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管内 市区町村名 正会員組織名 研修会を 主催（共催）する組織名 研修会名

札幌 中央区 宮の森大倉山連合町内会 宮の森大倉山連合町内会 宮の森大倉山防災フェスティバル

札幌 北区 麻生連合町内会 南麻生町内会 防災訓練

あいの里１条３丁目町内会ほか 防災訓練

あいの里４条５丁目町内会ほか 防災訓練

あいの里１条７丁目町内会ほか 防災訓練

新琴似連合町内会 防災防犯研修会

新琴似二番通第二町内会ほか ５町内会合同自主防災訓練

スカイハイツ麻生町内会ほか 防災セミナー「ご存知ですか？住宅に潜む火災危険対策」

札幌 白石区 東白石地区町内会連合会 東白石地区町内会連合会 東白石地区防火・防災訓練

札幌 豊平区 豊平地区町内会連合会 豊平地区町内会連合会 基幹避難場所設置・運営訓練

十五島町内会 防災訓練

富士見町内会 災害時要援護者世帯の再調査・防災避難訓練

札幌 手稲区 手稲稲山連合町内会 手稲稲山第６町内会 防災訓練

札幌 清田区 北野地区町内会連合会 北野地区町内会連合会 北野地区防災訓練

清田地区町内会連合会 宿泊避難所体験訓練

東真栄町内会 災害避難訓練

富岡町一丁目町会 防災訓練研修会

万代町会 防災研修会

石崎町会 防災訓練研修会

東小樽町会 船浜津波避難総合訓練

東雲町会 避難訓練

室蘭市町内会連合会 防災講演会

陣屋町会 防災訓練

釧路 釧路市 釧路市連合町内会 橋南西部地区連合町内会 防災学習会　ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）

稲田地区連合町内会 防災講演会

柏林台連合町内会 避難所運営訓練

むつみ連合町内会 防災研修会

空知 岩見沢市 岩見沢市町会連合会 緑が丘地区町会連絡協議会 防災講習会

網走 網走市 網走市町内会連合会 網走市町内会連合会 地域防災訓練

留萌 留萌市 留萌市住民組織連絡協議会 福広会 防災訓練・研修会

ときわ町内会 自衛総合防災訓練・炊き出し訓練

しらかば西町内会 町内会地域防災訓練・防災計画・防災マニュアル策定研究会

しらかば東町内会 防災サロン～災害に強い町内会をめざしましょう～

宗谷 稚内市 稚内市町内会連絡協議会 天北地区連合町内会 天北地区防災講習会

北区 拓北・あいの里連合町内会

北区 新琴似連合町内会

函館市 函館市町会連合会

小樽市 小樽市総連合町会

南区 藤野地区町内会連合会

清田区 清田地区町内会連合会

苫小牧市 苫小牧市町内会連合会

室蘭市 室蘭市町内会連合会

帯広市 帯広市町内会連合会

札幌

札幌

札幌

札幌

渡島

後志

胆振

十勝

胆振
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宗谷 稚内市 稚内市町内会連絡協議会 こまどり町内会 防災訓練・研修会

頼城東町町内会 災害時の対応と災害グッズの使用を学ぶ講座

幸町町内会 防災活動研修会

緑町町内会 防災活動研修会

大麻ひかり町自治会 防災訓練

高砂町自治会 災害時の避難所運営訓練

大麻北栄自治会 子どものための防災研修

上川 名寄市 名寄市町内会連合会 豊栄区町内会 町内会自主防災組織防災訓練・研修会

萱野連合町内会 萱野地区防災活動訓練

幾春別連合町内会 防災講習会

若松町西親交会 防災講習会

双沖第二町会 自主避難訓練

宝林町会 防災運動会

東梅町会 東梅地区防災訓練

千歳市町内会連合会 避難所運営訓練

文京町内会 自主防災訓練・研修会

新富東町内会 防災講習会・自主防災組織づくり

新町町内会 地域防災組織発足・訓練

豊栄町内会 「災害から自分を守る」防災研修会

新晴見町内会 応急手当講習会

鷲別地区連合町内会 津波避難訓練

幌別西地区連合町内会 災害時避難訓練

登別地区連合町内会 大津波避難訓練

住吉町内会 防災研修会

幸町町内会 高齢者の防災についての意識向上

北柏木町内会 防災訓練

胆振 伊達市 伊達市連合自治会協議会 市街第14区自治会 被災時の応急手当・救急救命研修会

花川中央町内会 防災訓練

花畔農住町内会 防災訓練

花川南栄町内会 防災訓練

渡島 北斗市 北斗市町会連合会 富川町自治会 津波避難路の体験ウォーク・炊き出し訓練

六軒町町内会 防災活動研修会

みどり野町内会 みんなで楽しく防災地域歩き

対雁町内会 防災センター体験学習会

三笠市 三笠市連合町内会連絡協議会

根室市 根室市町会連合会

芦別市 芦別市町内会連合会

江別市 江別市自治会連絡協議会

登別市 登別市連合町内会

恵庭市 恵庭市町内会連合会

千歳市 千歳市町内会連合会

砂川市 砂川市町内会連合会

石狩市 石狩市連合町内会連絡協議会

当別町 当別町行政推進員連絡協議会

空知

根室

石狩

空知

胆振

石狩

空知

石狩

石狩

石狩
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水堀町内会 防災研修会

津花町内会 防災研修会・訓練

愛宕町内会 防災研修会

第一緑町自治会 防災訓練

館浦温泉自治会 防災研修会

緑町一自治会 防災訓練

後志 倶知安町 倶知安町町内会連合会 しらゆき町内会 防災訓練・炊き出し訓練

栄町住民会 十勝岳噴火総合防災訓練・自主防災訓練

大町住民会 防災訓練・避難支援者情報交換会

旭野住民会 防災研修

東町町内会 防災訓練

本幌別自治会 防災訓練

共和第３自治会 防災・避難訓練

活汲中央自治会 救急救命研修会

網走 斜里町 斜里町自治会連合会 豊倉西自治会 防災訓練

北中央自治会 自主防災訓練

西学田自治会 防災避難訓練

胆振 洞爺湖町 洞爺湖町自治会連合会 泉区自治会 応急手当と救急救命講習会

追分第１町内会 安平川水害被害の対応研修会

追分第２町内会 自主防災組織研修会

花園町内会 防災教室・資機材取り扱い訓練

胆振 むかわ町 むかわ町自治会町内会連合会 曙自治会 防災講習会

日高 新冠町 新冠町自治会連合会 本町自治会 防災訓練

摩周町自治会 防災講習会

すずらん丘自治会 知っておこう！！!災害から命を守るためには

釧路 白糠町 白糠町連合町内会 西庶路町内会 自主防災組織研修会

別海連合町内会 自主防災訓練

上春別地区連合会 自主防災訓練研修会

計根別町内連合会 防災訓練

旭第２町内会 防災活動研修会

東中町内会 東中地域連携防災訓練

根室 標津町 標津町町内会連絡協議会 栄町内会 避難訓練

47市区町村 100組織

乙部町 乙部町自治会町内会連合会

中標津町 中標津町全町内会連合会

安平町 安平町追分地区町内会連合会

弟子屈町 弟子屈町自治会連合会

別海町 別海町町内会連絡協議会

津別町 津別町自治会連合会

遠軽町 遠軽町自治会連絡協議会

上富良野町 上富良野町住民会長連合会

枝幸町 枝幸町自治会町内会連絡協議会

江差町 江差町町内会連合会

網走

網走

胆振

釧路

根室

根室

桧山

桧山

上川

宗谷


