
防災教育に関連する実施事業調査票（通年）

平成29年3月末現在

実施主体 事業等名 区分 事業等内容 開催日 開催場所 対象 連絡先

1 八雲町 出前説明会 講師派遣
町の防災体制や防災基礎知識について
説明会を行う。

随時
公共施設・
地域会館等

町内会等
企画振興課協働推進係
0137-62-2111

2
公益財団法人
札幌市防災協会

防火防災・危機管理・救命処置
等に関する講師派遣

講師派遣

町内会、企業や事業所、幼稚園や学
校、介護や医療等の施設、その他あら
ゆる団体やサークルなどで開催される
研修会（安全大会）や講習会などに講
師として職員を派遣する。

常時受付中 依頼先と調整 各団体
公益財団法人札幌市防
災協会講習指導課
011-861-1211

3
公益財団法人
札幌市防災協会

冊子「あなたの安全なくら
しを守るために！！」配布

普及啓発
防火・防災の知識の普及に係る冊子を
作成し、配布する。

配布中 － 一般市民
公益財団法人札幌市防
災協会総務課
011-861-1211

4
一般社団法人
日本損害保険協会
北海道支部

「ぼうさいダック」の実演 普及啓発

災害などの緊急時に取るべき安全・安
心の行動（ファースト・ムーヴ）を、
子どもたちが実際に身体を動かし、声
を出して遊びながら学ぶことができる
カードゲーム。
少年消防クラブや幼稚園等で実践され
ている。カードには、防災や日常の危
険から身を守ることを学ぶものだけで
はなく、挨拶やマナーといった日常の
習慣について学べるものも含まれてい
る。当支部では、説明会の実施や講師
を行っている（無料）。

随時 北海道
４歳以上
の幼児

日本損害保険協会北海
道支部
011-231-3815

5
一般社団法人
日本損害保険協会
北海道支部

「地震保険」に関する講演 講師派遣

地震による損害は火災保険では補償さ
れず、「地震保険」で補償される。公
共性の高い「地震保険」の補償内容等
について、専門講師による講演を開催
している（無料）。

随時 北海道 道内の団体等
日本損害保険協会北海
道支部
011-231-3815

6
一般社団法人
日本損害保険協会
北海道支部

暮らしのリスクに関する講演 講師派遣

日常生活には様々なリスクがあり、経
済的な備えとして損害保険は有効であ
る。「くるま」や「すまい」のリスク
に備える損害保険の補償内容等につい
て、専門講師による講演を開催してい
る（無料）。

随時 北海道 道内の団体等
日本損害保険協会北海
道支部
011-231-3815

7 帯広市 防災出前講座 講師派遣 町内会等を対象に防災講座を行う。 通年 － 市民
帯広市総務部総務課防災係
0155-65-4103



8
帯広市親子防災講
座実行委員会

親子防災講座 講師派遣
児童生徒とその保護者を対象に防災講
座を行う。

通年 － 市民
帯広市総務部総務課防災係
0155-65-4103

9 北海道教育庁 学んＤＥ防災 普及啓発
学校種、災害別に学習資料を作成し、
学校において活用

－ －
小・中・高
等学校の新
１年生

北海道教育庁学校教育局参事
生徒指導・学校安全グループ
011-231-4112

10 鹿部町 防災出前講座 普及啓発
町防災担当職員等が講師を務め、防災に関
する講話や図上訓練を実施する。

通年 町内各会館等
町内会・
町内企業等

鹿部町総務・防災課
01372-7-2111

11 森町 地域防災活動支援事業 財政支援制度

町民の防災に対する意識の啓発、知
識・技能の習得等を図り、自主防災組
織の結成促進のため、地域防災活動の
中核となる人材として、防災士を養成
し、地域防災力の向上に寄与する方を
支援する。

－ － 森町民
森町防災交通課
01374-7-1282

12 森町
自主防災組織設立及び活動
支援事業

財政支援制度

自主防災組織の結成、並びに地域コミュニ
ティを深め防災力の強化を目的とした地域
活動の推進を支援する。

－ －
森町の
各町内会

森町防災交通課
01374-7-1282

13 八雲町 出前説明会 講師派遣
町の防災体制や防災基礎知識について
説明会を行う。

随時
公共施設・
地域会館等

町内会等
八雲町企画振興課協働
推進係
0137-62-2111

14 紋別市 出前講座 講師派遣
町内会、事業所、学校等からの要望に
より防災全般の講話等を実施

随時 － 地域住民等
紋別市総務部庶務課危
機対策担当0158-24-
2111(303)

15 美幌町 防災出前講座 普及啓発
町防災担当職員等が講師を務め、防災
に関する講話や、図上訓練等を実施す
る。

通年 － 自治会等
美幌町役場総務部
総務グループ防災担当
0152-73-1111

16 斜里町 出前講座 講師派遣
町民を対象に、職員を派遣して防災に
係る講座を実施する。

随時 町内各所 町民
斜里町役場総務部企画
総務課企画係
0152-23-3131

17 湧別町 防災出前講座 講師派遣
町職員が講師となり、防災に関する講
話を行う

通年 未確定 町民
湧別町役場総務課防災係
01586-2-2112

18 芽室町 防災出前講座 普及啓発
町防災担当職員が講師を務め、防災に
関する講話や、図上訓練等を実施す
る。

通年 － 町民
芽室町総務課地域安全係
0155-62-9720

19 幕別町 防災出前講座 普及啓発
町内会等各種団体の要望により、職員
を講師として派遣し防災講座を行う。

通年 町内各所 町民
幕別町住民福祉部防災
環境課防災危機管理係
0155-54-6601

20 池田町
池田町自主防災組織活動
交付金交付

財政支援制度

自治会等が行う自主防災組織の運営、
防災研修、避難訓練及び防災資機材の
整備等に要する経費の一部を支援す
る。

－ － 自主防災組織
池田町総務課
015-572-3111



21 各団体 出前講座 講師派遣
町内会等各種団体の要望により防災に
関する講話を行う

随時 未定 地域住民
富良野市総務課総務係
0167－39－2300

22 室蘭市 防災講演 講師派遣
町内会や自治会等が主体の訓練等で、
職員による防災講演を実施。

随時 －
町内会・
自治会等

室蘭市防災対策課
０１４３－２５－２２４４

23 苫小牧市 防災出前講座 普及啓発

市防災担当職員が講師を務め、各種団
体（町内会、老人クラブ、企業等）を
対象に防災全般の講話やＨＵＧ，防災
訓練を行う。

通年 市内各所
市内に在住・
勤務・在学
している団体

苫小牧市市民生活部危
機管理室
0144-32-6280

24 白老町 広報連載「防災講座」 普及啓発 広報に毎月連載の「防災講座」 毎月 広報誌 全町民 0144-85-3080

25 厚沢部町 防災研修会等支援事業 講師派遣
町内会が実施する防災研修会や防災訓
練に対する支援事業

－ － 町内会
厚沢部町役場総務政策
課住民運動係
0139‐64‐3311

26 せたな町 せたな町地域活動等推進事業 財政支援制度
町内会等が自主防災組織を結成及び活
動に対する支援事業。

－ － 町内会等
総務課防災係
0137-84-5111

27 釧路市
出前講座
・自然災害から見を守る

講師派遣
防災担当職員による防災全般に関する
講話を行い、終了後ディスカッション
を行う。

随時 随時
地域住民
・企業等

釧路市総務部
防災危機管理課
0154-31-4207

28 厚岸町
避難所運営ゲーム
（ＨＵＧ）講師派遣

講師派遣
各団体が開催するＨＵＧに講師として
職員を派遣する。

随時 未確定 各団体
厚岸町総務課危機対策係
0153-52-3131

29 厚岸町
災害図上訓練（ＤＩＧ）
講師派遣

講師派遣
各団体が開催するＤＩＧに講師として
職員を派遣する。

随時 未確定 各団体
厚岸町総務課危機対策係
0153-52-3131

30 厚岸町 防災標語 普及啓発
児童・生徒等から標語を募集し、防災
に対する意識の高揚を図る。

－ － 町民等
厚岸町教育委員会生涯
学習課生涯学習係
0153-67-7700

31 浜中町 出前講座 講師派遣
町民等からの要望により職員を講師
として派遣する。

随時 － 町民
浜中町防災対策室防災係
0153-62-2138

32 石狩市 石狩市防災マスター認定制度 人材育成

地域防災力の強化を図るため、ボラン
ティアによる防災活動を推進するリー
ダーとなる方で、地域への防災情報の
提供や防災訓練等の運営補助など防災
活動に積極的に参加していただく方を
認定し、地域住民の防災意識や地域防
災力の向上を図ることを目的とする認
定制度

－ －

地域で防災
リーダーとし
て活躍いただ

ける方

石狩市総務部総務課危
機管理担当
0133-72-3190

33 月形町 出前講座 講師派遣
行政区や町内会、老人クラブなどの団
体を対象に、町職員を派遣し防災講座
を実施する。

随時 － 町民
月形町総務課危機管理係
0126-53-2321



34 小樽市 まち育てふれあいトーク 講師派遣
防災担当職員が市の防災に関する取組
などを説明

随時 市内各所
市民及び
各団体

小樽市総務部災害対策室
0134-32-4111

35 小樽市 出前講座 講師派遣
防災担当職員が講師を務め防災に関す
る講話や図上訓練を行う。

随時 市内各所
市民及び
各団体

小樽市総務部災害対策室
0134-32-4111

36 浦河町 防災出前講座 普及啓発
町防災担当職員が講師を務め、防災に
関する講話や、図上訓練等を実施す
る。

通年 地域集会施設等 町民
総務課危機管理室
危機管理係
0146-22-2311

37 各実施団体 防災出前講座 講師派遣 各実施団体へ講師派遣 随時 指定場所 各団体員
標津町役場住民生活課
0153-82-2131


