
 
阪神淡路２０年―1.17 は忘れない― 

＜減災月間(１月)事業＞発行：ひょうご安全の日推進県民会議 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ひょうご安全の日のつどい 

 震災の経験と教訓を地域や世代を超えて伝承するため「１，１７は忘れない」をテーマに開催。 
 開催日：１月１７日（土） 

 主 催：ひょうご安全の日推進県民会議 

 内 容：①1.17 のつどい―阪神・淡路大震災 20 年追悼式典― 

（兵庫県公館・HAT 神戸(同時開催)） 

     ②1.17 ひょうごメモリアルウォーク(須磨・西宮～HAT 神戸） 

 ③交流ひろば・ステージ(HAT 神戸) ④防災訓練(HAT 神戸)  

⑤地域のつどい(県民局・ｾﾝﾀｰ） 

 問合せ：兵庫県復興支援課 Tel078-362-9832 
地域 日時 事業名 場所 問合せ先 

神 戸 １月１７日(土) 
5:00～21:00 

阪神・淡路大震災1.17 のつどい 東遊園地 
（中央区） 

神戸市 
Tel078-322-6491 

 (5:46～) 震災 20 年追悼の集い 同Tel078-322-5062 
阪神南 

１月１６日(金) 
「ひょうご安全の日」阪神南地
域のつどい（防災訓練） 

尼崎市立尼崎北
小学校 

阪神南県民ｾﾝﾀｰ 
Tel06-6481-8072 

 
１月１７日(土) 西宮市犠牲者追悼式 アミティホール 

西宮市 
Tel0798-35-3432 

 
１月１７日(土) 芦屋市追悼式典 ルナ･ホール 

芦屋市 
Tel0797-38-2000 

阪神北 １月９日(日) 
13:30～16:00 

「ひょうご安全の日」阪神北の
つどい（防災シンポジウム） 

ソリオホール 阪神北県民局 
Tel0797-83-3127 

 
１月１７日(土) 宝塚市追悼式典 宝塚市内 

宝塚市 
Tel0797-77-2078 

 
１月１６日(金) 

「ひょうご安全の日」阪神北の
つどい（防災訓練） 

末広中央公園 
（宝塚市） 

阪神北県民局 
Tel0797-83-3127 

東播磨 
１月１７日(土) 

花園小学校区要配慮者防災訓
練 (ひょうご安全の日のつどい) 

明石市立望海中
学校 

東播磨県民局 
Tel079-421-9257 

 １月 23 日(金) 
14:00～16:30 

「ひょうご安全の日」東播磨の
つどい（防災･減災フォーラム） 

明石市生涯学習
センター 

北播磨 １月１７日(土) 
①10:00～13:00 

②7:00～11:00 

「ひょうご安全の日」北播磨地
域のつどい（①北播磨広域イベント 

②実戦防災訓練） 

①県広域防災セ
ンター（三木市） 
②自由が丘中央
公園（三木市） 

北播磨県民局 
Tel0795-42-9304 

中播磨 １月１７日(土) ひょうご安全の日のつどい（子ども防
災教室） 

姫路市小瀬地区 中播磨県民ｾﾝﾀｰ 
Tel079-281-9040 

 １月２５日(日) 
13:30～16:30 

“ひょうご安全の日”中播磨の
つどい 
（中播磨地域防災講習会） 

市川町文化セン
ター 

西播磨 １月１７日(土) 
14:00～16:00 

ひょうご安全の日西播磨地域
のつどい 

太子町立文化会
館あすかホール 

西播磨県民局 
Tel0791-58-2113 

但 馬 
１月１７日(土) 

ひょうご安全の日 但馬地域
のつどい 

豊 岡 市 民 プ ラ
ザ・ｱｲﾃｨ７階 

但馬県民局 
Tel0796-26-3616 

丹 波 １月１６日(金) 
13:30～15:30 

「ひょうご安全の日」丹波地域
のつどい 

丹波市立崇広小
学校 

丹波県民局 
Tel0795-73-３721 

１月１７日(土) 〃 （防災訓練） 篠山市内 
淡 路 

１月 17 日（土） 
「ひょうご安全の日」淡路地域
のつどい 

北淡震災記念公
園ほか 

淡路県民局 
Tel0799-26-2017 

 １月 13 日(火)～
16 日(金)) 

北淡国際活断層シンポジウム 
淡路夢舞台国際
会議場 

 

 阪神・淡路大震災から２０年を迎えます。震災で犠牲になられた方々を追悼するとと

もに、震災の経験や教訓を今後の災害に活かす数多くの行事が、１月１７日を中心に実施

されます。この中から主なものを紹介します。 

追悼式典・追悼のつどい 
被災地を中心に追悼行事が各地で開催

されます。 



 
 
■阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 

 特別企画展「1.17 阪神・淡路大震災 20 年 伝えよう 未来へ 世界へ」 

 震災の風化が懸念されるなか、震災資料を通じて被災体験や被災地の様子を改めて想い起こすととも

に、将来の巨大地震等への備えの必要性を国内外に発信するために開催。 
 期 間：平成２６年１１月７日（金）～平成２７年６月２８日（日） 

 場 所：人と防災未来センター西館２階・東館２～３階(有料ゾーン) 

 内 容： 

会 場 テ ー マ 内 容 

西館２階 

企画展会場 

（防災未来 

ギャラリー） 

あらためて振り返る 

1995.1.17 

・被災状況を示す大型マップの展示 

・当時の時代の雰囲気が感じられる所蔵未公開資料等の展示 

・被災地の３Ｄ記録映像の特別上映  

・タッチパネルによる復旧・復興のデータ閲覧、20 年間の大型年表 等 

東館２階 

展示スペース 

（通路壁面） 

1.17 と 3.11 ふたつ

の災害の特性を知る 

・両災害の被害データ、特徴等の比較 

-阪神・淡路大震災と東日本大震災 

東館３階 

特設会場 

(多目的ルーム他） 

20XX.X.X 将来の

巨大地震に備える 

・デジタルマッピングジオラマ模型による首都直下地震の被害想定や想像図展 

・南海トラフ巨大地震の被害想定等の紹介 

・避難所の一角の原寸再現・防災・減災の先進的な取組み事例の紹介 等 

西館北面、西

面 

阪神・淡路大震災を

後世に伝える 

・ＬＥＤを使った夜間の壁面ライトアップ 

（時期：平成２７年３月からの予定） 

 

 

 

      

 

 

 

 問合せ：人と防災未来センター Tel078-262-5050  
日時 事業名 場所 問合せ先 

１月５日（月） “心に歌声を”スペシャルコンサート 
神戸新聞松方ホー

ル（中央区） 

県芸術文化課 

Tel078-362-4260 

1 月 5 日(月）～ 
阪神・淡路大震災２０年事業巡回パネル展 

「震災と文化財」 
県内各文化施設 

県教委文化財課 

Tel078-362-3784 

１月１０日（土） 

13:00～17:30 
災害メモリアルＫＯＢＥ２０１５ 

人と防災未来センター 

（中央区） 

人と防災未来ｾ ﾝ ﾀ ｰ

Tel078-262-5066 

１月１５日（木） 

15:30～17:30 

次世代へ“歌い継ぐ・語り継ぐ”

市民のつどい 

神戸文化ホール 

（中央区） 

神戸市企画企画課 

Tel078-322-6917 

１月１８日（日） 

14:00～ 

メモリアルコンサート竹下景子詩

の朗読と音楽の夕べ 

県芸術文化センタ

ー（西宮市） 

同実行委員会 

Tel078-230-9774 

１月２４日（土） 

10:00～16:45 

阪神・淡路大震災20年シンポジウム 

～地震被害の軽減に向けた研究者たちのメッセージ～ 

兵庫県私学会館 

（中央区） 

(公社)日本地震学会 

Tel 03-5803-9570 

１月２４日（土） 

1３:00～18:30 
学び合い・発信する防災教育サミット 

JICA 関西国際交流

センター（中央区） 

JICA 関西国際交流ｾﾝﾀｰ

Tel078-261-0381  

伝える 

 

Part1 あらためて振り返る 
Part2  1.17と3.11ふたつの

災害の特性を知る 

Part3 20XX.X.X 将来の巨大 

地震に備える 



 
 
 
■超巨大災害対策総合シンポジウム 

阪神・淡路大震災から２０年を迎えるにあたり、 

震災の経験と教訓が世界の防災対策に果たした役割 

や「国難」ともなる巨大災害への備えについて討議 

し、安全で安心な社会の実現に向けた防災・減災対 

策を提案する。 

名称 国際防災・人道支援フォーラム 2015 メモリアル・コンファレンス・イン神戸2015 

趣旨 平成 17 年 1 月に神戸で採択された国際的

な防災指針「兵庫行動枠組」が世界の防災・減

災に果たした役割について討議 

研究者・実務家・実践家の各々の立場から

震災の経験と教訓を今後の巨大災害にどう活

かすかを討議 

日時 平成２７年１月１７日（土） 

１４：００～１７：３０ 

平成 27 年１月 20 日(火)・21 日（水） 

１０：００～１７：３０ 

場所 神戸ポートピアホテル(神戸市中央区港島中町） 神戸国際会議場（神戸市中央区港島中町） 

登壇 

者 

マルガレータ･ワルストロム 国連事務総長特別代表(防災担当)、 

田中明彦 国際協力機構(JICA)理事長、 

河田惠昭 人と防災未来センター長 など 

河田惠昭 人と防災未来センター長、 

林春男 京都大学防災研究所教授、 

テビット・マメン 元ニューヨーク行政研究所長など 

問合せ：人と防災未来センターTel078-262-5067 
 

日時 事業名 場所 問合せ先 

１月１０日（土）

～１１日（日） 

第３回日本公衆衛生看護学会学術

集会震災２０年災害支援セミナー 

神戸国際会議場 

（中央区） 

日本公衆衛生看護学会 

Tel 078-796-4528 

１月 10 日（土） 

～２月７日(土) 

「災害と歴史遺産―被災文化財等

レスキュー活動の 20 年―」 

県立歴史博物館 

（姫路市） 

県立歴史博物館 

Tel079-288-9011  

１月１７日（土） 

14:00～17:30 

超巨大災害対策シンポジウム 

国際防災・人道支援フォーラム２０１５ 

神戸ポートピアホテ

ル（中央区） 

人と防災未来センター

Tel078-262-5067 

１月２０日（火）

～２１日（水） 

超巨大災害対策シンポジウム 

メモリアル・コンファレンス・イン神戸2015 

神戸国際会議場 

（中央区） 

人と防災未来センター

Tel078-262-5067 

１月２２日（木） 

～２３日（金） 
災害対策セミナーｉｎ神戸 

神戸国際会議場 

（中央区） 

神戸市危機管理室 

Tel 078-322-6487 

１月２２日（木） 
第15回比較防災学ワークショップ 

―みんなで防災の知恵を共有しよう― 

神戸国際会議場 

（中央区） 

同実行委員会 

Tel 0774-38-4273 

１月２２日（木）

～２３日（金） 

水道災害シンポジウム 

「南海トラフ巨大地震に備えて」 

淡路夢舞台国際会議

場（淡路市） 

県企業庁水道課 

Tel078-362-3684 

１月２４日（土） 
震災20周年メモリアルイベント「南海・東

南海地震と津波から身を守り、地域の絆を考える」 

東灘区民ｾﾝﾀｰ小ﾎｰﾙ 

（東灘区） 

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｻﾎ゚ ﾄーｾﾝﾀー 神戸 

Tel 078-８４１-0310 

１月２５日（日） 

13:00～16:00 

ＨＡＴ神戸連携防災イベント 

「イザ！美かえる大キャラバン！2015」 

JICA 関西国際交流セン

ター（中央区） 

同実行委員会 

Tel078-261-0386 

１月３１日（土） 

12:30～17:00 

第６回防災士シンポジウムｉｎＫ

ＯＢＥ（減災フォーラム） 
兵庫県公館（中央区） 

県復興支援課 

Tel078-362-9832 

備える 

国際防災・人道支援フォーラム 2014 



 
 
 

■いわて三陸復興フォーラム in 神戸 

 東日本大震災の被災地域の状況や復興への取

組等の情報発信を行い、復興への継続的な支援・

参画促進を図る。 
 実施日：１月８日（木）14:00～16:30 

 場 所：神戸国際会議場(神戸市中央区) 

 内 容： 

  ①鼎談 

   兵庫県知事、岩手 

県知事、清原桂子 

   神戸学院大学教授 

  ②ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

   兵庫県・岩手県で 

   震災復興に取り組 

んでおられる方々 

 問合せ：岩手県 

 Tel019-629-6944 

■安心して暮らせる共生・安全社会をめざす講演会

阪神・淡路大震災の教訓を振り返るとともに、 

大規模災害に備えて「自助」「共助」「公助」の役 

割を踏まえた地域社会づくりを展望する。 

 実施日：２月２８日（日）13:00～17:00 

 場 所：新神戸オリエンタル劇場(神戸市中央区) 

 内 容： 

  ①基調講演 

   寺島 実郎 氏 

  ②ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

兵庫県知事 

   室崎益輝 県立大 

防災教育ｾﾝﾀｰ長 

   中村順子 ｺﾐｭﾆﾃｨ 

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ神戸理事長 

 問合せ：全労済協会 

  Tel03-5333-5126 

 
日時 事業名 場所 問合せ先 

１月８日（木） 

14:00～16:30 

いわて三陸復興フォーラム 

ｉｎ神戸 

神戸国際会議場 

（中央区） 

岩手日報社同ﾌ ｫ ｰ ﾗ ﾑ 係

Tel019-653-4111 

１月１０日（土）

～１１日（日） 

関西学院大学災害復興制度研

究所 2015 年復興・減災ﾌｫｰﾗﾑ 

関西学院会館 

（西宮市） 

災害復興制度研究所 

Tel0798-54-6996 

１月１１日（日） 

13:00～ 

1.17 防災未来賞「ぼうさい 

甲子園」 

兵庫県公館 

（中央区） 

県復興支援課 

Tel078-362-4335 

１月１３日(火)～

１６日(金) 
北淡国際活断層シンポジウム 

淡路夢舞台国際会議

場（淡路市） 

淡 路 市 社 会 教 育 課

Tel0799-64-2520 

１月１５日(木)～

１６日(金) 
国際復興フォーラム２０１５ 

ホテルオークラ神戸

（中央区） 

国際防災復興協力機構（IRP） 

Tel078-262-6041 

１月１６日(金） 
ひょうご震災２０年ボランタ

リー活動提言フォーラム 

神戸クリスタルタワー 

（中央区） 

ひょうごボランタリープラザ 

Tel078-360-8845 

１月１８日（日） 

10:00～17:00 

阪神・淡路大震災復興 20 年 

特別シンポジウム 

神戸ポートピアホテ

ル（中央区） 

国際協力機構(JICA)関西 

Tel078-261-0341 

１月１８日（日） 
「阪神から東日本へ」ﾕｰｽｾﾐﾅｰ 

(震災まちづくり等報告発表会) 

こうべまちづくり会

館（中央区） 

被災地学生交流事業会 

Tel078-361-4523 

１月２４日（土） 

15:00～19:30 

学び合い・発信する防災教育サ

ミット（仮称） 

JICA 関西・人と防

災未来ｾﾝﾀｰ(中央区) 

国際協力機構(JICA)関西 

Tel078-261-0341 

 
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)  

活かす 


