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市 長 定 例 記 者 会 見

平成２９年６月３０日（金） 午前１０時

１．児童書出版助成 対象作品の決定                            １Ｐ

２．進めています！災害に強いまちづくり              ２Ｐ

３．｢空家活用アドバイザー｣・｢耐震アドバイザー｣の設置       ４Ｐ

４．「鹿児島市イクボス推進同盟(仮称)」参加企業等の募集           ５Ｐ

５．松本市との文化・観光交流協定締結５周年記念

「国宝松本城太鼓まつり」への派遣             ６Ｐ

６．２０１７夏のイベント                              別冊

                    

                       

報道提供資料

人・まち・みどり みんなで創る

“豊かさ”実感都市・かごしま

プロ野球 福岡ソフトバンクホークス

「鹿児島デー」

― ５月 30 日(火)

Ｊリーグ 松本山雅

「協定締結５周年記念

松本市・鹿児島市

文化・観光交流都市デー」

― ６月 4 日(日)

鹿 児 島 市
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本市に根ざした文学振興の取り組みとして、児童文学の書き手の育成を図るため実施している児童書出

版助成について、第２回目の助成対象作品が決定したので発表する。

１ 助成対象作品

       

「モイラと雲ちゃん 火山のアシュリーをたすけなきゃ」

（ジャンル：絵本）

２ 作者について

次の２名の共著

アリスター ターリー（鹿児島市在住 ４０代）  

   ターリー 美紀   （鹿児島市在住 ４０代）

＜作者略歴＞

アリスター ターリー氏

ニュージーランド出身で２００５年より鹿児島純心女子中学・高等学校の教員。

ターリー 美紀氏

２００８年より民間の総合教育機関勤務。

夫妻で絵本制作に取り組んでおり、今回初めての出版となる。

■ 問い合わせ

文化振興課

０９９－２１６－１５０１

１．児童書出版助成 対象作品の決定

＜児童書出版助成 制度概要＞

・児童文学の書き手の育成を図る

ため、児童書に関する「原稿」

を募集し、優れた作品に対して

出版助成を行うもの

・助成額は、出版実費の１/２以

内で、５０万円を上限とし、出

版後に助成（平成２９年度中）

・助成対象の出版物は、市が必要

部数を購入し、市内の学校・図

書館等に配布
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１ 災害対策本部設置訓練

大地震が発生した場合の迅速かつ的確な初動体制の確立のため、国による７月５日（水）の平成２９年

度緊急地震速報訓練に合わせて、災害対策本部設置訓練を実施する。

(1) 日時・場所

  ① 日 時：７月５日（水）

１０時１５分～１１時１５分

  ② 場 所：東別館３階 災害対策本部室

(2) 訓練参加者

① 災害対策本部員

  ・本 部 長：市長

  ・副本部長：松永副市長、松山副市長

  ・本 部 員：各局長、企業管理者など

② 災害連絡員

③ 本部詰め職員 ほか

(3) 訓練概要

  ① 災害の想定

平成２９年７月５日（水）１０時１５分に南海トラフを震源とするマグニチュード９．１の地震が発

生。鹿児島市でも震度６弱の揺れを観測。津波発生のおそれはなし

  ② 訓練内容

地震発生の約３０分後、災害対策本部会議を開催し、対策部ごとの被害状況や今後の対応方針を報

告・共有し、本部長から今後の対応に関する指示を行うまでの流れを確認

  ③ その他

   訓練終了後、災害対策本部室の整備概要を訓練参加者に説明

２ インドネシア大規模噴火対策現地調査

国内では事例のない現代都市への大量降灰対策について、インドネシアにおける火山の大規模噴火によ

る被災自治体等を訪問し、対応事例などについて調査する。

(1) 目 的

桜島の大規模噴火に備えて、インドネシアのメラピ山及びケルート山の大規模噴火の対応事例を学

び、軽石・降灰除去やライフライン復旧、土石流・河川氾濫対応、救急医療対応など本市の大量降灰

対策の参考とするもの

(2) 現地調査期間

７月２５日（火）～２８日（金）

(3) 訪問者

市長、井口正人氏(京都大学防災研究所

火山活動研究センター長)、危機管理部

長、危機管理課長など

(4) 主な訪問先（予定）

メラピ山視察、火山博物館見学、スレマ

ン県知事表敬、ケルート山視察、クディリ

県知事表敬など

（次ページに続きます）

災害対策本部会議の様子（平成26 年台風第19 号）

２．進めています！災害に強いまちづくり

スレマン クディリ

ジャワ島

スマトラ島

ケルート火山

メラピ火山

スラバヤ

ジョグジャカルタ
バリ島

ジャカルタ
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３ 災害に関する協定締結

以下のとおり災害に関する協定を締結し、災害対応の充実を図る。

(1) 災害時における地図製品等の供給等に関する協定

  災害対応に活用できる住宅地図ＷＥＢサービスや広域地図の無償提供など

① 協定締結日：７月２０日（木）

  ② 協定締結者：株式会社ゼンリン

(2) 災害時における食糧等物資の供給協力に関する協定

  災害時に避難所等で必要となる物資全般の供給

① 協定締結日：７月２０日（木）

  ② 協定締結者：NPO法人コメリ災害対策センター、ミドリ安全鹿児島株式会社

■ 問い合わせ

危機管理課

０９９－２１６－１２１３

災害に関する協定締結の様子

（６月１２日(月) 「災害時における福祉用具等物資の供給等に

関する協力協定」）
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空家の活用促進や耐震対策について、専門的な知識を有するアドバイザーを設置し、無料で派遣する取り

組みを７月から開始する。なお、この取り組みは県内では初めてである。

１ 空家活用アドバイザー

  今回１０人を登録（建築士４人、宅地建物取引士６人）

(1) 相談対象者

   空家所有者または相続人、集会所、児童クラブなど不動産の公的活用を希望する団体

(2) 相談内容

① 空家所有者等の場合

活用に関すること、適正管理に関すること、

不動産の売買又は賃貸借に関すること など

② 空家の公的活用を希望する団体の場合

マッチング（団体の意向を空家所有者等に伝え、両者を円滑に引き合わせる）時の契約等における

助言

(3) 派遣回数    

  ・空家所有者等は、対象空家１件につき２回まで

  ・公的活用を希望する団体は、１年度につき２回まで

(4) 派遣費用

無料  

２ 耐震アドバイザー

今回３人を登録（建築士３人）

(1) 相談対象者    

戸建住宅の所有者または相続人

※戸建住宅は、平成１２年５月３１日以前の着工であること

本市の耐震診断・耐震改修の補助は、昭和５６年５月３１日以前の建築物が対象であるが、熊

本地震以降、住宅の耐震性に不安を抱える多くの相談があったことから、耐震アドバイザーの派

遣については、一部の構造基準の見直しがあった平成１２年５月３１日以前着工の建築物を対象

として範囲を拡大。

(2) 相談内容

  耐震診断に関すること、耐震改修に関すること など

(3) 派遣回数

  対象住宅１件につき１回まで

(4) 派遣費用

無料

３．｢空家活用アドバイザー｣・｢耐震アドバイザー｣の設置

■ 問い合わせ

建築指導課

０９９－２１６－１３５８
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男性の育児参加を応援し、仕事と生活を両立しやすい環境の整備に率先して取り組み、鹿児島市全体の気

運醸成を進めるために「鹿児島市イクボス推進同盟（仮称）」を結成することとし、その参加企業等を募集す

る。

１ 「鹿児島市イクボス推進同盟（仮称）」とは

(1) 趣 旨  

男性の育児参加を応援し、仕事と生活を両立しやすい環境の整備に率先して取り組み、鹿児島市全

体の気運醸成を進めることを目的とする。

（2）取組の予定

・秋頃、同盟への参加を申し込んだ市内に事業所を有する企業・団体等による会議を開催し、「鹿児

島市イクボス推進同盟（仮称）」を結成して、メッセージを発信。

・有識者を招いての講演や、先進事例・他企業等の取組に関する情報の共有、取組の推進 など

２ 募集内容

(1) 対 象     

「鹿児島市イクボス推進同盟（仮称）」の趣旨に賛同していただける、市内に事業所を有する企業・団

体等

(2) 申込期限  

７月３１日（月）※消印有効

(3) 申込方法  

  所定の参加申込書に必要事項を記入のうえ、郵送かＦＡＸでこども政策課へ

「イクボス」とは

職場で共に働く部下・スタッフのワークライフバランス（仕事と生活の両立）を考え、その人の

キャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことが

できる上司（経営者・管理職）のこと

   

        

４．「鹿児島市イクボス推進同盟(仮称)」参加企業等の募集

■ 問い合わせ

こども政策課

０９９－２１６－１５１４
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本市と松本市の文化・観光交流協定が、今年度５周年を迎えることから、松本市で開催される「第３０回

国宝松本城太鼓まつり」に文化団体を派遣する。

１ 派遣団体

西上（にしかみ）太鼓踊り保存会（郡山地区）

島津義弘が士気を鼓舞するために作らせたといわれる４００年の伝統の踊り。

    本市の無形民俗文化財。スピード感と勇猛果敢さがあり、衣装も華やか。

２ 派遣時期   

７月３０日（日）

＜参考＞ 第３０回国宝松本城太鼓まつり

国宝松本城を舞台に、城のライトアップの中で、全国から集まったさまざまな太鼓団体が次々に

力強い演奏を繰り広げる松本市の夏の風物詩ともいえる祭り。

開催期間：７月２９日（土）～３０日（日）１７時３０分～２１時

  会  場：国宝松本城本丸庭園メインステージ ほか

５．松本市との文化・観光交流協定締結５周年記念
「国宝松本城太鼓まつり」への派遣

■ 問い合わせ

文化振興課

０９９－２１６－１５０１

西上の太鼓踊り

「奈川獅子」は松本市の重要無形

民俗文化財に指定されている獅子

舞です。

今年のおはら祭に松本市の「奈川獅子（ながわじし）」が参加します


