
【令和４年度　防火・防災・救命　講師派遣実績】

開催日 講演内容

令和4年4月4日(月) 宮の森幼稚園　／　令和4年度職員研修会 救命に関する研修会（子供の外傷、熱中症、痙攣、CPR・AEDの使用＜座学・実技＞）

令和4年4月15日(金) 勇建設株式会社　／　令和4年度安全衛生大会 「災害から学ぶ危機管理」

令和4年6月14日(火) 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 勉強会（災害全般に関する講演会）

令和4年7月13日(水) 北電総合設計株式会社　／　安全衛生大会
心肺蘇生法演習
安全衛生大会における「心肺蘇生法＜AEDの使用＞演習」

令和4年7月14日(木) 北海道消防学校　／　第150期初任教育① （江別市） 「災害対策１・２」

令和4年7月22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<成人コース>

令和4年8月3日(水) 北海道倉庫業連合会　／　倉庫管理主任者講習会 倉庫火災の防火安全について　「火災により起きる各種事象への対応について」

令和4年8月3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<成人コース>

令和4年8月6日(土) 北菱産業埠頭株式会社　福井砕石所　／　安全衛生大会 事故が発生した場合の対処法（外傷の処置＜止血、骨折等＞、一次救命処置＜CPR/AED＞）

令和4年8月9日(火) さっぽろ創世スクエア管理組合　／　さっぽろ創世スクエア地震防災講習会 「地震災害への備え・心構え」

令和4年8月9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（3） 普通応急手当講習Ⅰ<成人コース>

令和4年8月18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（4） 普通応急手当講習Ⅲ<子どもコース>

令和4年9月2日(金) 学校法人華園学園　藤ヶ丘保育園　/　救命対応研修会 「乳幼児の救命対応について（アナフィラキシー・エピペン使用、痙攣の対応」＜座学・実技＞

令和4年9月2日(金) 札幌不動産リスティング協会　／　9月研修例会 「災害への備え・心構え」

令和4年9月8日(木) 株式会社レバンガ北海道　／　高エネルギー外傷対応研修 「試合中の選手転落外傷による頭頸部損傷、脊椎（髄）損傷の対応訓練＜全脊柱固定/バックボード使用＞」

令和4年9月9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<高齢者コース>

令和4年9月16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（6） 普通応急手当講習Ⅲ<子どもコース>

令和4年9月18日(日) 札幌市豊平区役所　／　豊平地区　基幹避難所開設訓練 「豊平地区町内会連合会避難所開設訓練」

令和4年9月22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（7） 普通応急手当講習Ⅰ<成人コース>

令和4年9月26日(月) 岩内町役場　／　岩内町職員防災研修 （岩内町）
研修第１部　座学研修「自治体職の災害対応への心構え」
研修第２部　グループワーク「避難所の開設・運営」

令和4年9月28日(水) 札幌市北区まちづくり協議会　／　講演会 「防災・減災で地域のつながりを考える～ウィズ・コロナの災害対策」

団体名・研修会名等

1 公益財団法人札幌市防災協会



【令和４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4年10月2日(日) 栄東地区まちづくり未来会議　／　令和4年度 栄東地区防災訓練 「避難所運営訓練」

令和4年10月6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（8） 普通応急手当講習Ⅰ<成人コース>

令和4年10月7日(金) 一般社団法人北海道猟友会　／　認定鳥獣捕獲等事業従事者救急救命講習会 （福島町） 「心肺蘇生法・外傷の応急手当・搬送法・その他」

令和4年10月11日(火) 札幌防火管理者協会　／　令和4年度防火管理研修会　第1回
「防火管理に係る責務と各種規定について」
「火災事例と法令改正について」

令和4年10月12日(水) 札幌防火管理者協会　／　令和4年度防火管理研修会　第2回
「防火管理に係る責務と各種規定について」
「火災事例と法令改正について」

令和4年10月13日(木) 札幌三井JPビルディング　／　救命講習会 「自衛消防隊救護班＜テナント員＞の応急手当に関する実務研修」

令和4年10月14日(金) 札幌市豊平区役所　／　福住地区防災研修会 「冬期における防災対策　～家庭でどう備える・地域でどう備える～」

令和4年10月14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Ⅲ<子どもコース>

令和4年10月16日(日) 札幌市北区役所　／　2022年度Sタウン防災訓練 「災害時体制組織」のシミュレーション訓練

令和4年10月18日(火) 株式会社　伊藤組　／　防災「救護・救命」訓練 「自衛消防隊に対する救護・救命訓練（外傷の処置・搬送、救護所活動＜救護所・救護本部の運用等）」

令和4年10月18日(火) 渡島・檜山管内町村議会議長会　／　渡島・檜山管内町村議会議員研修会 （北斗市） 「行政における災害対策・災害対応」

令和4年10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（10） 普通応急手当講習Ⅰ<成人コース>

令和4年10月25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4年10月27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（11） 普通応急手当講習Ⅲ<子どもコース>

令和4年10月28日(金) 札幌市南区役所　／　南区防災訓練 「避難所開設・運営訓練」

令和4年10月30日(日) 札幌市豊平区役所　／　中の島地区防災研修会 「水害への備え・心構え」

令和4年11月3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救急救命講習会
（音威子府

村）
「心肺蘇生法・外傷の応急手当・搬送法・その他」

令和4年11月10日(木) 東地区連合町内会　／　東地区防災講習会 「防災・減災で地域のつながりを考える～防災・減災の日常化」

令和4年11月11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（12） 普通応急手当講習Ⅰ<成人コース>

令和4年11月13日(日) 札苗地区自治連絡協議会　／　札苗地区自治連絡協議会防災研修会 「水害への備え・心構え」

令和4年11月14日(月) 日本信号株式会社　北海道支店　／　安全大会 「地下鉄工事に従事する作業員を対象とした、安全に対する取り組み及び事故における応急措置について」

2 公益財団法人札幌市防災協会



【令和４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4年11月16日(水) 北海道消防学校　／　第151期初任教育① （江別市） 「自主防災１・２」

令和4年11月16日(水) 屯田地区コミュニティネットワーク会議　／　令和4年度屯田地区諸団体交流会
（1）講演「地域防災～隣近所での助け合いの大切さ～」
（2）グループ討論「災害時の安否確認・避難誘導について」

令和4年11月17日(木) 公益社団法人北海道マンション管理組合連合会　／　北海道マンション管理講習会 「自然災害発生時におけるマンションの防災対策等について」

令和4年11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（13） 普通応急手当講習Ⅲ<子どもコース>

令和4年11月21日(月) 札幌防火管理者協会　／　令和4年度防火管理研修会　第3回
「防火管理に係る責務と各種規定について」
「火災事例と法令改正について」

令和4年11月22日(火) 札幌防火管理者協会　／　令和4年度防火管理研修会　第4回
「防火管理に係る責務と各種規定について」
「火災事例と法令改正について」

令和4年11月25日(金) 札幌市もいわ地区センター　／　地域防災講座 「災害に備える　～家庭でどう備える・地域でどう備える～」

令和4年11月25日(金) 札幌市西区役所　／　令和4年度西区防災訓練 「避難所開設訓練」

令和4年11月25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（14） 普通応急手当講習Ⅰ<成人コース>

令和4年11月26日(土) 一般社団法人北海道猟友会　／　認定鳥獣捕獲等事業従事者救急救命講習会 （古平町） 「心肺蘇生法・外傷の応急手当・搬送法・その他」

令和4年11月29日(火) 篠路茨戸連合町内会　／　「単位町内会役員研修会」 「地域における防災・減災」

令和4年11月30日(水) 北海道消防学校　／　第151期初任教育② （江別市） 「災害対策１・２・３・４」

令和4年12月2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（15） 普通応急手当講習Ⅲ<子どもコース>

令和4年12月7日(水) 北海道消防学校　／　第151期初任教育③ （江別市） 「地震対策１・２」

令和4年12月8日(木) 公益財団法人北海道スポーツ協会　／　（公財）北海道スポーツ協会職員研修会 職員防災危機管理研修　「発災時の役割及び求められる対応　・　火災対応シミュレーション」

令和4年12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（16） 普通応急手当講習Ⅰ<成人コース>

令和4年12月16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（17） 普通応急手当講習Ⅰ<高齢者コース>

令和4年12月19日(月) 真駒内地区連合会　／　真駒内地区防災訓練 「防災講話　～災害等の備えについて」

令和4年12月23日(金) 株式会社構研エンジニアリング　／　認定鳥獣捕獲等事業従事者救急救命講習会 （札幌市） 「心肺蘇生法・外傷の応急手当・搬送法・その他」

3 公益財団法人札幌市防災協会



【令和４年度　DIG・HUG　講師派遣実績】

開催日 研修会名・講演内容等

令和4年5月13日(金) 札幌市厚別区役所 令和４年度厚別区避難所運営研修実施運営業務

令和4年5月19日(木) 札幌市厚別区役所 令和４年度厚別区まちづくりセンター所長DIG研修運営業務

令和4年7月21日(木) 札幌市白石区役所 総合防災訓練　防災授業（東白石小学校）4年生DIG）

令和4年7月22日(金) 札幌危機管理対策室（手稲北小学校） 避難所運営研修　１

令和4年7月25日(月) 札幌危機管理対策室（新発寒小学校） 避難所運営研修　２

令和4年7月26日(火) 札幌危機管理対策室（八軒西小学校） 避難所運営研修　３

令和4年7月27日(水) 札幌危機管理対策室（篠路小学校） 避難所運営研修　４

令和4年7月27日(水) 札幌危機管理対策室（茨戸小学校） 避難所運営研修　５

令和4年7月28日(木) 札幌危機管理対策室（札幌小学校） 避難所運営研修　６

令和4年7月28日(木) 札幌危機管理対策室（北九条小学校） 避難所運営研修　７

令和4年7月29日(金) 札幌危機管理対策室（屯田南小学校） 避難所運営研修　８

令和4年8月1日(月) 札幌危機管理対策室（二十四軒小学校） 避難所運営研修　９

令和4年8月2日(火) 札幌危機管理対策室（百合が原小学校） 避難所運営研修　10

令和4年8月3日(水) 札幌危機管理対策室（屯田北中学校） 避難所運営研修　11

令和4年8月4日(木) 札幌危機管理対策室（新琴似小学校） 避難所運営研修　12

令和4年8月5日(金) 札幌危機管理対策室（稲積小学校） 避難所運営研修　13

令和4年8月8日(月) 札幌危機管理対策室（鴻城小学校） 避難所運営研修　14

令和4年8月18日(木) 札幌危機管理対策室（星置中学校） 避難所運営研修　15

令和4年8月19日(金) 札幌危機管理対策室（前田小学校） 避難所運営研修　16

令和4年8月23日(火) 札幌危機管理対策室（八軒東中学校） 避難所運営研修　17

団体名

1 公益財団法人札幌市防災協会



【令和４年度　DIG・HUG　講師派遣実績】

開催日 研修会名・講演内容等団体名

令和4年8月24日(水) 札幌危機管理対策室（元町中学校） 避難所運営研修　18

令和4年8月25日(木) 札幌危機管理対策室（発寒南小学校） 避難所運営研修　19

令和4年10月1日(土) 札幌市白石区役所（東白石地区町内会連合会）　／　避難所開設・運営訓練 「HUG訓練～地域避難所」

令和4年10月3日(月) 札幌市西区役所（発寒西小学校） 避難所開設訓練

令和4年10月7日(金) 札幌市西区役所（発寒小学校） 避難所開設訓練

令和4年12月13日(火) 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　避難所運営ゲーム（HUG）

2 公益財団法人札幌市防災協会



【令和４年度　資格講習等　講師派遣実績】

開催日 講演内容

令和4年5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 設置基準

令和4年5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

令和4年5月25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4年5月26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4年5月27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4年7月8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）【追加講習】

令和4年8月30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） 設置基準

令和4年8月31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4年9月1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 （室蘭市） 消防法規（再講習）

団体名・研修会名等

公益財団法人札幌市防災協会



【令和４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4年6月29日（水） 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

令和4年8月31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4年10月12日（水） 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

令和4年11月30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


