
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

R3.4.2 垂水市 協和児童クラブ 協和児童クラブ 小学児童及び指導員 火山噴火に際する避難訓練・防災講話 25 地域防災アドバイザー　村野　剛

R3.4.5 南さつま市 笠沙児童クラブ 笠沙児童クラブ 小学生 地震・火災等の避難計画に関する講話 30 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R3.4.23 南さつま市 南薩教育事務所 南さつま市総合保健福祉センター 南薩地区小・中・義務教育学校長等 危機管理・学校防災に関する講話 100 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R3.5.28 鹿児島県 鹿児島県危機管理防災局 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感染症対策 50 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R3.5.31 日置市 日置市立和田小学校 日置市立和田小学校 小学生・保護者・職員 風水害に関する防災講話 20 地域防災アドバイザー　馬渡　和男

R3.6.4 姶良市 姶良市立蒲生中学校 姶良市立蒲生中学校 中学生・職員 大雨洪水避難訓練後の防災講話 180 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R3.6.6 姶良市 姶良市岩原南自治会 姶良市文化会館　加音ホール 自治会員 大雨・避難に関する防災講話 50 地域防災アドバイザー　吉水　康夫

R3.6.15 鹿屋市 鹿屋市立吾平小学校 鹿屋市立吾平小学校 小学生・職員 地震・津波避難訓練後の防災講話 280 地域防災アドバイザー　横山　太

R3.6.18 曽於市 曽於市立末吉中学校 曽於市立末吉中学校 中学2年生・職員 共助に関する防災講話 150 地域防災アドバイザー　村野　剛

R3.6.27 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 避難所における新型コロナウィルス感染症対策 50 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R3.6.29 曽於市 曽於市立末吉中学校 曽於市立末吉中学校 中学1年生・職員 自助に関する防災講話 150 地域防災アドバイザー　村野　剛

R3.7.3 姶良市 姶良市立北山小学校 姶良市立北山小学校体育館 児童・保護者 非常持出品説明・簡易トイレの作り方・防災クイズ 25 防災研修センター　職員

R3.7.5 霧島市 霧島市男女共同参画グループ 霧島市役所別館4階　大会議室 霧島市職員 災害時の避難所対応及び配慮する点について 100 専門防災アドバイザー　堀之内　広子

R3.7.15 三島村 三島村立片泊学園 三島村役場 児童・教職員 防災かっぱ作成・風水害に関する防災講話 115 専門防災アドバイザー　堀之内　広子
防災研修センター職員

R3.7.16 喜界町 喜界町 喜界町役場多目的ホール 役場職員・各集落区長 地域で取り組む防災対策及び避難所運営 70 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R3.7.21 出水市 出水市人生大学 マルマエ音楽ホール出水 一般市民 防災に対する基礎知識と心構えについて 170 専門防災アドバイザー　津田　盛吉

R3.7.29 鹿児島市 特別支援学校養護教諭部会 県教職員互助組合会館 県内高等学校　特別支援学校養護教諭 感染症蔓延時における災害時の対応・対策 100 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R3.8.3 鹿児島県 鹿児島県教育委員会 鹿児島市黎明館講堂 日置・いちき串木野市教職員 県の災害および学校の防災対策について 72 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R3.8.4 鹿児島市 鹿児島市喜入第2児童クラブ 鹿児島市喜入第2児童クラブ 児童・支援員 防災グッズ作成体験・防災DVD視聴 56 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R3.8.10 南九州市 南九州市知覧町民生児童委員協議会 南九州市知覧文化会館 民生児童委員 災害時避難方法・自主防災組織に関する講話 40 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R3.8.22 指宿市 指宿市教育委員会 ふれあいプラザなのはな館 一般市民 自然災害から身を守るための防災講話 60 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R3.8.24 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2年生 DIG・防災講話 67 地域防災アドバイザー　村野　剛

R3.8.26 日置市 鹿児島県消防学校 鹿児島県消防学校 第84期初任教育科教育受講生 避難運営および防災に係る講話 71 地域防災アドバイザー　村野　剛

R3.8.27 姶良市 県立加治木養護学校 県立加治木養護学校 教職員 地震・津波に関する防災講話 61 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R3.8.27 鹿児島市 県立明桜館高校 県立明桜館高校 教職員 災害時避難・過去の災害及び避難所に関する講話 50 専門防災アドバイザー　堀之内　広子

R3.9.1 曽於市 曽於市立大隅中学校 曽於市立大隅中学校 生徒・教職員 災害に関する防災講話 200 地域防災アドバイザー　村野　剛

R3.9.24 指宿市 指宿市PTA連合会 ふれあいプラザなのはな館 市内小・中・高等学校保護者 災害に関する防災講話 50 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R3.10.16 鹿児島市 石橋記念公園・鹿児島まちの駅連協 石橋記念館 地元町内会・まちの駅加盟会員・関係団体 災害避難への取り組み・地域防災に関する講話 50 専門防災アドバイザー　堀之内　広子

R3.10.17 日置市 川中自治会自主防災会 川中自治会東公民館 自治会員 津波避難訓練および防災講話 30 地域防災アドバイザー　吉水　康夫

R3.10.19 鹿児島市 県教育委員会・県公民館連合会 かごしま県民交流センター 市町村教育委員会関係者・行政職員・公民館主事 災害時における新型コロナウィルス感染症対策 150 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

R3.11.2 姶良市 西姶良小学校 西姶良小学校 児童・教職員 地震・津波避難訓練後の防災講話 185 防災研修センター　職員

R3.11.7 さつま町 鹿児島県国際交流協会 さつま町虎居地区公民館 さつま町在住外国人・一般市民・役場職員 非常持出品ゲーム・防災カッパ作成・避難所利用・
ハザードマップ確認

55 地域防災アドバイザー　吉水　康夫
防災研修センター　職員

龍郷町 龍郷町 龍郷町役場第1会議室 龍郷町役場職員 避難所運営に関する防災講話 20 地域防災アドバイザー　村野　剛

龍郷町 龍郷町 龍郷町役場第1会議室 自主防災組織会長及び住民 地域防災計画の必要性や作成方法 20 地域防災アドバイザー　村野　剛

R3.11.15 鹿児島県 鹿児島税関支署 鹿児島税関支署3階会議室 税関職員 南海トラフ地震等、大規模地震発生時における防災
講話

59 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R3.11.21 霧島市 霧島市教育委員会 県立霧島自然ふれあいセンター 霧島市内の小・中学生 災害への備えについて学ぼう 30 地域防災アドバイザー　吉水　康夫

R3.11.27 鹿児島市 三和児童センター 三和児童センター 児童・支援員 防災DVD視聴・防災カッパ・非常持出品ゲーム 17 防災研修センター　職員

日置市 鹿児島県消防学校 鹿児島県消防学校 消防団員部長階級 水災活動訓練(講義) 70 地域防災アドバイザー　村野　剛

いちき串木野市 中央地区まちづくり協議会 中央交流センター 自治会役員 洪水・内水氾濫に関する防災講話 30 地域防災アドバイザー　柏木　義昭

R3.12.5 日置市 鹿児島県消防学校 鹿児島県消防学校 消防団分団長・副分団長 DIG・防災講話 48 地域防災アドバイザー　馬渡　和男

R3.12.9 出水市 鹿児島県立野田女子高等学校 鹿児島県立野田女子高等学校 衛生看護科(専攻科)3年生・4年生・5年生 活動現場に応じた看護活動および防災講話 60 専門防災アドバイザー　堀之内　広子

R3.12.14 姶良市 姶良市社会福祉協議会 姶良公民館2階会議室 市内在住の地域住民 DIG・防災講話 30 地域防災アドバイザー　吉水　康夫

R3.12.19 出水市 出水市人生大学 マルマエホール出水 一般市民 災害への備えに関する防災講話 200 専門防災アドバイザー　津田　盛吉

R3.12.20 曽於市 曽於市自主防災組織連絡協議会 末吉中央公民館 自治会・行政職員(防災担当) 自主防災組織に関する防災講話 53 地域防災アドバイザー　村野　剛

R4.1.17 南九州市 南九州市立頴娃中学校 頴娃中学校体育館 生徒・教職員 地震避難訓練後の防災講話 290 地域防災アドバイザー　福﨑　純孝

R4.2.13 鹿児島県 鹿児島県助産師会　災害対策委員会 鹿児島県助産師会 助産師 災害時避難・避難所運営・要配慮者に関する知識の習 50 専門防災アドバイザー　堀之内　広子

R4.2.17 鹿児島市 鹿児島税関支署 鹿児島税関支署　3階会議室 鹿児島税関職員 桜島での地震発生時における防災講話 50 専門防災アドバイザー　井村　隆介

R4.2.17 阿久根市 阿久根市介護長寿課 風テラスあくね阿久根市民交流センター阿久根市内　介護支援専門員 災害対策に関する防災講話 50 専門防災アドバイザー　堀之内　広子

R4.3.27 出水市 出水市 マルマエホール出水 一般市民・自治会長等 自主防災組織及び災害時要支援者の避難所運営
に関する防災講話

400 専門防災アドバイザー　岩船　昌起

　令和3年度　鹿児島県防災研修センター出前講座実績
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