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作成年月日 令和２年８月 24 日 

作 成 部 局 
課 室 名 

企画県民部防災企画局 
復 興 支 援 課 

 

 

フェニックス共済 加入強化月間(９月)の実施 

 

今年９月に制度創設 15 周年を迎える「兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）」

では、毎年９月を「加入強化月間」と位置づけ、制度の周知及び加入促進の強化を図って

います。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染状況や拡大防止策も踏まえて、これまでの

イベント中心のキャンペーンから、県内のマスメディアや住民向け防災講座等を活用した

ＰＲに転換し、市町や関連団体・企業等との連携のもと、様々な取組みを集中的に実施し

ます。 

 

１ 実施期間  令和２年９月（１ヵ月間） 

 ※ 一部10月にかかる事業もあります。 

２ 主な取組 

(1) 県内のマスメディアやＳＮＳを活用したスタートアップＰＲの実施 

９月の加入強化月間に併せて、皆様の関心を高めるために、(公財)兵庫県住宅再建

共済基金で初めて制作した 15 秒のテレビスポットＣＭをサンテレビジョンで、20 秒

のラジオスポットＣＭをラジオ関西及びKiss FM KOBEで放送するほか、ひょうごチャ

ンネルの動画配信などで配信していきます。 

なお、９月１日には、スタートアップＰＲとして、テレビ及びラジオで回数を増や

して放送するほか、市町へ依頼して、庁舎等で放送予定です。 

① テレビスポットＣＭ 

「お守りはばタン」をモチーフにしたイラストで、あらゆる自然災害に対応する

フェニックス共済をＰＲする15秒ＣＭ。 

サンテレビのほかに、三宮センター街（ジュンク堂書店前）に設置されている大

型スクリーンや県内のＣＡＴＶでも放送、フェニックス共済ＨＰでも視聴が可能。 

② ラジオスポットＣＭ 

テレビＣＭと連動したあらゆる自然災害に対応するフェニックス共済をＰＲす

る20秒ＣＭ。 

ラジオ関西及びKiss FM KOBEのほか、県内のコミュニティＦＭでも放送予定。 

③ ＳＮＳによる情報発信 

ひょうごチャンネルでの動画配信や、兵庫県や(公財)兵庫県住宅再建共済基金の

Facebookなどで情報発信 

 

 



- 2 - 
 

(2) 住民向けの防災講座などでＰＲを展開（※別紙１、15地域15回） 

市町が開催する住民向けの防災講座や、災害発生の恐れが高い地域において開催す

る住民説明会等でフェニックス共済をＰＲ。 

(3) 各種媒体による広報 

① 市町広報紙及びＣＡＴＶ等を活用したＰＲ 

ア 県民だよりひょうご地域版や19市町の広報紙への記事掲載 

西宮市、伊丹市、宝塚市、三田市、猪名川町、三木市、小野市、加西市、加東

市、西脇市、多可町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、洲本市、

南あわじ市、淡路市 

イ ＣＡＴＶでのＰＲ 

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、上郡町、洲本市、南あわじ市 

ウ コミュニティＦＭでのＰＲ 

尼崎市、西宮市・芦屋市、姫路市 

エ 防災行政無線によるＰＲ 

養父市、丹波市、南あわじ市 

オ 防災ネットによる情報発信 

宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、丹波篠山市 

② 加入申込書付きパンフレット等配布及び回覧（約23万部） 

神戸市西区春日台、神戸北区星和台等、尼崎市武庫川町、宝塚市、小野市、三木市、

福崎町、西播磨地域、豊岡市、養父市、洲本市、淡路市 

③ その他の広報 

ア 路線バスの車体広告によるＰＲ（但馬地域） 

イ 会議等でのパンフレットの集中的な配布 

ウ 県民局･県民センターでのフェニックス共済動画の放映や懸垂幕の掲示 

エ 公用車に啓発用ボディパネルを貼付してＰＲ（但馬地域） 

(4) 加入促進の取組 

① 出前受付の実施（※別紙２、29地域35回） 

市役所・町役場等のロビーや公民館等に、加入相談コーナーを設置し、来所者や

職員への広報・加入受付を実施 

② 各種団体等への呼びかけ強化 

ア 企業・団体等へのトップセールスの実施 

イ 共済制度推進会議構成団体が実施する会議等での制度説明と加入呼びかけ 

③ 損害保険会社との連携 

兵庫県と三井住友海上火災保険㈱、損害保険ジャパン㈱、東京海上日動火災保険

㈱、あいおいニッセイ同和損害保険㈱及び共栄火災海上保険㈱の地域防災力向上に

係る相互協力協定に基づき、５社の主要代理店を通じたフェニックスサポーターと

しての加入促進活動の実施 
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■フェニックス共済ＨＰ http://phoenix.jutakusaiken.jp/index.html 

フェニックス共済  検索   ～ネットからの申込みも可能！！～ 

 

【問い合わせ先】 

  (総括) 兵庫県住宅再建共済基金事務局 企画管理課      ℡078-362-9399 

      神戸県民センター ・事務局参事（神戸地域担当）   ℡078-647-9103 

         阪神南県民センター・事務局参事（阪神南地域担当） ℡06-6481-7796 

         阪神北県民局   ・事務局参事（阪神北地域担当） ℡0797-83-3107 

         東播磨県民局   ・事務局参事（東播磨地域担当） ℡079-421-9004 

         北播磨県民局   ・事務局参事（北播磨地域担当） ℡0795-42-9303 

         中播磨県民センター・事務局参事（中播磨地域担当） ℡079-281-9017 

         西播磨県民局   ・事務局参事（西播磨地域担当） ℡0791-58-2103 

         但馬県民局    ・事務局参事（但馬地域担当）  ℡0796-26-3602 

         丹波県民局    ・事務局参事（丹波地域担当）  ℡0795-73-3712 

         淡路県民局    ・事務局参事（淡路地域担当）  ℡0799-26-2001 
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 防災講座等での広報の実施  

※加入相談コーナー設置は◎を記載 

実施主体 実施日・時間 実施場所 実施内容 

基金本部・ 

阪神南県民ｾﾝﾀｰ 

9月20日(日) 

10:00～12:00 

尼崎市 

市立中央中学校 

「兵庫県･阪神地域合同防災訓練」 

◎ブースを設置してＰＲ 

啓発資材の配布、啓発パネルの展示 

阪神北県民局 ９月全般 

宝塚市 

 新名神高速道路 

宝塚北サービスエリア 

「ひょうご北摂魅力情報発信コーナー」 

 啓発資材の配布 

中播磨県民ｾﾝﾀｰ 

9月 4日(金) 

 

姫路市 

手柄公民館 

「姫路市防災講座」 

パンフレットの配布 

9月 6日(日) 

 

姫路市 

白鳥小学校 

「姫路市防災講座」 

パンフレットの配布 

9月 6日(日) 
姫路市 

 安室公民館 

「姫路市防災講座」 

パンフレットの配布 

9月 6日(日) 
姫路市 

妻鹿小学校 

「姫路市防災講座」 

パンフレットの配布 

9月18日(金) 
姫路市 

家島公民館 

「姫路市防災講座」 

パンフレットの配布 

西播磨県民局 
9月 6日(日） 

9:30～16:30 

上郡町 

西播磨県民局 

「ひょうご防災リーダー講座」 

啓発資材の配布 

但馬県民局 

9月13日(日) 

9:00～12:00 

豊岡市 

日高地区コニュニティセンター 

「防災ワークショップ」 

啓発資材の配布 

9月20日(日) 

9:00～12:00 

豊岡市 

清滝地区コニュニティセンター 

「防災ワークショップ」 

啓発資材の配布 

丹波県民局 

9月5日(土) 

9:30～12:00 

13:00～15:30 

丹波市 

新井ふれあいｾﾝﾀｰ 

「土砂災害特別警戒区域指定にかかる住民個別説明会」  

◎ブースを設置してＰＲ 

啓発資材の配布 

9月6日(日) 

9:30～12:00 

13:00～15:30 

丹波市 

兵庫県柏原総合庁舎 

職員福利ｾﾝﾀｰｰ 

「土砂災害特別警戒区域指定にかかる住民個別説明会」  

◎ブースを設置してＰＲ 

啓発資材の配布 

9月26日(土) 

9:30～12:00 

丹波篠山市 

西紀しゃくなげ会館 

「土砂災害特別警戒区域指定にかかる住民個別説明会」  

◎ブースを設置してＰＲ 

啓発資材の配布 

9月26日(土) 

13:00～15:30 

丹波篠山市 

大山小学校体育館 

「土砂災害特別警戒区域指定にかかる住民個別説明会」  

◎ブースを設置してＰＲ 

啓発資材の配布 

9月27日(日) 

9:30～12:00 

13:00～15:30 

丹波篠山市 

西紀老人福祉ｾﾝﾀｰ 

「土砂災害特別警戒区域指定にかかる住民個別説明会」  

◎ブースを設置してＰＲ 

啓発資材の配布 

  

別紙１ 
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出前受付の実施 

実施主体 実施日・時間 実施場所 実施内容 

阪神南県民ｾﾝﾀｰ 

9月 7日(月） 
10:00～15:00 

芦屋市役所 
来所者への啓発と加入相談・受付 
※事前に防災ネットで制度紹介と併せて告知 

9月23日(水) 
10:00～15:00 

西宮市役所 
来所者への啓発と加入相談・受付 
※事前に西宮市広報誌(8月23日号)、防災ネ

ットで制度紹介と併せて告知 

阪神北県民局 

9月 8日(火) 

10:00～16:00 
宝塚市役所 

来所者への啓発と加入相談・受付 

※事前に宝塚市広報誌(9 月号)、防災ネット

で制度紹介と併せて告知 

9月16日(水) 

10:00～15:00 
猪名川町役場 

来所者への啓発と加入相談・受付 

※事前に猪名川町広報誌(9 月号)、防災メー

ルで制度紹介と併せて告知 

9月25日(金） 

10:00～15:00 
三田市役所 

来所者への啓発と加入相談・受付 

※事前に三田市広報誌(9 月号)、防災メール

で制度紹介と併せて告知 

9月30日(水) 

10:00～16:00 
川西市役所 

来所者への啓発と加入相談・受付 

※事前に防災メールで制度紹介と併せて告知 

東播磨県民局 

9月 7日(月） 
9月 8日(火） 
9月 9日(水） 
9月10日(木） 

10:00～15:00 

明石市役所 来所者への啓発と加入相談・受付 

※事前に県民だより9月号、チラシの配布 

で告知 9月15日(火） 
9月16日(水） 

10:00～15:00 
加古川総合庁舎 

北播磨県民局 

9月14日(月) 
9月15日(火) 

10:00～15:00 
小野市役所 

来所者への啓発と加入相談・受付 

※事前に各市町広報(9 月号)、県民だより 9

月号、ひょうご防災ネットで告知 

9月28日(月) 

10:00～15:00 
加東市役所 

10月5日(月) 
10月6日(火) 

10:00～15:00 
三木市役所 

中播磨県民ｾﾝﾀｰ 
9月 7日(月) 

10:00～16：00 
福崎町役場 

来所者への啓発と加入相談・受付 

※事前に県民だより9月号、ひょうご防災ネ

ットで告知 

西播磨県民局 

9月16日(水) 

11:00～15:00 
赤穂市役所 

来所者への啓発と加入相談・受付 

※事前に回覧広報あこうで告知 

9月 4日(金) 赤穂市 尾崎公民館 

来所者への啓発と加入相談・受付 

※事前にハザードマップを印刷したチラシを

地区ごとに配布(9月)し告知 

9月11日(金) 赤穂市 城西公民館 

9月18日(金) 赤穂市 赤穂西公民館 

9月23日(水) 赤穂市 有年公民館 

10月 2日(金) 赤穂市 御崎公民館 

10月 7日(水) 赤穂市 高雄公民館 

10月 9日(金) 赤穂市 坂越公民館 

10月16日(金) 赤穂市 中央公民館 

10月23日(金) 赤穂市 塩屋公民館 

別 紙 ２ 
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但馬県民局 
9月18日(金) 

10:00～15:00 

養父市 

八鹿公民館 

来所者への啓発と加入相談・受付 
※事前にチラシを全戸配布(9 月)、防災無線

で告知 

丹波県民局 

9月 7日(月) 

10:00～12:30 
丹波篠山市市民ｾﾝﾀｰ 

来所者への啓発と加入相談・受付 
※事前に新聞折込チラシで告知 9月 8日(火) 

10:00～12:30 

丹波市 
ゆめタウン丹波 

淡路県民局 

9月 ７日(月) 

9:00～12:00 
南あわじ市役所 

来所者への啓発と加入相談・受付 

※事前に各市広報(9月号)で告知 

9月11日(金) 

10:00～12:00 
淡路市役所 

9月23日(水) 

9:30～12:00 
洲本市役所 

9月25日(金) 

10:30～15:00 

南あわじ市 

 福良市民交流ｾﾝﾀｰ 

 


