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1 本書に掲載している統計（表・グラフ）は、次の調査の結果に基づいて作成したものである。
（1）「防災教育に係る実態調査」

本調査は、各学校における防災教育の現状を把握し、「新たな防災教育」の推進を図るために、平成8年度から実施してい
るものである。
平成8年度は、各地域から30校程度、全県で小・中・高・養護学校246校の学校を防災教育専門推進員が訪問して校長か

ら聞き取り調査を実施した。平成9年度以降は、県内の全公立学校を対象にアンケート調査（5月1日現在）を行っている。

（2）「阪神・淡路大震災の影響により心の健康について教育的配慮を必要とする児童生徒の状況等に関する調査」
本調査は、震災を直接体験し、震災により心に傷を受け、精神的に不安定な状況にある児童生徒の状況等を把握し、その
心の理解とケアの取組に資するために、平成8年度から実施（7月1日現在）しているものである。
平成8～13年度は、県内すべての公立小・中学校の児童生徒を調査対象として実施し、平成14年度以降は、震災の翌年以
降に生まれた学年の児童生徒を、順次調査対象から除いている。

2 本書の扉ページに掲載している絵は、次の絵画展に出展された作品である。
「震災復興10周年記念 ひょうご子どもの夢・未来展」

開催期間　　平成17年1月19日（水）～1月30日（日）
会　　場　　兵庫県立美術館　原田の森ギャラリー
本絵画展は、震災を乗り越えて頑張ってきた子どもたちをはじめとする全県下の幼稚園から高校生までを対象とした絵画
展で、1,300点を超える作品が寄せられた。本誌にはその中から10点を掲載した。




