
地区
ネットワーク

構成員
実施主体 事業等名 区分 公表 事業等内容 開催日 開催場所 対象 備考（連絡先等）

1 石狩
札幌市危機管理
対策室

札幌市危機管理対
策室

土砂災害・全国統一防災
訓練

その他 可

関係行政機関と地域住民が協力して、情
報伝達訓練や避難訓練を行い、土砂災害
への警戒避難体制の強化と防災意識を高
めることを目的に実施する。

H26.6.22 市立伏見小 山鼻地区住民
http://www.city.sapporo.jp/kikikanri/toriku
mi/doshakunren.html

2 檜山 北海道開発局
北海道
総務部危機対策課

北海道地域防災マスター
認定研修会

人材育成 可
・指導者向け防災講座
・災害図上訓練（DIG）
・応急救護　など

H26.6.28

厚沢部町保健福
祉総合センター
（町民交流セン

ター）

防災経験がある警察、消防、
自衛隊、市町村、道、開発
局、気象台などの現職・OB
をはじめ、防災士や自主防災
組織・町内会の役員など地域
で防災活動に取り組んでいる
方

011－204－5008ホームページURL
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/bsb
/masuta-bosyuu.htm　　　　　募集期間
4月30日～6月13日

3 檜山 NHK札幌 ＮＨＫ札幌 防災ＩＴ教室 普及啓発 可 ＩＴ機器を利用した防災教室 H26.6.30 今金中学校 中学生・高齢者
http://www.nhk.or.jp/sapporo/bousai/it/in
dex.html

4 石狩
北海道市長会・
町村会

北海道市町村職員
研修センター
（協力：北海道）

防災・減災対策研修 講師派遣 可

地震や風水害等に備えた地域防災力の強
化、災害発生時の効果的な情報伝達、住
民・ボランティア・事業者と行政の協働
等について学ぶ。

H26.7.2～
7.4

道庁別館 市町村職員 011-241-7302

5 渡島 北海道開発局 北海道開発局 防災講演会in函館 普及啓発 可

日常的な災害への備えなど防災意識の向
上について、住民一人一人や家庭、地域
でどう進めていくべきかを考える機会と
して講演会を開催。

H26.7.10
函館市
中央図書館

一般・関係機関・自治体職員
http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/press/pres
s_h2606/12_bousaikouenkai.pdf

6 胆振 北海道開発局
北海道開発局・北
海道

平成26年度水防技術講
習会

人材育成 可

水防団員の水防技術の向上及び伝承を図
るため、特に技術面に主眼をおいた講習
会を実施し、水防の技術的なリーダーを
組織的に育成することを目的とする。

H26.7.12
むかわ町
鵡川河川敷

関係機関・自治体・消防組合
室蘭開発建設部治水課
0143(25)7045

7 日高 北海道
北海道
総務部危機対策課

北海道地域防災マスター
認定研修会

その他 可
・指導者向け防災講座
・災害図上訓練（DIG）
・応急救護　など

H26.7.12
様似町中央公民
館

防災経験がある警察、消防、
自衛隊、市町村、道、開発
局、気象台などの現職・OB
をはじめ、防災士や自主防災
組織・町内会の役員など地域
で防災活動に取り組んでいる
方

011－204－5008ホームページURL
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/bsb
/masuta-bosyuu.htm　　　　　募集期間
5月12日～6月27日

8 檜山 NHK札幌 ＮＨＫ札幌 防災ＩＴ教室 普及啓発 可 ＩＴ機器を利用した防災教室 H26.7.18 青苗小学校 小学生
http://www.nhk.or.jp/sapporo/bousai/it/in
dex.html

9 石狩 札幌管区気象台 札幌市
カルチャーナイト２０１
４

その他 可
わくわく実験ショー、台内一般公開、高
層気象観測一般公開（放球実演）、測器
展示、スタンプラリー等

H26.7.18 札幌管区気象台 一般 011-611-6137

10 渡島 札幌管区気象台 函館地方気象台
こども＆おとなのお天気
教室

その他 可 気象台施設の見学及び科学実験教室 H26.7.19 函館地方気象台 一般 0138-46-2211

11 石狩 北海道教育庁
札幌市教育委員会
児童生徒担当課

生徒指導研究協議会 その他 可
学校における防災教育の取組についての
講演・演習

H26.7.22
～7.23

札幌市
教育センター
ちえりあホール

札幌市立学校の校長または副
校長、教頭、教諭
児童生徒の保護者、スクール
カウンセラー、少年育成指導
員等

12 石狩 NHK札幌 ＮＨＫ札幌
どーもくんと
みんなの防災劇場in石狩

普及啓発 可
ＮＨＫキャラクターと講師の先生が家族
で役立つ防災の知識を、クイズを交えて
伝えるキャラクターステージ。

H26.7.26
花川北
コミュニティセ
ンター

幼児・
小学生（低学年）

https://pid.nhk.or.jp/event/PPG0244870/i
ndex.html

13 釧路 札幌管区気象台 釧路地方気象台 お天気ランド２０１４ その他 可
職場見学、防災講座、実験・工作コー
ナー、観測機器・パネル展示等

H26.7.26 釧路地方気象台 一般 0154-31-5145

　　　　　　　　防災教育に関連する実施事業　平成26年6月～平成27年３月

7

http://www.city.sapporo.jp/kikikanri/torikumi/doshakunren.html
http://www.city.sapporo.jp/kikikanri/torikumi/doshakunren.html
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14 オホーツク 札幌管区気象台 網走地方気象台
網走地方気象台施設見学
会

その他 可 施設公開、観測機器展示、実験教室など H26.7.26 網走地方気象台 一般 0152-44-6891

15 留萌 NHK札幌 ＮＨＫ札幌 防災ＩＴ教室 普及啓発 可 ＩＴ機器を利用した防災教室 H26.7.27 小平小学校 小学生
http://www.nhk.or.jp/sapporo/bousai/it/in
dex.html

16 留萌 NHK札幌 ＮＨＫ札幌
どーもくんと
みんなの防災劇場in小平
町

普及啓発 可
ＮＨＫキャラクターと講師の先生が家族
で役立つ防災の知識を、クイズを交えて
伝えるキャラクターステージ。

H26.7.27
小平町文化
交流センター

幼児・
小学生（低学年）

https://pid.nhk.or.jp/event/PPG0244927/i
ndex.html

17 宗谷 札幌管区気象台 稚内地方気象台
稚内地方気象台施設見学
会

その他 可 施設公開、測器展示、実験等 H26.7.27
稚内港湾合同庁
舎

一般 0162-23-2679

18 日高 北海道教育庁 浦河町 防災キャンプ 普及啓発 可
災害発生時の適切な対応や地域における
過去の災害等などについて学ぶ機会を提
供し、地域住民の防災意識を高める。

H26.8.1～
8.3

浦河町
町内の児童生徒、学校教育関
係者、PTA関係者、地域住
民等

011-231-4111
内線35-670

19 石狩 北海道消防学校
札幌市消防局
消防学校

平成26年度消防学校市
民公開

普及啓発 可
消防のさまざまな仕事を体験・見学でき
るほか、消防ヘリコプターや特殊車両等
の展示を行います。

H26.8.1 札幌市消防学校 一般市民 011-616-2262

20 胆振 札幌管区気象台 室蘭地方気象台
室蘭地方気象台施設見学
会

その他 可
現業室等見学、お天気教室、クイズ大
会、パネル展示ほか

H26.8.2 室蘭地方気象台 一般 0143-22-2598

21 上川
北海道立総合研
究機構

北方建築総合研究
所

来て☆見て☆はっけん！
ほくそうけん公開デー

普及啓発 可
研究所施設公開において、防災のブース
（ほのぼのあかり作成、室内避難体験な
ど）を設置

H26.8.2
北方建築総合研
究所

地域住民
北方建築総合研究所企画調整部企画課
TEL0166-66-4217

22 オホーツク 札幌管区気象台 東藻琴中学校 地震避難訓練 講師派遣 可
避難訓練を通じ災害時における心得を身に
つける。

H2610.1 東藻琴中学校 中学生 網走地方気象台（0152-44-6891）

23 石狩 札幌市消防局 札幌市
札幌市消防音楽隊119コン
サートin大通公園

普及啓発 可
火災予防や防災意識の普及啓発を目的とし
た札幌市消防音楽隊の演奏会

H26.10.3
札幌市大通公園
6丁目野外ス
テージ

市民
http://www.city.sapporo.jp/shobo/shokai/gakk
o/ongaku/yotei.html

24 上川 札幌管区気象台 志比内小学校 志比内小学校防災教室 普及啓発 可

多様化する自然災害から身を守るために、
自分で考え行動する意識を高め、自然災害
にあたっての避難行動を総合的に体験す
る。

H26.10.3 志比内小学校 志比内小学校児童 旭川地方気象台

25 石狩 札幌管区気象台
ジオ・フェスティバ
ル実行委員会

ジオ･フェスティバル in
sapporo

普及啓発 可

地質や気象・天文・環境・防災等、地球科
学に関連した実験や展示、講演などを通じ
て、自然に対する興味・関心を高め、子ど
もたちに科学する姿勢を育成することをね
らいとして実施されるもの。

H26.10.4
札幌市
青少年科学館

一般
http://www.jma-
net.go.jp/sapporo/shinseiannai/event/jiofes/jio
fes141004.pdf

26 日高
北海道立総合研
究機構本部連携
推進部

一般社団法人日本建
築学会北海道支部

2014年度北海道支部建築
文化週間

講師派遣 可
ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）、避難食の試
食

H26.10.4
厚真町総合福祉
センター

厚真町民、建築学会員

27 日高 札幌管区気象台 北海道浦河高校 「地域研究」防災授業 人材育成 可
防災・減災についての基礎的・全般的な知
識を身に付け、地域の防災リーダー育成を
目指す。

H26.10.6～
7

北海道浦河高校 地域研究選択生徒

28 釧路 札幌管区気象台
釧路市民文化振興財
団

講演 講師派遣 可 火山に関する知識 H26.10.7
釧路市生涯学習
センター

一般 0154-41-8181　あかまつ

29 根室 札幌管区気象台
別海町立上春別中学
校

防災授業 普及啓発 不可
地震・津波に関する知識、実験装置による
体感

H26.10.7 上春別中学校 中学生 0153-75-6136　服部

31 釧路 札幌管区気象台 釧路町立別保中学校 防災授業 普及啓発 可 自然災害に関する知識 H26.10.10 別保中学校 中学生 釧路町役場　防災担当　柳沢

32 オホーツク 札幌管区気象台 網走西小学校 津波避難訓練 講師派遣 可
避難訓練を通じ災害時における心得を身に
つける。

H26.10.10 網走西小学校 小学生 網走地方気象台（0152-44-6891）

33 石狩 札幌管区気象台
国土交通省
航空局

空港除雪研修 講師派遣 不可
積雪の可能性のある空港で除雪管理を担当
する職員を対象とした研修

H26.10.15
新千歳空港国際
線ターミナル

空港従事者 10月15～16日開催

35 釧路 札幌管区気象台 鶴居村立鶴居中学校 防災授業 普及啓発 不可 地震発生時の対応等 H26.10.16 鶴居中学校 中学生 0154-64-2252　佐藤

http://www.city.sapporo.jp/shobo/shokai/gakko/ongaku/yotei.html
http://www.city.sapporo.jp/shobo/shokai/gakko/ongaku/yotei.html
http://www.jma-net.go.jp/sapporo/shinseiannai/event/jiofes/jiofes141004.pdf
http://www.jma-net.go.jp/sapporo/shinseiannai/event/jiofes/jiofes141004.pdf
http://www.jma-net.go.jp/sapporo/shinseiannai/event/jiofes/jiofes141004.pdf
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37 上川 札幌管区気象台 美瑛町 美瑛町防災教室 普及啓発 可
（仮）自然災害に備える理解を促進し、避
難所体験や救命対応などを実践して、町民
の防災に対する意識向上を図る。

H26.10.19
美瑛町民セン
ター

美瑛町町民 旭川地方気象台

38 宗谷 札幌管区気象台 浜頓別町
平成26年度　地震・津波
避難訓練

講師派遣 可
大規模地震並びに地震に伴う大津波を想定
した実践的な避難訓練を実施し、初動避難
体制の確認と認識を深める。

H26.10.19 ほけんセンター 浜頓別町字頓別、栄和地区住民

39 オホーツク 札幌管区気象台 網走第二中学校 地震・津波防災授業 講師派遣 可
授業通じて地震・津波防災に関する知識を
習得させる。

H26.10.20 網走第二中学校 中学生 網走地方気象台（0152-44-6891）

40 釧路 札幌管区気象台
北海道社会福祉協議
会釧路地区事務所

講演 講師派遣 不可 雌阿寒岳が噴火したら H26.10.22 阿寒町 一般 0154-44-5887　タダ

43 上川 札幌管区気象台 旭川市北栄町内会 町内会防災訓練 普及啓発 可
（仮）自然災害発生時に自助の行動対応を
学び、実践して身につけて、実際の対応に
役立てる。

H26.10.26 未定 町内会員 旭川地方気象台

44 留萌 札幌管区気象台 留萌市 留萌市土砂災害防災訓練 普及啓発 可
土砂災害警戒区域に指定されている地域に
ついて、土砂災害防止法に基づき地域住民
に対する防災意識の高揚を図る。

H26.10.26
港西コミュニ
ティセンター

当該町内会 旭川地方気象台

45 胆振 札幌管区気象台 北海道
北海道地域防災マスター
フォローアップ研修会

人材育成 可
北海道地域防災マスターによる地域防災活
動を推進するため、必要な知識、技能の更
なる向上を目的とする。

H26.10.26
苫小牧市労働福
祉センター

平成２５年度以前に認定の地域
防災マスター

46 釧路 札幌管区気象台 釧路市
釧路市新橋大通地域防災研
修

講師派遣 不可 防災ゲーム H26.10.28
釧路市民文化会
館

一般 0154-22-5046　金子

51 釧路 札幌管区気象台 釧路市立昭和小学校 防災授業 普及啓発 不可 地震・津波に関する知識 H26.10.30 昭和小学校 小学4年 0154-52-1216　赤田

54 釧路 札幌管区気象台 北海道教育大学等 サイエンス屋台村 普及啓発 可 実験装置等の展示 H26.11.3 こども遊学館 一般 0154-44-3353　境

55 釧路 札幌管区気象台 釧路山岳連盟 講演 講師派遣 可 雌阿寒岳の誕生から今日 H26.11.4
釧路市生涯学習
センター

一般 0154-91-6815　マツカワ

56 留萌 北海道開発局 北海道開発局 防災講演会in留萌 普及啓発 可

日常的な災害への備えなど防災意識の向上
について、住民一人一人や家庭、地域でど
う進めていくべきかを考える機会として講
演会を開催。

H26.11.6
留萌市
中央公民館

一般・関係機関・自治体職員
北海道開発局防災課
011(709)2311 内5449

57 十勝 札幌管区気象台 豊頃町教育委員会 防災キャンプ 普及啓発 可 津波実験装置等
H26.11.8～
9

豊頃町える夢館 小学4～6年 015-579-5801　佐藤

58 根室 札幌管区気象台 根室市 花咲港防災訓練 普及啓発 可
地震・津波に関する知識、実験装置による
体感

H26.11.9 根室市 一般 根室市　防災担当　佐藤

59 石狩 札幌市消防局 札幌市
札幌市消防音楽隊119コン
サートin市民ロビー

普及啓発 可
火災予防や防災意識の普及啓発を目的とし
た札幌市消防音楽隊の演奏会

H26.11.14
札幌市役所1階
市民ロビー

市民
http://www.city.sapporo.jp/shobo/shokai/gakk
o/ongaku/yotei.html

60 オホーツク 札幌管区気象台
札幌管区気象台
網走地方気象台

防災気象講演会
暴風雪を知る
～被害にあわないためには
～

普及啓発 可
暴風雪をテーマにした基調講演、パネル
ディスカッションなどを実施する。

H26.11.15
網走市
オホーツク文化
交流センター

一般

札幌管区気象台業務課広報係
011-611-3217
網走地方気象台
0152-44-6891

61 釧路 札幌管区気象台 釧路市教育委員会 防災授業 普及啓発 可
地震・津波に関する知識、実験装置による
体感

H26.11.15
釧路市立大楽毛
小学校

小学生 0154-23-5189　高橋

62 宗谷 札幌管区気象台 稚内市 防災教育学習 人材育成 可

稚内市内のモデル校（小学校）を選定し、
宗谷管内小中学校教員の人材育成のため、
釧路教育大学境先生と気象台が協力し、公
開授業を行う。

H26.11.20 未定 宗谷管内の小中学校教員

63 釧路 札幌管区気象台

道立青少年体験活動
支援施設ネイパル厚
岸・厚岸町教育委員
会

防災キャンプ（メイン） その他 可

災害時における適切な行動の取り方を学ぶ
ことにより、防災意識を高める。また、避
難所での生活を想定した体験活動を行うこ
とにより、災害後の生活や復旧時に自ら支
援者となる意識を高める。メインキャンプ
では山小屋らんぷのいえに１泊すること
で、実際にライフラインが止まったときの
避難生活を体験し、自分達がどのように関

H26.11.22
～24

道立青少年体験
活動支援施設ネ
イパル厚岸

小学校5年生～高校生

【連絡先】
北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル厚岸
0153-52-1151
URL：
http://wa.manabi.pref.hokkaido.jp/akkesi/index.
html
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地区
ネットワーク

構成員
実施主体 事業等名 区分 公表 事業等内容 開催日 開催場所 対象 備考（連絡先等）

64 オホーツク
北海道教育庁生
涯学習推進局生
涯学習課

道立青少年体験活動
支援施設ネイパル北
見

防災キャンプ　in トコロ その他 可
東日本大震災を教訓に、防災意識を高める
とともに、緊急時に対応できる知識や技術
を養う。

H26.11.22
～24

道立青少年体験
活動支援施設ネ
イパル北見

小学校４年生～中学生
【連絡先】
北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル北見
0152-54-2584

65 オホーツク
北海道教育庁生
涯学習推進局生
涯学習課

ネイパル北見 防災キャンプｉｎところ 講師派遣 可
東日本大震災を教訓に、防災意識を高める
とともに、体験活動を通して、緊急時に対
応できる知識や技術を養います。

H26.11.22
～24

ネイパル北見 小中学生 http://wa.manabi.pref.hokkaido.jp/kitami/index.html

66 釧路 札幌管区気象台 釧路市教育委員会 防災授業 普及啓発 可
地震・津波に関する知識、実験装置による
体感

H26.11.27 音別小学校 小学生 0154-23-5189　高橋

67 石狩
北海道社会福祉
協議会

北海道社会福祉協議
会

ボランティアコーディネー
ター資質向上研修会

人材育成 可
ボランティアコーディネーター業務を担う
人材の資質向上を図る

H26.12.2～
3

北海道立道民生
活センター（か
でる2.7）

市町村社会福祉協議会議員・市
町村行政職員・社会福祉施設等
職員・ボランティア実践者など

北海道社会福祉協議会地域福祉部地域福祉課
北海道ボランティア・市民活動センター
[担当：高橋、高田]　（011-271-0683）

68 石狩

北海道教育庁学
校教育局参事
（生徒指導・学
校安全）

北海道教育委員会
全道防災教育研究フォーラ
ム

普及啓発 可
先進的な防災教育の事例の普及啓発を行
い、全道の防災教育の充実を図る事業

H26.12.3
道庁別館地下１
階大会議室

国立・公立・私立学校教職員、
保護者、市町村教育委員会職
員、道及び市町村の防災担当職
員、大学関係者、防災教育に興
味・関心のある方

69 根室 札幌管区気象台
北海道教育大学釧路
校

防災授業 普及啓発 可
地震・津波に関する知識、実験装置による
体感

H26.12.4～
5

羅臼小学校
春松小学校

小学6年 0154-44-3353　境

70 釧路 札幌管区気象台 釧路市立湖畔小学校 防災授業 普及啓発 不可 地震について H26.12.6 湖畔小学校 小学生 0154--46-1151　川島

72 釧路 札幌管区気象台 北海道教育大学等 ジオフェスティバル 普及啓発 可 実験装置等の展示 H27.1.11 こども遊学館 一般 0154-44-3353　境

73 石狩 札幌市消防局 札幌市
札幌市消防音楽隊ニューイ
ヤーコンサート2015

普及啓発 可
火災予防や防災意識の普及啓発を目的とし
た札幌市消防音楽隊の演奏会

H27.1.28
札幌コンサート
ホールkitara大
ホール

市民
http://www.city.sapporo.jp/shobo/shokai/gakk
o/ongaku/yotei.html

74 石狩 北海道開発局 北海道開発局 防災シンポジウムin札幌 普及啓発 可

日常的な災害への備えなど防災意識の向上
について、住民一人一人や家庭、地域でど
う進めていくべきかを考える機会としてシ
ンポジウムを開催。

H27.2.24 札幌第一合同庁舎一般・関係機関・自治体職員
北海道開発局防災課
011(709)2311 内5449
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