
【平成28年度　講師派遣実績　（平成29年3月31日現在）】

開催日 講演内容

平成28年4月14日（木） 札幌市教育委員会　平成28年度札幌市新任管理職研修 新任教頭、事務長を対象としたHUG

平成28年4月14日（木） 丸正小島建設㈱　安全大会 救命のために大切なこと。事故防止に向けて。

平成28年4月21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28年4月22日（金） ㈱四宮造園　安全大会 労働災害発生時の応急手当について

平成28年4月26日（火） ㈱シン技術コンサル　安全大会 現場での事故対応と救命処置。救命活動の体験談について。

平成28年4月26日（火） 札幌市ボランティア連絡協議会　平成28年度ボランティア講演会 札幌市の災害対策とは？

平成28年5月18日（水） 西山製麺㈱　安全衛生講習会 AEDの取扱いと救命処置。労働災害の予防点と危機管理。

平成28年5月24日（火） (社福)北海道社会福祉協議会　介護職員等たん吸引等研修 心肺蘇生法演習

平成28年6月1日（水） 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28年6月9日（木） スウェーデンハウス㈱　北海道支社　安全大会　兼　安全衛生推進協議大会 作業現場での事故防止と救命処置

平成28年6月15日（水） 東洋熱工業㈱　札幌支店　安全大会 建築現場における火災事例と予防

平成28年6月15日（水） （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6月29日（水） 北海道消防学校　第138期初任教育 (江別市) 災害対策

平成28年7月2日（土） 株式会社エッセ　全社会議 心肺蘇生法（ＤＶＤによる座学・実技）

平成28年7月4日（月） 北海道消防学校　第138期初任教育 (江別市) 地震対策

平成28年7月5日（火） 札幌防火管理者協会 救命講習会(成人を対象とした救命処置)

平成28年7月12日（火） 札幌防火管理者協会 救命講習会（小児・乳児を対象とした救命処置）

平成28年7月14日（木） 北海道消防学校　第138期初任教育 (江別市) 自主防災

平成28年7月15日（金） 札幌防火管理者協会 救命講習会（高齢者を対象とした救命処置）

平成28年7月15日（金） 水ing環境安全協力会　平成28年北海道支部　環境安全推進大会 防災・危機管理への心構え～最近の災害から学ぶ～

団体名・研修会名等

1 公益財団法人　札幌市防災協会



【平成28年度　講師派遣実績　（平成29年3月31日現在）】

開催日 講演内容団体名・研修会名等

平成28年7月15日（金） ナラサキ産業㈱　北海道支社　ナラサキ産業協力会社安全衛生協議会平成28年度北海道ブロック安全大会 作業現場の地震対応と労働災害発生時の応急手当

平成28年7月16日（土） 株式会社札幌アール・シー鋼業　安全大会 高所作業時や熱中症の注意事項、一次救命処置

平成28年7月19日（火） 札幌市中央区保健福祉部　平成28年度中央区民生委員児童委員総合基礎研修 災害に備えて～災害時に生き残る・生き延びるために～

平成28年7月21日（木） (社福)北海道社会福祉協議会　介護職員等たん吸引等研修 （旭川市） 心肺蘇生法演習

平成28年7月22日（金） 札幌防火管理者協会 救命講習会(成人を対象とした救命処置)

平成28年7月27日（水） 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7月28日（木） （一社）札幌市老人クラブ連合会　平成28年度札幌シニア大学 災害に備えて～何が起きる・どう備える～

平成28年8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8月16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28年8月17日（水） 北海道消防設備協会 火災予防概論、消防法規、消防用設備等の点検報告制度

平成28年8月24日（水） 北海道消防設備協会 火災予防概論、消防法規、消防用設備等の点検報告制度

平成28年8月28日（日） 南幌町役場　南幌町防災フェスタ　防災講演会 （南幌町） 災害への備えや心構え

平成28年8月28日（日） ㈱トヨタレンタリース札幌　車中泊体験セミナー もし真冬に大きな地震や災害が起こったら

平成28年9月6日（火） 医療法人社団　豊生会　介護職員等によるたんの吸引等実施のための研修 心肺蘇生法演習

平成28年9月7日（水） 北海道公文指導者の会　平成28年度研修大会 地震災害への対応

平成28年9月7日（水） 砂川市防火協力会　平成28年度防火支部長研修会 （砂川市） 地震災害に備えて

平成28年9月14日（水） 平取町教育委員会　平成28年度平取町大学　第5回講座 （平取町） 災害に備えて～なにが起きる・どう備える～

平成28年9月21日（水） ㈱北海道ジーエス・ユアサ　サービス　安全大会 一次救命処置について（座学・展示）

平成28年9月22日（木・祝） 東区地域防災活動手順書説明会①　苗穂連合町内会 避難所開設訓練

平成28年9月23日（金） 古平町役場　平成28年度　防災研修 （古平町） 災害時の避難所運営について

2 公益財団法人　札幌市防災協会



【平成28年度　講師派遣実績　（平成29年3月31日現在）】

開催日 講演内容団体名・研修会名等

平成28年9月26日（月） 津別町役場　大規模地震発生時の対応研修 （津別町） 大規模地震発生時の対応

平成28年9月27日（火） 特定非営利活動法人　しりべつリバーネット　防災セミナー （蘭越町） いざというときに備える　防災・危機管理

平成28年10月2日（日） 山の手第30町内会　防災の集い 土砂災害に備えて～なにが起きる・どう備える・どう行動する～

平成28年10月3日（月）・4日（火） 札幌防火管理者協会　防火管理技能講習会 自衛消防訓練講習

平成28年10月5日（水） 手稲区役所　平成28年度手稲区防災リーダー実務研修 HUG

平成28年10月5日（水） 西岡地区町内会連合会　平成28年度自主防災訓練 西岡地区における地震災害について

平成28年10月6日（木） 神谷レディースクリニック 一次救命処置（BLS）トレーニング

平成28年10月14日（金） （一財）北海道郵便局長協会　防災に関する講演会 （稚内市） 災害に備えて～なにが起きる・どう備える～

平成28年10月14日（金） 特定医療法人さっぽろ悠心の郷　院内研修 火災が起きたら

平成28年10月14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10月14日（金） 東区地域防災活動手順書説明会②　伏古本町連合町内会 ＨＵＧ

平成28年10月17日（月） 江別市消防署　平成28年度　秋の火災予防運動防火研修会 （江別市） 家庭における防火と防災について

平成28年10月20日（木） (社福)北海道社会福祉協議会　介護職員等たん吸引等研修 （帯広市） 心肺蘇生法演習

平成28年10月22日（土） （公財）札幌国際プラザ　秋の防災バスツアー　防災＆冬の過ごし方講座 地震への備え＆冬の過ごし方

平成28年10月25日（火） 東区地域防災活動手順書説明会③　栄東連合町内会 ＨＵＧ

平成28年10月26日（水） 東区地域防災活動手順書説明会④　鉄東連合町内会 ＨＵＧ

平成28年10月29日（土） 東区地域防災活動手順書説明会⑤　元町連合町内会 避難所開設訓練

平成28年11月2日（水） 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11月5日（土） 北海学園札幌高等学校 避難訓練後の講評・講話

平成28年11月5日（土） 東区地域防災活動手順書説明会⑥　北光連合町内会 避難所開設訓練

3 公益財団法人　札幌市防災協会
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開催日 講演内容団体名・研修会名等

平成28年11月6日（日） 黒松内町社会福祉協議会　第38回　黒松内社会福祉大会 （黒松内町） 災害に備えて～なにが起きる・どう備える～

平成28年11月8日（火） 札幌市グループホーム管理者連絡会 グループホームにおける災害対応

平成28年11月12日（土） 札幌市民防災団体連合会　10周年記念　防災講演会 近年の地震災害について～熊本地震に学ぶ～

平成28年11月12日（土） 清田地域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研修

平成28年11月12日（土） 東区地域防災活動手順書説明会⑦　栄西連合町内会 ＤＩＧ

平成28年11月16日（水） 東区地域防災活動手順書説明会⑧　丘珠連合町内会 ＨＵＧ

平成28年11月17日（木） 一般社団法人北海道猟友会 認定鳥獣捕獲等事業従事者の救急救命講習

平成28年11月19日（土） 宮の沢町内会　ＤＩＧ・ＨＵＧ研修 ＤＩＧ・ＨＵＧ研修

平成28年11月22日（火） (社福)北海道社会福祉協議会　介護職員等たん吸引等研修 心肺蘇生法演習

平成28年11月23日（水・祝） 全労済北海道本部　冬季体験型防災イベント「ぼうさいタウン」 防災資機材の取扱・消火・煙避難の実技指導

平成28年11月30日（水） 北海道消防学校　第139期初任教育 （江別市） 自主防災

平成28年12月14日（水） 東区地域防災活動手順書説明会⑨　北栄連合町内会 ＨＵＧ

平成28年12月17日（土） 宮の沢町内会　ＤＩＧ・ＨＵＧ研修 ＤＩＧ・ＨＵＧ研修

平成28年12月19日（月） 東区地域防災活動手順書説明会⑩　札苗連合町内会 ＨＵＧ

平成28年12月20日（火） 日胆管内農業共済団体職員連絡協議会　職員研修会 一次救命処置等について（座学・展示）

平成29年1月17日（火） 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 防災に関する知識と対応方法について

平成29年1月20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29年1月20日（金） 学校法人発寒学園あづま幼稚園 幼稚園教諭が学ぶプレホスピタルケアについて

平成29年2月10日（金） 北海道消防学校　第139期初任教育 （江別市） 災害対策

平成29年2月12日（日） 第25回人権セミナー実行委員会第4分科会「ひなん生活の体験をしてみよう」 自分たちに何が応援できるのか？

4 公益財団法人　札幌市防災協会
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平成29年2月13日（月） 北海道消防学校　第139期初任教育 （江別市） 地震対策

平成29年2月15日（水） 富良野市　富良野市防災講演会 （富良野市） 災害に備えて～なにが起きる・どう備える～

平成29年2月16日（木） 北清グループ　木曜会 （江別市） 災害から学ぶ危機管理

平成29年2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29年2月23日（木） 新琴似地区コミュニティーネットワーク会議 ＨＵＧ研修

平成29年2月24日（金） 土屋ホームトピア安全協力会 現場での事故発生時の対応・高エネルギー外傷の知識

平成29年2月24日（金） 北東白石まちづくり協議会「地域安全委員会」平成28年度防災研修会 冬期間における防災

平成29年2月28日（火） 北海道地区乗馬倶楽部振興会 一次救命処置等について（座学・展示）

平成29年3月1日（火） 日本認知症グループホーム協会　北海道支部 社会福祉施設等防火・救命実技研修会

平成29年3月6日（月） ㈱日本コンサルタントグループ札幌営業所　ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟における「2017年度　食の安全セミナー」 アレルギー疾患、アナフィラキシーの救急隊活動

平成29年3月7日（火）
医療法人社団恵和会
宮の森病院・老人保健施設えん

病院・施設における災害（火災）時の対応

平成29年3月9日（木）
医療法人社団恵和会
宮の森病院・老人保健施設えん

病院・施設における災害（火災）時の対応

平成29年3月14日（火） 札幌駅総合開発㈱　サービス介護研修① 傷病者の接遇・心室細動と除細動

平成29年3月14日（火） 札幌駅総合開発㈱　サービス介護研修② 傷病者の接遇・心室細動と除細動

平成29年3月14日（火） 札幌駅総合開発㈱　サービス介護研修③ 傷病者の接遇・心室細動と除細動

平成29年3月16日（木） ㈲札幌すこやか介護サービス法人全体研修 災害・緊急時対応について

平成29年3月24日（金）
札幌市　平成28年度　ＤＩＧマスターフォローアップ研修
避難場所運営セミナー

避難所運営における課題

平成29年3月24日（金） 北白石地区安全・安心のまちづくりネットワーク会議　防災講習会 近年の地震災害について～熊本地震に学ぶ～

5 公益財団法人　札幌市防災協会


