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阪神大水害から 80 年 
～個人の記憶を社会の記憶に～ 

中高生とともに被災場所の各流域での座談会を実

施します！ 
 

概   

要 

●本年、六甲山麓に大きな被害をもたらした昭和 13 年の阪神大水
害から８０年となることを受け、阪神大水害の教訓を次世代に継承
するための取組として、阪神大水害８０年行事実行委員会を設立
し、現在、当時の体験談や写真等の情報収集を行っているところで
す。 

●この度、収集活動の一環として実施する、中高生による現地調査
やマップ作成、各流域で行う座談会の日程が概ね決まりましたので
お知らせいたします。 

【座談会】 
芦屋川流域：9 月予定 
住吉川流域：8 月 24 日(金)13:00～ （甲南学園平生記念館） 

生田川・ 

宇治川流域：8 月 21 日(火)午後    （神戸市内） 

都賀川流域：8 月 21 日(火)午後   （神戸市内） 

新湊川流域：9 月予定 

※取材の調整については、各担当機関にご連絡ください。 

※阪神大水害８０年行事実行委員会：神戸市、芦屋市、西宮市、宝

塚市、兵庫県、国土交通省六甲砂防事務所、神戸新聞社、有識者 

 
取 り 扱 い ― 

 

配 布 場 所 

兵庫県政記者クラブ    芦屋市政記者クラブ       

神戸民放記者クラブ    西宮市政記者クラブ 

神戸市政記者クラブ    宝塚市政記者クラブ  
 

問い合わせ先 
阪神大水害８０年実行委員会事務局  副所長   岸本

きしもと

 健司
け ん じ

 

近畿地方整備局 六甲砂防事務所   調査課長  白
しら

髭
ひげ

 一磨
か ず ま

 
 電話 ０７８－８５１－０５３５（代表） 

Kinki Regional Development Bureau  

  Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

国土交通省近畿地方整備局 



１．阪神大水害とは 

１９３８年（昭和 13 年）7 月 3 日～5 日にかけて総雨量 461.8mm が観測

され、神戸市ほか六甲山麓地域を見舞った水害です。河川の氾濫や土石流の発

生、崖くずれ等により死者・行方不明者６９５名、被害家屋１１９，８９５戸

という未曾有の被害が発生しました。 
 
２．阪神大水害８０年行事実行委員会 

①平成 30 年 5 月 21 日に「阪神大水害８０年行事実行委員会（委員長：沖

村孝神戸大学名誉教授）」を立ち上げました。 

 

②委員会では～個人の記憶を社会の記憶に～をスローガンとして、昭和 13 年

の阪神大水害に関する写真や文集等の記録、災害体験談などを広く募集し、

阪神大水害の情報・教訓を次世代に継承するための取組を実施しています。 

  

 ③委員会メンバー 

   委員長 神戸大学名誉教授 沖村 孝 

   委員  兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 准教授 浦川 豪 

人と防災未来センター リサーチフェロー 坪井 塑太郎 

神戸新聞社地域総研副所長 

近畿地方整備局六甲砂防事務所長 

       兵庫県県土整備部土木局砂防課長 

       兵庫県農政環境部農林水産局治山課長 

       神戸市建設局防災部長 

       西宮市防災危機管理局防災総括室長 

       芦屋市都市建設部長 

       宝塚市都市安全部長 

 

３．デジタルアーカイブの作成について 

寄せられた写真や体験談などは兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科など

と連携して、地理情報システム（GIS）を活用し、自由に閲覧できる「阪神大水

害デジタルアーカイブ」を作成します。年内にも公開の予定で、公開後はどな

たでも閲覧が可能です。 
 
 
 
 
 
 



○座談会(予定) 
芦屋川流域の被害等について（担当窓口：芦屋市防災安全課）ＴＥＬ：0797-38-2093 
開催日時・会場 平成 30 年 9 月(予定)  

会場：未定 
協力・参加 

(予定) 
情報提供者 
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 浦川ゼミ 

座談会 
プログラム 

(予定) 

○阪神大水害の概要（芦屋市の被害を中心に） 
○災害体験者による体験談 
○芦屋市に残る記録などの紹介 
○市内の位置不明写真に関する意見交換など 

 
住吉川流域の被害等について(担当窓口：国土交通省六甲砂防事務所) ＴＥＬ：078-851-0535 
開催日時・会場 平成 30 年 8 月 24 日（金） 13:00~15:00 

会場：甲南学園平生記念館/神戸市東灘区住吉本町 2-29-15 
協力・参加 

(予定) 
住吉歴史資料館 
神戸市立住吉中学校生徒会 
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 浦川ゼミ 

座談会 
プログラム 

(予定) 

○阪神大水害の概要（芦屋市の被害を中心に） 
○災害体験者の聞取りからわかったこと（住吉中学校生徒会） 
○東灘区の位置不明写真に関する意見交換など 

 
生田川・宇治川流域の被害等について(担当窓口：兵庫県砂防課・治山課) ＴＥＬ：078-362-3542 
開催日時・会場 平成 30 年 8 月 21 日（火）午後 

会場：神戸市内 
協力・参加 

(予定) 
情報提供者 
神戸市立渚中学校防災ジュニアリーダー 
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 浦川ゼミ 

座談会 
プログラム 

(予定) 

○阪神大水害の概要（中央区の被害を中心に） 
○災害体験者による体験談 
○現地調査からわかったこと(渚中学校防災ジュニアリーダー) 
○アーカイブ構築の意義と方向性 

備考  
 
都賀川流域の被害等について(担当窓口：神戸市防災課) ＴＥＬ：078-322-5409 
開催日時・会場 平成 30 年 8 月 21 日（火）午後 

会場：神戸市内 
協力・参加 

(予定) 
情報提供者 
神戸市立渚中学校防災ジュニアリーダー 
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 浦川ゼミ 

座談会 
プログラム 

(予定) 

○阪神大水害の概要（灘区の被害を中心に） 
○災害体験者による体験談 
○災害体験者の足取りからわかったこと(渚中学校防災ジュニアリーダー) 
○アーカイブ構築の意義と方向性 

備考  
 
新湊川流域の被害等について(担当窓口：神戸市防災課) ＴＥＬ：078-322-5409 
開催日時・会場 平成 30 年 9 月(予定) 

会場：未定 
協力・参加 

(予定) 
情報提供者 
神戸常盤女子高校 ボランティア生徒 
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 浦川ゼミ 

座談会 
プログラム 

(予定) 

○阪神大水害の概要（兵庫区・長田区の被害を中心に） 
○災害体験者による体験談 
○長田神社の被害調査からわかったこと(神戸常盤女子高校ボランティア) 
○アーカイブ構築の意義と方向性 

 



○現地調査(予定) 

 座談会に向けた準備として、中高生がそれぞれの流域で、現地調査を行います。 

新湊川流域の被害について（担当窓口：神戸市防災課）ＴＥＬ：078-322-5409 
現地調査日時 平成 30 年 7 月 31 日（火）8:30~12:00 

協力 
神戸常盤女子高校 ボランティア生徒 
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 浦川ゼミ 

  
生田川・宇治川流域の被害について(担当窓口：兵庫県砂防課・治山課) ＴＥＬ：078-362-3542 
現地調査日時 平成 30 年 8 月 1 日（水）8:30~11:30 

協力 
情報提供者 1 名 
神戸市立渚中学校防災ジュニアリーダー 
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 浦川ゼミ 

  
都賀川流域の被害について(担当窓口：神戸市防災課) ＴＥＬ：078-322-5409 
現地調査日時 平成 30 年 8 月 8 日（水）8:30~11:30 

協力 

新在家ふれあいのまちづくり協議会 
神戸アーカイブ写真館 
神戸市立渚中学校防災ジュニアリーダー 
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 浦川ゼミ 

  
※現地調査の詳細につきましては、各担当機関にご確認ください。 


