
実　施　日 市町村 主催者 場　所 対象者 内　　容 人　数 アドバイザー名

H29.4.12 姶良市 姶良市立西姶良小学校 西姶良小学校 小学生・教師 ○×クイズ・防災グッズの紹介 １８５人 センター職員

H29.4.28 日置市 日置市 日置市中央公民館 自主防災会・地区公民館・民生委員 防災講話 １９０人 地域防災アドバイザー　村野　剛氏

H29.5.1 指宿市 県高等学校家庭クラブ連盟事務局 県教職員互助組合会館 高校生 防災講話 ５０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H29.5.14 枕崎市 枕崎市 サン・フレッシュ枕崎 市民・消防本部・消防団 防災講話(DIG) ７０人 専門防災アドバイザー　岩船　昌起氏

H29.5.21 さつま町 さつま町　轟原公民館 轟原公民館 轟原公民館会員 防災講話 ２００人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫氏

H29.5.22 湧水町 湧水町立幸田小学校 湧水町立幸田小学校 小学生・教師 防災講話 ３９人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫氏

H29.5.28 姶良市 姶良市錦江校区コミュニティ協議会運営委員会錦江校区公民館 自治会・コミュニティ協議会役員 防災講話 ３０人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫氏

H29.5.28 姶良市 姶良市立永原小学校 姶良市立永原小学校 小学生・教師・PTA DVD鑑賞・〇×クイズ・非常持出品説明 ８０人 センター職員

H29.5.30 鹿児島市 県社会福祉課 県庁 市町村等災害救助事務担当職員 防災講話 ６０人 専門防災アドバイザー　岩船　昌起氏

H29.5.31 垂水市 垂水市立協和小学校 垂水市立協和小学校 小学生・教師・PTA クロスロード ８３人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫氏

H29.6.11 姶良市 姶良市　高樋自治会 高樋公民館 自治会員 防災講話 30人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫氏

H29.6.21 南さつま市 南薩地域振興局 南薩地域振興局 南薩地域振興局職員 防災講話 100人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H29.6.22 姶良市 姶良市立加治木保育所 姶良市立加治木保育所 保育所園児・職員 DVD鑑賞・防災ダック 40人 センター職員

H29.6.25 南さつま市 長屋校区元気まちづくり委員会 南さつま市長屋地区公民館 長屋校区元気づくり委員会 防災講話 80人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H29.6.25 霧島市 霧島市子ども会育成連絡協議会 国分シビックセンター 子ども会育成者、指導者 DVD鑑賞・非常持出品説明・防災グッズ作り 139人 センター職員

H29.6.27 姶良市 姶良市立帖佐保育所 姶良市立帖佐保育所 保育所園児・職員 DVD鑑賞・防災ダック 60人 センター職員

H29.7.1 姶良市 姶良市東自治会 東自治会公民館 自治会 防災講話 30人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫氏

H29.7.2 鹿児島市 真砂本町社会福祉町内会 真砂福祉館 役員・一般市民 防災講話 60人 専門防災アドバイザー　井村　隆介氏

H29.7.2 大和村 大和村 大和村防災センター 自主防災組織役員 防災講話 150人 地域防災アドバイザー　中山　芳一氏

H29.7.3 枕崎市 枕崎市 枕崎市市民会館 市職員 防災講話 30人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H29.7.6 鹿児島市 鹿児島市図書館 鹿児島市図書館 一般市民 防災講話 30人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男氏

H29.7.8 姶良市 姶良市立松原なぎさ小学校 姶良市立松原なぎさ小学校 小学生・保護者 DVD鑑賞・非常持出品説明 220人 センター職員

H29.7.11 南九州市 南九州市知覧町民生委員児童委員協議会 知覧文化会館 民生委員児童委員 防災講話 40人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H29.7.12 指宿市 県高等学校家庭クラブ連盟事務局 鹿児島県民交流センター 高校生 防災講話 200人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H29.7.13 南大隅町 南大隅町老人クラブ連合会 南大隅町老人福祉センター 錦江町、南大隅町の老人クラブ 防災講話 70人 地域防災アドバイザー　村野　剛氏

H29.7.13 南さつま市 南薩地域振興局 南薩地域振興局 職員 防災講話 100人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H29.7.15 鹿児島市 西谷山校区コミュニティ協議会 愛の聖母園 町内会 防災講話 70人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H29.7.15 さつま町 さつま町消防団 宮之城ひまわり館 消防団幹部・消防職員 防災講話 60人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫氏

H29.7.16 さつま町 五日町自主防災たすけあい隊 五日町公民館 公民会員 防災講話 70人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫氏

H29.7.16 長島町 長島町・県北薩地区振興局 汐見自治公民館 公民会員 防災講話 40人 地域防災アドバイザー　柏木　義昭氏

H29.7.19 伊佐市 社会福祉法人　大一会 社会福祉法人　大一会　研修室 職員 非常持出品説明・防災講話 50人 センター職員

H29.7.20 指宿市 指宿市手話サークルなの花 指宿市立丹波校区公民館 サークル会員 防災講話 20人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H29.7.26 鹿児島市 宮川児童クラブ 宮川児童クラブ 小学生・支援員 DVD鑑賞・〇×クイズ・非常持出品説明 29人 センター職員

H29.7.26 鹿児島市 宮川第2児童クラブ 宮川第2児童クラブ 小学生・支援員 DVD鑑賞・〇×クイズ・非常持出品説明 45人 センター職員

H29.7.31 垂水市 垂水市立水之上小学校 垂水市立水之上小学校 小学生・保護者 防災講話 33人 地域防災アドバイザー　村野　剛氏

H29.8.5 鹿児島市 東谷山小学校家庭教育学部 谷山市民会館 小学生・保護者 DVD鑑賞・防災グッズ作り・非常持出品説明 70人 センター職員

H29.8.24 霧島市 霧島市防災協会 霧島市消防局 防災協会会員 防災講話 80人 専門防災アドバイザー　井村　隆介氏

H29.8.25 南九州市 南九州粟ヶ窪地区公民館 南九州粟ヶ窪地区公民館 一般市民 防災講話 60人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H29.8.30 霧島市 霧島市立国分南中学校 霧島市立国分南中学校 教職員 防災講話 40人 地域防災アドバイザー　村野　剛氏

H29.8.30 薩摩川内市 薩摩川内市 薩摩川内市役所 防災サポーター 図上訓練 60人 地域防災アドバイザー　柏木　義昭氏
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H29.9.2 出水市 出水市 出水市音楽ホール 自治会長、一般市民 防災講話 ４００人 地域防災アドバイザー　柏木　義昭氏

H29.9.3 南九州市 南九州市 下山田西研修館 一般市民 防災講話 １００人 専門防災アドバイザー　井村　隆介氏

H29.9.3 南九州市 新町自治会 新町自治会 自治会 防災講話 ８０人 専門防災アドバイザー　井村　隆介氏

H29.9.3 いちき串木野市 本浦まちづくり計画部 本浦交流センター 地区住民 防災講話 ４０人 専門防災アドバイザー　津田　盛吉氏

H29.9.5 鹿児島市 鹿児島市社会福祉協議会 かごしま市民福祉プラザ 地域福祉館職員 防災講話 ５０人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男氏

H29.9.5 大崎町 大崎町立野方小学校 大崎町立野方小学校 小学生・職員 防災講話 ９２人 地域防災アドバイザー　中村　幹夫氏

H29.9.9 鹿児島市 鹿児島市立吉野中学校 鹿児島市立吉野中学校 中学生・職員 防災講話 １，０００人 専門防災アドバイザー　井村　隆介氏

H29.9.12 日置市 県消防学校 県消防学校 第80期初任教育生 図上訓練内容説明 ６５人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男氏

H29.9.12 枕崎市 枕崎市教育委員生涯学習課 サン・フレッシュ枕崎 高齢者学級・老人クラブ 防災講話 １５０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H29.9.18 日置市 中福良自治会 中福良公民館 自治会員 防災講話 ７０人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男氏

H29.9.21 鹿児島市 石橋記念公園、鹿児島まちの駅連絡協議会 石橋記念公園 地元町内会、関係団体、まちの駅加盟会員 図上訓練 ６８人 地域防災アドバイザー　村野　剛氏

H29.9.26 鹿児島市 鹿児島中央地区安全運転管理協議会 かごしま県民交流センター 協議会加入事業所主等 防災講話 １００人 専門防災アドバイザー　岩船　昌起氏

H29.9.26 鹿児島市 鹿児島市社会福祉協議会 かごしま市民福祉プラザ 地域福祉館職員 防災講話 ８０人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男氏

H29.9.27 鹿児島市 鹿児島市社会福祉協議会 かごしま市民福祉プラザ 地域福祉館職員 防災講話 ６０人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫氏

H29.9.29 指宿市 指宿市地域女性団体連絡協議会 指宿市総合体育館 各女性団体 防災講話 １２０人 専門防災アドバイザー　井村　隆介氏

H29.10.7 南九州市 頴娃保育園 頴娃保育園 園児、職員、保護者 防災講話 １３１人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H29.10.11 志布志市 志布志市立通山小学校 志布志市立通山小学校 小学生 防災講話 ３０人 地域防災アドバイザー　村野　剛氏

H29.10.11 姶良市 姶良保健所 姶良保健所 保健師、市町村担当者 HUG（避難所運営） ５０人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫氏

H29.10.14 霧島市 霧島市立霧島中学校 霧島市立霧島中学校 中学生、職員 防災講話 １０７人 専門防災アドバイザー　井村　隆介氏

H29.10.15 日置市 郡下自治会 郡下公民館 自治会員 図上訓練 ５０人 地域防災アドバイザー　村野　剛氏

H29.10.16 鹿児島市 鹿児島市健康福祉局 かごしま市民福祉プラザ 市関係課、市社協、 防災講話 ５０人 専門防災アドバイザー　岩船　昌起氏

H29.10.19 鹿児島市 鹿児島市社会福祉協議会 かごしま市民福祉プラザ 地域福祉館職員 防災講話 ４０人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男氏

H29.10.20 鹿児島市 鹿児島市社会福祉協議会 かごしま市民福祉プラザ 地域福祉館職員 防災講話 ４０人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男氏

H29.10.20 指宿市 寿大学 指宿市立中央公民館 市民 防災講話 ３０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H29.10.22 南さつま市 南薩少年自然の家 南薩少年自然の家 小学生・保護者 防災講話 １８人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H29.10.27 出水市 松尾自治会 松尾公民館 自治会員 防災講話 ３０人 地域防災アドバイザー　柏木　義昭氏

H29.10.27 鹿屋市 県環境林務部 県アジア・太平洋農村研修センター県職員、市町村職員 防災講話 ８０人 地域防災アドバイザー　村野　剛氏

H29.10.28 大崎町 大崎町教育委員会 大崎町中央公民館 小学生、中学生 防災カッパづくり １４１人 センター職員

H29.10.29 日置市 川中自治会 永吉地区公民館 自治会 防災講話 ５０人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫氏

H29.11.1 姶良市 建昌小学校 建昌小学校 小学生・教職員 防災講話 ４２０人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫氏

H29.11.2 鹿児島県 県消防保安課 県消防学校 婦人防火クラブ委員 防災講話 ８０人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男氏

H29.11.11 南九州市 粟ヶ窪小学校 粟ヶ窪小学校 PTA・地区住民 防災講話 ５０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H29.11.11 東串良町 東串良中学校 東串良中学校 中学生・教職員 防災講話 １５６人 専門防災アドバイザー　井村　隆介氏

H29.11.11 東串良町 柏原小学校 柏原小学校 小学生・教職員 防災講話 １１３人 地域防災アドバイザー　中村　幹夫氏

H29.11.12 肝付町 荒瀬振興会 荒瀬振興会　新避難所 荒瀬振興会 防災講話 ８０人 地域防災アドバイザー　中村　幹夫氏

H29.11.12 南九州市 西塩屋自治会 西塩屋公民館 自治会員 防災講話 ８０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H29.11.15 出水市 出水郡薬剤師会 鶴丸会館 医師・歯科医師・薬剤師 防災講話 ４０人 地域防災アドバイザー　村野　剛氏

H29.11.19 日置市 県消防学校 県消防学校 消防団員 防災講話 ８８人 専門防災アドバイザー　井村　隆介氏

H29.12.2 日置市 飯牟礼地区公民館 飯牟礼小学校 自治会員 防災講話 １２０人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男氏

H29.12.6 さつま町 さつま町社会福祉協議会 県防災研修センター さつま町民ボランティア 防災講話 1３人 地域防災アドバイザー　中村　幹夫氏

H29.12.10 姶良市 西姶良北自治会 西姶良北自治会集会所 北自治会員 DVD鑑賞・非常持出品説明 ５０人 センター職員

H29.12.10 南九州市 南薩地区母子寡婦福祉会 知覧夢郷館 一般市民 防災講話 ７０人 専門防災アドバイザー　井村　隆介氏

H29.12.13 姶良市 帖佐中学校 帖佐中学校 中学生・教職員 防災講話 ２３０人 専門防災アドバイザー　井村　隆介氏

H29.12.15 霧島市 健康運動普及推進委員会 国分保健センター 健康運動普及推進員 非常持出品説明・防災講話 ７０人 センター職員

H30.1.13 南九州市 南九州市青戸中学校 南九州市青戸中学校 中学生・教職員 防災講話 ７0人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏



H30.1.13 霧島市 宮内認定こども園 サン・あもり 幼児・保護者 ○×クイズ・非常持ち出し品説明・DVD鑑賞 １１２人 センター職員

H30.1.20 鹿児島市 西坂元町内会 西坂元公民館 町内会員 防災講話 ３０人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男氏

H30.1.24 南さつま市 南さつま市 南さつま市役所防災センター 一般市民 防災講話 ８０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H30.1.24 鹿児島市 西田文化協会 西田文化協会集会所 町内会会員 防災講話 ５０人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男氏

H30.1.26 志布志市 志布志地区サロン 志布志地区公民館 サロン参加者 防災講話 ２０人 地域防災アドバイザー　中村　幹夫氏

H30.2.4 垂水市 垂水市消防本部 垂水市役所 垂水市消防団 自主防災研修会 ５２人 地域防災アドバイザー　村野　剛氏

H30.2.4 鹿児島市 星ヶ峯東校区コミュニティ協議会 星ヶ峯小学校体育館 町内会会員 防災講話 １００人 専門防災アドバイザー　井村　隆介氏

H30.2.8 出水市 出水市防火管理者連絡協議会 出水市消防署　大会議室 出水市防火管理者 防災講話 ９０人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男氏

H30.2.8 鹿児島市 鹿児島市社会福祉協議会 鹿児島市真砂福祉館 町内会会員 防災講話 ４０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H30.2.13 鹿児島市 鹿児島市健康福祉局福祉部地域福祉課 かこしま市民福祉プラザ 民生委員・児童委員 防災講話 ２６５人 専門防災アドバイザー　岩船　昌起氏

H30.2.14 鹿児島市 鹿児島市健康福祉局福祉部地域福祉課 かこしま市民福祉プラザ 民生委員・児童委員 防災講話 ２６５人 専門防災アドバイザー　岩船　昌起氏

H30.2.15 鹿児島市 鹿児島市健康福祉局福祉部地域福祉課 かこしま市民福祉プラザ 民生委員・児童委員 防災講話 ２６５人 専門防災アドバイザー　岩船　昌起氏

H30.2.16 鹿児島市 鹿児島市健康福祉局福祉部地域福祉課 かこしま市民福祉プラザ 民生委員・児童委員 防災講話 ２６５人 専門防災アドバイザー　岩船　昌起氏

H30.2.16 南九州市 下之口区公民館 下之口区公民館 下之口区民 防災講話 ５０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝氏

H30.2.17 日置市 県消防学校 県消防学校 消防団員 防災講話 ５６人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男氏

H30.2.18 湧水町 湧水町こども会育成連絡協議会 湧水町栗野中央公民館 小中学生・保護者 防災講話 １５０人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫氏

H30.2.20. 姶良市 姶良伊佐地域共生・協働推進協議会 鹿児島県防災研修センター 姶良伊佐地区自治会長 防災講話 ４３人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫氏

H30.2.20. 東串良町 東串良町社会福祉協議会 東串良町役場 民生委員・在宅福祉アドバイザー 防災講話 ５０人 地域防災アドバイザー　中村　幹夫氏

H30.2.21 湧水町 湧水町 湧水町吉松体育館 湧水町民等 防災グッズ展示・説明 ２００人 センター職員

H30.2.24 鹿児島市 鹿児島県栄養士会 かごしま県民交流センター 栄養士会災害支援チーム・養成研修受講者 防災講話 ４５人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男氏

H30.2.24 薩摩川内市 薩摩川内市消防局中央消防署下甑分駐所 下甑分駐所会議室 消防団員 防災講話 ２５人 地域防災アドバイザー　村野　剛氏

H30.2.26 霧島市 国分市立国分小学校 国分市立国分小学校 小学生・教員 防災講話 １５１人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫氏

H30.2.27 鹿児島市 桜ヶ丘4丁目町内会きずな会 桜ヶ丘４丁目公民館 町内会員 非常持出品説明・防災かるた ３５人 センター職員

H30.3.10 垂水市 牛根地区振興会長連絡協議会 鹿児島県防災研修センター 自治会長 防災講話 ６人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫氏


