
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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実施時期 事業名 実施団体 開催地 区分

R1.8.17（土） レッドベアサバイバルピクニックinみなとのもり公園 レッドベアサバイバルピク
ニックキャンプクラブ 神戸市中央区 全県・地域

R1.8.18（日） もとやま夏フェス 本山ふれあいのまちづくり
協議会 神戸市東灘区 実践

R1.8.25（日） 女性消防団員活性化大会 兵庫県、（公財）兵庫県消防
協会 神戸市中央区 記念

R1.8.25（日） 中筋地区避難所運営訓練 コミュニティなかすじ 豊岡市 実践

R1.8.25（日） 摩耶シーサイドプレイスウエスト自衛消防訓練、防災講
習会

摩耶シーサイトプレイスウ
エスト管理組合 神戸市灘区 実践

R1.8.25（日） 味間地区防災訓練 味間地区まちづくり協議会 丹波篠山市 実践
R1.8.27（火） 国際防災・人道支援協議会（DRA）活動報告シンポジウム 国際防災・人道支援協議会 神戸市中央区 記念

R1.8.30（金） 加古川市婦人防火クラブ連合会合同消防教室 加古川市婦人防火クラブ連
合会 神戸市中央区 実践

　9月
R1.9.1（日） アルカイック防災フェスティバル （公財）尼崎市文化振興財団 尼崎市 全県・地域
R1.9.1（日） 防災・減災活動の普及・啓発「防災・減災メッセ」 プラットフォーム淡路島 洲本市 全県・地域
R1.9.1（日） 令和元年度妻鹿自主防災会「避難訓練」の実施 姫路市妻鹿連合自治会 姫路市 自主防
R1.9.1（日） 寺内区防災訓練 寺内区自主防災会 朝来市 自主防
R1.9.1（日） 災害に備えよう！葛畑地区避難訓練 葛畑区 養父市 実践
R1.9.1（日） 長野区防災訓練 長野区 養父市 実践
R1.9.1（日） 建屋区防災訓練 建屋区 養父市 実践
R1.9.1（日） 中央区防災訓練 中央区 養父市 実践
R1.9.1（日） 餅耕地区防災訓練 餅耕地区 養父市 実践
R1.9.1（日）� 新町区防災訓練 新町区 養父市 実践
R1.9.1（日） 大谷区災害避難訓練 大谷区 養父市 実践
R1.9.1（日） 隣近所で備える!!清水地区防災訓練 清水自主防災会 多可町 実践
R1.9.1（日） 宿南地区一斉避難訓練及び防災訓練 宿南地区自治協議会 養父市 実践
R1.9.1（日） 奥米地区一斉避難訓練及び防災訓練 奥米地区自主防災会 養父市 実践
R1.9.1（日） 養父市一斉避難訓練に伴う関宮元町町内会防災訓練 関宮元町町内会 養父市 実践

R1.9.8（日） 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 南あわじ市 記念�

全県・地域
R1.9.8（日） 令和元年上横内自主防災訓練 上横内自主防災組織 たつの市 自主防
R1.9.8（日） 鹿野町自主防災訓練・防災研修会 鹿野町自主防災会 西脇市 自主防
R1.9.8（日） 湯山台自治会防災訓練 湯山台自治会 川西市 実践
R1.9.8（日） 災害に備えよう　黍田町地域避難訓練 黍田町自治会 小野市 実践

R1.9.14（土）～15（日） 宝塚23万人の防災キャンプ2019 宝塚23万人の防災キャン
プ実行委員会 宝塚市 全県・地域

R1.9.14（土）、
9.27（金） 防災・減災意識啓発活動 仁川高丸エイジフレンド

リー会 宝塚市、淡路市 実践

R1.9.15（日） 第４回かもまつり・防災訓練 加茂小校区自主防災会 川西市 自主防
R1.9.15（日） 田高地区自主防災訓練 田高地区自主防災会 西脇市 実践
R1.9.16（月・祝） 宍粟防災センター見学における防災研修 中西自主防災会 宍粟市 実践
R1.9.22（日） 大木町自主防災訓練・防災研修会 大木町自主防災会 西脇市 自主防
R1.9.22（日） 萩原二丁目自治会自主防災訓練 萩原二丁目自治会 川西市 実践

R1.9.25（水） １年生防災校外学習 高砂市立荒井中学校 神戸市中央区、
三木市 実践

R1.9.28（土） 震災25年　新長田にぎわい交流祭 ひょうご安全の日推進県民
会議 神戸市長田区 記念

R1.9.29（日） あかしあ台小学校区防災訓練 あかしあ台自治会自主防災会 三田市 自主防
　10月
R1.10.1（火） 防災学習�～阪神・淡路大震災を知ろう～ 豊岡市立日高西中学校 神戸市中央区 実践
R1.10.1（火） 人と防災未来センターの見学 丹波市立竹田小学校 神戸市中央区 実践
R1.10.1（火） 防災学習�～阪神・淡路大震災を知ろう！～ 豊岡市立日高東中学校 神戸市中央区 実践
R1.10.1（火） 人と防災未来センターの見学 丹波市立小川小学校 神戸市中央区 実践
R1.10.2（水） 兵庫広域防災センター防災体験学習 三田市立長坂中学校 三木市 実践
R1.10.4（金） 減災復興国際シンポジウム 兵庫県立大学 神戸市中央区 記念
R1.10.5（土） 地域防災マップ作成と防災学習会 洲本市立由良小学校 洲本市 実践
R1.10.5（土）、
10.26（土） 災害に備えよう!!宝塚市寿楽荘地区防災訓練 寿楽荘自治会 宝塚市 実践

R1.10.6（日） 2019三木さんさんまつり＆防災意識の向上と震災復
興支援

三木さんさんまつり実行委
員会 三木市 全県・地域

R1.10.6（日） 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 実践

実施時期 事業名 実施団体 開催地 区分

R1.10.9（水） ファイア･アドベンチャー2019（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 全県・地域

R1.10.11（金） 人と防災未来センターの見学 丹波市立鴨庄小学校 神戸市中央区 実践
R1.10.12（土）�
【台風により中止】 コミュニティみなと未来防災研修 コミュニティみなと未来 神戸市中央区 実践

R1.10.13（日） 災害時の安否確認、自治会間連携に関する備えと訓練 中山台コミュニティ 宝塚市 自主防
R1.10.13（日）
【台風により中止】

1.17を忘れない！須磨区防災福祉コミュニティ大会
（須磨区総合防災訓練）

須磨区防災福祉コミュニ
ティ連絡会議 神戸市須磨区 実践

R1.10.13（日） 防災研修会（炊き出し訓練等） 三和町自主防災会 小野市 実践
R1.10.16（水） 家島幼小中高地域福祉合同避難訓練 兵庫県立家島高等学校 姫路市 実践
R1.10.18（金） 震災体験記「しん」の発行とシンポジウム開催 ラジオカレッジ東灘友の会 兵庫県内 全県・地域
R1.10.19（土） 宝塚音楽回廊2019 宝塚音楽回廊実行委員会 宝塚市 全県・地域

R1.10.19（土） 有岡小学校地区まちづくり協議会HUG訓練 有岡小学校地区まちづくり
協議会 伊丹市 自主防

R1.10.20（日） 防災フェスタ あおぞら自主防災組織 宝塚市 自主防
R1.10.20（日） 稲野小学校地区自主防災組織合同防災訓練 稲野小学校地区自治協議会 伊丹市 自主防
R1.10.20（日） 上原田地区自主防災訓練 上原田自主防災会 姫路市 実践
R1.10.20（日）、
10.27（日） 令和元年学園西町総合防災訓練及び単位自治会避難訓練 学園西町ふれあいのまちづ

くり協議会 神戸市西区 実践

R1.10.23（水） 第57回兵庫県高圧ガス大会 兵庫県、兵庫県高圧ガス連
絡協議会 神戸市中央区 記念

R1.10.24（木） 防災施設を見学しよう 加西市立九会小学校 神戸市中央区 実践
R1.10.24（木） 令和元年度地域と連携した防災避難訓練 兵庫県立出石特別支援学校 豊岡市 実践
R1.10.24（木） 社会見学旅行 加西市立泉小学校 神戸市中央区 実践
R1.10.25（金）、
10.29（火） 水道災害に備えた実務訓練 兵庫県企業庁、日本水道協

会兵庫県支部
神戸市中央区、
川西市 記念

R1.10.25（金）～
27（日） 第11回みなと町神戸ツーデーマーチ 神戸ウォーキング協会 神戸市、宝塚市、

伊丹市 全県・地域

R1.10.27（日） 兵庫県広域防災センター実戦デモ 兵庫県広域防災センター実
戦デモ実行委員会 三木市 記念

R1.10.27（日） 和三田自治会自主防災会避難訓練事業 和三田自治会自主防災会 宝塚市 自主防

R1.10.27（日） コミュニティ末広�末広小学校避難所開設運営訓練 まちづくり協議会コミュニ
ティ末広 宝塚市 自主防

R1.10.27（日） コスモシティ尼崎安心安全プロジェクト
～みんなでつくる災害に強いマンション～ コスモシティ尼崎自治会 尼崎市 実践

R1.10.27（日） 神種自主防災訓練 神種自治会 姫路市 実践

R1.10.27（日） 武庫川東グランドハイツ防災訓練 武庫川東グランドハイツ自
治会 尼崎市 実践

R1.10.29（火） 津波避難訓練及び救急・救命訓練 鳴尾浜連絡会防災部会 西宮市 実践
R1.10.29（火） 防災施設を見学しよう 加西市立北条小学校 神戸市中央区 実践
R1.10.30（水） 人と防災未来センター見学 姫路市連合婦人会 神戸市中央区 実践
R1.10.31（木） 第12回兵庫区防災フェスタ 兵庫地区防火安全協会 神戸市兵庫区 全県・地域
R1.10.31（木） 4年生　防災学習 丹波市立西小学校 神戸市中央区 実践
　11月
R1.11.2（土） 浜田自主防災会　防災訓練 浜田自主防災会 尼崎市 実践
R1.11.2（土）～
4（月・祝） 次世代バッテリーによる『震災に備える』フェスタ UNDOKAI�WORLD�CUP�

実行委員会�運動会事務局 淡路市 記念

R1.11.3（日・祝） 令和元年度米谷自治会防災研修会 米谷自治会 淡路市 実践
R1.11.3（日・祝） 町内防災訓練学習事業 東神吉団地町内会 三木市 実践
R1.11.3（日・祝） コスモ伊丹ガーデンズ自治会防災訓練 コスモ伊丹ガーデンズ住民会 伊丹市 実践
R1.11.3（日・祝） 植木野地区・施設合同避難訓練 安富南地区植木野自治会 姫路市 実践
R1.11.4（月・祝） 高浜地区合同防災訓練 高浜地区連合自治会 姫路市 自主防

R1.11.4（月・祝） 入江地区防災運動会 入江地区防災福祉コミュニ
ティ 神戸市兵庫区 自主防

R1.11.7（木） 阪神・淡路大震災25年　兵庫県こころのケアセンター
開設15周年記念　「こころのケア国際シンポジウム」

こころのケア国際シンポジ
ウム実行委員会 神戸市中央区 記念

R1.11.9（土） 令和元年度けやき台防災訓練 けやき台自主防災会 三田市 自主防
R1.11.9（土） 弥生が丘地区総合防災訓練 弥生が丘自治会自主防災会 三田市 自主防
R1.11.9（土） 神津小学校地区自主防災組織合同防災訓練 神津小学校地区自治協議会 伊丹市 自主防
R1.11.9（土） 下戸田自主防災訓練 下戸田自治会（区）自主防災会 姫路市 実践

R1.11.9（土）～10（日） 六甲祭屋内企画　阪神・淡路大震災25年　パネル写真
展とトークセッション　「あの日、何があったのか」 神戸大学メディア研 神戸市灘区 記念

R1.11.9（土）、11.16（土）逆瀬川グリーンハイツ自治会防災研修会及び防災訓練 逆瀬川グリーンハイツ自治会 宝塚市、赤穂市 実践
R1.11.10（日） 関宮区密集地火災防御訓練 関宮区自主防災組織 養父市 自主防
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実施時期 事業名 実施団体 開催地 区分
R1.11.10（日） 1.17は忘れない　ともに動こう！ 打出小槌町自主防災・防犯会 芦屋市 実践
R1.11.10（日） 自立まちづくり（３世代交流）事業 東大貫区自治会 加古川市、淡路市 実践
R1.11.10（日） 第12回自主防災かみかわ防災訓練 自主防災かみかわ 神河町 実践
R1.11.10（日） 満願寺町自主防災会防災訓練 満願寺町自主防災会 川西市 実践
R1.11.10（日） 市川町瀬加地区地域防災力強化訓練 瀬加地区自主防災会 市川町 実践
R1.11.10（日） 第13回日置地区防災訓練 日置地区まちづくり協議会 丹波篠山市 実践
R1.11.14（木） ひょうごため池保全推進フォーラム 兵庫県 加東市 記念
R1.11.16（土） 令和元年度三田市総合防災訓練 三田市 三田市 記念
R1.11.16（土） ひめじ防災プラザの見学と体験学習 第一売布ガ丘自治会 姫路市 実践
R1.11.17（日） 淡路島全島一斉総合防災訓練（洲本市地域防災訓練） 洲本市 洲本市 記念
R1.11.17（日） 淡路島全島一斉総合防災訓練（南あわじ市総合防災訓練） 南あわじ市 南あわじ市 記念
R1.11.17（日） 淡路島全島一斉総合防災訓練（淡路市総合防災訓練） 淡路市 淡路市 記念
R1.11.17（日） 西大貫自主防災訓練 西大貫自主防災隊 福崎町 自主防

R1.11.17（日） 西部地区地震津波避難・情報伝達訓練 西部地区まちづくり連絡協
議会 赤穂市 自主防

R1.11.17（日） グリーンハイツ自主防災訓練 グリーンハイツ防災委員会 三田市 自主防
R1.11.17（日） 戸ノ内・園田東自主防災会　合同防災訓練 戸ノ内自主防災会 尼崎市 自主防
R1.11.17（日） 金楽寺・西長洲自主防災会　合同防災訓練 金楽寺自主防災会 尼崎市 自主防
R1.11.17（日） 上津台1丁目　災害時の活動及び防災訓練 上津台1丁目自治会 神戸市北区 実践
R1.11.17（日） 大和地区防災会西5丁目支部防災訓練 大和地区防災会西5丁目支部 川西市 実践

R1.11.17（日） 高小緊急避難連絡会 高司小学校区まちづくり協
議会 宝塚市 実践

R1.11.17（日） 防災体験学習会 洲本市立安乎小学校 洲本市 実践
R1.11.21（木） 大路小学校4年生社会見学 丹波市立大路小学校 神戸市中央区 実践

R1.11.23（土・祝） 避難行動要支援者を対象とした早めの避難訓練 赤松地区自主防災組織連合
会 上郡町 自主防

R1.11.23（土・祝） ピアン自治会避難訓練 ピアン自治会防災組織 三木市 実践

R1.11.24（日） 第九�in�にしのみや～1.17は忘れない～ 第九inにしのみや実行委員会 西宮市 記念
全県・地域

R1.11.24（日） 月が丘「おたすけガイド」（災害時初動活動マニュアル）
の住民への周知徹底及び実践訓練活動

月が丘ふれあいのまちづく
り協議会 神戸市西区 自主防

R1.11.24（日） 防災意識向上を図る防災訓練（区域内防災力格差の解消）下大市地区防災会 西宮市 自主防
R1.11.24（日） 潮江自主防災会　防災訓練 潮江自主防災会 尼崎市 自主防
R1.11.24（日） 西大島地域防災避難訓練 西大島自主防災会 尼崎市 自主防
R1.11.24（日） 天満南小校区防災委員会防災訓練 天満南小校区防災委員会 稲美町 自主防
R1.11.24（日） 松原町ふれあい地域防災訓練 赤穂市松原町自治会 赤穂市 実践
R1.11.24（日） 災害に備えて、地域の団結力を高め命を守る実践訓練 那波連合自治会 相生市 実践

R1.11.25（月） 「阪神・淡路大震災からの創造的復興」シンポジウム
「阪神・淡路大震災からの創
造的復興」シンポジウム実
行委員会

神戸市中央区 記念

R1.11.27（水） 「人と防災未来センター」見学と体験学習 西宮市中浜・堀切町自治会 神戸市中央区 実践
R1.11.29（金） ４年生社会科見学 丹波市立久下小学校 神戸市中央区 実践

R1.11.30（土） 阪神・淡路大震災25年　ひょうご防災フェスタ ひょうご防災フェスタ実行
委員会 神戸市中央区 記念

R1.11.30（土） 震災25年・市民語り部リレートーク ひまわりの夢企画 神戸市中央区 全県・地域
R1.11.30（土） 山本山手コミュニティ総合防災訓練 山本山手コミュニティ 宝塚市 自主防
R1.11.30（土） 狭間が丘「防災の輪」活動推進事業 狭間が丘連合自治会 三田市 実践

R1.11.30（土） 世代間交流事業「西鈴蘭台防災バイキング」
（そのとき何ができる？） 世代間交流事業実行委員会 神戸市北区 実践

　12月

R1.12.1（日） 古田東部連合自治会防災訓練 古田東部連合自治会自主防
災会 播磨町 自主防

R1.12.1（日） 相生市陸連合自治会防災訓練 相生市陸連合自治会 相生市 自主防
R1.12.1（日） ルミエール千鳥自主防災会防災訓練 ルミエール千鳥自主防災会 尼崎市 実践

R1.12.4（水） 大規模災害を想定した災害救援ボランティア連携訓練 災害救援ボランティア活動
支援関係団体連絡会議 神戸市中央区 記念

R1.12.5（木） ４年生社会科見学 丹波市立進修小学校 神戸市中央区 実践
R1.12.6（金）～15（日） 神戸ルミナリエ開催事業 神戸ルミナリエ組織委員会 神戸市中央区 記念

R1.12.7（土） 震災25年事業　自主防災組織元気！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

R1.12.7（土） 呉川公園合同防災訓練 呉川町自主防災・防犯会 芦屋市 自主防
R1.12.7（土） 紅葉ガ丘地区要援護者避難訓練 紅葉ガ丘自治会自主防災会 宝塚市 自主防
R1.12.7（土） 広野地域防災訓練 元気な広野をつくる会 三田市 実践

実施時期 事業名 実施団体 開催地 区分
R1.12.7（土） 防災学習施設見学と総合防災訓練 ラ・ビスタ宝塚団地自治会 三木市 実践
R1.12.7（土） 令和元年度塚口西自主防災会防災訓練 塚口西自主防災会 尼崎市 実践
R1.12.7（土）～8（日） 基本訓練の反復と社会変化に対応する防災セミナー 兵庫県隊友会神戸西支部 三木市 全県・地域

R1.12.8（日） ～1.17は忘れない～伝える、活かす、備える～�
第12回宝塚チャリティ歌謡コンサート 花かわち倶楽部 宝塚市 全県・地域

R1.12.8（日） 城陽地区連合自治会防災・減災イベント 城陽地区連合自治会 姫路市 実践
R1.12.8（日） 令和元年度大和東5支部防災訓練 大和東5支部防災会 川西市 実践

R1.12.10（火） 阪神・淡路大震災25年シンポジウム （特非）阪神淡路大震災
「1.17希望の灯り」 神戸市中央区 全県・地域

R1.12.10（火）～11（水）、
12.13（金）～14（土） 地域防災力向上研修 兵庫県丹波県民局 丹波篠山市、

丹波市 記念

R1.12.12（木） 兵庫県立大学フォーラム「人を守る減災の科学」 兵庫県立大学 神戸市中央区 記念

R1.12.14（土） こころ豊かな美しい東播磨をめざす実践推進大会 こころ豊かな美しい東播磨
推進会議 加古川市 記念

R1.12.14（土） 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 全県・地域
R1.12.14（土） 社会貢献学会第10回大会　フォーラム 社会貢献学会大会事務局 神戸市中央区 全県・地域

R1.12.15（日） 芦屋春日コーポラス＆春日町防災訓練 芦屋春日コーポラス自主防
災会 芦屋市 自主防

R1.12.15（日） 鳥羽小学校区防災訓練 鳥羽まちづくり協議会 明石市 自主防

R1.12.15（日） 中山台コミュニティエリア大規模避難訓練 中山台コミュニティ災害対
策委員会 宝塚市 実践

R1.12.16（月） 地震保険セミナーin神戸 （一社）日本損害保険協会近
畿支部 神戸市中央区 記念

R1.12.21（土） オープンセミナー「避難所運営や自治会活動に役立つ
無線機の選び方・操作方法を習得しよう」 伊丹防災士の会 伊丹市 記念

　1月

R2.1.4（土）
ジャパン・ヴィルトゥオーゾ・シンフォニー・オーケスト
ラ第８回兵庫公演�名手たちの交響楽団�ニューイヤー
コンサート

㈱メイ・コーポレーション 西宮市 記念

R2.1.10（金） 第15回竸基弘賞受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 神戸市長田区 全県・地域

R2.1.11（土） 震災アスベスト　記憶と記録、そして教訓の継承 震災とアスベスト実行委員
会 神戸市中央区 全県・地域

R2.1.11（土） 星和台・鳴子「とんどまつり」と「安全・安心のつどい」 星和台・鳴子とんどまつり
実行委員会 神戸市北区 実践

R2.1.11（土） 地域防災力強化訓練 洲本市立洲本第二小学校 洲本市 実践

R2.1.11（土）～12（日） 関西学院大学�災害復興制度研究所�2020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 西宮市 全県・地域

R2.1.11（土）～17（金） 震災25年・津高和一没後25年　震災写真と津高の小品展 舩橋正樹 西宮市 記念

R2.1.11（土）～20（月） 阪神・淡路大震災25年　産学官連携防災啓発プロジェ
クト

阪神・淡路大震災25年産学
官連携防災啓発プロジェク
ト実行委員会

神戸市内 記念

R2.1.12（日） 御影ぼうさいProject 御影ぼうさいProject実行
委員会 神戸市灘区 記念

R2.1.12（日） 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 神戸市長田区 全県・地域

R2.1.12（日） KIU地震・津波に向けた防災減災セミナー 神戸国際大学防災救命クラ
ブ（DPLSクラブ） 神戸市東灘区 実践

R2.1.13（月・祝） 第14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 伊丹市 記念
全県・地域

R2.1.13（月・祝） 「ひょうご安全の日」阪神北地域のつどい 兵庫県阪神北県民局 川西市 記念

R2.1.13（月・祝）
阪神・淡路大震災25年記念事業　シンポジウム「女性の
視点から災害支援を考える」今後各地で予測される災
害に向けて

認定NPO法人女性と子ど
も支援センターウィメンズ
ネット・こうべ

神戸市中央区 記念

R2.1.13（月・祝） 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 西宮市 実践
R2.1.14（火）～24（金）「ひょうご安全の日」但馬地域のつどい�災害パネル展 兵庫県但馬県民局 豊岡市 記念

R2.1.15（水）
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～」兼ひょうごユース防
災・減災ワークショップ

ひょうごユース防災・減災
ワークショップ実行委員会 神戸市垂水区 記念

全県・地域

R2.1.15（水） 震災に学ぼう 三田市立学園小学校 神戸市中央区 実践

R2.1.16（木）～17（金） 東日本大震災被災者招へい事業2020 ひょうごボランタリープラ
ザ、兵庫県 神戸市、淡路市 記念

R2.1.16（木）～17（金）
第25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 伊丹市 全県・地域

R2.1.16（木）～17（金） 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 神戸市中央区 全県・地域
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実施時期 事業名 実施団体 開催地 区分

R2.1.17（金） ひょうご安全の日のつどい ひょうご安全の日推進県民
会議 兵庫県内 －

R2.1.17（金） 神戸防災のつどい2020 災害対策セミナー実行委員
会 神戸市中央区 記念

R2.1.17（金） 生活協同組合コープこうべ第３地区本部 生活協同組合コープこうべ
第３地区本部 神戸市内 記念

R2.1.17（金） KOBE豚饅サミット®特別企画　神戸・宮城・熊本「絆」
シンポジウム

KOBE豚饅サミット実行委
員会 神戸市中央区 記念

R2.1.17（金） 「ひょうご安全の日」阪神南地域のつどい 兵庫県阪神南県民センター 尼崎市 記念
R2.1.17（金） 阪神・淡路大震災25年追悼行事 兵庫県立西脇北高等学校 西脇市 記念

R2.1.17（金） おむすびの日　普及啓発
おいしいごはんを食べよう
県民運動推進協議会、兵庫県
米穀事業協同組合、兵庫県

兵庫県内 記念

R2.1.17（金） 地域防災訓練及び「ひょうご安全の日」地域のつどい 兵庫県丹波県民局 丹波篠山市 記念

R2.1.17（金） 25年目の春へ～阪神淡路大震災チャリティコンサート
2020

Primaveraチャリティコン
サート実行委員会 神戸市灘区 全県・地域

R2.1.17（金） 阪神・淡路大震災25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 全県・地域

R2.1.17（金） 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 淡路市 全県・地域

R2.1.17（金） 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 淡路市 全県・地域

R2.1.17（金） 防災・減災シンポジウム（2020）�～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～ （公社）日本技術士会近畿本部 神戸市中央区 全県・地域

R2.1.17（金） 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 神戸市中央区 全県・地域

R2.1.17（金） ビジョンバン眼科災害医療 兵庫県眼科医会 神戸市中央区 全県・地域

R2.1.17（金） 1.17から25年あなたは何を想いますか？鎮魂と感謝の
コンサートと防災講演会 阪神大震災を考える会＆F 宝塚市 全県・地域

R2.1.17（金） 神戸500人委員会「500人鍋」と避難防災学習　伝える
＆備える

こころ豊かな人づくり神戸
500人委員会 神戸市中央区 全県・地域

R2.1.17（金） これからも震災を語りつごう!！元気アップ長田2020 阪神・淡路大震災長田振興
コンサート実行委員会 神戸市長田区 全県・地域

R2.1.17（金） 福祉避難所開設訓練及び防災体験プログラム 兵庫県立和田山特別支援学
校 朝来市 実践

R2.1.17（金） 防災体験学習会 南あわじ市立湊小学校 南あわじ市 実践

R2.1.17（金）～19（日） 兵庫芸術文化センター管弦楽団第120回定期演奏会 兵庫県、兵庫県立芸術文化
センター 西宮市 記念

R2.1.17（金）～19（日）、
1.22（水）～31（金）

阪神・淡路大震災25年�
「9131�－絵がつなぐ�あの日とそれから－」

ＮＨＫ神戸放送局、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

神戸市内 記念

R2.1.18（土） 次世代防災ジュニアリーダーによる「震災をつなぐ・伝
える」フォーラム

震災25年防災教育事業実
行委員会 神戸市中央区 記念

R2.1.18（土） 「ひょうご安全の日」西播磨地域のつどい 兵庫県西播磨県民局、上郡町 上郡町 記念

R2.1.18（土） みんなでつくる持続可能な循環型社会へ　
～災害をこえていく～ （株）タネノチカラ 淡路市 記念

R2.1.18（土） 令和元年度�中播磨地域防災講習会「“ひょうご安全の
日”中播磨のつどい」

兵庫県中播磨県民センター、
神河町 神河町 記念

R2.1.18（土）
（公社）兵庫県建築士会阪神・淡路大震災25年記念事業　
震災・復興－そのとき、なにを考えどう行動したか、今
につながる課題は－

（公社）兵庫県建築士会 神戸市長田区 全県・地域

R2.1.18（土） 和田岬地域総合防災訓練 和田岬校区防災福祉コミュ
ニティ 神戸市兵庫区 実践

R2.1.18（土） 阪神淡路大震災・東北大震災・そして今 深江南ふれあいのまちづく
り協議会 神戸市東灘区 実践

R2.1.18（土）、1.26（日）
2019年度災害と障害者のつどい　阪神・淡路大震災
25年をふりかえる～私たちは災害にどう備えればいい
のか？～

（特非）兵庫障害者センター 神戸市中央区 全県・地域

R2.1.19（日） 災害時における動物愛護及び救護関連研修会 兵庫県獣医師会 尼崎市 記念

R2.1.19（日） 阪神・淡路大震災復興25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 芦屋市 全県・地域

R2.1.19（日） 「被災地から学ぶ」講演会～大阪府北部地震における聴
覚障害者支援～ 兵庫手話通訳問題研究会 神戸市兵庫区 全県・地域

R2.1.19（日） PRAY　FROM　KOBE�～明日につなげるコンサート～ 兵庫県合唱連盟 神戸市中央区 全県・地域
R2.1.19（日） 城西地区防災訓練 城西地区連合自治会 姫路市 自主防

R2.1.19（日） ～1.17は忘れない～北甲子園口地区防災訓練 北甲子園口連合町内会自主
防災グループ 西宮市 実践

実施時期 事業名 実施団体 開催地 区分
R2.1.19（日） 自由が丘連合自主防災会防災訓練 自由が丘連合自主防災会 三木市 実践

R2.1.21（火） 阪神・淡路大震災25年　防災教育フォーラム 震災25年防災教育事業実
行委員会 神戸市中央区 記念

R2.1.22（水） 神戸大学震災復興支援・災害科学研究推進室　第８回
シンポジウム 神戸大学 神戸市灘区 記念

R2.1.22（水） 淡路地域�阪神・淡路大震災25年シンポジウム～次なる
大災害への備えを考える集い～

淡路消防保安協会、兵庫県
淡路県民局 洲本市 記念

R2.1.22（水） 国際防災・人道支援フォーラム2020 国際防災・人道支援フォー
ラム実行委員会 神戸市中央区 記念

R2.1.22（水） 障がい者の防災を考える 太子町手をつなぐ育成会 太子町 実践

R2.1.24（金） 竹下景子　詩の朗読と音楽の夕べ～明日への記憶 復興支援コンサート実行委
員会 神戸市中央区 全県・地域

R2.1.24（金） 宝塚小学校・川面地区自主防災会合同訓練、地域住民と
の勉強会 川面地区自主防災会 宝塚市 自主防

R2.1.24（金）～26（日） 2020世界災害語り継ぎフォーラム 2020世界災害語り継ぎ
フォーラム実行委員会 神戸市中央区 記念

R2.1.25（土） 1.17鎮魂と語り継ぐために　第20回記念特別演奏会 （公社）アンサンブル神戸 神戸市中央区 全県・地域
R2.1.25（土） ～1.17は忘れない～祈りのコンサート2020� 神戸室内オペラ 三田市 全県・地域

R2.1.25（土） 明石市高丘西校区防災訓練 明石市高丘西校区まちづく
り協議会 明石市 実践

R2.1.26（日） 2019年度　伊丹市総合防災訓練 伊丹市 伊丹市 記念

R2.1.26（日） 陸上自衛隊中部方面音楽隊　阪神・淡路大震災25年祈念
特別演奏会－『忘れない』『伝える』『活かす』『備える』－

陸上自衛隊中部方面音楽隊
後援会 神戸市中央区 全県・地域

R2.1.26（日） 体験型防災研修会 高座自主防災会 三木市 実践

R2.1.28（火） 国際復興フォーラム2020
国際復興支援プラットフォー
ム（IRP）、内閣府、兵庫県、
アジア防災センター（ADRC）、
国連防災機関（UNDRR）

神戸市中央区 記念
全県・地域

　2月

R2.2.1（土） 阪神・淡路大震災25年　
高校生による絆コンサート～未来へとつなぐ～

震災25年防災教育事業実
行委員会 西宮市 記念

R2.2.2（日） 令和元年度　防災とボランティアのつどい 主催：内閣府
共催：兵庫県 神戸市中央区 記念

R2.2.2（日） イザ！美かえる大キャラバン！2020 JICA�関西、国際防災研修
センター 神戸市中央区 記念

R2.2.2（日） 災害時のいのちと暮らしを守るシンポジウム 災害時のいのちと暮らしを守
るシンポジウム実行委員会 神戸市中央区 全県・地域

R2.2.2（日） 大門自主防災訓練 大門集落自主防災会 西脇市 実践
R2.2.3（月） 阪神・淡路大震災を伝える語り部フォーラム2020 人と防災未来センター 神戸市中央区 記念

R2.2.4（火） 21世紀文明シンポジウム「阪神・淡路大震災25年
～創造的復興を総括し未来へ提言する」

主催：（公財）ひょうご震災
記念21世紀研究機構、東北
大学災害科学国際研究所、
朝日新聞社
共催：神戸新聞社

神戸市中央区 記念

R2.2.8（土） 令和元年度　お米・ごはん推進フォーラム
おいしいごはんを食べよう
県民運動推進協議会、兵庫県
米穀事業協同組合、兵庫県

神戸市中央区 記念

R2.2.8（土） 稲野町LODE訓練及び避難訓練 稲野自治会 伊丹市 自主防

R2.2.8（土） 初期避難所運営訓練 売布小学校区まちづくり協
議会 宝塚市 実践

R2.2.9（日） 西宮花火大会2020　
～忘れない、いま私たちにできること～ （一社）西宮青年会議所 西宮市 記念

R2.2.9（日） 「ひょうご安全の日」　北播磨地域のつどい 兵庫県北播磨県民局 西脇市 記念
R2.2.9（日） 城巽地区自主防災訓練 城巽地区連合自治会 姫路市 自主防
R2.2.9（日） 令和元年度久代自主防災会防災訓練 久代自主防災会 川西市 自主防
R2.2.9（日） 東本町自主防災訓練 東本町自主防災会 西脇市 自主防
R2.2.9（日）、2.16（日） 小学生の防災マップづくり 生島西自主防災会 尼崎市 実践
R2.2.10（月）～
11（火・祝）

1.17は忘れない「地域防災訓練」「阪神淡路大震災から
25年～朗読コンサート～被災地に心を寄せて」 岩園コミュニティ・スクール 芦屋市 実践

R2.2.10（月）～15（土） 阪神・淡路大震災25年　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 神戸市中央区 全県・地域

R2.2.14（金）～16（日） 第10回記念�全国学生防災書道展 全国学生防災書道展実行委
員会 神戸市灘区 全県・地域

R2.2.15（土） 清水ケ丘自治会自主防災訓練 清水ヶ丘自治会 明石市 自主防

R2.2.16（日） 1995年阪神・淡路大震災から25年「大災害から難病患
者の命を守る取り組み」

（一社）兵庫県難病団体連絡
協議会 神戸市中央区 全県・地域
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実施時期 事業名 実施団体 開催地 区分
R2.2.16（日） 第４回錦が丘防災フェスティバル 錦が丘校区まちづくり協議会 明石市 実践
R2.2.21（金） 人と防災未来センター見学 三木市立自由が丘中学校 神戸市中央区 実践

R2.2.22（土） ひょうご災害医療フォーラム
阪神・淡路大震災25年ひょ
うご災害医療フォーラム実
行委員会

神戸市中央区 記念

R2.2.23（日・祝） おやこでBOUSAI〈防災〉inNADA～子どもの命を守
るために～

なだっこプロジェクト実行
委員会 神戸市灘区 全県・地域

R2.2.23（日・祝） 平岡防災ウィンヒルズ土山自治会自主防災組織第6回
防災イベント ウィンヒルズ土山自治会 加古川市 実践

R2.2.24（月・祝）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

震災25年「共助を支える資金の流れを考える」シンポジ
ウム事業

認定NPO法人しみん基金・
こうべ 神戸市中央区 全県・地域

R2.2.25（火）～27（木） Huuugなりきりステージ （一社）ハーグ兵庫支部 神戸市、洲本市 全県・地域
R2.2.29（土） 花園校区要支援者避難訓練 花園校区まちづくり協議会 明石市 自主防
R2.2.29（土）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

令和元年度けやき坂地区総合防災訓練の実施 けやき坂自主防災会 川西市 自主防

　3月
R2.3.1（日）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

第13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 神戸市灘区 全県・地域

R2.3.1（日） 高岡地区防災訓練 高岡地区連合自治会 姫路市 自主防
R2.3.1（日）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

中央自治会防災訓練 中央自治会 川西市 実践

R2.3.4（水）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

令和元年度防災講座 （福）神戸市灘区社会福祉協
議会 神戸市灘区 実践

R2.3.7（土）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

阪神・淡路大震災25年事業 武庫が丘高層住宅自治会 三田市 実践

R2.3.8（日）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

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.10

「みんな元気になろう・びっ
くり箱」実行委員会 宝塚市 全県・地域

R2.3.8（日）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

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 宝塚市 全県・地域

R2.3.8（日）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

魚住まちづくり協議会　自主防災訓練 魚住まちづくり協議会 明石市 自主防

R2.3.8（日）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

武庫小校区防災避難訓練 武庫小校区まちづくり連絡
協議会 三田市 実践

R2.3.8（日）、3.15（日）、
3.22（日）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

地震発生時及び土砂災害の危険に対処する防災訓練と
研修会 阪急青葉台自治会 宝塚市 自主防

R2.3.15（日）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

1.17を忘れない�～アスタスティールパンコンサート
2020

アスタ新長田スティールパ
ン振興会 神戸市長田区 全県・地域

R2.3.16（月）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

神戸地域ビジョン委員会みんなでつながり支えあう会
震災イベント「震災復興とヨガ」 神戸地域ビジョン委員会 神戸市長田区 記念

R2.3.16（月）
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため開催見
送り】

～阪神・淡路大震災25年～巨大災害国際シンポジウム （公財）ひょうご震災記念
21世紀研究機構 東京都江東区 記念

R2.3.20（金・祝）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

皆でやろう防災訓練 西多田自主防災会 川西市 実践

R2.3.21（土）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

神戸鹿児島県人会連合会結成60周年記念大会 神戸鹿児島県人会連合会 神戸市中央区 全県・地域

R2.3.22（日） 忘れない、防災意識を高めよう！東北作業所応援市
2020

ガリレオクラブインターナ
ショナル 神戸市灘区 全県・地域

R2.3.22（日）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

－アルカディアイースターコンサートNo.39－�追悼の
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 西宮市 全県・地域

実施時期 事業名 実施団体 開催地 区分
R2.3.22（日）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

イザ！カエルキャラバン！�in�百合学園 （学）百合学園 尼崎市 実践

R2.3.28（土）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

KSC男声合唱団第7回演奏会（阪神・淡路大震災から復
興25年・当団創立20周年） KSC男声合唱団 神戸市中央区 全県・地域

R2.3.28（土）�
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止】

ふれあい芦屋マダン2020－安心・安全・共生のまちづ
くり－

ふれあい芦屋マダン2020
実行委員会 芦屋市 全県・地域

R2.3.28（土） 可動式ポンプを利用した水害時火災時緊急対応活動 加古川グリーンシティ防災
会 加古川市 自主防

R2.3.29（日） 令和元年度乙原区防災訓練 乙原自主防災会 三田市 自主防
　通年又は数ヶ月にわたって実施されたもの

H30.7月～R1.6月 個別支援計画の策定 大島町中自治会 小野市 実践、
専門家

H30.8月～R1.7月 地区防災計画の策定 清水自主防災会 多可町 実践、
専門家

H30.11月～R1.10月 個別支援計画の策定 大原・桂木ふれあいのまち
づくり協議会 神戸市北区 実践、

専門家

H31.1月～R1.8月 避難所自主運営マニュアル策定事業 高柳地区自治協議会 養父市 実践、
専門家

H31.4月～R2.3月 教訓活用研究事業 ひょうご安全の日推進県民
会議 兵庫県内 記念

H31.4月～R2.3月 防災と福祉の連携促進モデル事業 防災と福祉の連携促進モデ
ル事業実行委員会 兵庫県内 記念

H31.4月～R2.3月 自主防災組織体制強化推進事業 兵庫県 兵庫県内 記念
H31.4月～R2.3月 高齢者・障害者自助力強化推進事業 兵庫県 兵庫県内 記念
H31.4月～R2.3月
（シンポジウム：
R2.2.20（木））

マイ避難カードの作成による住民の避難行動の支援�
いのちを守る避難行動を考えるシンポジウム 兵庫県、神戸地方気象台 兵庫県内 記念

H31.4.1（月）～
R2.3.31（火） 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 神戸市他 全県・地域

H31.4.13（土）～
R2.3.21（土）

阪神・淡路大震災25年目の震災体験者インタビュー冊
子作成を通じた震災体験と防災・減災の教訓発信

阪神大震災を記録しつづけ
る会 神戸市他 全県・地域

R1.5月～R2.2月 「震災を知る、震災に触れる」体験学習推進事業 震災25年防災教育事業実
行委員会

神戸市、
三木市、淡路市　記念

R1.5月～R2.3月 阪神・淡路大震災25年キャンペーン ひょうご安全の日推進県民
会議 兵庫県内 記念

R1.5月～R2.4月 要援護者　個別支援計画策定に係る研修と避難訓練 古新自主防災会 高砂市 実践、
専門家

R1.6月～R2.3月 企業BCP策定支援事業 兵庫県 兵庫県内 記念
募集：R1.6月～9月、
表彰式：R1.10.19（土）令和元年度「食育絵手紙」コンクール 兵庫県 兵庫県内 記念

R1.6月～R2.5月 港島地区防災対策委員会－地区防災計画の作成を目指
して－ 港島自治連合協議会 神戸市中央区 実践、

専門家

R1.6.14（金）～
R2.2.8（土） 令和元年度（第22回）お弁当・おむすびコンテスト

おいしいごはんを食べよう
県民運動推進協議会、兵庫県
米穀事業協同組合、兵庫県

兵庫県内 記念

R1.7月～R2.1月 震災・学校支援チーム（EARTH）被災地訓練・研修・報告会 震災25年防災教育事業実
行委員会

宮城県、熊本県、
兵庫県内 記念

製作：R1.7月～R2.1月
上映：R2.2月 若者たちによる震災を語り継ぐ　動画製作プロジェクト

「若者たちによる震災を語
り継ぐ　動画製作プロジェ
クト」実行委員会

神戸市内 記念

R1.7.6（土）、9.7（土）、
11.2（土）、12.1（日） サンハイツ宝塚・総合防災訓練 サンハイツ宝塚管理組合・

防災会 宝塚市 実践

R1.7月～R2.3月 要援護者支援計画の作成 岩屋ふれあいのまちづくり
協議会 神戸市灘区 実践、

専門家
R1.7月～R2.3月 個別支援計画の策定 筑紫が丘自治会 神戸市北区 専門家

R1.7月～R2.4月 要援護者　個別支援計画策定＆「周知と避難訓練」 魚橋北自主防災会 高砂市 実践、
専門家

R1.7月～R2.6月 避難所自主運営マニュアルの策定 打出小槌町自主防災・防犯
会 芦屋市 専門家

R1.7.20（土）、8.17（土）、
9.14（土）、10.27（日） 防災先進地区の活動継続事業 東白川台防災委員会 神戸市須磨区 実践

R1.8月～R2.3月 県民ボランタリー活動実態調査 ひょうごボランタリープラ
ザ、兵庫県 兵庫県内 記念

R1.8月～R2.3月 2019防災市民サミット＆防災ガイドブックVol.5 （特非）ユニバーサル・ス
ポーツ振興協会 神戸市内 全県・地域
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実施時期 事業名 実施団体 開催地 区分
R1.8.4（日）、9.1（日）、
11.3（日・祝）、
R2.3.1（日）

種々防災体験又は訓練等に参加し、いざの時の防災、減
災に生かす。 三ノ島自主防災会 加古川市、

高砂市 実践

R1.8.4（日）、9.8（日）、
10.26（土） 民団防災対策委員会「阪神・淡路震災25年事業」 韓国民団兵庫県本部�防災

対策委員会 神戸市長田区 全県・地域

R1.8.21（水）～
R2.3.14（土） 日本と世界の被災地をつなぐ防災フォーラム2020 アジア子ども基金 神戸市中央区、

灘区 全県・地域

R1.8.28（水）、
R2.1.19（日） くにうみの島　震災メモリアルイベント2019 くにうみの島音楽フェス実

行委員会 南あわじ市 全県・地域

R1.9.7（土）、11.3（日・祝）
R2.1.13（月・祝）、
1.17（金）、2.3（月）、
2.16（日）

「1.17を忘れないたかさご集会」等 防災リーダーたかさご 高砂市 実践

R1.9.7（土）、
R2.1.26（日） 青野ヶ原町防災研修会・３町合同防災研修会 青野ケ原町自主防災組織 小野市 自主防

R1.9.8（日）、12.1（日）、
12.14（土）

避難所での避難体験訓練、および救急救命講習会、炊き
出し訓練

多田東コミュニティ自主防
災会 川西市 実践

R1.9.11（水）～
10.10（木）、
12.17（火）、
R2.1.11（土）～
1.24（金）

震災25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 神戸市中央区、

長田区、淡路市 全県・地域

R1.9.14（土）、10.12（土）1.17忘れない、教訓の継承と地域交流 兵庫県健康生きがいづくり
協議会 神戸市中央区 全県・地域

R1.9.14（土）～15（日）、
10.26（土）、12.21（土） 一小校区避難所運営訓練 宝塚第一小学校区まちづく

り協議会 宝塚市 実践

R1.9.18（水）～
R2.2.8（土） 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

神戸市、赤穂市、
姫路市、養父市、
西宮市、
丹波篠山市

全県・地域

R1.9.20（金）～
10.12（土）
R1.10.19（土）～
R2.2.15（土）

阪神･淡路大震災25年メモリアル特別展示
1995.1.17から25年　「振り返る阪神・淡路大震災」

兵庫県、人と防災未来セン
ター 神戸市中央区 記念

R1.10.2（水）、
11.21（木）、11.25（月） 耐震リフォーム達人フォーラム

耐震リフォーム達人フォー
ラム実行委員会

神戸市中央区、
豊岡市、姫路市 記念

R1.10.11（金）～
R2.2.4（火）

神戸大学附属図書館令和元年度資料展「阪神・淡路大震
災25年　あのときとこれから」 神戸大学附属図書館 神戸市灘区 記念

R1.10.19（土）～
R2.2.15（土）

天皇陛下御即位記念　阪神・淡路大震災25年特別写真
展　皇室と兵庫の25年－ともに歩んだ震災からの創造
的復興

兵庫県 神戸市中央区 記念

R1.10.29（火）、
12.16（月）、12.18（水）

地域と未来をつなぐ“ひょうご基幹道路ネットワーク”
シンポジウム

地域と未来をつなぐ“ひょ
うご基幹道路ネットワー
ク”シンポジウム実行委員
会

神戸市中央区、
加古川市、
豊岡市

記念

発売：R1.10.29（火）～「ひょうごBOSAI天然水」の開発 神戸学院大学（協力：兵庫県） 兵庫県内 記念
R1.11月～R2.3月 「ひょうご『学ぼう災』かるた」の作成・配布 兵庫県阪神北県民局 阪神地域 記念

R1.11月～R2.3月 地区防災計画の策定 上野地区防災福祉コミュニ
ティ 神戸市灘区 実践、

専門家
R1.11.5（火）～
R2.2.27（木） あなたの街の防災セミナー あいおいニッセイ同和損害

保険（株） 西宮市 記念

R1.11.25（月）、
12.13（金）、
R2.1.5（月）、1.14（火）、
1.17（金）

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 神戸市長田区 全県・地域

R1.12月～R2.3月 震災25年防災デザイン教育普及事業 震災25年防災デザイン教
育普及実行委員会 神戸市内 記念

R1.12月～R2.3月
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 神戸市長田区 全県・地域

R1.12.1（日）～
R2.3.31（火）

阪神淡路大震災　震災高齢者・震災障害者22名の証言
記録（動画）－震災20年が経過した時点から－

（特非）阪神淡路大震災よろ
ず相談室 大阪府吹田市 全県・地域

R1.12月～R2.3月 地区防災計画策定 河原防災福祉コミュニティ 神戸市灘区 実践、
専門家

R1.12月～R2.3月 地区防災計画策定 灘中央防災福祉協議会 神戸市灘区 実践、
専門家

R1.12月～R2.11月 地区防災計画策定 ひよどり地区防災福祉コ
ミュニティ 神戸市兵庫区 実践、

専門家
R1.12.2（月）～
R2.1.31（金） 阪神・淡路大震災25年事業　写真展「原点　記録を残す」 西宮市 西宮市 記念

実施時期 事業名 実施団体 開催地 区分
R1.12.2（月）～
R2.2.28（金） キッズ防災検定 （特非）検定協議会 兵庫県内 全県・地域

R1.12.15（日）、
R2.2.9（日）

養田町づくり委員会世代間交流、防災・減災フェスティ
バル並びに防災学習 養田町づくり委員会 加古川市、神戸

市中央区 実践

R1.12.16（月）～17（火）、
R2.1.9（木）、
R2.1.12（日）～18（土）

阪神・淡路大震災25年パネル写真展「#知らなかった震
災25年」 神戸大学メディア研 神戸市灘区 記念

R1.12.22（日）、
R2.1.17（金） 地域交流防災訓練と震災25年1・17追悼の集い 長田区日吉町５丁目町内会 神戸市長田区 実践

R2.1月～R2.3月 育ヶ丘町防災力強化事業 育ヶ丘町自治会 小野市 実践
R2.1.2（木）～
R2.7.12（日）
【新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、
3.3（火）午後から5月末
まで臨時休館】

人と防災未来センター　震災25年特別展示 人と防災未来センター 神戸市中央区 記念

R2.1.11（土）、2.1（土）、
2.15（土）

はらっぱ40周年防災プロジェクト�
～経験を伝え、学び、未来に備えよう～ （特非）はらっぱ 西宮市 全県・地域

R2.1.14（火）～
3.31（火）

阪神・淡路大震災25年写真展
～震災の記録と復興のあゆみ～ 伊丹市 伊丹市 記念

R2.1.17（金）、2.9（日） 防災月間「防災力を高めよう　実践しよう」 いきいきエイト 神戸市灘区 実践

R2.1.17（金）～4.30（木） 阪神・淡路大震災25年「備えよう」キャンペーン
兵庫県電設資材卸業協同組
合、兵庫県電気工事工業組
合

兵庫県内 記念

R2.1.18（土）、2.1（土） 江井島校区自主避難訓練「私の避難所に行こう」 江井島まちづくり協議会 明石市 自主防

R2.1.19（日）、3.29（日）防災訓練を通じて未来に託す子どもたちに伝える大人の役割と立場
（特非）大原・桂木OKサポー
ト 神戸市北区 全県・地域

R2.1.26（日）、2.9（日）他 ジュニア・地域防災スクール 主催：兵庫県東播磨県民局
実施：兵庫県防災士会 東播磨地域 記念

R2.2月～R2.11月 柏尾台地区防災計画（素案）作成および防災訓練実施 六甲柏尾台住宅団地管理組
合法人 神戸市北区 実践、

専門家

R2.3月～R3.2月 地区防災計画策定 堀越自治会 神戸市北区 実践、
専門家

R2.3月～R3.2月 地区防災計画策定 桜の宮防災福祉コミュニ
ティ 神戸市北区 実践、

専門家

発災時 大規模災害ボランティア活動応援プロジェクト ひょうごボランタリープラ
ザ、兵庫県 兵庫県内他 記念

発災時等�
【県内で大規模災害が
なく未実施】

「ひょうご災害ボランティア協働会議」 ひょうごボランタリープラ
ザ、兵庫県 兵庫県内 記念

198 199



アース製薬(株)�
イオンリテール(株)
岩手県
エア・ウォーター防災(株)
江崎グリコ(株)
(株)エヌ・ティ・ティ・データ関西
エム・シーシー食品(株)
大阪ガス(株)
大塚製薬(株)
岡山県
(株)カネカ
カネテツデリカフーズ（株）
(株)カンスト
キッコーマン食品(株)
キリンビバレッジ(株)
熊本県
(株)ケーズデンキHAT神戸店
神戸学院大学
(株)神戸国際会館
神戸市危機管理室
神戸市交通局
神戸新交通(株)
神戸電鉄(株)
神戸元町商店街連合会
こくみん共済coop兵庫推進本部
山陽電気鉄道(株)
(株)芝本商店

生活協同組合コープこうべ
損害保険ジャパン(株)
(株)タクミナ�
ＴＯＡ(株)
(株)デンソーテン
(株)NTTドコモ神戸支店
西日本電信電話(株)兵庫支店
西日本旅客鉄道(株)
日産プリンス兵庫販売(株)
日本カイロ工業会
日本電気(株)
(一社)日本フランチャイズチェーン
協会
パナソニック(株)
阪急電鉄(株)
阪神･淡路大震災記念�人と防災未来
センター
阪神電気鉄道(株)
バンドー化学(株)
(一社)兵庫県ＬＰガス協会
兵庫県環境整備事業協同組合
(一社)兵庫県高圧ガス保安協会
(一社)�兵庫県産業資源循環協会
(一社)兵庫県信用金庫協会
(一社)兵庫県信用組合協会
兵庫県信用保証協会
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会

(一社)兵庫県電業協会
兵庫県立美術館
兵庫六甲農業協同組合
福島県
富士通(株)
フジッコ(株)
(株)ブルボン
プロクター･アンド･ギャンブル・
ジャパン(株)
(株)ホームセンターアグロ
北海道
ポッカサッポロフード＆ビバレッ
ジ(株)
三ツ星ベルト(株)
(株)みなと銀行
宮城県
(株)メゾネットHATなぎさの湯
(株)モリタホールディングス
(同)ユー・エス・ジェイ
UCCホールディングス(株)
雪印メグミルク(株)
横田瀝青興業(株)
ライオンズクラブ国際協会�
335-Ａ地区
六甲バター(株)
和田興産(株)

� （50音順、敬称略）

ひょうご安全の日のつどい　協力・協賛企業、団体

阪神・淡路大震災 25年事業記録誌
震災を風化させない－「忘れない」「伝える」「活かす」「備える」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和２年10月発行

編集／発行　ひょうご安全の日推進県民会議
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）
制作　商工印刷株式会社




