【平成27年度 講師派遣実績 （平成28年3月31日現在）】

団体名・研修会名等

開催日

講演内容

平成27年4月14日（火）

㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道 平成27年度安全衛生大会

災害から学ぶ危機管理

平成27年4月14日（火）

丸正小島建設㈱ 安全大会

ＡＥＤの使い方、建設現場での応急手当

平成27年4月23日（木）

㈱太平ホーム北海道・㈱太平流通販売 安全大会

建築現場における事故防止と応急処置について

平成27年4月17日（金）

（公財）北海道労働保険管理協会

酸素欠乏危険作業主任者講習における救急そ生法

平成27年5月12日（火）

㈱オール 安全大会

建築現場における事故対応と救命について

平成27年5月18日（月）

高橋産業㈱ 安全大会

応急手当の基礎知識・作業現場での事故対応

平成27年5月21日（木）

㈱通電技術安全衛生協議会 平成27年度定時総会

①災害から学ぶ危機管理 ②建築現場での事故・救命対応について

平成27年6月3日（水）

（社福）北海道社会福祉協議会 介護職員等のたん吸引等研修

平成27年6月4日（木）

道建工事㈱・臣建託㈱ 道臣協力会安全衛生大会

建築現場での事故対応・救命（ＡＥＤ）の知識

平成27年6月6日（土）

Ｓタウン管理組合 防災講演会

マンションにおける防災 ～災害時の対応～

平成27年6月8日（月）

北海道消防学校 第136期初任教育

（江別市） 地震対策

平成27年6月9日（火）

北海道消防学校 第136期初任教育

（江別市） 災害対策

平成27年6月9日（火）

豊平区役所 豊平区防災研修会（豊平地区）

災害への備え ～洪水・土砂災害への備えと対応～

平成27年6月15日（月）

豊平区役所 豊平区防災研修会（月寒地区）

災害への備え ～洪水・土砂災害への備えと対応～

平成27年6月16日（火）

豊平区役所 豊平区防災研修会（東月寒地区）

災害への備え ～洪水・土砂災害への備えと対応～

平成27年6月17日（水）

東洋熱工業株式会社札幌支店 平成27年度 安全大会

応急手当の基礎知識・作業現場での事故防止

平成27年6月19日（金）

（一社）札幌市老人クラブ連合会（札幌シニア大学）

高齢者を対象とした救急の知識・ＡＥＤの取扱い方

平成27年6月24日（水）

（一社）日本下水道施設管理業協会 北海道支部第4回通常総会特別講演会

防災・危機管理への心構え ～最近の災害から学ぶ～

平成27年6月24日（水）

（社福）北海道社会福祉協議会 介護職員等のたん吸引等研修

心肺蘇生法

平成27年6月26日（金）

（公財）北海道労働保険管理協会

酸素欠乏危険作業主任者講習における救急そ生法

（旭川） 心肺蘇生法

1

公益財団法人 札幌市防災協会

【平成27年度 講師派遣実績 （平成28年3月31日現在）】

団体名・研修会名等

開催日

講演内容

平成27年6月30日（火）

特別養護老人ホーム大友恵愛園

一次救命処置に関する講習及び実技～入居者の急変時の対応、救急隊への迅速な引継～

平成27年7月4日（土）

㈱エッセ ㈱エッセ全社会議

マンション等火災への備えとその対応

平成27年7月10日（金）

豊平区役所 豊平区防災研修会（平岸地区）

災害への備え ～洪水・土砂災害への備えと対応～

平成27年7月10日（金）

土屋ホームトピア安全協力会 札幌豊平支部

建築現場での事故（落下、熱中症）の対処方法

平成27年7月14日（火）

豊平区役所 豊平区防災研修会（福住地区）

災害への備え ～洪水・土砂災害への備えと対応～

平成27年7月15日（水）

豊平区役所 豊平区防災研修会（西岡地区）

災害への備え ～洪水・土砂災害への備えと対応～

平成27年7月16日（木）

北海道消防学校 第136期初任教育

平成27年7月17日（金）

豊平区役所 豊平区防災研修会（中の島地区）

災害への備え ～洪水・土砂災害への備えと対応～

平成27年7月18日（土）

豊平区役所 豊平区防災研修会（南平岸地区）

災害への備え ～洪水・土砂災害への備えと対応～

平成27年7月19日（日）

手稲区役所 手稲曙第四町内会 防災研修会

災害に備えて ～なにが起きる？どう備える～

平成27年7月23日（木）

前田保育園

救急救命の大切さ・一次救命処置について

平成27年7月29日（水）

札幌南区防火委員会 研修会

気象災害に備えて

平成27年7月29日（水）

㈱サンキット・エーイー安全協力会 安全大会

とっさの時の救命処置・現場での事故対応について

平成27年7月31日（金）

ホクサン㈱

平成27年8月7日（金）

道央エンジニアリング㈱ 安全講習

平成27年8月7日（金）

（公財）北海道労働保険管理協会

酸素欠乏危険作業主任者講習における救急そ生法

平成27年8月11日（火）

㈱エイチ・アール・オー 防災研修

災害に備えて

平成27年8月18日（火）

北海道保健福祉部福祉局 北海道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事例に学ぶ教訓と対応策

平成27年8月19日（水）

北海道消防設備協会

火災予防概論、消防法規、消防用設備等及び特殊消防用設備等点検報告制度

平成27年8月23日（日）

日高地区児童福祉施設運営協議会 平成27年度日高地区保育研修会

（江別市） 自主防災

（北広島市） 地震災害に備えて ～何が起きる・どう備える～
（小樽市） 災害に備えて

（新ひだか町） 「防災・危機管理と災害に備えて」
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公益財団法人 札幌市防災協会

【平成27年度 講師派遣実績 （平成28年3月31日現在）】

団体名・研修会名等

開催日

講演内容

平成27年8月24日（月）

豊平区役所 豊平区防災研修会（美園地区）

災害への備え ～洪水・土砂災害への備えと対応～

平成27年8月26日（水）

北海道消防設備協会

火災予防概論、消防法規、消防用設備等及び特殊消防用設備等点検報告制度

平成27年8月28日（金）

日本信号㈱北海道支店 安全大会

作業現場における事故の対応について

平成27年8月30日（日）

（公財）第8回札幌アジア冬季競技大会組織委員会

上級応急手当講習

平成27年9月1日（火）

（一財）北海道郵便局長協会 防災に関する講習会

平成27年9月4日（金）

北楡会開成病院 医療安全に関する研修会

火災への備えと発生時の対応

平成27年9月8日（火）

ブリヂストンタイヤジャパン㈱

防災訓練（実技～災害時の救急救命処置について）

平成27年9月16日（水）

札幌豊平区防火管理者協議会 防災研修会

自衛消防訓練のススメ方

平成27年9月27日（日）

手稲区役所 富丘東6町内会 防災研修会

災害に備えて

平成27年9月29日（火）

函館市 介護・福祉施設等職員人材育成事業研修会

平成27年10月2日（金）

大成・岩田地崎・伊藤・岩倉・丸彦渡辺共同企業体 労働衛生週間行事

ＡＥＤの取扱 一次救命処置

平成27年10月7日（水）

三角山小学校 ＳＡＮＫＡＫＵの会 防災講座

災害に備えて

平成27年10月9日（金）

北海道森林整備担い手支援センター（求職支援活動事業者）

普通応急手当講習

平成27年10月14日（水）

滝川地区防火安全協会 平成27年度防火管理部会実務者研修会

制度の変遷と火災の教訓に学ぶ防火管理の重要性

平成27年10月15日（木）

（公財）北海道労働保険管理協会

酸素欠乏危険作業主任者講習における救急そ生法

平成27年10月20日（火）

北郷東町内会（防災会）防災講習

災害に備えて～なにが起きる・どう備える～

平成27年10月21日（水）

（一社）北海道猟友会

心肺蘇生法、外傷の応急手当、包帯法、固定・被覆法、搬送法

平成27年10月25日（月）

（社福）北海道社会福祉協議会 介護職員等のたん吸引等研修

心肺蘇生法

平成27年10月27日（火）

江別市消防署 平成27年度秋の火災予防運動 防火研修会

平成27年11月1日（日）

公益社団法人北海道柔道整復師会 公開講座北整特別学術講演会

（函館市） 災害に備えて

（函館市） 介護現場における災害に関する危機管理と対応

（江別市） 家庭における防火と防災について
災害に備えて～なにが起きる・どのように備える～
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公益財団法人 札幌市防災協会

【平成27年度 講師派遣実績 （平成28年3月31日現在）】

団体名・研修会名等

開催日

講演内容

平成27年11月5日（木）

本別町 地域防災研修会

平成27年11月6日（金）

北海道保健福祉部福祉局 北海道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事例に学ぶ教訓と対応策

平成27年11月7日（土）

北海学園札幌高等学校 避難訓練終了後の講話

災害に備えるとは？

平成27年11月14日（土）

パナソニック㈱エコソリューションズ社

防災セミナー ～地震災害に備えて～

平成27年11月17日（火）

北海道保健福祉部福祉局 北海道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事例に学ぶ教訓と対応策

平成27年11月19日（木）

（社福）北海道社会福祉協議会 介護職員等のたん吸引等研修

平成27年11月20日（金）

ヤンマーエネルギーシステム㈱札幌支店 平成27年度ＥＳ会・ひーぽん会合同安全大会

災害から学ぶ危機管理

平成27年11月22日（日）

清田南中央町内会 防災訓練

防災訓練（災害時の対応と応急手当について）

平成27年11月25日（水）

西区役所 西区防災リーダー研修

気象災害への備え

平成27年12月4日（金）

（公財）北海道労働保険管理協会

酸素欠乏危険作業主任者講習における救急そ生法

平成27年12月5日（土）

清田地区住みよい安心安全なまちづくり協議会

宿泊型避難訓練（ＨＵＧ）

平成27年12月7日（月）

クボタ環境サービス㈱北海道支店 平成27年度下期事業所長研修

災害から学ぶ危機管理

平成27年12月9日（水）

菊の里まちづくりネットワーク協議会 平成27年度菊の里地区防災研修

災害に備えて

平成27年12月10日（木）

(有)札幌すこやか 介護サービス研修修

認知症高齢者グループホーム火災事例に学ぶ教訓と対応策/応急手当の基礎知識～とっさの時
に備えて～

平成27年12月14日（月）

（一財）北海道道路管理技術センター 平成27年度道路防災エキスパート講習会

災害への備え ～災害現場から見る防災・減災～

平成27年12月15日（火）

（社福）札幌市南区社会福祉協議会 平成27年度南区福祉のまち推進センター活動者研修会

災害時に支援が必要な方を支える地域コミュニティの役割

平成28年1月14日（木）

日本認知症グループホーム協会 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事例に学ぶ教訓と対応策

平成28年1月19日（火）

北海道消防学校 第137期初任教育

（江別市） 災害対策

平成28年1月20日（水）

北海道消防学校 第137期初任教育

（江別市） 地震対策

平成28年1月30日（土）

芽室町 地域づくり研修会

（芽室町） 災害に備えて～なにが起きる・どう備える～

（本別町） 冬期間の防災について

（函館市） 心肺蘇生法
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公益財団法人 札幌市防災協会

【平成27年度 講師派遣実績 （平成28年3月31日現在）】

団体名・研修会名等

開催日

講演内容

平成28年2月2日（火）

北海道消防学校 第137期初任教育

平成28年2月5日（金）

（公財）北海道労働保険管理協会

酸素欠乏危険作業主任者講習における救急そ生法

平成28年2月5日（金）

教育支援人材認証協会 北海道ブランチ 札幌大学 北海道子育て支援員研修

地域保健コース共通科目「乳幼児を対象とした救急救命技術を身に付ける」

平成28年2月16日（火）

教育支援人材認証協会 北海道ブランチ 札幌大学 北海道子育て支援員研修

地域保健コース共通科目「乳幼児を対象とした救急救命技術を身に付ける」

平成28年2月20日（土）

里塚・美しが丘まちづくりセンター

避難場所運営訓練（ＨＵＧ研修）

平成28年2月24日（水）

北海道電力㈱

平成28年2月29日（月）

新琴似地区コミュニティーネットワーク会議 防災講演会

災害に備えて～なにが起きる・どう備える～

平成28年3月3日（木）

北海道保健福祉部福祉局 北海道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事例に学ぶ教訓と対応策

平成28年3月6日（日）

（公社）北海道柔道整復師会

救急法について ～とっさの時に備えて～

平成28年3月10日（木）

札幌駅総合開発㈱

サービス介護研修（接遇に関すること）①

平成28年3月10日（木）

札幌駅総合開発㈱

サービス介護研修（接遇に関すること）②

平成28年3月10日（木）

札幌駅総合開発㈱

サービス介護研修（接遇に関すること）③

平成28年3月11日（金）

札幌市生涯学習センター さっぽろ市民カレッジ2016冬期講座～震災から5年目の今こそ学ぶ～札幌・災害シュミレー
ション①

札幌で想定される地震災害

平成28年3月18日（金）

札幌市生涯学習センター さっぽろ市民カレッジ2016冬期講座～震災から5年目の今こそ学ぶ～札幌・災害シュミレー
ション②

札幌で想定される気象災害

平成28年3月23日（水）

北海道ジェイ・アール都市開発㈱

災害から学ぶ危機管理

平成28年3月25日（金）

横山造園安全衛生協力会

㈱横山造園安全衛生大会

平成28年3月25日（金）

札幌市生涯学習センター さっぽろ市民カレッジ2016冬期講座～震災から5年目の今こそ学ぶ～札幌・災害シュミレー
ション③

札幌市民防災センターでの現地学習

平成28年3月28日（月）

北海道教育大学 危機管理に関する講演会

災害から学ぶ危機管理

（江別市） 自主防災

(小樽市) 北電グループ冬季安全運動に伴う安全講習会
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公益財団法人 札幌市防災協会

