
【令和3年度　防火・防災・救命　講師派遣実績】

開催日 講演内容

令和3年4月15日（木） 株式会社エコテック　／　2021年度　安全大会 （リモート） 「防災から見た危機管理」

令和3年4月23日（金） 株式会社　開発調査研究所　／　令和3年度　安全衛生講習会① （リモート） 「防火と防災の知識」

令和3年4月23日（金） 株式会社　開発調査研究所　／　令和3年度　安全衛生講習会② （リモート） 「防火と防災の知識」

令和3年5月18日（火） 三菱マテリアル株式会社　／　令和3年度　安全研修会 （リモート） 「従業員の安全教育（エピペンの使用、搬送、高エネルギー外傷、救命処置など）」

令和3年5月20日（木） 日本中央競馬会　札幌競馬場　／　令和3年度　初期救護研修会 「競走馬調教中の落馬などの事故時の初期救護について」

令和3年7月5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① 普通応急手当講習（Ⅲ）子どもコース

令和3年7月6日（火） 三井物産フォレスト株式会社　／　研修会 （苫小牧市） 「林業作業中における事故発生時の救命対応訓練について」

令和3年7月8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② 普通応急手当講習（Ⅰ）普通コース

令和3年7月12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③ 普通応急手当講習（Ⅰ）高齢者コース

令和3年7月16日（金） 森永乳業北海道株式会社① 「社内における災害への対応・備え」

令和3年7月16日（金） 森永乳業北海道株式会社② 「社内における災害への対応・備え」

令和3年7月19日（月） 北海道消防学校　／　第148期初任教育① （江別市） 「災害対策」

令和3年7月28日（水） 北海道消防学校　／　第148期初任教育② （江別市） 「地震対策」

令和3年7月28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④ 普通応急手当講習（Ⅰ）普通コース

令和3年7月30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⑤ 普通応急手当講習（Ⅰ）普通コース

令和3年8月3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⑥ 普通応急手当講習（Ⅰ）普通コース

令和3年8月4日（水） 北海道消防学校　／　第148期初任教育③ （江別市） 「自主防災」

令和3年8月6日（金） 株式会社レバンガ北海道　／　令和3年度　安全研修会 「AEDおよびスパインボードの使い方等」

令和3年8月20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⑦ 普通応急手当講習（Ⅰ）普通コース

令和3年8月25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⑧ 普通応急手当講習（Ⅲ）子どもコース

団体名・研修会名等

1 公益財団法人札幌市防災協会



【令和3年度　防火・防災・救命　講師派遣実績】

開催日 講演内容団体名・研修会名等

令和3年8月27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⑨ 普通応急手当講習（Ⅰ）高齢者コース

令和3年8月31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⓾ 普通応急手当講習（Ⅰ）普通コース

令和3年9月7日（火） シーメンスガメサリニューアブルエナジーPTY　LTD　／　令和3年度　救命研修① （せたな町） 「害虫等接触後応急処置講習会」

令和3年9月7日（火） シーメンスガメサリニューアブルエナジーPTY　LTD　／　令和3年度　救命研修② （せたな町） 「害虫等接触後応急処置講習会」

令和3年9月15日（水） 株式会社北栄ファーム　長沼支店　長沼農場　／　熱中症対応研修 （長沼町） 「熱中症の対応と応急処置、AEDの使用訓練」

令和3年9月22日（水） 藻岩まちづくりセンター　／　南沢地区　災害時対応力強化事業 「災害に備える　～家庭でどう備える・地域でどう備える～」

令和3年10月1日（金） トラスコ中山株式会社　プラネット北海道　／　防災避難訓練・応急救護訓練 「職員に対する心肺蘇生法及びAEDの取り扱い」

令和3年10月15日（金） 日本データーサービス株式会社　／令和3年度　安全衛生大会 「作業現場での事故対応と救命処置」

令和3年10月17日（日） 札幌市北区　／　2021年度　Sタウン防災訓練 「地震等災害時の対応要領の検証」

令和3年10月18日（月） 株式会社 伊藤組　／　伊藤組グループ　防災訓練講習 「伊藤・伊藤加藤・札幌国際ビル　防災研修」「救護に関する実技講習」

令和3年10月26日（火） 北海道大学大学院工学研究院等安全衛生管理室　／　救急救命講習会 「一次救命処置（座学・実技指導）について」

令和3年10月29日（金） 札幌防火管理者協会　第2回救命講習会① 普通応急手当講習（Ⅰ）普通コース

令和3年11月9日（火） 北海道倉庫業連合会　／　倉庫管理主任者講習会 「倉庫の防火安全について　火災予防のてびき」

令和3年11月10日（水） 北連合町内会　／　北地区コミュニティネットワーク（Cネット）全体会議 「激甚化する自然災害に備えて」

令和3年11月10日（水） 札幌防火管理者協会　第2回救命講習会② 普通応急手当講習（Ⅲ）子どもコース

令和3年11月11日（木） 札幌市中央区東地区連合町内会　／　東地区防災講習会 「災害に備える　～家庭でどう備える・地域でどう備える～」

令和3年11月12日（金） 北海道大学病院　薬剤部　／　病院前救護のCPR研修 「病院前救護のCPR研修＜CPRおよびAEDの実施訓練指導について＞」

令和3年11月18日（木） 札幌防火管理者協会　第2回救命講習会③ 普通応急手当講習（Ⅰ）高齢者コース

令和3年11月26日（金） 札幌防火管理者協会　第2回救命講習会④ 普通応急手当講習（Ⅰ）普通コース

令和3年12月4日（土） 札幌市手稲区　／　令和3年度手稲区防災リーダー基礎研修 「防災リーダーとしての基礎知識　～災害への備え・地域の防災訓練の進め方～」

2 公益財団法人札幌市防災協会



【令和3年度　防火・防災・救命　講師派遣実績】

開催日 講演内容団体名・研修会名等

令和3年12月7日（火） 札幌防火管理者協会　第2回救命講習会⑤ 普通応急手当講習（Ⅲ）子どもコース

令和3年12月14日（火） 札幌防火管理者協会　第2回救命講習会⑥ 普通応急手当講習（Ⅰ）普通コース

令和3年12月17日（金） 北海道消防学校　／　第149期初任教育① （江別市） 「災害対策」

令和3年12月20日（月） 札幌市東区　／　北光小学校　防災授業（4年生） 「防災・減災・避難所について」「お家で出来る備蓄について調べてみよう！」等

令和3年12月21日（火） 北海道消防学校　／　第149期初任教育② （江別市） 「地震対策」「自主防災」

令和4年1月21日（金） 札幌市北消防団　／　防火・防災管理研修（WEB研修） （WEB研修） 「防火・防災に関する知識」

令和4年2月4日（金） 公益財団法人北海道消防協会　札幌地方支部　／　令和3年度　消防団員総合研修会 （WEB研修） 「わかりやすい地域防災指導　～防災指導に役立つ知識習得及び伝わりやすい指導方法～」

令和3年2月7日（月） 札幌防火管理者協会　第3回救命講習会① 普通応急手当講習（Ⅰ）普通コース

令和3年2月10日（木） 札幌防火管理者協会　第3回救命講習会② 普通応急手当講習（Ⅰ）普通コース

令和4年2月22日（火） 北海道地区乗馬倶楽部振興会　／　令和3年度　北海道地区乗馬指導者講習会 「救命救急について、AEDの使い方」

令和4年2月24日（木） 北海道神道青年協議会　／　令和3年度新春研修会 （リモート） 「神社における災害への備え」

令和3年2月24日（木） 札幌防火管理者協会　第3回救命講習会③ 普通応急手当講習（Ⅰ）普通コース

令和3年2月25日（金） 札幌防火管理者協会　第3回救命講習会④ 普通応急手当講習（Ⅰ）普通コース

令和4年3月3日（木） 札幌市北区　／　令和3年度　北区防災リーダー研修 （WEB研修） 「防災リーダーとしての基礎知識　～災害への備え・地域の防災訓練の進め方～」

令和4年3月17日（木） 石狩市防火協会　／　令和3年度　石狩市防火協会研修会 （リモート） 「火災から命を守る避難」

3 公益財団法人札幌市防災協会



【令和3年度　DIG・HUG　講師派遣実績】

開催日 講演内容

令和3年9月27日（月） 札幌市厚別区 厚別区まちづくりセンター所長DIG研修

令3年10月14日(木) 札幌危機管理対策室（発寒西小学校） 避難場所運営研修　1

令3年10月20日(水) 札幌危機管理対策室（月寒東小学校） 避難場所運営研修　2

令3年10月22日(金) 札幌危機管理対策室（平岡中央小学校） 避難場所運営研修　3

令3年10月29日(金) 札幌危機管理対策室（しらかば台小学校） 避難場所運営研修　4

令3年11月8日(月) 札幌危機管理対策室（石山緑小学校） 避難場所運営研修　5

令3年11月19日(金) 札幌危機管理対策室（八条中学校） 避難場所運営研修　6

令3年11月29日(月) 札幌危機管理対策室（藤の沢小学校） 避難場所運営研修　7

令和3年12月3日（金） 札幌市厚別区 令和3年度　厚別区避難場所運営研修実施運営業務

令3年12月8日(水) 札幌危機管理対策室（宮の丘中学校） 避難場所運営研修　8

令3年12月9日(木) 札幌危機管理対策室（山鼻南小学校） 避難場所運営研修　9

令3年12月10日(金) 札幌危機管理対策室（柏中学校） 避難場所運営研修　10

令3年12月17日(金) 札幌危機管理対策室（南が丘中学校） 避難場所運営研修　11

令3年12月24日(金) 札幌危機管理対策室（藤野南小学校） 避難場所運営研修　12

令3年12月27日(月) 札幌危機管理対策室（西野第二小学校） 避難場所運営研修　13

令3年12月27日(月) 札幌危機管理対策室（発寒東小学校） 避難場所運営研修　14

令4年1月6日(木) 札幌危機管理対策室（稲穂中学校） 避難場所運営研修　15

令4年1月7日(金) 札幌危機管理対策室（清田中学校） 避難場所運営研修　16

令4年1月11日(火) 札幌危機管理対策室（富丘小学校） 避難場所運営研修　17

令4年1月11日(火) 札幌危機管理対策室（前田北中学校） 避難場所運営研修　18

令3年1月12日(火) 札幌危機管理対策室（福井野中学校） 避難場所運営研修　19

令4年1月13日(木) 札幌危機管理対策室（新陵小学校） 避難場所運営研修　20

団体名・研修会名等

1 公益財団法人札幌市防災協会



【令和3年度　DIG・HUG　講師派遣実績】

開催日 講演内容団体名・研修会名等

令4年1月13日(木) 札幌危機管理対策室（前田中学校） 避難場所運営研修　21

令4年1月14日(金) 札幌危機管理対策室（中央小学校） 避難場所運営研修　22

令4年1月17日(月) 札幌危機管理対策室（円山小学校） 避難場所運営研修　23

令4年1月19日(水) 札幌危機管理対策室（定山渓中学校） 避難場所運営研修　24

令3年1月21日(木) 札幌危機管理対策室（あやめ野小学校） 避難場所運営研修　25

2 公益財団法人札幌市防災協会



【令和3年度　資格講習等　講師派遣実績】

開催日 講演内容

令3年5月17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3年5月18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3年5月19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3年5月20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3年5月21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3年8月4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3年8月23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 消防法規（再講習）

令3年8月24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（再講習）

令3年8月25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

団体名・研修会名等

公益財団法人札幌市防災協会



【令和3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3年6月24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

令3年9月30日(木) 北海道社会福祉協議会（釧路会場） 介護職員等のたん吸引等研修の救命蘇生法演習

令3年11月25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4年2月2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

公益財団法人札幌市防災協会


