
震災を風化させない 
―「忘れない」「伝える」「活かす」「備える」
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　県民それぞれが自ら考え、主体的に防災・減災活動に取組むための指針として平成29年１月に策定
した「新ひょうご防災アクション」を活用し、防災力強化県民運動の一層の展開を図った。
　県民会議ホームページで公開し、閲覧やダウンロード（無償）を可能とするとともに、県民会議構成
団体をはじめ県内市町・県内社会福祉協議会、ひょうご防災リーダー、ひょうご防災特別推進員や防
災士等に冊子を配布し、地域の防災学習会などでの活用を図るほか、個人・地域・企業等が広く活用で
きるよう１冊100円で有償配布した。

累計配布実績　　　　　　　　　　　�（令和２年３月31日時点）
区分 主な配布先 部数

無　償
・�構成団体、県内市町、市町社会福祉協議会
・�ひょうご防災リーダー、ひょうご防災特
別推進員等

19,655部

有　償
・�ジュンク堂書店
・�人と防災未来センター内ショップ
・�事務局直接申込み（地域団体等）

13,564部

計 33,219部

①　減災活動の実践例（毎月17日）
　�　過去の各月の災害事例等から、その月に住宅の耐震化・室内安全対策・備蓄・避難場所の確認など
県民に具体的に実践してほしい減災活動を毎月17日に発信し、実践を呼びかけた。
②　防災・減災関連情報
　�　ひょうご防災ネットなどの減災関連情報、ひょうご安
全の日推進事業(助成金)やフェニックス共済等の周知、
各種防災イベント情報を発信した。
③　令和元年度の発信状況（３月31日時点）
　　・発信回数：35回
　　・ページへのいいね！数：964件
　　・ページへのリーチ数（閲覧数）：21,559件
　　　（平均59件/日）

　県庁、県民局・県民センター庁舎において、庁内放送を実施し、震災の経験と教訓を踏まえた減災活
動の実践を呼びかけた。

　毎月17日を「減災活動の日」として、ひょうご安全の日推進県民会議構成団体をはじめとする県民に減
災活動の実践を呼びかけた。

「新ひょうご防災アクション」を活用した意識啓発

Facebook「ひょうご減災活動の日」を通じた呼びかけ

毎月17日に「減災活動の日」のお知らせ
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2

3

「減災活動の日」の取組

その他Ⅴ
　地域別助成実績
� （単位:千円）

地域
全県・地域事業

第１期 第２期 第３期 計
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

神　戸 9 4,689 18 4,460 30 12,115 57 21,264
阪神南 3 521 3 1,210 6 1,731
阪神北 2 1,023 4 761 5 964 11 2,748
東播磨
北播磨 1 250 1 90 2 340
中播磨
西播磨
但　馬
丹　波
淡　路 3 458 2 274 5 732
合　計 11 5,712 29 6,450 41 14,653 81 26,815

地域
自主防災組織
強化支援事業 実践活動事業 合計

件数 金額 件数 金額 件数 金額
神　戸 2 347 23 3,432 82 25,043
阪神南 7 1,350 15 1,706 28 4,787
阪神北 20 5,026 28 4,439 59 12,213
東播磨 8 1,759 12 1,116 20 2,875
北播磨 4 610 15 1,779 21 2,729
中播磨 6 1,595 12 2,152 18 3,747
西播磨 5 1,284 3 557 8 1,841
但　馬 2 400 18 2,145 20 2,545
丹　波 1 145 11 995 12 1,140
淡　路 4 628 9 1,360
合　計 55 12,516 141 18,949 277 58,280

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため事業の一部または全部を中止・延期したもののうち、助成
金の交付実績がないものは含まない。

　計画等策定支援専門家派遣実績

地域 神戸 阪神南 阪神北 東播磨 北播磨 中播磨 西播磨 但馬 丹波 淡路 計
派遣人数 82 8 6 2 3 101

新ひょうご防災アクションの表紙

Facebook「ひょうご減災活動の日」トップページ
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令和元年10月28日（月）13:30～16:00
兵庫県民会館　11階パルテホール
（参加者　約100名）

令和元年６月28日（金）～９月30日（月）
応募総数118件（�小学生の部27件、中学生の部26件、高校生の部36件、大学生の部9件、�

特別支援学校・団体の部20件）

・派遣の対象となる団体　　自主防災組織、自治会、学校、企業、その他団体
・派遣の対象となる集会等　県内で開催され、原則10人以上が参加する集会等

地域別内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（件）
県 民 局 神戸 阪神南 阪神北 東播磨 北播磨
派遣件数 27 35 12 56 18
県 民 局 中播磨 西播磨 但馬 丹波 淡路 合計
派遣件数 16 36 16 1 12 229

① 発表「新ひょうご防災アクションの実践」
　○�「体験型防災イベントブース」�
川村　郁弥　　関西国際大学国際防災研究会-KUIS�BOSAI-�
オン・シミン� 同上

　○�「BCPの策定取り組みを通した学び」�
前中　勝彦　　株式会社エイワ代表取締役社長

　○�「人は、ある日突然、被災者になります　避難所自主運営マニュアル策定の取組み」�
勝地　恒久　　高柳地区自治協議会事務局長

②  講演「地域防災力を継続させるために～防災心理学からのヒント」 
【講師】木村　玲欧　兵庫県立大学環境人間学部・大学院環境人間学研究科教授

日　程：令和元年11月12日（火）
審　査：河田　惠昭（人と防災未来センター長）を委員長とする選考委員が審査・選考

日　程：令和２年１月12日（日）
場　所：兵庫県公館

①　グランプリ（１件）※ぼうさい大賞の中から選考
学校／団体名

大学生の部 関西大学社会安全学部近藤研究室（大阪府）

②　ぼうさい大賞（４件）
学校／団体名

小学生の部 阿南市立津乃峰小学校（徳島県）
中学生の部 黒潮町立佐賀中学校（高知県）
高校生の部 兵庫県立山崎高等学校（兵庫県）
特別支援学校・団体の部 埼玉県立日高特別支援学校（埼玉県）

③　優秀賞（５件）
学校／団体名

小学生の部 四万十町立興津小学校（高知県）
中学生の部 徳島市津田中学校�防災学習倶楽部（徳島県）
高校生の部 和歌山県立熊野高等学校　Kumanoサポーターズリーダー部（和歌山県）
大学生の部 静岡大学教育学部�藤井基貴研究室（静岡県）
特別支援学校・団体の部 千葉県立東金特別支援学校（千葉県）

日時・場所
募集

派遣対象

派遣実績　　229件

内容

選考委員会

表彰式・発表会

選考結果

1
1

1

2

2

2

3

4

令和元年度　ひょうご安全の日推進県民大会2 1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」4

ひょうご防災特別推進員の派遣3

　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及び防災・減災活動を推進す
るため、県民大会を開催した。県民大会では、県内の学生や企業、地域団体による先進的な防災の取組事
例の発表や専門家による地域防災力の継続についての講演が行われた。

　阪神・淡路大震災を通して学んだ自然の脅威や生命の尊さ、共生の大切さを考える「防災教育」推進する
ため、全国の学校や地域において子どもや学生が主体的に取り組む優れた防災活動を顕彰した。

　地域の集会等にひょうご防災特別推進員を派遣し、防災対策に関する講義や防災訓練の企画・運営の助
言、ワークショップ等を行うことにより、県民の防災力の向上や自主防災活動の活性化を図った。
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兵庫県、毎日新聞社、（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構（阪神・淡路大震災記念人と防災未来
センター）

ひょうご安全の日推進県民会議

内閣府、総務省消防庁、文部科学省、国土交通省、兵庫県教育委員会、神戸市、神戸市教育委員会、
関西広域連合、ひょうご安全の日推進県民会議

兵庫県、阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター、兵庫県立美術館、
兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会

ＵＲ都市機構

① 応募数 
751点(小学生部門429点、中学生・高校生部門322点)

②受賞者　188ページのとおり

（特非）さくらネット

①日　時　令和２年１月12日(日）�13：20～14：05
②場　所　兵庫県公館大会議室（神戸市中央区下山手通4－4－1）

①令和２年１月15日（水）～３月 ８日（日）　人と防災未来センター西館１階ロビー
②令和２年３月11日（水）～３月26日（木）　兵庫県立美術館ギャラリー棟１階ホワイエ

④　奨励賞（８件）
学校／団体名

小学生の部 石巻市立広渕小学校（宮城県）
岡崎市立常磐東小学校（愛知県）

中学生の部 印南町立印南中学校（和歌山県）
気仙沼市立階上中学校（宮城県）

高校生の部 岩手県立大槌高等学校復興研究会（岩手県）
兵庫県立尼崎小田高等学校�普通科�看護医療・健康類型（兵庫県）

大学生の部 愛知工科大学�板宮研究室（愛知県）
特別支援学校・団体の部 宮城県立支援学校女川高等学園（宮城県）

⑤　特別賞（21件）
学校／団体名

ＵＲレジリエンス賞　（４件）

美波町立由岐小学校（徳島県）
四万十町立興津中学校（高知県）
和歌山県立日高高等学校（和歌山県）
静岡県立御殿場特別支援学校（静岡県）

はばタン賞　（４件）

呉市立広南中学校（広島県）
きずなＦプロジェクト（宮城県・高校生の部）
女川1000年後のいのちを守る会（宮城県・大学生の部）
子どもに音楽を贈る会『福島しあわせ運べるように合唱団』（福島県・団体の部）

だいじょうぶ賞　（４件）

新宮町立新宮東中学校（福岡県）
大阪市立白鷺中学校（大阪府）
神戸市立神港橘高等学校　DiReSt67（兵庫県）
中央大学ボランティアセンター公認学生団体�チーム防災（東京都）

津波ぼうさい賞　（２件） 釜石市立鵜住居小学校（岩手県）
千葉県立長生特別支援学校（千葉県）

教科アイデア賞　（１件） 兵庫県立松陽高等学校（兵庫県）

フロンティア賞　（４件）

福山市立鞆の浦学園（広島県・小学生の部）
足立区立西新井小学校（東京都）
岡山市立上道中学校（岡山県）
横須賀市立浦賀中学校（神奈川県）

継続こそ力賞　（２件） 上富田ふれあいルーム（和歌山県・小学生の部）
名古屋高等学校減災チーム（愛知県）

実施主体

主　　催

後援

後　　援

協賛

選考結果

事務局

表彰式（1.17�防災未来賞「ぼうさい甲子園」表彰式・発表会と併せて開催）

5

1

6

2

7

3

8

4

作品展示5

受賞作品6

防災力強化県民運動ポスターコンクール5
　県民一人ひとりが災害に備える行動に取り組む「防災力強化県民運動」を啓発するため、県内の小学生及
び中学生・高校生を対象に防災をテーマとした作品を募集した。

①小学生部門

②中学生・高校生部門

ひょうご安全の日
推進県民会議会長（知事）賞
　林　来凪（５年）

ひょうご安全の日推進県民会議会長（知事）賞
鈴木　優寿（３年）

人と防災未来センター長賞
八束　鷹（２年）

人と防災未来センター長賞
　登美　周二（６年）
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資料　阪神・淡路大震災25年事業　全事業一覧（開催月別）Ⅵ

①小学生部門（応募数429点、受賞数15点）
受賞区分 氏　名 学　年

ひょうご安全の日推進県民会議会長(知事)賞 林　　来凪 小５
人と防災未来センター長賞 登美　周二 小６

佳　作
田中　智都 小２
藤倉　ひなた 小３
川端　彩水 小４

入　選

ソ　ヨンジェ 小１
橋口　蒼緯 小１
鍛治　あいり 小２
穂積　知那子 小２
前田　一志 小３
西垣　賢輝 小４
藤原　悠妃 小４
芳賀　京子 小５
牧﨑　小柚 小５
小田　統悟 小６

②中学生・高校生部門（応募数322点、受賞数15点）
受賞区分 氏　名 学　年

ひょうご安全の日推進県民会議会長(知事)賞 鈴木　優寿 中３
人と防災未来センター長賞 八束　鷹 中２

佳　作
民谷　一磨 中１
足立　夕奈 中２
秋田　昇吾 中３

入　選

赤松　美音 中１
亀井　純葵 中１
川﨑　楓華 中１
阿木　智都 中２
大屋　律人 中２
高見　奏音 中２
好井　愛結 中２
前田　悠刀 中３
藤原　万那花 高１
小嶋　彩夢 高２

選考結果7

※１　表中の「区分」欄は下記の略号で事業区分を表記している。
　　　　　　　（事業区分）� （略号）
　　　　阪神・淡路大震災25年記念事業　� 　記念
　　　　ひょうご安全の日推進事業（助成事業）全県・地域事業　� 　全県・地域
　　　　ひょうご安全の日推進事業（助成事業）自主防災組織強化支援事業　� 　自主防
　　　　ひょうご安全の日推進事業（助成事業）実践活動事業　� 　実践
　　　　ひょうご安全の日推進事業（助成事業）実践活動事業計画等策定支援専門家派遣事業　� 　専門家

※２　�実施を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止等のためやむを得ず中止・延期した事業も掲載している。

実施時期 事業名 実施団体 開催地 区分
　４月

H31.4.6（土） BGM2�VOL.1（ビージーエム�スクエア�ボリュームワン）ビージーエムスクエア実行委員会 神戸市中央区 全県・地域

H31.4.19（金） 震災に学ぶ－人と防災未来センターにおける体験学習 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 神戸市中央区 実践

H31.4.24（水） 平成最後の防災シンポジウム�～平成の防災を新元号
に伝える意見交換会～ （一社）おいしい防災塾 神戸市垂水区 全県・地域

H31.4.28（日） 西庄町自主防災会避難・炊き出し訓練 西庄町自主防災会 姫路市 実践
　5月
R1.5.5（日・祝） 共に生きる・共にかがやく　防災訓練 二塚自主防災会 たつの市 自主防
R1.5.12（日） 第２回�防災・減災フェスティバル （一社）三田青年会議所 三田市 全県・地域
R1.5.21（火） 4年生　校外学習 加古川市立川西小学校 加古川市 実践

R1.5.25（土） 防災フェスティバル 北五葉ふれあいのまちづく
り協議会 神戸市北区 実践

R1.5.26（日） なぎさ地区消防消火訓練 なぎさ防災福祉コミュニ
ティ 神戸市灘区 実践

R1.5.29（水） 兵庫区保育所防災フェア2019 神戸市兵庫消防団 神戸市兵庫区 実践
　6月

R1.6.3（月） 地域コミュニティの防災力の向上シンポジウム （公財）ひょうご震災記念
21世紀研究機構 姫路市 記念

R1.6.8（土）
【インフルエンザのた
め中止】

地域の小学校と連携した地域合同自主防災 すずかけ台自治会 三田市 実践

R1.6.9（日） 2019年度東山町内会自主防災研修会 東山町内会 加古川市 実践
R1.6.21（金） 社会科校外学習（地震からくらしを守る） 丹波市立黒井小学校 神戸市中央区 実践

R1.6.23（日） 法花寺区自主防災会学習会 豊岡市法花寺区自主防災会 神戸市中央区、
三木市 実践

R1.6.29（土）～30（日） まちキャラパーク�in�KOBE�2019 まちキャラパーク実行委員会 神戸市垂水区 全県・地域

R1.6.30（日） 阪神・淡路大震災25年総合フォーラム ひょうご安全の日推進県民
会議 神戸市中央区 記念

　7月
R1.7.6（土）～7（日）、
7.13（土）～14（日） 自主防災組織パワーアップ事業 兵庫県北播磨県民局 加西市、小野市 記念

R1.7.7（日） コミュニティ三方　みんなで学ぼう防災教室 コミュニティ三方 豊岡市 実践
R1.7.7（日） 自主防災会委員及び協力者視察研修 明峰地区自主防災会 神戸市中央区 実践
R1.7.15（月・祝） 北条防災減災イベント 北条自主防災隊 姫路市 実践

R1.7.18（木） 神戸フロイデ合唱団2019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 神戸市中央区 全県・地域

R1.7.30（火） 川除区防災研修会 川除区自主防災会 神戸市中央区 実践
　8月
R1.8.2（金） 夏休みお天気フェア 神戸地方気象台 神戸市中央区 記念
R1.8.3（土） 第9回絆まつり�in�YAMAGUCHI 西宮市立山口中学校PTA 西宮市 実践

R1.8.4（日）
東北の中高生による東日本大震災からの教訓公演＆風
評被害をぶっ飛ばせ！福島の魅力を神戸ハーバーラン
ドで再発信！

（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 全県・地域

R1.8.4（日） AED機器設置と使用説明会及び防災研修会 桑原自治会 丹波篠山市 自主防
R1.8.4（日） 船場小学校PTA親子防災ディキャンプ 船場小学校PTA 姫路市 実践

R1.8.6（火）～9（金） 未来の宝　東北岡山真備町の子供達に夢と希望と絆の
架け橋プロジェクト （特非）日本福祉美容協会

神戸市東灘区、
兵庫区、北区、
中央区、淡路市

全県・地域

R1.8.10（土）～
11（日・祝）

あそぼう！まなぼう！ロボットランド（第19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 神戸市中央区 全県・地域

R1.8.14（水）～25（日） 六甲山の災害展 兵庫県、神戸市、国土交通
省六甲砂防事務所 神戸市中央区 記念
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