
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

H31.4.7 垂水市 垂水市小中野振興会 垂水市辺田公民館 自治会員 災害リスクについての防災講話 ３０人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

H31.4.14 姶良市 姶良市三拾町自治会 姶良市三拾町自治公民館 自治会員 非常持出用品・防災に関する講話 ６０人 防災研修センター職員

H31.4.22 十島村 十島村 十島村役場4階会議室 自主防災会・消防団・役場職員 自主防災組織の必要性・活動についての講話 ３０人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.5.10 指宿市 県介護専門支援専門員指宿支部 ふれあいプラザなのはな館 介護支援専門員 災害時における要援護者への対策 ６０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R1.5.11 大崎町 大崎町立大崎中学校 大崎中学校体育館 中学生 地震避難訓練後の防災講話 ３３０人 地域防災アドバイザー　中村　幹夫

R1.5.11 垂水市 垂水市立協和小学校 協和小学校体育館 職員・保護者・児童 全校児童を対象とした災害に関する親子教室 ９８人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.5.12 枕崎市 枕崎市 旧金山小学校体育館 自治会員 危険箇所の把握や避難所運営の実践的講習 ７０人 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R1.5.26 鹿児島市 鹿児島市立吉野小学校 吉野小学校屋内運動場 保護者・教職員 災害への危機意識向上と行動に関する講話 ３７５人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.5.26 出水市 出水市西町自治会 西町自治公民館 自治会員 自主防災組織活動と防災訓練の仕方 62人 地域防災アドバイザー　柏木　義昭

R1.6.2 垂水市 垂水市 新城小学校体育館 一般市民 要配慮者避難及び福祉避難所開設について １５０人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.6.2 阿久根市 阿久根市 風テラスあくね交流センター 自治会長・民生員・消防団・一般市民
過去の災害・自主防災組織・豪雨災害に関する防災
講話

１５０人 専門防災アドバイザー　津田　誠吉

R1.6.5 指宿市 指宿市立丹波小学校 指宿市立丹波小学校 小学生・教職員 地震・津波避難訓練後の防災講話 ５７３人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R1.6.9 南九州市 南九州市 南九州市知覧文化会館 市内自主防災組織リーダー 自主防災組織活動に関する防災講話 １００人 専門防災アドバイザー　津田　誠吉

R1.6.15 南さつま市 長屋校区元気づくり委員会 長屋校区公民館 長屋校区一般市民 風水害に関する防災講話 ５０人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫

R1.6.16 姶良市 上水流自治会 上水流地区公民館 自治会員 自治会避難訓練後の防災講話 ６８人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫

R1.6.21 鹿児島市 桜洲校区コミュニティ協議会 鹿児島市桜島公民館 一般市民 被災地に学ぶ避難所運営 ８０人 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R1.6.23 枕崎市 平田潟自主防災会 妙見センター 自治会(自主防災組織) 避難所運営ゲーム(HUG) ５０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R1.6.23 南九州市 小野自治会 小野自治会公民館 自治会員 風水害に関する防災講話 ３０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R1.6.25 阿久根市 尾原・米次サロン会 阿久根市山村開発センター サロン会会員・一般市民 自主防災組織の高齢者対応について ５０人 専門防災アドバイザー　津田　誠吉

R1.6.28 阿久根市 大川中学校 大川小学校　講堂 評議員・保護者・小学生 図上訓練(DIG) ５０人 地域防災アドバイザー　柏木　義昭

R1.6.29 垂水市 水之上小学校 水之上小学校体育館 児童・保護者 図上訓練(DIG) ３０人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.7.7 南さつま市 新川自治会 新川公民館 自治会員 水害に防災講話 ５０人 地域防災アドバイザー　柏木　義昭

R1.7.9 指宿市 指宿市危機管理課 ふれあいプラザなのはな館 自治会長 自主防災・災害に関する防災講話 ２００人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R1.7.13 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・教職員 非常持出用品・防災に関する講話 ２３５人 防災研修センター職員

R1.7.18 出水市 県立出水養護学校 県立出水養護学校 保護者・教職員 心肺蘇生法・防災講話 ３０人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫

R1.7.19 霧島市 霧島市舞鶴大学 霧島市民会館 高齢者 自然災害に関する防災講話 ４００人 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R1.7.20 出水市 平松東自治会 平松東自治公民館 自治会員 災害に関する防災講話 ３０人 地域防災アドバイザー　柏木　義昭

R1.7.24 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 風水害・防災意識啓発に関する防災講話 ７０人 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R1.7.27 指宿市 指宿市危機管理課 柳田公民館 自治会員 自主防災・災害に関する防災講話 ５０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R1.7.28 指宿市 柳田校区公民館 柳田校区公民館 中学生・自治会員 HUG・防災講話 ３０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R1.7.29 枕崎市 枕崎市 枕崎市市民会館 災害対策本部員・避難所担当職員 HUG・防災講話 ５１人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男

R1.7.30 姶良市 姶良市社会福祉協議会 加治木町福祉センター 小学生・中学生・職員 非常持ち出し品ゲーム・防災講話 ３０人 防災研修センター職員

鹿児島県防災研修センター出前実績

H31.4.24 さつま町
さつま町地区行政推進員・公民館行政連
絡員

薩摩農村環境改善センター 地区行政推進員・公民館行政連絡員 災害に関する日頃のこころがまえについて １８０人 専門防災アドバイザー津田　盛吉



R1.8.4 鹿児島市 鹿児島市消防団 鹿児島市消防総合訓練研修センター 鹿児島市消防団員 HUG・防災講話 １５２人
地域防災アドバイザー　馬渡　和男
地域防災アドバイザー　横山　太

R1.8.7 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 市町村職員・教職員・大学生 社会教育における防災教育・災害に関する講話 ３０人 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R1.8.8 南九州市 川辺町民生児童委員協議会 川辺文化会館 民生児童委員 災害に関する日頃の備え・避難情報について ５０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R1.8.11 鹿児島市 桜島コミュニティ協議会連絡会 鹿児島市桜島公民館 一般市民 被災地に学ぶ災害への備え ２００人 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R1.8.22 鹿児島市 喜入第2児童クラブ 喜入第2児童クラブ 小学生・支援員 火山・非常持出袋等に関する防災講話 ２９人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R1.8.22 霧島市 国分南中学校 国分南中学校 教職員 防火防災に関する講話 ３０人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.8.23 鹿屋市 大隅地域振興局 鹿屋市東地区学習センター 保健師・防災行政担当者 要配慮者避難支援について防災講話 ４０人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.8.29 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・出先機関職員 風水害・防災意識啓発に関する防災講話 ５０人 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R1.9.1 出水市 出水市 高尾野農村環境改善センター 一般市民 自主防災組織活動の仕方・日頃の心がけ １５０人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.9.3 日置市 県消防学校 県消防学校 第82期初任教育生 図上訓練(DIG)内容紹介 ７３人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男

R1.9.7 鹿児島市 鹿児島市消防団 鹿児島市消防総合訓練研修センター
鹿児島市消防団員・女性団員・学生機
能別団員

HUG・防災講話 ８０人
地域防災アドバイザー　馬渡　和男
地域防災アドバイザー　横山　太

R1.9.7 姶良市 姶良市教育委員会・姶良市中央図書館 姶良市中央図書館 一般市民 災害防災に関する講話 １００人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.9.7 東串良町 東串良町 東串良町保健センター
一般市民・准看護学生・医療機関従事
者・行政

南海トラフ地震等や対策に関する防災講話 １００人 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R1.9.8 鹿児島市 鹿児島市八幡校区公民館 鹿児島県婦人会館 八幡校区自治会員 非常持ち出し袋・防災グッズの説明 ２１０人 防災研修センター職員

R1.9.13 鹿児島市 鹿児島市真砂自主防災会 真砂福祉館 真砂町住民 桜島大爆発に備えて・地震・津波・豪雨等の対応 ５０人 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R1.9.14 南さつま市 県立南薩少年自然の家 県立南薩少年自然の家 一般市民 避難所宿泊体験学習・非常食体験 ３０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R1.9.15 日置市 川中自治会自主防災会 永吉地区公民館会議室 川中地区住民 防災グッズ作成・非常持ち出しについて ４５人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫

R1.9.20 伊佐市 伊佐市立菱刈中学校 伊佐市立菱刈中学校 中学生・教職員 避難及び身近な物の防災グッズ活用法 １７０人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫

R1.9.28 曽於市 曽於市あけぼの長寿会 曽於市あけぼの公民館 校区住民 高齢者に関する防災のアドバイス ４０人 地域防災アドバイザー　中村　幹夫

R1.9.28 鹿児島市 石橋記念公園 石橋記念館 地元町内会 地震・豪雨災害における地域防災への心構え ６０人 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R1.9.29 日置市 平古自治会 平古公民館 平古自治会住民 災害及び自助の必要性に関する講話 ３３人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.10.6 瀬戸内町 瀬戸内町地縁団体阿木名自治会 瀬戸内町阿木名公民館 阿木名自治会員 自主防災組織及び避難訓練等について防災講話 ５０人 地域防災アドバイザー　中山　芳一

R1.10.16 鹿児島市 鹿児島市大谷幼稚園保護者会 東本願寺大谷会館研修室 幼稚園児保護者 災害時における注意点・家庭での備え ３０人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.10.18 徳之島町 徳之島町 徳之島町生涯学習センター 徳之島町役場職員 自主防災・避難・要配慮者への対応 ７０人 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R1.10.21 西之表市 西之表市 西之表市市民会館 市3役・市職員・消防職員 災害対策本部の流れ・DIG訓練 ７０人 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R1.10.24 指宿市 指宿市立今和泉小学校 指宿市立今和泉小学校 保護者・教職員 家庭での防災対策に関する防災講話 ３０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R1.10.24 姶良市 県立加治木高等学校 県立加治木高等学校 生徒・教職員 防災・減災に関する防災講話 ９８０人 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R1.10.26 姶良市 姶良市龍桜高等学校 姶良市龍桜高等学校 看護学科専門課程生 図上訓練 ７３人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.10.28 姶良市 姶良市立帖佐中学校 姶良市立帖佐中学校 生徒・教職員 火山・地震に関する防災講話 ２４０人 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R1.11.9 東串良町 東串良中学校 東串良中学校 生徒・教職員 津波避難訓練後の防災講話 １８６人 地域防災アドバイザー　中村　幹夫

R1.11.9 鹿児島市 鹿児島市八幡校区コミュニティ協議会 八幡小学校体育館 八幡小学校PTA会員 桜島火山活動の現状及び家庭の防災対策 １５０人 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R1.11.10 姶良市 姶良市白金原自治会 白金原自治公民館 小中学生・自治会員・一般市民 桜島噴火の現状と海底噴火の影響に関する講話 ７０人 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R1.11.10 いちき串木野市 中央地区まちづくり協議会 いちき串木野市中央交流センター 地域住民 災害時洪水、内水氾濫時の避難、防災講話 ８０人 地域防災アドバイザー　柏木　義昭

R1.11.11 霧島市 霧島市立霧島中学校 霧島市立霧島中学校 生徒・教職員 霧島の火山及び火山実験 １００人 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R1.11.12 南九州市 頴娃町民生児童員協議会 頴娃老人福祉センター 民生児童委員 災害時の民生児童員の役割について ４５人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男

R1.11.16 垂水市 辺田自治公民館 辺田自治公民館 自治会員 防災情報について H30.7月豪雨 ３０人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.11.16 日置市 東市来子ども育成会 東市来文化交流センター 子ども育成者 家庭での防災、過去の災害等 １００人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男

R1.11.17 薩摩川内市 鳥丸地区コミュニティ協議会 旧鳥丸小学校体育館 小学生、一般、高齢者 災害時の避難(台風、地震)、自主防災について ２００人 地域防災アドバイザー　柏木　義昭



R1.11.22 霧島市 霧島市立国分南中学校 霧島市立国分南中学校 保護者 日頃の備え等に関する防災講話 １００人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.11.22 日置市 県消防学校 県消防学校 第13期中級幹部科教育受講生 DIG ２８人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男

R1.11.24 日置市 県消防学校 県消防学校 消防団員(部長階級) 水災活動訓練(講義) ７６人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.11.26 鹿屋市 林野庁九州森林管理局大隅森林管理署 大隅森林管理署　会議室 大隅森林管理署職員 地震、大雨等に関する防災講話 ３２人 地域防災アドバイザー　横山　太

R1.12.6 阿久根市 阿久根市防犯組合連絡協議会 風テラスあくね交流室 市内各区長 図上訓練 ７７人 地域防災アドバイザー　柏木　義昭

R1.12.8 日置市 県消防学校 県消防学校 消防団(分団長、副分団長) 災害対応図上訓練 ５１人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男

R1.12.12 志布志市 志布志地域高齢者学級 国民宿舎ボルべりアダグリ 一般市民(高齢者) 長雨の対応や高齢者の避難について １５０人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.12.14 薩摩川内市 薩摩川内市青瀬地区コミュニティ協議会 青瀬地区コミュニティセンター 一般市民 災害に関する防災講話 ３５人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R1.12.15 薩摩川内市 薩摩川内市青瀬地区コミュニティ協議会 青瀬地区コミュニティセンター 一般市民 避難訓練後の講評 ３５人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R1.12.15 姶良市 姶良市西姶良北自治会 西姶良北集会所 自治会員 地震や災害に対する心構えと準備品 ６０人 地域防災アドバイザー　吉水　康夫

R1.12.19 鹿児島市 鹿児島市八幡校区自主防災会連絡会 八幡校区振興会公民館 自主防災会会長、事務局長、防災関係者災害急迫時の緊急避難体制について ５０人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R1.12.20 姶良市 姶良市社会福祉協議会 姶良市社会福祉協議会 一般市民 非常持ち出し袋、防災グッズの説明 ３０人 防災研修センター職員

R1.12.26 鹿児島市 鹿児島市南第二児童クラブ 鹿児島市三和児童センター 小学生、児童クラブ゛職員 防災カッパ作成、非常持出品ゲーム、持出品説明 ２１人 防災研修センター職員

R2.1.16 日置市 東市来地域女性連絡協議会 南薩少年自然の家 女性団体 地震・避難・自主防災組織に関する講話 ３０人 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R2.1.25 鹿児島市 吉田地域5校区社会福祉協議会 鹿児島市吉田公民館 校区社会福祉協議会要員 非常持ち出し袋・防災グッズの説明 ４０人 防災研修センター職員

R2.1.26 姶良市 姶良市上水流自治会 姶良市上水流自治会 自治会員 非常持ち出し袋・防災グッズの説明 ３０人 防災研修センター職員

R2.2.4 霧島市 霧島市すこやか保健センター 霧島市すこやか保健センター 市役所職員 防災講話・HUG ３０人 地域防災アドバイザー　村野　剛　

R2.2.5 屋久島町 屋久島町八幡小学校 屋久島町八幡小学校 小学生・保護者・教職員 大雨災害に関する防災講話 ５６人 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R2.2.18 鹿児島市 谷山校区社会福祉協議会 谷山小学校校区公民館 谷山校区社協・町内会長・民生委員 避難所運営に関する防災講話 ３０人 地域防災アドバイザー　馬渡　和男

R2.2.20 出水市 出水市鶴亀大学 高尾野農村環境改善センター 一般市民(高齢者) 災害時への備え・非常持ち出し品の準備について ７０人 地域防災アドバイザー　柏木　義昭

R2.3.1～3.31 実績なし
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