
1 1期 神戸 全県
「子ども会でまなぼうさい」防災・減災
活動普及のための講習会の実施

（一社）兵庫県子ども会連
合会

5月14日他
市・町内の公民館・
避難所
(県内6カ所）

子ども向けの防災・減災活動の普及・啓発
震災２０年共同事業で作成した防災・減災活動集をテキストに講習会等を実施
・防災・減災ワークショップの実施
・まちの再発見！防災まちあるきの実施
・危険予知トレーニング（ＫＹＴ）の実施

224

2 1期 神戸 全県

ギャラリー島田×室内合奏団　THE
STRINGS
「知られざる名曲と作曲家の軌跡～
ひょうご安全の日助成事業　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

5月12日
ギャラリー島田
（神戸市）

防災啓発を含むコンサート
・音楽を通して２つの大震災の犠牲者を偲び、震災で得た教訓を今後予想さ
れる南海トラフ地震対策に備える
・司会者から、地震対策の準備、津波への備えなどの説明とパンフレットの配
布により啓蒙する

72

3 1期 神戸 全県
未来の宝　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

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

7月26日～30日
人と防災未来セン
ター　ほか
(神戸市）

東北の子どもたちとの交流
・東北（宮城県）の子どもたちを招待し、神戸の児童、高校生と合宿・交流しな
がら、震災について学ぶ
・人と防災未来センター、北淡震災記念公園での見学、講話等の防災学習

90

4 1期 神戸 全県 第５回全国学生防災書道展
特定非営利活動法人健康
まちづくり推進協会

2月5日～7日
兵庫県民会館
(神戸市）

全国防災書道展の開催
・防災救命や復興支援、自然災害に関わる用語、文言、想い、願いをテーマと
した書を各県教育委員会を通じて、全国から公募する
・優秀な防災書道作品700点余を展示
・展示会では、文部科学大臣賞、国土交通大臣賞、知事賞など表彰式、席上
揮毫を実施する

10,000

5 1期 神戸 全県
５０年後の社会に伝えよう【阪神・淡
路大震災の体験】【震災体験・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 4月～6月 インターネット

インターネット放送事業
･震災体験、防災・減災を伝えるため実施された防災関連の公演、シンポジウ
ム、フォーラム等の記録を、インターネット動画放送を通して、全国に情報を発
信する
・２００５年から継続してを放送して、次世代へと継承する

―

6 1期 神戸 全県
５０年後の社会に伝えよう【阪神・淡
路大震災】第二次震災語りべ記録継
承事業

第二次震災語り部記録継
承実行委員会

4月～7月 インターネット

被災、震災体験の記録、放送
・被災体験の語り部をビデオで記録し、インターネットで放送
・震災体験の継承として、県内被災市町、行政機関等から震災、被災、復興の
ビデオ等を収集し、インターネットで放送

―

7 1期 中播磨 全県
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
＆体験型防災脱出アトラクション

(特非）姫路発　中高生の
ための東日本災害ボラン
ティア

8月2日
イーグレ姫路
(姫路市）

東日本の学生との交流、防災アトラクションによる防災・減災教育
・宮城県亘理町、福島県相馬市等の中高生たちが兵庫県内（高砂市、たつの
市、太子町、姫路市、相生市等）の中高生たちと交流
・東日本の中高生たちによる教訓講演会
・講演会と同時に体験型防災脱出アトラクション（国連防災会議に出展の実
績）を実施する
・防災への取組みの意識向上、及び緊急時の迅速な対応能力向上を図る

730

8 1期 神戸 地域 1.17＆3.11、元気が一番！民謡交流 民謡交流実行委員会 6月14日
須磨区民センター
(神戸市）

東日本大震災被災地との交流、コンサートの開催
・民謡を通じての東日本大震災被災地との交流、コンサートの開催
・東北被災地から招待した演者がステージより民謡とともに復興の歩み、仮設
暮らしの現状報告、今後の夢、希望を発信
・参加者とともに復興と鎮魂を願い、１．１７から３．１１へ感謝の気持ちを伝え、
友情を育み明るい未来づくりに繋げる

500

9 1期 神戸 地域
被災者・市民 福祉生活法律税金健
康無料相談活動

ひょうご福祉ネットワーク 通年実施
各地の会館等
(神戸市内）

チラシ等による震災の教訓・継承、巡回無料相談の実施
・法律、健康、福祉等に関する専門家による無料巡回相談を実施
・公営住宅等に案内のビラを配布
・事務所にて無料電話相談と来所による相談活動を実施

500

参加人数

平成２７年度ひょうご安全の推進事業助成金実績一覧表【地域・全県事業】

No 期別 県民局
事業
区分

事業名 実施団体名 開催日 実施場所 主な実施内容



参加人数

平成２７年度ひょうご安全の推進事業助成金実績一覧表【地域・全県事業】

No 期別 県民局
事業
区分

事業名 実施団体名 開催日 実施場所 主な実施内容

10 1期 阪神北 地域
第3回震災復興フェスティバル～届
けたい～想い～　まもりたい～いの
ち～

一般社団法人三田青年会
議所

5月10
有馬富士公園
(三田市）

震災復興をテーマとしたフェスティバルの開催
・東日本大震災の被害状況・復興状況の紹介
・消防署員による煙体験等の防災実習
・防災グッズの展示・販売
・地域防災マップの展示
・市防災安全課による防災倉庫の紹介
・東北の物産、被災者の手作りミサンガなどの販売

8,000

11 1期 中播磨 地域
ひょうご安全の日推進事業　地域防
災力の強化～みんなで支えて大き
な力に～

（特非）兵庫県防災士会西
播エリア

7月20日
姫路港飾万津臨海
公園

イベントでの「防災コーナー」設置による防災啓発・実践
・姫路港ふれあいフェスティバルにおいて実施
・ＡＥＤを使った心肺蘇生ミニ講習会
・三角巾やレジ袋を使った応急手当
・簡易担架搬送体験
・ロープワーク（日常生活にも役立つ結び方）
・パネル展示（兵庫県防災士会の活動紹介、南三陸町の被害と復興の状況、
丹波地域の被害状況、家庭での備蓄の勧め）
・フェニックス共済加入推進コーナー
・ひょうご防災特別推進員による「防災ミニ講座」

3,000

12 2期 神戸 全県
スマイルシアター神戸2015“こどもた
ちの踊る笑顔のために”「未来への
贈りもの」

サード　ステーション　ジャ
パン

8月22日
ピフレホール
（神戸市）

東北支援、防災啓発の音楽イベント
・「忘れない」こと、災害の記憶を風化させないことをテーマに実施
・奇跡の家族のものがたり「つなみでんでんこ」の上演
・生命の尊重、共助の精神を伝える「津の水伝説」の上演
・東北の子どもたちへの励ましの曲、共感の曲、学びの曲　をみんなで合唱
・東北の仮設住宅で活動するトシ＆七海からのメッセージ

280

13 2期 神戸 全県
あそぼう！まなぼう！ロボットランド
（第１５回レスキューロボットコンテス
トと同時開催）

（一社）アール・アンド・
アールコミュニティー

8月8日
　～9日

神戸サンボーホー
ル１階展示ホール
（神戸市）

ロボットや防災に関連する展示と参加型イベント
（参加型イベント）
　・リモコンレスキューロボットを作ろう
　・レスコンロボット操縦体験　等
(展示テーマ）
　・災害復旧と無人化施工
　・福島第一原子力発電所の廃止措置のための基礎研究と人材育成
　・信頼できる消防機器のために
　・ロボット技術応用レスキューシステム

300

14 2期 神戸 全県
東日本大震災の教訓に基づいた子
供たちに対する防災教育プログラム
の実践

(一社）change西宮支部 1月7日他
岡本信愛幼稚園
ほか
(神戸市ほか）

ミュージカルによる防災教育ブログラム
・「三匹のこぶた」を題材にした参加型ミュージカルを上演
・わらの家＝地震、木の家＝火災、レンガの家＝津波に想定し、身の守り方、
防災の備えについて、子どもたちが楽しみながら学ぶ機会とする
・映像、音楽、構成は自主制作とする

954

15 2期 神戸 全県 南海トラフ巨大地震に備えよう！
（公財）日本公衆電話会
兵庫支部

8月～3月

神戸市内などの小
学校１０校、
長田商店街ほか
（神戸市ほか）

日本公衆電話協会による防災啓発活動
①小学校での安全講話の実施
　　・児童を対象に地震時の安全確保、安否の確認の方法、ハザードマップを
用いての地震発生時の備えの重要性を伝える
②街頭での防災啓発運動キャンペーンの実施
　　・災害用伝言ダイヤル（１７１）の広報
　　・「減災活動の日」に賛同した防災キャンペーン実施
③地域防災訓練等での啓発活動

13,750
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No 期別 県民局
事業
区分

事業名 実施団体名 開催日 実施場所 主な実施内容

16 2期 神戸 全県
「つなげよう音楽の絆・ひろげよう防
災の輪」神戸JAZZ2015～Students
meet Miki Hirose Jazz Orchestra～

神戸JAZZ実行委員会 8月12日ほか

XEBEC HALL、ハー
バーランドスペース
シアター（神戸市）
ほか

中・高校生たちの防災・減災啓発活動＆ジャズコンサート
①震災継承とジャズワークショップ
　・東北の高校生の震災体験文集の作成・配付、震災語り継ぎ、防災学習、避
難訓練を実施
②神戸・東北防災交流会事業＆ジャズワークショップ
　・東北の高校生から震災体験を聴く学習会を実施
③防災・減災啓蒙をテーマとしたジャズコンサートの開催
　・防災グッズ、備蓄品の展示

2,745

17 2期 神戸 全県 いのちを守る防災（講演会）
（一社）神戸青年会議所ま
ちの防災推進委員会

9月19日
神戸メリケンパーク
オリエンタルホテル
（神戸市）

防災講演会の開催
・間寛平氏（阪神淡路大震災で自宅全壊）の講演
・防災福祉コミュニティの活動報告
・青年会議所理事長と間寛平氏の対談

400

18 2期 神戸 全県
みどりのコンサート24震災20年いの
ちの再生と復興をうたう-自治体のう
たごえ祭典：「いのちの木を植える」-

みどりのコンサート実行委
員会

9月21日
神戸新聞松方ホー
ル
（神戸市）

阪神・淡路大震災20年祈念コンサート
・「いのちの再生と復興」をテーマにした企画で実施
・「いのちの木を植える」（詩/谷川俊太郎）の作曲者である木下牧子氏を招き
全章演奏
・東日本被災地へエールを送る掌編組曲「希い」（ねがい）
・みんなで歌う「しあわせ運べるように」「花は咲く」　他

541

19 2期 神戸 全県
民団防災対策委員会「阪神・淡路震
災２１年事業」

韓国民団兵庫県本部防災
対策委員会

9月13日ほか

兵庫韓国文化教育
院、神戸市立地域
人材支援センター
ほか
（神戸市）

韓国民団の防災啓発活動
①民団防災の日事業
　・防災に関する講演会
　・心肺蘇生法、消化体験学習、炊き出し　等
②防災運動会
　・災害を想定した防災に関する競技を運動会形式で行う
　（担架競争、水消火器的あて、バケツリレー　等）
③防災体制強化事業
　・緊急時連絡体系訓練、講習、その他防災体験学習

※地域消防署と連携を取り、地域で防災を考える場とする

500

20 2期 神戸 全県 日本地震学会一般公開セミナー (公社）日本地震学会 10月25日
兵庫県民会館
（神戸市）

地震学会開催の一般公開セミナー
・第１部　研究と防災の接点から見た20年間の進歩
　鳥取大学工学研究科教授　香川敬氏
・第２部　報道から見た地震研究と防災の課題
　朝日新聞編集委員　黒沢大陸氏
・第３部　ディスカッション、質疑応答

140

21 2期 神戸 全県
第6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

10月10日
　　　　ほか

県立総合リハビリ
テーションセン
ター、兵庫県民会館
ほか
（神戸市）

ＮＰＯよる防災啓発活動
①市民救命士講習会
　・介護者、高齢者、障害者の運動指導をするインストラクターを含む初級普
通救命士講習会（ＡＥＤ使用法、心肺蘇生法）
②防災市民サミット
　・講演会（関西大学教授　河田惠昭氏に依頼中）
　・東日本大震災の復興支援活動報告
③防災教育ガイドブックの製作（800冊）

150

22 2期 神戸 全県
第7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）

神戸ウオーキング協会
10月3日
　　～4日

みなとの森公園
（神戸市）

ウォーキングイベントによる防災啓発
・震災モニュメントをめぐりながらウォーク
・人と防災未来センター、神戸市危機管理センターの見学コースを設定
・地震体験車「ゆれるん」の震度体験
・阪神・淡路大震災の震災写真パネルの展示

1,100
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23 2期 神戸 全県 サンシャイン・ブリーズフェスタ
サンシャイン・ブリーズフェ
スタ実行委員会

11月1日
神戸サンシャイン
ワーフ
（神戸市）

複合商業施設での防災啓発イベント
・ひょうご特別推進員のワークショップ
・防災グループ活動の紹介
・消防車、青パト（防犯パトロール車）の出動

500

24 2期 神戸 全県
第5回神戸マラソン開催記念「感謝と
友情」東日本大震災復興チャリ
ティー交流ライブ

(特非）イベントサポート兵
庫

11月14日
JR三宮駅中央出口
南「花壇広場」
（神戸市）

神戸マラソンにあわせた東日本支援コンサート
・ひょうご防災特別推進員による講演
・兵庫県立舞子高等学校、神戸市立神港高等学校生徒による東日本大震災
被災地復興活動報告と防災クイズ
・兵庫県立長田高等学校と宮城県立塩釜高等学校音楽部の交流コンサート
・岩手県出身歌手大沢桃子によるコンサート
・ジュニア金管アンサンブルコンサート
・全員合唱「花は咲く」「しあわせ運べるように」

800

25 2期 神戸 全県
阪神・淡路大震災２０年
防災講演会「兵庫県の地域防災」

兵庫県連合自治会 11月20日
神戸文化ホール
（神戸市）

兵庫県連合自治会大会での防災講演会
・講演「兵庫県の地域防災」
　人と防災未来センター長　河田惠昭氏
・神戸消防音楽隊の演奏（曲間で防災・消防に関するPRを実施）

854

26 2期 神戸 全県
阪神淡路大震災２０年企画
黒田裕子さん追悼フォーラム

(特非）しみん基金・こうべ 11月21日
神戸まちづくり会館
（神戸市）

追悼フォーラムの開催
・基調講演「黒田裕子さんから受け継ぐべきこと」
　室﨑益輝氏（ひょうごボランタリープラザ所長）
・故人と交流のあった各分野の代表のパネルディスカッ
　ション

113

27 2期 神戸 全県 スマホと座学の減災検定試験 （特非）神戸の絆2005 11月7日ほか
神戸市役所会議室
等
（神戸市）

減災検定試験の実施
・座学で過去２回実施、今回はスマホ受験システムを構築
・座学講師
　金芳外城雄氏（申請団体理事、元神戸市生活再建本部長）
　松山雅博氏（申請団体理事、前神戸市消防局予防部長）
・受講者には、「終了認定書」を交付

684

28 2期 神戸 全県
震災21年　経験と教訓の継承・リメン
バー神戸プロジェクト

リメンバー神戸プロジェク
ト

1月10日
　～31日

北淡震災記念公園
（淡路市）、ジュンク
堂書店
（神戸市）

遺構「神戸の壁による」経験と教訓の継承
①「震災の記憶・神戸の壁の歌展」
　　活動で生まれた全15曲制作の歩み記録と歌のパネル展
②「震災の記憶・神戸の壁ライトアップ」の集い
③「震災の記憶・神戸の壁写真展」
　　21年間の活動記録のパネルを作成、展示

7,000

29 2期 阪神北 全県

第２１回兵庫県南部地震(阪神・淡路
大震災)犠牲者追悼のつどい　あな
たの思いを灯してください～失った
命の数をﾛｳｿｸの灯火に込めて～

ユー・アイ・アソシエーショ
ン

1月16日
　～17日

昆陽池公園南広場
（伊丹市）

ロウソクによる追悼行事
・震災翌年より開催しているローソクによる追悼行事
・防災意識を高め、自然災害に対する備えを啓発
・例年、テレビ、新聞等により追悼の思いを全国に発信 5,700

30 2期 北播磨 全県
つみっく防災スクール（「防災お化け
屋敷」と「我が家防災」）

（特非）つみっ庫くらぶ
8月2日

　～2月14日

加古川イオン
（加古川市）
ほか県内各地１２会
場

つみっくを活用した防災イベント
・東日本大震災被災地で使用されたつみっくを使用したお化け屋敷
・お化け屋敷のミッションとして、防災カルタの記憶をさせる
・待ち時間に「防災クイズ」「あなたの防災意識」をチェック
・年配の参加者用には、「クロスロード」を実施する

2,441



参加人数

平成２７年度ひょうご安全の推進事業助成金実績一覧表【地域・全県事業】

No 期別 県民局
事業
区分

事業名 実施団体名 開催日 実施場所 主な実施内容

31 2期 神戸 地域
藤原台夏まつり
-安心安全なまち藤原台へ1.17の想
いを未来へつなごう-

藤原台夏まつり実行委員
会

8月2日

エコール・リラ
ショッピングセン
ター
（神戸市）

地域の夏まつりにあわせた防災訓練・防災啓発
・「イザ！カエルキャラバン！」の実施（水消火器的あて、紙食器づくり、非常時
持ち出しクイズ、ジャッキupゲーム、毛布で担架タイムトライア）
・北区市民救急救命士ボランティアによるAED体験
・すまいるネットによる室内耐震対策
・消防による煙体験またはロープワーク

4,500

32 2期 神戸 地域 震災体験記「しん」の発行継続・配付 ラジオカレッジ東灘友の会 9月7日
浜御影地域福祉セ
ンター
（神戸市）

震災体験記の発行
・体験記「しん」を第２１号の発行
・東日本大震災や南海トラフ地震が想定される中、災害への関心を持ち続け
るために書き残す

4,500

33 2期 神戸 地域 震災20周年・神戸発ひまわり物語展 ひまわりの夢企画
10月6日
　～11日

兵庫県立生活創造
センター
（神戸市）

被災地のひまわりの写真展の開催
・阪神・淡路大震災の際に「ガレキの町にひまわりを」とひまわりの種などを配
布した活動を展開
・神戸、東北の被災地でボランティア活動をするかたわら、心の支援「ひまわ
り」を咲かせつづけてきた２０年間の記録、写真を語り部風にまとめて展示発
表

600

34 2期 神戸 地域
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

10月20日

王子公園サブグラ
ウンド及び動物園
ホール
（神戸市）

灘区の小学４年生を対象とした総合防災体験学習
・消防署の仕事を寸劇で再現して学習
・地震津波学習、放水訓練、レスキュー体験、煙体験、起震車体験
・全員での合唱「しあわせ運べるように」
・パネル展示による阪神淡路２０年の学習

1,253

35 2期 神戸 地域
兵庫韓商シンポジウム「成熟経済に
おけるケミカルシーズ業界の新たな
挑戦」

（一社）在日韓国商工会議
所　兵庫

11月21日
ケミカルシューズ産
業会館
（神戸市）

震災から２０年を経たケミカルシューズ業界についてのシンポジウム
・ケミカルシューズ業界の震災復興の検証をもとに、今後の地場産業のビジョ
ンを導く
・他地区地場産業の事例報告
・各業界関係者間のディスカッション

97

36 2期 神戸 地域 「兵庫区防災フェスタ」 兵庫地区防火安全協会 11月20日
兵庫区役所地階兵
庫公会堂
（神戸市）

地域の防災活動を考えるつどい
・地域の防火防災に功績のあった事業所、個人等への表彰
・防災講演会「土砂災害に関する講演」
　関西大学社会安全学部教授　河田惠昭氏
・神戸市消防音楽隊の演奏
・地震、津波の写真パネル、防災用品の展示

200

37 2期 神戸 地域
東日本大震災被災地児童招待プロ
ジェクト～がんばろうキッズin神戸～

被災地児童招待プロジェ
クト実行委員会

12月10日
　　～11日

神戸市立真野小学
校ほか
（神戸市）

東日本大震災被災地児童との交流
・仙台市東六郷小学校児童８名、教員３名を招待
・真野小学校において、防災教育の公開合同授業実施
・長田南部地域の阪神・淡路大震災被災地を見学
・なぎさ小学校の全児童、地域住民との交流
・人と防災未来センター見学

2,500

38 2期 阪神南 地域
はらっぱ防災プロジェクト2015～伝
え、備え、ともに支えあおう～

（特非）はらっぱ 1月16日
はらっぱ保育所ほ
か
（西宮市）

保育所、地域での防災教育
①震災祈念イベント「あの日を想って」
　　・震災時の写真展示、餅つき、炊き出し
②人と防災未来センター・仁川百合野町地すべり資料館などへの遠足
③心肺蘇生講習会、避難訓練を実施

480



参加人数

平成２７年度ひょうご安全の推進事業助成金実績一覧表【地域・全県事業】

No 期別 県民局
事業
区分

事業名 実施団体名 開催日 実施場所 主な実施内容

39 2期 阪神南 地域
やさしい防災・減災カルタ等による地
域・学校における防災学習の推進

（特非）兵庫県暮らしにや
さしい防災・減災

随時
芦屋市内の学校、
施設ほか

カルタ等による子どもへの防災学習
・芦屋市を中心とした県内各地において、幼児、高齢者、障害者への防災教
育を実施
・「英語カルタ」を用い外国人への啓発も活用
・阪神・淡路大震災の経験にもとづき防災士による講演会・啓発活動を実施

416

40 2期 東播磨 地域

青い鯉のぼりプロジェクト代表伊藤
健人氏講演会　テーマ「被災地で生
きた４年間～いま、伝えるべきことは
～」

災害支援ネットワークNPO
かけはし

11月23日
明石市産業交流セ
ンター
（明石市）

東日本の今と次なる災害に備える講演会
・「青い鯉のぼりプロジェクト※」発起人伊藤健人氏の講演
・東日本大震災被災地への継続的な支援、宮城と兵庫の交流、次なる災害へ
の教訓を伝える

※津波で亡くなった弟を思い、青鯉のぼりを掲げたことがきっかけとなり、現在
では全国各地から800匹の青鯉のぼりが東松島の大空に泳ぐ

40

41 2期 東播磨 地域 「1.17を忘れないたかさご集会」等 防災リーダーたかさご 11月1日ほか

高砂市立北浜小学
校、高砂町公民館
ほか
（高砂市）

防災リーダーによる啓発
①高砂市総合防災訓練内でのブース展示
　・家具転倒防止等の防災啓発活動
　・阪神・淡路大震災と東日本大震災のパネル展示
②「1.17は忘れないたかさご集会」の開催
　・防災講習会、救急・救命の実演、実施
③高砂市防災出前講座
　・高砂版避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）
　・各団体の要望により講習会等を実施

1,000

42 2期 阪神北 地域
かわにし音灯り2015～新しいまち誕
生へ夢と希望～

川西市商工会 11月1日、7日
川西市総合体育館
駐車場
（川西市）

商工会まつりでの追悼、防災啓発イベント
・追悼と震災復興を願うキャンドルナイト
・野外ステージでは、追悼コンサート、防災関連のスクリーン映像
・防災活動ブース設置（パネル展示、消防署員による実演演習、起震車の体
験）

10,000

43 3期 神戸 全県 キッズ防災検定 （特非）検定協議会 12月1日～3月31日 兵庫県下の小学校

小学生対象の防災検定
・阪神・淡路大震災の経験と教訓を活かし、日々の生活の中で、防災に対する
意識を楽しみながら高めることが出来る防災検定を実施
・県下の小学校に参加者を募り、試験方式で検定を行い、合格者には認定証
を発行

15,000

44 3期 神戸 全県 マンションと防災安全市民大学
マンションと防災安全実行
委員会

12月5日 芦屋市民会館

マンションの防災安全に関するシンポジウム
・東日本大震災をふまえたマンションの防災について現地の専門家から学ぶ
・「高層マンションの防災マニュアル」
・「近年の地震災害被害をふまえたエレベーター安全対策と関連法改正の要
点」
・総合討論

90

45 3期 神戸 全県
117ＫＯＢＥぼうさいマスタープロジェ
クト

１１７ＫＯＢＥぼうさいマス
ター育成会議

12月6日～3月31日
神戸市役所4号館1
階会議室 他

若い世代への防災・減災活動普及プロジェクト
・市民救命士講習の実施
・防災ワークショップの開催
・ぼうさいＷＥＢ検定の実施
・神戸市のシェイクアウト訓練の実施
・東北被災地での地元大学生との交流

1,000

46 3期 神戸 全県 希望が花咲く日　コンサート
希望が花咲く日実行委員
会 1月11日

人と防災未来セン
ター
（神戸市）

追悼コンサート
・震災の追悼と復興への思いを受け継ぐクラシックコンサート
　（曲目：オペラ歌曲、花は咲く、レクイエム等）
・出演者を事前に公募し、会場見学やワークショップを開催
・アナウンスタイムを設け実践的な啓発に繋がる情報発信

131
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事業
区分

事業名 実施団体名 開催日 実施場所 主な実施内容

47 3期 神戸 全県
第１１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

1月13日
神戸市立地域人材
支援センター

レスキューロボット表彰式と記念講演会及び災害対策システムシンポジウム
・「競基弘賞※」の授与式及び記念講演会
　※阪神･淡路大震災で亡くなった若き研究者（当時神戸大大学院生）にちな
んで設立された賞
・受賞者による最新研究開発の内容・活動報告等、実災害の現場でどのよう
に役に立つのかを交えた講演
・災害対策システムに関するシンポジウムを同時開催

90

48 3期 神戸 全県
全国防災ジュニアリーダー育成事業
～1.17は忘れない、兵庫・東北から
未来へ～

全国防災ジュニアリー
ダー育成事業実行委員会
等

1月15日～17日
国立淡路青少年交
流の家、県立舞子
高校

防災ジュニアリーダー育成合宿
・全国の防災教育、被災地支援活動に積極的に取り組んでいる中学校、高等
学校（３２校）による２泊３日の合宿
・地域の小学生とともに行う避難所体験ワークショップ
・防災学習を行う
・最終日の1月17日には、東遊園地の追悼行事、HAT神戸でのひょうご安全の
日のつどいに参加。成果を全国各地へ持ち帰る。

200

49 3期 神戸 全県
1.17震災メモリアル行事「阪神・淡路
大震災を忘れない～21世紀を担う私
たちの使命～」

1.17震災メモリアル行事実
行委員会

1月15日
兵庫県立舞子高等
学校

学生によるメモリアル行事の開催
・舞子高校生、地域の小中学生、近隣住民等が参加する
・県内外の中高校生を招待する
・宮城県東松島市大曲仮設住宅自治会長の講演
・舞子仙人鍋（炊き出し）を実施し交流

1,300

50 3期 神戸 全県 防災のこころを伝える絵手紙企画展 （特非）ニィティ 1月16日～26日
三宮インフォメー
ションギャラリー「三
宮HATENA」

子どもを対象とした絵手紙の展示による防災啓発
・自然災害に備える防災教育の一環として絵手紙教室を県内で実施
・絵手紙展を開催し、作品を通じて日常的なコミュニケーションの大切さや自然
災害への備えに関心を持ってもらう
・東日本大震災で甚大な被害を受けた釜石市鵜住居小学校へ絵手紙を寄贈
し交流を深める

22,000

51 3期 神戸 全県
心の手を繋ごう　東北の子ども達・神
戸の子ども達　命の一本桜プロジェ
クト

アトリエ太陽の子
①1月16日～18日

②2月22日～27日

①人と防災未来セ
ンター

②灘区民ホール

命の一本桜プロジェクト
①東日本との交流
・東日本大震災被災地の小学校の校長先生、生徒２名を招いて交流作品展
②防災展覧会
・阪神・淡路大震災、東日本大震災を学び、描いた防災ポスター作品の展示
防災ポスターの作品展
・会場内でのワークショップ・共同制作「よみがえる神戸の町」を実施
・絵画を通じた東北支援活動・活動報告会

3,600

52 3期 神戸 全県
シンサイミライノハナＰＲＯＪＥＣＴ
2016

(特非）Co.to.hana 1月17日ほか
ＨＡＴ神戸、東遊園
地、神戸のまちなか

震災を通じての多世代の交流
・大学生、ボランティア、学生、学校、病院、公共施設などで約3,000枚のメッ
セージをもらい、1月17日にシンサイミライノハナを咲かせる
・神戸の町に突如現れた黄色いハナに目をひかれ、震災の日を思い起こし、
経験を語り継ぐ機会とする

15,000

53 3期 神戸 全県
PRAY FROM KOBE ～明日につなげ
るコンサート～（仮題）

兵庫県合唱連盟

①1月17日
（街頭コンサート）

②1月31日
（メインコンサート）

①元町１番街
②神戸文化大ホー
ル

阪神・淡路大震災の追悼、東日本へエールを贈るコンサートの開催
①街頭コンサート
・公募合唱団による演奏（10団体程度）
②メインコンサート
・小・中・高校・女声・一般の合同合唱
・「きぼうの唄」「しあわせ運べるように」「ふるさと」合同合唱

1,150
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54 3期 神戸 全県
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

1月17日 ＨＡＴ神戸

１．１７のつどいでの子ども向け防災啓発番組の放送
・１．１７のつどい交流ひろばにて公開生放送
・番組内で子ども向け防災啓発を発信
・QQ体操や、災害時に身を守る基本行動を啓発する

24万人

55 3期 神戸 全県
阪神・淡路大震災２１年　児童・生
徒、教職員　追悼の夕べ

兵庫県教職員組合 1月17日
ラッセホール２階
ローズサルーン

児童、生徒、教職員の追悼行事
・ひょうご防災特別推進員による講義
・犠牲になられた児童・生徒、教職員の方々への献花
・神戸市立桂木小学校合唱団による追悼の歌
・組合執行委員長、県教育長による震災以降の兵庫県の防災教育の実践、東
日本大震災支援活動、今後の防災教育に関するの講演

269

56 3期 神戸 全県
震災21年　命の鼓動　輝ける未来へ
第79回こどものためのコンサート

（特非）IMMC 1月17日
北野工房のまち3階
講堂
(神戸市）

震災を語り継ぐこどものためのコンサート
・阪神・淡路大震災以後、国内の災害被災地にひまわりの種を届ける「はるか
のひまわり絆プロジェクト」の活動報告
・講話「阪神淡路大震災から、人と人との絆、繋がり」
・「阪神淡路大震災写真」「はるかのひまわり絆プロジェクト」パネル展示
・こどものためのコンサート「追悼、そして未来へ」

156

57 3期 神戸 全県
レクイエム・プロジェクト神戸2016～
東日本大震災から5年、追悼と継
承、希望のコンサート～

レクイエム・プロジェクト実
行委員会

1月17日
神戸市立灘区民
ホール

追悼コンサート
・2008年被災地「神戸」で始まった市民参加型の合唱プロジェクト
・演目予定：アヴェ・マリア～母に寄す、レクイエム～あの日を、あなたを忘れ
ない～、大切なふるさと等
・東日本大震災被災地からの”いのちのメッセージ”朗読

606

58 3期 神戸 全県
1000人の歌声を響かせる1.17震災
祈念コンサート

阪神淡路大震災メモリア
ルコンサート実行委員会

1月17日
兵庫県立文化体育
館

震災祈念コンサート
・震災で亡くなられた方を追悼するとともに、東日本復興の思いを込めて観客
とともに歌う参加型コンサートを開催
・事前に1,000名を募集し、練習会を実施
・当日は南三陸とスカイプ中継で結び交流を図る

2,000

59 3期 神戸 全県
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

1月17日 ＨＡＴ神戸

１．１７のつどいでの炊き出し
・災害時の集団生活を想定した集団炊き出し・配膳訓練を実施し、ウォーク等
参加者へお雑煮(1600食)を提供
・防災啓発小冊子等を配付し、防災啓発活動を実施
・不動産業務経験・知識を活かし、来場者の耐震措置など、防災・減災に繋が
る情報を提供

1,600

60 3期 神戸 全県
神戸500人委員会「みんなで考えよ
う！！安全と安心を」

こころ豊かな人づくり神戸
500人委員会

1月17日 ＨＡＴ神戸

１．１７のつどいでの炊き出し
・震災当時に避難所での体験を思い起こし、１．１７のつどい会場において炊き
出しを実施
・東日本大震災からの５年の節目の年でもあり、「東北名物芋煮」を提供
・500人委員会が行った東北被災者支援活動、被災地の状況を報告し、被災
地との連携、支援の輪をひろげる

500

61 3期 神戸 全県 第9回災害対策セミナーin　神戸
災害対策セミナー実行委
員会

1月21日、22日 神戸国際会議場

災害対策セミナー・シンポジウム
・地域防災シンポジウム
・防災功労者等表彰式
・１１７ＫＯＢＥ防災マスター実行委員会活動報告
・基調講演
・防災関係団体セミナー

1,500
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No 期別 県民局
事業
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事業名 実施団体名 開催日 実施場所 主な実施内容

62 3期 神戸 全県
第16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

1月21日、22日
神戸国際会議場
501号室

比較防災ワークショップ
・テーマ「国難と都市災害：来るべき国難にどのように備えるべきかⅣ」
・講演「何が明らかになったか」南海トラフ地震の減災をめざした２つのプロ
ジェクトの理念・達成目標の紹介、これまでの研究成果の紹介
・発表「研究の最前線をさぐる」サブプロジェクトの代表者による研究の最前線
についてのプレゼン、内容共有
・テーマについてパネリスト、会場参加者が議論

188

63 3期 神戸 全県
アンサンブル神戸第16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 1月23日
神戸新聞松方ホー
ル

追悼コンサート
・一般公募による神戸21世紀混声合唱団とプロの音楽家で構成されるオーケ
ストラ
・シューベルト作曲　スターバト・マーテルを演奏
・昨年8月暴風雨被害にあった被災地丹波市の方々を演奏会に招待する

402

64 3期 神戸 全県 IRP国際復興フォーラム2016
「IRP国際復興フォーラム
2016」実行委員会

1月26日 ホテルオークラ神戸

国際復興フォーラムの開催
・世界各地の巨大災害からの復興について、アジアの災害多発国の政府高官
等による講演
・国連等国際機関によるプレゼンテーション、パネルディスカッション
・2015年3月に開催された「第3回国際防災世界会議」の後発信を行う

180

65 3期 神戸 全県
HAT神戸連携防災イベント「イザ！
美かえる大キャラバン！2016」

HAT神戸連携防災イベン
ト「イザ！美かえる大キャ
ラバン！」実行委員会

1月30日～31日
JICA関西、人と防
災未来センター（神
戸市中央区）

防災教育イベント及びシンポジウム
・楽しみながら防災が学べる防災教育アートプログラム「イザ！カエルキャラバ
ン！」の開催
・消防部門を中心とする行政の各機関、防災教育に取り組む教育機関、NPO
をはじめとする市民団体が連携して実施
（かえっこバザール、各団体による防災体験プログラム、スタンプラリー、毛布
で担架タイムトライアル等）
・防災の観点から環境教育を考えるシンポジウムを開催

1,200

66 3期 神戸 全県
～１．１７メモリアルコンサート～オペ
ラ「白い雲のかなたに」

神戸室内オペラ 1月31日
うはらホール
(神戸市）

メモリアルコンサート
・はじめに防災という観点での講演
・防災意識や震災時の人々の助け合いをテーマとしたオペラ「白い雲のかなた
に」の公演
・会場ロビーでの防災関連のパネル展

230

67 3期 神戸 全県

2015年度災害と障害者のつどい　身
近な災害と南海トラフ巨大地震　災
害はやってくる！～考えています
か？そのとき障害者に何ができるか
～

（特非）兵庫県障害者セン
ター

1月31日
神戸市勤労会館
308号会議室

災害と障害者支援の講演会、調査報告書作成
・基調講演「障害による個別的ニーズに基づく支援」
・実践報告「災害関連死から何を学ぶか？」
・実践報告「土砂災害そのとき障害者は？その経験をどう生かすか？」
・調査報告「要援護者支援に何が必要で、どう整備するか」

95

68 3期 神戸 全県

第6回川西市民フォーラム、神戸市
民フォーラムの開催（神戸市民
フォーラムH28.2.6（土）開催、第5回
西宮市民フォーラムH28.2.27（土）開
催）

(特非）『人・家・街　安全支
援機構』

①2月6日
②3月13日
③3月27日

①③サンパル会議
室
（神戸市）
②みつなかホール
（川西市）

住宅耐震化に関する啓発活動
・「木造住宅のリフォーム・耐震のコツ」～地震の活動期を見据えて～
・補助制度の活用について
・防災ワンポイントアドバイス
・信頼できる業者選びのコツ
・個別耐震相談会

95
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事業
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事業名 実施団体名 開催日 実施場所 主な実施内容

69 3期 神戸 全県
第７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
大会実行委員会

①2月13日
②2月9日～15日

神戸学院大学ポー
トアイランドキャンパ
ス

学生を対象とした、防災・社会貢献をテーマとした討論会
①ディベート大会
・論題「南海トラフ巨大地震への備えは行政主導で行うべきである」
・報告書を作成し広く配付する
②写真展
・「阪神・淡路大震災の教訓を活かした災害支援活動」（仮）の写真展の開催

2,000

70 3期 神戸 全県
迫り来る風水害と難病患者～頻発
する風水害の現状と対策

(一社）兵庫県難病団体連
絡協議会

2月27日
神戸市勤労会館
405、406号会議室

難病患者の災害への意識を喚起するためフォーラム
・「地域を知り防災を考える」
・「平成21年兵庫県佐用町水害と地区防災の取り組み」
・「ハザードマップを読み解く」
・講演者３氏によるパネルディスカッション

57

71 3期 神戸 全県
復興ひろば２０１６「被災地女性の声
を届ける-過去・人・未来との対話-」

トモニプロジェクト
①2月29日～3月6日

②3月5日

神戸学生青年セン
ター
（神戸市灘区）

被災地女性に焦点を当てたシンポジウムと写真・パネル展
①シンポジウム
・阪神地域と東北被災地の女性団体によるシンポジウム
・「被災地女性の記録」上映会
②作品展
・「震災と女性」「記憶」をテーマにした写真・パネル展

210

72 3期 神戸 全県
阪神・淡路大震災と東日本大震災、
そして多発する自然災害の検証作
業と被災地間の交流事業

兵庫県震災復興研究セン
ター

3月12日、13日
神戸市立新長田勤
労市民センター

阪神淡路大震災の検証・提言
・阪神・淡路大震災検証・提言作業を昨年に引き続き実施し「災害多発社会へ
の備え」（仮称）を作成する
・作成したものは、国内外のメディア、政府や国会、研究機関、ＮＧＯ，ＮＰＯに
配付する（1,000部無料配付）
・作成したものを活用し、「災害多発社会に備える研究・実践交流会」（仮称）を
開催
・東日本大震災や相次ぐ自然災害の被災地から招待者を招く

1,000

73 3期 神戸 全県

3.11東日本大震災復興支援　チャリ
ティコンサート　第9回ジュニアブラス
トップ＆東日本大震災復興支援報告
演奏会

（公社）日本吹奏楽指導者
協会関西支部

3月13日
ＪＲ三宮駅地下・阪
神電車三宮駅西出
口前（地下通路）

東北支援チャリティコンサート
・全日本コンテストの出場校の演奏
・宮城県名取市で実施した東日本大震災復興支援コンサートの出演者による
報告演奏会
・ひょうご防災特別推進員による講演（題材案：震災から学んだ教訓の継承と
発進）
・出演者全員による合同合唱「花は咲く」「しあわせ運べるように」

738

74 3期 神戸 全県 防災啓発コンサート2015 アジア子ども基金 3月15日 生田文化会館

1.17と3.11をつなぐ防災啓発コンサート
・音楽グループ「ぴっこらむーじか」によるコンサート
・「しあわせ運べるように」「花は咲く」の全員の合唱
・東日本大震災、ネパール地震の避難被災者の避難被災者の方々に経験を
話してもらう

127

75 3期 神戸 全県
みんなの防災意識を高めよう！東北
作業所応援市

ガリレオクラブインターナ
ショナル

3月20日
しあわせの村
(神戸市）

東北の作業所との交流
・東北から障がいを持っている方を招き、神戸の作業所と交流会を開催
・東日本応援市に参加（作業所の自主製品販売）
・防災ミニシンポジウムの開催
・復興した町並みを散策

3,133

76 3期 神戸 地域 2015　KOBE　イルミネーションバス
KOBEイルミネーションバ
ス運行実行委員会

12月3日～12月11日
神戸市内福祉施設
(24箇所）

ルミナリエを模したバスの運行
・ルミナリエに参加出来ないひとのため、市バスにルミナリエを模した電飾を施
し、市内の福祉施設等を訪問
特別養護老人ホーム、児童養護施設等約２４施設
・防災意識の向上と備蓄の大切さを認識してもらう

1,200
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77 3期 神戸 地域 カエルキャラバン　防災を学ぼう 神戸市民安全推進員会
1月16日
もしくは
1月23日

同朋学園
（神戸市）

児童養護施設での防災訓練
・避難訓練、消火訓練
・ケガの手当てAEDの使い方
・アルファ米の作り方
・防災学習の開催

65

78 3期 神戸 地域
未来に托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

①1月16日・17日
②3月20日

大原・桂木地域福
祉センター（式典）
大原山公園
（訓練）

地域での防災啓発事業
①講演会、式典、訓練等
・追悼式典
・講演「土砂災害(自然災害）の怖さ(仮）」
・小中学生を対象とした防災訓練（消火訓練・炊き出し訓練）
②安否確認訓練
・大災害発生時における住民自らの初動体制を構築し、安否確認訓練を実施

1,000

79 3期 神戸 地域 フェニックス合唱団鎮魂の譜 北淡震災記念公園 1月17日
北淡震災記念公園
慰霊碑前

１．１７追悼行事
・阪神淡路大震災２１周年を迎え、そして東日本大震災の犠牲者への鎮魂の
祈りと復興への想いをこめて、来場者と共に全員で合唱する
・参加者に住宅耐震化のチラシを配布し、耐震化を促し、室内安全対策のビデ
オを放映することで安全対策の実施を呼びかける
・炊き出しを実施する
・NHK、各新聞者等の報道を通じ、全国に震災体験を語りかける

200

80 3期 神戸 地域
阪神・淡路大震災復興21周年
新春邦楽コンサート（東日本震災遺
児奨学金義援チャリティー）

新春邦楽コンサート実行
委員会

1月17日
芦屋市民センター
ルナホール

追悼コンサートの開催
・芦屋三曲協会が中心となり追悼曲・邦楽曲を演奏
・開会の挨拶で事業趣旨を説明、１．１７宣言、防災・減災関係、フェニックス共
催のＰＲチラシを配布
・東日本震災遺児奨学金義援の募金活動

500

81 3期 神戸 地域 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

1月18日
ホテル北野プラザ
六甲荘会議室

理容組合による防災講演会
・ひょうご防災特別推進員による講習
・住宅の耐震化、室内安全対策、地域における備蓄について学ぶ 100

82 3期 神戸 地域 絆フェスタ　いのちの学校
絆プロジェクト～神戸のあ
しあと～

1月23日
神戸市立地域人材
支援センター

東日本大震災震災、阪神・淡路大震災の講演、パネルティスカッション
・「届けたい　東北の声　思い」講演及びパネルディスカッション
・親子防災ワークショップ　命てんでんこ
・神戸新聞記者による公園「阪神淡路大震災から20年神戸は今」
・東日本大震災被災地の方が作られた商品の展示
・東北で被災した方々、阪神淡路大震災当時の写真パネルの展示

121

83 3期 神戸 地域 忘れない地域の絆と防災・減災

（特非）東灘地域助け合い
ネットワーク

1月23日
御影市場旨水（しん
すい）館
（神戸市）

地域（市場）で開催する防災啓発イベント
・防災落語での防災啓発
　演者は兵庫県出身で震災を経験している方を予定
・備蓄食品の試食・展示
・安全対策講習

100

84 3期 神戸 地域
イザ！カエルキャラバン！in ひがし
なだ～おもちゃを交換しながら防災
を学ぼう！～

（特非）コミュニティ・サ
ポートセンター神戸

1月23日
東灘区民センター
小ホール
(神戸市）

親子対象の防災教室の実施
・災害時の持出品を考える「持ち出し品なぁに？」
・災害時に手持ちの道具で出来ることを考える「なまずの学校」
・毛布の担架で人を運ぶタイムトライアル
・消火器の使い方を覚える的あてゲーム
・「べこっこママ」との交流ひろば
・神戸高専の救助ロボットのデモ操作

600



参加人数

平成２７年度ひょうご安全の推進事業助成金実績一覧表【地域・全県事業】

No 期別 県民局
事業
区分

事業名 実施団体名 開催日 実施場所 主な実施内容

85 3期 神戸 地域 第9回　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

3月6日
神戸市灘区民ホー
ル

地域の防災活動を考えるつどい
・灘防災の賞の贈呈と活動の紹介
・六甲砂防事務所による「六甲山系の土砂災害」について講演
・住民が主体となり、楽しく分りやすいの減災、防災や救急知識などを織りま
ぜた防災劇を実施

350

86 3期 神戸 地域 震災を繋ぐ「追悼茶会」 （特非）いちごいちえ 3月12日
有馬グランドホテル
雅中庵

学生による追悼茶会
・震災10周年より継続して実施している追悼茶会
・語り部さんの話を聞くスペースを設ける
・災害に帯する備えがあるか確認できるアンケートを配付
・募金箱を設置し、交流のある仙台被災団体「きずな茶席」に寄付

60

87 3期 阪神南 全県
関西学院大学災害復興制度研究所
２０１６年復興・減災フォーラム

関西学院大学　災害復興
制度研究所

1月10日、11日
関西学院会館
（西宮市）

復興・減災フォーラム
・基調講演「漁業者からみた震災復興」（仮題）
・特別講演「東人本大震災の被災地と関学」（仮題）
・パネル討論会
・全国被災地交流会

256

88 3期 阪神南 全県 子ども防災啓発事業 (特非）さくらネット
①1月10日

②1月17日前後、1月19日

①兵庫県民会館9
階
②ＨＡＴ神戸、矢野
川中学校（相生市）

子どもへの防災学習の普及
①防災学習交流会
・防災教育をテーマに情報交換・意見交換を行う
②防災啓発ツールの作成
・災害の事実やいのちを守るためのヒントを入れた津波、土砂災害、避難所
リーフレットの作成
・防災学習時に、導入として活用できる5分程度の防災啓発プログラムの作成

1,000

89 3期 阪神南 全県
－ひょうご安全の日推進事業－東日
本大震災5年 祈りと希望のコンサー
ト－

（公財）アルカディア音楽
芸術財団

3月11日

兵庫県立芸術文化
センター神戸女学
院小ホール
（西宮市）

追悼コンサート
・曲目「アヴェ・マリア」、３つの聖歌合唱曲「信仰」「希望」「愛」ほか
・東日本大震災の県内被災者を招待
・主催者の挨拶の際、震災の教訓の呼びかけや追悼の言葉を述べる
・公演のための練習後、ひょうご防災特別推進員による防災講演会を実施

310

90 3期 阪神南 地域
浜辺での防災啓発イベント＆自然体
験

浜・川・山の自然たんけん
隊

12月5日
1月9日
2月6日
3月5日

御前浜、香露園浜
（西宮市）

子供に対する防災学習
・浜辺で防災学習、自然観察、海浜清掃を行うことで「自然のゆたかさ、こわ
さ」を学ぶ
・津波に対して率先避難者になるための避難訓練、南海トラフ巨大地震の学
習を行う
・宮城県女川町と交流し復興支援、震災体験継承活動を行う
・西宮市役所と連携し女川町への派遣職員の話や、復興状況、課題について
報告会を開催
・女川町の被害状況について、パンフレット、ポスターパネルを作成し配布、掲
示

136

91 3期 阪神南 地域
地域の外国人住民との共生災害学
習「暮らしの安心・安全2015」

こくさいひろば芦屋
12月～3月

（第１,第3日曜日）

芦屋市立潮見小学
校、芦屋浜管理セ
ンタービル他
（芦屋市）

外国人、子どもを対象とした防災学習
・小学生が校区の避難表示を探す「防災探検」を実施
・高校生作成の津波シュミレーション模型の鑑賞と説明
・避難訓練とひょうご防災特別推進員の話、備蓄食品の紹介と試食
・体験発表とし、防災学習で理解したことや、母国での地震、津波被害を発表
する

700



参加人数

平成２７年度ひょうご安全の推進事業助成金実績一覧表【地域・全県事業】

No 期別 県民局
事業
区分

事業名 実施団体名 開催日 実施場所 主な実施内容

92 3期 阪神南 地域
震災経験の発信・１．１７追悼メモリ
アル地域交流もちつき大会

（特非）たまり場 12月20日
グループホームエコ
西宮
（西宮市）

追悼メモリアル地域交流もちつき大会
・１．１７追悼セレモニー、代表挨拶
・地域の連帯を誓い、鎮魂を願い黙祷
・地域の人々が協力してもちつきを実施

250

93 3期 阪神南 地域
鳴尾東防災の日「1.17をわすれな
い」

鳴尾東コミュニティ協議会 1月11日
西宮市立鳴尾東小
学校

地域による追悼行事、防災訓練
・1.17の鎮魂のために献灯と献花
・震災記録映画の上映と写真パネル展等の展示
・防災訓練、炊き出し（餅、豚汁）、テント張り等避難所を設置、家具転倒防止
器材などの紹介等

800

94 3期 阪神南 地域
阪神淡路大震災の子どもたちへの
継承事業

（社福）のぞみ会「浜風の
家」

①1月17日
②2月14日

浜風の家

子どもへの震災の記憶の継承
①震災21年メモリアルプログラム
・黙祷、合唱
・餅つき、炊き出し
・プラネタリウムで震災の写真を投影し、震災時の町の様子や生活を語り継ぐ
②震災チャリティーコンサートの開催

1,700

95 3期 阪神南 地域
第１０回　震災を忘れないメモリアル
コンサート

（特非）ええうた工房 1月17日
あましんアルカイッ
クホール・オクト
(尼崎市）

メモリアルコンサートの開催
・阪神・淡路大震災を忘れず、メモリアルの輪を広げる
・尼崎混声合唱団など地域の合唱団が参加
・安らぎとメモリアルの思いを来場者と共有し、復興へとつなげる

353

96 3期 阪神南 地域 台所の防災２０１５ 芦屋韓国朝鮮料理教室
①2月18日
②3月17日

芦屋市民センター

外国人に対しての料理教室を活用した防災啓発
・災害の記録DVDを鑑賞し、改めて震災を考える
・ひょうご防災特別推進員を招き台所での防災などを学習する
・保存食の紹介と試食を行う
・韓国の保存食から災害時に活かせる料理体験を行う

15

97 3期 阪神南 地域
ふれあい芦屋マダン２０１６－安心・
安全・共生のまちづくり－

ふれあい芦屋マダン２０１
６実行委員会107

3月26日
朝日ヶ丘小学校体
育館（芦屋市）

外国人が参加できる地域での防災啓発イベント
・震災から学ぶ外国人が住みやすい環境づくりを考える
・東北物産の販売
・東日本大震災パネル展示
・家具転倒防止グッズ、備蓄用食材などの紹介
・高校生作成の津波シミュレーションの上映、説明
・ひょうご防災特別推進員による非難の紹介と非常食紹介
・非常食の試食体験
・ステージの踊り、演奏

1,000

98 3期 阪神南 地域
復興住宅と地域を結ぶ「笑顔ふれあ
い祭り」～高齢者が、水とともに暮ら
し続けるために～

地域を結ぶ笑顔の会 3月27日
尼崎市立小田公民
館

地域、復興住宅住民対象の防災啓発事業
・ひょうご防災特別推進員による講演
・水害の被害者になりやすい高齢者へ水害対策についての防災学習会
・笑顔ふれあい祭りを開催し震災復興住宅住民と地域の方が交流
・「水害」をテーマとした寸劇

250

99 3期 阪神北 全県
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 12月13日

阪急川西能勢口駅
東側・阪急高架北
側道路沿い（川西
市）

地域の商業組合による防災フェア
・イルミネーショを点灯し被災者の鎮魂を行う
・水消火器実射験
・救急講習(ＡＥＤ)
・消防車展示
・防災パネル展示

800



参加人数

平成２７年度ひょうご安全の推進事業助成金実績一覧表【地域・全県事業】

No 期別 県民局
事業
区分

事業名 実施団体名 開催日 実施場所 主な実施内容

100 3期 阪神北 全県
～1.17は忘れない～伝える・備える・
活かす　第８回宝塚チャリチィ歌謡コ
ンサート

花かわち倶楽部
12月13日

宝塚市立文化施設
ソリオホール

防災啓発を含むコンサート
・ゲスト歌手、サックス奏者による震災時の避難所訪問時の話を含めた追悼コ
ンサート
・防災特別推進員「住宅の耐震化」「家具の転倒防止」「備蓄」に関する講演
・震災時のビデオ上映
・会場内から会場外への参加者全員の避難訓練
・宝塚市内に避難している東日本大震災被災者による講演と歌謡コンサート
への招待、舞台参加による交流の実施

250

101 3期 阪神北 全県
東日本大震災チャリティ公演・負け
ない　忘れない3.11　みんな元気に
なろう・びっくり箱　Part6

「みんな元気になろう・びっ
くり箱」実行委員会

3月5日、6日
ソリオホール
（宝塚市）

東日本大震災チャリティコンサートと震災シンポジウム
・人形劇クラルテ「おひさま劇場」「カマキリとつき」
・人形劇団京芸「でこぼこげきじょう」「ニヤの大冒険」
・震災シンポジウム「三つの震災をつなぎ、震災を忘れずに語り継ぐことの大
切さを見直す」
　劇作家、脚本家　西史夏氏
・朗読劇「Brige」－大正14年の北但大震災を語る朗読劇
・高校生が見た被災地
・全体討論会

1,000

102 3期 阪神北 地域
2106ひこばえコンサート＆トーク～
語り継ぐこと、そして私たちができる
東日本被災者支援～

阪神大震災を考える会 1月16日
宝塚市立男女共同
参画センター・エル

阪神淡路大震災への支援、東北支援を考えるイベント
・”阪神間から東北への支援”のトークセッション
・ギターの調べと合唱のコンサート
・展示・販売ブースの設置

70

103 3期 阪神北 地域
1・17宝塚語りつぐ震災　宝塚防災＆
ウォーク

宝塚防災＆ウォーク実行
委員会

1月17日
中山寺～末広中央
公園
（宝塚市）

メモリアルウォークの実施
・コース：中山寺～売布地区～米谷地区～小浜地区～末広中央公園（5772m
約2時間）
・指定避難場所、災害危険想定場所、歴史的建造物等を検証しながら、チェッ
クポイントでスタンプを押す
・エフエム宝塚の実況を聴きながら、パーソナリティーと一緒に歩く
・ゴールとなる末広中央公園では、備蓄倉庫の見学、炊き出し、防災教室、災
害訓練、追悼式を実施

1,000

104 3期 東播磨 地域 防災ウォークラリー
(特非）兵庫県レクリエー
ション協会

1月24日
3月6日

高丘コミュニティセ
ンター、大久保コ
ミュニティセンター
（明石市）

防災ウォークラリー
・様々な災害に応じた避難路や避難所、防災倉庫などをコースに設定
・観察ゾーン、課題を含んだウォークラリーを実施し居住地の身近なところで防
災について学ぶ
・幼児から高齢者まで一緒に参加できる障害スポーツ体験コーナーをゴール
に設ける

284

105 3期 東播磨 地域
加古川グリーンシティ防災まちづくり
推進事業

加古川グリーンシティ防災
会

3月19日、26日ほか
加古川グリーンシ
ティ

マンションでの防災訓練、防災啓発事業
・各種災害を想定した実践訓練（地震・水害・火災等）
・高層階からの避難訓練及びエレベータ救出訓練
・中高層住宅災害に特化した防災訓練実施及び安全対策
・災害を想定した炊き出し訓練
・ちからこ部（特技登録）の登録
・あったカード（要援護者対策）の登録
・グリーンシティ応急手当普及員による市民救命士養成講座
・各家庭テレビ（デジタルdボタン活用）に命を守る情報発信
・子どもたちによる防災パトロールの実施
・IP網利用による「防災意識向上と啓発」活動
・防災減災啓発学習
・地域FM局BANBANラジオと協同での減災活動

1,600



参加人数
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106 3期 北播磨 全県 第７回防災士シンポジウムin　MIKI (特非）兵庫県防災士会 1月31日
兵庫県広域防災セ
ンター

防災士会シンポジウム
・地域防災の問題課題を発表し、それぞれの対応指導の方法などについて防
災士の共通認識を図る
・基調講演「想定外降雨について線状降水帯発生など最近の異常気象につい
て」
　気象予報士・防災士　片平淳氏
・各地域の実践体験発表会
　ひょうご防災リーダー会３団体、兵庫県防災士会
・Ｅ－ディフェンス見学視察、起震車体験、摸擬煙避難訓練、ブース見学等

304

107 3期 北播磨 地域
みんなでつなぐ加西んきずな―第１
７回ボランティアのつどい・ひょうご
安全の日北播磨地域のつどい―

ボランティアのつどい実行
委員会

1月23日
加西市健康福祉会
館

防災講座とボランティア講演会
・講演「被災地ライブを経て笑顔を届ける」
　東日本大震災被災地でライブ活動をされた友近８９０氏
・体験発表「ボランティアを体験して」
　加西市立富田小学校、加西中学校、播磨農業高等学校他
・加西消防署によるＡＥＤ体験
・日本赤十字社兵庫県支部による応急手当体験
・起震車体験、防災グッズ等の展示

550

108 3期 中播磨 地域
第5回東北復興支援プロジェクト・
ハートフルフェスティバル・心のコン
サート

東北支援プロジェクト委員
会

3月6日
キャッスルガーデン
（駅地下通路）
（姫路市）

東北支援コンサート
・心のコンサートと手作りマーケットの開催
・募金箱を設置し、東北の児童福祉施設に送る
・ひょうご防災特別推進員の参加

300

109 3期 淡路 地域 「防災意識高揚のつどい」
ウエストコーストぐんげ

1月17日

復興拠点ゾーンコ
ミュニティ住宅前広
場
(淡路市）

地域での防災啓発事業
・淡路市と連携した、災害を想定した避難訓練
・ハザードマップの説明会
・防災推進委員による防災講演
・鎮魂灯としてキャンドルの設置
・鎮魂イベントとしてハンドベル、ラッパ、和太鼓演奏
・炊き出しの実施

200

110 3期 淡路 地域
丹波市水害に学ぶ身近な地域から
の減災・災害復興まちづくり事業

プラットフォーム淡路島
①2月23日
②3月下旬

①オアシスいっせ
(丹波市）
②洲本市文化体育
館
（洲本市）

丹波水害の現地学習と被災地交流による淡路地域の減災活動
①被災地・研修交流
・丹波市市島町前山地区の被災・復興状況の調査
・被災・復興状況調査後講話
・災害状況の説明
・活動発表
②防災地域づくり研究
・活動発表
・グループ討議「わが地域の自主防災について」

115


