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       平成２６年８月号 

阪神淡路２０年―1.17 は忘れない― 

イベントガイド発行：ひょうご安全の日推進県民会議 
 
 阪神淡路２０年を期に県内各地で県・市町だけでなく、各種団体が実施している様々な事

業や「減災活動の日(毎月 17 日）」に家庭や地域、職場で実践されている減災の取組みを紹介

します。 

〔イベント案内〕 
■ 被災地中学生サミット～全国中学生防災サミットｉｎ ＫＯＢＥ～ 

  神戸に東日本大震災、兵庫県西・北部豪雨、雲仙普賢岳の噴火等 

 全国５被災地(６県８校)の中学生が集まり、被災当時の地域や学校 
の様子、復旧・復興の歩みや災害を教訓にした取組を発表。 

  日 程：８月１９日（火） 

  場 所：ピフレホール（神戸市長田区若松町４） 

  内 容：各校の取組発表、行動宣言、 

記念講演（高石ともや氏・シンガーソングライター） 

  参 加：事前申込必要（～１２日(火)） 

  問合せ：神戸市教育委員会指導課 tel ０７８－３２２－５７８４ 
 

■ 2014 年度 日本建築学会大会[近畿] 「再生―未来へつなぐ―」 

  阪神・淡路大震災から２０年が経とうとする今、市民まちづくりの今後の方向性や震災

の経験を次代に引き継ぐ取組について議論します。 

区 分 特別記念講演 

「阪神・淡路大震災から」 

記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「まちの再生と市民まちづくりのこ

れから-震災を経て市民まちづくりはどう変わったのか-」 

日 時 ９月１２日（金）15:00～ ９月１３日（土）9:30～ 

場 所 ANAクラウンプラザホテル神戸10Ｆ 

The Ballroom(神戸市中央区北野町1) 

神戸大学出光佐三記念六甲台講堂 

(神戸市灘区六甲台町 2-1) 

講師等 講 師：安藤 忠雄（建築家） 

ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ：足立 裕司 

(神戸大学名誉教授) 

基調講演：佐藤滋（早稲田大学教授） 

事例報告：神戸市内まちづくり協議会関係者等 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：三輪康一（神戸大学教授） 

  問合せ：（一社）日本建築学会 tel03-3456-2051 
 

■ 学生フォーラム「リジリエンス・シティ」とはなにか？ 

 「災害からの抵抗力／災害からの回復力を考える」 

  被災地を対象に実践・研究を進める関西圏の大学生・院生か 

らの報告を元に、それらの意義や課題等を議論します。 

 日 時：９月２０日（土）14:00～17:00 

 場 所：関西学院大学上ヶ原キャンパス図書館ホール 

 内 容：基調講演と学生グループの発表を元に都市や集落の 

    「リジリエンス」を討議 

 問合せ：（特非）リスクデザイン研究所 tel078-453-6378 
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〔まだまだ夏休み！減災を学べるイベント〕 
■ 尼ロック 防災・減災学習会 

 近い将来、発生が懸念されている南海トラフ巨大地震に備え、日頃の防災意識を高める

ため、尼ロック(尼崎閘門)防災展示室において、特別展を開催します。 
※閘門：水位の異なる河川や運河、水路の間で船を上下させるための装置 

 日 時：８月１８日（月）～３１日（日）10:00～16:00 

（この期間は予約なしで見学が可能です。） 

 場 所：尼崎市西海岸町 尼ロック防災展示室 

 内 容：南海トラフ巨大地震に伴う被害想定、津波防災対 

策及び防災グッズ等の特別展示 

 問合せ：兵庫県阪神南県民センター 

尼崎港管理事務所 tel06-6409-1356 
 

■阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 

 夏休み防災未来学校 2014～ひとぼうで楽しく減災、学ぶ夏～ 

  夏休み期間中、楽しみながら防災・減災について学ぶことができ 

るワークショップを開催します。 

 場 所：人と防災未来センター(神戸市中央区脇浜海岸通 1) 

 西館２階 防災未来ギャラリー（有料ゾーン）ほか 

★小中学生は無料、高校生・大学生・大人等は入館料を 

半額割引(クールスポット対象割引施設) 

 主な内容： 

日時 ワークショップ名 内容 

９（土）①13:00～ 

    ②14:30～ 

災害から思い出の品を助けよう! 水に濡れたり泥で汚れた本や写真の応急

処置方法を体験します 

10（日）13:00～ 遠くで災害が起こった時にできる

ことはなんだろう？ 

遠くで災害が起こった時に現地に行かな

くてもできる支援を考えます 

23（土）①10:30～ 

    ②14:00～ 

マイ減災グッズを備えよう！ワー

クショップ 

災害時に備えておくべき減災グッズを探

し自分だけの備えリストを作成します 

30（土）10:30～ 

31（日） 

KUMC 遊んで！学んで！防災マス

ターになろう！ 

大学生のお兄さん、お姉さんとの遊びを

通じて防災・減災を学びます 

30（土）①10:30～ 

31（日）②13:00～ 

    ③14:30～ 

KUMC 身のまわりのモノを防災グ

ッズに返信させよう！ 

身近なものを使って、いざという時に役

立つグッズを工作します 

 

神戸市消防局 防災啓発ﾎﾟｽﾀｰ･作文 

＆防火標語を募集中！ 
 
対象 神戸市内の小中学生 

 形式 ﾎﾟｽﾀｰ：４つ切画用紙 

作文：400 字詰原稿 

用紙５枚以内 

防災標語：応募用紙 

応募 9 月１日(月)～５日(金) 

   学校を通じて消防署へ 

詳しくは…市内各消防署へ 

内閣府 第30回防災ポスターコンクール 

作品募集中！  
 
対象 小学生、中学生・高校生 

    一般 

 形式 A３判以上 A2 版以下 

の画用紙、ケント紙 

締切り １０月３１日（金） 

詳しくは…同コンクール事務局 

（㈱プロセスユニーク内） 

tel0５２-９１９-７２７０ 
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阪神淡路２０年 登録事業一覧（８～９月） 

H27.8.4 現在 

番号 日程 事業名 市町名 団体・担当課室名 

１ H26.8.5(火) 僕も私も防災士－ザ・サバイバル－ 芦屋市 芦屋市教委学校教育課 

２ H26.8.5(火)～9.28(日） 県立美術館 展覧会｢宝塚歌劇100年展-夢、かがやきつづけて」 神戸市中央区 兵庫県教委社会教育課 

３ H26.8.8(金)～9(土) 
新潟中越地震から10年・阪神・淡路大震災か

ら20年～山古志と神戸をつなぐ復興の絆～ 
神戸市須磨区 

白川台ふれあいのまち

づくり協議会 

４ H26.8.9(日) 大災害を教訓とした防災活動(炊き出し訓練） 姫路市 小瀬自治会 

５ H26.8.9(日)～10(月) 第 14 回レスキューロボットコンテスト 神戸市中央区 ﾚｽｷｭｰﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄ実行委 

６ H26.8.14(木)・17(日） 
ひょうご・東北交流公演 ピッコロ劇団ﾌｧ

ﾐﾘー 劇場「飛んで孫悟空｣(福島･宮城) 
西宮市 

県立尼崎青少年創造劇

場(ﾋﾟｯｺﾛｼｱﾀｰ) 

７ H26.8.16(土)※荒天時 17(日） こうべ海の盆踊り(震災継承ブース） 神戸市中央区 中央区まちづくり支援課 

８ H26.8.17(日）～19（火） 福島県立磐城農業高校生との交流 明石市 県立明石西高等学校ボランティア同好会 

９ H26.8.17(日) 「災害ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ割引制度」実現のための署名活動 石巻市、気仙沼市 ひょうごボランタリープラザ 

10 H26.8.18(月）～19（火） 被災地中学生ｻﾐｯﾄ～全国中学生防災サミットin KOBE～ 神戸市中央区 神戸市教委指導課                                            

11 H27.8.18(月）～31(日) 尼ロック 防災・減災学習会 尼崎市 阪神南県民センター 

12 H26.8.19(火）～31(日） 「六甲山の災害展」―震災復興20年の軌跡― 神戸市中央区 神戸県民局、人と防災未来ｾﾝﾀー  

13 H26.8.19(火）～21(木） 見て･聞いて・歩いて・ふれ会って復興2014 西宮市 (一社）西宮青年会議所 

14 H25.8.20(水）～24(日） 
未来の宝 東北の子どもたちに夢

と希望と絆の架け橋ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

神戸市中央区、 

淡路市等 

未来の宝 夢と希望と絆の架

け橋ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ実行委員会 

15 H26.8.22(金) 第２回CODE寺子屋「国内の災害復興からの学び」 神戸市兵庫区 (特非)CODE海外災害援助市民ｾﾝﾀｰ 

16 H26.8.22(金)～23(土) 
東川崎防災ジュニアチームによる

宿泊訓練の実施 
神戸市中央区 

東川崎ふれあいのまちづくり協議会防

災部会東川崎防災ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ 

17 H26.8.23(土) 人権文化をすすめる県民運動「人権ﾌｪｽﾃｨﾊ゙ ﾙ」 加西市 (公財)兵庫県人権啓発協会 

18 H26.8.23(土)～24(日） レッドベア火育サバイバルキャンプ2014 神戸市長田区 ﾚｯﾄﾞﾍﾞｱ火育ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｷｬﾝﾌﾟ実行委 

19 H26.8.23(土)～24(日） 神岡小学校 PTA 避難所体験 たつの市 神岡小学校ＰＴＡ 

20 H26.8.28(木) 
大学と学生ボランティアのあり方

等についての研修会 
神戸市中央区 

(社福)神戸市社会福祉協議会、

大学コンソーシアムひょうご神戸 

21 H26.8.30(土) 第 10 回福祉大会・災害にも強い福祉の町づくり講演会 上郡町 (社福)上郡町社会福祉協議会 

22 H26.8.31(日) 兵庫県・阪神広域合同防災訓練  芦屋市 兵庫県、阪神南及び阪神北県民局管内 7市 1町 

23 H26.8.31(日) ～阪神・淡路 20 年事業～災害時要援護者フェア 西宮市 西宮市災害避難支援課 

24 H26.8.1(金）～9.30(火） 新進美術家作品展 兵庫県美術家同盟 新進作家展 神戸市中央区 (公財)兵庫県芸術文化協会 

25 H26.9.4(木)～5(金) 国際フロンティア産業メッセ2014 神戸市中央区 国際ﾌﾛﾝﾃｨｱ産業ﾒｯｾ実行委 

26 H26.9.6(土)～11.30(日) 阪神・淡路大震災 20 年事業「没後50年 板谷波山展」 丹波市 兵庫陶芸美術館 

27 H26.9.7(日) 男女共同参画の視点からの防災・復興ﾌｫー ﾗﾑin豊岡 豊岡市 県立男女共同参画ｾﾝﾀｰ 

28 H26.9.7(日) 「救急の日」の催し  芦屋市 芦屋市消防本部救急課  

29 H26.9.6(土) コスモシティ尼崎安心・安全プロジェクト(人と防災未来ｾﾝﾀー ) 尼崎市 コスモシティ尼崎自治会 

30 H26.9.12(金）～13(土） 2014 年度近畿建築学会大会 神戸市中央区 日本建築学会(近畿）大会実行委員会 

31 H26.9.13(土)～15(祝･月） 兵庫県立大学学生ﾌｫー ﾗﾑ及び公開ｼﾝﾎ゚ ｼ゙ ｳﾑ 神戸市中央区 兵庫県立大学防災教育ｾﾝﾀー  

32 H26.9.16(火) 阪神・淡路大震災 20 年セミナー 神戸市中央区 (公財)兵庫県老人ｸﾗﾌ゙ 連合会 

33 H26.9.20(土) 学生フォーラム「リジリエンス・シティ」とはなにか？ 西宮市 (特非)リスクデザイン研究所 

34 H26.9.23(火・祝) 自主防災事業”みんなで取り組む要援護者支援”（世代間防災学習） 姫路市 高屋区自主防災組織 

35 H26.9.26(金) 第３回CODE寺子屋「海外の災害復興からの学び」 神戸市兵庫区 (特非)CODE海外災害援助市民ｾﾝﾀｰ 

36 H26.9.28(日) 魚橋北自治会防災施設研修 神戸市中央区 魚橋北自治会自主防災会 

37 H26.9.28(日) 緑台・陽明地区自主防災総合訓練 川西市 緑台・陽明地区自主防災会 

38 H26.9.28(日) 神戸マラソン・ランニングフェスタ 神戸市兵庫区 神戸ﾏﾗｿﾝ実行委員会事務局 

39 H26.9.28(日) たるみっ子防災ひろば「コミュニティわかちあい・ささえあい」 神戸市垂水区 垂水元気なまちづくり実行委 

40 H26.9.28(日) 
講演会「これからの防災減災についてわたしたちにできること」 

神戸市中央区 (一社)神戸青年会議所 
そなえるって、い～な！未来のまちを守るために 
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〔阪神淡路２０年・減災の取組みへの助成事業募集！〕 

 ひょうご安全の日推進県民会議では、阪神・淡路大震災の経験と教訓を発信し、日々の生

活の中で減災に取り組む「災害文化」の定着に貢献する事業を支援しています。８月２２日

より、平成２６年１１月から平成２７年３月までに実施される事業の募集を行います。 
 
■地域・全県事業 第３期分（平成２６年１１月～平成２７年３月） 

実施団体 ＮＰＯ、自主防災組織、実行委員会、学生グループなど 

事業期間 平成２６年１１月～平成２７年３月の間に開始し完了する事業 

実施場所 原則として兵庫県内で実施される事業 

助成対象 次のいずれかの目的で実施される講演会、シンポジウム、防災訓練等の事業 

①震災で学んだ教訓を継承・発信する事業 

②災害への備えや対応について実践・発信する事業 

③復興の過程で積み上げた経験を継承・発信する事業 

④犠牲者を追悼し震災をおもい起こす事業 

⑤震災以後の国内外の災害の教訓を共有・発信する事業 

⑥その他ひょうご安全の日推進事業としてふさわしいもの 

助成金額 助成を希望する団体からの交付申請･実績報告を審査し、適正と認められるものについて予

算の範囲内で助成金を交付します。 

事業 

区分 
助  成  率 

助 成 額 

(千円未満切捨て) 

ひょうご防災特別推進

員派遣に対する助成 

地域 

事業 
定額 対象経費の概ね1/2 以内 ２～５０万円以内 

先の助成額に上乗せ

して推進員派遣に要

した経費を実費補助

（上限５万円） 
全県 

事業 
定額 対象経費の概ね1/2 以内 ５～１００万円以内 

 

申請期間 平成２６年８月２２日（金）～９月５日（金） 

問合せ・

申請先 

（問合せ・資料請求）兵庫県復興支援課復興調整班 tel078-362-9984 

（申請窓口）各県民局・県民センター 

 ※詳しくは「ひょうご安全の日推進事業 助成制度の手引き」をご確認ください。 
http://www.19950117hyogo.jp/calendar/ (手引きや申請様式がダウンロードできます) 

 
 
  
 
 
   兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)では、「住宅再建共済」 

に、８月１日からは「一部損壊特約」制度を創設します。ワンコイン 

の上乗せで、より幅広い自然災害をカバー。より身近な安全安心のツ 

ールとして機能を充実！減災にも貢献します。 

お申込法は… 

○「住宅再建共済」加入者の方 

  ６月中旬からお送りしている案内ハガキをポストに投函 
 

○「住宅再建共済」の未加入の方 

 加入申込付パンフレットに必要事項を書いてポストに投函 

〔配布場所〕県民局(ｾﾝﾀｰ)・市町、公共施設等 
  
 
発行 ひょうご安全の日推進県民会議事務局(震災 20 周年事業担当) 
    兵庫県防災企画局復興支援課内 tel078-362-9832  Fax078-362-4459 
     facebook(https://www.facebook.com/shinsai20) Twitter(https://twitter.com/117hyogo_20) 

【お問合わせ】 

 共済基金事務局 

Tel 078-362-9400 

(平日 9:00～17:00) 

Fax078-362-9405 

フェニックス共済が給付対象を拡充！ 

共に安心を育みましょう！


