
 
 

配布日時 
平成３０年１０月１５日 

１４：００ 

 

件   名 
阪神大水害から 80 年～個人の記憶を社会の記憶へ～

デジタルアーカイブ公開イベント開催 

 

概  

要 

●本年が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、教訓等を次世代へ継承するため阪神大水害８０年行事実

行委員会が当時の写真や作文・日記などを広く募集したところ、１７５件の問

い合わせがあり、１０８件の資料提供・体験者の体験談が集まりました。 

●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と連携

し、どなたでもインターネットから自由に閲覧できる「阪神大水害デジタルアー

カイブ」にまとめ、１１月２４日（土）に下記の要領で公開イベントを開催しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 年行事実行委員会 

 近畿地方整備局 六甲砂防事務所  副所長   岸本
きしもと

 健司
け ん じ

 

                  調査課長  白
しら

髭
ひげ

 一磨
か ず ま

 
 電話 ０７８－８５１－０５３５（代表） 

 

名  称：阪神大水害デジタルアーカイブ 公開イベント 

阪神大水害から 80 年 ～個人の記憶を社会の記憶に～ 

開催日時：平成３０年１１月２４日（土）１３:３０～１６:３０ 

会  場：兵庫県看護協会「ハーモニーホール」 



 

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．提供資料について 

 募集期間 6 月 1 日から 8 月 31 日まで HP やチラシ・ポスター、ダイレクトメー

ル等により募集した結果、下記のとおり多くの方から問い合わせがあり、写真や書簡

など貴重な資料集まりました。 

  問い合わせ  ：１７５件 

  提供 資料  ：１０８件  ※写真・書簡・手記・アルバムなど 

  インタビュー： １０名 

 

４．座談会開催について  ※別紙１参照 

 提供頂いた資料等をもとに 8 月 21 日から各流域で4 回座談会を開催しました。 

阪神大水害の概要や体験者による講演、住吉中学校生徒会・渚中学校防災ジュニアリ

ーダーの調査活動報告が行われました。 

 

５．阪神大水害デジタルアーカイブ 公開イベントについて ※別紙２参照 

名  称：阪神大水害デジタルアーカイブ 公開イベント 
阪神大水害から 80 年 ～個人の記憶を社会の記憶に～ 



開催日時：平成３０年１１月２４日（土）１３:３０～１６:３０ 
会  場：兵庫県看護協会「ハーモニーホール」 

〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通5 丁目 6 番 24 号 
参加申込：専用HP    https://sanka.sabopc.or.jp/archive 

電話・FAX 0120-２２２-４６８ （平日10:00～17:00 受付） 

     参加費無料、先着２００名 

応募期限：平成３０年11 月 16 日（金）17:00 まで 

 

 



流域別座談会の概要

芦屋川 住吉川 都賀川 新生田川・宇治川 新湊川

芦屋市役所 六甲砂防事務所 神戸市役所 兵庫県 神戸市役所

座談会
内容概略

座談会
実施時期

座談会に
向けた取り組み

※詳細は以降ページで記載

協力者・団体

座談会
プログラム

市役所や事務局に寄せら
れた情報の発信（体験
談・親柱発見）等を紹介
する

参加者

各流域

担当団体

住吉中学校生徒会代表
により、災害体験者
横田氏（住吉神社元宮
司）へのインタビュー
の発表等を行う

■阪神大水害の概略説明
※体験者の映像を交えて

■芦屋市と阪神大水害
※谷崎潤一郎記念館学芸員
谷崎文学と阪神大水害
親柱発見エピソードなど

■浦川ゼミ生によるARC紹介
～不明写真位置特定ＷＳ

2018年9月24日(祝）
11:10～12:10
芦屋市役所東館３階会議室

８月８日 体験者（天野照子氏）
映像収録済み

■六甲砂防事務所挨拶
■住吉歴史資料館 内田雅夫氏

住吉地区と阪神大水害に
関する講演

■住吉中学校生徒会による発表
■災害体験者との対談
■浦川ゼミ生によるARC紹介

～不明写真位置特定ＷＳ

2018年8月24日（金）
13:00～15:00
甲南大平生記念館

住吉中学校生徒会
住吉歴史資料館 内田雅夫氏
災害体験者 川邊節子氏
兵庫県立大学 浦川ゼミ生

7月4日
住吉中学校生徒会との
キックオフミーティング
7月23日
住吉中学校生徒による住吉神社
元宮司 横田氏にインタビュー
8月20日
住吉中学校にてまとめ学習

渚中学校防災ジュニア
リーダーと連携して作
成した、都賀川流域の
被災写真と現状の比較
マップ作成を発表報告
する

■兵庫県より阪神大水害の
概略説明

■災害体験者との対談
■渚中学校防災ジュニアリー

ダーによる調査活動報告
■浦川先生による

アーカイブに関する講演

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
渚中学校防災JRリーダー
災害体験者 大中 照幸氏

栗林 静子氏
兵庫県立大学 浦川准教授

7月13日
防災ジュニアリーダーとの
キックオフミーティング
８月８日午前 現地調査
※現地でアーカイブ情報登録

神戸常盤女子高等学校
ボランティア学生と連
携し、長田神社の被災
写真と現状の比較マッ
プ作成を発表報告する

■神戸市より阪神大水害の
概略説明

■災害体験者との対談
■常盤女子高校の調査活動報告
■浦川先生・ゼミ生による

アーカイブ説明

2018年10月28日（日）
※60分想定（仮）

会場未定

山陽電鉄
神戸アーカイブ写真館
神戸常盤女子高等学校
兵庫県立大学 浦川准教授

およびゼミ生

7月6日（中止）→7月20日
常盤女子高校ボランティア
とのキックオフミーティング
7月28日
長田神社調査活動～とりまとめ
9月11日 生徒情報収集活動

■神戸市より阪神大水害の
概略説明

■体験談
■渚中学校防災ジュニアリー

ダーによる調査活動報告
■浦川先生による

アーカイブに関する講演

2018年8月21日（火）
14:30～15:30
人と防災未来センター

渚中学校防災ジュニア
リーダーと連携して作
成した、生田川流域の
被災写真と現状の比較
マップ作成を発表報告
する

芦屋市教育委員会生涯学習課
竹村忠洋学芸員

（谷崎潤一郎記念館）

2018年8月21日（火）
13:00～14:00
人と防災未来センター

7月13日
Jr防災リーダーとのキックオ
フミーティング
８月1日午前 現地調査
※現地でアーカイブ情報登録

■市内自主防災組織リーダー
■市内防災士資格取得者

計45名参加

■住吉川流域自治会関係者
■住吉中学校関係者
■一般

計20名参加

■人防来訪者
■地域協力団体
■渚中学校関係者
■報道関係者 計20名参加

渚中学校J防災JRリーダー
災害体験者 西阪 順三氏

宮本 喜久子氏
兵庫県立大学 浦川准教授

■人防来訪者
■地域協力団体
■渚中学校関係者
■報道関係者 計20名参加

■新湊川流域自治会関係者
■神戸常盤女子高校関係者
■一般

約20名参加予定
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