
防災推進国民会議を構成される団体・機関御中

平素より防災行政の推進に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

本年(2023年)は、大正12年(1923年) 9月1日に発生した関東大震災から 100年

に当たります。昨年12月14日に開催いたしました第8回防災推進国民会議において

も依頼させていただいたところですが、改めて以下の2点につきまして、御協力の
程、何卒よろしくぉ願い申し上げます。

あわせて、貴団体・機関の傘下団体等への周知にも御協力いただけますと幸いで

す。

「関東大震災100年」の共通ロゴマーク使用及び

関東大震災100年関連行事等調べについて(依頼)

(1)「関東大震災100年」の共通ロゴマーク使用について

議員の皆様が属する団体・機関が関東大震災100年に関連する行事等を主催する際
には、チラシやパンフレット、当日酉肺する資料等における共通ロゴマークの使用に

つき、御協力をよろしくぉ願いいたします。通常のロゴマークは以下のとおりです

が、別添ファイルにある複数のパターンのいずれの使用でも謝菁です。
また、内閣府防災では「関東大震災100年」特設ページ※を開設いたします(1月

Ⅱ日に開設予定)。貴機関HP上などにおいてロゴマークのバナーをクリックする
と、同特設ページにジャンプ(画面遷移)する設定についてもご協力をいただきた

く、併せてお願い申し上げます。

※〔耻: https://WWW. bousai. go. jp kantouloo/index. html

内閣府政策統1舌宮(防災担当)付

参事官(普及啓発・連携担当)

事務連絡

令和5年1月6日

(2)「関東大震災100年関連行事等調べ」について

「関東大震災100年関連行事等調べ」につきましては、昨年12月14日開催の防災

推進国民会議において一覧にまとめ、資料7として酉飾したところですが、今後も、
ホ佳続的にフォローアップし、内閣府特設ページに掲載をしたいと考えております。つ

きましては、i助Uの案件等がありましたら、呂1俳氏i助n登録票を使用し、 1月13日

凍大

(金)までに下記メールアドレスまでご提出をお願いいたします。なお、上記期日に
間に合わない場合でも受け付けますので、引き続きご提出をお願いいたします。

100 拝

問合せ先

内閣府政策統括官(防災担当)付

参事官(普及啓発・連携担当)付

山崎、上山

TEL :03-3502-6984

E-mail : bousai18@cao. go. jp

ろ l bo

鉾
災

2



1-1.イベント

イベント名

(例)関東大震災フェスタ

※行が足りない場合は、適宜、i助nしてください。

1-2.その他

その他

師D広報誌「●●●●」

開催時期・概要

令和5年9月1日(令和5年9

月上旬etc.)に防災イベント

内で特'設ブース設置

追加登録票

(gの特設ページ

ht如S://W脚

時期・概要

令和5年9月1日(令和5年9

月上旬oto.)に朱襍を掲載

偶1絲氏)

※行が足りない場合は、適宜、i助nしてください。

2.担当者・1車絡先

団体・機関名

令和5年●月●日に特設ペー

ジ開設

所属部署

担当者名

公表可否

連絡先

https://WWW....

可不可

UN

可・不可

..

T E L

E「11ail

公表司否

可不可

可不可

可・不可

ご協力ありがとうございました。



関東大震災 100年の共通ロゴマーク 
（防災学術連携体提供） 

 

1_日本語版（2023年 関東大震災 100年記念行事等） 

 

 

 

 

 

 

 

2_日本語版（2023年 関東大震災 100年記念行事） 

 

 

 

 

 

 

 

3_日本語版（2023年 関東大震災 100年） 

 

 

 

 

 

 

 

4_英語版 
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関東大震災
100 年記念行事等

2023

Great Kanto Earthquake 
100th







※令和４年12月8日現在で公表可と回答があったもののみ掲載

１．防災推進国民会議構成団体
団体名 イベント名 開催時期・概要

教育界 国立大学協会
『レジリエント社会・地域共創シンポジウム』にて該
当事業がある可能性がある

ー

日本学術会議
第15回防災学術連携シンポジウム「気候変動がもたら
す災害対策・防災研究の新展開」
（共催:防災学術連携体）

令和５年４月18日（火）※予備日　令和５年４月11日（火）
日本学術会議講堂＋ライブ配信のハイブリッド方式

1923年関東地震100 年企画　シンポジウム（仮）

2023年７月８日（土）
4 つのテーマに分け，パネルディスカッション予定
（1） 地震・地震工学　（2） 都市の地震防災，災害後の復興・まちづくり　（3） 災害
時対応（医療・生活）（4） 災害と情報・社会

1923年関東地震100 年企画　冊子発行
2023年７月８日（土）
防災学術連携体の62学協会による冊子（各学協会 A4 版2頁程度）

メディア 日本新聞協会 企画展「関東大震災100年」 令和５年８月26日12月24日ニュースパーク（日本新聞博物館）にて開催
女性団体 全国女性団体連絡協議会 広報誌「全国女性会」 未定

その他 日本赤十字社 企画展「（仮称）関東大震災から１００年」
・時期：令和5年4月～9月
・概要：赤十字情報プラザ（日本赤十字社本社１階）にて開催（赤十字WEBミュージア
ムでも同名の特別企画を公開）

２．省庁
団体名 イベント名 開催時期・概要

内閣府（防災担当） ・防災とボランティアのつどい
令和５年１月22日（日）
関東大震災発生時の救護活動を学び、現代に通じる被災者支援の課題や現在の災害ボラ
ンティア活動の広がりについて考える

内閣府（防災担当）
・第8回防災推進国民大会
（ぼうさいこくたい2023）

令和５年９月17日（日）・18日（月・祝）
８回目となる令和５年は、関東大震災の震源地でもあった神奈川県にて開催（会場は横
浜市の横浜国立大学）し、大会を通じて大震災の記憶の継承・防災意識の啓発を行う

・日本地震学会2023横浜 令和５年11月３日　一般セミナーにてブース展示検討中
・広報誌「Blue Earth」にて特集 令和５年　時期未定

防災学術連携体

学術界

関東大震災100年の関連行事等調べ（報告）

省庁

文部科学省

資料７



国土地理院 ・第240回地震予知連絡会
令和５年８月
重点検討課題として「関東地震」に関連した議論を行う

３．自治体（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県）
団体名 イベント名 開催時期・概要

市川市 防災講演会（仮） 令和５年９月２日(土)か３日(日)
館山市 市広報誌にて特集の掲載 令和５年９月号

広報誌「広報ちょうし」にて防災特集の中で掲載の検
討

令和５年９月　特集を掲載（検討中）

庁舎１階の防災パネル展においての特集 令和５年９月　特集を掲載（検討中）

新宿区 パネルの展示及び防災パンフレット等の配布
本庁舎で震災の写真やパネルの展示及び防災に関するパンフレットやハザードマップの配
布を検討

墨田区防災フェア
令和５年８月２８日（月）～９月３日（日）／庁舎含む区内数か所でパネル展示や起震
車の運行予定。

企画展「関東大震災100年記念展（仮）」
令和５年８月中旬～１０月（仮）
区内の関連施設と連携し、震災関連資料を展示する。
＠すみだ郷土文化資料館

台東区 関東大震災遺構・防災体験ツアー 特集を掲載
企画展 令和５年９月上旬　特設ブース設置
区報にて特集の掲載 令和５年９月１日（金）　特集を掲載

国分寺市 防災フェスタ
令和５年１０ 月１日（日）　楽しみながら防災意識を醸成するイベント
（令和 ５ 年度 以降 も 継続 し て 開催 する 予定）

調布市 総合防災訓練 １０月下旬
防災訓練 令和５年９月１日（金）津波を想定し、避難訓練を予定

村民だよりにて特集号を発行 令和５年８月中旬

神奈川県 神奈川県　関東大震災100年事業　防災イベント（仮） 令和５年９月上旬予定　実施内容については検討中

川崎市 広報紙「号外！備えるかわさき」特集号の発行 令和５年９月１日（金）特集を掲載

相模原市 ミニ展示「関東大震災と相模原」（仮）
令和５年８月～９月
関東大震災による相模原市内での影響と防災に関わる資料を紹介する。

茅ヶ崎市 ちがさき備えるフェア
・令和５年９月１日（金）を含む前後２週間程度を予定。
・防災用品を販売する店舗情報の周知により、市民の防災意識を向上するもの。

秦野市 震生湖誕生100周年記念事業の実施
令和５年９月頃　関東大震災で誕生した国登録記念物である震生湖の誕生100周年を記念
し、式典、講演会、現地見学会、企画展を予定

千葉県
銚子市

東京都

小笠原村

墨田区

練馬区



総合防災訓練（防災フェア・地震対応訓練） 令和５年８月中旬から下旬　防災フェアの本市ブースにて実施

第２２回地震火山地質こどもサマースクール
令和５年８月１７日（木）～１８日（金）
子どもたちと専門家が一緒に、野外観察や実験を行う

広報誌「広報ひらつか」にて特集の掲載 令和５年９月１日（金）　特集を掲載予定
庁舎多目的ホールにてパネル展の実施 令和５年９月上旬から中旬

藤沢市 市総合防災訓練 令和５年９月頃　防災訓練の想定等で検討中
南足柄市総合防災訓練 令和５年９月上旬　総合防災訓練のブースにおいて設置
広報誌「みなみあしがら」にて特集の掲載 令和５年８月１日号にて防災関連の記事を掲載

横須賀市 市総合防災訓練
令和５年１０月中旬　大規模災害を想定した津波被害発生時の防災訓練と併せパネル展
示等を実施

よこはま防災フェア2023 令和５年９月予定　イベント内容については検討中
広報紙「広報よこはま」への特集の掲載 令和５年９月予定
関東大震災100年展（仮）企画展 令和５年１０月ころ～１２月ころ　郷土資料館において企画展
広報誌「おおいそ」にて特集の掲載（検討中） 令和５年９月ごろ

大井町 大井町総合防災訓練 令和５年８月２７日（日）　町の訓練に連動させ動機づけを図る。

二宮町総合防災訓練
令和５年９月３日（日）実施予定
地震想定とし安否確認訓練や避難訓練等を実施予定

広報誌また掲示板への掲載
令和５年７月下旬ごろ　総合防災訓練実施周知と合わせて、関東大震災100年の関連した
内容を掲載

山北町 広報誌「やまきた」 令和５年８月１日（火）　広報誌により関東大震災から100年について掲載予定
山梨県 中央市 「広報ちゅうおう」にて掲載 広報紙９月号の防災コーナーにて掲載を検討中

4．関係学協会（防災学術連携体調べ）
学協会名 イベント名 開催時期・概要

地球惑星科学連合
パブリックセッション
「関東大震災100年。社会の進化は次の災害を乗り越
えられるか」

２０２３年５月　千葉市幕張メッセ　ハイブリッド
https://www.jpgu.org/meeting_j2023/

日本火災学会
日本火災学会　講演討論会「関東大震災と、以後100
年間の火災科学　将来の都市型複合災害に向けた課題
を抽出する」

2023年1月20日(金)　13時00分～16時30分　(日本火災学会ホームページに掲載予定
https://www.jafse.org/ )

2023年度日本建築学会大会（近畿）都市計画部門パネ
ルディスカッション「次の災害対策・復興を実現する
―新・復興とは」（仮題）

２０２３年９月１２日（予定）
不確実性の高い大規模災害後に、21世紀型のまちづくりを実現しながら復興を進めるた
めにはどのような事前の想定・準備が必要か？関東大震災からの100年を振り返りつつ、
次の100年に資する「“新”復興像」を議論する。

南足柄市

平塚市

大磯町

横浜市

二宮町

神奈川県



2023年度日本建築学会大会（近畿）海洋建築部門研究
協議会「関東地震津波の隠された教訓」

２０２３年９月１３日（予定）
関東大震災の特徴は甚大な人的被害を出した地震後の火災であり、相対的に津波被害へ
の関心は低かった。その関東地震津波の隠された教訓を、東日本大震災大津波の記憶と
南海トラフ地震津波への備えを念頭に読み取る。

2023年度日本建築学会大会（近畿）災害部門研究協議
会「関東大震災当時の資料や記録を振り返る」（仮
題）

２０２３年９月１３日（予定）
関東大震災から100年が経過した。これを契機に改めて当時の資料、記録を調査すること
で100年前の状況を振り返り、当時を追体験できるような機会を提供し、将来の地震被害
調査について考えるきかっけを提供する。

日本災害復興学会
関西学院大学災害復興制度研究所２０２３年復興・減
災フォーラム「関東大震災100年われわれに遺したも
の～帝都復興と人間の復興」

２０２３年１月７日（土）～８日（日）
会場：関西学院大学レセプションホール（兵庫県西宮市上ケ原1番町1-155）
※ハイブリッド開催
主催：関西学院大学災害復興制度研究所
共催：日本災害復興学会
後援：朝日新聞社
https://www.kwansei.ac.jp/fukkou

一般公開セミナー「関東大震災から100年一過去に学
び、将来に備える一」（仮）

２０２３年１１月３日（金・祝）13: 00-16: 00（予定）
場所：はまぎんホールViamar
主 催：公益社団法人日本地震学会・公益社団法人日本地震工学会

第16回日本地震工学シンポジウム

２０２３年１１月２３日（木）～２５日（土）
開催場所：パシフィコ横浜ノース（横浜市）
共催：日本地震工学会、地域安全学会、地盤工学会、土木学会、日本活断層学会、日本
機械学会、日本建築学会、日本災害情報学会、日本災害復興学会、日本地震学会、日本
自然災害学会、日本都市計画学会
リンク：https://confit.atlas.jp/guide/event/jees2023/top

第13回震災予防講演会（第27回震災対策技術展・横浜
にて開催

２０２３年２月３日（金）13時～（予定）
テーマ：「関東大震災から学ぶ地域防災の過去、現在、未来（仮題）」
講師：武村雅之氏（名古屋大学減災連携研究センター特任教授）

日本地質学会 第22回地震火山地質こどもサマースクール
地震学会、火山学会、地質学会　共催
2023年夏，神奈川県平塚市開催予定
関東地震から100年を機に平塚市で開催予定

日本地理学会
日本地理学会春季大会公開シンポジウム「関東大震災
から百年：あらためて何を学び「地理総合」でいかに
教えるか」（仮）

２０２３年３月２５日（土）または２６日（日）

日本地震工学会

学協会

日本建築学会


