
1 1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

通年実施
神戸市役所4号
館1階会議室 他
（神戸市）

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
・ぼうさい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、ぼうさい授業の実施
・避難所体験キャンプの実施
・有識者や語り部による震災学習
・“みんな”のひまわりHeart!Project

1,000

2 1期 神戸 全県 避難所もっとより良くプロジェクト
避難所もっとより良くプロ
ジェクト実行委員会

通年実施
東灘小学校　他
（神戸市）

地域団体と大学の共同避難所運営マニュアルの策定
○マニュアルの策定に向けた会合
・実行委員会の開催（年３回）
・東灘小学校区防災福祉コミュニティとの意見交換会（年12回）
・学生によるマニュアル策定協議会（年数回）
・教授陣による学生への指導・助言（年数回）
・教授と学生によるマニュアル検証会（年数回）
○避難所体験、避難所運営訓練の実施
・試作中の避難所運営マニュアルによる検証訓練（年１回）

200

3 1期 神戸 地域
被災者・市民のための福祉・生活・法律・
税金・健康に関する無料相談活動と炊き
出し

ひょうご福祉ネットワーク 通年実施

北須磨文化セン
ター、HAT脇浜、
青木文化セン
ター、ベルデ名谷
市住集会所の4カ
所
(神戸市）

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

96

4 1期 神戸 全県
神戸フロイデ合唱団2018サマーコンサー
ト　阪神・淡路大震災　東日本大震災　追
悼演奏会

神戸フロイデ合唱団 7月20日
神戸国際会館こ
くさいホール（神
戸市）

阪神・淡路大震災、東日本大震災復興追悼演奏会
・震災で犠牲になられた方々に鎮魂の祈りを捧げるため、ドヴォルザーク「スター
バト・マーテル」を、関西フィルハーモーニー管弦楽団の演奏のもと、合唱する。
・東日本大震災被災者で兵庫県内に避難されている方々50名を招待する。

1,800

5 1期 神戸 全県
第14回竸基弘賞授賞式および記念講演
会

(特非）国際レスキューシ
ステム研究機構

1月10日
ふたば学舎(神戸
市）

レスキューロボット表彰式と記念講演会及び災害対応システムシンポジウム
・「竸基弘賞※」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
・災害対応ロボット･災害対応システムに関するシンポジウムを同時開催

90

6 1期 神戸 全県 第9回全国学生防災書道展
全国学生防災書道展実
行委員会

2月15日～2
月17日

兵庫県民会館、
原田の森ギャラ
リー
(神戸市）

全国防災書道展の開催
・防災救命や復興支援、自然災害に関わる文言や表現を題材にした書を各県教
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約800点を選考し、展示
・展示会では、文部科学大臣賞、復興大臣賞、県知事賞など表彰式、席上揮毫
を実施する

5,000

参加人数
(実績）

実施日 実施場所 主な実施内容No.

平成３０年度ひょうご安全の推進事業助成金実績一覧表【全県・地域事業】

期別 県民局
事業
区分

事業名 実施団体名
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平成３０年度ひょうご安全の推進事業助成金実績一覧表【全県・地域事業】

期別 県民局
事業
区分

事業名 実施団体名

7 1期 阪神南 地域 あまらぶBosai　literacy+ （一社）尼崎青年会議所 6月24日
尼崎市立園田北
小学校

地域での防災啓発事業
・体験型防災アトラクション
・尼崎市災害の歴史
・災害エプロンシアター
・AED体験
・地域防災マップ作成勉強会
・炊き出し
・災害に役立つ工作
・地震体験車
・水消火器
・ロープワーク
・煙体験
・避難訓練

700

8 1期 阪神北 地域 防災・減災フェスティバル （一社）三田青年会議所 5月13日
有馬富士公園
（三田市）

震災の経験・教訓の継承と防災啓発をテーマとしたフェスティバルの開催
・消防署員による防災対策
・防災非常袋の中身をゲーム感覚で学び、防災意識を高める
・炊き出し体験
・災害時に活躍する車輌の展示
・AED講習
・防災グッズの販売促進
・体験型脱出ゲーム
・家具の固定方法の体験型講習

2,300

9 1期 阪神北 全県

第２４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～

ボランティア団体ユー・ア
イ・アソシエーション

1月16日夕
刻～17日
5:46まで

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ウソクによる追悼行事
・追悼とともにいかにして生きるかという開催テーマをもうけ、命の尊さ、減災へ
の啓発、継承のテーマに沿ったメッセージをロウソクで絵にする

2,100

10 1期 中播磨 全県
東北の中高校生による震災体験街頭講
演

(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5日
神戸ハーバーラ
ンド　松方ホール
前広場（神戸市）

東日本の中高生による東日本大震災体験講演会
・東北の中高生による兵庫県民に対する公演
　「兵庫県民の皆さまにささえられて」
・宮城県名取市閖上支所消防士による講演
　「あの日の閖上」
・兵庫県太子高校Jコーラス部
　「しあわせ運べるように」他

350

11 2期 神戸 全県 第１０回みなと町神戸ツーデーマーチ 神戸ウォーキング協会
10月26日～

28日

みなとのもり公園
(震災復興記念公
園）（神戸市）

ウォーキングイベントによる防災啓発
・復興の街並みや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
・熊本や東北からの参加者との交流を深める
・阪神・淡路大震災の震災復興パネルの展示

1,911

12 2期 神戸 全県
未来の宝　東北の子供たちに夢と希望と
絆の架け橋プロジェクト

（特非）日本福祉美容協
会

8月8日～
12日

人と防災未来セ
ンター、アシック
ス研修センター、
メリケンパークモ
ニュメント、東遊
園地希望の灯、
神戸市危機管理
室（神戸市）、い
ぶきの森運動公
園、北淡震災記
念公園（淡路市）

東北･熊本の子どもたちと神戸の子ども、高校生たちとの交流を通じた防災教育
の実施
・東北（塩竃市、東松島市）､熊本(益城町）の小学生から高校生の子どもたちを
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
・震災から身を守る防災を学び、アシックス研修センターで宿泊し、防災マップ
（自分の避難場所や家族の集合場所を記した用紙）を作成
・聴覚障害者への手助けとなるよう、防災手話を学ぶ
・人と防災未来センター、北淡震災記念公園等での見学、講話・ディスカッション
による防災学習
・スポーツを通した子どもたち、生徒たち間の交流

176
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13 2期 神戸 地域 第11回兵庫区防災フェスタ 兵庫地区防火安全協会 11月9日
兵庫区役所地階
兵庫公会堂

兵庫区民を対象にした防災イベントの実施
・防災落語
　親しみやすい落語を通じて、防災や自助・共助の重要性を学ぶ
・地震と津波写真のパネル展示、非常食・防災用品・訓練用資機材の見本展示
・地域防災功労者への表彰
・音楽演奏 198

14 2期 神戸 全県
震災24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

12月17日
～3月30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
・「震災遺構・神戸の壁が語る原画展」
　　壁が保存された歩みと未来の想いへの原画展
・「遺構神戸の壁ライトアップ」
　　高校生や参加者による神戸の壁の歌の合唱、24人の影を語り部に合わせて
壁に投影する
・「震災遺構神戸の壁が語る影絵投影会」
　　移設10年を記念した壁への影絵投影
・「遺構神戸の壁絵図展」
　　保存の志、防災の想いを絵図によって発信

11,730

15 2期 神戸 全県 3.11からの手紙／音の声
3.11からの手紙実行委員
会

11月11日～
18日

デザイン・クリエ
イティブセンター
神戸（KIITO）（神
戸市）

写真と音楽を通した被災地支援
・写真展の開催
　被災地の復興の様子やそこで暮らす人々の撮影をし続けている写真家の写真
展示
・支援活動ドキュメント映画上映
　被災地を支援しているアーティストなどの活動を記録したドキュメント映画の上
映
・ボランティア団体の活動紹介
　支援活動を行っている団体の紹介パネルの展示、支援グッズを販売し、売り上
げを寄付
・トーク＆弾き語りライブ

3,600

16 2期 神戸 全県
第14回アジア太平洋災害医学会「国際
災害医療県民フォーラム ～神戸・ひょう
ごから世界に向けて」

第14回アジア太平洋災害
医学会（APCDM）組織委
員会

10月16日
シーサイドホテル
舞子ビラ（神戸
市）

国際災害医療県民フォーラムの開催
・会長講演「阪神・淡路大震災の教訓とその後の災害医療体制の進歩」
　特別講演１「国際災害救援医療の課題と展望」
　特別講演２「災害時医療における外科医の役割」
　特別講演３「アジア太平洋地域における災害時医療の充実に向けて：日本の
果たすべき役割とは」
・シンポジウム
・パネルディスカッション
　阪神・淡路大震災の教訓やその後の進歩を踏まえた今後可能な国際貢献や
その具体的手法等について、医療関係者や一般県民とともに考える。

317

17 2期 阪神南 全県
災害復興支援チャリティイベント 第８回
和音祭in尼崎

和音祭実行委員会 9月2日
尼崎モータボート
競走場内（尼崎
市）

和太鼓演奏を通した防災啓発
日本ならではの「和太鼓」を中心に和文化を用いて復興支援活動を行う
・和太鼓、和楽器の演奏
・消防署職員による防災体験（心肺蘇生、消火訓練、防災グッズの展示等）の実
施
・募金活動の実施
・被災地の写真パネル展示や参加団体による被災地交流のビデオ上映により、
災害への感心を持ってもらう。

5,200
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18 2期 神戸 地域
民団防災対策委員会「阪神・淡路震災２
４年事業」

韓国民団兵庫県本部 防
災対策委員会

9月29日、
10月14日、
11月11日

兵庫韓国文化教
育院、中華同文
学校（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
　・防災体験と炊き出し訓練の実施
②市民救命士講習会
　・ＡＥＤ、心肺蘇生法の講習
③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
　・消防署と連携をとり、地域で防災を考える場とする
④防災体系強化事業
　・緊急時連絡体系訓練、意見交換会や学習会

380

19 2期 神戸 全県
防災意識を高めよう！東北作業所応援
市2019

ガリレオクラブインターナ
ショナル

3月17日
しあわせの村（神
戸市）

東北、熊本被災地の障害者との交流
・東北､熊本から障害を持っている方を招き、神戸の作業所･市民との交流会を
開催
・防災シンポジウムの開催
　障害をもつ人の防災のあり方や、東日本大震災の現状報告
・東北／熊本応援市に参加（作業所の自主製品販売）
・神戸の復興した街並みを散策

1,925

20 2期 神戸 全県
日本と世界の被災地をつなぐ防災フォー
ラム2019

アジア子ども基金 3月16日
ユニバーサル
ルーム（神戸市）

日本と世界の被災地をつなぐ防災フォーラムの開催
・阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震経験者やネパール、タイその他の
地域からのJICA研修生や神戸大学の留学生をパネラーとしたパネルディスカッ
ションを開催し、参加者を交えて各国の災害について学ぶ 150

21 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5日ほか

神戸市内などの
小学校１０校、
JR尼崎駅､新長
田駅、姫路駅
（神戸市ほか）

日本公衆電話会による防災啓発活動
・南海トラフ予測と緊急対応マニュアル「地震のときには」の作成及び配付・周知
活動
・小学校での安全講話の実施
　災害用伝言ダイヤル（１７１）の知識習得等
・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
・消防署と連携して各地で実施される総合防災訓練に参加し、訓練参加者に災
害時の通信手段の周知活動を実施

10,000

22 2期 神戸 全県
2018年災害と障害者のつどい
災害にどう備えるか　あなたは自分を守
れますか？

（特非）兵庫障害者セン
ター

1月27日

神戸市男女共同
参画センター あ
すてっぷKOBE
（神戸市）

災害のフォーラムと報告書の作成
・講演
①「京都府災害派遣福祉チームについて」
　華頂短期大学幼児教育学科　教授　武田康晴氏
②「兵庫県における要援護者支援 マイプランづくりの取り組み」
　兵庫県防災企画課
・調査報告「県内自治体及び各福祉避難所に関するアンケート調査について」
　人と防災未来センター研究員　木作尚子氏
・ディスカッション

85

23 2期 神戸 全県
あそぼう！まなぼう！ロボットランド（第18
回レスコン同時開催）

（一社）アール・アンド・
アールコミュニティー

8月11日、
12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
レスキュー(消防･防災）とロボットに関連する参加型イベントの実施を通して、参
加する子どもたちに科学技術の楽しさと防災の大切さを啓発する
（参加型イベント）
　・ロボット作り教室inレスキューロボットコンテスト
　・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
　・ロボットを用いたレスキューシステムの構築 他

7,356
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24 2期 神戸 地域
ファイア･アドベンチャー２０１８(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16日(雨
天順延日10

月19日）

王子スポーツセ
ンターサブグラウ
ンド及び動物園
ホール(神戸市）

灘区の全小学校4年と地域住民を対象とした総合防災体験学習
・消防職員、消防団員等による火災シミュレーション
　（地域で実施している市民の訓練の披露も行う）
・パネル見学（消防業務の紹介、消防防災設備機器等）
・放水訓練（可搬式動力ポンプからの放水体験）
・消防訓練（緊急出動体験、ロープ渡り体験、地震体験、救出訓練、徒手搬送訓
練）
・救急訓練（救急活動見学、胸骨圧迫訓練）
・全員での合唱「しあわせ運べるように」

1,339

25 2期 淡路 地域 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

9月16日

福良港津波防災
ステーション、福
良地区公民館
（南あわじ市）

福良地区における防災啓発活動
・兵庫県立大学森永教授による防災シンポジウム
・津波防災ステーション学習室にて勤務する学習リーダー等による津波について
の防災学習
・防災グッズの展示・津波に関する防災クイズ
・福良地区の路地裏探訪　津波からの避難経路等を確認
・非常食の試食　市の備蓄食料である素麺の炊き出し

500

26 2期 神戸 全県
2018防災市民サミット＆防災ガイドブック
Vol.4

(特非）ユニバーサル・ス
ポーツ振興協会

9月8日ほか
神戸市勤労会館
多目的ホール
ほか（神戸市）

ＮＰＯよる防災啓発活動
①防災市民サミット（シンポジウム）
　・一般市民向け講演会（関西大学理事　河田惠昭氏）
　・熊本被災地の支援活動報告（心援隊びわこ事務局長　浅野裕史氏）
②市民救命士講習会
　AED使用法、心肺蘇生法、ケガ・骨折の手当
③防災ガイドブックの製作（600冊）

500

27 2期 神戸 全県
－1.17犠牲者追悼－　陸上自衛隊中部
方面音楽隊コンサート

陸上自衛隊中部方面音
楽隊後援会

3月8日
神戸文化ホール
中ホール（神戸
市）

１．１７犠牲者追悼演奏会
・陸上自衛隊中部方面隊所属の中部方面音楽隊による震災犠牲者の追悼演奏
会
・被災、救出・救援、復旧・復興活動状況の映像上映とロビーでの写真展
・東南海地震の想定規模とそれに対する対処についての防災講話
　　自衛隊兵庫地方協力本部長一等陸佐　六車　昌晃氏
・高校生による東北・九州被災地への募金活動

10,000

28 2期 神戸 全県
難聴者の防災減災自助力を高める事業
「防災・減災企画～自助力を高めよう！
まずはウチから～」

（特非）兵庫県難聴者福
祉協会

11月10日
県立聴覚障害者
情報センター（神
戸市）

難聴者・中途失聴者の自助力向上講座
・防災講座（地震のメカニズム、家具転倒防止対策、災害時の連絡方法・トイレ・
食事、新聞紙での食器制作など）
　講師：NPO法人プラス・アーツ　理事長　永田宏和氏
・聴覚障害者の災害時における連絡手段の確保の周知
・災害時に有効となる耳マークグッズを使った避難訓練

57

29 2期 阪神北 全県
負けない　忘れない3.11　－ここから生ま
れる未来　びっくり箱　Part.9

「みんな元気になろう・
びっくり箱」実行委員会

3月10日
宝塚市立文化施
設ソリオホール
（宝塚市）

東日本大震災チャリティ公演と震災シンポジウム
・ホール公演（人形劇、児童劇）
　東日本大震災被災地応援のために作られた児童劇を上演
・震災シンポジウム
　講師：阪神大震災を語り継ぐ紙芝居を作成し上演している　大野心平氏ほか２
名
・兵庫県内高校生による仙台訪問報告会
　現地高校生とのボランティア活動を通じた交流体験の報告
・人形劇、影絵、ピアノと絵本の読み聞かせ
・阪神淡路大震災を語り継ぐ紙芝居
・参加型謎解き＆防災体験
・非常食試食と・震災パネルの展示
・新ひょうご防災アクションの閲覧

950



参加人数
(実績）

実施日 実施場所 主な実施内容No.
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30 2期 淡路 全県
国連ESCAP災害時要援護者対策 Make
the Right Real 国際フォーラム

災害時避難行動研究実
行委員会

10月30日～
11月1日のう

ち１日

淡路夢舞台国際
会議場（淡路市）

災害時要援護者対策国際フォーラムの開催
・フォーラムの開催
　災害時要援護者対策のe-ラーニング教材説明
　仙台防災枠組における取り組み
　各国における取り組み紹介（内閣府、人防センター、熊本県、フィリピン、インド
ネシア等）
・パネルディスカッション
・とりまとめセッション

314

31 2期 神戸 地域
避難所24h衣食住をリアルに体験しよ
う！防災キャンプ

（一社）おいしい防災塾
8月22日～

23日
しあわせの村（神
戸市）

小学生･保護者と学生ボランティアの防災キャンプ
・避難所でリアルな衣食住体験を実施
・衣：着替えをせず、汗を拭き取るだけで1日過ごす
・食：太陽光を使ったアルファ米を中心とした非常食を体験
・住：大部屋で雑魚寝し､避難所スペース1人1畳で寝起き
･兵庫県立舞子高等学校生徒や大学生と簡易スリッパ作成等、防災について学
習
・防災障害物運動会にて新聞紙スリッパでの２人３脚や防災クイズを行う
・神戸市立新港橘高校生徒を講師に、ソーラークッカーを手作りして、実際に調
理を行う

76

32 2期 阪神南 全県
平成30年度 つながる！拡がる！深ま
る！子ども防災学習推進事業

（特非）さくらネット
12月25日、
1月13日ほ

か

兵庫県民会館、
人と防災未来セ
ンター（神戸市）、
香美町　ほか

子ども､若者への防災学習の普及
・防災学習交流会
　防災教育をテーマに情報交換・意見交換を実施し、意見情報を集約して、参加
者に還元、情報を発信する
・災害・防災を語りつぐ機会づくり
　震災の被災地で防災学習等に取り組む方によるシンポジウムの実施
　兵庫県と熊本県の若者の交流と意見・情報交換
・防災啓発ツールの作成
　防災啓発用のリーフレットの作成
　防災に感心のある高校生や若者との防災クイズの作成
・防災学習ひろげ隊プロジェクト
　保育園、幼稚園、学校等で防災学習啓発
　学生ボランティアチームを結成し、防災の担い手として防災学習に携わる機会
をつくる

3,576

33 3期 神戸 全県

阪神・淡路大震災と東日本大震災＆熊
本地震＆西日本豪雨、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24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「災害多発社会を考
える-被災者の居住の権利を考える-」（Ⅳ）を作成する
・作成したものを活用し、東日本大震災や熊本地震、西日本豪雨の被災地から
報告者を招き、研究・実践討論集会を開催する
・作成した成果物を、国内外のメディア、政府や国会、研究機関、NGO、NPO等
に配付する

1,600

34 3期 神戸 地域
神戸500人委員会「500人鍋」と緊急時避
難防災学習

こころ豊かな人づくり神戸
500人委員会

1月17日
HTA神戸 なぎさ
公園（神戸市）

１．１７のつどいでの炊き出しと緊急時避難防災学習
・1.17のつどい会場において炊き出しを実施
・親子で楽しく学べる緊急時避難防災学習ゲームを実施
・500人委員会が行った東日本や熊本の被災者支援活動、被災地の状況を報告

360

35 3期 神戸 全県 慰霊と復興のモニュメント 銘板追加式典
NPO法人 阪神淡路大震
災1.17希望の灯り

12月15日
東遊園地（慰霊と
復興のモニュメン
ト）（神戸市）

慰霊と復興モニュメントの銘板追加式典
・毎年12月に東遊園地半地下施設の円形壁面に大震災犠牲者の名前を銘板に
追加する式典を開催
・2003年から神戸市外の犠牲者も対象としたため、毎年新たな要望が寄せら
れ、名を刻んでいる

239

36 3期 神戸 全県 阪神淡路大震災1.17のつどい
阪神淡路大震災1.17のつ
どい実行委員会

1月17日
東遊園地（神戸
市）

阪神淡路大震災1.17のつどいの運営
・竹灯籠で「1.17」の文字を描き、参加者に灯りをともしてもらい、5時46分、17時
46分に震災犠牲者に対して黙祷する
・ボランティアや震災ご遺族、震災を経験していない若い人たちが交流する「交
流テント」を設置する

48,000
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37 3期 神戸 全県 Huuugなりきりステージ
一般社団法人ハーグ兵
庫支部

12月1日～
3月31日

兵庫県内の幼稚
園
３～５ヶ所

防災子ども参加型ミュージカル
・「三匹のこぶた」を題材にした子ども参加型のミュージカル。
・オオカミに襲われた子ぶたと一緒に、かがんで頭を守ったり頭巾で口をふさい
だりして身を守る。
・子どもたちがミュージカルに参加し、子ぶたになりきって演技することで、防災
の教訓を体感してもらう。

725

38 3期 神戸 全県 阪神・淡路大震災24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

1月17日 神戸市勤労会館

阪神・淡路大震災メモリアル集会
・現状報告会
　①神戸市・西宮市の借上げ住宅問題
　②大阪北部地震・台風21号被災実態と課題
　（報告者　調整中）
・シンポジウム
　西日本豪雨災害の被害状況と現状、今後の防災対策のあり方などについての
討論
　（岡山県真備町、広島県坂町、広島県呉市、愛媛県宇和島市からパネリストを
予定）

205

39 3期 阪神北 地域
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15日
藤ノ木さんかく広
場、ポケットパー
ク（川西市）

地域の商業組合による防災フェア
・被災者鎮魂のイルミネーション点灯
・水消火器実射操作
・救急講習(ＡＥＤ)
・消防車展示
・地震パネル展示
・炊き出し、非常食体験
・和太鼓ライブ、防災ダンス
・災害救助犬のデモンストレーション

500

40 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商
店街協同組合

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
・淡路市によるハザードマップの説明会
・ひょうご防災推進員による防災講義
・鎮魂灯としてキャンドルを設置し、黙祷
・鎮魂イベントとしてハンドベル、ラッパ、和太鼓演奏
・停電を想定した自家発電での炊き出し訓練の実施

200

41 3期 神戸 地域 第12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3日
神戸市立灘区民
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
・今年度、灘区でも豪雨による土砂災害が発生したことを受け、土砂災害の専門
家を招き、防災講演会を行う
　講師：（一社）建築工学研究所　沖村 孝 氏
　　　　　神戸土木事務所公園砂防課職員

250

42 3期 阪神南 全県
1.17は忘れない　はばタンの防災・減災
スクール

まちキャラパーク実行委
員会

1月19日、20
日

ららぽーと甲子園
ピンウィールコー
ト（西宮市）

はばタン、キャラクターによる防災・減災ステージショー
・はばタンの防災・減災ステージ（３回）
　シェイクアウト訓練、防災グッズの紹介
・「防災・減災」クイズラリー
　戦隊ヒーローが館内を回遊しての防災クイズラリー
・災害の写真パネル、防災アイテムの展示など

800
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43 3期 阪神北 地域
～1.17は忘れない～伝える、備える、活
かす～ 第11回宝塚チャリティ歌謡コン
サート

花かわち倶楽部 12月9日
宝塚市立文化施
設ソリオホール

防災啓発を含む歌謡コンサート
・会場内から会場外への参加者全員による避難訓練
・ひょうご防災特別推進員がコンサート前に「住宅の耐震化」「室内安全対策」
「家庭における備蓄のすすめ」「避難」「兵庫県住宅共済制度の説明」「住宅用火
災報知器の設置」に関するミニ講座
・宝塚市から東日本大震災被災地へ派遣された職員による講演と、宝塚市内に
避難している東日本大震災被災者の歌謡コンサートへの招待、舞台参加による
交流の実施
・会場内での震災関連のビデオ上映会
・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

280

44 3期 阪神南 全県
―アルカディアイースターコンサート
No.38― 追悼の祈りと希望のコンサート

公益財団法人 アルカディ
ア音楽芸術財団

3月8日
西宮市プレラ
ホール

追悼コンサートの開催
・曲目「アヴェ・マリア」ほか
・公演練習の後に自団員（10名程）に対し、ひょうご防災特別推進員派遣を利用
し、防災講演を実施
・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
･東日本大震災の県内被災者や被災地域在住の視覚障害者を招待

239

45 3期 神戸 全県
国際復興フォーラム2019 ～「Build Back
Better」の利益の実現（仮称）～

「国際復興フォーラム
2019」実行委員会

1月18日
ホテルオークラ神
戸

国際復興フォーラムの開催
・被災地の災害経験や教訓、復興過程における将来の災害に備えた取り組みに
ついて、情報共有や知見の交換を行う。
・特別講演及び専門家、有識者によるパネルディスカッションを実施

200

46 3期 阪神南 地域
自然災害が10以上の防災かるた等によ
る学校・地域における防災学習

NPO法人 兵庫県暮らしに
やさしい防災･減災

12月15日～
3月20日

芦屋市、神戸市
他兵庫県内の小
学校、幼稚園、高
齢者･障害者施
設
（芦屋市、神戸市
他）

かるたを用いた子どもや高齢者、障害者への防災学習
　芦屋市を中心とした県内の小学校や障害者施設等において、いのちを守るこ
とを願って創作した「防災かるた」や「防災かるたのぬり絵」を用いて、幼児、高齢
者、障害者への防災教育を実施する。

167

47 3期 神戸 全県 キッズ防災検定
特定非営利活動法人 検
定協議会

12月1日～
2月28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
・県下の小学校に告知し、申し込み校に問題と解答を郵送、合格者には認定証
を発行

15,000

48 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11日
兵庫県立舞子高
等学校（神戸市）

学生によるメモリアル行事の開催
・舞子高校生、市立多聞東中学生、全国防災ジュニアリーダー合宿参加の中高
生、近隣住民等が参加
・全体会
　追悼演奏会
　講演会
　　小さな命の意味を考える会代表　佐藤敏郎氏
・分科会
　救助活動、ライフライン、語り部など17～18会場
・炊き出しの実施

1,300

49 3期 神戸 地域
第19回特別演奏会　～1.17鎮魂と語り継
ぐために～

公益社団法人 アンサン
ブル神戸

1月26日
神戸新聞松方
ホール（神戸市）

追悼コンサートの開催
・アマチュアによる神戸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
・ヘンデル作曲　メサイヤを演奏
・当日、ロビーにおいて神戸大学名誉教授　田結庄良昭氏による土砂災害対策
などの相談コーナーを設置

423



参加人数
(実績）

実施日 実施場所 主な実施内容No.
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50 3期 神戸 全県
防災・減災シンポジウム(2019) ～突然の
大災害に備え、市民・地域コミュニティは
何をするか～

公益社団法人 日本技術
士会近畿本部

1月17日
神戸国際会館
（神戸市）

防災・減災シンポジウム
・基調講演「南海トラフ地震に備えて」
　　和歌山県海南市長　神出政巳氏
・防災支援活動に関する話題提供
　　総社市自主防災組織副本部長　川田一馬氏
　　乃亜ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾈｯﾄﾜｰｸ代表（防災士）　田中　実氏
　　都市・地域住環境研究室代表（技術士）　小島和彦氏
・パネルディスカッション
　　総括コーディネーター　神出海南市長
　　コーディネーター　日本技術士会近畿本部防災支援委員長　西濱靖雄氏

82

51 3期 神戸 地域 1.17KOBEに灯りをinながた
1.17KOBEに灯りをinなが
た実行委員会

1月17日
新長田駅前広場
（神戸市）

「1.17 ながた」の文字形のろうそくへの点灯、鎮魂ライブなど
・「1.17ながた」の形に灯ろうを並べ灯りをともす追悼
・鷹取中学校による合唱・大太鼓演奏による追悼ライブ
・災害ボランティアセンターの立ち上げ・運営訓練
・県立大や常磐大による防災の取り組みの紹介・PRブース
・地域の小中学校・幼稚園・保育園において、震災語り部による防災教育と追悼
用ろうそくづくりワークショップ
・当日に配布する竹募金箱づくりワークショップ
・炊き出しの実施

3,000

52 3期 阪神南 地域
阪神・淡路大震災復興24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20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、防災・減災関係のＰＲチラシを配布
・震災遺児奨学金義援の募金活動
・1.17ひょうご安全の日宣言の配付

450

53 3期 阪神南 全県
関西学院大学 災害復興制度研究所
2019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12日～
1月13日

関西学院会館
（西宮市）

復興・減災フォーラム
・全国被災地交流集会「東日本大震災の「復興知」を繋ぐ」
　 分科会１「高台移転・嵩上げによる街づくり」
　 分科会２「防潮堤問題から何を学び取るか」
　 総括討議（仮）
・シンポジウム「「東北」から未災地への伝言～南海トラフ地震に備えて～」
　 基調講演：東北大学教授・災害科学国際研究所所長　今村文彦氏
　 特別講演：徳島県知事　飯泉嘉門 氏
　 パネル討論：前東松島市市長　阿部秀保氏　他3名

206

54 3期 阪神北 全県
～祈りのコンサート1.17は忘れない～
X'mas Concert

神戸室内オペラ 12月16日
三田市文化セン
ター 郷の音ホー
ルアクトスクエア

追悼コンサートの開催
・コンサート公演前の講演「震災を乗り越えて」
　（防災についてと震災時に音楽文化が果たした役割や神戸の文化活動が復活
していった過程等の講演）
　　講師：神戸室内オペラ代表　中塚雅敏 氏
・震災犠牲者を追悼する鎮魂曲等の演奏

300

55 3期 阪神北 地域
語りつぐ震災「宝塚防災ラジオdeウォー
ク」

宝塚防災ラジオウォーク
実行委員会

3月10日

阪急宝塚駅前
「宝塚ゆめ広場」
～末広中央公園
（宝塚市）

防災ラジオウォークの実施
・コース：宝塚ゆめ広場～末広中央公園（約5.5km　約2時間）
・エフエム宝塚の実況中継を聞きながら、指定避難所、災害危険想定場所、歴
史的建造物などを確認しながら歩く
・到着点の末広中央公園（防災公園）で備蓄倉庫の見学を行い、防災拠点として
の役割を確認
・消防本部による子ども消防教室
・自衛隊の協力による炊き出し、仮設足湯の体験
・ステージ上で鎮魂のセレモニーなどを開催

1,000
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(実績）

実施日 実施場所 主な実施内容No.
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56 3期 阪神南 地域
復興住宅、地域と笑顔を結ぶ「笑顔ふれ
あい祭り」高齢者の災害への備え、対策

地域を結ぶ笑顔の会 3月31日
尼崎市立小田公
民館

復興住宅住民や周辺地域住民への防災啓発事業
・笑顔ふれあい祭り（学生による出し物や落語、演奏会等）を開催。震災復興住
宅住民と地域の方との交流を行う
・被災地を狙った悪質商法への対処方法や地域の連携・助け合いについて、実
施団体が行う寸劇を通して学ぶ
・震災関係の資料配付

200

57 3期 東播磨 地域
マイ防災アクション策定で自主防災力向
上

加古川グリーンシティ防
災会

12月22日、
3月23日他

加古川グリーン
シティ他（加古川
市）

マンションでの防災訓練、防災啓発事業
・12月1日から3月31日まで加古川グリーンシティ防災推進期間とし、12月の炊き
出し訓練と3月の総合防災訓練を実施
・総合防災減災啓発活動（防災減災啓発ポスター、フェニックス共済加入啓発な
ど）
・減災活動（防災マニュアル「もしもマニュアル・水害編」発行、非常食試食体験
など）
・防災活動（炊き出し訓練、避難所運営訓練、総合防災訓練など）

1,600

58 3期 北播磨 全県 自衛官OBの防災への活動展開
兵庫県隊友会神戸西支
部

12月1日～
12月2日

県立三木山森林
公園（三木市）

防災訓練の実施
・災害対処基本訓練
　　結索（ロープ）訓練、ナイフの使い方訓練、火起こし訓練、水防訓練、避難小
屋作製訓練、炊き出し訓練
・防災講話と机上訓練
　　「時間を味方につける」
　　　講師：兵庫県隊友会（防災士）　三島氏
・多人数による避難訓練
　　音楽ホールでの演奏中の発災訓練。演奏者、来場者ともに避難訓練を実施

276

59 3期 神戸 地域
防災訓練を通じて未来に託す子どもたち
に伝える大人としての役割と立場

特定非営利活動法人 大
原・桂木OKサポート

①1月13日
②3月31日

①大原山公園グ
ラウンド
②桂木小学校
（神戸市）

地域での防災啓発事業
①希望の灯りを使った震災復興祈念とんど祭りと防災訓練(1/13)
　・消火訓練　子どもたちによるバケツリレー消火活動
　・炊き出し訓練　防災コミュニティと中学生ボランティア、一般参加者による炊き
出し
②要援護者避難誘導訓練(3/31)
　・要援護者の避難誘導、安否確認訓練
　・地域の緊急連絡システムを活用した情報伝達訓練
　・ミニ防災フェアの開催（起震車・煙体験、給水活動訓練）

3,350

60 3期 阪神北 地域
第13回震災を忘れないメモリアルコン
サート

特定非営利活動法人 え
えうた工房

1月12日
いたみホール中
ホール（伊丹市）

メモリアルコンサートの開催
・阪神・淡路大震災を忘れず、メモリアルの思いを来場者と共有する
・他の合唱団とのジョイント形式での開催。交流を図りながら多くの災害を自分の
こととして捉え考える。 190

61 3期 阪神南 地域
ふれあい芦屋マダン2019 ―安心・安全・
共生のまちづくり―

ふれあい芦屋マダン2019
実行委員会

3月30日
芦屋市立浜風小
学校

外国人が参加できる地域での防災啓発イベント
・東北物産の販売
・阪神・淡路大震災の記念モニュメント、展示の紹介
・洪水、大雨等からの避難に関するクイズ大会
・県立芦屋高校生ボランティア部活動紹介
・ひょうご防災特別推進員による避難と非常食の紹介
・非常食の試食体験
・ステージの踊り、演奏

500

62 3期 阪神南 地域
はらっぱ防災プロジェクト2018 ～経験か
ら学び、次の災害に備えよう～

特定非営利活動法人 は
らっぱ

1月19日他
(特非）はらっぱ
保育園　他（西宮
市）

保育所、地域での防災教育
・震災祈念イベント「あの日を想って」の実施
　講話：日本災害救援ボランティアネットワーク理事　寺本弘伸 氏
・震災時の写真、防災グッズ等の展示
・餅つき、炊き出し訓練、非常食の試食
・阪神･淡路大震災被災メンバーによるバンドのコンサート
・人と防災未来センター・仁川百合野町地すべり資料館の見学
・小児科医の協力を得た心肺蘇生講習会や避難訓練を毎月実施

300
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63 3期 神戸 全県
自然災害と難病患者 ―その時難病患者
に何が起こったか―（仮）

一般社団法人 兵庫県難
病団体連絡協議会

2月24日 神戸市勤労会館

自然災害における難病患者に関する講演とディスカッション
・講演
　・「難病患者と北海道地震」
　　　兵庫県透析医会災害対策委員会委員長　赤塚東司雄 氏
　・「北海道胆振東部地震で難病患者はどう対応したか」
　　　（一財）北海道難病連代表理事　増田靖子 氏
　・「風水害の被災実態から難病患者が学ぶこと」
　　　神戸大学大学院工学研究科研究員　大西一嘉 氏
・ディスカッション
　　「自然災害の脅威に学ぶ」

78

64 3期 神戸 全県
阪神淡路大震災を忘れない1.17のつど
い。被災地同士の交流

アトリエ太陽の子・ボラン
ティア部門

1月16日～
1月17日

HAT神戸なぎさ
公園、東遊園地
（神戸市）

１．１７のつどいにおける防災啓発
・HAT神戸の安全の日のつどい、東遊園地の1.17のつどい会場で、被災地支援
活動と阪神・淡路大震災を語り継ぐブースを出店
･震災の絵を展示し、絵画を通じた東北支援、熊本支援活動のパネル展示
・HAT神戸で、東北から高校生を迎え、東北の現状発表や意見交換（防災シンポ
ジウム）を行う
・1月17日5:46会場にて神戸のこどもたちと祈り
・人と防災未来センターの見学

1,500

65 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13日
神戸常盤アリー
ナ（神戸市）

震災メモリアルコンサート
・震災で亡くなられた方を追悼するとともに、全国の被災地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
・「しあわせ運べるように」他２曲を、事前に1,000名を募集し、練習会を実施して
合唱
・ゲストシンガーとして地域の合唱団（長田高校合唱団、高羽小学校合唱団、み
んなげんきジム（西宮市）合唱団）が参加し、地域に密着したコンサートを行う。

1,400

66 3期 神戸 全県
3.11 東日本大震災復興サポート事業報
告演奏会 ～チャリティ―コンサート～

NPO法人 イベントサポー
ト兵庫

3月10日

三宮駅地下・阪
神電車三宮駅西
口改札前広場
（神戸市）

東日本大震災復興報告と復興支援コンサート
・ひょうご防災特別推進員による講話
　「大震災から学んだ教訓の継承と発信について」
・東日本復興サポート事業での被災地現状報告（３組）
・兵庫県立舞子高等学校生徒による復興支援活動報告
・ジュニアブラスコンクール関西代表（高校生）によるコンサート
・合同合唱「花は咲く」「しあわせ運べるように」

1,077

67 3期 神戸 地域
備える・考える　ぼうさいスーパーワーク
ショップ

備える・考える
ぼうさいスーパーワーク
ショップ実行委員会

3月10日
BRANCH神戸学
園都市（神戸市）

地域住民と学生等の防災ワークショップ
・地域住民や学生、消防団、ＮＰＯ、商業施設が一緒になって行うワークショップ
・「防災・減災について考えるステージ」
　・消防署による救助訓練、学生による防災クイズ、ぼうさい紙芝居、防災寸劇
等
・「みんなで体験」
　・新聞スリッパづくり、非常持ち出し袋体験コーナー
　・消防団による水消火器、バケツリレー、心肺蘇生法 等
・「ブース・展示」
　・被災地支援募金活動、地域防災マップの展示、被災地支援活動紹介展示 等
・「地域住民と大学生による炊き出し訓練」
・「テナントの協力による買い物客への防災グッズ等の紹介」

1,861

68 3期 神戸 全県
PRAY　FROM　KOBE ～明日につなげる
コンサート～

兵庫県合唱連盟
①1月13日
②1月27日
③3月10日

①神戸ハーバー
ランドumie
②神戸文化ホー
ル
③元町１番街商
店街
（神戸市）

災害被災地復興支援コンサート・防災シンポジウムの開催
①、③街頭コンサート(1/13、3/10)
　・公募合唱団による演奏（10団体程度）
②メインコンサート(1/27)
　・小・中・高校・一般・宮城県内合唱団の合同演奏、合唱
　・シンポジウムの開催
　　「被災地へ届け合唱の力(仮称）」
　　　講師：広島県・岡山県・北海道の各合唱連盟理事長

775
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69 3期 神戸 全県 第10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16日
②2月12日

～18日

神戸学院大学
ポートアイランド
キャンパス（神戸
市）

高校生、大学生等による防災・社会貢献をテーマとした討論会
①ディベート大会(2/16)
　・論題テーマ「災害に対応する行政機関の在り方」
　　※参加校　神戸学院大学、兵庫県立大学、神戸学院大附属高等学校、兵庫
県立舞子高等学校、東北から2校､熊本から1校など(全16チーム）
　・前日に、参加校や専門家を交えてワークショップを行う。
　・ディベートの模様をユーストリームで中継、ユーチューブで配信
②写真展(2/12～18)
　・「ディベート大会の10年の歩み」「災害対応の教訓を活かした被災地支援活動
（仮）」の写真展の開催

450

70 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！～

認定特定非営利活動法
人　コミュニティ・サポート
センター神戸

1月19日
神戸市立東灘区
民センター小
ホール（神戸市）

親子対象の防災体験プログラムの実施
・消火器で的当てゲーム
・毛布で担架タイムトライアル
・持ち出し品をリュックに詰めたら何キロ？
・ＡＥＤの体験
・救助ロボのデモンストレーション
・レスキューロープワーク
・防災カードゲーム
・おかしリュックづくり、紙食器・紙スリッパづくり　等

360

71 3期 淡路 地域 フェニックス合唱団鎮魂の譜
北淡震災記念公園フェ
ニックス合唱団

1月17日
北淡震災記念公
園慰霊碑前（淡
路市）

1.17追悼行事
・阪神淡路大震災24年を迎え、そして東日本大震災、熊本地震、北海道胆振東
部地震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、安全対策の実施を呼びかける
･精霊流し、黙祷、ひょうご安全の日宣言の読み上げ
・NHK式典中継を通じ、全国に震災体験を語りかける

200

72 3期 神戸 地域
1.17を忘れない ～アスタスティールパン
コンサート2019

アスタ新長田スティール
パン振興会

3月17日
新長田ピフレ
ホール（神戸市）

防災啓発と復興支援のコンサート
・復興事業の一環として誕生した新長田の市民スティールオーケストラによる演
奏
・台風や洪水に対する備えや避難行動の大切さ等の防災クイズや防災ゲームを
実施。メンバーである防災士が講師。
・防災啓発を目的とした防災行事の案内チラシや非常持ち出し品リストの資料の
配付

310

73 3期 神戸 全県 神戸国際防災のつどい2019（仮称）
災害対策セミナー実行委
員会

1月17日

神戸国際会館（こ
くさいホール・セミ
ナーハウス）（神
戸市）

災害対策セミナー・訓練
・地域防災シンポジウム
　・防災功労者表彰、神戸市まちづくり賞表彰
　・基調講演　人と防災未来センター長　河田惠昭 氏
・避難訓練コンサート
　・ひょうごゆかりのミュージシャンによるＬＩＶＥ、神戸学院大学による吹奏楽演奏
　・演奏中の避難訓練実施
・防災関係団体セミナー、体験・展示ブース等(各会議室）

2,500


