
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

H28.4.27 日置市 日置市 日置市中央公民館 自主防災組織 防災講話 220人 地域アドバイザー　馬渡　和男

H28.4.29 鹿児島市 KYT 中央公園 県民 防災グッズの紹介 100人 センター職員

H28.5.10 姶良市 加治木町　新中サロン 新中公民館 自治会 DVD鑑賞・防災グッズの紹介 14人 センター職員

H28.5.22 枕崎市 枕崎市消防本部 枕崎市市民会館 枕崎市・消防本部・消防団・自主防災組織 DIG（図上訓練） 60人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H28.5.24 鹿児島市 鹿児島市教育委員会保険体育課 鴨池公民館 小・中・高校の安全担当教員 火山講話 120人 専門アドバイザー　井村　隆介

H28.5.26 垂水市 垂水市協和小学校 垂水市協和小学校体育館 児童・先生 地震等の災害の体験教室 89人 地域アドバイザー　村野　剛

H28.5.26 姶良市 姶良・伊佐地区社会教育振興会 姶良・伊佐地域振興局 姶良・伊佐地区社会行政職員 防災講話 30人 地域アドバイザー　吉水　康夫

H28.5.29 姶良市 姶良市立建昌小学校 姶良市立建昌小学校体育館 保護者 防災講話 100人 専門アドバイザー　井村　隆介

H28.6.3 南九州市 南九州市防災安全課 知覧文化会館 自治会長・自主防災組織代表者 防災講話 130人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H28.6.4 鹿児島市 鹿児島市立明和小学校 鹿児島市立明和小学校 小学生・保護者 防災講話 140人 地域アドバイザー　馬渡　和男

H28.6.5 鹿児島市 鹿児島市立中洲小学校 鹿児島市立中洲小学校 保護者 防災講話 200人 地域アドバイザー　馬渡　和男

H28.6.5 霧島市 霧島市安心安全課 霧島総合支所 一般市民 防災講話 70人 地域アドバイザー　吉水　康夫

H28.6.10 伊佐市 伊佐市教育委員会 大口ふれあいセンター 姶良・伊佐地区高齢者・女性リーダー 防災講話 100人 地域アドバイザー　吉水　康夫

H28.6.11 鹿児島市 鹿児島市立宮小学校 鹿児島市立宮小学校 小学生・保護者 防災講話 30人 地域アドバイザー　村野　剛

H28.6.11 屋久島町 屋久島町立神山小学校 屋久島町立神山小学校 保護者 防災講話 70人 地域アドバイザー　馬渡　和男

H28.6.14 日置市 朝日ヶ丘自治公民館 朝日ヶ丘自治公民館 一般市民 DVD鑑賞・防災グッズの紹介 45人 センター職員

H28.6.19 指宿市 迫南・迫中自主防災組織 迫南公民館 自主防災組織 防災講話 25人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H28.6.21 中種子町 中種子町立増田小学校 中種子町立増田小学校 保護者 防災講話 40人 地域アドバイザー　村野　剛

H28.7.6 霧島市 霧島市立福山小学校 福山小学校多目的ホール 保護者と教職員 防災講話 30人 地域アドバイザー　村野　剛

H28.7.9 いちき串木野市 いちき串木野市立羽島中学校 いちき串木野市立羽島中学校 中学生・教職員・保護者 防災講話 55人 専門アドバイザー　井村　隆介

H28.7.9 姶良市 松原なぎさ小学校 松原なぎさ小学校 小学生・保護者 非常持出品説明・DVD 200人 センター職員

H28.7.10 姶良市 重富団地・山野自治会 姶良市高齢者福祉センター 自治会の会員 防災講話 50人 地域アドバイザー　中村　幹夫

H28.7.12 伊佐市 県生活学校連絡会 鹿児島市民文化ホール 生活改善団体 防災講話 200人 専門アドバイザー　井村　隆介

H28.7.13 いちき串木野市 いちき串木野市高齢者クラブ連合会 串木野市高齢者センター 高齢者クラブ 防災講話 70人 専門アドバイザー　井村　隆介

H28.7.13 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 50人 地域アドバイザー　村野　剛

H28.7.16 南さつま市 南薩少年自然の家 南薩少年自然の家 小学生・保護者保護者 防災講話 40人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H28.7.20 姶良市 森こども会 姶良市中央公民館 小学生・保護者 DVD鑑賞・防災グッズの紹介・〇×クイズ 33人 センター職員

H28.7.21 出水市 北薩地域振興局総務企画課 出水庁舎3階大会議室 防災担当者・自治会長 自主防災組織に関する講話 40人 地域アドバイザー　村野　剛

H28.8.10 日置市 吹上地区自治会長連絡協議会 吹上中央公民館 一般市民（地域自治会長） 防災講話 ５６人 地域アドバイザー　馬渡　和男

H28.8.23 指宿市 指宿警察署 指宿警察署 警察官 防災講話 ５０人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H28.8.24 姶良市 加治木老人クラブ 加治木町福祉センター 老人クラブ 防災講話 90人 地域アドバイザー　吉水　康夫

H28.9.1 鹿児島市 鹿児島市立鴨池中学校 鹿児島市立鴨池中学校 中学生・職員 防災講話 ５３０人 専門アドバイザー　井村　隆介

H28.9.2 鹿児島市 真砂自主防災隊 県市町村自治会館 自治会 防災講話 ６０人 専門アドバイザー　井村　隆介

H28.9.6 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 避難訓練後の防災講話 ９５人 地域アドバイザー　中村　幹夫
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H28.9.8 姶良市 姶良市立錦江小学校PTA:研修部 錦江小学校校区公民館 保護者 防災講話 ３０人 地域アドバイザー　吉水　康夫

H28.9.8 日置市 県消防学校 県消防学校 初任教育生 図上訓練 ４９人 地域アドバイザー　馬渡　和男

H28.9.10 日置市 麦生田下　自主防災会 麦生田下公民館 自主防災組織 防災講話 ４０人 地域アドバイザー　大原　昭七郎

H28.9.18 枕崎市 枕崎市総合訓練 枕崎市市民会館 自治会・消防団・市職員・消防職員 防災講話 ３００人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H28.9.21 日置市 熊野自治会 日置市日吉老人福祉センター 自治会 自主防災組織に関する講話 ３０人 地域アドバイザー　馬渡　和男

H28.9.25 姶良市 柁城校区コミュニティ協議会 加治木総合支所　体育館 校区民 非常持出品説明・防災講話 １１０人 センター職員

H28.9.25 日置市 県消防学校 県消防学校 消防団初級幹部 図上訓練 ４４人 地域アドバイザー　馬渡　和男

H28.9.28 薩摩川内市 樋脇公民館 樋脇公民館 市民 防災講話 ３０人 地域アドバイザー　大原　昭七郎

H28.10.6 霧島市 霧島市立三体小学校 霧島市立三体小学校 職員・小学生・幼稚園生 避難訓練後の防災講話 ３９人 地域アドバイザー　吉水　康夫

H28.10.8 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 １１３人 専門アドバイザー　井村　隆介

H28.10.8 南九州市 頴娃保育園 頴娃保育園 園児父母 防災講話 ６０人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H28.10.8 姶良市 松原なぎさ小学校 松原なぎさ小学校 小学生・保護者 防災かるた ２１６人 センター職員

H28.10.22 伊佐市 伊佐市こども会育成会 伊佐市文化会館 小学生・保護者 防災グッズ製作・非常持出品 ８５人 センター職員

H28.10.25 霧島市 霧島市立安良小学校家庭教育学級 霧島市立安良小学校 安良小学校保護者 防災講話 １６人 地域アドバイザー　吉水　康夫

H28.11.6 姶良市 九州中国帰国支援・交流センター 県防災研修センター 中国帰国者 防災講話 ２０人 地域アドバイザー　吉水　康夫

H28.11.6 日置市 日置市野首地区公民館 日置市野首地区公民館 野首地区住民 防災講話 ８０人 専門アドバイザー　井村　隆介

H28.11.10 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 専門アドバイザー　井村　隆介

H28.11.11 南九州市 頴娃町民生委員児童委員協議会 南九州市頴娃老人福祉センター 民生委員 防災講話 ４５人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H28.11.12 東串良町 東串良町池之原小学校 東串良町池之原小学校 小学生・職員 防災講話 ２９２人 地域アドバイザー　中村　幹夫

H28.11.12 東串良町 東串良町柏原小学校 東串良町柏原小学校 小学生・職員 防災講話 ９２人 地域アドバイザー　横山　太

H28.11.13 日置市 川中自治会自主防災会 永吉地区公民館 地域住民 担架の作り方・防災講話 ４０人 地域アドバイザー　吉水　康夫

H28.11.13 南さつま市 南さつま市白亀自主防災組織 白亀公民館 地域住民 防災講話 ９０人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H28.11.15 日置市 県消防学校 ホテルパレスイン 県下消防団長 防災講話 ６０人 地域アドバイザー　村野　剛

H28.11.17 南さつま市 川辺地区生活学校運動連絡会 南さつま市民会館 生活学校関係者 防災講話 ５０人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H28.11.19 日置市 県消防学校 県消防学校 消防団 防災講話 ４７人 地域アドバイザー　馬渡　和男

H28.11.19 霧島市 宮内保育園 宮内地区公民館 保育園生・保護者・職員 DVD鑑賞・防災ダック・非常持出品説明 ４０人 センター職員

H28.11.20 日置市 県消防学校 県消防学校 消防団 防災講話 ４７人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H28.11.20 日置市 郡下自主防災会 郡下公民館 自治会員 防災講話 ５０人 専門アドバイザー　津田　盛吉

H28.11.20 鹿児島市 県立青少年研修センター 県立青少年研修センター 小学生・中学生 防災講話 １７人 地域アドバイザー　村野　剛

H28.11.22 姶良市 姶良市立西姶良小学校 姶良市立西姶良小学校 小学生・職員 DVD鑑賞・非常持出品説明 １８０人 センター職員

H28.11.22 南九州市 南九州市社会福祉協議会 川辺文化会館 民生委員・自治会・一般市民 防災講話 １５０人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H28.11.25 日置市 日置地区生活学校運動連絡協議会 東市来文化交流センター 生活学校関係者 防災講話 １２０人 地域アドバイザー　馬渡　和男

H28.11.26 日置市 県消防学校 県消防学校 消防団 DIG（図上訓練） ５４人 地域アドバイザー　馬渡　和男

H28.11.26 姶良市 松原上自治会 松原上自治公民館 自治会員 防災講話 ６０人 地域アドバイザー　吉水　康夫

H28.11.27 日置市 下神殿公民館 下神殿公民館 自治会員 防災講話 ５０人 専門アドバイザー　井村　隆介

H28.11.27 日置市 県消防学校 県消防学校 消防団 防災講話 ５４人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H28.11.30 霧島市 霧島市立舞鶴中学校 霧島市立舞鶴中学校 PTA・職員・生徒代表 防災講話 30人 地域アドバイザー　吉水　康夫

H28.12.4 日置市 日置市飯牟礼地区公民館 日置市飯牟礼地区公民館 地区住民 防災講話 １５０人 地域アドバイザー　村野　剛



H28.12.6 姶良市 姶良市立帖佐中学校 姶良市立帖佐中学校 中学生・職員 防災講話 ２９０人 専門アドバイザー　井村　隆介

H28.12.7 鹿児島市 鹿児島県婦人会館 鹿児島県婦人会館 地域女性団体連絡会・一般市民 自然災害の知識やアドバイス ８０人 専門アドバイザー　井村　隆介

H28.12.10 姶良市 姶良市立北山小学校 姶良市立北山小学校 小学生・一般 地震・津波・避難の仕方 ４０人 地域アドバイザー　吉水　康夫

H28.12.18 肝付町 荒瀬振興会自主防災組織 荒瀬振興会集会所 荒瀬振興会会員 防災計画策定講話 ７５人 地域アドバイザー　村野　剛

H28.12.18 出水市 政所こども会 政所公民館 小学生・保護者・一般自治会員 防災講話 ３０人 地域アドバイザー　柏木　義昭

H29.1.12 鹿児島市 鹿児島市立桜洲小学校 鹿児島市立桜洲小学校 小学生・教職員 防災講話 ９７人 地域アドバイザー　吉水　康夫

H29.1.13 南九州市 南九州市宮脇地区公民館 南九州市宮脇地区公民館 地域住民 防災講話 ７５人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H29.1.14 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 ８０人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H29.1.18 姶良市 姶良市帖佐校区コミュニティ協議会 帖佐公民館 自治会長 DVD鑑賞・非常持出品説明 １６人 センター職員

H29.1.23 霧島市 霧島市立高千穂小学校 霧島市立高千穂小学校 小学生・職員 防災講話 １０８人 地域アドバイザー　吉水　康夫

H29.1.25 鹿児島市 鹿児島市西田文化協会 西田文化協会２階集会場 町内会会員 防災講話 ５０人 地域アドバイザー　馬渡　和男

H29.1.25 錦江町 錦江町自治会連絡協議会 錦江町府文化センター 自治会長 防災講話 １００人 地域アドバイザー　村野　剛

H29.1.26 薩摩川内市 薩摩川内市中央公民館　市民大学講座 薩摩川内市中央公民館 市民大学講座生 防災講話 ５０人 専門アドバイザー　井村　隆介

H29.1.31 姶良市 姶良市女性団体連絡会 姶良公民館 一般市民 防災講話 ２５０人 専門アドバイザー　井村　隆介

H29.2.5 南九州市 西塩屋自治会 西塩屋公民館 全自治会員 防災講話 100人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H29.2.5 垂水市 垂水市消防本部 垂水市役所 消防団員 図上訓練 ４９人 地域アドバイザー　村野　剛

H29.2.8 鹿児島市 県小中学校事務職員研究会 かごしま県民交流センター 小中学校事務職員及び教育関係者 防災講話 ３００人 専門アドバイザー　井村　隆介

H28.2.16 鹿児島県 フードバンクかごしま 県民健康プラザ健康増進センター 地域コミュニティ・行政 防災講話 ６０人 専門アドバイザー　岩船　昌起

H28.2.16 南さつま市 南さつま市 南さつま市役所 自主防災組織 図上訓練 ８０人 地域アドバイザー　福﨑　純孝

H28.2.25 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 薩摩川内市消防団下甑大隊 防災講話 ３４人 地域アドバイザー　村野　剛

H28.2.26 日置市 永吉地区公民館 永吉地区公民館 自治会 防災講話 １１０人 地域アドバイザー　馬渡　和男

H29.3.5 曽於市 大隅北校区公民館 大隅北小学校 校区内住民 防災講話 150人 専門アドバイザー　井村　隆介

H29.3.5 南さつま市 舞敷野自主防災会 舞敷野公民館 自主防災組織 防災講話 １40人 地域アドバイザー　馬渡　和男

H29.3.15 日置市 県消防学校 県消防学校 第79期初任教育生 DIG（図上訓練） 36人 地域アドバイザー　村野　剛

H29.3.25 鹿児島市 清和校区社会福祉協議会 新入公民館 民生委員・町内会長 DIG（図上訓練） 50人 地域アドバイザー　馬渡　和男

H29.3.26 南九州市 新牧自主防災組織 新牧公民館 一般市民 防災講話 60人 地域アドバイザー　福﨑　純孝


