知的障がい福祉協会
(一社)北海道身体障害者福祉協会
(公財)北海道肢体不自由児者福祉連合協会
(一社)北海道視覚障害者福祉連合会
(一社)北海道手をつなぐ育成会
(一社)北海道精神障害者家族連合会
(公社)北海道ろうあ連盟
(一社)北海道障がい者職親連合会
北海道精神科病院協会
(公財)北海道障害者スポーツ振興協会
(公財)北海道盲導犬協会
(公財)母子衛生研究所北海道地区事務局
(社福)北海道母子寡婦福祉連合会
(一社)北海道里親会連合会
北海道児童館連絡協議会
(社福)北海道社会福祉事業団
(公財)北海道精神保健推進協会
(一財)北海道難病連
北海道老人福祉施設協議会
北海道精神障害者社会福祉事業協議会
北海道保育協議会
北海道学童保育連絡協議会
北海道児童養護施設協議会
北海道経済同友会
(公財)北海道中小企業総合支援センター
(一社)中小企業診断協会北海道
北海道信用保証協会
(一社)北海道水産物荷主協会
(一社)北海道ＩＴ推進協会
ＮＰＯ法人北海道バイオ産業振興協会
(一社)北海道バイオ工業会

◆発信先リスト（北海道発信）
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(公財)ノーマライゼーション住宅財団
(一社)日本ツーバイフォー建築協会北海道支部
(一社)プレハブ建築協会北海道支部
(公社)全日本不動産協会北海道本部
(公社)北海道宅地建物取引業協会
(一社)北海道不動産公正取引協議会
北海道住宅供給公社
(一財)北海道住宅管理公社
(一社)北海道電業協会
(一社)北海道設備設計事務所協会
(一社)建築設備技術者協会北海道支部
(一社)北海道空調衛生工事業協会
北海道電気工事業工業組合
北海道管工事業協同組合連合会
北海道都市教育委員会連絡協議会
北海道町村教育委員会連合会

北海道の電力需給ひっ迫注意報・警報発令時の連絡体制（４）

3

(一社)北海道ニュービジネス協議会
(一社)北海道食品産業協議会
(一社)北海道市場協会
(一社)北海道貿易物産振興会
(一社)北海道デザイン協議会
日本貿易振興機構北海道貿易情報センター
(一社)北海道ＬＰガス協会
(一社)北海道火薬類保安協会
北海道砂利工業組合
(一社)日本採石協会北海道地方本部
(一社)産業環境管理協会北海道支部
高圧ガス保安協会北海道支部
北海道石油業協同組合
北海道冷凍設備保安協会
北海道冷凍事業協会
(一社)北海道計量協会
(一社)企業合理化協会
(一社)北海道労働文化協会
北海道労働組合総連合
北海道労働者福祉協議会
(一財)北海道勤労者信用基金協会
北海道職業能力開発協会
(一社)北海道技能士会
(一財)札幌勤労者職業福祉センター
(公社)北海道シルバー人材センター連合会
(一社)北海道農業機械工業会
(公財)オホーツク地域振興機構
(公財)とかち財団
(公財)函館地域産業振興財団
北海道信用農業協同組合連合会
ホクレン農業協同組合連合会
全国共済農業協同組合連合会北海道本部
北海道農業共済組合連合会
北海道チクレン農業協同組合連合会
(一社)北海道酪農畜産協会
北海道農民連盟

(公財)北海道農業公社
北海道土地改良事業団体連合会
(一社)北海道軽種馬振興公社
(公社)北海道農産基金協会
北海道農業信用基金協会
(一社)北海道農産協会
(公社)北海道畜産物価格安定基金協会
(公社)北海道酪農検定検査協会
(公社)北海道家畜畜産物衛生指導協会
(一社)北海道乳業協会
北海道牛乳普及協会
(一社)ジェネティクス北海道
(公社)北海道獣医師会
(一社)北海道養豚生産者協会
北海道ホルスタイン農業協同組合
(一社)北海道酪農協会
(公財)北農会
ＮＰＯ法人グリーンテクノバンク
(公社)北海道農業改良普及協会
(一社)北海道水産土木協会
(一社)北海道水産会
(公社)北海道栽培漁業振興公社
(公社)北海道さけ・ます増殖事業協会
北海道信用漁業協同組合連合会
北海道機船漁業協同組合連合会
北海道水産物加工協同組合連合会
北海道いか釣漁業協会
北海道さんま漁業協会
北海道林業協会
(一社)北海道森林土木建設業協会
北海道木材産業協同組合連合会
札幌地方木材協会
北海道素材生産業協同組合連合会
(一社)札幌林材協会
旭川地方木材協会
道南地方木材協会

東北海道木材協会
北見地方木材協会
(一財)北海道森林整備公社
(一社)北海道造林協会
栄林会
北海道山林種苗協同組合
(一社)北海道治山林道協会
(公社)北海道森と緑の会
(一社)北海道水産物検査協会
北海道きのこ生産・消費振興会
(一社)北海道林産物検査会
(一財)北海道林業会館
(一社)北海道林業機械化協会
(一社)北海道土木協会
北海道土地開発公社
(一財)北海道建設技術センター
(一社)北海道測量設計業協会
(公社)日本測量協会北海道支部
北海道地質調査業協会
(一社)建設コンサルツ協会北海道支部
(一社)北海道道路標示・標識業協会
(一社)北海道舗装事業協会
北海道道路整備促進協会
北海道道路利用者会議
北海道治水・砂防・海岸事業促進同盟
北海道補助ダム促進協力会
北海道防災協会
(一社)北海道住宅都市開発協会
(一社)北海道屋外広告業団体連合会
(公社)日本建築家協会北海道支部
(一財)北海道建築指導センター
(一社)北海道建築士事務所協会
(一社)北海道建築技術協会
(一社)北海道建築士会
(公社)北海道海難防止・水難救済センター
林業・木材製造業労働災害防止協会北海道支部

関係団体 2/４
（513団体）

◆発信先リスト（北海道発信）
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登別市社会福祉協議会
伊達市社会福祉協議会
北海道日高管内商工会連合会
浦河商工会議所
日高建設協会
日高管観光連盟
日高生産農業協同組合連合会
日高管内漁業協同組合長会
日高地区森林組合振興会
日高信用金庫
北洋銀行浦河支店
(一社)日高医師会
(社福)北海道社会福祉協議会日高地区事務所
北海道中小企業団体中央会道南支部
北海道中小企業家同友会函館支部
北海道商工会連合会道南支所
函館市亀田商工会
松前商工会
福島町商工会
知内商工会
木古内商工会
北斗市商工会
七飯町商工会
函館東商工会
鹿部商工会
森町さわら商工会
八雲商工会
長万部商工会
函館商工会議所
森商工会議所
新函館農業協同組合
函館市亀田農業協同組合
(社)函館国際観光コンベンション協会
(社福)北海道社会福祉協議会石狩地区事務所
北海道中小企業家同友会しりべし・小樽支部
(一社)北海道中小企業家同友会苫小牧支部

北海道の電力需給ひっ迫注意報・警報発令時の連絡体制（５）

岩見沢商工会議所
美唄商工会議所
砂川商工会議所
上砂川商工会議所
歌志内商工会議所
滝川商工会議所
深川商工会議所
栗山商工会議所
夕張商工会議所
赤平商工会議所
芦別商工会議所
三笠市商工会
江部乙商工会
いわみざわ商工会
南幌町商工会
奈井江町商工会
由仁町商工会
月形商工会
長沼町商工会
浦臼町商工会
新十津川町商工会
秩父別町商工会
妹背牛商工会
雨竜町商工会
北竜町商工会
沼田町商工会
北海道空知管内商工会連合会
北海道農業協同組合中央会岩見沢支所
(一社)空知建設業協会
北海道土地改良事業団体連合会空知支部
(社)岩見沢医師会
(社)北海道社会福祉協議会空知地区事務所
(社)三笠市医師会
(社)美唄市医師会
(社)夕張市医師会
(社)空知南部医師会

(社)芦別市医師会
(社)赤平市医師会
(社)滝川市医師会
(社)空知医師会
(社)深川市医師会
札幌商工会議所
江別商工会議所
千歳商工会議所
恵庭商工会議所
石狩商工会議所
北広島商工会
当別町商工会
新篠津村商工会
石狩北商工会
北海道農業協同組合中央会札幌支所
石狩地区森林組合振興会
石狩湾漁業協同組合
(一社)札幌建設業協会
(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部
(一社)北海道機械工業会札幌支部
北海道土地改良事業団体連合会石狩支部
(一社)江別医師会
小樽商工会議所
倶知安商工会議所
岩内商工会議所
余市商工会議所
北海道後志管内商工会連合会
小樽市商店街振興組合連合会
北海道中小企業団体中央会後志支部
(社)北海道機械工業会小樽支部
小樽消費者協会
倶知安消費者協会
岩内消費者協会
きょうわ農業協同組合
ようてい農業協同組合
新おたる農業協同組合

余市農業協同組合
小樽地区漁業協同組合長会
後志地区森林組合振興会
小樽建設協会
北海道信用金庫後志事業本部
北洋銀行倶知安支店
北海道銀行小樽支店
後志観光連盟
(一社)ニセコプロモーションボード
北海道社会福祉協議会後志地区事務所
特殊社団法人羊蹄医師会
室蘭商工会議所
苫小牧商工会議所
登別商工会議所
伊達商工会議所
胆振管内商工会連合会
北海道中小企業団体中央会胆振支部
北海道機械工業会室蘭支部
北海道機械工業会苫小牧支部
北海道農業協同組合中央会札幌支所
北海道漁業協同組合連合会室蘭支店
苫小牧広域森林組合
胆振西部森林組合
(一社)登別国際観光コンベンション協会
(一社)洞爺湖温泉観光協会
室蘭信用金庫
苫小牧信用金庫
伊達信用金庫
(一社)室蘭建設業協会
連合北海道胆振地域協議会
室蘭市医師会
胆振西部医師会
苫小牧医師会
北海道社会福祉協議会胆振地区事務所
室蘭市社会福祉協議会
苫小牧市社会福祉協議会
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釧路水産加工振興協議会
(一社)釧路観光連盟
(一社)釧路観光コンベンション協会
釧路地区森林組合振興会
釧路建設業協会
釧根測量設計業協会
北海道漁業協同組合連合会釧路支店
釧路市水産加工業協同組合
(一社)釧路市医師会
(社福)北海道社会福祉協議会釧路地区事務所
釧路市商店街振興組合連合会
(一社)日本採石協会北海道地方本部釧根支部
(一社)北海道機械工業会釧路支部
(一社)釧路地方林業会
北海道農業協同組合中央会根釧支所
根室管内漁業協同組合長会
根室水産協会
根室地区森林組合振興会
根室観光連盟
根室商工会議所
根室管内建設業協会
(社)根室市外三郡医師会
(社福)北海道社会福祉協議会根室地区事務所
(社)七飯・大沼国際観光コンベンション協会総会
北海道中小企業団体中央会上川支部・宗谷支部
(社福)北海道社会福祉協議会渡島地区事務所
北海道農業協同組合中央会旭川支所稚内連絡事務所
宗谷管内森林組合振興会(中頓別･浜頓別町森林組合)
(社福)北海道社会福祉協議会十勝地区事務所

北海道の電力需給ひっ迫注意報・警報発令時の連絡体制（６）

北斗市観光協会
松前観光協会
知内観光協会
木古内観光協会
鹿部温泉観光協会
森観光協会
八雲観光物産協会
長万部観光協会
松前町森林組合
福島町森林組合
知内町森林組合
はこだて広域森林組合
七飯町森林組合
山越郡森林組合
北海道漁業協同組合連合会函館支店
松前さくら漁業協同組合
福島吉岡漁業協同組合
上磯郡漁業協同組合
函館市漁業協同組合
銭亀沢漁業協同組合
戸井漁業協同組合
えさん漁業協同組合
南かやべ漁業協同組合
鹿部漁業協同組合
砂原漁業協同組合
森漁業協同組合
落部漁業協同組合
八雲町漁業協同組合
長万部業協同組合
日本漁船保険組合道南支所
(公社)函館医師会
ＮＰＯ法人函館消費者協会
函館市社会福祉協議会
北斗市社会福祉協議会
松前町社会福祉協議会
福島町社会福祉協議会

知内町社会福祉協議会
木古内町社会福祉協議会
七飯町社会福祉協議会
鹿部町社会福祉協議会
森町社会福祉協議会
八雲町社会福祉協議会
長万部町社会福祉協議会
北斗市建設協会
松前町建設協会
福島町建設協会
知内町建設協会
木古内町建設協会
七飯町建設協会
函館東建設協会
協同組合八雲建設協会
協同組合長万部町建設協会
鹿部建設業協会
函館建設協会
旭川商工会議所
士別商工会議所
名寄商工会議所
富良野商工会議所
北海道商工会連合会道北支所
北海道中小企業家同友会北あさひかわ支部
(一社)北海道機械工業会旭川支部
(一社)旭川建設業協会
北海道農業協同組合中央会旭川支所
北海道森林組合連合会旭川営業所
(一社)旭川市医師会
(社福)北海道社会福祉協議会上川地区事務所
留萌商工会議所
北海道商工会連合会道北支所
留萌市商店街振興組合連合会
留萌観光連盟
JA北海道中央会旭川支所
留萌管内漁業協同組合長会

留萌地区森林組合振興会
留萌建設協会
留萌水産物加工協同組合
(一社)留萌医師会
(一社)宗谷医師会
(一社)稚内歯科医師会
(一社)北海道薬剤師会稚内支部
北海道漁業協同組合連合会稚内支店
稚内建設協会
オホーツク観光連盟
網走建設業協会
遠軽信用金庫総務管財部門
オホーツク商工会議所協議会
北海道十勝管内商工会連合会
北海道中小企業団体中央会十勝支部
帯広市商店街振興組合連合会
北海道中小企業家同友会とかち支部
北海道機械工業会帯広支部
十勝消費者協会連合会
北海道農業協同組合中央会帯広支所
十勝地区農業協同組合長会
北海道森林組合連合会帯広営業所
帯広商工会議所
十勝観光連盟
(一社)帯広建設業協会
東北海道木材協会
大津漁業協同組合
大樹漁業協同組合
広尾漁業協同組合
(一社)帯広市医師会
(一社)十勝医師会
北海道中小企業団体中央会釧根支部
(一社)北海道中小企業家同友会くしろ支部
釧路消費者協会
北海道商工会連合会釧根支所
釧路商工会議所
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