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東日本大震災・熊本地震への取組み 

 

１．被災地派遣職員活動報告会の開催 
  兵庫県及び県内市町から東日本大震災及び熊本地震被災地に派遣されていた職員によ

る活動報告会を開催し、県・市町の枠を超えて、被災地支援業務を通じて得た経験と教

訓の共有を図ります。 
 
（１）概 要 

①日  時 平成２８年７月１３日(水) １４：３０～１７：３０ 

②場  所 兵庫県民会館 11 階パルテホール １５０人程度 

③参加者 派遣職員 

・27 年度に東日本大震災被災地に派遣されていた県・市町職員 

        ・熊本地震被災地に関西広域連合支援チーム等で派遣されていた県・市町職員 

          ・防災士、防災リーダー等被災地支援に関心のある県民、行政職員 

（２）次  第 

１４：３０ 開 会 

 第１部 東日本大震災被災地での支援活動 

平成 27 年度に宮城県内市町へ派遣された職員からの活動報告 

        総括コメント 

        （休 憩） 

１５：４５ 第２部 熊本地震被災地での活動報告 

        熊本地震における関西広域連合の支援 

        パネルディスカッション～益城町現地連絡所での支援活動～ 

       ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  紅谷 昇平 兵庫県立大学防災教育研究ｾﾝﾀｰ准教授 

       パネリスト 現地連絡所・統括  山田 聖一 兵庫県道路公社理事長 

             同・避難所支援  太田 真豪  西宮市水路治水課副主査 

             同・保健師     春藤由里子 加古川健康福祉事務所所長補佐兼地域保健課長 

同・家屋被害認定 伊郷勇一郎 淡路市まちづくり政策課課長補佐 

             同・町災害対策本部支援 荒木 裕子 人と防災未来ｾﾝﾀｰ主任研究員 

１７：３０ 閉 会 

 

（３）参加申込み 

 参加を希望される方の住所・氏名・連絡先を fax・メール等で事務局(復興支援課)

までご連絡ください。先着順で受け付けます。 

 

＜お問合せ・申込み先＞ 

（１）事業内容 企画県民部防災企画局防災企画課 tel078-362-9808 

（２）申 込 み 企画県民部防災企画局復興支援課  tel078-362-9832 

Fax078-362-4459 Mail:fukkoushien@pref.hyogo.lg.jp 

 

 

作成年月日 平成 28 年６月 28 日 

作成部局  
企画県民部芸術文化課 
企画県民部防災企画課 
農政環境部農業経営課 



２ 

 

２．平成 28年度「がんばろう東日本・熊本！アート支援助成事業」の実施 
県内の芸術文化団体・グループが被災地で行う芸術文化活動や、被災地の芸術文化団

体とともに県内で実施する交流活動を支援することにより、被災者のこころの復興、被

災地芸術文化団体等の復興に寄与することを目的として、「がんばろう東日本・熊本！ア

ート支援助成事業」の募集を６月２７日から開始します。 

今年度から、東日本大震災の宮城県に加え、熊本地震の被災地における芸術文化活動

も事業対象に追加して実施します。 

 
（１）対象事業 

①宮城県を中心とした周辺被災地及び熊本地震の被災地における芸術文化活動事業 

仮設住宅や復興住宅の集会所、学校、文化施設等での音楽、演劇、舞踊、伝統芸

能等の公演、又は美術、書道、写真等の展示、ワークショップなどで、次の実施形

態のものを対象とする。 

【実施形態】 

ア 被災者のこころを癒し、再び生きる力と希望をもたらすことが期待できる事業内容 

イ 上記アの事業活動に合わせて、現地の芸術文化団体等との交流を実施する事業内容 

ウ 上記ア及びイに加え、兵庫県内で現地の芸術文化団体等と交流する事業内容 

②兵庫県内での芸術文化交流活動事業 

本助成事業に参加実績がある団体等が、兵庫県内で現地の芸術文化団体等ととも

に実施する芸術文化交流活動 

 

（２）対象事業実施期間 

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの間に実施される事業 

 

（３）助成対象経費及び助成金額 

①助成対象経費 

ア 宮城県を中心とした周辺被災地及び熊本地震の被災地での活動 

旅費、宿泊費、楽器等運搬費、車両借上費、傷害保険料 等 

イ 兵庫県内での芸術文化交流活動 

会場費、舞台人件費、印刷費 等 

②助成金額 

上記助成対象経費ア及びイの合計金額で、１団体あたり最大 30 万円とする。 

（１団体につき１件とする。） 

 

（４）募集期間 

平成 28 年 6 月 27 日（月）から平成 28 年 8 月 31 日（水）まで 

 

（５）選考方法 

審査委員会を開催し、事業内容を審査の上、予算の範囲内で助成団体及び助成金

額を決定する。 

 

（６）その他 

平成２７年度は、宮城県の被災地で活動した芸術文化団体等の６事業に、約 192

万円を助成し、派遣団体の中には、宮城県の芸術文化団体と交流事業を開催するな

ど、被災地の芸術文化団体等の復興にも寄与しています。 



３ 

 

＜申込み・問い合わせ先＞ 

（公財）兵庫県芸術文化協会文化振興部事業第１課 矢野 

〒650-0011 神戸市中央区下山手通 4-16-3 兵庫県民会館６階 

TEL：078(321)2002 FAX：078(321)2139 

※ 申請書の様式は、当協会ホームページ（http://www.hyogo-arts.or.jp）か

らダウンロード可能 

 

 

【参 考】 

＜平成２７年度がんばろう東日本！アート支援助成事業実績一覧＞ 

No 団 体 名 分野 内  容 期 間 

(人)

参加者 場 所 

実施 

形態 

１ 

私の好きな

この街 

復興支援プ

ロジェクト 

音楽 

ミニコンサート・歌う会を開

催。平成28年度開催のコーラ

スミュージカルの震災遺児

を指導訓練。 

H27. 8.3 

～8.9 
145 

気仙沼市 

南三陸町 

陸前高田市 

ア 

２ 
神戸フィル

ハーモニック 
音楽 

弦楽器、木管楽器、金管楽

器のアンサンブルコンサー

ト。地元中学校吹奏楽部へ

のレッスン指導。 

H27. 9.18 

～9.22 
111 

南三陸町 

南相馬市 
ア 

３ 
｢國際現代｣

水墨画協会 
美術 

水墨画作品の展示、ワークシ

ョップ(迎春用色紙･箸入れ

等製作)の開催､作品の寄

贈。 

H27.12.12

～12.14 
30 名取市 ア 

４ 
和太鼓 

美鼓音 
(ミコト) 

音楽 
和太鼓の演奏会。現地の太鼓

チームと共演。 

H28. 2. 6 

～ 2. 8 
300 石巻市 イ 

５ 
松井智恵と

La 萌 Mie 
(ラ･モミエ) 

音楽 

女性声楽アンサンブルによ

る演奏会。民話を語るグル

ープとの共演。 

H28. 2.11 

～2.14 
285 

石巻市 

東松島市 
イ 

６ 
ＫＡＮＯＮ- 

ＭＵＳＩＫ 
(カノン･ムジーク) 

音楽 

コントラバスカルテットの

サロンコンサート。地元アー

ティスト等との合同演奏。 

H28. 3.11 

～3.13 
110 石巻市 イ 

《事業の実施形態》 

ア 被災者のこころを癒し、再び生きる力と希望をもたらすことが期待できる事業内容 
イ 上記アの事業活動に合わせて、現地の芸術文化団体等との交流を実施する事業内容 

ウ 上記ア及びイに加え、兵庫県内で現地の芸術文化団体等と交流する事業内容 

 

【参考：助成件数の推移】  平成27年度： ６件 

平成26年度： ６件 

平成25年度： ７件 

平成24年度：１６件 

平成23年度：２４件 
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３．平成２８年熊本地震災害 義援金募集期限の延長    
熊本地震災害に対しては、兵庫県、兵庫県議会、地方４団体が中心となり、民間団体

の協力を得て、「平成２８年熊本地震災害兵庫県義援金募集委員会」を設立し、６月３０

日(木)を期限に義援金を募集しているところですが、より多くの県民の方々からご支援

をいただくため、募集期限を延長します。 

 

○ 募集期限 

  （延長前） 平成２８年 ６月３０日（木） 

  （延長後） 平成２８年１２月３１日（土） 

 

〇 義援金の状況（6 月 27 日現在） 

  総額 ７９，４８６，２３１円 

 

（参考） 

募集呼びかけ団体 

  「平成２８年熊本地震災害兵庫県義援金募集委員会」 

   ※ 委員会構成団体 

     兵庫県、兵庫県議会、兵庫県市長会、兵庫県市議会議長会、兵庫県町村会兵庫

県町議会議長会、(福)兵庫県社会福祉協議会、(公財)神戸新聞厚生事業団、兵

庫県商工会議所連合会、兵庫県商工会連合会、(株)ラジオ関西、(株)サンテレ

ビジョン  (順不同) 

 

＜問合わせ先＞ 企画県民部防災企画局防災企画課 tel078-362-9870 

 

４．IWC2016｢SAKE 部門｣兵庫開催関連行事に関わる日本酒チャリティの義援金等 
IWC2016｢SAKE 部門｣兵庫開催支援委員会が IWC の出品酒等を用いて実施した日本酒チ

ャリティについては、熊本県及び宮城県に義援金を各 50 万円、阪神・淡路大震災復興基

金に寄付金 20 万円を支出します。 

 

（１）寄付等を行う者 

IWC2016｢SAKE 部門｣兵庫開催支援委員会（委員長 井戸敏三（兵庫県知事）) 

 

（２）支出の相手方 

 

相 手 金額等 時 期 

熊本県 50 万円(義援金) 6 月下旬 

宮城県 50 万円(義援金) 7 月頃 

阪神・淡路大震災復興基金 20 万円(寄付金) 7 月頃 

合 計 120 万円  

 



５ 

 

 

（参考） 日本酒チャリティ試飲会の概要 

地区 会場 主催者 開催日 

神戸 相楽園会館 

IWC2016「SAKE 部門」 

兵庫開催支援委員

会 

5月 21日（土） 

西宮 
武庫川女子大学甲子

園会館 
同上 5月 22日（日） 

姫路 大手前公園 
播磨広域連携協議

会等 
5月 21日（土） 

伊丹 伊丹シティホテル 

清酒・日本酒発祥の

地 PR 事業実行委員

会 

5月 22日（日） 

 

＜問合わせ先＞ 

農政環境部農政企画局農業経営課担い手対策班 IWC 担当 ℡：078-362-3406 

 

 

 


