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1

阪神淡路20年事業全事業一覧（開催月別）
開催日

事業名

主

催

開催地

4月
神戸二紀未来７人展

新進美術家作品展

平成26.4.5㈯～6㈰

芦屋さくらまつり

芦屋市

芦屋市

平成26.4.6㈰

地震に備えて！重国地域防災訓練

重国自主防災会

姫路市

平成26.4.12㈯

毎月１７日を防災・減災の日に ～そなえるって、
い～な
（17）! ～
街頭啓発活動（三宮センター街）

防災・減災の日確立協力会

神戸市中央区

平成26.4.12㈯～6.1㈰

県立美術館
展覧会｢夢見るフランス絵画 -印象派からエコール・
ド・パリへ」

県立美術館

神戸市中央区

平成26.4.13㈰

ユニセフカップ 2014 芦屋国際ファンラン

芦屋市教育委員会

芦屋市

平成26.4.14㈪～25㈮

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修
（トルコ防災ガイドライン策定研修）

平成26.4.19㈯

第１回CODE寺子屋セミナー
「阪神･淡路大震災から20年、今若者に伝えたい」

平成26.4.27㈰

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区

平成26.4.1㈫～5.31㈯

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター
（特非）CODE海外災害援
助市民センター

神戸市長田区

西宮市総合防災訓練（安井地区）

西宮市

西宮市

平成26.5.2㈮

阪神・淡路大震災20年災害報道のあり方研究セミナー

災害報道のあり方研究セミ
神戸市中央区
ナー実行委員会

平成26.5.9㈮

災害に備えよう
（防災学習・人と防災未来センター見学）

三木市立中吉川小学校

5月

三木市

平成26.5.10㈯

第2回CODE寺子屋セミナー
「阪神･淡路大震災から20年、今若者に伝えたい」

（特非）CODE海外災害援
助市民センター

神戸市長田区

平成26.5.11㈰

「看護の日」記念イベント防災講演会

（公社）兵庫県看護協会

神戸市中央区

平成26.5.11㈰

SUMAあそBOUSAIまなBOUSAI

SUMAあそBOUSAI
まなBOUSAI実行委員会

平成26.5.11㈰

第２回震災復興フェスティバル～気持ちの灯を三田から東北へ～

（一社）三田青年会議所

神戸市須磨区
三田市

平成26.5.16㈮～17㈯

第34回（2014年度）地域安全学会研究発表会（春季）

地域安全学会

神戸市中央区

平成26.5.16㈮～17㈯

リユースフェスタでのパネル展示

芦屋市

芦屋市

平成26.5.17㈯

県民フォーラム「今考えよう、災害時医療」
～福祉避難所 船の可能性～

兵庫県民の医療と福祉を
守る会

神戸市中央区

平成26.5.17㈯

「災害ボランティア割引制度」実現のための署名活動

ひょうごボランタリープラザ

神戸市垂水区

室内合奏団THE STRINGS第14回室内楽コンサート・
震災復興支援チャリティ防災推進公演

（特非）室内合奏団
THE STRINGS

西宮市

平成26.5.17㈯

学生ボランティア活動研修会

（福）神戸市社会福祉協議会

宮城県名取市

平成26.5.18㈰

あしや山まつり

平成26.5.17㈯

芦屋市

芦屋市

平成26.5.18㈰

逆瀬川マンション自治会防災訓練（防災は自助が一番）

逆瀬川マンション自治会

宝塚市

平成26.5.18㈰

自主防災事業 “みんなで取り組む要援護者支援”（防災研修）

高屋区自主防災組織

豊岡市

平成26.5.18㈰～31㈯

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修
（フィリピン 防災に関わる多様な関係者の能力向上）

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター

平成26.5.23㈮

立花市民大学（教養講座）
「現代的課題（防災・街づくり）
まるごと地域防災」

尼崎市立立花公民館

尼崎市

県立龍野北高等学校

たつの市

平成26.5.23㈮

平成26年度

防災訓練・避難訓練

平成26.5.23㈮

稲野町自主防災ハザードマップ作成

稲野自治会

伊丹市

平成26.5.24㈯

県警広報番組「こんにちは県警です」で南海トラフ巨大地震対策を
特集

兵庫県警察本部

神戸市中央区

平成26.5.31㈯

あしや市民活動フェスタ

芦屋市

芦屋市

平成26.6.1～8.31

地域のぼうさいマップづくり

中山手通四丁目町会
若人の会

神戸市中央区

平成26.6.2㈪～7.31㈭

新進美術家作品展

平成26.6.4㈬

近畿地区警察官友の会神戸水上地区友の会で防災講演会

神戸水上警察署

神戸市中央区

平成26.6.5㈭～15㈰

北播磨地域・防災情報活用研修会

北播磨県民局

三木市、
西脇市

平成26.6.6㈮

六甲アイランド島まるごと防災講習会

六甲アイランドまちかどネット 神戸市東灘区

平成26.6.11㈬～14㈯

第29回銀懸の径絵画展

6月
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兵庫県写真作家協会７人展

（公財）兵庫県芸術文化協会

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区

神戸市中央区

開催日
平成26.6.13㈮

事業名

主

ひょうご震災記念21世紀研究機構研究成果報告会
（アジアとの国際防災協力）

催

ひょうご震災記念21世紀
研究機構
つなぐ手プロジェクト
（県子連）

開催地
神戸市中央区

平成26.6.14㈯

つなぐ手プロジェクト
（尼崎市ワークショップ）

平成26.6.14㈯～
7.21（月・祝）

県立美術館 展覧会
｢東京・ソウル・台北・長春 -官展にみる近代美術」

県立美術館

神戸市中央区

平成26.6.15㈰

毎月１７日を防災・減災の日に～そなえるって、
い～な⒄ ! ～
街頭啓発活動（元町商店街）

防災・減災の日確立協力会

神戸市中央区

平成26.6.15㈰

共助社会づくりシンポジウム in 関西

内閣府市民活動促進担当

神戸市中央区

自主防災事業 “みんなで取り組む要援護者支援”（防災訓練）

高屋区自主防災組織

豊岡市

平成26.6.15㈰

尼崎市

平成26.6.17㈫

（公財）日本公衆電話会兵庫支部が災害用伝言ダイヤル
（171）
の街 （公財）日本公衆電話会兵庫
頭啓発活動を実施
支部

神戸市長田区

平成26.6.18㈬

小田市民大学（教養講座）
尼崎市立小田公民館
「防災とコミュニティー ～人と人とのつながりを紡ぎ出す安全・安心」

尼崎市

平成26.6.20㈮
平成26.6.21㈯
平成26.6.22㈰

つなぐ手プロジェクト
（猪名川町ワークショップ）
第３回CODE寺子屋セミナー
「阪神･淡路大震災から20年、今若者に伝えたい」
つなぐ手プロジェクト
（明石市ワークショップ）

つなぐ手プロジェクト
（県子連）

猪名川町

（特非）CODE海外災害援
助市民センター

神戸市長田区

つなぐ手プロジェクト
（県子連）

明石市

平成26.6.23㈪～7.26㈯

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修
（防災意識の啓発（ベトナム））

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター

平成26.6.23㈪～8.2㈯

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修
（中央アジア・コーカサス地域総合防災行政）

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター

平成26.6.26㈭

映画会「がんばっぺフラガール！」

芦屋市

芦屋市

平成26.6.27㈮～7.7㈪

響け！須磨のこころ！仙台若林区へ
～東北応援メッセージを七夕まつりに贈ろう～

須磨区役所

神戸市須磨区

平成26.6.28㈯

つなぐ手プロジェクト
（神戸市中央区ワークショップ）

平成26.6.28㈯

甲陽園自主防災連合会兵庫県広域防災センター体験学習

甲陽園自主防災連合会

西宮市

第14回レスキューロボットコンテスト神戸予選

レスキューロボットコンテス
ト実行委員会

神戸市中央区

平成26.6.29㈰
平成26.6.30㈪～8.2㈯

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修
（コミュニティ防災🄐）

つなぐ手プロジェクト
（県子連）

神戸市中央区

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター

7月
平成26.7.2㈬～4㈮

兵庫フレンドシップ交流
地域の防災戦士を育てる気仙沼市立階上中生を兵庫に

チームやさしさをわすれな
いで

神戸市長田区

平成26.7.4㈮

第92回国際協同組合デー・兵庫県記念大会

震災20年・兵庫JCC記念
大会等開催事業実行委員
会

神戸市中央区

平成26.7.5㈯～8.24㈰

阪神・淡路大震災20年事業「アイデンティティとオリジナリティ」

兵庫陶芸美術館

丹波市

平成26.7.6㈰

神戸市ユースセミナー
（まちづくりの始まりから震災復興へ）

神戸市まちづくり会館

神戸市中央区

平成26.7.6㈰

芦屋市民フォーラム

平成26.7.6㈰

第４回市民フォーラム「住まい耐震化のすすめ」

（特非）人･家･街支援機構、
芦屋市
芦屋市
芦屋市
つなぐ手プロジェクト
（県子連）

平成26.7.6㈰

つなぐ手プロジェクト
（加古川市ワークショップ）

平成26.7.6㈰

大災害を教訓とした防災活動（町内「小学生」安全誘導避難訓練） 小瀬自治会

平成26.7.7㈪

つなぐ手プロジェクト
（芦屋市ワークショップ）

平成26.7.9㈬

多田小学校区の災害に備えよう
（防災研修会・総合訓練等）

平成26.7.11㈮
平成26.7.12㈯
平成26.7.13㈰
平成26.7.13㈰

震災20年神戸からのメッセージ発信
「震災20年を語ろう」

市民参加ワークショップ

芦屋市景観フォーラム ～芦屋の景観のこれまでとこれから～
（一社）兵庫県薬剤師会災害をテーマとする研修会

つなぐ手プロジェクト
（県子連）

芦屋市
加古川市
姫路市
加古川市

多田小学校区防災会

川西市

神戸市

神戸市中央区

芦屋市

芦屋市

（一社）兵庫県薬剤師会

第４回市政セミナー・施設見学会「南海トラフ巨大地震に備えて」

神戸市

神戸市中央区
神戸市中央区

平成26.7.13㈰

団地防災元年＝2014年度総合防災対策事業（防災学習会）

ルミエール千鳥福祉協会

尼崎市

平成26.7.13㈰

大災害を教訓とした防災活動（阪神・淡路大震災教訓講義）

小瀬自治会

姫路市

平成26.7.13㈰

つなぐ手プロジェクト
（佐用町ワークショップ）

つなぐ手プロジェクト
（県子連）

佐用町
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開催日

事業名

平成26.7.15㈫

阪神・淡路大震災20周年追悼演奏会

平成26.7.16㈬

学生による震災20周年記憶のフラット化プロジェクト
（顔合わせミーティング）

平成26.7.17㈭

つなぐ手プロジェクト
（芦屋市ワークショップ）

平成26.7.19㈯～8.31㈰

人と防災未来センター 夏休み防災未来学校2014

主

催

神戸フロイデ合唱団

開催地
神戸市中央区

学生による震災20周年記
憶のフラット化プロジェクト 神戸市中央区
委員会
つなぐ手プロジェクト
（県子連）

芦屋市

人と防災未来センター

神戸市中央区

平成26.7.21（月・祝）

北条防火・防災イベント

北条自主防災隊

姫路市

平成26.7.22㈫

震災体験継承事業「シニアと高校生、
ともに創ろう減災グッズ in
かけはしフェア」シニア向けワークショップ

兵庫区子ども会連合会、
神戸市兵庫区役所ほか

神戸市兵庫区

ひょうごボランタリープラザ

神戸市中央区

平成26.7.23㈬

「災害ボランティア割引制度」実現のための署名活動

平成26.7.23㈬～8.15㈮

平和と人権事業でのパネル展示

芦屋市

芦屋市

平成26.7.24㈭

心＆LOVEつながり 神戸から元気・勇気を東北へ

ボランティアグループ新原

神戸市垂水区

平成26.7.24㈭～31㈭

神戸市ユースセミナー
（大槌町でのワークショップ）

神戸市まちづくり会館

岩手県大槻町
神戸市灘区

平成26.7.25㈮

神戸大学・神戸新聞社連携協定締結記念シンポジウム
「つなぎ いかす 地域の力」

神戸大学・㈱神戸新聞社

平成26.7.25㈮

第１回CODE寺子屋「阪神・淡路大震災からの学び」

（特非）CODE海外災害援
助市民センター

神戸市兵庫区

平成26.7.26㈯

団地防災元年＝2014年度総合防災対策事業（防災夏まつり）

ルミエール千鳥福祉協会

尼崎市

平成26.7.26㈯

あしや保健福祉フェア

芦屋市福祉センター

芦屋市

平成26.7.26㈯

つなぐ手プロジェクト
（洲本市ワークショップ）

つなぐ手プロジェクト
（県子連）

洲本市

平成26.7.26㈯～27㈰

東播磨ジュニア防災スクール

東播磨県民局

明石市

平成26.7.31㈭

ＯＣＨＡ－ＤＲＩ共催セミナー「-国難に備える- 東日本大震災の経
験から大規模災害時の国際支援受け入れについて考える」

人と防災未来センター

神戸市中央区

8月
平成26.8.1㈮

神戸大学統合研究拠点サロン、
ひょうご神戸サイエンスクラスター ひょうご神戸サイエンスク
協議会研究交流会「来たるべき大震災に備えて」
ラスター協議会

平成26.8.1㈮

第15回アジア太平洋フォーラム・淡路会議

平成26.8.2㈯

減災講話シリーズ「神戸市の南海トラフ巨大地震対応」

淡路市

神戸市

神戸市中央区

平成26.8.2㈯

減災講話シリーズ
「地域防災のすすめ -防災目線のコミュニティづくり-」

神戸市

神戸市中央区

平成26.8.2㈯

カンパイＫＯＢＥ2014「防災エリア・ステージトーク」

カンパイＫＯＢＥ実行委員会

神戸市垂水区

平成26.8.2㈯～3㈰

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｣（兵庫）

平成26.8.3㈰

安富中学校「地域に学ぶ体験学習｣防災体験学習
（人と防災未来センター見学）

平成26.8.3㈰

西神戸医療センター20周年記念フェスタ

県立尼崎青少年創造劇場
（ピッコロシアター）

西宮市

安志北の台自治会

神戸市中央区

神戸市

神戸市中央区

平成26.8.4㈪

「東南海地震への発信！中高生による東日本大震災からの教訓」
講演会

（特非）姫路発中高生のため
の東日本災害ボランティア

神戸市中央区

平成26.8.4㈪

震災体験継承事業「シニアと高校生、
ともに創ろう減災グッズ in
かけはしフェア」第1回ワークショップ

兵庫区子ども会連合会、
神戸市兵庫区役所ほか

神戸市兵庫区

平成26.8.4㈪

星陵台地区子ども防災リーダ体験研修会

星陵台ふれあいのまちづく
神戸市垂水区
り協議会

平成26.8.5㈫

震災体験継承事業「シニアと高校生、
ともに創ろう減災グッズ in
兵庫区子ども会連合会、
かけはしフェア」第２回ワークショップ
（人と防災未来センター見学） 神戸市兵庫区役所ほか

神戸市中央区

平成26.8.5㈫

僕も私も防災士 -ザ・サバイバル-

芦屋市教育委員会

芦屋市

平成26.8.5㈫～9.28㈰

県立美術館 展覧会｢宝塚歌劇100年展- 夢、
かがやきつづけて」

県立美術館

神戸市中央区

平成26.8.6㈬

117KOBEぼうさいマスタープロジェクト
（第１回会合）

神戸新聞社、神戸市

神戸市中央区

平成26.8.8㈮～9㈯

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～

白川台ふれあいのまちづく
神戸市須磨区
り協議会

平成26.8.9㈰

第14回レスキューロボットコンテスト協議会本線

レスキューロボットコンテス
ト実行委員会

神戸市中央区

平成26.8.9㈰

大災害を教訓とした防災活動（炊き出し訓練）

小瀬自治会

姫路市

平成26.8.12㈫
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（公財）ひょうご震災記念21
世紀研究機構学術交流セ
ンター

神戸市中央区

学生による震災20周年記憶のフラット化プロジェクト
（養成講座１･２）

学生による震災20周年記
憶のフラット化プロジェクト 神戸市中央区
実行委員会

開催日
平成26.8.14㈭・17㈰

事業名
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）

主

催

県立尼崎青少年創造劇場
（ピッコロシアター）

開催地
西宮市

平成26.8.17㈰

毎月１７日を防災・減災の日に ～そなえるって、
い～な⒄ !～
街頭啓発活動

防災・減災の日確立協力会

神戸市中央区

平成26.8.17㈰

こうべ海の盆踊り
（震災継承ブース）

神戸市中央区役所

神戸市中央区

平成26.8.17㈰

「災害ボランティア割引制度」実現のための署名活動

ひょうごボランタリープラザ

石巻市、
気仙沼市

県立明石西高等学校
ボランティア同好会

明石市

平成26.8.17㈰～19㈫

福島県立磐城農業高校生との交流

平成26.8.18㈪～19㈫

被災地中学生サミット～全国中学生防災サミット in KOBE～

神戸市教育委員会

神戸市中央区

平成26.8.18㈪～31㈰

尼ロック 防災・減災学習会

阪神南県民センター

尼崎市

平成26.8.19㈫～21㈭

平成26.8.19㈫～31㈰

｢見て･聞いて・歩いて・ふれ会って復興2014」

「六甲山の災害展」-震災復興20年の軌跡-

東北の子どもたちに夢と希望と絆の架け橋プロジェクト

（一社）西宮青年会議所、
（一社）浪江青年会議所、
（一社）南双葉青年会議所、 西宮市
（公社）いわき青年会議所、
阪神南県民センター
六甲砂防事務所、
神戸県民センター、
人と防災未来センター

神戸市中央区

未来の宝夢と希望と絆の
架け橋プロジェクト実行委
員会

神戸市中央区、
淡路市等

兵庫区子ども会連合会、神
戸市兵庫区役所ほか

神戸市兵庫区
神戸市兵庫区

平成26.8.20㈬～24㈰

未来の宝

平成26.8.21㈭

震災体験継承事業「シニアと高校生、
ともに創ろう減災グッズ in
かけはしフェア」第３回ワークショップ

平成26.8.22㈮

第２回CODE寺子屋「国内の災害復興からの学び」

（特非）CODE海外災害援
助市民センター

平成26.8.22㈮～23㈯

東川崎防災ジュニアチーム宿泊訓練

東川崎ふれあいのまちづく
り協議会防災部会東川崎 神戸市中央区
防災ジュニアチーム

平成26.8.22㈮～23㈯

阪神・淡路大震災から２０年「防災カフェ」

神戸市

平成26.8.23㈯

こうべパールキャンドル

神戸市垂水区役所

平成26.8.23㈯

ひょうご芸術祭

（公財）兵庫県芸術文化協会

西宮市

平成26.8.23㈯

人権文化をすすめる県民運動「人権フェスティバル」

（公財）兵庫県人権啓発協会

加西市

平成26.8.23㈯～24㈰

レッドベア火育サバイバルキャンプ2014

レッドベア火育サバイバル
キャンプ実行委員会

神戸市長田区

平成26.8.23㈯～24㈰

神岡小学校ＰＴＡ避難所体験

神岡小学校ＰＴＡ

たつの市

平成26.8.24㈰

香美町全町一斉避難訓練・情報伝達訓練

香美町

香美町

平成26.8.26㈫

平成26年度婦人市政懇談会
年代別懇談会「震災の経験・教訓を将来に伝えていくために」

神戸市婦人団体協議会

神戸市中央区

平成26.8.26㈫

震災体験継承事業「シニアと高校生、
ともに創ろう減災グッズ in
かけはしフェア」第４回ワークショップ

兵庫区子ども会連合会、
神戸市兵庫区役所ほか

神戸市兵庫区

平成26.8.27㈬

県広域防災センターでの防災体験型学習
（１．
１７を忘れない）

西宮市川東町自治会

三木市

神戸市中央区
神戸市垂水区

平成26.8.28㈭

大学と学生ボランティアのあり方等についての研修会

（社福）神戸市社会福祉協議
会、大学コンソーシアムひょ 神戸市中央区
うご神戸

平成26.8.30㈯

神戸市危機管理室防災カフェプログラム 第３回語り部会
～希望と絆の集い～

神戸市、
（特非）防災白熱アカデミィ

神戸市中央区

平成26.8.30㈯

上郡町社会福祉協議会
第10回福祉大会・講演会「災害にも強い福祉の町づくり」

（社福）上郡町社会福祉協議会

上郡町

平成26.8.30㈯

つなぐ手プロジェクト
（豊岡市ワークショップ）

つなぐ手プロジェクト
（県子連）

豊岡市

平成26.8.30㈯～31㈰

宇宙技術から考える災害対策普及啓発事業
～ペットボトルロケット教室 in 但馬空港フェスティバル～

（一財）神戸国際観光コンベ
（公財）神戸市
ンション協会、
産業振興財団、兵庫県ほか

豊岡市

平成26.8.31㈰

ＫＯＢＥこども大学「自分だけの非常持ち出し袋をつくってみよう！」 神戸市

神戸市中央区

平成26.8.31㈰

神戸市ユースセミナー
（災害映画上映会）

神戸市まちづくり会館

神戸市中央区

平成26.8.31㈰

中央区防災訓練・平成26年度中央区防災技術研修会

神戸市

神戸市中央区

平成26.8.31㈰

～阪神・淡路20年事業～ 災害時要援護者フェア

西宮市

西宮市

兵庫県・阪神広域合同防災訓練

兵庫県、阪神南及び阪神
北県民局管内7市1町

芦屋市

平成26.8.31㈰
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開催日
平成26.8.31㈰

事業名
震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・兵庫県合同防災訓練）
防災ひろば

主

催

開催地

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

芦屋市

姫路市船場校区子ども会

姫路市

平成26.8.31㈰

船場子ども会

平成26.8.31㈰

全国和太鼓フェスティバルｉ
ｎ 兵庫

平成26.8.31㈰

朝来市全市一斉避難訓練

朝来市

朝来市

姫路市総合防災訓練

姫路市

姫路市

平成26.9.1㈪～15（月・祝） 兵庫県南部地震20年パネル展示

明石市

明石市

平成26.9.2㈫

民生委員のための防災講習会

猪名川町民生委員・児童委
員協議会

猪名川町

平成26.9.4㈭

117KOBEぼうさいマスタープロジェクト
（第２回会合）

神戸新聞社、神戸市

神戸市中央区

平成26.9.4㈭～5㈮

国際フロンティア産業メッセ２０１４

国際フロンティア産業メッ
神戸市中央区
セ実行委員会

平成26.9.6㈯

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）

コスモシティ尼崎自治会

尼崎市

平成26.9.6㈯

宇宙技術から考える災害対策普及啓発事業
～ミニイプシロンロケットを打ち上げよう！～

（一財）神戸国際観光コンベ
（公財）神戸市
ンション協会、
産業振興財団、兵庫県ほか

明石市

（公財）兵庫県芸術文化協会

たつの市

9月
平成26.9.1㈪

平成26.9.6㈯

丹波防災フェスタ

丹波市防災会

丹波市

平成26.9.6㈯～11.30㈰

阪神・淡路大震災20年事業「没後50年 板谷波山展」

兵庫陶芸美術館

丹波市

平成26.9.7㈰

アンサンブル・フェスティバル兵庫２０１４

平成26.9.7㈰

芦屋市消防本部

芦屋市

加古川市総合防災訓練

加古川市

加古川市

平成26.9.7㈰

大雨行動訓練

小野市黍田町自治会

小野市

平成26.9.7㈰

多可町防災訓練

多可町

多可町

平成26.9.7㈰

佐用町防災リーダー研修会

佐用町

佐用町

県立男女共同参画センター

豊岡市

男女共同参画の視点からの防災・復興フォーラム
（地域フォーラム in 豊岡）

平成26.9.7㈰

畑区災害避難訓練（養父地域一斉災害避難訓練モデル地区）

養父市畑区

養父市

平成26.9.7㈰

養父市一斉避難訓練

養父市

養父市

平成26.9.8㈪

三大震災復興過程比較研究シンポジウム2014
「災害復興を考える -関東大震災と首都直下地震-」

平成26.9.9㈫～21㈰

人と防災未来センター企画展
「失われた街 ～模型復元プロジェクト展」

平成26.9.11㈭

（社福）神戸市身体障害者団体連合会
第３回ふれあい体験交流会

（公財）ひょうご震災記念21
世紀研究機構
人と防災未来センター

東京都
神戸市中央区

（社福）神戸市身体障害者団
体連合会

神戸市中央区

日本建築学会都市計画委員
会持続再生景観小委員会

神戸市中央区

（一社）日本建築学会近畿支
部等、兵庫県

神戸市中央区

平成26.9.11㈭

第24回景観ルックイン
阪神・淡路大震災から約20年神戸の景観まちづくり

平成26.9.12㈮～13㈯

2014年度日本近畿建築学会大会（近畿）記念シンポジウム

平成26.9.12㈮～15（月・祝）

まちの再生と市民まちづくりパネル展
～神戸の復興から東北の復興へ～

神戸市

神戸市中央区

平成26.9.13㈯

減災講話シリーズ「神戸と東北に学ぶ巨大災害４つの教訓」

神戸市

神戸市中央区

平成26.9.13㈯

団地防災元年＝2014年度総合防災対策事業（防災学習会）

ルミエール千鳥福祉協会

尼崎市

兵庫県立大学防災教育センター

神戸市中央区

平成26.9.13㈯～15（月・祝） 防災・復興を考える学生だけの３DAYフォーラム
平成26.9.14㈰
平成26.9.16㈫
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西宮市

平成26.9.7㈰

平成26.9.7㈰

「救急の日」の催し

（公財）兵庫県芸術文化協会

ミュージック・グランプリ・フェスティバル

（公財）兵庫県芸術文化協会

西宮市

兵庫県老人クラブ連合会

（公財）兵庫県老人クラブ連
合会

神戸市中央区

阪神・淡路大震災２０年セミナー

学生による震災20周年記
憶のフラット化プロジェクト 神戸市中央区
実行委員会

平成26.9.16㈫

学生による震災20周年記憶のフラット化プロジェクト
（養成講座３･４）

平成26.9.16㈫

Ｊ
ＩＣＡ関西・特別セミナー「チリ共和国とのパートナーシップによる
Ｊ
ＩＣＡ関西
中南米地域の防災人財育成」

神戸市中央区

平成26.9.16㈫～10.17㈮

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・姫路市防災プラザ）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

姫路市

平成26.9.16㈫～10.2㈭

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・新温泉町）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

新温泉町

平成26.9.17㈬

学生による震災20周年記憶のフラット化プロジェクト
（養成講座５･６）

学生による震災20周年記
憶のフラット化プロジェクト 神戸市中央区
委員会

開催日

事業名

主

催

開催地

平成26.9.17㈬～
10.13（月・祝）

人と防災未来センター企画展「防災グッズ展2014

平成26.9.19㈮

つなぐ手プロジェクト
（西宮市ワークショップ）

平成26.9.20㈯

東川崎防災ジュニアチーム第４回定期訓練

東川崎ふれあいのまちづく
り協議会防災部会東川崎 神戸市中央区
防災ジュニアチーム

平成26.9.20㈯

阪神から東日本へ復興後方支援プロジェクト

（特非）
リスクデザイン研究所

西宮市

よろず防災相談室（阪神）

まちなか防災スクランブル
実行委員会

尼崎市

コスモシティ尼崎自治会

尼崎市

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

尼崎市

平成26.9.20㈯～
10.19㈰
平成26.9.21㈰

食×減災」

コスモシティ尼崎安心・安全プロジェクト
（家具転倒防止ガラス飛散防止の実践）

人と防災未来センター
つなぐ手プロジェクト
（県子連）

神戸市中央区
西宮市

平成26.9.21㈰

震災20年消防団活性化支援事業（パネル展示・大庄祭り）

平成26.9.21㈰

防災用品ミニ展示会

阪神瓦斯産業㈱

平成26.9.21㈰

上郡町総合防災訓練

上郡町

上郡町

平成26.9.23（火･祝）

ピアン自治会避難訓練

ピアン自治会防災組織

三木市

平成26.9.23（火･祝）

-1.17は忘れない- 城乾地区防災勉強会

姫路市城乾地区自主防災
委員会

姫路市

高屋区自主防災組織

豊岡市

西 播 磨 総 合リハビリテー
ションセンター

神戸市西区

兵庫県協同組合連絡協議会

神戸市中央区

（特非）CODE海外災害援
助市民センター

神戸市兵庫区

平成26.9.23（火･祝）

自主防災事業 “みんなで取り組む要援護者支援”
（そわいけ高屋体験隊）

平成26.9.24㈬～26㈮

総合防災訓練

平成26.9.26㈮

兵庫におけるポスト国際協同組合年を考える集い

平成26.9.26㈮

第３回CODE寺子屋「海外の災害復興からの学び」

加古川市

平成26.9.27㈯

姫路市市民防災大学「気象情報の活用方法について」

姫路市

姫路市

平成26.9.27㈯

山野里地区各地区マイ防災・防犯マップづくり事業

山野里地区連合自治会

上郡町

平成26.9.28㈰

そなえるって、
い～な！未来のまちを守るために

平成26.9.28㈰

魚橋北自治会防災施設研修（人と防災未来センター他）

平成26.9.28㈰

減災講話シリーズ
「地域ラジオが一番身近な減災メディアであるために」

（一社）神戸青年会議所、
神戸市

神戸市中央区

魚橋北自治会自主防災会

神戸市中央区

神戸市

神戸市中央区

神戸マラソン実行委員会、
㈱神戸新聞社地域活動局、
ア シック ス ジ ャ パ ン ㈱ 神戸市兵庫区
マーケティング統括部、
兵庫県教育委員会

平成26.9.28㈰

神戸マラソン・ランニングフェスタ

平成26.9.28㈰

つなぐ手プロジェクト
（神戸市須磨区ワークショップ）

平成26.9.28㈰

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」

垂水元気なまちづくり実行
委員会

神戸市垂水区

平成26.9.28㈰

緑台・陽明地区自主防災総合訓練

緑台・陽明地区自主防災会

川西市

平成26.9.28㈰

１．
１７に学ぶ 第１６回大木町自主防災訓練

西脇市大木町自主防災会

西脇市

平成26.9.28㈰

三木市総合防災訓練＆防災フェスティバル

三木市

三木市

平成26.9.28㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・三木市防災フェスティバル）

平成26.9.28㈰

つなぐ手プロジェクト
（県子連）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

神戸市須磨区

三木市

福良地区防災フェスタ

福良地区防災フェスタ実
行委員会

学生による震災20周年記憶のフラット化プロジェクト
（勉強会）

学生による震災20周年記
憶のフラット化プロジェクト 神戸市中央区
実行委員会

南あわじ市

10月
平成26.10.1㈬

平成26.10.1㈬

新潟地震50年、阪神･淡路大震災19年、中越大震災10年
「巨大災害時を想定した食への備え」シンポジウム
～南海トラフ地震への減災～
兵庫の工芸壁面を飾る

（一社）健康ビジネス協議会

神戸市中央区

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区

平成26.10.1㈬～11.29㈯

新進美術家作品展

平成26.10.2㈭～7㈫

兵庫県いけばな展

平成26.10.3㈮

災害に備えて
（防災学習）

朝来市立生野小学校

神戸市

平成26.10.4㈯

防災組織啓発運動講演会

仁川高丸自治会

宝塚市
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開催日
平成26.10.4㈯
平成26.10.4㈯

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・西脇市防災のつどい）

主

催

開催地

三田市すずかけ台自治会

三田市

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

西脇市

平成26.10.4㈯～5㈰

第6回みなと町神戸ツーデーマーチ
（震災モニュメントウォーク）

神戸ウォーキング協会

神戸市中央区

平成26.10.4㈯～5㈰

子どもも大人も遊びから学ぼう減災・防災～リスクマネージメント力
を高める冒険あそび場「プレーパーク」～講演・体験

あそび探検隊・須磨プレー
パーク

神戸市須磨区

平成26.10.5㈰

ひょうご邦楽の祭典

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市東灘区

平成26.10.5㈰

ひょうご名流舞踊の会

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区

平成26.10.5㈰

詩のフェスタひょうご

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区

平成26.10.5㈰

2014三木さんさんまつり＆防災意識の向上と東日本震災復興支援

平成26.10.5㈰

ひょうごブラスフェスティバル2014

三木さんさんまつり実行委
員会

三木市

（公財）兵庫県芸術文化協会

篠山市

兵庫県生活協同組合連合会、
兵庫県農業協同組合中央会、
兵庫県漁業協同組合連合会、 神戸市中央区
兵庫県森林組合連合会、
兵庫県

平成26.10.9㈭

兵庫県生協大会防災講演会

平成26.10.9㈭～12㈰

第26回全国手工芸コンクール in ひょうご

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区

平成26.10.10㈮～20㈪

平成26年度地域文化を考えるシンポジウム

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区

平成26.10.11㈯

第18回灘ふれあい秋まつり

神戸市灘区役所

平成26.10.11㈯

避難訓練グレードアッププロジェクト
（第１回訓練）

避難訓練グレードアッププ
神戸市中央区
ロジェクト
（神戸学院大学）

平成26.10.11㈯

歓喜のハーモニー第42回チャリティコンサート

東方文化芸術団

西宮市

多田小学校区防災会

川西市

平成26.10.11㈯

多田小学校区の災害に備えよう
（防災研修会・総合訓練・館外学習）

神戸市灘区

平成26.10.11㈯

多可町防災訓練

多可町

多可町

平成26.10.11㈯～12㈰

全国公立大学学生大会 ＬＩＮＫｔ
ｏｐｏｓ
～地域における学生・教員・職員の取組と可能性～

公立大学学生ネットワーク

神戸市中央区

平成26.10.12㈰

伝える備える活かす防災啓発キャンペーン

防災啓発キャンペーン実行
委員会

神戸市中央区

平成26.10.12㈰

117KOBEぼうさいマスタープロジェクト
（第２回ワークショップ）

神戸新聞社、神戸市

神戸市中央区

平成26.10.12㈰

第11回津軽三味線全国大会ｉ
ｎＫＯＢＥ

兵庫県

神戸市中央区

平成26.10.12㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・神戸市2014健康フェア消防ブース）

平成26.10.12㈰

「阪神･淡路における市民まちづくり支援の２０年と今後の教訓」
第一回研究会

平成26.10.12㈰

震災20年企画「1.17を忘れない ～これからの防災～」

平成26.10.12㈰

ひょうご吟剣詩舞道祭

平成26.10.12㈰
平成26.10.12㈰
平成26.10.13（月・祝）～
11.22㈯

「災害ボランティア割引制度」実現のための署名活動
兵庫県交響楽祭

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県
復興市民まちづくり支援研
究会

神戸市中央区

県営鹿の子台南鉄筋住宅
自治会

神戸市

（公財）兵庫県芸術文化協会

三田市

ひょうごボランタリープラザ
（公財）兵庫県芸術文化協会

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修
（コミュニティ防災🄑）

神戸市中央区

明石市
たつの市

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター

平成26.10.14㈫

兵庫県住宅再建共済制度推進大会

（公財）兵庫県住宅再建共済
基金、兵庫県

平成26.10.14㈫～
10.18㈯

震災復興交流神戸セミナー
（第1回）

（公財）神 戸 都 市 問 題 研 究
所、神戸防災技術者の会、 神戸市中央区
神戸市

平成26.10.15㈬

防災教育施設（北淡震災記念館）
の見学・防災学習

三田市立弥生小学校

神戸市中央区

淡路市

平成26.10.15㈬

防災教育施設（人と防災未来センター）見学事業

丹波市立青垣町連合小学校

神戸市

平成26.10.15㈬

阪神・淡路大震災２０年事業

長田消防署

神戸市長田区

消火技術会

平成26.10.15㈬

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・自衛消防隊消防操法大会）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

西宮市

平成26.10.15㈬

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・西宮市自衛消防隊操法大会）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

西宮市

平成26.10.15㈬～
12.28㈰
平成26.10.17㈮～
11.16㈰
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事業名
地域の小学校と連携した地域合同自主防災訓練

県立美術館 展覧会｢だまし絵Ⅱ」
神戸大学附属図書館資料展
「つたえる・つながる：阪神・淡路大震災２０年」

県立美術館

神戸市中央区

国立大学法人神戸大学附
属図書館

神戸市灘区

開催日
平成26.10.17㈮～
12.17㈬
平成26.10.17㈮～19㈰

事業名

主

家族で話す防災・減災ハンドブック2014
震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・豊岡市台風23号10周年メモリアル事業）

催

開催地

家族で話す防災･減災ハン
ドブック実行委員会

神戸市中央区

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

豊岡市

平成26.10.18㈯

芦屋市立打出教育文化センターにおける震災シミュレーション

芦屋市打出小槌町自主防
災・防犯会

芦屋市

平成26.10.18㈯

防災カフェ in たいし
（コミュニティと防災）

太子町立中央公民館

太子町

平成26.10.18㈯
平成26.10.18㈯～12.7㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・ひょうご消防のつどい2014）
神戸市埋蔵文化財センター秋季企画展「阪神・淡路大震災20年
大地に刻まれた災害史」

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

加古川市

神戸市教育委員会

神戸市西区

㈱ジーベック、神戸市ほか

神戸市中央区

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区

平成26.10.18㈯～19㈰

神戸ＪＡＺＺ２０１４ ～10th Anniversary～

平成26.10.19㈰

ひょうご大茶会

平成26.10.19㈰

震災20年神戸からのメッセージ発信

平成26.10.19㈰

音楽とダンスの祭典ｉ
ｎ Ｈｙｏｇｏ

平成26.10.19㈰

箕谷ブロック防災訓練

平成26.10.19㈰

震災20年消防団活性化支援事業（パネル展示・武庫祭り）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

尼崎市

平成26.10.19㈰

ひょうご消防のつどい2014

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

加古川市

平成26.10.19㈰

上原田地区自主防災訓練

上原田自主防災会

姫路市

近畿府県合同防災訓練

近畿府県合同防災訓練実
行委員会

和歌山市

平成26.10.19㈰

市民参加イベント

神戸市
（公財）兵庫県芸術文化協会
箕谷防災福祉コミュニティ

平成26.10.19㈰～11.8㈯

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修
（トルコ 防災対策を踏まえた都市再整備計画）

平成26.10.20㈪

（公財）兵庫県消防協会、
震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・たつの市揖龍地区安全・安心まちづくり住民大会） 兵庫県

平成26.10.20㈪

平成16年台風23号災害10年継承事業
防災・減災まちづくりシンポジウム2014

神戸市中央区
神戸市長田区
神戸市北区

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター

平成16年台風23号災害
10年継承事業実行委員会

たつの市
洲本市

平成26.10.20㈪～12.6㈯

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修
（アンデス地域災害医療マネージメント）

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター

平成26.10.20㈪～27㈰

「防災・減災の日」啓発活動

洲本市建設業協同組合

平成26.10.21㈫
平成26.10.21㈫

避難訓練グレードアッププロジェクト
（第２回訓練）
震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・ポーアイ4大学相互防災訓練）

洲本市

避難訓練グレードアッププ
神戸市中央区
ロジェクト
（神戸学院大学）
（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

神戸市中央区

平成26.10.21㈫

兵庫県立大学COC事業 ひょうご・地（知）の五国豊穣イニシア
ティブ「震災２０周年記念シンポジウム」
～震災から学ぶソーシャル・イノベーション～

兵庫県立大学

神戸市西区

平成26.10.22㈬

第52回 兵庫県高圧ガス大会

県、兵庫県高圧ガス連絡
協議会

神戸市中央区

平成26.10.22㈬

道意地域における災害時要援護者見守り支援デジタルマップづく
尼崎市道意社会福祉協議会
りと地域避難訓練

尼崎市

平成26.10.23㈭

丹波市立南小学校４年生による人と防災未来センターでの防災学習

丹波市立南小学校

神戸市中央区

平成26.10.24㈮

ファイア・アドベンチャー
（小学生総合防災体験学習）

ファイア・アドベンチャー
実行委員会

神戸市灘区

小瀬自治会

姫路市

神戸市

神戸市中央区

平成26.10.24㈮
平成26.10.25㈯
平成26.10.25㈯
平成26.10.26㈰

大災害を教訓とした防災活動
（自治会とめぐみ保育所の協働防災訓練）
減災講話シリーズ「心の復興 そこから出発」

姫路市市民防災大学
姫路市
「防災の輪 広げるコツ ～楽しく防災活動をやろう～「生活防災」」

姫路市

神戸市ユースセミナー「復興まちづくりの現場から学ぶ」

神戸市まちづくり会館

神戸市中央区

平成26.10.26㈰

1・17を忘れない！須磨区防災福祉コミュニティ大会

須 磨 区 防 災 福 祉コミュニ
ティ等連絡会議

神戸市須磨区

平成26.10.26㈰

コミュニティ末広総合防災訓練

まちづくり協 議 会コミュニ
ティ末広

宝塚市

平成26.10.26㈰

平成26年度 学園西町 総合防災訓練（避難訓練）

学園西町連合自治会

神戸市

平成26.10.26㈰

新温泉町総合防災訓練

新温泉町

新温泉町

平成26.10.26㈰

太子町防災訓練

太子町

太子町
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開催日

事業名

主

催

開催地

平成26.10.26㈰

淡路３市全島総合防災訓練

淡路県民局、洲本市、
南あわじ市、淡路市

平成26.10.26㈰

防災カフェ「食と防災を考える」

尼崎市立大庄公民館

尼崎市

平成26.10.26㈰

神戸市ユースセミナー「復興まちづくりの現場から学ぶ」

神戸市まちづくり会館

神戸市中央区

平成26.10.26㈰

震災体験継承事業「シニアと高校生、
ともに創ろう減災グッズ in
かけはしフェア」第５回ワークショップ

兵庫区子ども会連合会、
神戸市兵庫区役所ほか

神戸市兵庫区

洲本市

平成26.10.26㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・洲本市防災訓練）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

洲本市

平成26.10.26㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・淡路市防災訓練）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

淡路市

平成26.10.26㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・南あわじ市防災訓練）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

南あわじ市

ひょうご森のまつり実行委
員会（兵庫県、
（公社）兵庫 養父市
県緑化推進協会、養父市）

平成26.10.26㈰

ひょうごの森のまつり

平成26.10.28㈫～11.1㈯

震災復興交流神戸セミナー
（第２回）

平成26.10.29㈬～30㈭

平成26年度生活学校・生活会議運動中部･近畿ブロック研究集会

あすの兵庫を創る生活運
動協議会

神戸市中央区

平成26.10.30㈭

人と防災未来センターを見学し防災について学ぼう

（公財）神 戸 都 市 問 題 研 究
所、神戸防災技術者の会、 神戸市中央区
神戸市

朝来市立枚田小学校

神戸市

平成26.10.31㈮

宝塚１万人のラインダンス ～大災害への想いをあらたに～
（東日本大震災被災者の講演と交流会）

宝塚１万人のラインダンス
実行委員会

宝塚市内

平成26.10.31㈮

第４回CODE寺子屋「東日本大震災からの学びとまとめ」

（特非）CODE海外災害援
助市民センター

神戸市兵庫区

防災シンポジウム＆復興支援ウォーキング

（特非）うぇるねす・コア21

神戸市中央区

11月
平成26.11.1㈯
平成26.11.1㈯

オープンセンター2014

神戸大学
センター

平成26.11.1㈯

こどもフェスティバル

芦屋市

芦屋市

平成26.11.1㈯

宝塚１万人のラインダンス～大災害への想いをあらたに～

宝塚１万人のラインダンス
実行委員会

宝塚市内

平成26.11.1㈯

第6回川西市民フォーラム「失敗しない耐震・リフォームのコツ」

平成26.11.1㈯

はりま津波ひなんウォーキング

平成26.11.1㈯～2㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・加東市秋のフェスティバル）

平成26.11.1㈯～3（月・祝） 1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」10周年事業 記念フォーラム
平成26.11.2㈰

（特非）人・家・街
機構

安全支援

播磨町
（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

神戸市中央区

川西市
播磨町
加東市

兵庫県

神戸市中央区

被災地学生交流事業会

神戸市中央区

平成26.11.2㈰

国際シンポジウム「阪神・淡路大震災から未来へ」

「阪神・淡路大震災から未
来へ」実行委員会

平成26.11.2㈰

東川崎防災ジュニアチーム第５回定期訓練

東川崎ふれあいのまちづく
り協議会防災部会東川崎 神戸市中央区
防災ジュニアチーム

平成26.11.2㈰

避難訓練グレードアッププロジェクト
（第３回訓練）

避難訓練グレードアッププ
神戸市中央区
ロジェクト
（神戸学院大学）

平成26.11.2㈰

全日近畿・不動産フォーラム2014 in HYOGO
～阪神・淡路大震災から20年、市民目線で考える地域の活性化～

（公社）全日本不動産協会全
日本不動産近畿流通セン
ター

神戸市中央区

平成26.11.2㈰

震災20年事業ひょうご女性フォーラム
「防災・減災、復興に女性の力を」

県立男女共同参画センター

神戸市中央区

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

神戸市中央区

平成26.11.2㈰

震災20年消防団活性化支援事業（パネル展示・小田祭り）

平成26.11.2㈰

かわにし音灯り2014 ～震災鎮魂の祈り～

川西市商工会

川西市

平成26.11.2㈰

防災講座（家具の転倒防止）
・炊き出し訓練

日之出町自主防災会

高砂市

平成26.11.2㈰

高砂市総合防災訓練

高砂市

高砂市

平成26.11.2㈰
平成26.11.2㈰
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「阪神から東日本へ」ユースセミナー
（大槌高校生とのディスカッション）

都市安全研究

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・高砂市防災訓練）
大門自主防災訓練

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県
大門自主防災会

尼崎市

高砂市
西脇市

開催日
平成26.11.2㈰

事業名
自主防災かみかわ防災訓練

主

催

開催地

自主防災かみかわ

神河町

平成26.11.2㈰～3（月・祝）

117KOBEぼうさいマスタープロジェクト
（避難所体験ワークショップ）

神戸新聞社、神戸市

神戸市長田区

平成26.11.3（月・祝）

「阪神･淡路における市民まちづくり支援の２０年と今後の教訓」
第二回研究会

復興市民まちづくり支援研
究会

神戸市中央区

西奥地区自主防災会

三木市

平成26.11.3（月・祝）

支え合う地域力向上で防災力アップ大作戦

平成26.11.3（月・祝）

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・加古川市防災のつどい）

平成26.11.5㈬

学生による震災20周年記憶のフラット化プロジェクト
（ワークショップ）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

加古川市

学生による震災20周年記
憶のフラット化プロジェクト 神戸市中央区
委員会

平成26.11.5㈬

平成26年度西宮市総合防災訓練

西宮市

西宮市

平成26.11.5㈬

兵庫県石油コンビナート等総合防災訓練

兵庫県

姫路市

平成26.11.5㈬

西播磨広域防災拠点見学及び防災学習

西播磨県民局

上郡町

平成26.11.5㈬～7㈮

国際緊急援助隊救助チーム訓練

JICA緊急援助隊事務局、
神戸市中央区
兵庫県

平成26.11.6㈭

フォーラム「アツい協働 明日をつむぐ」
～阪神・淡路大震災から20年～

（公財）ひょうご
神戸新聞社、
震災記念21世紀研究機
構、兵庫県

神戸市中央区

平成26.11.6㈭

防災・減災体験ゲームと家具類の転倒防止の器具について

中藤江わかば会

明石市

平成26.11.6㈭

防災学習 ～災害から命を守るために～
（北淡震災記念公園見学）

たつの市立神岡小学校

淡路市

平成26.11.6㈭～7㈮

国際特別都市建設連盟防災担当者会議

芦屋市

芦屋市

平成26.11.7㈮

兵庫県危機管理フォーラム2014

平成26.11.7㈮
平成26.11.7㈮

（特非）NBCR対策推進機
構、兵庫県

防災学習 ～災害から命を守るために～
（人と防災未来センター見学）

たつの市立神岡小学校

神戸市中央区

尼崎市

尼崎市

平成26.11.8㈯

阪神・淡路大震災20年事業巡回パネル展「震災と文化財」
（県立美術館）

兵庫県教育委員会

神戸市中央区

平成26.11.8㈯

民団防災対策委員会「阪神・淡路大震災20年事業」
（民団防災の日イベント）

韓国民団兵庫県本部防災
対策委員会

神戸市長田区
等

平成26年度明石市総合防災訓練

明石市

明石市

平成26.11.8㈯

姫路市市民防災大学「姫路の防災対策について」

姫路市

姫路市

平成26.11.8㈯～9㈰

～出会い・感動～夢但馬2014
但馬まるごと感動市

但馬まるごと感動市実行
委員会

豊岡市

神戸市長田区役所・
長田消防署

神戸市長田区

平成26.11.8㈯

阪神・淡路大震災20年事業 尼崎市防災フォーラム

神戸市中央区

ふれあいの祭典 コウノトリ翔る

平成26.11.8㈯～17㈪

長田区で保存している震災関連資料の公開
（未来を守る震災展＆防災啓発ポスター展）

平成26.11.9㈰

看護フェア「防災/減災を考えよう」
（災害関連用品展示「災害時の簡易トイレ」）

（公社）兵庫県看護協会

神戸市中央区

平成26.11.9㈰

カエルキャラバン 防災を学ぼう

神戸市民安全推進員会

神戸市灘区

平成26.11.9㈰

117KOBEぼうさいマスタープロジェクト
（第３回ワークショップ）

神戸新聞社、神戸市

神戸市中央区

コスモシティ尼崎自治会

尼崎市

市川町瀬加地区地域防災力強化訓練（市川町総合防災訓練）

瀬加地区自主防災会

市川町

平成26.11.9㈰

こうべ「水の恵み」ウォーク ～淡山疎水の偉業にふれる～

神戸県民センター神戸土
地改良センター

神戸市西区

平成26.11.9㈰

あしやホスピタル・フェスタ

芦屋市民病院

芦屋市

平成26.11.9㈰
平成26.11.9㈰

コスモシティ尼崎安心・安全プロジェクト
（避難誘導訓練・救出救護訓練等）

平成26.11.9㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・高砂市火災予防運動）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

高砂市

平成26.11.9㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・小野市防災フェス）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

小野市

（公財）ひょうご震災記念21
世紀研究機構

神戸市中央区

平成26.11.10㈪～11㈫

平成26年度自治体災害対策全国会議

平成26.11.11㈫

兵庫区内保育所防災フェア2014

神戸市兵庫消防団

神戸市兵庫区

平成26.11.11㈫

震災20年垂水防災フェア

垂水消防署

神戸市垂水区

平成26.11.11㈫

防災教育フォーラム
-命を守り絆を育む「兵庫の防災教育」の展開-

兵庫県教育委員会

神戸市中央区

平成26.11.12㈬

第15回減災報道研究会

人と防災未来センター

神戸市中央区

平成26.11.12㈬

計量講演会

神戸市

神戸市中央区

平成26.11.12㈬

神戸高専産学官金技術フォーラム2014

神戸市工業高等専門学校

神戸市中央区
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開催日
平成26.11.12㈬
平成26.11.12㈬
平成26.11.12㈬～16㈰
平成26.11.12㈬～27㈭

「巨大津波に備える」シンポジウム
震災復興交流神戸セミナー
（第３回）
阪神・淡路大震災20年事業巡回パネル展「震災と文化財」
（神戸市埋蔵文化財センター）

主

催

開催地

水上消防署

神戸市中央区

兵庫県

淡路市

（公財）神 戸 都 市 問 題 研 究
所、神戸防災技術者の会、 神戸市西区
神戸市
兵庫県教育委員会

神戸市西区

山口防災教育（施設見学）

朝来市山口小学校

神戸市中央区

平成26.11.13㈭～14㈮

全国農業担い手サミット 震災からの元気発信事業

兵庫県農業経営士会、
兵庫県農業法人協会、
兵庫県女性農漁業士会、
兵庫県

神戸市須磨区

平成26.11.14㈮

更生保護制度施行65周年記念 兵庫県更生保護大会シンポジウム

兵庫県保護司会連合会、
神戸市中央区
兵庫県ほか

平成26.11.13㈭

平成26.11.14㈮

多田小学校区の災害に備えよう
（防災研修会・総合訓練・館外学習）

多田小学校区防災会

川西市

平成26.11.14㈮

災害につよいまち
『竹の台』
をつくる 平成26年度防災訓練・教育
（市民救命士講習会）

竹の台地区防災・防犯福
祉コミュニティ

神戸市

平成26.11.14㈮

津波防災訓練及び救命救急、防災講演会

鳴尾浜連絡会防災部会

西宮市

平成26.11.14㈮

阪神・淡路大震災20年事業

長田消防署

神戸市長田区

神戸市教育委員会

神戸市東灘区

平成26.11.14㈮

防災講演会

新たな神戸の防災教育推進事業研究実践校園授業公開
（魚崎中学校）

平成26.11.15㈯

毎月１７日を防災・減災の日に ～そなえるって、
い～な⒄ ! ～
街頭啓発活動

防災・減災の日確立協力会

神戸市中央区

平成26.11.15㈯

大島小学校区総合防災訓練

猪名川町立大島小学校

猪名川町

平成26.11.15㈯

世代間交流事業 ～わが町西鈴蘭台～（災害にそなえて）

世代間交流事業実行委員会

神戸市北区

平成26.11.15㈯

野村地区自主防災訓練

野村地区自主防災会

西脇市

平成26.11.15㈯

シンポジウム「東日本大震災の住宅復興と自治体の災害対策」

東日本大震災の住宅復興
と自治体の災害対策シン
ポジウム実行委員会

神戸市中央区

平成26.11.15㈯

淡路地域ひょうご防災リーダーフォローアップ研修

淡路県民局

淡路市

平成26.11.15㈯

いきいきシニアライフフェア

神戸市

神戸市中央区

平成26.11.16㈰

災害時医療支援船 Carry Ship 検証航海計画訓練

（特非）兵庫県腎友会

阪神港神戸区、
大阪区南港

平成26.11.16㈰

俳句によるまちづくり
「播磨芭蕉忌フェスティバル」

俳句によるまちづくりの会
「亜流里」

姫路市

平成26.11.16㈰

防災訓練モデル事業「防災ふれあいウォーク津波災害から自分自身
や地域を守るために！」

防災ふれあいウォーク実行
委員会

西宮市

平成26.11.16㈰

平成２６年度宍粟市総合防災訓練（自主防災会訓練）

伊和自主防災会

宍粟市

神戸県民センター神戸土
木事務所

神戸市兵庫区

平成26.11.16㈰

「土木の日」湊川隧道通り抜け

平成26.11.16㈰

但馬地域自主防災組織交流大会

但馬県民局

香美町

平成26.11.16㈰

宍粟市総合防災訓練

宍粟市

宍粟市

平成26.11.16㈰

小野市総合防災訓練

小野市

小野市

平成26.11.16㈰

赤穂市総合防災訓練

赤穂市

赤穂市

平成26.11.16㈰

防災カフェ in たいし
（親子で体験防災グッズづくり）

太子町立中央公民館

太子町

平成26.11.16㈰

神戸マラソン「折り返しのまち たるみ」の発信

神戸市垂水区役所

神戸市垂水区

平成26.11.16㈰

第20回須磨青空元気フェスティバル

神戸市須磨区役所

神戸市須磨区

平成26.11.16㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・宍粟市総合防災訓練）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

宍粟市

平成26.11.16㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・西消防団ポンプ操法競技会）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

神戸市北区

平成26.11.17㈪

兵庫ニューメディア推進協議会 30周年記念講演会
「災害時におけるメディアの役割 ～情報の空白を埋める～」

平成26.11.17㈪
平成26.11.18㈫
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事業名
平成26年度防災講演会

南海トラフ巨大地震に備えよう！防災啓発運動（防災キャンペーン）
「いっしょに防災を学ぼう・いっしょに作って食べよう」防災訓練

兵庫ニューメディア推進協
議会

神戸市中央区

（公財）日本公衆電話会兵庫
支部

神戸市長田区

HAT神戸脇の浜６号棟・
７号棟・13号棟・14号棟
自治会

神戸市中央区

開催日

事業名

主

催

開催地

平成26.11.18㈫

新たな神戸の防災教育推進事業研究実践校園授業公開
（住吉中学校）

神戸市教育委員会

平成26.11.19㈬

学生による震災20周年記憶のフラット化プロジェクト
（ワークショップ）

学生による震災20周年記
憶のフラット化プロジェクト 神戸市中央区
委員会

平成26.11.19㈬
平成26.11.19㈬

講演会「震災と人権」
新たな神戸の防災教育推進事業研究実践校園授業公開
（塩屋小学校）

神戸市東灘区

芦屋市

芦屋市

神戸市教育委員会

神戸市須磨区

平成26.11.19㈬

阪神・淡路大震災20年事業 ～震災の教訓・経験から世界へ貢献
する都市へ～
（池上彰氏講演会）

2016年サミット誘致推
進協議会

神戸市中央区

平成26.11.20㈭

養父市避難所運営演習図上訓練

養父市

養父市

平成26.11.20㈭～
23（日・祝）

第20回兵庫ふれあい美術展

平成26.11.21㈮

県立三木高等学校

平成26.11.21㈮

人と防災未来センター見学

新たな神戸の防災教育推進事業研究実践校園授業公開
（たまつ幼稚園）

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市灘区

兵庫県立三木東高等学校

神戸市

神戸市教育委員会

神戸市西区

平成26.11.21㈮

兵庫区防災フェスタ

兵庫消防署

神戸市兵庫区

平成26.11.21㈮～
12.25㈭

阪神・淡路大震災20年・神戸花き協会20周年事業
～ＫＯＢＥ ＦＬＯＷＥＲ ｈｅＡＲＴ
（屋外展示）

神戸市花き協会、神戸市

神戸市中央区

平成26.11.21㈮～
23（日・祝）

第4回KOBEマラソン開催記念東日本大震災復興支援
「感謝と友情」チャリティライブ

（特非）イベントサポート兵庫

神戸市中央区

平成26.11.21㈮～
23（日・祝）

「1.17希望の灯り」を用いたランプワークデモンストレーション

ジャパンランプワークソサ
エティ

神戸市中央区

平成26.11.21㈮～
23（日・祝）

「伝える・繋げる/ in 兵庫」
阪神・淡路大震災と東日本大震災の復興まちづくり

兵庫県

淡路市

平成26.11.21㈮～
24（月・振）

阪神・淡路大震災２０年・神戸花き協会20周年事業
～ＫＯＢＥ ＦＬＯＷＥＲ ｈｅＡＲＴ
（屋内展示第１弾）

神戸市花き協会、神戸市

神戸市中央区

稲野自治会

伊丹市

平成26.11.22㈯

稲野町ハザードマップ2015発行記念防災レクチャー

平成26.11.22㈯

２０１４ひょうご洋舞フェスティバル

（公財）兵庫県芸術文化協会

西宮市

平成26.11.22㈯

兵庫短歌祭

（公財）兵庫県芸術文化協会

加古川市

平成26.11.22㈯
平成26.11.23（日・祝）

新たな神戸の防災教育推進事業研究実践校園授業公開
（水木小学校）
1.17は忘れない・ふれあいフェスティバル

神戸市教育委員会

神戸市兵庫区

ふれあいフェスティバル実
行委員会

神戸市長田区

平成26.11.23（日・祝）

未来に託す地域の子どもたちへ伝える大人の防災教育の大切さ
（特非）大原・桂木OKサポート 神戸市北区
（防災訓練・要援護者避難訓練）

平成26.11.23（日・祝）

阪神・淡路大震災20周年・県立図書館40周年記念事業
「未来にツタエル」
（フォーラム）

（特非）まち・コミュニケーショ
（特非）リ・フォープ、県立 明石市
ン、
図書館

平成26.11.23（日・祝）

安乎小中学校防災学習

洲本市立安乎中学校

洲本市

平成26.11.23（日・祝）

松原町みんなで防災・減災対策（地域防災訓練）

赤穂市松原町自治会

赤穂市

平成26.11.23（日・祝）

市川町千原区自主防災会訓練

市川町千原区自主防災会

市川町

平成26.11.23（日・祝）

ひょうご日本民謡フェスティバル

（公財）兵庫県芸術文化協会

平成26.11.23（日・祝）

ひょうご民族芸能祭

（公財）兵庫県芸術文化協会

平成26.11.23（日・祝）

神戸マラソン舞子事業 -1.17は忘れない-

神戸県民センター

神戸市垂水区

平成26.11.23（日・祝）

防災カフェ「家庭でできる保存食」

尼崎市立大庄公民館

尼崎市

平成26.11.23（日・祝）

第４回神戸マラソン

神戸市教育委員会

神戸市

平成26.11.23（日・祝）
平成26.11.24（月・振）

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・朝来市防災講演会）
防災カフェ in たいし
（飼い主の役割）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県
太子町立中央公民館

神戸市東灘区
養父市

朝来市
太子町

平成26.11.24（月・振）～
12.12㈮

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修
（イラン 消防運用体制）

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター

平成26.11.25㈫
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（20歳の人が震災を考える映画「神戸在住」試写会参加）

神戸新聞社、神戸市

神戸市中央区

平成26.11.25㈫

災害につよいまち
『竹の台』
をつくる 平成26年度防災訓練・教育
（避難訓練）

竹の台地区防災・防犯福
祉コミュニティ

神戸市西区

平成26.11.25㈫

「１．
１７は忘れない」
インターナショナルスクールにおける防災学習・防災訓練

神戸ドイツ学院

神戸市東灘区
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開催日

事業名

主

催

開催地

平成26.11.25㈫

阪神・淡路大震災２０周年シンポジウム 阪神・神戸のみらい
「ひと」
・
「まち」
・
「産業」～災害文化の継承、
そして地域の活力へ～

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサ
ルティング㈱、㈱三菱東京
ＵＦ
Ｊ銀行

平成26.11.25㈫

新たな神戸の防災教育推進事業研究実践校園授業公開
（本庄小学校）

神戸市教育委員会

平成26.11.26㈬

阪神・淡路20年シンポジウム
「三大震災の復興と教訓～次なる大災害に備えて～」

平成26.11.26㈬～27㈭

学生による震災20周年記憶のフラット化プロジェクト
（沖縄でのワークショップ）

学生による震災20周年記
憶のフラット化プロジェクト 神戸市中央区
委員会

平成26.11.27㈭

新たな神戸の防災教育推進事業研究実践校園授業公開
（真陽小学校）

神戸市教育委員会

神戸市長田区

（公財）ひょうご震災記念21
世紀研究機構

神戸市中央区
神戸市東灘区
神戸市中央区

平成26.11.27㈭～30㈰

第13回障がい者公募作品展 ハートでアートこうべ2014

神戸市中央区社会福祉協
議会

神戸市中央区

平成26.11.29㈯

兵庫県ボランティア協会 阪神・淡路大震災20年周年記念事業
[あの日から２０年]震災を語り継ぐボランティア交流フォーラム

兵庫県ボランティア協会

芦屋市

平成26.11.29㈯

神戸市民フォーラム「木造住宅の耐震リフォームのコツ」⑴

（特非）人・家・街
機構

安全支援

神戸市中央区

平成26.11.29㈯

団地防災元年 ＝ 2014年度総合防災対策事業（防災訓練）

ルミエール千鳥福祉協会

尼崎市

平成26.11.29㈯

もしもに備える「英賀保のつどいパートⅡ」

英賀保地区連合自主防災会

姫路市

平成26.11.29㈯

狭間が丘地域防災訓練

狭間が丘連合自治会

三田市

平成26.11.29㈯

丹波地域ひょうご防災リーダー等フォローアップ講座

丹波県民局

丹波市

平成26.11.29㈯

芦屋ボランティア連絡会30周年の集い ～震災２０周年記念事業～

芦屋ボランティア連絡会

芦屋市

平成26.11.29㈯

減災講話シリーズ「学校の安全・安心対策」

神戸市

神戸市中央区

平成26.11.29㈯

第27回神戸市ふれあいロードレース大会

神戸市

神戸市中央区

平成26.11.30㈰

（一社）兵庫県トラック協会防災訓練

平成26.11.30㈰

～１．
１７は忘れない～ ‘池小地区自主防災・避難訓練’

平成26.11.30㈰

（一社）兵庫県トラック協会
防災訓練

神戸市中央区

池尻小学校区

伊丹市

まちかど減災プロジェクト
（防災まちづくり勉強会）

住吉呉田まちづくりの会

神戸市東灘区

平成26.11.30㈰

広域防災センター実戦デモへの婦人防火クラブ実践活動

尼崎市婦人防火クラブ連
絡協議会

三木市

平成26.11.30㈰

ひょうご合唱の祭典

（公財）兵庫県芸術文化協会

加東市

平成26.11.30㈰

ひょうご俳句フェスティバル

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区

平成26.11.30㈰

阪神・淡路大震災から20年・センター開設10年事業
｢E-デフェンス公開 -防災・減災イベント-」

（独法）防災科学技術研究所
兵庫耐震工学研究センター

三木市

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

三木市
三木市

平成26.11.30㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・広域防災センター実戦防災デモ）

平成26.11.30㈰

広域防災センター実戦デモ

県立広域防災センター

平成26.11.30㈰～
12.14㈰

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修（トルコ リスク
評価に基づく効果的なリスク管理のための能力開発プロジェクト）

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター

12月
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平成26.12.1㈪

阪神・淡路大震災20年人権のつどい

平成26.12.1㈪

こころのケア国際シンポジウム

平成26.12.1㈪～
平成27.1.31㈯

新進美術家作品展

平成26.12.2㈫

P&G防災セミナー

兵庫県書作家協会選抜展

（公財）兵 庫 県 人 権 啓 発 協
会、兵庫県

神戸市中央区

兵庫県こころのケアセンター

神戸市中央区

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区

Ｐ＆Ｇ

神戸市東灘区

平成26.12.2㈫～7㈰

阪神・淡路大震災20年事業巡回パネル展「震災と文化財」
（川西市文化財資料館）

兵庫県教育委員会

川西市

平成26.12.3㈬

学生による震災20周年記憶のフラット化プロジェクト
（ワークショップ・発表会リハーサル）

学生による震災20周年記
憶のフラット化プロジェクト 神戸市中央区
委員会

平成26.12.3㈬

新たな神戸の防災教育推進事業研究実践校園授業公開
（渚中学校）

神戸市教育委員会

神戸市中央区

平成26.12.3㈬～15㈪

2014 KOBE イルミネーションバス運行

KOBEイルミネーションバ
ス運行実行委員会

神戸市内

平成26.12.4㈭

阪神・淡路大震災20年
～音楽で心を癒す～ 阿部

西播磨文化会館

たつの市

平成26.12.4㈭～15㈪

神戸ルミナリエ

神戸ルミナリエ組織委員会

神戸市中央区

恩 おしゃべり＆テノールコンサート

開催日
平成26.12.5㈮

事業名

主

震災から学ぼう
（防災・減災学習）

催

開催地

三田市立富士小学校４年生

神戸市中央区

平成26.12.5㈮

「守れ いのちを！地域の防災」多可校：防災研修会と防災訓練

相生学院高等学校 多可校

多可町

平成26.12.5㈮

介護セミナー がんばらない介護生活
～命・絆・介護・震災復興を考える～

尼崎市社会福祉協議会

尼崎市

平成26.12.6㈯

にしのみやジョイジョイコンサート
“NISHINOMIYA JOY JOY CONCERT”
～チャリティコンサート 西宮は元気、東北も元気に！私たちは仲間！～

国際交流サークル・オッペ

西宮市

平成26.12.6㈯

震災体験継承事業「シニアと高校生、
ともに創ろう減災グッズ in
かけはしフェア」第10回モダンシニアファッションショー

兵庫区子ども会連合会、
神戸市兵庫区役所ほか

神戸市兵庫区

平成26.12.6㈯～7㈰

防災活動活発化推進シンポジウムと避難訓練

兵庫県隊友会神戸西支部

三木市

平成26.12.6㈯～7㈰

兵庫県いけばな展（高砂市会場）

（公財）兵庫県芸術文化協会

高砂市

平成26.12.7㈰
平成26.12.7㈰
平成26.12.7㈰

社会貢献学会第５回大会
「ボランティア元年・阪神淡路大震災から20年」
神戸、気仙沼、
レイテ島を結ぶシンポジウム
-在住外国人から学ぶ被災者支援と防災「阪神･淡路における市民まちづくり支援の２０年と今後の教訓」
第三回研究会

社会貢献学会第５回大会
実行委員会

神戸市中央区

Workmate

神戸市中央区

復興市民まちづくり支援研
究会

神戸市中央区

平成26.12.7㈰

未来へ伝える女性たちの復興

尼崎市女性センター・トレピエ

尼崎市

平成26.12.7㈰

平成２６年度松が丘校区防災訓練

松が丘自主防災クラブ

明石市

平成26.12.7㈰

兵庫県川柳祭ｉ
ｎ 西脇

平成26.12.7㈰

防災カフェ in たいし
（災害は正しく恐れ、正しく備えよう！）

太子町立中央公民館

太子町

平成26.12.7㈰～8㈪

ひょうご水土里のふるさとフォーラム

兵庫県

神戸市中央区

平成26.12.9㈫

阪神・淡路大震災からの20年教材 みらいへつなぐ
-KOBE きずな・いのち・おもい

神戸市教育委員会

神戸市内

平成26.12.10㈬

在宅総合センター「ふる里」と「利用世帯」における避難計画と訓練

平成26.12.11㈭

阪神淡路大震災20年防災講演会

平成26.12.11㈭～19㈮

（公財）兵庫県芸術文化協会

阪神・淡路大震災20年事業巡回パネル展「震災と文化財」
（三木市役所ホール）

在宅総合センター
「ふる里」

西脇市

尼崎市

淡路消防保安協会

洲本市

兵庫県教育委員会

三木市

平成26.12.12㈮

年末の防災セミナー・訓練会

義心館西支部

尼崎市

平成26.12.13㈯

防災フェア ～皆で守ろう わが街・いのち～

能勢口商業協同組合

川西市

神戸新聞社、神戸市

明石市

平成26.12.13㈯
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（フットサル大会・救急救命講習）

平成26.12.13㈯

東川崎防災ジュニアチーム第６回定期訓練

東川崎ふれあいのまちづく
り協議会防災部会東川崎 神戸市中央区
防災ジュニアチーム

平成26.12.13㈯

震災２０年フォーラム -人と使命を考える

聖書研究会神戸集会

神戸市中央区

平成26.12.13㈯

第6回児童館フェスタ -阪神・淡路大震災を忘れない-

兵庫県児童館連絡協議会

神戸市中央区

平成26.12.13㈯

播磨町自主防災組織合同研修会

播磨町

播磨町

平成26.12.13㈯

減災講話シリーズ「震災から２０年、住民主体の防災・減災を考える
～世界各地の事例から～」

神戸市

神戸市中央区

平成26.12.13㈯～
平成27.2.15㈰

阪神・淡路大震災20年事業「兵庫の陶磁」

兵庫陶芸美術館

丹波市

平成26.12.14㈰

阪神・淡路大震災復興記念
第18回アマチュアソロ管楽器コンクール

ＫＯＳＭＡ

神戸市東灘区

平成26.12.14㈰

被災記憶継承と防災のためのセミナー開催＋位置情報型Webサ
イト構築事業

被災記憶継承と防災のた
めの事業実行委員会

神戸市中央区

平成26.12.14㈰

ラジオ ｄｅ 耐震・防災トーク「神戸・大阪・京都
オ放送と連動した耐震トークイベント」

神戸市

神戸市中央区

平成26.12.14㈰

防災カフェ「おいしい炊き出しを考えよう」

尼崎市立大庄公民館

尼崎市

平成26.12.14㈰

尾上地区防災・減災フェスティバルならびに避難訓練

養田まちづくり委員会

加古川市

平成26.12.14㈰

いなみ野学園 “オープンキャンパス”「五百旗頭真氏講演会」

いなみ野学園

加古川市

平成26.12.17㈬

地震による斜面災害 ～兵庫県南部地震から20年～講演会

ロープネット・ロックボトル併
用工法研究会

神戸市中央区

平成26.12.17㈬

災害ボランティアセンター運営のための模擬訓練

垂水区社会福祉協議会

神戸市垂水区

平成26.12.17㈬

災害ボランティア運営のための模擬訓練（舞子高校の授業として） 神戸市垂水区役所

神戸市垂水区

平成26.12.17㈬

（公財）日本公衆電話会兵庫
南海トラフ巨大地震に備えよう！防災啓発運動（防災キャンペーン）
支部

姫路市

三都をつなぐラジ
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開催日

事業名

主

催

平成26.12.19㈮

阪神・淡路大震災復興まちづくり20年の集い

阪神・淡路大震災復興まち
づくり20年の集い実行委
員会

平成26.12.19㈮

阪神･淡路大震災20年特別企画「自治体の災害対応の経験・
教訓を「伝える」
「育む」」
（第1回）

神戸大学
センター

平成26.12.19㈮～25㈭
平成26.12.20㈯

都市安全研究

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・市川文化センター）

開催地
神戸市中央区
神戸市中央区
市川町

震災20年・防災講演会の開催

神戸市須磨区役所

神戸市須磨区

平成26.12.20㈯～21㈰

阪神・淡路大震災復興20年サバイバル生活体験キャンプ

朝来山里山クラブ「どんぐ
り」、県立南但馬自然学校

神戸市中央区

平成26.12.21㈰

まちかど減災プロジェクト
（わいわいフェスタでの啓発）

住吉呉田まちづくりの会

神戸市東灘区

平成26.12.21㈰

阪神・淡路大震災20年メモリアル・東日本大震災復興支援クリスマ
スチャリティコンサート

甲南女子大学

神戸市東灘区

平成26.12.21㈰

阪神南県民センター防災・減災フォーラム

阪神南県民センター

尼崎市

平成26.12.21㈰

確実に伝えよう震災20年
１・１７追悼メモリアル地域交流餅つき大会

平成26.12.22㈪

家島町幼・小・中・高校合同防災避難訓練

兵庫県立家島高等学校

姫路市

平成26.12.23（火・祝）

子どもも大人も 大災害に備えて決断！シミュレーション・ゲーム大会
1000人クロスロード2014

1000人クロスロード実行
委員会

神戸市中央区

（特非）たまり場

西宮市

平成26.12.23（火・祝）

神戸障害者音楽フェア2014ジョイフルコンサート

神戸市

神戸市中央区

平成26.12.23（火・祝）

紙芝居映画「ありがとうジロー」上映会

長田区役所

神戸市長田区

平成26.12.23（火・祝）

講演会とコンサート
「阪神大震災をのりこえて」

芦屋市民病院

芦屋市

兵庫県教育委員会

西宮市

平成26.12.23（火・祝）～
1.11㈰

阪神・淡路大震災20年事業巡回パネル展「震災と文化財」
（西宮市立郷土資料館）

平成26.12.23（火・祝）～
25㈭

阪神・淡路大震災20年・神戸花き協会20周年事業
～ＫＯＢＥ ＦＬＯＷＥＲ ｈｅＡＲＴ
（屋内展示第２弾）

神戸市花き協会、神戸市

神戸市中央区

平成26.12.25㈭～27㈯

全国防災ジュニアリーダー育成合宿

全国防災ジュニアリーダー
育成事業実行委員会

南あわじ市

平成26.12.26㈮

阪神淡路20年 ～1.17は忘れない～
第７回宝塚チャリチィ歌謡コンサート

花かわち倶楽部

宝塚市

平成26.12.27㈯

こべっこ＆しまっこ「心をつなぐハッピーコンサート２０１４ｉn ＫＯＢＥ」 神戸市総合児童センター

平成26.12.29㈪

震災20年消防団活性化支援事業（パネル展示）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

宝塚市

震災を忘れないで、考えよう
（講演会・追悼音楽会）

（特非）サポートステーション
灘・つどいの家

神戸市灘区

神戸市中央区

平成27年1月

平成27.1.9㈮
平成27.1

新たな神戸の防災教育推進事業研究実践校園授業公開
（須佐野中学校）

平成27.1.17㈯

地域寄り添い型復興まちづくりから、見えてきたことを発信・共有
（東日本大震災に関する勉強会）

（特非）まち・コミュニケーション

神戸市長田区

平成27.1～2

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・赤穂市防災センター）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

赤穂市

（公財）兵庫県芸術文化協会

西宮市

神戸市兵庫区

平成27.1.4㈰

ヴィルトーゾ・シンフォニー・オーケストラ・ニューイヤーコンサート

平成27.1.4㈰

淡路市消防出初式

淡路市

淡路市

平成27.1.4㈰

南あわじ市消防出初式

南あわじ市

南あわじ市

兵庫県

神戸市中央区

第一生命保険㈱

神戸市中央区

兵庫県教育委員会

播磨町

平成27.1.5㈪
平成27.1.5㈪～1.31㈯
平成27.1.5㈪～18㈰

“心に歌声を”スペシャルコンサート
第一生命保険営業職員による「減災」ご案内活動
阪神・淡路大震災20年事業巡回パネル展
「震災と文化財」
（県立考古博物館）

平成27.1.5㈪～2.21㈯

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修（総合防災行政）

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター

平成27.1.5㈪～2.7㈯

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修（中米防災対策）

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター

平成27.1.5㈪～2.7㈯

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修（防災意識の啓発）

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター

平成27.1.5㈪～20㈫
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神戸市教育委員会

「阪神から東北へ」～防災とボランティアを考える
（東北物産展）

平成27.1.6㈫

阪神・淡路大震災復興20年事業

講演会

平成27.1.6㈫～2.1㈰

1.17から3.11へ、防災のこころを伝える絵手紙展

（特非）社会還元センター
グループわ

神戸市北区

（公社）兵庫県保育協会

神戸市中央区

（特非）ニィティ

神戸市中央区

開催日

事業名

主

催

開催地

平成27.1.6㈫～2.1㈰

西宮市立郷土資料館 特殊陳列「文化財をまもる ～震災後の文
化財保護20年の記録と展望」

西宮市教育委員会

西宮市

平成27.1.6㈫～2.1㈰

西宮市立鳴尾図書館

西宮市立中央図書館・
鳴尾図書館

西宮市

平成27.1.6㈫～9㈮

震災記録写真展

学生による震災20周年記憶のフラット化プロジェクト
（発表会リハーサル）

学生による震災20周年記
憶のフラット化プロジェクト 神戸市中央区
委員会

平成27.1.7㈬～15㈭

神戸市外国語大学「大震災の経験に学ぶ -今日から始める防災-」 神戸市外国語大学

神戸市西区

平成27.1.8㈭

いわて三陸復興フォーラム in 神戸

岩手県

神戸市中央区

神戸大学

神戸市灘区

平成27.1.9㈮

神戸大学震災復興支援・災害科学研究推進室第３回シンポジウム
「大震災を踏まえた教訓と課題」

平成27.1.9㈮

ひょうご安全の日地域のつどい
（防災啓発シンポジウム）

阪神北県民局

宝塚市

平成27.1.9㈮

阪神・淡路大震災1.17追悼・防災啓発事業 ～宝塚・語りつぐ震災～

宝塚市

宝塚市

平成27.1.9㈮～16㈮

震災を忘れないで考えよう
（展示等）

平成27.1.10㈯

阪神淡路大震災20周年記念メモリアルコンサート
「明日に向かって輝こう」

（特非）サポートステーション
灘・つどいの家

神戸市灘区

本庄ふれあいのまちづくり
神戸市東灘区
協議会

平成27.1.10㈯

大災害と外国人の人権
-阪神淡路大震災と東日本大震災の経験から学ぶ-

NGO神戸外国人救援ネット

神戸市灘区

平成27.1.10㈯

第10期灘大学

神戸市灘区役所

神戸市灘区

平成27.1.10㈯

～阪神・淡路大震災20年～
震災の体験・教訓・学びを次世代に伝えるつどい事業

震災の体験・教訓・学びを
次世代に伝えるつどい実
行委員会

神戸市中央区

平成27.1.10㈯

阪神・淡路大震災20年目の震災体験者手記集冊子作成を通じた 阪神大震災を記録しつづ
震災の教訓発信
ける会

神戸市中央区

平成27.1.10㈯

災害メモリアルKOBE ２０１５
（シンポジウム）

平成27.1.10㈯

第４回ロケ地探訪 ～震災前の痕跡を訪ねて～

学生による震災20周年記憶のフラット化プロジェクト
（最終発表会「大学生 阪神・淡路大震災を語る」）

人と防災未来センター、
兵庫県ほか

神戸市中央区

学生による震災20周年記
憶のフラット化プロジェクト 神戸市中央区
委員会

平成27.1.10㈯

第30回わいずウォーク「阪神大震災２０年メモリアルウォーク」

読売新聞わいず倶楽部

神戸市中央区

平成27.1.10㈯

災害・復興・女性の力 ～１月１７日から始まる本当の男女共同参画～

神戸市男女共同参画セン
ターあすてっぷＫＯＢＥ

神戸市中央区

平成27.1.10㈯

神戸市社会福祉協議会KOBEボランティアのつどい

神戸市

神戸市中央区

平成27.1.10㈯

民団防災対策委員会「阪神・淡路大震災20年事業」
（阪神・淡路
大震災20年式典）

韓国民団兵庫県本部防災
対策委員会

神戸市長田区
等

平成27.1.10㈯

星和台・鳴子「とんどまつり」と「安全・安心のつどい」

星和台・鳴子とんど祭り
実行委員会

神戸市

平成27.1.10㈯

震災から20年・当時の体験を語り伝えよう・玉津のもちつき炊き出
（特非）神戸環境教育研究所
し鎮魂のつどい

神戸市西区

平成27.1.10㈯

大震災の教訓を伝え繋ぐ音楽公演による、
防災・減災の街づくり啓発事業

私の好きなこの街復興支
援プロジェクト

芦屋市

平成27.1.10㈯

伊丹市消防出初式

伊丹市

伊丹市

平成27.1.10㈯

けやき台総合防災訓練

けやき台自主防災会

三田市

平成27.１.10㈯～11㈰

阪神・淡路大震災から20年
阪神高速道路㈱震災資料保管庫の特別公開

阪神高速道路㈱

神戸市東灘区

平成27.１.10㈯～11㈰

第3回日本公衆衛生看護学会学術集会
阪神淡路大震災20周年災害支援セミナー

神戸大学、神戸市看護大学、
神戸市中央区
兵庫県ほか

平成27.1.10㈯～11㈰

巨大絵画が繋ぐ東北と神戸プロジェクト・シンポジウム
｢被災地におけるローカルコモンズの再生」

アート・サポート・センター神戸、
神戸市中央区
神戸市ほか

平成27.1.10㈯～11㈰
平成27.1.10㈯～11㈰
平成27.1.10㈯～12（月・祝）

巨大絵画が繋ぐ東北と神戸プロジェクト・絵画展示
（加川広重巨大絵画 -フクシマ）
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
阪神・淡路大震災20年 東日本大震災5年 メモリアル
「一行詩」と「絵画」
「書・華道」展 “生”
20年目の神戸

アート・サポート・センター神戸、
神戸市中央区
神戸市ほか
関西学院大学災害復興制
度研究所

西宮市

日本機関紙協会兵庫県本部

神戸市中央区

KOBE＊HEART実行委
員会

神戸市兵庫区

東京都

東京都

平成27.1.10㈯～18㈰

写真展KOBE＊HEART Vol.6

平成27.1.10㈯～22㈭

東京都２０１５冬の耐震キャンペーン

平成27.1.10㈯～23㈮

阪神・淡路大震災20年特別展示「1.17の記録」

神戸市

神戸市中央区

平成27.1.10㈯～31㈯

震災20年経験と教訓の継承･リメンバー神戸プロジェクト活動

リメンバー神戸プロジェクト

淡路市
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開催日
平成27.1.10㈯～
2.11（水・祝）

主

催

開催地

よろず防災相談室（神戸）

まちなか防災スクランブル
実行委員会

神戸市長田区

平成27.1.10㈯～
2.11（水・祝）

震災20年新長田アートプロジェクト

神戸ビエンナーレ組織委員
会、
（公財）兵庫県芸術文化
協会、兵庫県ほか

神戸市長田区

平成27.1.11㈰～24㈯

阪神淡路大震災２０周年祈念 ニューイヤーコンサート

（公財）西宮市文化振興財団

西宮市

平成27.1.11㈰

復興支援ウォーキング

（特非）うぇるねす・コア21

神戸市中央区

平成27.1.11㈰

震災20周年 鎮魂と再生のメッセージ
森村誠一・池辺晋一郎を迎えて
『わが街よ永遠にコンサート』

神戸市役所センター合唱団

神戸市中央区

平成27.1.11㈰

希望が花咲く日 20年目の想いをあなたと共に

希望が花咲く日実行委員会

神戸市中央区

平成27.1.11㈰

1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」プレイベント
防災未来宣言フォーラム

平成27.1.11㈰

阪神・淡路大震災20周年記念事業
「ひびけ！空まで -ヴィオリラ大正琴と歌おう-」

（特非）さくらネット、兵庫県

神戸市中央区

ヴィオリラ大 正 琴 愛 好 会
（ヴィオリランバール）

神戸市中央区

平成27.1.11㈰

震災20年防災力強化県民運動ポスターコンクール表彰式

ひょうご安全の日推進県民
会議

神戸市中央区

平成27.1.11㈰

阪神・淡路大震災20年事業「小学生防災教育発表会」

神戸市教育委員会

神戸市中央区

平成27.1.11㈰

神戸市消防出初式

神戸市消防局

神戸市中央区

平成27.1.11㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・神戸市消防出初式）

平成27.1.11㈰

ピースアクション

平成27.1.11㈰

災害復興支援

平成27.1.11㈰

尼崎市消防出初式

和太鼓チャリティコンサート 太鼓の力 in 関西

平成27.1.11㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・尼崎市消防出初式）

平成27.1.11㈰

阪神・淡路大震災20年事業
「活かそう未来へ 体験者からの伝言」
写真展

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

神戸市中央区

上ノ島福祉協会

尼崎市

尼崎市総合文化センター

尼崎市

尼崎市

尼崎市

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

尼崎市

安井地区自治会連合会

西宮市

ギャラリーわびすけ

西宮市

平成27.1.11㈰

震災２０年

平成27.1.11㈰

西宮市消防出初式

西宮市

西宮市

平成27.1.11㈰

芦屋市消防出初式

芦屋市

芦屋市

平成27.1.11㈰

宝塚市消防出初式

宝塚市

宝塚市

平成27.1.11㈰

川西市消防出初式

川西市

川西市

平成27.1.11㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・猪名川町消防出初式）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

猪名川町

平成27.1.11㈰

明石市消防出初式

明石市

明石市

平成27.1.11㈰

加古川市消防出初式

加古川市

加古川市

平成27.1.11㈰

高砂市消防出初式

高砂市

高砂市

平成27.1.11㈰

姫路市消防出初式

姫路市

姫路市

平成27.1.11㈰

相生市消防出初式

相生市

相生市

平成27.1.11㈰

たつの市消防出初式

たつの市

たつの市

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

太子町

平成27.1.11㈰
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事業名

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・太子町消防出初式）

平成27.1.11㈰

篠山市消防出初式

平成27.1.11㈰

洲本市消防出初式

篠山市

篠山市

洲本市

洲本市

巨大絵画が繋ぐ東北と神戸プロジェクト・シンポジウム
平成27.1.11㈰～12（月・祝）
｢建築家は震災とどう向かい合ってきたか」

アート・サポート・センター神
戸、神戸市ほか

神戸市中央区

平成27.1.12（月・祝）

阪神・淡路大震災20年追悼チャリティーコンサート

ヘンリーと音楽仲間たち

神戸市中央区

平成27.1.12（月・祝）

震災とアスベスト ～阪神･淡路大震災から20年の教訓を全国へ
次世代へ～ シンポジウム

震災アスベスト研究会

神戸市中央区

平成27.1.12（月・祝）

あじさいコンサート20周年事業

神戸市

神戸市中央区

平成27.1.12（月・祝）

平成27年「神戸市成人お祝いの会」

神戸市

神戸市中央区

平成27.1.12（月・祝）

新春防火たこあげ大会

垂水消防署

神戸市垂水区

平成27.1.12（月・祝）

災害ボランティア20年ワークショップ
-これからのボランティアと対話の力

災害ボランティア20年ワー
クショップ実行委員会

西宮市

平成27.1.12（月・祝）

公開セミナー「阪神・淡路大震災の教訓からみた東日本大震災」

東日本大震災検証プロジェ
西宮市
クト委員会

平成27.1.12（月・祝）

鳴尾東防災の日「1.17をわすれない」
（追悼行事・防災訓練）

鳴尾東コミュニティ協議会

西宮市

平成27.1.12（月・祝）

赤穂市消防出初式

赤穂市

赤穂市

平成27.1.12（月・祝）～18㈰

阪神・淡路大震災20年特別番組の放送

西宮市

西宮市

開催日
平成27.1.12（月・祝）～
3.7㈯
平成27.1.13㈫

事業名
JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修（災害に強いまち
づくり戦略）
新たな神戸の防災教育推進事業研究実践校園授業公開
（西灘小学校）

主

催

開催地

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター
神戸市教育委員会

神戸市灘区

平成27.1.13㈫

園田市民大学（教養講座）
「忘れてはいけないこと～震災を振り
尼崎市立園田公民館
返って～忍び寄るアスベストの恐怖 園田はどうか？ 」

尼崎市

平成27.1.13㈫

第３回じんけんスタディツアー「災害時における人権」

尼崎市

尼崎市

平成27.1.13㈫～16㈮

北淡国際活断層シンポジウム2015

日本活断層学会、
淡路市教育委員会

淡路市

兵庫県教育委員会

淡路市

平成27.1.13㈫～18㈰

阪神・淡路大震災20年事業巡回パネル展「震災と文化財」
（北淡震災記念公園セミナーハウス）

平成27.1.14㈬

防災教育校外学習
（人と防災未来センター見学）

洲本市立鳥飼小学校

神戸市中央区

平成27.1.14㈬

三ツ星ベルト広告塔 ライトアップ点灯式

三ツ星ベルト㈱神戸事業所

神戸市長田区

平成27.1.14㈬

中央市民大学（教養講座）
尼崎市立中央公民館
「コミュニティ―防災力を高める ～地震・津波などの災害に向けて～」

尼崎市

平成27.1.14㈬～26㈪

阪神・淡路大震災から20年「伝えたいあの日」
（展示）

ボランティアグループ「とまと」 芦屋市

平成27.1.15㈭

阪神・淡路大震災20年メモリアル講演会

甲南女子大学

神戸市東灘区

平成27.1.15㈭

県民フォーラム「南海トラフ巨大地震に備えて -福祉避難所船『構
想から実現へ』-」

兵庫県民の医療と福祉を
守る会

神戸市中央区

神戸新聞社、神戸市

神戸市中央区

平成27.1.15㈭

117KOBEぼうさいマスタープロジェクト
（神戸市シェイクアウト訓練参加）

平成27.1.15㈭

わたしたちの神戸と震災（人と防災未来センター見学）

神戸市立ひよどり台小学
校

神戸市中央区

平成27.1.15㈭

今の備えで十分なのか ～みんなで考える地震・防災～

神 戸 地 域ビジョン委員会
セーフティネット
（安全安
心）
グループ

神戸市中央区

神戸市教育委員会

神戸市中央区

平成27.1.15㈭

新たな神戸の防災教育推進事業研究実践校園授業公開
（神戸工科高等学校）

平成27.1.15㈭

全市総合防災訓練（シェイクアウト訓練）

神戸市

神戸市内

平成27.1.15㈭

～山田洋次監督・竹下景子さんを迎えて～
次世代へ“歌い継ぐ・語り継ぐ”市民のつどい

神戸市

神戸市中央区

竹の台地区防災・防犯福
祉コミュニティ

神戸市西区

平成27.1.15㈭

災害につよいまち
『竹の台』
をつくる 平成26年度防災訓練・教育
（防災学習会）

平成27.1.15㈭

阪神・淡路大震災から20年「伝えたいあの日」
（コンサート）

ボランティアグループ「とまと」 芦屋市

平成27.1.15㈭

川西市総合防災訓練

川西市

川西市

平成27.1.15㈭

明石市シェイクアウト訓練

明石市

明石市

平成27.1.15㈭

FPCJシンポジウム
「来たる災害に備えて：減災のための情報発信体制の整備」

平成27.1.15㈭～16㈮

ＩＲＰ国際復興フォーラム２０１５

東京都

国際防災復興協力機構、
神戸市中央区
兵庫県

平成27.1.15㈭～17㈯

阪神・淡路大震災から20年

関西電力㈱神戸支店

神戸市中央区

平成27.1.15㈭～21㈬

子どもたちへのメッセージ運動（メッセージ展示）

神戸市

神戸市内

平成27.1.16㈮

阪神・淡路大震災20周年

阪神・淡路大震災20周年
灘区民ホールメモリアルコ
ンサート実行委員会

神戸市灘区

平成27.1.16㈮

阪神淡路大震災から20年 東日本大震災から4年みんなでつくる
これからの地域とくらし
（阪神・淡路大震災20年のつどい）

生活協同組合コープこうべ

神戸市中央区

平成27.1.16㈮

チャリティーコンサート 『東日本大震災・被災した子どもたちを支
援するコンサート』-夢と絆-

神戸市長田区公立中学校
校長会、神戸市長田区公
立中学校ＰＴＡ連合会、
ジョ 神戸市中央区
イプラザ震災復興基金の
会、神戸県民センター

平成27.1.16㈮

阪神・淡路大震災20周年座談会

（公財）ひょうご 震災記念
２１世紀研究機構

神戸市中央区

平成27.1.16㈮

震災モニュメントウォーク

（特非）阪神淡路大震災
「1.17希望の灯り」

神戸市中央区

平成27.1.16㈮

震災継承パネル展示

（公財）フォーリン・プレスセン
ター

灘区民ホールメモリアルコンサート

ひょうご震災２０年ボランタリー活動フォーラム

平成27.1.16㈮

新たな神戸の防災教育推進事業研究実践校園授業公開
（千鳥が丘小学校）

平成27.1.16㈮

「阪神から東北へ」～防災とボランティアを考える
（シンポジウム）

ひょうごボランタリープラザ

神戸市中央区

神戸市教育委員会

神戸市垂水区

（特非）社会還元センター
グループわ

神戸市北区
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開催日
平成27.1.16㈮
平成27.1.16㈮
平成27.1.16㈮
平成27.1.16㈮

主

催

開催地

阪神南県民センター

尼崎市

1.17は忘れない 地域防災訓練

尼崎市・尼崎市教育委員会

尼崎市内

琴ノ浦・城内高等学校

尼崎市立琴ノ浦・城内高等
学校生徒指導部･生徒会

尼崎市

震災追悼行事

「あなたたちのえがおいつまでも」のつどい

芦屋市

芦屋市

ミモザの会

伊丹市

平成27.1.16㈮

市民と絵手紙を通じ 心のふれ合い

平成27.1.16㈮

宝塚市総合防災訓練

宝塚市

宝塚市

平成27.1.16㈮

震災復興ドキュメンタリー映画上映会

川西市

川西市

平成27.1.16㈮

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・川西市防災訓練）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

川西市

平成27.1.16㈮

大島小学校区総合防災訓練（防災学習）

猪名川町立大島小学校

猪名川町

平成27.1.16㈮

山口防災教育（1.17集会・避難訓練）

朝来市立山口小学校

朝来市

平成27.1.16㈮

非常時の「安全」
「食」をみんなで考えよう
～特別支援学校の防災学習～

兵庫県立和田山特別支援
学校

朝来市

平成27.1.16㈮

震災メモリアル行事

兵庫県立篠山産業高等学
校丹南校

篠山市

丹波県民局

丹波市

平成27.1.16㈮
平成27.1.16㈮

「ひょうご安全の日」丹波地域のつどい
安乎小中学校防災訓練

洲本市立安乎中学校

洲本市
神戸市中央区

平成27.1.16㈮～17㈯

「1.17希望の灯り」を用いたランプワークデモンストレーション

ジャパンランプワークソサ
エティ

平成27.1.16㈮～17㈯

レクイエム・プロジェクト神戸2015
～震災から20年の追悼と希望、
そして平和への思いも新たに～

レクイエム・プロジェクト実
行委員会

神戸市中央区

平成27.1.16㈮～17㈯

災害ボランティア割引制度実現促進

ひょうごボランタリープラザ

神戸市中央区

街頭署名活動

平成27.1.16㈮～17㈯

感謝 そして元気を明日へつなぐコンサート

神戸市長田区公立中学校
校長会、神戸市長田区公
立中学校ＰＴＡ連合会、
ジョ 神戸市中央区
イプラザ震災復興基金の
会、神戸県民センター

平成27.1.16㈮～17㈯

東日本大震災被災地児童招待プロジェクト
～がんぱろうキッズ in 神戸～

被災地児童招待プロジェク
ト実行委員会

平成27.1.16㈮～17㈯

-1.17は忘れない- 震災20年鎮魂の雪地蔵づくりと交流の雪まつり

スポーツクラブ２１安井

西宮市

平成27.1.16㈮～17㈯

第20回兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）犠牲者追悼のつどい

ユー・アイ・アソシエーション

伊丹市

平成27.1.16㈮～17㈯

加古川市防災とボランティアの日における訓練

加古川市

加古川市

平成27.1.16㈮～18㈰

長田区で保存している震災関連資料の公開

神戸市長田区役所

神戸市長田区

平成27.1.16㈮～28㈬

１１７鎮魂 そしていのちの明日へ

六甲音楽祭実行委員会

神戸市灘区

平成27.1.17㈯

阪神・淡路大震災20年の集い ～忘れない・語り継ぐ・これからも～

ろっこう医療生活協同組合

神戸市灘区

神戸市教育委員会

神戸市灘区

平成27.1.17㈯
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事業名
「ひょうご安全の日」阪神南地域のつどい

新たな神戸の防災教育推進事業研究実践校園授業公開
（西灘小学校・全クラス）

神戸市長田区

平成27.1.17㈯

南海トラフ巨大地震に備えよう！防災啓発運動（防災キャンペーン）

（公財）日本公衆電話会兵庫
支部

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

阪神淡路大震災から20年 東日本大震災から4年みんなでつくるこ
れからの地域とくらし
（震災モニュメントウォーク語り部養成講座、1.17ウォーク）

生活協同組合コープこうべ

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

ラジオで発信ひょうご安全の日のつどい

震災教訓発信ラジオ実行
委員会

神戸市内

平成27.1.17㈯

ひょうご安全の日「子ども防災ひろば」防災腹話術及び防災楽習迷
路の公開

防災腹話術研究会

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

シンサイミライノハナ PROJECT 2015 ～被災地について考える～ （特非）Co.to.hana

平成27.1.17㈯

阪神・淡路大震災２０年メモリアル集会

阪神・淡路大震災救援・
復興兵庫県民会議

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

神戸・三宮 “祈り”そして明日へ（三宮センター街１・１７追悼式）

三宮センター街PR委員会

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

つどい1・17東遊園地（追悼行事）

神戸・市民交流会

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

災害に備えて！炊き出し訓練＆防災啓発活動

（一社）兵庫県宅地建物取引
業協会神戸東支部

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

神戸500人委員会がんばれニッポン応援「炊き出し500人鍋」

こころ豊かな人づくり神戸
500人委員会

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

震災20年事業「そなえるってい～な！」
（防災啓発ステッカー配布）

（一社）神戸青年会議所、
まちの防災推進委員会

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

震災体験継承事業「シニアと高校生、
ともに創ろう減災グッズ in
かけはしフェア」
（ひょうご安全の日のつどい交流ひろばでの展示）

兵庫区子ども会連合会、
神戸市兵庫区役所ほか

神戸市中央区

神戸市中央区

開催日
平成27.1.17㈯

事業名
117KOBEぼうさいマスタープロジェクト
（1.17チャリティマッチ参加・第５回ワークショップ）

主

催

開催地

神戸新聞社、神戸市

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

阪神淡路大震災20年祈念イベント
「１．
１７あの時を忘れない」

情報労連兵庫県協議会

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

兵庫県吹奏楽連盟

兵庫県吹奏楽連盟

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

阪神・淡路大震災20周年 ペットの災害対策シンポジウム
～経験を活かして今後に備える～

兵庫県動物愛護管理推進
協議会

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

1.17「みなとのもりから震災復興を想う」

神戸市

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

こべっこランドおりがみ作品展

神戸市

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

レクイエムの夕べ ～祈りをこめて～

神戸市

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

阪神淡路大震災１．
１７のつどい

神戸市

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

神戸市震災20年追悼の集い

神戸市

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

1.17のつどい -阪神・淡路大震災20年追悼式典-

兵庫県

神戸市中央区

平成27.1.17㈯

超巨大災害対策総合シンポジウム（ＤＲＡフォーラム）

人と防災未来センター

神戸市中央区

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

神戸市中央区

阪神・淡路大震災メモリアルコンサート

平成27.1.17㈯

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・1.17ひょうご安全の日）

平成27.1.17㈯

「ひょうご安全の日のつどい」防災訓練に参加

兵庫県立山崎高等学校

神戸市中央区

1.17震災追悼デイ

神戸市立浜山小学校ＰＴＡ

神戸市兵庫区

平成27.1.17㈯

湊川・会下山震災から２０年安全推進事業

神戸市青少年育成協議会
会下山支部

神戸市兵庫区

平成27.1.17㈯

１.１７チャリティマッチ

神戸市

神戸市兵庫区

神戸市教育委員会

神戸市兵庫区

平成27.1.17㈯

平成27.1.17㈯

新たな神戸の防災教育推進事業研究実践校園授業公開
（湊川中学校）

平成27.1.17㈯

語り継ぐ震災の追悼から学ぶ安全と防災の発信
～日本最長のまちづくりの町「真野地区」が全国に発信する安全と 真野地区まちづくり推進会
防災の道標～（追悼行事・津波避難防災訓練）

平成27.1.17㈯

1000人の歌声を響かせる1.17震災祈念コンサート

平成27.1.17㈯
平成27.1.17㈯

地域寄り添い型復興まちづくりから、見えてきたことを発信・共有
（阪神・淡路大震災の復興まちづくりに関する講演会）
食から20年（ミニセミナー・イベント）

神戸市長田区

阪神淡路大震災メモリアル
コンサート実行委員会

神戸市長田区

（特非）まち・コミュニケーション

神戸市長田区

（特非）フィールドキッチン

神戸市内

平成27.1.17㈯

1.17KOBEに灯りを in ながた
（追悼行事）

1.17KOBEに灯りを
in ながた実行委員会

平成27.1.17㈯

KOBE＊HEARTライブ写真館 ～20年目の神戸の笑顔～

KOBE＊HEART実行委
員会

神戸市長田区

平成27.1.17㈯

ともそう神戸の灯り・ながた

神戸市長田区役所

神戸市長田区

神戸市教育委員会

神戸市長田区

平成27.1.17㈯

新たな神戸の防災教育推進事業研究実践校園授業公開
（真陽小学校）

神戸市長田区

平成27.1.17㈯

防災学習及び「震災20周年記念全校集会」

西宮市立神原小学校

西宮市

平成27.1.17㈯

阪神・淡路大震災20周年西宮市犠牲者追悼式

西宮市

西宮市

平成27.1.17㈯

阪神・淡路大震災20周年事業
仁川百合野町地すべり資料館リニューアルオープン

仁川百合野町地すべり資
料館

西宮市

平成27.1.17㈯

-慰霊と鎮魂・東北復興支援- 阪神・淡路大震災20年祈念コンサート

陸上自衛隊中部方面音楽
隊後援会

芦屋市

平成27.1.17㈯

阪神・淡路大震災から20年「伝えたいあの日」
（語り部等）

ボランティアグループ「とまと」 芦屋市

平成27.1.17㈯

映画会「ヒューマンライツシアター」

芦屋市立上宮川文化センター

芦屋市

平成27.1.17㈯

阪神・淡路大震災芦屋市犠牲者追悼式

芦屋市

芦屋市

平成27.1.17㈯

伊丹市震災メモリアルイベント

伊丹市

伊丹市

平成27.1.17㈯

阪神大震災20周年ひこばえコンサート＆トーク

阪神大震災を考える会

宝塚市

平成27.1.17㈯

ピピアめふ１．
１７メモリアル・デー

ピピアめふ催事実行委員長

宝塚市

平成27.1.17㈯

１．
１７は忘れない 震災20年追悼合同コンサート

三田市吹奏楽団

三田市

平成27.1.17㈯

防災学習
（防災参観の実施）

三田市立弥生小学校

三田市

平成27.1.17㈯

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・地域防災訓練）

平成27.1.17㈯

「ひょうご安全の日」東播磨地域防災のつどい

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

三田市

東播磨県民局

明石市

平成27.1.17㈯

坂元防災の集い

坂元町内会

加古川市

平成27.1.17㈯

加古川市災害時地区支部初動体制訓練

加古川市

加古川市

平成27.1.17㈯

播磨小学校防災訓練

播磨町

播磨町

北播磨県民局

三木市

平成27.1.17㈯

「ひょうご安全の日」北播磨地域のつどい
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開催日
平成27.1.17㈯

主

催

開催地

姫路市

姫路市

平成27.1.17㈯

「ひょうご安全の日」西播磨のつどい

西播磨県民局

太子町

平成27.1.17㈯

「ひょうご安全の日」但馬地域のつどい

但馬県民局

豊岡市

篠山市

篠山市

平成27.1.17㈯
平成27.1.17㈯

篠山市土砂災害防災訓練
震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・篠山市震災写真展）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

篠山市

平成27.1.17㈯

震災20年記念「防災意識高揚のつどい」

ウエストコートぐんげ商店
街協同組合

淡路市

平成27.1.17㈯

淡路市阪神・淡路大震災20周年追悼式典

北淡震災記念公園

淡路市

平成27.1.17㈯

淡路市防災訓練

北淡震災記念公園

淡路市

平成27.1.17㈯ 他

高齢者福祉施設「けま喜楽苑」における防災学習・避難訓練

けま喜楽苑

尼崎市

平成27.1.17㈯

防災福祉コミュニティ放水大会

灘消防署

神戸市灘区

平成27.1.17㈯～18㈰

震災20年 命の鼓動 輝ける未来へ
第78回こどものためのコンサート

平成27.1.17㈯～18㈰

１．
１７長田メモリアル20（メモリアルウォーク等）

平成27.1.17㈯～18㈰

（特非）IMMC
震災復興長田の会

神戸市中央区
神戸市長田区

未来に託す地域の子どもたちへ伝える大人の防災教育の大切さ
（特非）大原・桂木OKサポート 神戸市北区
（震災20年安全式典）

平成27.1.17㈯～18㈰

阪神・淡路大震災20周年メモリアル特別局８
Ｊ
３ＥＱ

阪神・淡路大震災メモリア
ルネットワーク実行委員会

神戸市西区

平成27.1.17㈯～18㈰

震災20年消防団活性化支援事業（パネル展示・ルナホール）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

芦屋市

平成27.1.17㈯～19㈪

１．
１７忘れない町と人々 震災の記憶から記録へ そして 防災・
千歳町自治会
減災 人の輪（追悼行事）

西宮市

平成27.1.17㈯～25㈰

あしや温泉でのパネル展示

芦屋市

芦屋市

考古博物館特別展プレ連続講演会「災害と遺跡」

兵庫考古科学談話会、
兵庫県教育委員会

播磨町

被災地学生交流事業会

神戸市中央区

平成27.1.17㈯～2.7㈯
平成27.1.18㈰

「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）

平成27.1.18㈰

阪神･淡路大震災20年「国際シンポジウム」
～心のケアの普遍化をはかるために～

兵庫県教職員組合

神戸市中央区

平成27.1.18㈰

阪神・淡路大震災から20年

神戸中央合唱団

神戸市中央区

平成27.1.18㈰

JICA阪神・淡路大震災復興20年 特別シンポジウム「災害の教
訓とこれからの国際協力～防災・復興がつないだ兵庫と世界～」

JICA関西・
（公財）ひょうご震
災記念21世紀研究機構

神戸市中央区

平成27.1.18㈰

阪神・淡路大震災20年 未来につなぐコンサート
～音楽で紡ぐアジア共生のつどい～

在日本大韓民国民団兵庫
県本部、神戸市

神戸市中央区

平成27.1.18㈰

１．
１７×２０
ｔ
ｈのつどい

神戸市

神戸市中央区

平成27.1.18㈰

震災２０年 神戸ロボット工房 特別セミナー
「災害に立ち向かうレスキューロボットが築く未来」

（公財）神戸市産業振興財団

神戸市中央区

平成27.1.18㈰

語り継ぐ震災の追悼から学ぶ安全と防災の発信
～日本最長のまちづくりの町「真野地区」が全国に発信する安全と 真野地区まちづくり推進会
防災の道標～
（震災20年シンポジウム）

神戸市長田区

平成27.1.18㈰

「阪神から東北へ」～防災とボランティアを考える
（防災講座）

平成27.1.18㈰

～１．
１７は忘れない～ 北甲子園口地区防災訓練

平成27.1.18㈰

竹下景子詩の朗読とメモリアルコンサート「1.17から3.11へ」 兵庫県

平成27.1.18㈰
平成27.1.18㈰
平成27.1.18㈰

追悼と希望によせる祈りのコンサート

朗読劇公演
「青い空に絵をかこう ～1.17震災の街で生まれた愛の手紙」

（特非）社会還元センター
グループわ
北甲子園口連合町内会自
主防災グループ
あおぞらドラマカンパニー
「青い空に絵をかこう」上
演実行委員会

神戸市北区
西宮市
西宮市
芦屋市

阪神・淡路大震災20年 伝えよう震災、備えよう災害、
つなごう人の
輪、
はばたこう明日へ！
（プレイベント）

芦屋Ｔｉ
ｏクラブ

芦屋市

芦屋市防災セミナー「世代を越えて築く災害文化」

芦屋市

芦屋市

平成27.1.18㈰

ＪＲ加古川線「歌声列車」

歌声列車の会

加古川市他

平成27.1.18㈰

阪神・淡路大震災20周年事業「震災復興と文化財の保護」
シンポジウム

ひょうごヘリテージ機構、
兵庫県教育委員会

播磨町

平成27.1.18㈰～25㈰
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事業名
姫路市防災スクール

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修
（防災イベントやフォーラムの実施）

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター

平成27.1.19㈪

兵庫県理容組合防災シンポジウム

兵庫県理容生活衛生同業
組合

神戸市中央区

平成27.1.19㈪

ＴＢＳドラマ「ＯＲＡＮＧＥ」

神戸市消防局

神戸市中央区

開催日

事業名

平成27.1.20㈫

講演会「震災２０年

平成27.1.20㈫

震災の教訓をつなぎ、震災に備えるメモリアル集会

平成27.1.20㈫～21㈬

今考えるべきこと」

超巨大災害対策総合シンポジウム
（メモリアル・カンファレンス2015）

主

催

兵庫県経営者協会

開催地
神戸市中央区

森 地 区 住 民 、照 福こども
朝来市
園、県立但馬やまびこの郷
人と防災未来センター

神戸市中央区

平成27.1.20㈫～3.8㈰

震災20年防災力強化県民運動ポスターコンクール・ポスター展

ひょうご安全の日推進県民
会議

神戸市中央区

平成27.1.21㈬

関西元気文化圏推進フォーラム「文化芸術の再発見」Ⅳ
～阪神淡路２０年 -関西・兵庫から日本を元気に～

関西広域連合・関西文化
圏推進協議会・兵庫県

神戸市中央区

平成27.1.21㈬

20年前の阪神淡路大震災から学ぼう

洲本市立安乎小学校

洲本市
神戸市北区

平成27.1.21㈬～22㈭

「神戸市消防学校体験入学 ～上級コース」による防災学習

兵庫県立舞子高等学校環
境防災科

平成27.1.21㈬～27㈫

阪神・淡路大震災20年事業巡回パネル展「震災と文化財」
（旧岡田家住宅）

兵庫県教育委員会

伊丹市

平成27.1.21㈬～27㈫

阪神・淡路大震災20年事業巡回パネル展「震災と文化財」
（洲本市文化体育館）

兵庫県教育委員会

洲本市

平成27.1.22㈭

阪神淡路大震災を学ぶ校外学習
（北淡震災記念公園・人と防災未来センター見学）

神戸市立西山小学校

淡路市・
神戸市

平成27.1.22㈭～23㈮

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～

比較防災学ワークショップ
実行委員会

神戸市中央区

平成27.1.22㈭～23㈮

KOBE 20th FESTIVAL "NEXT SATAGE"1995～2015
「防災の心を伝えるエンターテイメント」

神戸の劇団vintage

神戸市中央区

神戸市

神戸市中央区

兵庫県企業庁

淡路市

平成27.1.22㈭～23㈮

災害対策セミナー in 神戸

平成27.1.22㈭～23㈮

水道災害シンポジウム

平成27.1.23㈮

第10回竸基弘賞授賞式及び記念講演会

（特非）国際レスキューシステ
ム研究機構

平成27.1.23㈮

マルチセクター防災会議研究発表会

（特非）プラス・アーツ、アジ
ア防災センター、兵庫県

平成27.1.23㈮

阪神･淡路大震災20年特別企画「自治体の災害対応の経験・教訓
を「伝える」
「育む」」
（第2回）

神戸大学
センター

平成27.1.23㈮

長田公民館 第10回リフレッシュセミナー
｢歌の力を信じて
（臼井真）」

神戸市長田公民館

神戸市長田区

神戸市

神戸市中央区

都市安全研究

神戸市中央区
神戸市中央区
神戸市中央区

平成27.1.23㈮～2.1㈰

こべっこランドおりがみ作品展

平成27.1.24㈯

「1.17は忘れない」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命を守り、地域の絆を考える

（特非）コミュニティ・サポート
神戸市東灘区
センター神戸

平成27.1.24㈯

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～

（公社）
日本地震学会

平成27.1.24㈯

アンサンブル神戸第15回特別演奏会 ～1.17鎮魂と語り継ぐために～ （一財）アンサンブル・神戸
（特非）プラス・アーツ、
（独
法）国際協力機構関西国
際センター／国際防災研
修センター、兵庫県

神戸市中央区
神戸市中央区

平成27.1.24㈯

学びあい発信する防災教育サミット

平成27.1.24㈯

阪神・淡路大震災20年シンポジウム「忘れない・伝える・備える」

兵庫県司法書士会

神戸市中央区

平成27.1.24㈯

阪神・淡路大震災から２０年 ＫＯＢＥ市民とＮＧＯフォーラム２０１５

阪神・淡路大震災から20
年 K O B E 市 民とN G O
フォーラム実行委員会

神戸市中央区

平成27.1.24㈯

阪神・淡路大震災20年・語り継ぐこと／
リレートークvol.2ファッションとアートととの繋がり

（公財）神戸市産業振興財団

神戸市中央区

平成27.1.24㈯

子や孫に語り継ぐ阪神・淡路大震災の“水”の記憶2015
～水について20年前の苦労を語り合いましょう～

神戸市水道局

平成27.1.24㈯

和田岬地域総合防災訓練

和田岬校区防災福祉コミュ
神戸市兵庫区
ニティ

平成27.1.24㈯

阪神・淡路大震災1.17は忘れない
KOSMA第9回合唱フェスティバル

ＫＯＳＭＡ

神戸市長田区

平成27.1.24㈯

長田区住宅医療推進協議会 災害対策部会
“阪神淡路20年 災害医療フォーラム”

神戸市長田区歯科医師会

神戸市長田区

平成27.1.24㈯

阪神・淡路大震災復興20周年

新春邦楽コンサート実行委
員会

芦屋市

平成27.1.24㈯

関西国際大学公開講座「災害時にＳＮＳを有効に使う」

関西国際大学経営学科地
域マネジメントコース

三木市

新春邦楽コンサート

神戸市中央区

神戸市中央区
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開催日

事業名

主

催

平成27.1.24㈯

みんなでつなぐ加西のきずな

ボランティアの集い実行委
員会

平成27.1.24㈯

地域を知って災害に備えよう みんなで防災マップ作り

八代本町一丁目自主防災会

家庭地域連携避難訓練

開催地
加西市
姫路市

平成27.1.24㈯

福良小学校・ちどり保育所

南あわじ市立福良小学校

南あわじ市

平成27.1.25㈰

まちかど減災プロジェクト
（避難訓練）

住吉呉田まちづくりの会

神戸市東灘区

平成27.1.25㈰

東灘市民放水大会

東灘消防署

神戸市東灘区

平成27.1.25㈰

「留学生と創ろう
『南海トラフ』
を含む防災防災マニュアル冊子」
製作プロジェクト

（特非）国際教育文化交流協会

平成27.1.25㈰

HAT 神戸連携防災イベント
「イザ！美かえる大キャラバン！2015」

HAT神戸連携防災イベント
「イザ！ 美かえる大キャラバ 神戸市中央区
ン！」実行委員会

平成27.1.25㈰

阪神淡路大震災20年誌作成と完成記念講演会

兵庫県書店商業組合

神戸市灘区

神戸市中央区

平成27.1.25㈰

「つどい ～阪神淡路２０年・多文化共生をめざして～」
（防災運動会等）

平成27.1.25㈰

吉田亜矢子ソプラノリサイタル
～２０年の時間を超えて、新たな未来への旅立ちへ～

平成27.1.25㈰

伊丹市総合防災訓練

伊丹市

伊丹市

平成27.1.25㈰

伊丹市防災ワークショップ

伊丹市中央公民館

伊丹市

平成27.1.25㈰

平成２６年度東谷地区自主防災会防災訓練

東谷地区自主防災会

川西市

平成27.1.25㈰

松原町みんなで防災・減災対策（施設見学）

赤穂市松原町自治会

姫路市/
三木市

平成27.1.25㈰

「ひょうご安全の日」中播磨地域のつどい

（公財）兵 庫 県 国 際 交 流 協
会、兵庫県ほか

神戸市中央区

（特非）神戸日独協会

神戸市中央区

中播磨県民センター

市川町

平成27.1.26㈪

北防災フェア

北消防署

神戸市北区

平成27.1.26㈪

阪神・淡路大震災20年誌の作成

西宮市

西宮市

平成27.1.27㈫

防災について学ぼう

神戸市立広陵小学校

神戸市中央区

平成27.1.27㈫～2.1㈰

第14回神戸っ子アートフェスティバル

神戸市教育委員会

神戸市中央区

平成27.1.28㈬

神戸芸術文化会議（こうべ芸文）第32回学術セミナー
「復興と文化（仮題）」

神戸市

神戸市中央区

平成27.1.28㈬～2.9㈪

アートサポートセンター神戸企画展
「声から声へ 境界線の共有 －復興支援住宅での共鳴－」

art contacts

神戸市兵庫区

平成27.1.29㈭

水道地震対策国際シンポジウム
～阪神・淡路大震災から20年を迎えて～

神戸市水道局

神戸市中央区

平成27.1.29㈭

震災から学ぼう －林田防災学習

姫路市立林田小学校

姫路市

平成27.1.30㈮

彩線会（阿波踊り）

彩線会

神戸市中央区

平成27.1.30㈮

兵庫県不動産鑑定士協会研修会
「震災からの２０年をふりかえって」

平成27.1.30㈮～2.9㈪

阪神・淡路大震災20年事業巡回パネル展「震災と文化財」
（芦屋市民センター）

（公社）兵庫県不動産鑑定士
協会
兵庫県教育委員会

神戸市中央区
芦屋市

平成27.1.31㈯

深める減災力、高める防災力
（追悼コンサート）

（特非）東 灘 地 域 助け合い
ネットワーク

神戸市東灘区

平成27.1.31㈯

ひょうご「減災のつどい」と第6回防災士シンポジウム
in ＨＹＯＧＯ

（特非）兵庫県防災士会

神戸市中央区

平成27.1.31㈯

震災20年事業シンポジウム「1.17-3.11来るべき災害に備える連
携力～支援機構の足跡と課題から士業の社会的役割を考える」

平成27.1.31㈯

南京町 あの震災を忘れない ～炊き出し・写真展・シンポジウム～

平成27.1.31㈯

近畿建築士会「建築祭」

阪神・淡路まちづくり支援
機構

神戸市中央区

南京町商店街振興組合

神戸市中央区

（公社）兵庫県建築士会・建
築指導課

神戸市中央区

平成27.1.31㈯

阪神・淡路大震災２０年市民フォーラム
（一社）神戸市医師会
「復興 そして未来へ ～迫りくる南海トラフ巨大地震への備え～」

神戸市中央区

平成27.1.31㈯

防災訓練モデル事業
「阪神・淡路大震災をふりかえるボランティアのつどい」

防災ふれあいウォーク実行
委員会

西宮市

三木市

三木市

平成27.1.31㈯

三木市自主防災組織育成研修会

2月
平成27.2～3

「くらし再建事業」の継続プログラムの開発と支援

くらし再建事業支援研究会

神戸市東灘区

平成27.2～3

地域寄り添い型復興まちづくりから、見えてきたことを発信・共有
（国内外の災害に関する勉強会）

（特非）まち・コミュニケーション

神戸市長田区

平成27.2～3
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産経新聞夕刊「夕焼けエッセー」
震災特集あれから20年掲載作品をまとめた小冊子の発行

産経新聞社

大阪市

開催日

事業名

主

催

開催地

平成27.2.1㈰

阪神・淡路大震災20年災害と障害者支援 障害者の経験と教訓
（特非）兵庫障害者センター
を伝え 新たな災害に備える！（災害と障害者支援の講演会）

神戸市中央区

平成27.2.1㈰

伝えよう減災・絆

元気村・移動サービス

神戸市須磨区

平成27.2.1㈰

淡路地域ひょうご防災リーダーフォローアップ研修

淡路県民局

三木市/
神戸市中央区

平成27.2.1㈰～14㈯
平成27.2.2㈪
平成27.2.3㈫

帰ってきた音楽喫茶

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修
（チラシ災害時等におけるこころのケア）
災害廃棄物対策ワークショップ
「震災から20年あの日を忘れない」追悼祈念行事

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター
兵庫県

神戸市中央区

神戸市立好徳小学校

神戸市北区

神戸市中央区

神戸市中央区

平成27.2.6㈮

若者防災宣言発信事業（防災宣言検討・発信）

京都大学大学院地球環境
学堂、神戸大学社会科学
系教育研究府、神戸大学
学生団体神戸リスクマネジ
メントコミュニティ、兵庫県
ほか

平成27.2.7㈯

神戸市民フォーラム「木造住宅の耐震リフォームのコツ」
（2）

（特非）人・家・街
機構

平成27.2.7㈯

兵庫県外国人学校協議会結成20周年記念事業
～震災経験の継承と経験交流（講演会と交流音楽会）

平成27.2.7㈯

のじぎくサロンコンサート

平成27.2.7㈯

兵庫県立大学減災・復興国際シンポジウム

兵庫県立大学

神戸市中央区

平成27.2.7㈯

菊水地域住民みんなの防災訓練

菊水校区防災福祉コミュニ
ティ

神戸市兵庫区

平成27.2.7㈯

防災講演会「阪神・淡路大震災に学んで、次の巨大地震に備える」 西宮市

西宮市

平成27.2.7㈯

多田小学校区の災害に備えよう
（防災研修会）

多田小学校区防災会

川西市

日本赤十字社兵庫県支部

淡路市

平成27.2.7㈯

ひょうご安全の日推進事業「災害対応力を身につけよう！
！」
（防災訓練）

安全支援

兵庫県外国人学校協議会

神戸市中央区

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区

平成27.2.8㈰

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

災 害 ボ ラン ティア 支 援
フォーラム実行委員会

神戸市中央区

平成27.2.8㈰

震災20年、
日本を笑いで考えよう！
松元ヒロスタンダップ コメディソロライブ＆うたう会

神戸笑いっ子センター

神戸市兵庫区

平成27.2.8㈰
平成27.2.8㈰
平成27.2.8㈰

阪神・淡路大震災20年事業神戸市消防音楽隊
「長田 ｄｅ きらめきコンサート」
阪神淡路大震災20年チャリティー歌謡ショー
神戸から東日本にエールを
コスモシティ尼崎安心・安全プロジェクト
（防災学習会「隣近所とのつながり、共助の大切さを考える」）

平成27.2.8㈰

第9回震災を忘れないメモリアルコンサート

平成27.2.8㈰

１．
１７は忘れない！三条コミスク地域自主防災総合訓練

平成27.2.10㈫

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」

神戸市婦人団体協議会、
神戸市長田区
神戸市消防局ほか
阪神・淡路大震災20年
神戸から東日本へ実行委
員会

神戸市垂水区

コスモシティ尼崎自治会

尼崎市

（特非）ええうた工房

西宮市

三条コミュニティスクール

芦屋市

（特財）ひょうご震災記念21
世紀研究機構

神戸市中央区

平成27.2.11（水・祝）

深める減災力、高める防災力
（防災講座）

（特非）東 灘 地 域 助け合い
ネットワーク

神戸市東灘区

平成27.2.11（水・祝）

県民防災セミナー「南海トラフの巨大地震に備える」

（一社）損害保険協会近畿支部

神戸市中央区

平成27.2.11（水・祝）

兵庫県警音楽隊「震災20年特別演奏会」

（公社）兵庫県防犯協会連合
会、兵庫県警察本部

神戸市中央区

平成27.2.11（水・祝）

災害看護フォーラム

（公社）兵庫県看護協会

平成27.2.11（水・祝）

災害時要援護者サポートミーティング

兵庫県

神戸市中央区

平成27.2.11（水・祝）

北区歴史講演会

神戸市北区役所

神戸市北区

平成27.2.11（水・祝）

元気な魚住いいだっ子シンポジウム
（第9回）

住みよい住みたい魚住まち
づくり協議会

明石市

平成27.2.11（水・祝）、
平成27.2.14㈯～15㈰

KOBEフラワーテント2015 ～あの時を忘れない～

アニソンで神戸を元気にす
る会

神戸市中央区

平成27.2.12㈭～15㈰

第5回全国学生防災書道展

（特非）健康まちづくり推進協会

神戸市灘区

神戸市中央区

平成27.2.12㈭～20㈮

阪神・淡路大震災20年事業巡回パネル展「震災と文化財」
（尼崎市立文化収蔵庫）

兵庫県教育委員会

平成27.2.13㈮

阪神・淡路大震災20年事業神戸市消防音楽隊
「東灘 ｄｅ きらめきコンサート」

神戸市婦人団体協議会、
神戸市東灘区
神戸市消防局ほか

平成27.2.13㈮～21㈯

第６回防災・社会貢献ディベート大会（パネル展）

尼崎市

防災・社会貢献ディベート
神戸市中央区
大会実行委員会
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開催日
平成27.2.13㈮～22㈰
平成27.2.14㈯
平成27.2.15㈰

主

催

兵庫県教育委員会

阪神淡路大震災から２０年 伝えよう震災、備えよう災害、つなごう
芦屋Tioクラブ
人の輪、
はばたこう明日へ！
（コンサート）
117KOBEぼうさいマスタープロジェクト
（第６回ワークショップ・マスター認証式）

平成27.2.15㈰

阪神・淡路大震災20年ペットの防災対策
～経験を活かして今後に備える～

平成27.2.15㈰

１．
１７は忘れない！地域自主防災総合訓練

神戸新聞社、神戸市

開催地
宝塚市
芦屋市
神戸市中央区

（一社）兵庫県獣医師会、
（公社）神戸市獣医師会、
（公社）日本愛玩動物協会兵 尼崎市
庫県支部、
Ｏｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ ＳＰＥＳ、
兵庫県
雪まつり

防災訓練

三条コミュニティスクール

芦屋市

平成27.2.15㈰

花屋敷自治会地区

花屋敷自治会

川西市

平成27.2.15㈰

スペイン語圏住民のための防災ハンドブック作成・ハンドブックを利
用したセミナー開催

ひょうごラテンコミュニティ

明石市

平成27.2.15㈰

加東市総合防災訓練

加東市

加東市

平成27.2.15㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・加東市総合防災訓練）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

加東市

平成27.2.15㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・相生市防災講演会）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

相生市

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

上郡町

平成27.2.16㈪～20㈮

震災20年消防団活性化支援事業（パネル展示・上郡町）

平成27.2.17㈫

阪神・淡路大震災20年事業 伊丹市防災講演会

平成27.2.17㈫
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事業名
阪神・淡路大震災20年事業巡回パネル展「震災と文化財」
（宝塚市立東公民館ロビー）

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・伊丹市自主防災リーダー推進大会）

伊丹市
（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

伊丹市

平成27.2.19㈭

ひょうご・神戸国際サミット

平成27.2.19㈭

神 戸 市こころの健 康セン
こころの健康フェスタ講演会「身近な人だからできるこころのケア」
ター

神戸市中央区

平成27.2.19㈭

震災20年

神戸市西区役所

神戸市西区

平成27.2.19㈭

台所の防災2014

芦屋韓国朝鮮料理教室

芦屋市

平成27.2.20㈮

ＷＨＯ神戸センターフォーラム
（ＷＫＣフォーラム）

ＷＨＯ健康開発総合研究
センター

神戸市中央区

平成27.2.21㈯

特別企画防災セミナーｉ
ｎ 六甲アイランド
南海トラフ巨大地震にどう備えるか ＰＡＲＴ２
～皆でつくろう地域の防災計画～

六甲アイランドまちかどネット 神戸市東灘区

平成27.2.21㈯

第６回防災・社会貢献ディベート大会

防災・社会貢献ディベート
神戸市中央区
大会実行委員会

西区防災シンポジウム

兵庫県ほか

伊丹市

神戸市中央区

平成27.2.21㈯

阪神淡路大震災20周年公演 ゆうきじゅん語り部コンサート

おもちゃ箱カンパニー

平成27.2.21㈯

おいしいごはんを食べよう県民運動
平成２６年度お米・ごはん推進フォーラム

おいしいごはんを食べよう
神戸市中央区
県民運動推進協議会

神戸市中央区

平成27.2.21㈯

阪神・淡路大震災から20年
六甲山森林整備から土砂災害を考えるフォーラム

国土交通省近畿地方整備
局六甲砂防事務所、兵庫
県、神戸市他

神戸市中央区

平成27.2.21㈯

県広域防災センターでの防災体験学習

芦屋市打出小槌町自主防
災・防犯会

三木市

平成27.2.22㈰

震災20年メモリアル -鎮魂と希望の太鼓-太鼓集団輪田鼓酒蔵公
演ふることぶみ上巻「天孫降臨」
～和太鼓としの笛、民舞でつづる国生みものがたり～

太鼓衆団輪田鼓

神戸市東灘区

平成27.2.22㈰

大震災から２０年・東日本大震災から５年目を振返る
「岡本梅まつり」

梅まつり実行委員会

神戸市東灘区

平成27.2.22㈰

TeLL-Net（災害かたりつぎ）
フォーラム
～デジタルアーカイブ -今後の活用を考える- ～

人と未来防災センター、
まちづくり㈱コー・プラン、
兵庫県ほか

神戸市中央区

平成27.2.22㈰

第25回御蔵学校「外国人から見た日本の震災復興 -海外の災害
（特非）まち・コミュニケーション
復興を事例に、
日本の震災復興を俯瞰する」

神戸市長田区

平成27.2.22㈰

播磨町避難所開設・運営訓練等

播磨町

播磨町

平成27.2.23㈪～3.1㈰

阪神・淡路大震災20年事業巡回パネル展「震災と文化財」
（明石市生涯学習センター）

兵庫県教育委員会

明石市

平成27.2.27㈮

阪神淡路大震災を知ろう！～見直そう、わたしたちの生活～
（人と防災未来センター見学）

洲本市立鮎原小学校

神戸市中央区

平成27.2.28㈯

阪神・淡路大震災20年
「安心して暮らせる共生・安全社会をめざして」講演会

（一社）全国勤労者福祉・共
済振興協会、兵庫県ほか

神戸市中央区

開催日
平成27.2.28㈯

事業名
ＪＡＸＡタウンミーティングｉ
ｎ 淡路 ～宇宙のすばらしさを体験！～

主

催

開催地

ＪＡＸＡ、国営明石海峡公
園、
（特非）パークコーディ 淡路市
ネート創生他

3月
ミュージアムロードシンボルオブジェ設置等事業

神戸県民センター

神戸市中央区

平成27.3.1㈰

防災を考える区民のつどい

防災を考える区民のつどい
実行委員会

神戸市灘区

平成27.3.1㈰

災害時に難病患者を地域で支える
（報告会）

兵庫県難病団体連絡協議会

神戸市中央区

平成27.3.1㈰

PRAY FROM KOBE 3.11 ～復興支援コンサート2015～
uｍｉ
ｅ街頭コンサート

兵庫県合唱連盟

神戸市中央区

平成27.3.1㈰

スペイン語圏住民のための防災ハンドブック作成・ハンドブックを利
用したセミナー開催

ひょうごラテンコミュニティ

尼崎市

平成27.3

平成27.3.1㈰

高齢者福祉施設「喜楽苑」における避難訓練と学習会

高齢者福祉施設「喜楽苑」 尼崎市

平成27.3.1㈰

～１．
１７メモリアルコンサート～ モーツァルト 大ミサ ハ短調

神戸室内オペラ

三田市

平成27.3.1㈰

災害にそなえよう 置塩地区防災訓練

置塩地区自主防災会

姫路市

平成27.3.1㈰

災害に備えよう！東川辺防災訓練

東川辺自主防災会

市川町

平成27.3.1㈰

丹波市総合防災訓練

丹波市

丹波市

平成27.3.1㈰

震災20年消防団活性化支援事業
（パネル展示・安全・安心のまちづくり in TAMBA絆）

平成27.3.2㈪

兵庫県社会福祉協議会
災害時の保健活動の伝承と災害に備えた体制強化シンポジウムⅠ ひょうごボランタリープラ
「災害時における保健活動とボランティアとの協働」
ザ、兵庫県看護協会、兵庫
県ほか

平成27.3.3㈫
平成27.3.4㈬～10㈫
平成27.3.5㈭

考えよう！防災・減災（防災施設見学）
阪神・淡路大震災20年事業巡回パネル展「震災と文化財」
（南淡図書館）
実践的防災研修会

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

丹波市

神戸市中央区

南あわじ市立神代小学校

神戸市中央区

兵庫県教育委員会

南あわじ市

水上消防署

神戸市中央区

平成27.3.6㈮

兵庫県社会福祉協議会
災害時の保健活動の伝承と災害に備えた体制強化シンポジウムⅡ ひょうごボランタリープラ
「災害被災地における保健活動の伝承」
ザ、兵庫県看護協会、兵庫
県ほか

神戸市中央区

平成27.3.7㈯

PRAY FROM KOBE 3.11
～復興支援コンサート2015～ 元町１番街街頭コンサート

兵庫県合唱連盟

神戸市中央区

平成27.3.7㈯

阪神・淡路大震災20年事業神戸市消防音楽隊
「きらめきコンサート」

神戸市婦人団体協議会、
神戸市中央区
神戸市消防局ほか

平成27.3.7㈯

１．
１７は忘れない -震災復興20年・学生が繋ぐ追悼茶会

平成27.3.7㈯

阪神・淡路大震災〔20年〕
と東日本大震災〔4年〕
を忘れない
（難聴者支援の防災講演会）

（特非）いちごいちえ
いのちのうた

神戸市北区
篠山市

平成27.3.7㈯～8㈰

伝統文化体験フェスティバル事業

平成27.3.7㈯～8㈰

未来につなげ！防災の大切さ
～東日本大震災避難被災者と子どもたちの交流会

アジア子ども基金

姫路市

平成27.3.8㈰

PRAY FROM KOBE 3.11
～復興支援コンサート2015～メインコンサート

兵庫県合唱連盟

神戸市中央区

平成27.3.8㈰

高木慶子講演会 いのちを問う その重さと大切さ、
グリーケアに
（一財）兵庫県学校厚生会
ついて考える

大阪市

平成27.3.10㈫

自治会防災学習「人と防災未来センター見学」

上大市第二自治会

西宮市

人と防災未来センター

神戸市中央区

尼崎市立上ノ島総合センター

尼崎市

平成27.3.11㈬

阪神・淡路大震災 語り部のつどい
「これからの震災語り継ぎ -東日本大震災と阪神・淡路大震災｣

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区

平成27.3.11㈬

震災から学ぶ 未来への歩み

平成27.3.11㈬

震災20年消防団活性化支援事業（パネル展示・養父市）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

養父市

平成27.3.11㈬～13㈮

若者防災宣言発信事業（防災ユースフォーラム）

京都大学大学院地球環境
学堂、神戸大学社会科学
系教育研究府、神戸大学
学生団体神戸リスクマネジ
メントコミュニティ、兵庫県
ほか

仙台市

平成27.3.11㈬～28㈯

震災を忘れない！
（減災啓発）

音楽と兵庫の食を楽しむ夕
べ実行委員会

神戸市西区

平成27.3.12㈭～22㈰

震災20周年防災力強化県民運動ポスターコンクール・ポスター展

ひょうご安全の日推進県民
会議

神戸市中央区
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開催日

主

催

平成27.3.13㈮

平成27.3.13㈮

兵庫県社会福祉協議会
災害時の保健活動の伝承と災害に備えた体制強化シンポジウムⅢ ひょうごボランタリープラ
「南海トラフ巨大地震に備えた取組」
ザ、兵庫県看護協会、兵庫
県ほか

平成27.3.13㈮

神戸・防災フォーラム2015

KSC男声合唱団

開催地
神戸市中央区

神戸市中央区

㈱ジーベック、神戸市ほか

神戸市中央区

京都大学大学院地球環境
学堂、神戸大学社会科学
系教育研究府、神戸大学
学生団体神戸リスクマネジ
メントコミュニティ、兵庫県
ほか

宮城県仙台市

神戸市長田区

平成27.3.13㈮

若者防災宣言発信事業
（兵庫の若者が策定した防災宣言を第3回国連防災会議で発信）

平成27.3.14㈯

スペイン語圏住民のための防災ハンドブック作成・ハンドブックを利
用したセミナー開催

ひょうごラテンコミュニティ

平成27.3.14㈯

災害時要援護者支援体制づくり

塩屋北ふれあいのまちづく
神戸市垂水区
り協議会

平成27.3.14㈯～18㈭

平成27.3.14㈯～19㈭

阪神・淡路大震災被災地による「兵庫行動枠組」の評価・検証
（第3回国連防災世界会議発信）

兵庫県

仙台市

若者防災宣言発信事業
（仙台での防災宣言発信・交流事業）

京都大学大学院地球環境
学堂、神戸大学社会科学
系教育研究府、神戸大学
学生団体神戸リスクマネジ
メントコミュニティ、兵庫県
ほか

仙台市

平成27.3.15㈰

～東日本大震災復興支援～
第8回ジュニアブラス・チャリティコンサート

（公社）日本吹奏楽指導者協
会関西支部

神戸市中央区

平成27.3.15㈰

1.17を忘れない アスタスティールパンコンサート2014

アスタ新長田スティールパ
ン振興会

神戸市長田区

（特非）プラス・アーツ、アジ
ア防災センター、兵庫県

仙台市

平成27.3.16㈪

マルチセクター防災会議成果発表会
「民間部門の防災力強化に向けた地域間の取組み」

平成27.3.16㈪～3.31㈫

アートサポートセンター神戸企画展
「声から声へ 境界線の共有 -復興支援住宅での共鳴-」

平成27.3.17㈫

阪神・淡路大震災20年検証事業シンポジウム

art contacts

神戸市中央区

兵庫県震災復興研究セン
ター

神戸市長田区

平成27.3.17㈫

TeLL-Net（災害かたりつぎ）
フォーラム
（国連防災世界会議パブリック・フォーラム）

人と未来防災センター、
まちづくり㈱コー・プラン、 仙台市
兵庫県ほか

平成27.3.17㈫

「第3回国連防災世界会議」関連事業への参加

神戸市教育委員会

仙台市

平成27.3.19㈭

台所の防災2014

芦屋韓国朝鮮料理教室

芦屋市

平成27.3.19㈭

阪神・淡路大震災20年 日本赤十字社兵庫県支部創立125周年
災害救護のあり方を考えるシンポジウム

日本 赤 十 字 社 兵 庫 県 支
部、兵庫県

神戸市中央区

平成27.3.21（土・祝）～
23㈪

東北作業所応援市 ～災害から障がいを持つ仲間を守る！～

ガリレオクラブインターナ
ショナル

神戸市北区

平成27.3.22㈰

イザ！カエルキャラバン！In 百合学院

百合学院インターアクトク
ラブ

尼崎市

平成27.3.22㈰

阪神淡路大震災20年 高齢者への「家内安全」
「備蓄」広報キャ
地域を結ぶ笑顔の会
ンペーンと「復興住宅と地域を結ぶ～笑顔ふれあい祭り～」

尼崎市

平成27.3.22㈰

“みんなでやろう自主防災” 西多田自主防災会防災訓練

西多田自主防災会

川西市

平成27.3.22㈰

宮原自治会町内防災学習
（県広域防災センター見学）

宮原自治会

三木市

平成27.3.23㈪

防災教室第３弾

道親くらぶ

三木市

平成27.3.23㈪～27㈮

220

事業名
KSC男声合唱団第5回演奏会
（阪神淡路大震災から復興20年・創立15周年）

防災センターで体験しよう！
？
（バスツアー）

震災20年消防団活性化支援事業（パネル展示・多可町）

（公財）兵庫県消防協会、
兵庫県

多可町

（公財）兵庫県身体障害者福
（公財）兵庫県手を
祉協会、
（公財）兵庫
つなぐ育成会、
県精神福祉家族会、兵庫
県

淡路市

平成27.3.24㈫～26㈭

「淡路花博2015花みどりフェア」参加による障害者の交流事業

平成27.3.26㈭

東日本と結ぶ阪神・淡路大震災20周年メモリアル舞台劇
～ひとりじゃない、
ともに生きよう～「カーリーの青春」

劇団自由人会

芦屋市

平成27.3.26㈭

平成26年度神戸市PTA協議会震災20年特別事業
「知る・聴く・やってみる。そして伝える」被災地体験

神戸市

仙台市 他

開催日
平成27.3.27㈮
平成27.3.27㈮

事業名

主

催

開催地

シンポジウム「成熟経済におけるケミカルシューズ業界の新たな挑戦 （一社）在日韓国商工会議所
-震災復興の検証を踏まえて-」
兵庫
人と防災未来センター震災メモリアル特別展示
（ライトアップ点灯式）

神戸市長田区

人と防災未来センター

神戸市中央区

平成27.3.27㈮～31㈫

もとまちハートミュージアム2015 ～復興20年、人つなぐ道～

もとまちハートミュージアム
2015実行委員会

神戸市中央区

平成27.3.28㈯

神戸市民フォーラム「木造住宅の耐震リフォームのコツ」⑶

（特非）人・家・街
機構

神戸市中央区

平成27.3.28㈯

震災を忘れない！（追悼コンサート）

音楽と兵庫の食を楽しむ夕
べ実行委員会

神戸市西区

平成27.3.28㈯

ふれあい芦屋マダン2015 -安心・安全・共生のまちづくり-

ふれあい芦屋マダン2015
実行委員会

芦屋市

平成27.3.28㈯～4.5㈰

第29回日本医学会総会2015 関西への災害・救急医療展示

ＪＭＡＴ兵庫

神戸市中央区

平成27.3.29㈰

防災カルチャー教室の開催

平成27.3.29㈰

ひょうご安全の日推進事業
-阪神淡路20年追悼の祈りと希望のコンサート-

安全支援

須磨浦通6丁目自治会専
門委員会
（公財）アルカディア音楽芸
術財団

神戸市須磨区
西宮市

平成27.3.30㈪

復興フォローアップフォーラム

兵庫県

神戸市中央区

平成27.4.18㈯～19㈰

がんばろう神戸をもう一度（あのときを忘れない）

神戸市

神戸市須磨区

平成27.7.20（月・祝）～
22㈬

第10回水道技術国際シンポジウム

神戸市水道局

神戸市中央区

平成27.9.19㈯～
11.23（月・祝）

神戸ビエンナーレ2015

神戸市

神戸市中央区

通年、又は数か月にわたって開催されるもの
開催日

事業名

主

平成22.4～

震災関連文書の整理・保存事業

平成26.4～平成27.2

兵庫県生活文化大学

平成26.4～平成27.2

震災追悼祈念記帳とパネル展

伊丹市

神戸大学都市安全研究センターRCUSSオープンゼミナール

神戸大学
ンター

平成26.4～平成27.3
平成26.4～平成27.3

催

神戸市

開催地
神戸市中央区

（公財）兵庫県芸術文化協会

県内
伊丹市

敏安全研究セ

神戸市灘区

学生による｢神戸の教訓」
・
「現場のノウハウ」を発見し継承する試み 阪神・淡路大震災の「記録」
神戸市中央区
（資料収集・関係者からの聞き取り調査・展示発表）
「記憶」を継承し活用する会

平成26.4～平成27.3

子どもの頃の被災経験を語る

子ども・若者防災研究会

神戸市中央区

平成26.4～平成27.3

ITを活用した災害対応体験を通じた、
ノウハウの若者への継承・
啓発イベント

災害七日前プロジェクト
実行委員会

神戸市中央区

平成26.4～平成27.3
平成26.4～平成27.3

兵庫県公館伝統文化体験教室事業
「復興まちづくり学」検討に対する支援事業

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区

神戸市

神戸市中央区

平成26.4～平成27.3

県民総参加「減災」キャンペーン

兵庫県

神戸市中央区

平成26.4～平成27.3

復興制度等提言事業

兵庫県

神戸市中央区

平成26.4～平成27.3

ボランタリー活動の調査検証・促進事業

兵庫県

神戸市中央区

平成26.4～平成27.3

兵庫区内中学校防災ジュニアチームの育成

兵庫消防署

神戸市兵庫区

平成26.4～平成27.3

平成16年台風23号災害10年継承事業
防災・減災まちづくりシンポジウム2014（災害パネル展示）

平成16年台風23号災害
10年継承事業実行委員会

洲本市

平成26.4.1㈫～9.30㈫

50年後の社会に伝えよう
【阪神・淡路大震災の体験】防災・減災インターネット放送事業

1.17ブロードバンドＴＶ

神戸市中央区

平成26.4.1㈫～9.30㈫

50年後の社会に伝えよう
【阪神・淡路大震災】震災語りべ記録継承事業

震災語り記録継承実行委
員会

全 県インター
ネット

震災語りべ記録継承実行
委員会

神戸市中央区

平成26.4.9㈬～

50年後の社会に伝えよう
【阪神・淡路大震災】
震災語りべ記録継承事業

平成26.5～平成27.3

震災20年

平成26.5.12㈪～7.19㈯

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修（インフラ施設の
自然災害に対する抑止・軽減対策及び復旧対策）

平成26.6～12

第27回ひょうご子どもの作文と詩コンクール

神戸からの発信事業

㈱博報堂、㈱studio-Ｌ、
（特非）
ミラツク、神戸市

神戸市中央区

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター
（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区
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開催日

事業名

主

開催地

平成26.6～平成27.3
平成26.6.25㈬～10

平松愛理さん花サカスプロジェクト with 神戸

平成26.7～10

家具転倒防止器具及び家庭用火災警報器の取付の啓発並びに （公財）尼崎市シルバー人材
センター
取付作業

尼崎市

平成26.7～10

震災体験記「しん」の発行・配付

神戸市東灘区

神戸市須磨区役所、
神戸市

放送大学

JICA関西国際センター途上国政府職員向け研修
平成26.7.28㈪～10.11㈯
（救急救助技術）
平成26.7～11

防災教育体験プログラム

平成26.7～平成27.2

復興20周年

平成26.7.31㈭～
平成27.3.31㈫

（特非）さくらネット
神戸市

「神戸発・楽しみながら学ぶボウサイ」アーカイブプロジェクト
東北に「神戸の森をつくろう」プロジェクト

平成26.8.1㈮～9.30㈫

新進美術家作品展

平成26.8～10

東灘友の会

神戸市中央区
神戸市須磨区

JICA関西国際センター、
神戸市中央区
国際防災研修センター

記念誌発行事業

平成26.8～

（特非）プラス・アーツ、
（独
法）国際協力機構関西国
際センター／国際防災研
修センター、神戸市
玉津南公民館

神戸市中央区
神戸市中央区
神戸市中央区
神戸市西区

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区

防災ずきんを活用した実践的避難訓練

六甲アイランド地域振興会

神戸市東灘区

平成26.9～平成27.1

子どもたちへのメッセージ運動（メッセージ募集）

神戸市

神戸市中央区

平成26.9～平成27.2

新長田震災復興20周年記念事業

神戸市

神戸市長田区

兵庫県美術家同盟

新進作家展

（特非）兵庫県暮らしにやさし
い防災・減災

芦屋市

平成26.9～平成27.2

防災・減災カルタ等による地域・学校における防災学習の推進

平成26.9～平成27.2

阪神・淡路大震災から20年伝えよう「教訓と防災の備え」そして地
域の絆を高めるまちづくり
（大和夢ナリエ）

大和の夢かなえたい実行
委員会

川西市

平成26.9～平成27.3

人と人とのつながりを大切にする大正筋商店街
-1st.2014 手をつなごう-

神戸市

神戸市長田区

平成26.9.27㈯～
平成27.3.7㈯

平成26年度ひょうご防災リーダー講座

県立広域防災センター

三木市

平成26.10～平成27.1

兵庫県NPO中間支援組織の20年（調査と報告書の作成）

中間支援組織の20年研究会

神戸市中央区

平成26.10～平成27.1

各地域防コミにおける防災学習等

神戸市消防局

神戸市内

平成26.10.8㈬～
平成27.3.13㈮

２１世紀文明研究セミナー

平成26.11.1㈯～12.31㈬

六麓荘町町内会防災啓発（町内会だより）

平成26.11～平成27.1

心の手を繋ごう 東北の子ども達・神戸の子ども達
プロジェクト

平成26.11～平成27.1

222

催

（特非）グローバルプロジェク
International Youth Summit in Hyogo 2015「防災と環境」 ト推 進 機 構 、県 立 舞 子 高
等学校

（公財）ひょうご震災記念21
世紀研究機構学術交流セ
ンター
命の一本桜

南海トラフ巨大地震に備えよう！防災啓発運動
（小学校での防災講話）

神戸市中央区

六麓荘町町内会

芦屋市

アトリエ太陽の子

神戸市中央区

（公財）日本公衆電話会兵庫
支部

神戸市、
姫路市

平成26.11～平成27.1

精神保健福祉従事者研修

神戸市保健福祉局こころ
の健康センター

平成26.11～平成27.2

みんなで助かり隊（帰宅支援マップ「たすかるマップ」の有効利用）

藤原台ふれあいのまちづく
神戸市
り協議会

平成26.11～平成27.3

防災ウォークラリー

（特非）兵庫県レクリエーショ 神戸市、
ン協会
明石市

平成26.11～平成27.3

助かる命だ!！みんなで救おう 緊急時の救命、減災は日頃の訓練
と地域の絆で
（市民救命士養成講習等）

平成26.11～平成27.3

神戸市中央区

神戸市心肺蘇生を広める会

神戸市、西宮市、
尼崎市、伊丹市
等

第5回防災市民サミット＆防災救命講習

（特非）ユニバーサル・スポー
ツ振興協会

神戸市中央区

平成26.11～平成27.3

つみっく防災スクール

（特非）つみっ庫くらぶ

県内各施設、
学校

平成26.11～平成27.3

子ども防災交流会 2014 in HYOGO ＆ 防災・減災啓発ツール
開発・実践事業

（特非）さくらネット

神戸市中央区
等

平成26.11～平成27.3

東日本大震災復興支援にみる兵庫県南部地震から伝承されたも
の・伝承されなかったもの ～子ども達の東日本大震災支援活動と T・C・C学際研究所
兵庫県南部地震 伝承・防災・減災～
（記録誌の作成）

全国（関係
機関へ配布）

平成26.11～平成27.3

海辺体験 “自然の豊かさ、
自然のこわさ”
～海辺での防災学習、
自然観察、浜辺クリーンアップ

西宮市

浜・川・山の自然たんけん隊

開催日

事業名

主

平成26.11～平成27.3

はらっぱ防災プロジェクト2014
～伝え、備え、みんなで活かそう～
（保育所等での防災教育）

平成26.11～平成27.3

「１．
１７を忘れないたかさご集会」等（防災啓発・HUG）

催

（特非）はらっぱ
防災リーダーたかさご

開催地
西宮市
高砂市

平成26.11～平成27.3

給食施設における緊急時相互支援実地訓練

明石給食施設協議会

明石市内

平成26.11～平成27.3

加古川グリーンシティ防災まちづくり推進事業（啓発事業）

加古川グリーンシティ防災会

加古川市

平成26.11～平成27.3

災害への備えや対応についての実践や発信

にしきた街づくり協議会

西宮市

人と防災未来センター

神戸市中央区

平成26.11.7㈮～
平成27.6.28㈰

阪神・淡路大震災20年メモリアル特別展示
「1.17阪神・淡路大震災20年 伝えよう 未来へ

平成26.11.21㈮～
平成27.2.19㈭

阪神・淡路大震災20周年・県立図書館40周年記念事業
「未来にツタエル」
（企画展）

平成26.11.22㈯～
平成27.3.8㈰
平成26.12～平成27.1

世界へ」

県立美術館 ｢阪神・淡路大震災から20年」展
「こども防災プログラム」～児童館からの発信～

（特非）まち・コミュニケーショ
（特非）リ・フォープ、県立 明石市
ン、
図書館
兵庫県教育委員会

神戸市中央区

神戸市

神戸市中央区

平成26.12～平成27.2

地域の外国人住民との共生災害学習「暮らしの安心・安全2014」 こくさいひろば芦屋

芦屋市

平成26.12～平成27.3

キッズ防災検定

（特非）検定協議会

県内の小学校

（社福）のぞみ会「浜風の家」 芦屋市

平成26.12～平成27.3

阪神淡路大震災の子どもたちへの継承事業

平成26.12～平成27.3

傾聴ボランティア養成講座 ～災害時・平常時でのケアの連携

平成26.12.9㈫～

震災写真オープンデータサイト
「阪神・淡路大震災『1.17の記録』」 神戸市

神戸市中央区

平成27.1～3

震災20周年 阪神・淡路大震災関連資料からの記憶の継承と発信

神戸市中央図書館

神戸市中央区

平成27.1.10㈯～3.1㈰

尼崎・災害の歴史展

尼崎市立文化財収蔵庫

尼崎市

平成27.1.10㈯～3.15㈰

県立歴史博物館「災害と歴史遺産」

県立歴史博物館

姫路市

平成27.1.13㈫～3.20㈮

伊丹市防災ポスター展示

伊丹市

伊丹市

平成27.1.17㈯～4.7㈫

特集展示「衣服にできること -阪神・淡路大震災から２０年」

平成27.1.24㈯～4.5㈰

県立美術館 展覧会｢フェスナンディナント・ホドラー展（仮題）」

平成27.2.2㈪～3.31㈫

新進美術家作品展

兵庫県日本画家連盟

新進作家展

傾聴ネットワークまど

（公財）神戸市産業振興財団
県立美術館

尼崎市、西宮市

神戸市中央区
神戸市中央区

（公財）兵庫県芸術文化協会

神戸市中央区
芦屋市

平成27.2.2㈪～3.31㈫

防災安全対策啓発事業

（公社）芦屋市シルバー人材
センター

平成27.3.21（土・祝）～
5.31㈰

淡路花博2015花みどりフェアイベント
「震災復興ありがとう花壇」

（一財）淡路島くにうみ協会、
淡路市
兵庫県ほか

随時

㈱神戸新聞社での広告掲載（防災ネット）

㈱神戸新聞社

神戸市中央区

随時

すまいの耐震キャンペーン

神戸市

神戸市中央区
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事 業 展 開

か す』－ 復 興 の 成 果 の 発 展 －

〔県事業〕

・震災復興の成果や先導的取り組みの発信・提案
・ＮＰＯ等震災復興で発展した団体の活動成果の発信・提案
・高齢者の 24 時間見守りの定着など、災害文化が未来に繋がる仕組み
の発展
・東日本大震災等の教訓の共有による復旧復興制度の提案
・被災地支援の成果の発信
・国連防災世界会議に向けた提言発信

『活

震災 周年事業の実施

—１.１７は忘れない—

20

防災マスコット
はばタン

「災害文化」の発展

１ ひょうご安全の日推進県民会議
・県民会議が推進母体となり、構成団体が事業を実施する。
・県民、民間団体、事業者等に事業の実施や参加の呼びかけを行う。
２ 兵庫県震災２０周年事業推進本部
・推進本部のもと、県・外郭団体・復興関連施設等による事業を実施するととも
に、市町や関係団体による事業の実施を呼びかける。
３ 市町
・市町や外郭団体等による主体的な独自事業を実施するとともに、県や県民局と
連携し関係団体等による事業の促進や住民へのＰＲを行う。

推 進 体 制

１ 市町、地域団体、ＮＰＯ等の参加促進
・事業の登録と効果的な広報
・ツイッター、フェイスブックの活用
・ひょうご防災特別推進員による呼びかけ
・活動実績のある地域団体やＮＰＯ、民間団
体、企業等への働きかけ 等
伝える
備える
２ あらゆる広報媒体の活用
活かす
・防災マスコット「はばタン」を活用したロゴマーク
阪神・淡路大震災２０周年
・防災アニメーション、インターネットの活用
【20 周年ロゴマーク】
・２０周年事業イベントガイドの発行
・ひょうご安全の日推進県民会議構成団体の広報媒体による発信
・県、市町の広報紙、ＨＰの活用
３ マスメディアへの協力要請

広 報 展 開

復興過程の成果や先導的取り組みの発信、今後の災害に備えた防
・ひょうご安全の日のつどい
災・減災の取り組みなど、全県・県民局域レベルの事業を実施。
・震災20周年メモリアル展示
〔市町事業〕
・超巨大災害対策総合シンポジウム －南海トラフ巨大地震に備える－
震災復興の成果の発信や今後の災害に備えた防災・減災の取り組み
・県民総参加｢減災｣キャンペーン －自分のいのちは自分で守る－
など、各市町の特性を活かした事業を実施する。
・要援護者避難対策合同発表会
・阪神・淡路大震災被災地による「兵庫行動枠組」の 〔一般事業〕
県民グループ、地域団体、NPO など各界各層が様々な事業に自主的・
検証・提言
主体的に取り組む。
・国際復興フォーラム －震災の経験と教訓を世界の防災に活かす－ 等

◇事業構成
〔メイン事業〕

震災 20 周年検討会（座長:河田惠昭人と防災
未来センター長）を設置し検討した。

ひょうご安全の日推進県民会議

◇２０周年を迎えるにあたっての課題
・震災の経験と教訓の発信・次世代への継承・活動団体の一層の活性化
・大規模災害に対する実践的な備え・国内外への教訓の発信 等

・協働による住民の防災・減災の実践活動
・住宅耐震化や室内安全対策等命を守る行動の定着
・南海トラフ巨大地震に備える広域連携や新たな取り組みの
実践
・耐震補強や防潮堤などハード整備の研究
・企業防災の充実に向けた実践活動

展開方針
○県民による自主的・主体的な事業の支援
・各界各層が様々な事業に自主的・主体的に取り組めるよう支援する。
○学会等の誘致
・防災や災害復興などに関連する学会を中心に、学術関係の大会や行事などの兵庫開
催や２０周年事業の位置づけを呼びかける
２ 支援の方策
○震災２０周年事業の登録と発信
・事業主体からの申し出により登録された事業の情報を一元的に発信する。
○ひょうご安全の日推進事業（助成制度）の拡充
・例年の制度に新たな助成区分を設ける。
①訓練や防災学習など実践的な活動
（実践活動事業）
②複数の団体等が共同して実施する事業（共同事業）
③行政と民間が協働する事業
（行政と民間との協働事業）
・｢次の災害に確実に活かす実践的な取り組み｣を重点推奨事業と位置づけて、優先的
に支援する。
○ひょうご防災特別推進員の派遣による支援
・訓練等の実践的な活動を行う事業に技術的な指導や助言を行う。

１

支 援 方 策

基本コンセプト
『備 え る』－ 大 災 害 に 負 け な い 実 践 －

・震災２０周年事業は、大多数の県民が参加し様々な事業主体による多数
のイベントや行事が展開され、震災 21 年目以降にもその成果が引き継が
れるものとなることをめざす。
・共生社会における「自助」「共助」
「公助」の役割や、女性の視点、民間
の発想、障害者や外国人の参加などを考慮して取り組む。
◇事業期間 平成 26 年 4 月から１年間（震災２０周年を迎える年度）
◇実施地域 兵庫県内全域（事業の実施上で連携する県外地域を含む）

◇事業の展開方針

・犠牲者への追悼
・震災復興の振り返りや教訓の継承・国内外への発信
・震災復興、防災・減災の取り組みの成果や課題、提案の発信
・子どもたちが学び・伝える防災教育・防災体験

『伝 え る』－ 震 災 教 訓 の 継 承 ・ 発 信 －

◇現状
・震災を経験していない住民の増加、・自然災害の激甚化や南海トラフ巨大地震の脅威が切迫
・東日本大震災等による新たな知見の取得、関西広域連合等の連携や地域ぐるみの実践活動の始まり
・震災 20 周年に開催される国連防災世界会議に向けた兵庫からの発信の必要性 等

阪神・淡路大震災２０周年事業基本方針の概要

3
阪神・淡路大震災20周年事業基本方針
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阪神・淡路大震災 ２０周年事業基本方針

平成２５年１１月

ひょうご安全の日推進県民会議
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阪神・淡路大震災２０周年事業基本方針
１

はじめに
阪神・淡路大震災は、人類初の大都市直下型地震であり、都市構造の脆弱性、インナーシテ
ィ問題など、近代都市が抱える問題を顕在化させた。また、高齢社会における震災の復旧・復
興対策の重要性を認識させるとともに、２１世紀の自然災害多発の先駆けとなり多くの警鐘を
鳴らした。
その大震災から、まもなく２０周年を迎えようとしている。被災地では震災を経験していな
い住民が増えるなど震災の記憶の風化が一層懸念されている。また、近年、自然災害の激甚化
が顕著となり、南海トラフ巨大地震の脅威もさし迫ったものになっている。一方、東日本大震
災等で得た新たな知見や経験、関西広域連合・県・市町の連携や県民の地域ぐるみによる実践
活動等の蓄積が進んでいる。
震災２０周年と時を同じくして、国連防災世界会議が再び我が国で開催される。前回は兵庫
県が開催地となり、国連防災１０年の行動戦略として「兵庫行動枠組」が定められ、世界各国
において実践的な取り組みが進められてきた。改めて防災分野における国際協力を推進すると
ともに、大震災とその復興によって得た教訓を国内外に発信し続けることが重要である。
阪神・淡路大震災２０周年を機に、被災地「兵庫」として大震災の経験と教訓を忘れること
なく地域や世代を越えて伝え続け、国内外に広く発信し続けるとともに、その後に発生した
様々な災害の教訓を踏まえ、次なる大災害に備えて県民が連携してともに実践する取り組みを
強く推進するため、県下全域で多様な活動主体や県民一人ひとりが主体的に参加、実施する周
年事業を展開する。
［２０年を迎えるにあたっての課題］
○ 震災の経験と教訓
・近代都市の脆弱性
・高齢社会下での災害対応の複雑性
○ 震災の記憶の風化
・震災を経験していない転入者や子供の増加
・安全と思う県民が多いなど防災意識の低さ
・防災訓練参加など助け合いや共助の意識の低迷
・震災復興に関わった地域団体・女性団体・ＮＰＯ等の各団体の経験や
教訓の継承 等
○ 次世代への継承
・伝えることのできる人材の高齢化等による減少
・震災後に生まれた子供たちへの継承、育成
・子どもたちの視点の導入
・子どもたちの体験・学習する機会の確保
・防災に関心のない人々への対応 等
○ 活動団体の活性化
・主体的な防災・減災に取り組む団体や活動内容の固定化
・平時からの地域住民の連携や自主防災組織の活性化
・都市部住民のコミュニティの関わり方など地域における環境変化 等
○ 大規模災害に対する実践的な備え
・東日本大震災の原発問題等新たな課題や教訓の活用
・南海トラフ巨大地震への備え
・要援護者等の避難支援
・企業の防災力強化 等
○ 国内外への教訓の発信
・阪神・淡路大震災の教訓の継続的な発信
・国内外の被災地への被災経験を生かした支援
・ポスト兵庫行動枠組を見すえた「兵庫」からの発信 等
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２

基本コンセプト
私たちは、阪神・淡路大震災を忘れない、忘れてはならない。
阪神・淡路大震災は、あまりに無防備だった私たちに未曾有の悲しみを与えた。私たちは、
被災者となって、また、被災者を支援して、多くのものを得た。幾多の困難を乗り越えた創造
的復興は、私たち自らの実践だけで成し遂げたものではない。その過程では、国内外の多くの
人々の知恵や志をいただいた。こうして得られたものは、いま、ふるさと兵庫に累々と蓄えら
れている。
阪神・淡路大震災の経験と教訓は、未来に向かって永遠に、地域や国を越えて全世界に伝え
ていきたい。犠牲になられた皆様を追悼することはもとより、復旧・復興への努力やその成果
を分かち合い、喜び合いたい。
阪神・淡路大震災の経験と教訓をもとに、次の大災害に備えたい。人が傷つかないよう、ま
ちが早く立ち直れるよう、知恵を結集したい。南海トラフ巨大地震をはじめ、自然災害による
被害を可能な限り減らしたい。
阪神・淡路大震災の経験と教訓を活かしたい。震災後に生まれた様々な取り組みをさらに発
展させていきたい。復旧・復興のしくみなどを振り返り、成果を発展させると同時に、十分に
活かすことができなかった知恵を改めて発信したい。
そして、こうした取り組みを結集することで、兵庫に根付いた「災害文化」をさらに発展し
ていきたい。
このような趣旨を、震災２０周年を機に目に見える形にしていくために、本事業の基本コン
セプトを
―1.17 は忘れない― 「災害文化」の発展
『伝える』 『備える』 『活かす』 とする。
『伝 え る』－ 震 災 教 訓 の 継 承 ・ 発 信 －
・犠牲者への追悼
・震災復興の振り返りや教訓の継承・国内外への発信
・震災復興、防災・減災の取り組みの成果や課題、提
案の発信
・子どもたちが学び・伝える防災教育・防災体験

『備 え る』－ 大 災 害 に 負 け な い 実 践 －
・協働による住民の防災・減災の実践活動
・住宅耐震化や室内安全対策等命を守る行動の定着
・南海トラフ巨大地震に備える広域連携や新たな
取り組みの実践
・耐震補強や防潮堤などハード整備の研究
・企業防災の充実に向けた実践活動

『活

か

す』－ 復 興 の 成 果 の 発 展 －

・震災復興の成果や先導的取り組みの発信・提案
・ＮＰＯ等震災復興で発展した団体の活動成果の発
信・提案
・高齢者の 24 時間見守りの定着など、災害文化が未
来に繋がる仕組みの発展
・東日本大震災等の教訓の共有による復旧復興制度
の提案
・被災地支援の成果の発信
・国連防災世界会議に向けた提言発信
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-1.17 は忘れない-

「災害文化」の発展

３

事業の展開方針
震災２０周年事業は、一過性、単発型のものではなく、1 年間にわたり、全県下で、大多数
の県民が参加し、様々な事業主体による多数のイベントや行事が重層的に展開され、震災 21
年目以降にもその成果が引き継がれるものとなることをめざす。基本コンセプトのもとで展開
される事業の総和を「阪神・淡路大震災２０周年事業」と称す。事業主体として、ひょうご安
全の日推進県民会議や県が積極的に事業を展開することはもとより、県民・地域団体・女性団
体・ＮＰＯ・青少年・学生グループ・企業・市町・国際機関など、各界各層が独自に、又は協
働して多彩な事業が展開できるよう努める。その際、共生社会における「自助」
「共助」
「公助」
の役割や、ともすれば忘れがちになる女性の視点、民間の発想、障害者や外国人の参加などを
十分に考慮して取り組む必要がある。
(1)

事業期間
平成 26 年 4 月 1 日から 1 年間（震災 20 周年を迎える年度）

(2)

実施地域
兵庫県内全域（事業実施の上で連携する県外地域を含む）

事業の構成
震災２０周年事業は、『伝える』『備える』『活かす』という 3 つのコンセプトのもとに、
ひょうご安全の日推進県民会議や県が中心となって大規模に展開するメイン事業、県が主体
となる事業、市町が主体となる事業、民間団体等が主体となる事業で構成する。

(3)

① メイン事業（主な事業例）
『伝える』
◇ ひょうご安全の日のつどい
ア 1.17 のつどい （２０周年追悼式典）
・２０周年中核行事として規模を拡大し、多くの尊い犠牲者への追悼の誠を捧げ
るとともに、未来に向けて防災・減災社会の成長に向けた思いを国内外へ広く
発信する。
イ メモリアルウォーク、交流ひろば・ステージ、防災訓練
・土曜日開催となるため、次世代を担う子供たちや若者の参画や参加を促すとと
もに、参加者の実体験や実践に役立つ企画を盛り込む。
◇ 震災２０年メモリアル展示
・人と防災未来センターのこれまでの研究成果や所蔵資料等の活用した特別企画展
を開催する。
◇ ２１世紀文明シンポジウム
・防災減災の研究成果を広く発信するとともに、今後の安全で安心な活力ある社会
の構築について考える。
『備える』
◇ 超巨大災害対策総合シンポジウム －南海トラフ巨大地震に備える－
・南海トラフ巨大地震における被害想定、各分野の対策など災害対応の全容を明ら
かにし、災害に備えた広域連携や住民の実践的な備えを改めて考える。
◇ 県民総参加「減災」キャンペーン
・耐震化、室内安全対策、避難、備蓄の４テーマについて、全県で普及啓発キャン
ペーンを展開する。
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・耐震化・室内安全対策について民間事業者とも連携した全県展開や、市町、自主
防災組織、ＮＰＯ、学校などと協働した県民総参加全県一斉防災訓練を実施する。
事業実施にあたっては、マスメディア等とも連携したキャンペーンを展開する。
◇ 要援護者避難対策合同発表会
・個別支援計画や地区計画の作成状況、社会福祉法人による福祉避難所開設訓練の
実績を踏まえ、その成果や課題を考える合同発表会を開催する。
『活かす』
◇ 阪神・淡路大震災被災地による｢兵庫行動枠組｣の検証・提言
・国連防災世界会議「兵庫行動枠組」について、国内外の取り組み状況を踏まえ、
阪神・淡路大震災被災地から見た検証成果や新たな取り組みの提案を次回国連防
災世界会議（2015 年 3 月）に向けて発信する。
◇ 国際復興フォーラム －震災の経験と教訓を世界の防災に活かす－
・国内外の大規模災害被災地からの参加を得て被災都市における回復力（レジリエ
ンス)、復興状況の成果や課題を明らかにし都市型災害の復興のあり方を考える。
・阪神・淡路大震災後の防災・減災制度の変遷を踏まえた新たな取り組みの提案等
について、次回国連防災世界会議をはじめ国外へ情報発信する。
◇ ｢こころのケア｣シンポジウム
・阪神・淡路大震災や東日本大震災での活動実績を踏まえて、被災者、救援者（自
衛隊、看護師等）、子どもたちなど、様々な立場におけるこころのケアを総括し、
今後の災害に活かすための活動方策を考える。
◇ 国際防災・人道支援フォーラム２０１５減災シンポジウム
・国際防災上の課題や国際防災機関の果たす役割を踏まえて、震災２０周年を機に
被災地兵庫ならではの国際的視点によるメッセージを発信する。
県事業
復興過程の成果や先導的取り組みの発信、復興シンボル施設・国際防災関係機関の記
念事業、今後の災害に備えた防災・減災の取り組みなど、全県・県民局域レベルの事業
を実施する。

②

市町事業
震災復興の成果の発信や今後の災害に備えた防災・減災の取り組みなど、地域住民の
参画・参加による各市町の特性を活かした事業を実施する。

③

④

一般事業
◎ 展開方針
◇ 県民による自主的・主体的な事業の支援
・県民グループ、地域団体、女性団体、ＮＰＯ、子どもたち・学生グループ、企業
など各界各層が様々な事業に自主的・主体的に取り組む。
◇

学会等の誘致
・防災や災害復興などに関連する学会を中心に、学術関係の大会や行事などの兵庫
開催や２０周年事業の位置づけを呼びかける。
・兵庫で開催される学会等については、主催者と協議の上、20 周年事業に位置づけ
る。
・兵庫開催にあたっては、ＨＡＴ神戸に集積する国際防災関係機関や兵庫県内の大
学との連携を図る。
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◎

支援の方策
◇ 震災２０周年事業の登録と発信
・幅広く事業実施を呼びかけ、基本コンセプトに基づいて実施される事業を事業主
体からの申し出によりひょうご安全の日推進県民会議が登録し、これらの事業の
情報を一元的に発信する。

◇ 助成制度の拡充
・全県事業と地域事業に区分して毎年実施している「ひょうご安全の日推進事業」
（助成制度）の助成枠を拡大する。訓練や防災学習など実践的な活動、複数の団
体等が共同して実施する事業、行政と民間が協働する事業について新たな区分を
設けて助成を行う。このうち、｢次の災害に確実に活かす実践的な取り組み｣を重
点推奨事業と位置づけて、助成枠や採択要件を配慮するなど優先的に支援する。
〔重点推奨事業〕－次の災害に確実に活かす実践的な取り組み－
地震、津波、風水害など、いつどこで起きてもおかしくない災害から自らのいのちを
守る体験的、実践的な取り組みを推奨する。祭りなどの地域行事に訓練等の防災関連
行事を組み込むことや、遊びのなかに体験的なプログラムを組み入れることなど、工
夫をこらした事業の実施を歓迎する。
○ 事業例
・子どもたちが地域や遊びの中で学ぶ防災教育・防災体験
・住民と学校、PTA など地域の避難訓練等の実践活動や防災学習
・要援護者の避難支援活動
・地域や自治会によるカウンターパート推進活動
・帰宅困難対策等の実践的活動や広域連携活動
・東日本大震災の教訓を学ぶ活動 等

（助成区分）
ア 全県事業
：複数の県民局管内からの参加が見込まれる事業
イ 地域事業
：概ね一つの県民局管内からの参加に限られる事業
新ウ 実践活動事業：防災訓練や防災学習等の実践的な活動を行う事業
新エ 共同事業
：ＮＰＯやボランティアの活動、地域の防災活動やまちづく
り活動など震災復興過程で先導的な取り組みが行われてき
た分野を中心に、複数のＮＰＯや団体等が一つのグループ
を結成し主体的に２０周年にふさわしい事業を企画・立案、
実施
新オ 行政と民間との協働事業： 県や市町と民間団体等とが協働して実施
◇ ひょうご防災特別推進員の派遣による支援
・特に実践的な活動を行う事業に際し、訓練等のためのノウハウを提供するため、
ひょうご防災特別推進員を派遣し、技術的な指導や助言を行う。
・地域防災リーダー育成、ハザードマップづくり、避難訓練実施等を実施
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［事業の構成と実施主体の役割］
事

業

構

成

実 施 主 体 の 役 割

『伝える』－震災教訓の継承・発信－

○ひょうご安全の日推進県民会議
[メイン事業例]
・メイン事業の実施（ひょうご安全の
１ ひょうご安全の日のつどい（20 周年追悼式典） 等
[事業例]
日のつどい等）
追悼行事、語り部講座、安全安心ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、国際防災
・各団体の事業支援（助成制度の充実）
ﾌｫｰﾗﾑ、子どもへの防災教育、県民の防災学習 等
○地域団体、ＮＰＯ等の活動団体
『備える』－大災害に負けない実践－
・自主的、主体的な事業実施
［メイン事業例］
・多くの県民の参画や参加促進
超巨大災害対策総合シンポジウム
○県（各部局、県民局）
－南海トラフ巨大地震に備える－
等
・担当分野や地域での事業実施
２ ［事業例］
・復興シンボル施設、
国際防災機関等
地域の津波防災訓練や安全安心ﾏｯﾌﾟづくり、要援護
関係団体の事業支援
者の避難訓練・広域避難訓練、住宅耐震化・室内安全
対策講習会、東日本大震災教訓共有ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、子ど
・市町との連携や事業の働きかけ
もたちのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験や防災体験 等
○市町
『活かす』－震災復興の成果の発展－
・各市町での事業実施
［メイン事業例］
・復興シンボル施設等関係団体の事業
国際復興フォーラム－震災の経験と教訓を世界の防災に活かす－ 等
支援
３ ［事業例］
・
住民や活動団体への事業実施の啓発
ボランタリー・復興まちづくり等ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、復興ｼﾝ
ﾎﾞﾙ施設（芸文ｾﾝﾀｰ等）の記念事業、東日本大震災教訓ｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｳﾑ、東日本被災地支援の成果報告会 等

４

広報の実施方針
震災２０周年事業の展開を通じ、阪神・淡路大震災の経験や教訓、災害文化の発展の方向を
県内外に広く、強く発信していくため、ひょうご安全の日推進県民会議が中心となり、20 周年
にふさわしい多くの事業が実施されるよう呼びかけるとともに、事業の内容や成果について広
報活動を展開する。
(1) 市町、地域団体、ＮＰＯ等の参加促進
市町、地域団体、ＮＰＯ等の自主的・主体的な事業実施を促すための仕組みづくりを行う
とともに、積極的な事業実施を呼びかける。
・基本コンセプトに基づく事業の登録と効果的な広報の実施
・ツイッター、フェイスブックの活用
・ひょうご防災特別推進員による呼びかけ
・活動実績のある地域団体やＮＰＯ、民間団体、企業等への働きかけ 等
あらゆる広報媒体の活用
ひょうご安全の日推進県民会議構成団体をはじめ、あらゆる機関の広報媒体を積極的に
活用するとともに、県民、様々な活動団体、国内外の被災地等情報の受け手それぞれを意
識した情報発信を行う。
・防災マスコット「はばタン」を活用したロゴマーク
・子どもたちにもわかりやすい防災アニメーション等
による情報発信
・インターネットを活用した２０周年事業の発信
・２０周年事業イベントガイドの発行
伝える
備える
・ひょうご安全の日推進県民会議構成団体の広報媒体
活かす
による発信
阪神・淡路大震災２０周年
・県、市町の広報紙、ＨＰの活用 等

(2)

防災マスコット
はばタン
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【２０周年ロゴマーク】

(3)

マスメディアへの協力要請
適時適切な記者発表や取材の誘導、取材への的確な対応、事業の共同実施など、マスメ
ディアに協力を求め、その発信力を通じて、県内外に２０周年事業の意義や成果を発信す
る。

５ 推進体制（別紙：推進体制図）
(1) ひょうご安全の日推進県民会議
「ひょうご安全の日を定める条例」の趣旨を踏まえ、阪神・淡路大震災の経験と教訓を
忘れることなく、安全で安心な社会づくりを推進するために設立されたひょうご安全の日
推進県民会議が、本事業の推進母体となる。同会議の構成員は、それぞれの活動実績や得
意分野等を踏まえ、基本コンセプトの趣旨に沿った事業を実施するとともに、県民、民間
団体、事業者等に事業の実施や参加の呼びかけを行う。
・総会
［役割］20 周年事業基本方針の発信、20 周年事業の推進（推進母体）
20 周年ひょうご安全の日の取り組み、防災力強化県民運動の推進
［構成］会長：知事、構成員１３０団体・人

・企画委員会
［役割］20 周年事業の推進
20 周年ひょうご安全の日の取り組み、防災力強化県民運動の検討
［構成］委員長：河田惠昭人と防災未来センター長、委員合計３１名

(2） 兵庫県震災２０周年事業推進本部（平成 25 年 4 月 1 日設置）
推進本部のもと、県・外郭団体・復興関連施設を中心とした県立施設等による事業を実
施するとともに、市町や関係団体による事業の実施を呼びかける。
［役割］２０周年事業促進のための庁内調整等
［構成］本部長：知事、副本部長：副知事、本部員：政策会議構成員
※幹事会 幹事長：防災企画局長、幹事：各部総務担当課長・各県民局総務企画室長等

(3)

市町
市町や外郭団体等による主体的な独自事業を実施するとともに、県や県民局と連携し関
係団体等による事業の促進や住民へのＰＲを行う。

-7-

243

別

阪神・淡路大震災２０周年事業推進体制

ひょうご安全の日推進県民会議

総
【会 長】知事
【副会長】県市長会長ほか１２人
【構成員】１３０団体・個人

企

会
【役割】○震災 20 周年事業
・基本方針の発信、事業の推進
○ひょうご安全の日
・ひょうご安全の日の取組、防災力強化県民運動の推進

画

委員総数 ３１名
【委員長】河田惠昭（人と防災未来センター長）
【委 員】３０名

委

員

会

【役割】○震災２０周年事業の推進
○２０周年ひょうご安全の日の取組の検討・実施
・ひょうご安全の日のつどい
・防災力強化県民運動
・ひょうご安全の日推進事業（助成制度）

市

町

【役割】
○ 20 周年事業の推進
・各市町での事業実施
・外郭団体等の事業支援
・住民や活動団体への啓発

震災 20 周年事業推進本部
【本部長】 知事
【役割】
○ 20 周年事業の推進
【構成員】 政策会議構成員
・各分野や地域の事業実施
・外郭団体等の事業支援
※幹事会
幹事長 防災企画局長
・市町との連携や事業の働
構成員 各部総務担当課長、
きかけ
各 県 民 局総務企画
【副本部長】副知事

室長等

地域団体、ＮＰＯ等
【役割】
○ 20 周年事業の実施
・自主的、主体的な事業実施
・多くの県民の参画や参加促進
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紙

参考資料
阪神・淡路大震災２０周年事業基本方針の検討について
事業展開の目標となる基本方針を検討するため、平成25年５月にひょうご安全の日
推進県民会議に復旧・復興の専門家等を加えた震災20周年検討会を設置し、平成25年
９月まで３回にわたり検討を行い、「阪神・淡路大震災20周年事業基本方針」を取り
まとめた。
震災２０周年検討会の開催経過

◆

区 分

開催日

場 所

議

事

第１回 平成25年5月30日 兵庫県民会館

・震災20周年事業
コンセプト、テーマ等の基本的な考え方

第２回 平成25年7月26日 兵庫県公館

・震災20周年事業
基本方針等
子ども会議の開催

第３回 平成25年9月12日 兵庫県公館

・「震災20周年事業基本方針」の取りまとめ
・震災20周年 共同事業の募集検討

こども会議の開催
区

分

開催日

場

所

内

容

小中学生班(10名)、高校大学青少年班(8名)に分
かれ、ワークショップを実施
人と防災
テーマ
第１回 平成25年8月6日
未来センター
・震災で失ったもの
・震災で得たもの
・私たちができること ・大人への提言

震災２０周年検討会委員名簿
検討会
氏 名
役職
座 長
河田 惠昭

人と防災未来センター長

副座長
委

員

役

職

加藤

恵正

兵庫県立大学政策科学研究所教授

室﨑

益輝

ひょうごボランタリープラザ所長

等

大石 伸雄
兵庫県防災士会理事長
大森 綏子(25.5～6)
兵庫県看護協会会長
中野 則子(25.7～ )
岸谷 義雄
兵庫県消防協会会長
清原

桂子

ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事長

齋藤

富雄

兵庫県国際交流協会理事長

櫻井

誠一

神戸市代表監査委員

柴田

耕一朗

神戸製鋼所執行役員技術総括部長

長﨑

泰裕

日本放送協会神戸放送局・局長

中島

克元

神戸まちづくり協議会連合会事務局長

中村

順子

コミュニティ・サポートセンター神戸理事長

野崎

隆一

神戸まちづくり研究所理事兼事務局長

服部

孝司

神戸新聞社取締役

速水

順一郎

兵庫県子ども会連合会常務理事

米山 清美
にしのみや遊び場つくろう会代表
【顧問】新野 幸次郎 神戸都市問題研究所理事長（ひょうご安全の日推進県民会議顧問）
※敬称略
-９-
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実施体制
1

ひょうご安全の日推進県民会議構成団体
団

246

体

名

団

体

名

兵庫県商工会議所連合会

公財 兵庫県消防協会

兵庫県商工会連合会

兵庫県生活協同組合連合会

日本労働組合総連合会兵庫県連合会

兵庫県青少年団体連絡協議会

兵庫県経営者協会

一社 兵庫県子ども会連合会

兵庫県商店連合会

神戸市子ども会連合会

公社 日本青年会議所近畿地区兵庫ブロック協議会

公財 兵庫県老人クラブ連合会

兵庫県中小企業団体中央会

一社 神戸市老人クラブ連合会

兵庫県技能士会連合会

兵庫県地域文化団体協議会

公社 兵庫県シルバー人材センター協会

兵庫県ボランティア協会

一社 兵庫県LPガス協会

特非 ひょうご・まち・くらし研究所

一社 兵庫県建設業協会

CODE海外災害援助市民センター

一社 兵庫県宅地建物取引業協会

神戸まちづくり協議会連合会

公社 兵庫県建築士会

ひょうご市民活動協議会（HYOGON）

兵庫県港運協会

㈱神戸国際会館

公社 兵庫県バス協会

特非 兵庫県防災士会

一社 兵庫県トラック協会

兵庫県PTA協議会

一社 兵庫県タクシー協会

神戸市PTA協議会

一社 生命保険協会兵庫県協会

兵庫県立高等学校PTA連合会

兵庫県共済協同組合

兵庫県立特別支援学校PTA連合協議会

兵庫県農業協同組合中央会

一社 兵庫県私学総連合会

兵庫県森林組合連合会

兵庫県小学校長会

兵庫県漁業協同組合連合会

兵庫県中学校長会

一社 神戸銀行協会

兵庫県立特別支援学校長会

福 兵庫県社会福祉協議会

兵庫県立高等学校長協会

福 神戸市社会福祉協議会

一社 兵庫県私立幼稚園協会

公財 兵庫県身体障害者福祉協会

㈱神戸新聞社

社福 神戸市身体障害者団体連合会

日本放送協会神戸放送局

公財 兵庫県手をつなぐ育成会

㈱ラジオ関西

一社 神戸市手をつなぐ育成会

㈱サンテレビジョン

日本赤十字社兵庫県支部

兵庫エフエム放送㈱

一社 兵庫県医師会

朝日新聞神戸総局

兵庫県病院協会

読売新聞神戸総局

一社 兵庫県民間病院協会

毎日新聞神戸支局

一社 兵庫県歯科医師会

産経新聞神戸総局

公社 兵庫県看護協会

日本経済新聞神戸支社

一社 兵庫県薬剤師会

日刊工業新聞神戸支局

兵庫県いずみ会

時事通信社神戸総局

兵庫県愛育連合会

一社 共同通信社神戸支局

兵庫県生活衛生同業組合連絡協議会

日本工業新聞神戸総局

公社 兵庫県保育協会

朝日放送神戸支局

公社 神戸市私立保育園連盟

関西テレビ放送神戸支局

兵庫県連合自治会

兵庫県議会

兵庫県連合婦人会

兵庫県市議会議長会

神戸市婦人団体協議会

兵庫県町議会議長会

公財 ひょうご震災記念21世紀研究機構

兵庫県市長会

兵庫県消費者団体連絡協議会

兵庫県町村会

団

体

名

団

体

神戸市

神戸大学名誉教授

兵庫県

陸上自衛隊第3特科隊

学識者、実務者（30名）

兵庫県警察本部

公財 神戸都市問題研究所理事長

新野

幸次郎

野尻

名

武敏

兵庫県下消防長会

129団体・個人

監

事
団

体

名

団

福 兵庫県社会福祉協議会

2

体

名

兵庫県商工会議所連合会

企画委員会委員
役

職

氏

名

役

職

委員長

河田

惠昭

人と防災未来センター長

副委員長

渥美

公秀

大阪大学大学院人間科学研究科教授

加藤

恵正

兵庫県立大学経済学部教授

室﨑

益輝

兵庫県立大学防災教育センター長、公財 ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事長

太古

千惠美

兵庫県立舞子高等学校長

足立

光平

一社 兵庫県医師会副会長

深尾

秀和

兵庫県市長会事務局長

岩佐

光一朗

兵庫県連合自治会副会長

西岡

強

兵庫県町村会事務局長

鵜飼

卓

兵庫県災害医療センター顧問

内田

貞雄

公財 ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事長

大石

伸雄

兵庫県防災士会理事長

岸谷

義雄

公財 兵庫県消防協会会長

北野

美智子

兵庫県連合婦人会会長

安田

義秀

兵庫県商工会議所連合会常務理事

桃田

武司

㈱ラジオ関西代表取締役社長

渋谷

和久

㈱神戸新聞社地域活動局長

杉本

明文

兵庫県防災監

高井

芳朗

兵庫県教育長

槙山

淳

ＮＨＫ神戸放送局長

中島

克元

神戸まちづくり協議会連合会事務局長

中野

則子

公社 兵庫県看護協会会長

中村

順子

特非 コミュニティ・サポートセンター神戸理事長

能島

裕介

特非 ブレーンヒューマニティ−理事長

速水

順一郎

兵庫県青少年団体連絡協議会会長

福永

明

日本労働組合総連合会兵庫県連合会事務局長

藤原

雅人

日本赤十字社兵庫県支部事務局長

堀内

正美

特非 阪神・淡路大震災「1.17希望の灯り」前代表理事

広瀬

朋義

神戸市危機管理監

榎元

十三男

兵庫県小学校長会副会長

委員

合計

30名
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協力・協賛企業、団体

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱

川崎重工業㈱

㈱メゾネットHATなぎさの湯

全労済兵庫県本部

神戸電鉄㈱

江崎グリコ株式会社

神戸国際会館

山陽電気鉄道㈱

㈱ブルボン 本社

阪急電鉄㈱

みなと銀行

イオンリテール㈱

阪神電気鉄道㈱

神鋼造機㈱大阪支社

MCC食品

大阪ガス㈱

三ツ星ベルト㈱

兵庫県競馬組合

西日本電信電話㈱兵庫支店

兵庫六甲農業協同組合

神戸市危機管理室

㈱ドコモCS関西神戸支店

一社 兵庫県高圧ガス保安協会

神戸市交通局

日産プリンス兵庫販売㈱

生活協同組合コープこうべ

西日本旅客鉄道㈱

神戸学院大学

ラジオ関西

大塚製薬㈱

神戸信用金庫

キリンビバレッジ㈱

ケーズデンキHAT神戸店

阪神･淡路大震災記念
人と防災未来センター

雪印メグミルク㈱

兵庫県立美術館

UCCホールディングズ㈱

一社 兵庫県電業協会

損害保険ジャパン日本興亜㈱

カゴメ㈱大阪支店

宮城県

一社 県LPガス協会

日本カイロ工業会

岩手県

㈱アシックス

神戸元町商店街連合会

福島県

●フェニックスマーク（平成7年4月〜現在）
阪神・淡路大震災からの創造的復興をめざす「阪神・淡路震災復興計画
（ひょうごフェニックス計画）」への幅広い理解を得るため、故手塚治虫氏
原作のキャラクター「火の鳥」をシンボルマークとして使用し、効果的な復
興事業の推進を図ってきました。
震災後10ヵ年の復興計画期間終了後の平成17年からは「1.17を忘れない」
震災の経験と教訓を継承・発信する取組を象徴として、現在の新しいシンボ
ルマークとして使用してきました。

阪神淡路20年−1.17は忘れない−
阪神・淡路大震災20周年事業記録誌
平成 27 年9月発行
編集／発行
ひょうご安全の日推進県民会議事務局
神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
（兵庫県復興支援課内)
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