
名称等 所在地

業種等 小売業
ホームページ http://www.aeon-hokkaido.jp
担当部署名
連絡先電話番号 011-865-9111

メールアドレス oono-yoshit@aeonpeople.biz

業種等
個人（防災士・北海道地域防災マスター　とかち防災マス
ターネットワーク所属）

ホームページ なし
担当部署名
連絡先電話番号 0155-56-3537
メールアドレス hide-fir@lapis.plala.or.jp
業種等 その他（調査・研修・コンサルティング）
ホームページ http://www.int-r.jp
担当部署名
連絡先電話番号 011-520-2123
メールアドレス
業種等 放送・情報通信業
ホームページ http://www.nhk.or.jp/sapporo/
担当部署名 放送部デジタルコンテンツ
連絡先電話番号 011-232-4031
メールアドレス tanaka.n-fi@nhk.or.jp
業種等 個人（札幌市立大学）
ホームページ
担当部署名 看護学部看護管理領域（災害看護）
連絡先電話番号 011－726－2594
メールアドレス h.ohta@scu.ac.jp
業種等 個人
ホームページ なし
担当部署名
連絡先電話番号 011-271-2663
メールアドレス hokada@npo-cemi.com
業種等 サービス業
ホームページ なし
担当部署名 地域防災事業部
連絡先電話番号 0154-23-7624
メールアドレス Kaneko-archi1968@themis.ocn.ne.jp
業種等 自営業（北斗市防災士及び地域防災マスター連絡会議代表）
ホームページ なし
担当部署名
連絡先電話番号 0138-49-6891
メールアドレス
業種等 その他（防災に関する調査研究・実践活動）
ホームページ http://www.cemihokkaido.com/
担当部署名
連絡先電話番号 011-271-2663
メールアドレス north@npo-cemi.com
業種等 建設業
ホームページ http://www.kishimotogumi.com
担当部署名
連絡先電話番号 0126-63-2218
メールアドレス t_kishimoto@kishimotogumi.com
業種等 行政機関
ホームページ http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00007938.html

担当部署名 総務部危機管理課
連絡先電話番号 011-372-3311
メールアドレス kiki@city.kitahiroshima.hokkaido.jp
業種等 建設業
ホームページ http://www.s-masaki.co.jp
担当部署名
連絡先電話番号 0146-45-5003
メールアドレス
業種等 行政機関
ホームページ http://www.gsi.go.jp
担当部署名 防災グループ
連絡先電話番号 011-709-2311
メールアドレス gsi-ho-bousai@ml.mlit.go.jp
業種等 個人（防災士）
ホームページ
担当部署名
連絡先電話番号 090-1524-0616
メールアドレス bousai@subject.sakura.ne.jp
業種等 個人
ホームページ なし
担当部署名
連絡先電話番号 011-778-0684
メールアドレス sasaki.takako@s.hokkyodai.ac.jp
業種等 個人
ホームページ http://cidir.iii.u-tokyo.ac.jp/
担当部署名
連絡先電話番号 03-5841-5924
メールアドレス
業種等 行政機関
ホームページ http://www.jma-net.go.jp/sapporo/
担当部署名 総務部業務課
連絡先電話番号 011-611-3217
メールアドレス
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櫻木正彦 札幌市
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岡田　弘

9

北広島市
危機管理課

登録情報

札幌市
NHK
札幌放送局

釧路市7

東京都

2

株式会社
岸本組

美唄市

札幌市

有限会社
金子設計事務所

川村　英八郎 北斗市

10

定池　祐季

1 イオン北海道株式会社 札幌市

3
有限会社
インタラクション研究所

札幌市

札幌市太田晴美5

NPO法人
環境防災研究機構北海道

札幌市

14

井口　秀司 幕別町

札幌市

ほっかいどう防災教育協働ネットワーク構成員名簿

札幌管区気象台

北広島市11

8

12
ケイセイマサキ建設
株式会社

佐々木　貴子

新冠町

15

13
国土地理院
北海道地方測量部

札幌市
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名称等 所在地 登録情報

業種等 行政機関
ホームページ http://www.city.sapporo.jp/org/kikikanri/
担当部署名 危機管理対策部危機管理対策課
連絡先電話番号 011-211-3062
メールアドレス kiki_unyo@city.sapporo.jp
業種等 酒類販売
ホームページ http://www.sapporobeer.jp/area/hokkaido/
担当部署名
連絡先電話番号 011-252-8230
メールアドレス ikako.komatsu@sapporobeer.co.jp
業種等 個人
ホームページ なし
担当部署名
連絡先電話番号 011-787-1765
メールアドレス yy-sawada@happytown.ocn.ne.jp
業種等 その他（非営利団体）
ホームページ http://shiribetsu-rivernet.org
担当部署名
連絡先電話番号 0136-45-2345
メールアドレス yoshisada@yokoyama-kk.jp
業種等 建設業
ホームページ http://www.shin-eng.co.jp/
担当部署名 空間情報部
連絡先電話番号 011-859-2609
メールアドレス j-sato@shin-eng.co.jp
業種等 個人
ホームページ なし
担当部署名
連絡先電話番号 011-214-5321
メールアドレス takako.sugai@with.uhb.co.jp
業種等 その他（消防）
ホームページ なし
担当部署名 事務局
連絡先電話番号 011-215-2119
メールアドレス somu.shobo@city.sapporo.jp
業種等 建設業
ホームページ http://www.taihoku-group.co.jp
担当部署名
連絡先電話番号 0167-23-1111
メールアドレス oshiho@taihoku.group.co.jp
業種等 個人
ホームページ なし
担当部署名
連絡先電話番号 0138-86-5512
メールアドレス takano.s@city.hakodate.hokkaido.lg.jp
業種等 個人（大学）
ホームページ http://www.sci.hokudai.ac.jp/isv/
担当部署名
連絡先電話番号 011-706-3212
メールアドレス hiroaki＠mail.sci.hokudai.ac.jp
業種等 個人（函館市高丘町会長・函館市町会連合会副会長）
ホームページ なし
担当部署名
連絡先電話番号 090-4879-5855
メールアドレス takesita@poem.ocn.ne.jp
業種等 個人
ホームページ なし
担当部署名
連絡先電話番号 0138-73-0606
メールアドレス
業種等 建設業
ホームページ http://nishie-co.jp/
担当部署名
連絡先電話番号 0155-25-9105
メールアドレス
業種等 パン・菓子等の製造及び販売、その他の食料品販売
ホームページ http://www.nichiryo-pan.co.jp
担当部署名 総務部総務課
連絡先電話番号 011-851-8131
メールアドレス TakahasiM@nichiryo-pan.co.jp
業種等 その他（地域社会へ各種気象情報の普及啓発活動など）
ホームページ http://www.yoho.jp/shibu/hokkaido/index.html
担当部署名 防災プロジェクト担当
連絡先電話番号
メールアドレス yohoshi-hokkaido@outlook.jp
業種等 その他（気象調査、気象予測、気象情報サービス業）
ホームページ http://www.jwa.or.jp/
担当部署名 防災・環境事業課

連絡先電話番号 011-622-2236
メールアドレス uekusa@jwa.or.jp
業種等 その他（各種団体）
ホームページ http://www.ipej-hokkaido.jp/bosaiken/index.html
担当部署名 HRS株式会社　大浦　宏照
連絡先電話番号 0134-22-7710
メールアドレス h.oura@h-r-s.co.jp
業種等 放送業（コミュニティFM放送局の協議会）
ホームページ なし
担当部署名 （株）エフエムおびひろ（事務局）
連絡先電話番号 0155-23-1511

satotaiki@mac.com　（佐藤）　　

uenoyama@kachimai.co.jp　（上野山）
hirokun@sankakuyama.co.jp　（杉澤）

業種等 医療・福祉
ホームページ http:///www.hokkaido.jrc.or.jp
担当部署名 事業推進課　

連絡先電話番号 011-231-7127

メールアドレス takenaka@jrch.jp

日糧製パン株式会社

NPO法人
しりべつリバーネット

札幌市
危機管理対策室

25
大北土建工業
株式会社

サッポロビール株式会社
北海道本部

札幌市

高橋　浩晃

札幌市

19

札幌市

澤田　可洋 札幌市

富良野市

北斗市

札幌市

帯広市

24

22
株式会社
シン技術コンサル

札幌市

札幌市

29

21

武下　秀雄

33

札幌市

一般財団法人　日本気象協会
北海道支社

メールアドレス

函館市

一般社団法人
日本コミュニティ放送協会
北海道地区協議会

32

35

31

一般社団法人
日本気象予報士会
北海道支部

36 日本赤十字社北海道支部

23 菅井　貴子

20

27

18

札幌市

全国消防長会
北海道支部

札幌市

28

真狩村

26 高野　正悟 函館市

34
公益社団法人日本技術士会
北海道本部防災委員会

札幌市

30
西江建設
株式会社

帯広市

札幌市

土部　弘義
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名称等 所在地 登録情報

業種等 金融・保険業
ホームページ http://www.sonpo.or.jp/
担当部署名
連絡先電話番号 011-231-3816
メールアドレス hokkaido＠sonpo.or.jp
業種等 教育
ホームページ http://www.rchokkaido-cn.ac.jp
担当部署名 看護薬理学領域
連絡先電話番号 0157-66-3311
メールアドレス nemoto＠rchokkaido-cn.ac.jp
業種等 その他（防災士会）
ホームページ なし
担当部署名 事務局
連絡先電話番号 011-762-3779
メールアドレス ahk87864＠soleil.ocn.ne.jp
業種等 行政機関
ホームページ http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/dcitynd.nsf
担当部署名 総務部総務課
連絡先電話番号 0153-23-6111
メールアドレス sou_soumu@city.nemuro.hokkaido.jp
業種等 その他（ロードサービス業）
ホームページ http://www10.plala.or.jp/h-wrecker/
担当部署名
連絡先電話番号 0138-49-5527
メールアドレス hwrecker@sea.plala.or.jp
業種等 建設業
ホームページ http://hokudo-kaihatsu.co.jp
担当部署名 土木本部
連絡先電話番号 0155-62-3121
メールアドレス suzuki@hokudo-kaihatsu.co.jp
業種等 行政機関
ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/
担当部署名 事業振興部防災課
連絡先電話番号 011-709-2311
メールアドレス
業種等 建設業
ホームページ http://www.decnet.or.jp/
担当部署名 調査研究部
連絡先電話番号 011-738-3363
メールアドレス kaneda@decnet.or.jp
業種等 行政機関
ホームページ http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/
担当部署名 生徒指導・学校安全グループ
連絡先電話番号 011-204-5755
メールアドレス seitosidou.anzen@pref.hokkaido.lg.jp
業種等 行政機関
ホームページ http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/sgg/index.htm

担当部署名 生涯学習推進・施設グループ
連絡先電話番号 011-204-5743
メールアドレス kyoiku.seigaku1@pref.hokkaido.lg.jp
業種等 卸売・小売業
ホームページ https://www.hokkaido.ccbc.co.jp/
担当部署名 広報・CSR推進部

連絡先電話番号 011-888-2091
メールアドレス m-ui@hokkaido.ccbc.co.jp
業種等 行政機関
ホームページ http://www.hk-mayors.gr.jp
担当部署名 事務局
連絡先電話番号 011-241-2803
メールアドレス yasui@hk-mayors.gr.jp
業種等 医療・福祉

http://www.dosyakyo.or.jp/
（道社協)

http://blog.canpan.info/d-vola/
（ボランティアセンターブログ）

担当部署名 地域福祉部地域福祉課
連絡先電話番号 011-271-0683
メールアドレス d-vola＠dosyakyo.or.jp
業種等 教育機関
ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/sbg/
担当部署名 教務課
連絡先電話番号 011-382-4161
メールアドレス somu.shoubou1@pref.hokkaido.lg.jp
業種等 その他（道立施設の指定管理者）
ホームページ http://www.makomanai.com/tsukisamu
担当部署等 産業共進会場　共進会場グループ
連絡先電話番号 011－852－1811
メールアドレス tsukisamu-dome@makomanai.com
業種等 その他（非営利団体）
ホームページ http://www.hokusyou.sakura.ne.jp
担当部署名
連絡先電話番号 011-232-5202
メールアドレス h-kyokuchou@s3.dion.ne.jp
業種等 その他（道立施設の指定管理者）
ホームページ http://www.makomanai.com/
担当部署名 企画総務部企画総務グループ
連絡先電話番号 011-581-1963
メールアドレス taibunkyo@makomanai.com
業種等 サービス業

http://hokkaido-takarajima.com/
http://h-takarajima.com

担当部署名
連絡先電話番号 011-252-2115
メールアドレス hayashi@h-takarajima.com

54
株式会社
北海道宝島旅行社

札幌市

37

一般社団法人
北海道開発技術センター

公益財団法人
北海道消防協会

38 北見市

札幌市

札幌市

北海道開発局

49

39

札幌市

札幌市

北海道教育庁生涯学習推進局
生涯学習課

NPO法人
日本防災士会
北海道防災士会

42

一般財団法人
北海道体育文化協会

札幌市53

札幌市

北海道教育庁学校教育局参事
（生徒指導・学校安全）

札幌市

札幌市

44

北海道市長会

根室市 根室市40

日本赤十字北海道看護大学
災害beatS研究会

一般社団法人
日本損害保険協会
北海道支部

47
北海道コカ・コーラボトリン
グ(株)

札幌市

芽室町

ホームページ

札幌市

北海道消防学校 江別市

ホームページ

社会福祉法人
北海道社会福祉協議会

45

46

48

43

41
有限会社
長谷川レッカーサービス

北斗市

札幌市

株式会社
北土開発

50

北海道立産業共進会場 札幌市51

52
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名称等 所在地 登録情報

業種等 その他（研究教育機関）
ホームページ http://www.hops.hokudai.ac.jp/
担当部署名
連絡先電話番号 011-706-3785
メールアドレス takamatsu@hops.hokudai.ac.jp
業種等 その他（国立大学法人）
ホームページ http://www.sci.hokudai.ac.jp/isv/
担当部署名 地域防災情報支援室
連絡先電話番号 011-706-3591
メールアドレス isv-web@mail.sci.hokudai.ac.jp
業種等 行政機関
ホームページ http://www.h-chosonkai.gr.jp
担当部署名 政務部
連絡先電話番号 011-241-7182
メールアドレス
業種等 その他（住民自治組織支援活動）
ホームページ http://www.d-choren.or.jp/
担当部署名 事務局
連絡先電話番号 011-271-3178
メールアドレス info@d-choren.or.jp
業種等 その他（試験研究機関）
ホームページ http://www.hro.or.jp/
担当部署名 連携推進部連携推進グループ
連絡先電話番号 011-747-2900
メールアドレス kawarasaki-masayuki＠hro.or.jp
業種等 その他（道立施設の指定管理者）
ホームページ http://www.makomanai.com/nopporo/
担当部署名 野幌公園事務所　野幌公園グループ
連絡先電話番号 011-384-2166
メールアドレス nopporo@makomanai.com
業種等 その他（道立施設の指定管理者）
ホームページ http://www.makomanai.com/koen/
担当部署名 真駒内公園事務所　屋外競技場グループ
連絡先電話番号 011-581-1961
メールアドレス openstadium@makomanai.com
業種等 小売業
ホームページ http://www.homac.co.jp
担当部署名 総務・人事部　総務課

連絡先電話番号 info@d-choren.or.jp
メールアドレス info_zenpan@homac.co.jp
業種等 個人（北海道地域防災マスター）
ホームページ なし
担当部署名
連絡先電話番号 01392-5-6072
メールアドレス ryu19520207@yahoo.co.jp
業種等 建設業
ホームページ なし
担当部署名 営業部
連絡先電話番号 015-482-1477
メールアドレス narisawa@meisei-kensetu.co.jp
業種等 個人（北海道HUG研究会によるHUGの実施）
ホームページ
担当部署名
連絡先電話番号 011-706-6250
メールアドレス mori.taro@eng.hokudai.ac.jp
業種等 建設業
ホームページ http://www.yamazaki-kk.jp
担当部署名 総務部
連絡先電話番号 011-642-1111
メールアドレス s-sugai@yamazaki-kk.co.jp
業種等 個人
ホームページ なし
担当部署名
連絡先電話番号 011-387-3953
メールアドレス yokh4123@hokusyo-u.ac.jp

１　名称等　　必須項目とし、団体名･会社名･個人事業主名あるいは個人名を表示。
２　所在地等　必須項目とし、連絡先住所より市町村名を表示。
３　業種名　　必須項目とし、業種を表示。個人の場合は「個人」と表示。
４　ホームページ、連絡先電話番号、メールアドレスは、任意で表示する項目とし、申込者に意向を確認の上、整理。
５　担当部署名は、申込者が団体、会社等の場合に任意で表示する項目とし、申込者に意向を確認の上、整理。

65 森　太郎 札幌市

明盛建設
株式会社

63 皆川　龍二

56
北海道大学大学院
理学研究院附属
地震火山研究観測センター

北海道町村会

一般社団法人
北海道町内会連合会

北海道大学
公共政策大学院

知内町

58

55

61

57

北海道立野幌総合運動公園60

札幌市

DCMホーマック(株) 札幌市

札幌市

北海道立真駒内公園
（屋内競技場、屋外競技場を
含む）

札幌市

62

札幌市

横山　光

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構

66
山﨑建設工業
株式会社

江別市

札幌市

67

江別市

59

64 弟子屈町

札幌市

札幌市
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