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平成２７年１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年の取組が県内各地で様々な主体により実施されています。２～３月に実施
される主なイベントをご紹介します。詳しくは各主催者にお問合せください。

シンポジウム
■

兵庫県立大学 減災・復興 国際シンポジウム
過去に大災害を経験した内外の被災地の大学や将来の災害に備えた取組みを行う大学等
と連携し、それぞれが有する知見や経験等を共有、発信する。
日 時：平成２７年２月７日(土)１３:００～１７:２０
場 所：ラッセホール（神戸市中央区下山手通）
講 演：遠藤 勝裕 日本学生支援機構(JASSO)理事長
（阪神・淡路大震災当時の日本銀行神戸支店長）
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：チリ、中国、インドネシア、ニュージーランド、
トルコの大学関係者
調印式：「減災・復興に関する教育・研究グローバルネットワーク」設立協定
問合せ：兵庫県立大学防災教育センターTel078-271-3290

■

これからの「災害ボランティアセンター」を考える全国フォーラム
今後の大規模災害に備えて、災害発生時に迅速・円滑に救援活
動が行えるよう、災害ボランティアセンターのあり方や平時からのネ
ットワークづくりの方向性について共有・発信する。
日 時：平成２７年２月８日(日)１３:００～１６:３０
場 所：神戸ポートピアホテル（神戸市中央区港島中町）
講演等：渥美 公秀 大阪大学大学院人間科学研究科教授
菅 磨志保 関西大学社会安全学部・大学院 教授
村松 淳司 東北大学多元物資科学研究所教授 など
問合せ：(社福)兵庫県社会福祉協議会 Tel078-2４２-４６３４

■

２１世紀文明シンポジウム「減災～あすへの備え 次なる大災害と危機管理」
阪神・淡路大震災や東日本大震災の経験と教訓等を踏まえ、米国危機管理庁(FEMA)の事
例を考察し、危機管理のあり方について議論を行い、減災社会の実現に向けた道筋を考える。
日 時：平成２７年２月１０日(火)13:00～17:10
場 所：神戸朝日ホール（神戸市中央区浪花町）
講演等：船橋 洋一 (一財)日本再建イニシアティブ理事長
ジェームズ・キッシュ 米国危機管理庁（FEMA）緊急事態対応局副長官補佐
待鳥 聡史 京都大学大学院法学研究科教授 など
問合せ：(公財)ひょうご震災記念 21 世紀研究機構 Tel078-262-5714
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■

災害時要援護者サポートミーティング
災害時に高齢者や障害者など要援護者の方々の避難をどう支援
し、命を守るかについて、防災や福祉関係者などが集い、課題解
決に向けて話し合う。
日 時：平成２７年２月１１日(水・祝)13:00～17:20
場 所：ホテル北野プラザ六甲荘（神戸市中央区北野町）
内 容：松原 一郎 関西大学社会学部教授の講演
神戸市・伊丹市・養父市からの実践報告
石巻市民生児童委員等を招いたパネルディスカッション
問合せ：兵庫県防災計画課 Tel078-362-9809

■

県民防災セミナー「南海トラフの巨大地震に備える」
近畿圏に甚大な被害をもたらすことが予想される南海トラフ巨
大地震の影響や復興における自助・公助・共助の役割に関する講
演会を開催する。
日 時：平成２７年２月１１日(水・祝)13:30～15:00
場 所：兵庫県私学会館大ホール(神戸市中央区北長挟通４)
講 演：河田 惠昭 人と防災未来センター長
五味 正夫 (一社)日本損害保険協会生活ｻｰﾋﾞｽ部長
問合せ：(一社)日本損害保険協会近畿支部 Tel06-6202-8764

■

平成２６年度お米・ごはん推進フォーラム～1.17 忘れない おむすびでつなげた絆を～
震災の被災者を勇気づけた、農村部からの「炊き出し」を振り
返るとともに、「お米」を中心とした健康的な日本型食生活を推
進する取組みを発信する。
日 時：平成２７年２月２１日(土)13:00～15:30
場 所：兵庫県公館大会議室（神戸市中央区下山手通４）
表彰式：お弁当・おむすびコンテスト、絵手紙コンテスト受賞者
ﾄｰｸｾｯｼｮﾝ：保田 茂
神戸大学名誉教授、
農協・生活研究グループ関係者
講演会：安田 裕己 安田大サーカス団長
問合せ：兵庫県楽農生活室 Tel078-362-3444

■

安心して暮らせる共生・安全社会をめざして
阪神・淡路大震災からの復興、その後の災害への対応を教訓と
して振り返り、今後想定される大規模災害に備えるため、被災経
験を活かして自助・公助・共助の役割を踏まえた取組を討議する。
日 時：平成２７年２月２８日(日)13:00～17:20
場 所：新神戸オリエンタル劇場（神戸市中央区）
講演等：寺島 実郎 (一財)日本総合研究所理事長
中村 順子 認定NPO 法人ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ神戸理事長
井戸 敏三 兵庫県知事 ほか
問合せ：全労災イベント事務局 Tel078-362-0220
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展 示 等
■

特別企画展 阪神・淡路大震災２０年
「災害と歴史遺産-被災文化財等レスキュー活動の 20 年-」〔兵庫県立歴史博物館〕
阪神・淡路大震災で被災した文化財等の歴史遺産に対するレスキュー活動が契機となり、
全国各地で大規模災害の発生時に、歴史遺産のレスキュー活動が展開されている。その活
動成果や修復技術の一端を紹介する展示会を開催する。
□展示
会期：３月１５日(日)まで
（休館日：毎週月曜日・開館時間：10 時～17 時）
会場：兵庫県立歴史博物館ギャラリー(姫路市本町)
内容：①大津波被災文化財修復技術連携プロジェクト展
東日本大震災被災資料のレスキューと修復
②県域での被災資料保全活動
阪神・淡路大震災、平成 16 年台風 23 号災害等
③県域の災害史
□講演会
演題：被災民族文化財のレスキュー活動
日時：３月８日(日)14:00～15:30
場所：地階体験ルーム
講師：日高 真吾 国立民族学博物館准教授 定員：１００名（当日受付・先着順）
□水損資料修復ワークショップ「どこでも、誰でも、簡単にできる」（歴史資料ネットワーク）
日時：２月８日(日)14:00～15:30
場所：地階体験ルーム
講師：吉原 大志氏、加藤 明恵氏
定員：２０名（事前申込必要）
□講座「れきはくアカデミー」＜災害と歴史遺産―特別企画展展示資料から―＞
日時：３月１日(日)14:00～15:30
場所：地階ホール
講師：前田 徹 学芸員
定員：１００名(当日受付・先着順)
□展示解説
日時：２月１日(日)、15 日(日)11:00～12:00
場所：特別展会場 講師：学芸員
（観覧料）大人 210 円、大学生 150 円、高校生 100 円、小・中学生無料(団体割引有)
（問合せ）兵庫県立歴史博物館 Tel079-288-9011

■ 「震災と文化財」巡回パネル展〔兵庫県立考古博物館〕
震災で被災した文化財の被災状況と復興までの道のり、その経験から生まれた新しい文化
財保護の取組について県内各市で巡回パネル展を開催する（２月以降分）。
場所
展示会場
展示期間
尼崎市
尼崎市文化財収集庫
２月１２日(木)～２月２０日(金)
芦屋市
芦屋市民センター
１月３０日(金)～ ２月９日(月)
宝塚市
宝塚市立東公民館ロビー
２月１３日(金)～２月２２日(日)
明石市
アスピア明石 北館８階
２月２３日(月)～３月１日(日)
南あわじ市 南淡図書館
３月４日(水)～３月１０日(火)
（問合せ）兵庫県教育委員会文化財課 Tel078-362-3784
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■

阪神・淡路大震災２０年特別展プレ連続講演会「災害と遺跡」
県立歴史考古博物館特別展の開催(４～６月)に当たり、阪神・淡
路大震災や東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財調査の
成果や最近発掘された地震痕跡をテーマとする講演会を開催する。
日時：１～２月の土曜日（全４回）１３：３０～１５：００
場所：兵庫県立考古博物館
定員：１２０名
区 分

月 日

第２回

テーマ

講 師

１月24 日(土) 震災と遺跡

渡辺信行
神戸市立大日丘児童館館長ほか
第３回 １月31 日(土) 自 然 災 害 の 歴 史 か ら 学 ぶ 防 森永速男
災・減災対策とその教育
兵庫県立大学防災教育ｾﾝﾀｰ教授
第４回 ２月７日(土)
東日本大震災と貞観地震に学 柳澤和明
ぶ-大地動乱の時代に再突入- 東北歴史博物館上席主任研究員
問合せ：兵庫県教育委員会文化財課
Tel078-362-3784
■

神戸ビエンナーレ 2015 プレイベント「震災 20 年 新長田アートプロジェクト」
震災から 20 年という節目を迎え、震災からの復興を遂げた新長田を舞台にアートの力で
さらなる活性化を図るため、商店街の空き店舗を活用したアート作品展を開催する。
日時：２月１１日（水・祝）まで
場所：新長田アスタくにづか・大正筋商店街の空き店舗５区画
内容：県内の芸術祭で活躍するアーティストたちによる作品展
(参加芸術祭)神戸ビエンナーレ、西宮船坂ビエンナーレ、
龍野アートプロジェクト、木彫フォークアートおおや、
あさご芸術の森アートフェスティバル、丹波篠山・まちなみアートフェスティバル
問合せ：神戸ビエンナーレ組織委員会事務局 Tel078-322-6598

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！
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「一部損壊特約」制度を創設しました。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。
【フェニックス共済の特色】
★申込書配布
県内の郵便局、
最寄の県民局・市町、共済基金事務局
★申し込み方法
郵送又はインターネット(スマー
トフォンからも申し込めます)
http://phoenix.jutakusaiken.jp
【お問合わせ】 共済基金事務局 Tel078-362-9400(平日 9:00～17:00) Fax078-362-9405

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)
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