


　世界は今、災害多発・激化時代のさ中にあって、減災社会（Resilient Society）の実現のため
に何をなすべきかが問われています。その一つの答えがこの「人と防災未来センター」です。当
センターは国のご支援を得て2002年（平成14年）4月に兵庫県が設置し、公益財団法人ひょうご
震災記念21世紀研究機構が運営を行っている施設です。阪神・淡路大震災とその後に発生し
た国内外の災害の経験と教訓の継承、災害文化の形成、地域防災力の向上、防災政策の開発
支援及び創造的な復興を図り、安全・安心な市民協働・減災社会の実現に貢献することをミッ
ションとしています。
　当センターは、災害ミュージアムとして、阪神・淡路大震災で起こったことなどをだれにもわかり
やすく伝えるとともに、実践的な防災研究や防災人材育成を推進しています。さらに、「兵庫行動
枠組2005-2015」、「仙台防災枠組2015-2030」を踏まえ、世界的な防災・減災・縮災の情報発信
やネットワークの拠点として活動しています。

阪神・淡路大震災の経験と教訓、防災・減災・縮災の大切さを21世紀と世界に発信

「重点研究領域」について、センターが組織として
取り組む中核的研究では、予想される巨大災害
に備えて自治体等が備えておくべき課題や論点を
テーマに、一定期間継続して研究を推進します。

　阪神・淡路大震災の経験と教訓、学術的な知見や
蓄積された研究成果に基づき、我が国の防災上の課

題を的確にとらえ、政府・地方自治体・コ
ミュニティ・企業などの防災政策や
災害対策の立案・推進に資する
実践的な防災研究を実施す
る。そして、知の新たな体系化
と、その学術的価値の確立を
先導する。

中川 　一 京都大学防災研究所流域災害研究センター・教授

小林 郁雄 兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科特任教授

甲斐 達朗 社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会千里病院顧問 

福和 伸夫 名古屋大学減災連携研究センター長・教授

立木 茂雄 同志社大学社会学部教授

山﨑 　登 国士舘大学防災・救急救助総合研究所教授

金田 義行 香川大学学長特別補佐
四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構副機構長

矢守 克也 京都大学防災研究所巨大災害研究センター教授

清野 純史 京都大学大学院工学研究科教授

河田 慈人 〈研　究　員〉［専門分野］ 防災・減災教育、早期避難、　　　　　 コミュニティと地域防災、災害情報

ピニェイロ アベウ
　　タイチ コンノ 〈研　究　員〉［専門分野］ 

要配慮者避難支援、市街地津波避難、
　　　　　 災害情報、減災ドローン

髙岡 誠子 〈研　究　員〉［専門分野］ 災害看護、災害医療、国際保健

高原 耕平 〈主任研究員〉［専門分野］ 臨床哲学、災厄の記憶と時間論、　　　　　 心的外傷と社会、追悼と共同体

寅屋敷哲也〈主任研究員〉［専門分野］ 企業防災、事業継続マネジメント、　　　　　 帰宅困難者対策

佐藤 史弥 〈主任研究員〉［専門分野］ 津波避難、防災計画

楊　 　梓 〈主任研究員〉［専門分野］ 災害時要配慮者、外国人防災支援、　　　　　 多文化共生社会づくり、防災計画

木作 尚子 〈主任研究員〉［専門分野］ 福祉避難所、初期対応、防災計画

阪神・淡路大震災や防災に関
する行政実務者、研究者、市民、

企業など多様なネットワークの形成や、
国内外の連携の場となることを通じて、社会の防災力
向上のための取組を促進する。そこでは、Disaster 
Resilience（縮災）や Sustainable Development 
Goals（持続可能な開発目標、SDGs）を目指す。
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展示改修中
ご見学いただけません。

資料の貸出
　原則行っておりません。
　ただし、ビデオや写真につい
ては、利用目的によって貸出で
きるものがあります。資料室へ
ご相談ください。

レファレンス
　震災や防災に関する資料に
ついて、ご相談に応じています。http://lib.dri.ne.jp/search/index.asp

※西館の北エレベータをご利用ください。

※有料ゾーンとは異なります。ご注意ください。

旧 水と減災について学ぶフロア

西館無料ゾーン

阪神・淡路大震災や防災に関する
資料の収集・保存・公開を
行っています。

　2019年12月に開設。
当センター長の学術研究
に関する資料や成果を集
約したライブラリーです。
　利用をご希望の方は資
料室までお越しください。

新設 河田文庫

３Ｄ映像をご覧いただきます。
東日本大震災被災地のドキュメンタリー映像
「大津波－3.11未来への記憶－」を上映しています。

こころのシアター

［上映時間約25分］毎時00分、30分上映

多目的スペースで、
先進的な防災・減災の
最新情報等を
紹介します。

2020年度に情報刷新した
『伝える  阪神・淡路大震災の教訓106

ダイジェスト・グラフィックス』

TEL＆FAX:078-272-8884
お土産や防災用品などをお
求めいただけます。
※営業日・営業時間等はお問合
せください

●ミュージアムショップ

TEL＆FAX:078-251-8166
ランチの団体ご予約をいただ
けます。
※営業日・営業時間等はお問合
せください

●レストラン マリン

東館３F展示は
展示改修工事のため
2020年度中は

ご見学いただけません。
リリニューアルオープンは

2021年度中を予定しています。
ご期待ください！
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兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科

国連防災機関（UNDRR）駐日事務所

防災マインドを持ち地域や社会に貢献できる人材育成を目
指し2011年に開設。学部生を対象に減災や復興に関する
知識を深め、実践的な対応力を身に付ける防災教育（防災
リーダー教育プログラム）を推進している。

公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES）関西研究センター
アジア太平洋地域における持続可能な発展の実現に向け
た実践的な政策研究を行う研究機関であるIGESの関西に
おける拠点として2001年に開設。途上国における低炭素技
術の移転促進と普及など、「ビジネスと環境」等をテーマとし
て研究活動を行っている。

防災初任者が早期に災害対応できるようになることを目指し、阪神・
淡路大震災等の経験を踏まえた各部門の災害対策のあり方など
基礎的かつ実践的な事項について体系的に学習する。

国際復興支援プラットフォーム（IRP）

国連防災機関（UNDRR）駐日事務所
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2019.4

毎日、日没～21時まで月毎にテーマが
変わるライトアップを行っています。

（9月テーマ　月夜）

●ポートライナー「神戸空港駅」から
　「三宮駅」まで約18分、その後上記交通
　機関へ

観 覧 案 内

9：30～17：30（入館は16：30まで）
ただし、7～9月は9：30～18：00（入館は17：00まで）
金・土曜日は通年9：30～19：00（入館は18：00まで）

毎週月曜日（月曜日が祝日または振替休日の場合は翌平日）
年末年始の12月31日と1月1日
※ゴールデンウィーク（4月28日～5月5日）期間中は無休

●開館時間

●休 館 日

１～２時間程度
（見学内容により、所要時間が変わります。）

●観覧所要時間

●観覧申込

※駐車券を総合案内にご提示ください。
※レストランおよび無料ゾーンのみご利用の場合、駐車場は割引となりません
　のでご注意ください。

●有料駐車場

観覧予約時に待機所利用のご予約をお願いします。
●バス待機所（予約制／無料）

●入館料金

［障がい者］

［70歳以上の高齢者］

※（　　）内は20名以上の団体料金。
※毎月17日は、入館無料（17日が休館日の場合は、翌18日になります。）

●観覧に当たってのご注意とお願い
●館内は禁煙です。
●館内は一部写真等の撮影ができない場所がありますので、
ご注意ください。
●携帯電話での通話や、レストラン以外の場所でのご飲食
はご遠慮ください。
●酒気帯びの方など他のお客様に迷惑がかかる行為を
される方には、退館していただく場合があります。

●レストラン＆ミュージアムショップ
東館の１階南側にはレストラン（約60席）とミュージアム
ショップがあります。

大　人 大学生 高校生以下

300円（200円）

観覧者

1時間まで

250円

2時間まで 3時間まで

400円 500円

観覧者以外 400円

以降30分ごとに200円

以降30分ごとに200円

●２０名以上の団体又は貸切バスをご利用の方は
　必ず観覧予約が必要です。
●上映時刻が決まっているシアターに確実に入場した
　い時も事前に観覧予約をお願いします。
●予約申込みは、6か月前の月の1日（ただし、1月は4日）
　午前10時から、Webもしくは「観覧申込書」のFAX
　先着順で受付します。
●「観覧申込書」はホームページからダウンロードでき
　ます。またFAXでもお送りします。

　

●レストラン TEL & FAX: 078-272-8884
●ミュージアムショップ TEL & FAX: 078-251-8166
  ※営業日・営業時間はお問い合わせください。
　

600円（450円） 450円（350円） 無 料

大　人 大学生 高校生以下
150円（100円） 100円（50円） 無 料


