
【平成29年度　講師派遣実績（11月17日現在　予定分を含む）】

団体名・研修会名等 講演内容

平成29年4月5日 （水） 北海道ロードメンテナンス株式会社　平成29年度夏期安全推進大会 工事現場における救命措置及び応急処置等

平成29年4月7日 （金） 札幌建設運送㈱　春期　環境・安全衛生大会 事故防止策、労働災害の事例

平成29年4月13日 （木） 丸正　小島建設株式会社　安全大会 救命のために大切なこと（座学）、AEDの展示と取扱（実技）

平成29年4月18日 （火） 池田煖房工業㈱ 危機管理の醸成

平成29年4月21日 （金） ㈱開発調査研究所　安全衛生講習会 応急手当の方法、基礎知識　等

平成29年4月28日 （金） （公財）北海道労働保健管理協会 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5月12日 （金） 札幌市教育委員会　平成29年度新任管理職研修 防災教育とＨＵＧについて

平成29年5月16日 （火） （一財）日本石油燃焼機器保守協会 石油機器技術管理再講習（設置基準）

平成29年5月17日 （水） （一財）日本石油燃焼機器保守協会 石油機器技術管理再講習（消防法規）

平成29年5月17日 （水） 菱照エンジニアリング㈱全社集会 急病発症時の知識と対応

平成29年5月18日 （木） 北海道勤労者住宅生活協同組合　住宅生協連設協力会　安全大会 命を守る…！労働災害の防止に向けて

平成29年5月18日 （木） （一財）日本石油燃焼機器保守協会 石油機器技術管理再講習(消防法規）

平成29年5月19日 （金） （一財）日本石油燃焼機器保守協会 石油機器技術管理再講習(消防法規）

平成29年5月24日 （水） ㈱グリーンメイクハラダ　安全大会　 作業現場での事故対応

平成29年5月30日 （火） 北海道社会福祉協議会 介護職員等のたん吸引等研修の救命蘇生法演習

平成29年5月31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

平成29年6月1日 （木） ㈱ホリイ　安全衛生協力会一心会　総会・安全大会 命を守る…！労働災害の防止に向けて

平成29年6月6日 （火） （公財）北海道労働保健管理協会 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6月7日 （水） 江別市危険物安全協会　危険物安全週間研修会 （江別市） 企業の防火・防災管理について

平成29年6月7日 （水） ㈱アスク工業　安全大会 作業現場での事故対応・救命処置

開催日
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【平成29年度　講師派遣実績（11月17日現在　予定分を含む）】

団体名・研修会名等 講演内容開催日

平成29年6月9日 （金） ㈱三新　安全大会 作業現場での事故対応・救命処置

平成29年6月16日 （金） トーヨー防水工業会　北海道東北支部　安全大会 作業現場における応急手当

平成29年6月26日 （月） ㈱ノールテック　平成29年度　安全大会 救命処置に関する講話及び実技の展示・体験

平成29年6月29日 （木） 北海道大学大学院工学研究院等安全衛生管理室　安全衛生大会 救急救命講習会（一次救命処置について）

平成29年7月1日 （土） 大富工業㈱　中沼プラスチック選別センター　安全大会 選別センターにおける防災、巻き込まれ、挟まれ等の災害、針刺し事故の対応について

平成29年7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① 普通救命講習会（高齢者コース）

平成29年7月7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② 普通救命講習会（子供コース）

平成29年7月7日 （金） （一社）札幌市老人クラブ連合会 札幌シニア大学講座　HUGについて

平成29年7月8日 （土） ㈱トーモク　日本紙加工産業労働組合安全研修会 ＡＥＤの取扱、巻き込まれ、挟まれ事故の対応

平成29年7月10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 普通救命講習会（高齢者コース）

平成29年7月11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 普通救命講習会（高齢者コース）

平成29年7月11日 （火） 士幌町防災講演会①（職員対象） （士幌町） 大規模災害における対応　～災害がおきた時に職員に求められるもの～

平成29年7月11日 （火） 士幌町防災講演会②（住民対象） （士幌町） 災害に備えて　～自助・共助の必要性～

平成29年7月12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 普通救命講習会（子供コース）

平成29年7月13日 （木） 北海道消防学校　第140期初任教育① （江別市） 自主防災

平成29年7月20日 （木） 北海道社会福祉協議会 （旭川市） 介護職員等のたん吸引等研修の救命蘇生法演習

平成29年7月14日 （金） 株式会社シビテック　平成29年度（第13回）安全大会 災害から学ぶ危機管理

平成29年7月14日 （金） 水ing環境安全協力会　北海道支部　平成29年　環境安全推進大会 労働災害の予防点や危機管理、高エネルギー外傷について

平成29年7月21日 （金） 白石区防災会議 地域における災害対応について

平成29年7月25日 （火） 北海道消防学校　第140期初任教育② （江別市） 災害対策
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【平成29年度　講師派遣実績（11月17日現在　予定分を含む）】

団体名・研修会名等 講演内容開催日

平成29年7月25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管理者研修

平成29年7月27日 （木） (株)あらた北海道支社 救命実技について

平成29年8月2日 （水） 北海道消防学校　第140期初任教育③ （江別市） 地震対策

平成29年8月4日 （金） ㈱土屋ホームトピア　安全協力会・下期安全大会 建築現場における防災、墜落事故及び熱中症対策

平成29年8月8日 （火） （一社）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29年8月21日 （月） （一財）日本石油燃焼機器保守協会 （室蘭市） 石油機器技術管理再講習（消防法規）

平成29年8月22日 （火） 株式会社大林組　札幌支店　店別震災訓練 札幌想定地震と災害対応について

平成29年8月22日 （火） （一社）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29年8月25日 （金） （公財）北海道労働保健管理協会 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9月7日 （木） 南平岸地区町内会連合会 南平岸地区避難研修

平成29年9月9日 （土） 手稲区曙第4町内会　防災研修会 地震と津波に備える～自助と共助～

平成29年9月17日 （日） 網走市役所 （網走市） 平成29年度網走市避難所運営ゲーム（HUG）研修会

平成29年9月19日 （火） 札幌公衆浴場商業協同組合白石支部　救命研修会 心肺蘇生法とAEDの取扱い、入浴中の急病やけがの対応、浴場での急病や事故の事例

平成29年9月23日 （土） 興産社町内会 避難所運営研修

平成29年9月27日 （水） 当別町防災セミナー役場（職員対象） （当別町） 大規模災害への対応

平成29年9月27日 （水） 当別町防災セミナー（住民対象） （当別町） 災害に備えて　～自助・共助の大切さ～

平成29年9月28日 （木） 社会医療法人北楡会　開成病院　院内安全研修会 札幌市の大地震について　～医療従事者の心構え～

平成29年10月3日 （火） 北都電機株式会社 BLS（一次救命処置）と事例報告

平成29年10月10日 （火） 中央区山鼻第7町内会　防災研修会 災害に備えて　～家庭でどう備える・地域でどう備える～

平成29年10月12日 （木） 札苗地区防災研修会 避難所運営研修
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【平成29年度　講師派遣実績（11月17日現在　予定分を含む）】

団体名・研修会名等 講演内容開催日

平成29年10月13日 （金） （公財）北海道労働保健管理協会 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10月14日 （土） 拓北・あいの里連合町内会 避難所運営研修

平成29年10月14日 （土） 北海道板金工業組合　青年部　平成29年度　例会　勉強会 作業現場での応急処置及びＡＥＤの使用方法

平成29年10月16日 （月） イムス札幌内科リハビリテーション病院 BLS（一次救命処置）トレーニング

平成29年10月19日 （木） 北海道社会福祉協議会 介護職員等のたん吸引等研修の救命蘇生法演習

平成29年10月23日 （月） 江別消防署　平成29年度　秋の火災予防運動　防災研修会 （江別市） 家庭における防火と防炎について

平成29年10月25日 （水） ユニテックスあさぎ会　北海道支部
安全衛生大会
ビルメンテナンス業における事故防止、労働災害の事例等について

平成29年10月25日 （水） ホクレン農業協同組合連合会　本所 救急救命、AEDの使用方法等

平成29年10月27日 （金） 株式会社レアックス 現場での事故、災害防止について

平成29年10月28日 （土） 豊平区中の島地区防災研修会 災害に備える　～家庭でどう備える・地域でどう備える～

平成29年10月31日 （火） 豊平区市民部総務企画課 月寒地区防災研修会　DIG

平成29年10月31日 （火） 札幌第一合同庁舎 AEDの取扱い、火災・地震時の避難方法

平成29年11月6日 （月） 手稲区市民部総務企画課 平成29年度手稲区防災リーダー実務研修HUG

平成29年11月9日 （木） 北区鉄西地区コミュニティネットワーク会議　防災研修会 地区防災を考える　～地域の特徴をふまえて～

平成29年11月10日 （金） 札幌不動産リスティング協会　11月研修例会 災害から学ぶ危機管理

平成29年11月12日 （日） 厚別中央振興会秋季防災訓練 Doはぐ（HUG北海道版）ファシリテーター

平成29年11月14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

平成29年11月17日 （金） 豊平区市民部総務企画課 月寒地区防災研修会　HUG

平成29年11月17日 （金） 石狩北部地区婦人防火クラブ研修会 （石狩市） 災害に備えて　～家庭でどう備える・地域でどう備える～

平成29年11月18日 （土） 栄西地区防災研修会 避難場所開設に係る実地訓練
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【平成29年度　講師派遣実績（11月17日現在　予定分を含む）】

団体名・研修会名等 講演内容開催日

平成29年11月20日 （月） 株式会社ニチイ学館札幌支店　①
子育て支援員研修（公益財団法人児童育成協会主催）
心肺蘇生法等の科目実施

平成29年11月20日 （月） 株式会社ニチイ学館札幌支店　②
子育て支援員研修（公益財団法人児童育成協会主催）
心肺蘇生法等の科目実施

平成29年11月27日 （月） 札幌市私立保育園連盟　清田区会 救命講習会（乳幼児の救急の対応と救命処置）

平成29年11月28日 （火） 清田区　防災研修 災害に備えて　～家庭で、地域でどう備える～

平成29年11月28日 （火） 社会福祉法人　パートナー 介護施設の火災予防と対応、災害について

平成29年11月28日 （火） 北海道イシダ株式会社 AEDを含む救命に関する講習

平成29年11月29日 （水） 認定こども園札幌大谷幼稚園 救命講習会（ＡＥＤの使用法、子どものひきつけ、痙攣時の対処法）

平成29年11月30日 （木） 北海道社会福祉協議会 （函館市） 介護職員等のたん吸引等研修の救命蘇生法演習

平成29年12月1日 （金） 石狩管内道立学校事務主任会～HUG研修 避難所運営に関すること（HUG研修）

平成29年12月1日 （金） ㈱市川造園 AED講習（一次救命処置）

平成29年12月1日 （金） ヤンマー北海道安全部会　安全大会 建設現場における事故事例と応急処置

平成29年12月4日 （月） 中央区安全管理委員会　H29年度除雪安全大会 冬の地震対策について　～除雪の大切さ～

平成29年12月4日 （月） 札幌市グループホーム管理者連絡会 応急手当の方法、基礎知識　等

平成29年12月7日 （木） 遠軽地区防火管理者連絡協議会　遠軽分会会員研修会 （遠軽町） 災害から学ぶ危機管理

平成29年12月8日 （金） 大同生命保険株式会社 AEDの利用方法等、救命に関する知識

平成29年12月11日 （月） 北海道消防学校　第141期初任教育① （江別市） 地震対策

平成29年12月13日 （水） 網走地方道路防災連絡協議会　防災講演会 （大空町） 災害に備える　～冬期を意識した備え～

平成29年12月20日 （水） 中富良野町　防災講演会 （中富良野町） 災害に備えて

平成29年12月22日 （金） 北海道消防学校　第141期初任教育② （江別市） 災害対策

平成30年1月13日 （土） 南三条すずらん保育園　研修会 乳幼児の救命・救出方法
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【平成29年度　講師派遣実績（11月17日現在　予定分を含む）】

団体名・研修会名等 講演内容開催日

平成30年1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管理者研修

平成30年1月18日 （木） 特別養護老人ホーム清幌園 AEDの使用実技、人形を使用しての心肺蘇生、救急車の要請、連絡事項

平成30年1月18日 （木） 北海道森林ボランティア協会 森林保全活動時の事故防止と応急処置について

平成30年1月22日 （月） 北海道消防学校　第141期初任教育③ （江別市） 自主防災

平成30年1月26日 （金） （公財）北海道労働保健管理協会 酸素欠乏危険作業主任者講習における救急そ生法

平成30年1月30日 （火） 一般社団法人札幌電設業協会　災害時応急活動研修会 札幌想定地震と災害対応について

平成30年2月27日 （火） 北海道地区乗馬倶楽部振興会 救急救命について

平成30年3月6日 （火） 日本認知症グループホーム協会北海道支部 認知症対応型サービス事業管理者研修

平成30年3月8日 （木） ケイミュー株式会社 建設現場での事故防止と救命処置

平成30年3月15日 （木） （公財）北海道労働保健管理協会 酸素欠乏危険作業主任者講習における救急そ生法

平成30年3月23日 （金） 株式会社　丸竹竹田組 安全衛生講習会～初期の救命処置の重要性、応急処置、一次救命処置の実演
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