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１．災害の概要 

（１）被害の概要 

阪神・淡路大震災は、平成７年１月 17 日（火）５時 46 分に発生し、震源地は淡路島北部（北

緯 34 度 36 分 東経 135 度 03 分）、震源の深さは約 14km で、規模はマグニチュード 7.3 と推定さ

れている。 

 

①発生日時 

平成７年１月 17 日（火）５時 46 分 
②震源地 

淡路島北部（北緯 34 度 36 分 東経 135 度 03 分） 

③震源の深さ：約 14 ㎞ 

④規模：マグニチュード 7.3 

⑤各市町村の 大震度（震度６以上） 

震度７：神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、北淡町、一宮町、津名町の一部 

震度６：神戸、洲本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⑥被害状況 

阪神・淡路大震災による被害は、死者・行方不明者のほか、住宅や事業所等の建築物や高速道

路、鉄道、港湾、ライフライン等、多岐にわたっており、総被害額は約 10 兆円に上っている。 

この地震の主な被害状況（人的被害・住宅被害）は下表のとおりである。とくに神戸市内の長

田区など老朽木造住宅密集市街地での建物の倒壊と火災の被害が激しく、また、避難生活者も約

31.7 万人に上った。 

図１ 阪神・淡路大震災の震度分布図 

（出典）総理府阪神・淡路復興対策本部事務局「阪神・淡路大震災復興誌」平成 12 年 2 月 23 日。 
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死者［人（％）］ 

住宅被害（棟） 

全壊 半壊 計 

神戸市 4,564（71.29） 61,800 51,125 112,925 

尼崎市 49（ 0.77） 5,688 36,002 41,690 

西宮市 1,126（17.59） 20,667 14,597 35,264 

芦屋市 443（ 6.92） 3,915  3,571 7,486 

伊丹市 22（ 0.34） 1,395 7,499 8,894 

宝塚市 117（ 1.83） 3,559 9,313 12,872 

川西市 4（ 0.06） 554 2,728 3,282 

明石市 11（ 0.17） 2,941 6,673 9,614 

加古川市 2（ 0.03） 0 13 13 

三木市 1（ 0.02） 25  94 119 

高砂市 1（ 0.02） 0 1 1 

洲本市 4（ 0.06） 203 932 1,135 

淡路市（注） 58（ 0.91） 3,076 3,976 7,052 

計 6,402（100.00） 103,823 136,524 240,347 
 

 

 

 

 

（２）災害後の主な経過（兵庫県の取組状況） 

・地震後の応急対策について、兵庫県は、地震発生直後の１月17日午前７時に「兵庫県南部地震

災害対策本部」を設置し、実施した。 

・また、復旧・復興対策については、３月15日に「阪神・淡路大震災復興本部」を設置し、３月

30日に都市再生戦略策定懇話会による「阪神・淡路震災復興戦略ビジョン」を受け、７月31日

に兵庫県「阪神・淡路震災復興計画」（ひょうごフェニックス計画）を策定した。 

 
 

年  月日 項目 

平成７年 １月17日 兵庫県南部地震発生 

 兵庫県「兵庫県南部地震災害対策本部」設置 

 
災害救助法適用決定（神戸市、津名町、淡路町、北淡町、一宮町、東浦町、尼

崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、以上、17日付で適用） 

 １月18日 兵庫県「兵庫県南部地震災害対策総合本部」改組 

 １月30日 兵庫県「兵庫県南部震災復興本部」設定 

 ２月６日 り災証明書発行、義援金（第１次配分）交付開始 

 

３月15日 兵庫県「阪神・淡路大震災復興本部」設置 

兵庫県「阪神・淡路大震災兵庫県災害対策本部」改組 

３月30日 都市再生戦略策定懇話会「阪神・淡路震災復興戦略ビジョン」を兵庫県に提言 

 ４月３日 (財)阪神・淡路大震災復興基金設立 

 ７月３日 阪神・淡路大震災復興基金事業受付開始 

 ７月17日 兵庫県「被災者復興支援会議」設置 

 ７月31日 兵庫県「阪神・淡路震災復興計画」（ひょうごフェニックス計画）を策定 

 ８月20日 災害救助法に基づく避難所を解消、待機所開設（21日） 

 12月25日 (財)阪神・淡路産業復興推進機構設立 

 

【参考文献】 

1）総理府阪神・淡路復興対策本部事務局『阪神・淡路大震災復興誌』平成12年2月23日。 

2）兵庫県『阪神・淡路大震災－兵庫県の１年の記録』平成８年６月。 

3）兵庫県『阪神・淡路大震災の死者にかかる調査について』（平成17年12月22日記者発表）。 

4）兵庫県『阪神・淡路大震災の市町被害数値』（平成18年5月19日消防庁確定）。 

5) 兵庫県『伝える －阪神・淡路大震災の教訓－』平成21年３月22日。 

（出典）兵庫県「阪神・淡路大震災の死者にかかる調査について」（平成 17 年 12 月 22 日記者発表）。兵庫県「阪

神・淡路大震災の市町被害数値」（平成 18 年 5 月 19 日消防庁確定）。 
（注）平成 17 年 4 月 1 日に合併したことによる。 

表１ 阪神・淡路大震災の主な被害状況（兵庫県内、災害救助法適用市） 

表２ 災害後の主な経過（兵庫県の取組状況） 
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２．災害復興施策事例の索引表 

 

199501 緊急 

対応期 

応急復旧期 

（避難期） 

本格復旧、 

復興準備・始動期 

本格 

復興期 

1.復興への条件整備 

1.1 復興に関連する応急処置 

       

施策 1：被災状況等の把握        

施策 2：がれき等の処理 

       

1.2 計画的復興への条件整備        

施策 1：復興体制の整備        

施策 2：復興計画の作成        

施策 3：広報・相談対応の実施 

  

 

     

施策 4：金融・財政面の措置        

2.分野別復興施策 

2.1 すまいと暮らしの再建 

       

施策 1：緊急の住宅確保 

       

【19950101,p116】 

【19950102,p116】 

【19950103,p116】 

【19950104,p117】 

【19950105,p117】 

【19950106,p120】 

【19950107,p121】 

【19950108,p122】 

【19950109,p122】 

【19950110,p122】 

【19950111,p122】 

【19950112,p122】 

【19950113,p123】 

【19950114,p123】 

【19950115,p123】 

【19950116,p124】 

【19950117,p124】 

【19950118,p125】 

【19950119,p125】 

【19950120,p125】 

【19950121,p126】 

【19950122,p127】 

【19950123,p127】 

【19950124,p127】 

【19950125,p128】 

【19950126,p128】 
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199501  緊急 

対応期 

応急復旧期 

（避難期） 

本格復旧、 

復興準備・始動期 

本格 

復興期 

施策 1：緊急の住宅確保 

       

施策 2：恒久住宅の供給・再建 

       

【19950127,p128】 

【19950129,p129】 

【19950128,p128】 

【19950130,p129】 

【19950131,p129】 

【19950132,p129】 

【19950133,p129】 

【19950134,p129】 

【19950135,p130】 

【19950137,p131】 

【19950136,p130】 

【19950138,p131】 

【19950139,p131】 

【19950140,p133】 

【19950141,p133】 

【19950142,p133】 

【19950143,p133】 

【19950144,p134】 

【19950147,p134】 

【19950146,p134】 

【19950148,p134】 

【19950149,p135】 

【19950150,p135】 

【19950151,p135】 

【19950152,p136】 

【19950153,p136】 

【19950145,p134】 

【19950154,p136】 

【19950155,p136】 

【19950156,p136】 

【19950157,p137】 
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199501 緊急 

対応期 

応急復旧期 

（避難期） 

本格復旧、 

復興準備・始動期 

本格 

復興期 

施策 3：雇用の維持・確保 

            

施策 4：被災者への経済的支援 

       

施策 5：公的ｻｰﾋﾞｽ等の回復 

       

【19950158,p137】 

【19950159,p137】 

【19950160,p138】 

【19950161,p138】 

【19950164,p139】 

【19950162,p138】 

【19950165,p139】 

【19950163,p138】 

【19950166,p139】 

【19950167,p140】 

【19950168,p140】 

【19950169,p140】 

【19950170,p140】 

【19950171,p140】 

【19950173,p141】 

【19950172,p141】 

【19950174,p141】 

【19950175,p141】 

【19950176,p142】 

【19950177,p142】 

【19950178,p142】 



 
 

115 

 

199501 緊急 

対応期 

応急復旧期 

（避難期） 

本格復旧、 

復興準備・始動期 

本格 

復興期 

2.2 安全な地域づくり        

施策 1：公共施設等の災害復旧        

施策 2：安全な市街地・ 

公共施設整備 

    

 

 

  

 

 

 

施策 3：都市基盤施設の復興 

        

施策 4：文化の再生 

       

2.3 産業・経済復興 
       

施策 1：情報収集・提供・相談 

       

施策 2：中小企業の再建 

       

施策 3：農林漁業の再建        

【19950179,p142】 

【19950180,p142】 

【19950181,p144】 

【19950182,p144】 

【19950183,p144】 

【19950184,p144】 

【19950185,p144】 

【19950186,p145】 

【19950187,p145】 

【19950188,p145】 

【19950189,p145】 

【19950190,p146】 

【19950191,p146】 

【19950192,p148】 


