
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

　　　　　　　　　　　　― 　　　　　　　　　　　　― 　　　　　　　　　　　　― 　ー ー 　　　　　　　　　　　　―

R2.5.20 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県庁 市町村防災担当職員 災害時における新型コロナウィルス対策 50 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R2.6.5 姶良市 姶良市松原下いきいきサロン 松原下公民館 自治会員 防災グッズ・非常持出品の中身について 30 防災研修センター　職員

R2.6.9 鹿屋市 鹿屋市立吾平小学校 鹿屋市立吾平小学校 児童・教職員 地震避難訓練後の防災講話 284 地域防災アドバイザー　横山　太

R2.6.25 曽於市 曽於市立末吉中学校 曽於市立末吉中学校 生徒・教職員 豪雨・地震に関する防災講話・持出品について 300 地域防災アドバイザー　村野　剛

R2.6.25 出水市 出水市保健センター 出水市保健センター 市役所職員 防災講話・HUG 30 地域防災アドバイザー　福崎　純孝

R2.6.28 枕崎市 枕崎市平田町自主防災組織 枕崎市妙見センター 平田町住民 風水害に関する防災講話 50 地域防災アドバイザー　福崎　純孝

R2.6.28 鹿児島市 鹿児島市桜島地区コミュニティ協議会 鹿児島市桜島公民館 コミュニティ協会役員・町内会長・その他 HUG 50 地域防災アドバイザー　村野　剛

R2.6.29 宇検村 宇検村 宇検村元気の出る館 自主防災組織・消防分団長・役場職員 自主防災組織の運営方法・避難所運営 50 地域防災アドバイザー　中山　芳一

R2.7.2 鹿児島市 鹿児島森林管理署 鹿児島森林管理署 森林管理署職員 地震・大雨等の災害に関する防災講話 35 専門防災アドバイザー　津田　盛吉

R2.7.10 霧島市 牧之原中学校 牧之原中学校 中学生(全学年) クロスロード 80 地域防災アドバイザー　村野　剛

R2.7.23 鹿児島市 谷山ふるさとコミュニティ協議会 谷山小体育館 小学生・保護者 災害に対する対策・段ボール箱ベッド作り 50 地域防災アドバイザー　福崎　純孝

R2.7.29 鹿児島市 南部親子のつどい 南部親子つどいの広場 就学前幼児・保護者 身近な物でできる防災グッズ 6 防災研修センター　職員

R2.8.4 姶良市 鹿児島県教育委員会 姶良市公民館 姶良・伊佐地区教職員 学校の災害教育の在り方 100 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R2.8.4 鹿児島市 吉田校区社会福祉協議会 吉田校区コミュニティセンター 校区住民 持出品の中身と重要性について 30 防災研修センター　職員

R2.8.25 姶良市 龍桜高等学校 龍桜高等学校　体育館 看護学科　専門課程生 クロスロード・防災講話 79 地域防災アドバイザー　村野　剛

R2.8.27 日置市 県消防学校 県消防学校 第83期初任教育受講生 防災対策に関する講話 66 地域防災アドバイザー　村野　剛

R2.8.30 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 DIG 76 地域防災アドバイザー　村野　剛

R2.9.5 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 職員 災害時における避難行動・防災講話 30 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R2.9.9 宇検村 宇検村 宇検村湯湾集落内公民館 自主防災組織・行政消防 自主防災組織の在り方・避難所対応シュミレーション 30 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R2.9.10 宇検村 地域保健活動連絡協議会 大島支庁　４階会議室 名瀬地区管内保健師 コロナ等感染症対策を踏まえた避難所運営 30 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R2.9.12 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 学生機能別団員 HUG・防災講話 35 地域防災アドバイザー　馬渡　和男

R2.9.12 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体育館 小学生・教職員 地震や災害に関する防災講話 115 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R2.9.24 鹿児島市 鹿児島県教育委員会 かごしま県民交流センター 市町村教育関係者・行政職員・公民館関係者 災害時における公民館の役割・対応 150 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R2.9.26 鹿児島市 鹿児島まちの駅連絡協議会 石橋公園記念館 町内会・まちの駅加盟会員・関係団体 地域防災への心構え 60 専門防災アドバイザー　井口　正人

R2.9.28 垂水市 垂水市消防団 垂水市消防団第1分団詰所 女性消防団員 HUG・防災講話 31 地域防災アドバイザー　村野　剛

R2.10.1 鹿児島市 鹿児島市情報高校 鹿児島市情報高校 生徒・教職員 災害時の応急処置 31 地域防災アドバイザー　馬渡　和男

R2.10.8 枕崎市 枕崎市 枕崎市妙見センター 市職員 避難所運営における感染症対策 50 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R2.10.17 指宿市 指宿市利永小学校 指宿市利永小学校体育館 児童・PTA 防災グッズの作り方・防災講話 40 地域防災アドバイザー　福崎　純孝

R2.10.29 徳之島町 徳之島町 徳之島町生涯学習センター 自治会・一般町民・役場職員 自主防災組織運営・避難所における感染症対策 100 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R2.11.9 霧島市 霧島中学校 霧島中学校 生徒・教職員 火山に関する説明、火山実験 82 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R2.11.12 姶良市 西姶良小学校 西姶良小学校 児童・教職員 火災避難訓練後の防災講話・DVD視聴 187 防災研修センター　職員

R2.11.14 姶良市 加治木校区コミュニティ協議会 加治木小学校　体育館 加治木小PTA、加治木校区民 台風、水災に関する講話 200 地域防災アドバイザー　吉水　康夫

R2.11.14 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 130 地域防災アドバイザー　村野　剛

R2.11.22 鹿児島市 真砂福祉館ネットワーク 真砂福祉館 自治会、一般市民 ハザードマップ作成、防災講話 30 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R2.11.26 日置市 日置地区公民館 日置地区公民館 自治会役員 自主防災組織に関する講話 30 地域防災アドバイザー　馬渡　和男

R2.11.29 日置市 県消防学校 県消防学校 消防団員 水災活動訓練(講話) 68 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R2.12.1 垂水市 境地区公民館 境地区公民館 地区住民 DIG・防災講話 30 地域防災アドバイザー　村野　剛

R2.12.6 日置市 県消防学校 県消防学校 分団長・副分団長 DIG・防災講話 48 地域防災アドバイザー　村野　剛

R2.12.13 鹿児島市 鴨池校区コミュニティ協議会 鴨池小学校体育館 自治会員・一般市民 DIG・防災講話 40 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R2.12.13 鹿児島市 県地域女性団体連絡協議会 県婦人会館 会員・一般市民 非常持出品・防災グッズ説明 55 防災研修センター　職員

R2.12.24 姶良市 社会福祉協議会 姶良公民館 地域住民 非常持出品・防災グッズ説明 40 防災研修センター　職員

R2.4.1～R2.4.30 実績なし

鹿児島県防災研修センター出前講座実績



R3.1.19 垂水市 境小学校 境小学校体育館 小学生・教職員・保護者・地域住民 災害時の行動・防災講話 29 地域防災アドバイザー　村野　剛

R3.1.20 日置市 地域婦人会連絡協議会 日置市役所日吉支所 会員・一般市民 災害時の対応・防災講話 58 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R3.1.27 徳之島町 徳之島町教育委員会 鹿児島県防災研修センター 中学校校長・教育委員会担当者 防災教育の在り方と避難の仕方 4 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R3.2.8 鹿屋市 鹿屋市立輝北中学校 鹿屋市立輝北中学校 中学生・教職員 地震に関する防災講話 62 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R3.2.20 薩摩川内市 薩摩川内市職員労組ユース部 SSプラザせんだい　3階会議室 薩摩川内市職員 HUG 19 地域防災アドバイザー　馬渡　和男

R3.3.23 出水市 出水市保健センター マルマエ音楽ホール出水・高尾野農村
環境改善センター

自治会長・自治会役員 自主防災組織の意義・活動のに関する講話 300 専門防災アドバイザー　津田　盛吉
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