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関 係 機 関 名 所在地 電話番号 備         考

帯広開発建設部 西５南８ 24－4121

北海道農政事務所　帯広地域拠点 西６南７ 24－2401

十勝西部森林管理署 東９南１４ 24－6118

北海道運輸局　帯広運輸支局 西１９北１ 33－3286

東京航空局　帯広空港出張所 泉町西９線 64－4707

帯広測候所 東４南９ 24－4555

帯広財務事務所 西５南８ 25－6381

帯広労働基準監督署 西６南７ 22－8100

北海道総合通信局　防災対策推進室 札幌市北区北８西２ 011‐747‐6451

陸上自衛隊第5旅団　第4普通科連隊 南町南７線 48－5121

北海道総務部　危機対策局　危機対策課 札幌市中央区北３西６ 011‐204‐5007

北海道総務部　危機対策局
危機対策課　防災航空室

札幌市東区丘珠町
（丘珠空港）

011-782-3233

十勝総合振興局 東３南３ 26－9023

十勝総合振興局　帯広建設管理部 東３南３ 26－9099

十勝総合振興局　保健環境部　保健行政室 東３南３ 26－9072

十勝教育局 東３南３ 26－9234

帯広警察署 西１北１ 25－0110

日本郵便㈱　帯広郵便局 西３南８ 23－2002

北海道旅客鉄道㈱帯広地区駅 西２南１２ 23－8176

東日本電信電話㈱　北海道東支店 東３南１２ 23－8920

日本放送協会　帯広放送局 西５南７ 23－3111

北海道電力ネットワーク㈱　帯広支店 西５南７ 24－6037

㈱おびひろ市民ラジオ 東２南１１ 25－5770

㈱エフエム帯広 東１南８ 23－0778

日本銀行　帯広事務所 西２南１２ 25－5252

日本赤十字社　帯広市地区 西５南７ 65－4146 帯広市地域福祉課

電源開発㈱　上士幌電力所 上士幌町字上士幌 01564－2－4101

日本通運㈱　帯広支店 西２０南１ 41－1111

(一社)帯広市医師会 東３南１１ 24－2802

(一社)十勝歯科医師会 東７南９ 25－2172

(一社)北海道薬剤師会十勝支部 西２南３　 27－2427

(公社)北海道獣医師会十勝支部 基松町基線３５ 64－2068

帯広ガス㈱ 西９南８ 24－4200

(一社)十勝地区トラック協会 西１９北２ 36－8575

(一社)北海道ＬＰガス協会　十勝支部 西５南２ 23－5993

北海道放送㈱　帯広放送局 西２南１０ 23－9125

札幌テレビ放送㈱　帯広放送局 西３南９ 23－8600

北海道テレビ放送㈱　帯広支社 西３南１０ 22－0531

北海道文化放送㈱　帯広支社 西４南９ 25－0035

帯広市土地改良区 西５南７ 65－4229 帯広市農村振興課

帯広市川西農業協同組合 川西町西２線 59－2111

帯広大正農業協同組合 大正本町東１ 64－5211

十勝広域森林組合 芽室町東２ 62－2404

十勝農業共済組合 川西町基線59 59－2006

帯広商工会議所 西３南９ 25－7121

赤帽帯広軽自動車運送協同組合 白樺１６条東１２ 34－1144

宮本機械㈱ 西２南５ 24－6165

千代田デンソー㈱ 西１８南１ 36－1616

帯広地方石油業協同組合 西３北１ 22－1255

生活協同組合コープさっぽろ 西１８南１ 33－9571

イオン北海道㈱ 札幌市白石区本通２１丁目南１番１０号 011-865-4120

帯広リース業協会 芽室町東芽室基線７ 62－7731

帯広空調衛生工事業協会 西６南６ 20－3753

㈱イトーヨーカ堂帯広店 稲田町南８線西１０ 47－8111

帯広建築工業協同組合 公園東町３ 22－1960
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関 係 機 関 名 所在地 電話番号 備         考

(一社)帯広建設業協会 西７南６ 24－5309

（財）北海道電気保安協会 西４南３ 24－6444

帯広電業協会 自由が丘４－９ 35－2500

帯広地方隊友会 西１４南１４ 23－2485

帯広塗装工業協同組合 公園東町３ 22－7770

北海道公衆浴場業帯広浴場組合 白樺１６西１２ 36－2821

全国霊柩自動車協会　帯広支部 大通南８ 24－1087

帯広市社会福祉施設連絡協議会 空港南町３０３ 49－2800

㈱ベルコ帯広(ベルクラシック帯広) 西２南３５ 48－6688

帯広市ハイヤー協同組合 緑ヶ丘８ 66－7063

北海道葬祭業協同組合　十勝地区 大通南８ 24－1087

北海道建設機械レンタル協会　十勝支部 芽室町東芽室基線８ 61－2332

北海道コカ・コーラボトリング㈱ 音更町字音更西３線 67－0950

北海道ペプシコーラ販売㈱ 幕別町千住１９４ 56－3713

㈱伊藤園 西１２北３ 41－9911

㈱伊吹畳内装 西２２南３ 36－4545

ヤフー㈱ 東京都千代田区紀尾井町 03−6440−6000（大代表）

NPO法人コメリ災害対策センター 新潟市南区清水4501 025-371-4185

公益社団法人北海道柔道整復師会十勝ブロック 西１９南２　なかはら整骨院 33－8838

十勝鍼灸師会 東４南８　杏林堂 23－5566

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会 公園東町３丁目９-１ 21－2414

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 西２南８丁目８ 21－4335

帯広市公営企業 西５南７ 65－4211 上下水道部総務課

とかち広域消防局 西６南６ 26－9122 消防救助課

帯広市消防団 西６南６ 26－9128 消防課

帯広市教育委員会 西５南７ 65－4201 企画総務課

帯広市 西５南７ 65－4103 危機対策課

北海道森紙業株式会社帯広工場 西２４北１ 37－4451

株式会社サンドラッグプラス 札幌市東区北41東９ 011-753-2965

ヤマト運輸株式会社道東主管支店 芽室町東芽室基線18-101 62－5669

帯広地方卸売市場株式会社 西２１北１ 37－3333

一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワーク 東京都千代田区丸の内１ 0133－64－7981 電話：北海道丸和ロジスティクス

釧路トヨタ自動車株式会社 西１９北１ 33－4171

北海道行政書士会十勝支部 東３南２５ 67－1777

北海道帯広盲学校 西２５南２ 37-2028

北海道帯広聾学校 西２５南２ 37-2017

北海道帯広養護学校 西２５南２ 37-6773

一般社団法人日本福祉用具供給協会 東京都港区浜松町２ 03-6721-5222

帯広トヨペット株式会社 大通南６ 24-4167

トヨタカローラ帯広株式会社 大通南２ 25-5121

十勝三菱自動車販売株式会社 西１６北１ 33-1313

帯広日産自動車株式会社 大通南２９ 23-4123

帯広三菱自動車販売株式会社 大通南２３ 24-1115

ネッツトヨタ帯広株式会社 大通南１８ 24-3161

十勝測量設計協会 東２条南４ 22-3727

社会医療法人北斗 稲田町基線７ 47-4184 介護老人保健施設かけはし
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