
【令和2年度　防火・防災・救命　講師派遣実績（令和3年1月26日現在）】

開催日 講演内容

令和2年6月26日（金） 株式会社北海道水工コンサルタンツ　令和2年度　安全大会 「一次救命処置トレーニング」（座学と実技）

令和2年7月15日(水) 北海道消防学校　第146期初任教育① (江別市) 「自主防災」

令和2年8月11日(火) 北海道消防学校　第146期初任教育② (江別市) 「地震対策」

令和2年8月19日(水) 北海道消防学校　第146期初任教育③ (江別市) 「災害対策」

令和2年8月21日（金） 札幌防火管理者協会・札幌危険物安全協会　合同救命講習会① 普通応急手当講習Ⅰ

令和2年8月26日（水） 札幌防火管理者協会・札幌危険物安全協会　合同救命講習会② 普通応急手当講習Ⅰ

令和2年8月28日（金） 株式会社北海道水工コンサルタンツ 「一次救命処置トレーニング」（座学と実技）

令和2年8月28日（金） 札幌防火管理者協会・札幌危険物安全協会　合同救命講習会③ 普通応急手当講習Ⅰ

令和2年9月1日（火） 札幌防火管理者協会・札幌危険物安全協会　合同救命講習会④ 普通応急手当講習Ⅰ

令和2年9月2日（水） 札幌防火管理者協会・札幌危険物安全協会　合同救命講習会⑤ 普通応急手当講習Ⅰ

令和2年9月3日（木） 札幌防火管理者協会・札幌危険物安全協会　合同救命講習会⑥ 普通応急手当講習Ⅰ

令和2年9月10日（木） 札幌石油燃焼器具整備業協議会 普通応急手当講習Ⅰ

令和2年9月12日（土） 札幌市立平岸小学校　避難所講習会 避難所体験活動（段ボールベッド組立、非常食の試食　他）

令和2年9月14日（月） 札幌防火管理者協会・札幌危険物安全協会　合同救命講習会⑦ 普通応急手当講習Ⅰ

令和2年9月15日（火） 札幌防火管理者協会・札幌危険物安全協会　合同救命講習会⑧ 普通応急手当講習Ⅰ

令和2年9月16日（水） 南区　芸術の森地区連合会　地域避難所の運営に関する研修会 「地域避難所の運営について」

令和2年9月16日（水） 札幌防火管理者協会・札幌危険物安全協会　合同救命講習会⑨ 普通応急手当講習Ⅰ

令和2年9月17日（木） 札幌防火管理者協会・札幌危険物安全協会　合同救命講習会⑩ 普通応急手当講習Ⅰ

令和2年9月18日（金） 札幌防火管理者協会・札幌危険物安全協会　合同救命講習会⑪ 普通応急手当講習Ⅰ

令和2年10月3日（土） 豊平区　月寒地区防災研修 「新型コロナ感染症を踏まえた避難のあり方について」

団体名・研修会名等

1 公益財団法人札幌市防災協会



【令和2年度　防火・防災・救命　講師派遣実績（令和3年1月26日現在）】

開催日 講演内容団体名・研修会名等

令和2年10月12日（月） 株式会社伊藤組　伊藤ビル・伊藤加藤ビル・札幌国際ビル　防火防災講習会 「札幌想定地震　～札幌ではどんな地震が起きるのか？起きるとどんなことになるのか？～」

令和2年10月13日（火） 北白石地区安全・安心のまちづくりネットワーク会議　北郷瑞穂町内会救急救命講習会 「救急救命に関する研修」

令和2年10月25日（日） 大阪府高石市 清風南海高等学校　危機管理学習 （留寿都村） 「災害から学ぶ危機管理」

令和2年10月27日（火） 北海道大学大学院工学研究院等安全衛生管理室 「一次救命措置」（心肺蘇生法・AEDの取り扱い方）

令和2年11月14日（土） 令和2年度　手稲区防災リーダー基礎研修①＆② 「災害に備える　～家庭でどう備える・地域でどう備える～」

令和2年11月25日（水） 戸田建設株式会社　札幌支店　各自で取り組む防災セミナー 「災害に備える　～なにが起きる・どう備える～」

令和2年11月25日（水） 札幌防火管理者協会　救命講習会① 普通応急手当講習Ⅲ

令和2年11月27日（金） 札幌防火管理者協会　救命講習会② 普通応急手当講習Ⅰ

令和2年12月2日（水） 札幌防火管理者協会　救命講習会③ 普通応急手当講習Ⅰ

令和2年12月3日（木） 札幌防火管理者協会　救命講習会④ 普通応急手当講習Ⅰ

令和2年12月4日（金） 札幌防火管理者協会　救命講習会⑤ 普通応急手当講習Ⅲ

令和2年12月8日（火） 令和2年度　白石区避難所開設・運営訓練 「避難所運営における職員の役割について」

令和3年1月6日（水） ふれあい事業協同組合　外国人技能実習生入国後講習 「防火・防災に関する知識」

令和3年1月21日（木） 北海道社会福祉協議会 （旭川市）
救急蘇生法全般についての講義
　・応急手当の基礎知識、重要性　　･心肺蘇生法の概要　・AEDの取扱と心室細動

令和3年1月25日（月） 令和2年度　北海道消防協会空知地方支部　研修会 （滝川市） 「感染症流行下における災害対策について」

2 公益財団法人札幌市防災協会



【令和2年度　札幌市　避難場所運営研修　講師派遣実績】

開催日 講演内容

令和2年10月1日（木） 札幌市危機管理対策室（新川中央小学校） 避難場所運営研修　1

令和2年10月1日（木） 札幌市危機管理対策室（美園小学校） 避難場所運営研修　2

令和2年10月2日（金） 札幌市危機管理対策室（平岸高台小学校） 避難場所運営研修　3

令和2年10月2日（金） 札幌市危機管理対策室（藻岩北小学校） 避難場所運営研修　4

令和2年10月9日（金） 札幌市危機管理対策室（北光小学校） 避難場所運営研修　5

令和2年10月14日（水） 札幌市危機管理対策室（琴似中学校） 避難場所運営研修　6

令和2年10月14日（水） 札幌市危機管理対策室（中島中学校） 避難場所運営研修　7

令和2年10月15日（木） 札幌市危機管理対策室（発寒小学校） 避難場所運営研修　8

令和2年10月16日（金） 札幌市危機管理対策室（あいの里東小学校） 避難場所運営研修　9

令和2年10月19日（月） 札幌市危機管理対策室（手稲西小学校） 避難場所運営研修　10

令和2年10月20日（火） 札幌市危機管理対策室（西岡小学校） 避難場所運営研修　11

令和2年10月23日（金） 札幌市危機管理対策室（北園小学校） 避難場所運営研修　12

令和2年10月30日（金） 札幌市危機管理対策室（清田小学校） 避難場所運営研修　13

令和2年11月6日（金） 札幌市危機管理対策室（藤野小学校） 避難場所運営研修　14

令和2年11月9日（月） 札幌市危機管理対策室（手稲中央小学校） 避難場所運営研修　15

令和2年11月13日（金） 札幌市危機管理対策室（平岡公園小学校） 避難場所運営研修　16

令和2年11月18日（水） 札幌市危機管理対策室（信濃小学校） 避難場所運営研修　17

令和2年11月24日（火） 札幌市危機管理対策室（新札幌わかば小学校） 避難場所運営研修　18

令和2年11月26日（木） 札幌市危機管理対策室（稲陵中学校） 避難場所運営研修　19

令和2年12月8日（火） 札幌市危機管理対策室（日新小学校） 避難場所運営研修　20

団体名・研修会名等

3 公益財団法人札幌市防災協会



【令和2年度　札幌市　避難場所運営研修　講師派遣実績】

開催日 講演内容団体名・研修会名等

令和2年12月11日（金） 札幌市危機管理対策室（石山東小学校） 避難場所運営研修　21

令和2年12月16日（水） 札幌市危機管理対策室（簾舞中学校） 避難場所運営研修　22

令和2年12月22日（火） 札幌市危機管理対策室（拓北小学校） 避難場所運営研修　23

令和3年1月5日（火） 札幌市危機管理対策室（札幌中学校） 避難場所運営研修　24

令和3年1月6日（水） 札幌市危機管理対策室（上野幌中学校） 避難場所運営研修　25

令和3年1月6日（水） 札幌市危機管理対策室（有明小学校） 避難場所運営研修　26

令和3年1月7日（木） 札幌市危機管理対策室（福移小中学校） 避難場所運営研修　27

令和3年1月7日（木） 札幌市危機管理対策室（太平中学校） 避難場所運営研修　28

令和3年1月8日（金） 札幌市危機管理対策室（屯田中央中学校） 避難場所運営研修　29

令和3年1月8日（金） 札幌市危機管理対策室（札苗北中学校） 避難場所運営研修　30

令和3年1月12日（火） 札幌市危機管理対策室（東札幌小学校） 避難場所運営研修　31

令和3年1月12日（火） 札幌市危機管理対策室（北白石中学校） 避難場所運営研修　32

令和3年1月13日（水） 札幌市危機管理対策室（東月寒中学校） 避難場所運営研修　33

令和3年1月13日（水） 札幌市危機管理対策室（中の島中学校） 避難場所運営研修　34

令和3年1月14日（木） 札幌市危機管理対策室（北都中学校） 避難場所運営研修　35

令和3年1月14日（木） 札幌市危機管理対策室（二条小学校） 避難場所運営研修　36

令和3年1月15日（金） 札幌市危機管理対策室（幌西小学校） 避難場所運営研修　37

令和3年1月15日（金） 札幌市危機管理対策室（平和小学校） 避難場所運営研修　38

令和3年1月18日（月） 札幌市危機管理対策室（八軒北小学校） 避難場所運営研修　39

令和3年1月18日（月） 札幌市危機管理対策室（幌東小学校） 避難場所運営研修　40

4 公益財団法人札幌市防災協会



【令和2年度　資格講習等　講師派遣実績】

開催日 講演内容

令和2年8月5日（水） 一般社団法人北海道消防設備協会　消防設備点検資格者講習 火災予防概論、消防法規、消防用設備等の点検報告制度

令和2年8月18日（火） 一般社団法人北海道消防設備協会　消防設備点検資格者講習 火災予防概論、消防法規、消防用設備等の点検報告制度

令和2年10月5日（月） 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会　石油機器技術管理講習 設置基準

令和2年10月6日（火） 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会　石油機器技術管理講習 消防法規

令和2年10月7日（水） 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会　石油機器技術管理講習 消防法規（再講習）

令和2年10月8日（木） 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会　石油機器技術管理講習 消防法規（再講習）

令和2年10月9日（金） 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会　石油機器技術管理講習 消防法規（再講習）

令和2年10月23日（金） 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会　石油機器技術管理講習 消防法規（再講習）

令和2年10月30日（金） 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会　石油機器技術管理講習 消防法規（再講習）

令和2年10月27日（火） 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会　石油機器技術管理講習 （室蘭市） 消防法規（再講習）

令和2年10月28日（水） 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会　石油機器技術管理講習 （室蘭市） 消防法規

令和2年10月28日（水） 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会　石油機器技術管理講習 （室蘭市） 設置基準

団体名・研修会名等

公益財団法人札幌市防災協会



【令和2年度　認知症対応型サービス（開設者）（管理者）講習】

開催日 講演内容

令和2年7月23日（木） 北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課 第1回　認知症対応型サービス事業管理者研修 認知症高齢者グループホーム火災・豪雨災害事例に学ぶ教訓と対応策

令和2年12月3日（木） 北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課 第2回　認知症対応型サービス事業管理者研修 認知症高齢者グループホーム火災・豪雨災害事例に学ぶ教訓と対応策

令和2年11月4日（水） 北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課 第1回　認知症対応型サービス事業開設者研修 認知症高齢者グループホーム火災・豪雨災害事例に学ぶ教訓と対応策

令和3年3月10日（水） 北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課 第2回　認知症対応型サービス事業開設者研修 認知症高齢者グループホーム火災・豪雨災害事例に学ぶ教訓と対応策

団体名・研修会名等

公益財団法人札幌市防災協会



【令和2年度　介護職員等のたん吸引等研修の救命蘇生法演習　講師派遣実績】

開催日 団体名・研修会名等 講演内容

令和2年8月20日（木） 北海道社会福祉協議会（札幌会場） 介護職員等のたん吸引等研修の救命蘇生法演習

令和2年10月1日（木） 北海道社会福祉協議会（函館会場） 介護職員等のたん吸引等研修の救命蘇生法演習

令和2年11月18日（水） 北海道社会福祉協議会（札幌会場） 介護職員等のたん吸引等研修の救命蘇生法演習

令和3年1月21日（木） 北海道社会福祉協議会（旭川会場） 介護職員等のたん吸引等研修の救命蘇生法演習

公益財団法人札幌市防災協会


