
【平成30年度　講師派遣実績（平成30年7月31日現在】
（8月以降の予定含む）

団体名・研修会名等 講演内容

平成30年4月7日 （土） 雪印種苗株式会社 環境緑化部安全衛生協力会　安全大会 札幌市における災害対策について

平成30年4月8日 （日） ＪＳＳ釧路スイミングスクール（ＪＳＳ社員研修（北海道地区）） ・急病人発生時の対処法　・ＡＥＤ使用方法　・心肺蘇生法

平成30年4月11日 （水） 札幌市総務局職員部自治研修センター
新採用職員1前期研修
「ＨＵＧワークショップ」

平成30年4月12日 （木） 札幌市総務局職員部自治研修センター
新採用職員1前期研修
「ＨＵＧワークショップ」

平成30年4月12日 （木） 丸正小島建設株式会社　安全大会 建設現場における安全管理、建設業に従事する者の健康管理

平成30年4月16日 （月） 株式会社ファミリーケアサポート　介護事業所の救命処置研修 医療従事者の一次救命処置の基本(AEDの使用方法、心肺蘇生法)と実技

平成30年4月21日 （土） 全国建設工事業国民健康保険組合　北海道中央支部　安全衛生大会 ・作業現場での事故対応と救命処置　・応急手当の基礎知識　・心肺蘇生法・ＡＥＤの取り扱い法

平成30年4月23日 （月） ㈱ジュピターテレコム安全衛生推進協力会札幌支部 作業現場における救命処置

平成30年4月26日 （木） オリエント建設株式会社 オリエント建設㈱安全衛生協力会　安全大会（現場内の防火と火災発生時の対応について）

平成30年4月27日 （金） 大地コンサルタント株式会社札幌支社　安全大会 ・作業中のけが等の緊急初期対応方法や注意事項　・AEDの取扱い

平成30年5月14日 （月） イムス札幌内科リハビリテーション病院 医療従事者等のBLS（一次救命処置）トレーニング

平成30年5月16日 （水） 北海道エア・ウォーター・エンジニアリング　安全衛生協議会　安全大会 ・建設工事現場に於ける事故事例　・熱中症対策

平成30年5月16日 （水） 聖太産業株式会社 救命講習会 ・心肺蘇生法　・ＡＥＤのトレーニング　・アナフィラキシーの対応について

平成30年5月19日 （土） ライト工業株式会社 北海道統括支店　平成30年度安全衛生大会 「防火・防災に関する知識」

平成30年5月19日 （土） 株式会社メイプルファーマシー　救命救急講習 ・一次救命処置(実技も交えて)　・調剤薬局が救命救急において備えるべき対策について

平成30年5月22日 （火） 北海道勤労者住宅生活協同組合　住宅生協第5回安全大会 労働災害の防止と事故への対応について

平成30年5月23日 （水）
サンワコムシスエンジニアリング株式会社　北海道支店　サンワコムシス
2018年度上期安全大会

作業現場での事故対応と救命処置

平成30年5月25日 （金） ヤンマー北海道ES会（ヤンマーエネルギーシステム株式会社） ・一次救命処置について（展示、実技）　・緊急時の事故対応について

平成30年5月25日 （金） 国際研修事業協同組合　外国人技能実習生講習 （苫小牧市） 「防火・防災に関する知識」

平成30年5月26日 （土） 北光第12分区町内会防災研修会（HUG) HUG研修

開催日

1
公益財団法人札幌市防災協会



【平成30年度　講師派遣実績（平成30年7月31日現在】
（8月以降の予定含む）

団体名・研修会名等 講演内容開催日

平成30年5月28日 （月） 日本工営株式会社　札幌支店　平成30年度安全祈願祭・安全委員会 ・一時救命処置について　・高所作業中の転落の際の事故対応

平成30年6月3日 （日） 株式会社アスカ運輸　アスカ運輸社員総会 職場や現場における事故対応と救命処置

平成30年6月4日 （月） 株式会社和泉組　災害防止協力会　安全大会 安全講話（現場の安全管理・事故事例）

平成30年6月5日 （火）
ダイキンＨＶＡＣソリューション北海道株式会社　平成30年度安全衛生協力
会総会（安全大会）

救命救急、人命救助について

平成30年6月7日 （木） 北海道市町村職員研修センター　防災・減災対策研修 「市町村の災害対応について」

平成30年6月8日 （金） 富良野市山部地区総合振興協議会　防災研修会 （富良野市） 「自主防災活動の重要性について」

平成30年6月11日 （月） マテリアルリアルエステート株式会社　安全衛生協議会 ・応急手当、救命処置　・林業従事者における留意事項について

平成30年6月15日 （金） あおみ建設株式会社　北海道支店　平成30年度安全大会 「災害対応における心構え」

平成30年6月16日 （土） 株式会社でんこう　安全大会 社員及び電気工事関係協力業者に対しての事故防止、事故対応

平成30年6月19日 （火） JAさっぽろ女性大学Lカレッジ 「災害に備えて」

平成30年6月20日 （水） 和以美株式会社安全衛生協力会「和道会」　安全大会 ・労災事故について　・危険予知について

平成30年6月27日 （水） 滝川地区防火安全協会　危険物部会実務研修会 （滝川市） 「危険物施設・高圧ガス施設における事故例」

平成30年6月27日 （水） 札幌防火管理者協会　一次救命処置講習会　① 普通応急手当講習マスターコース（成人、小児、乳児の一次救命処置）

平成30年6月28日 （木） 特別養護老人ホーム　藤苑 ・とっさの救命処置研修　・心肺蘇生法　・ＡＥＤ　・異物除去法

平成30年7月3日 （火） 札幌防火管理者協会　一次救命処置講習会　② 普通応急手当講習マスターコース（成人、小児、乳児の一次救命処置）

平成30年7月4日 （水） 札幌防火管理者協会　一次救命処置講習会　③ 普通応急手当講習マスターコース（成人、小児、乳児の一次救命処置）

平成30年7月5日 （木） 札幌防火管理者協会　一次救命処置講習会　④ 普通応急手当講習マスターコース（成人、小児、乳児の一次救命処置）

平成30年7月5日 （木） 白石区菊水町内会連絡協議会　菊水地区防災講座 「なぜ防災意識は高まらない～自助・共助の大切さ～」

平成30年7月6日 （金） 札幌市北区役所
屯田連合町内会
（避難所運営研修HUG）

平成30年7月10日 （火） 札幌防火管理者協会　一次救命処置講習会　⑤ 普通応急手当講習マスターコース（成人、小児、乳児の一次救命処置）
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【平成30年度　講師派遣実績（平成30年7月31日現在】
（8月以降の予定含む）

団体名・研修会名等 講演内容開催日

平成30年7月12日 （木） 株式会社シビテック 平成30年度 株式会社シビテック安全大会 作業現場での事故対応と救命処置、AEDの取扱い

平成30年7月13日 （金）
水ing環境安全協力会　北海道支部　平成30年 北海道支部 環境安全推
進大会

労働災害防止対策や教育等について

平成30年7月17日 （火） 札幌防火管理者協会　一次救命処置講習会　⑥ 普通応急手当講習マスターコース（成人、小児、乳児の一次救命処置）

平成30年7月17日 （火） 日本空調サービス株式会社　北海道支店　安全衛生大会 実際の事故事例を交えての講話（作業現場の事故対応、救命処置、熱中症対策について）

平成30年7月18日 （水） 児童養護施設　柏葉荘　職員研修会 成人・小児への救命方法について

平成30年7月19日 （木） 北海道消防学校　第142期初任教育　① （江別市） 自主防災

平成30年7月21日 （土）
学校法人北星学園　2018年度北星学園研修会　教育職員部会・事務用務
職員部会

「防火・防災に関する知識」

平成30年7月24日 （火）
独立行政法人　鉄道建設・運輸施設整備支援機構　北海道新幹線建設局
一次救命処置講習会

一次救命処置とAEDの取扱い方

平成30年7月24日 （火）
北海道後志総合振興局　後志地域外国人観光客災害時対応に係る地域
学習会

（倶知安町） 「災害時における外国人観光客への対応」

平成30年7月25日 （水） 北海道消防学校　第142期初任教育　② （江別市） 災害対策

平成30年7月26日 （木） 株式会社ドーコン　自衛消防隊を対象とした応急手当講習 1 応急手当の基礎知識　2 実技講習(・ＡＥＤの使用・心肺蘇生法・止血法・運搬法)

平成30年7月27日 （金） 北海道消防学校　第142期初任教育　③ （江別市） 地震対策

平成30年7月30日 （月） 高橋産業株式会社　安全大会 救命の座学と実技（ＡＥＤトレーニング）希望

平成30年8月2日 （木） 東区鉄東地区安心安全なまち連絡協議会　災害対応研修 「災害に備えて～自助の大切さ」

平成30年8月6日 （月） 北海道神社庁札幌支部青年神職文月会　八月例会「教養研修会」 「災害時における神社としての対応」

平成30年8月8日 （水）
株式会社 共立メンテナンス 札幌支店　学生寮で勤務する寮母対象の研
修

救急救命(心肺蘇生等）
人体模型を使用してに実技経験

平成30年8月22日 （水） 函館消防安全協会 （函館市） 函館消防安全協会　防火・防災研修会

平成30年8月24日 （金）
株式会社 共立メンテナンス 札幌支店　学生寮で勤務する寮母対象の研
修

救急救命(心肺蘇生等）
人体模型を使用してに実技経験

平成30年8月29日 （水） シンヨー株式会社　札幌営業所　東日本事業部　安全大会 ＡＥＤ使用方法について

平成30年9月4日 （火） 札幌国税局　AED研修 救命トレーニング
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【平成30年度　講師派遣実績（平成30年7月31日現在】
（8月以降の予定含む）

団体名・研修会名等 講演内容開催日

平成30年9月13日 （木） 札幌地下街総合共同防火・防災管理協議会　平成30年度 実務研修会 （調整中）

平成30年9月20日 （木） 江別市聚楽学園　定例学習会 （江別市） （調整中）

平成30年9月23日 （日） 北区スカイハイツ麻生団地管理組合　防火（避難）訓練 「災害に備える～大地震に備える・洪水に備える～」

平成30年9月27日 （木）
札幌三井JPビルディング　三井不動産ビルマネジメント株式会社　自衛消
防隊地区隊の応急手当救護班研修

・外傷や急病に対する処置　・搬送法、応急救護所での対応

平成30年9月30日 （日） 岩内町　地域防災力向上セミナー （岩内町） （調整中）

平成30年10月11日 （木） 豊平区市民部総務企画課
豊平地区町内会連合会防災訓練
・風水害（ゲリラ豪雨等）に関する講演を希望

平成30年10月19日 （金） 札幌市 私立幼稚園教育研究大会分科会 「災害から学ぶ危機管理」

平成30年10月23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 一次救命処置トレーニング

平成30年10月24日 （水） 北見地区防火管理協議会　防火管理研修会 （北見市） （調整中）

平成30年10月30日 （火） 日本通運株式会社札幌西支店　心肺蘇生法・AED講習 一次救命処置について

平成30年11月8日 （木） 札幌市グループホーム管理者連絡会　一次救命処置研修
一次救命について（高齢者対象 緊急時応急処置など
夜勤1名でどこまで対応できるか）

平成30年11月9日 （金） 室蘭市危険物安全協会　60周年記念特別講演 （室蘭市） 「危険物施設の事故防止」

平成30年11月13日 （火）
新発寒まちづくり委員会　新発寒小学校避難所運営マニュアル第2回検討
会

HUG研修

平成30年11月21日 （水）
宮の森幼稚園（札幌市私立幼稚園連合会中央会）　幼稚園・認定こども園
における応急手当・救命処置の基礎研修

保育中の乳幼児のケガ・急病・その他の対処法

平成31年3月15日 （金） 札幌駅総合開発株式会社　①サービス介助研修 傷病者等への接遇について

平成31年3月15日 （金） 札幌駅総合開発株式会社　②サービス介助研修 傷病者等への接遇について

平成31年3月15日 （金） 札幌駅総合開発株式会社　③サービス介助研修 傷病者等への接遇について
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【平成30年度　資格講習等　講師派遣実績（平成30年7月31日現在）】
（8月以降の予定含む）

団体名・研修会名等 講演内容

平成30年5月22日 （火） （一財）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）

平成30年5月23日 （水） （一財）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）

平成30年5月24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30年5月25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30年8月21日 （火） （一財）日本石油燃焼機器保守協会 （室蘭市） 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30年8月22日 （水） （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30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30年8月21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

開催日
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【平成30年度　北海道認知症対応型サービス事業（開設者）（管理者）研修　講師派遣実績（平成30年7月31日現在）】
（8月以降の予定含む）

団体名・研修会名等 講演内容

平成30年6月5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30年8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管理者研修

平成30年11月13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31年1月16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

平成30年5月21日 （月） （公社）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」

開催日

6
公益財団法人札幌市防災協会



【平成30年度　介護職員等のたん吸引等研修の応急手当講習　講師派遣実績（平成30年7月31日現在）】
（8月以降の予定含む）

団体名・研修会名等 講演内容

平成30年6月21日 （木） （社福）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

平成30年7月26日 （木） （社福）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

平成30年9月20日 （木） （社福）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

平成30年11月20日 （火） （社福）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

開催日
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【平成30年度　酸素欠乏危険作業主任者講習　講師派遣実績（平成30年7月31日現在）】
（8月以降の予定含む）

団体名・研修会名等 講演内容

平成30年4月27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30年6月13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30年8月24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30年10月19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31年1月25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31年3月14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

開催日
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