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　阪神・淡路大震災の経験を通して学んだ自然の脅威や生命の尊さ、共に生きることの大切さを考える「防災教育」
を推進し、未来に向け安全で安心な社会をつくる一助とします。児童・生徒、学生が学校や地域において主体的に取
り組む、「防災教育」に関する先進的な活動を顕彰します。

1月12日（日） 兵庫県公館
（神戸市中央区下山手通４-４-１）

津波ぼうさい賞

愛南町立柏小学校愛媛県／
小学生
部門 自他の生命を尊重し、安全に行動ができる児童の育成

～危険を予測し、自ら回避できる能力を育成するために～
　ぼうさい戦隊kashiwa集会を定期的に開き、防災グッズの準備状況調査、防災手帖の
作成、我が家の防災発表会など、日常の防災活動の発表・共有を行っている。緊急地震速
報の誤報の際、90％近くの児童が身を守る対応を行うなど、意識が高まっている。

能登町立小木中学校新潟県／
中学生
部門 自分たちの地域を自分たちの手で守ろう

　小学生を対象に中学生によるハザードアップ講習会の実施や、一人で避難できない
方のためにお助け隊結成、海抜表示板の作成・設置など地域と連携した取り組みを進め
ている。地域の防災意識の啓発、向上を目標に、活動を行っている。

高知県立須崎高等学校高知県／高校生
部門

「須崎高校 防災プロジェクト始動」 ～自らの命を守る意識を養い、地域の防災リーダーになる～
【自主性・独創性】地域保育園への防災出前授業、避難道入口の誘導看板を地域と合同制作・設置の他、須崎市地震防災課と共同で須崎市津波防災学習用小冊子の作成に
も取り組んだ。防災教育を通じて地域との交流機会が増加し、非常時の地域との連携体制が強化されている。

印南町立印南中学校和歌山県／
中学生
部門 「安政印南の奇跡」を再び！過去の教訓に学び

現代科学技術を活かした防災を目指して
　3年生の総合的学習で5名の生徒が津波防災をテーマに選び、総合的な地震津波ハ
ザードマップを作成のための調査を行っている。過去の災害記録を現代語訳して冊子
や文化祭展示、暗唱大会に参加するなど、学校内や地域に発信を続けている。

福島県立磐城高等学校 天文地質部福島県／
高校生
部門 津波による人的被害の抑制を

考慮したハザードマップの作成
　道路の海岸線に対する角度による津波の遡上しやすさの違いを調べるため、道路の模型
と津波発生装置を作成して検証し、野外調査のデータも用いて、四倉地区のハザードマップ
を作成した。各種イベントでいわき市の津波被災の状況と防災の取り組みを伝えている。

津波に対する防災活動を推奨するための賞。
津波避難訓練や津波対策に対する優れた取り組みを対象にしています。

教科アイデア賞

和歌山県立熊野高等学校和歌山県／
高校生
部門 防災ネットワークの繋ぎ目「ハートフルハザードマップ」構想 ～時代を超えた軌跡は、世代を超えた軌跡へと～

　総合学科の3科目において、「工学的」「歴史学的」「保育・福祉的」３つのアプローチから、洪水を対象とした「ハートフルハザードマップ」を作製した。また、高校生が放
課後を中心に、独居老人宅を対象に安否確認を行うなど地域と連携した取り組みを進めている。

御嵩町立上之郷小学校岐阜県／
小学生
部門 自らの生命を守るために必要な事柄を知り、

主体的に判断し安全な行動ができる児童の育成
　教科教育と防災教育をミックスし、日常的に実践を進めている。また、親子登下校で通学
路の危険個所や避難場所を把握し、親子図上訓練・Myハザードマップ作成配布も行った。
児童だけでなく、保護者の交通安全・災害安全への意識も高まりつつある。

愛知県立半田商業高等学校愛知県／
高校生
部門 本校の防災教育のあゆみ

― 商業高校生だからできること ―
　商業科の学習内容を防災教育に応用させ、オリジナル防災用品第1号「ごんぱんだ」(缶入
り長期保存パン)の販売を行っている。初期投資回収後は、売り上げの一部を石巻市へ寄付
する予定だ。生徒が主体的に取り組むことで、防災教育に対する意欲につながっている。

教科教育における防災教育を推奨するための賞。
教科教育において取り組まれた優れた取り組みを対象にしています。

継続こそ力賞

アトリエ太陽の子兵庫県／
小学生
部門 絵画を通じた東北支援　命の一本桜プロジェクト

　“命の一本桜プロジェクト”、“とびきり笑顔の自画像”など、東北現地で絵画を通じた
支援活動を行っている。巨大な紙に桜を描くことは、子ども達に自信・達成感を持たせ
る。阪神・淡路大震災、東日本大震災を伝え続ける事で、防災力の強化に繋げている。

高知市立愛宕中学校高知県／
中学生
部門 地域連携型防災学習「ＡＴＡＧＯに生きる

～南海地震から命を守る～自分・友達・家族・地域」
　地域の方と登下校中の避難場所・危険場所の確認・調査や、高齢者の方から南海地震体験
談の聞き取りを行うなど、地域と連携して防災学習を進めている。家の間取り、学校の危険
場所などを考えることで、どの場所にいても危険場所を考えられるようになっている。

高知県立高知工業高等学校高知県／
高校生
部門

地域防災力向上への取り組み
　小学校3校、中学校5校で防災出前授業を行い、地震直後を生き残るためのワークショップを行った。その他、高齢者や幼児を運ぶ際に活用できる折りたたみ式のリ
ヤカーの作成、保育所等の施設に寄付するなど、専門知識を活かした防災の取り組みを進めている。

継続的な防災教育活動をたたえる賞。
過去数年に渡り取り組まれた優れた防災教育活動を対象にしています。

大阪市立南港南中学校大阪府／
中学生
部門 中学生が地域の担い手

～南中・ボランティア活動体験などを通して～
　1～3年生の防災リーダー委員30名が地震・津波訓練で高齢者や園児の誘導・避難をサ
ポートした。その他、認知症サポーター養成講座では、認知症について学び、高齢者の方々
に対する接し方も学習している。中学生に「地域の担い手」という、自覚が出てきている。

鹿児島市立黒神中学校鹿児島県／
中学生
部門 火山と共に生きる黒神の防災教育

～自分の命は自分で守る＋地域の命はみんなで守る～
　桜島の噴火の歴史や大爆発の様子などを学び、自分たちが住む場所について知識を深め
ている。来校者に噴火の歴史や状況を伝えるボランティアガイドも実施した。今後、桜島大
正大噴火100周年を迎えての、噴火に対する防災学習のまとめの看板化する予定である。

秋田県立仁賀保高等学校 Be助人秋田県／
高校生
部門 「Be 助人プロジェクト」（ビスケットプロジェクト）

　地域の防災力向上を目指し、「Ｂｅ助人プロジェクト(被災者支援・地元の要援護者支援で学んだことを、地元の防災力向上に活かすプロジェクト)」を立ち上げた。校
内の「生徒自主防災組織」には、生徒有志106名が所属し、宿泊訓練等の企画・運営などに積極的に取り組んでいる。

フロンティア賞 防災教育活動の広がりを促進するための賞。
過去に応募がなかった地域での先導的な取り組みを対象にしています。
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● 神戸市立西灘小学校６年生しあわせを運ぶ合唱団
● 河田　惠昭

● 井戸　敏三
● 若菜　英晴

● 1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」表彰

● 防災力強化県民運動ポスターコンクール表彰

● 1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」受賞団体による活動発表

● 河田　惠昭

(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事長
阪神・淡路大震災記念　人と防災未来センター長

(グランプリ・ぼうさい大賞、優秀賞、奨励賞、だいじょうぶ賞、はばタン賞
津波ぼうさい賞、教科アイデア賞、フロンティア賞、継続こそ力で賞)

(ひょうご安全の日推進県民会議会長賞、人と防災未来センター長賞)

河田　惠昭　(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事長
阪神・淡路大震災記念　人と防災未来センター長

兵庫県知事

毎日新聞大阪本社編集局長

平成25年度

必ず来るその時　学ぼう備えよう未来へ必ず来るその時　学ぼう備えよう未来へ

1.17
防災未来賞

● 主　　　催　兵庫県、毎日新聞社、(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構（阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター）
● 後　　　援　内閣府、消防庁、文部科学省、国土交通省、兵庫県教育委員会、神戸市、神戸市教育委員会、ひょうご安全の日推進県民会議、関西広域連合
● 協　　　賛　ＵＲ都市機構
● 事　務　局　(特非)さくらネット　
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　兵庫県の震災復興のマスコット
である「はばタン」にちなんだ賞。
被災地にエールを送るため、被災
地での経験や教訓から生まれた活
動を対象にしています。

　安心・安全なまちづくりを目指す「だい
じょうぶ」キャンペーン実行委員会（会長、
国松孝次・元警察庁長官）にちなんだ賞。防
犯活動にも応用できる取り組みを対象に、
「希望賞」を衣替えして新設しました。

女川町立女川中学校宮城県／中学生
部門 1000年後の命を守るために ～私たちの津波対策案～

　現在の3年生は東日本大震災発生直後の2011年4月の入学。その生徒らが社会科の授業で「古里に
何ができるか」を話し合い、「1000年先の命を守りたい」との気持ちを抱いた。同年11月、災害時に住
民同士が助け合える絆づくり▽広い避難路と高台のまちづくり▽震災を記録に残す――という三つ
の独自の津波対策案を公開授業で発表した。
　「記録に残す」方策の一つとして2012年、町内21カ所すべての浜の津波最高到達点に石碑を建てる
「いのちの石碑プロジェクト」が始動。保護者らによる「支える会」も発足した。2013年2月からは石碑
建設のための募金を始め、約半年間で建設に必要な1000万円を達成した。
　11月には、高さ2.2メートル、幅1メートル、奥行き15センチの「いのちの石碑」が3基、町内に完成。
碑文には「逃げない人がいても、無理やりにでも連れ出してください」「家に戻ろうとしている人がい
れば、絶対に引き止めてください」など、生徒たちが震災から学んだ教訓を刻んだ。生徒たちが20歳に
なるまでに、全部の石碑を建てることを目標にしている。

千葉県立東金特別支援学校千葉県／高校生
部門 一人一人の命と健康を守る防災教育 ～安心・安全な環境づくり～

　知的障害がある児童・生徒らが自分の命を主体的に守るため、2011年から防災教育に取り組んで
いる。2012年7月、高等部の男子生徒2人が岩手県や宮城県の支援学校など5校を訪問し、交流を図っ
た。お笑い芸人のネタを元にした替え歌「あたりまえ体操」を作り、「とにかくにげっぺ！（逃げるの意
味）　あたりまえぼうさい」など、被災地での教訓を歌詞に盛り込み、歌ったり踊ったりしている。振
り付けは自分たちで考え、これまで音楽の授業や全校防災集会で活用してきた。東京都内の約35の支
援学校にもDVDを配った。学校が避難所になった時に使うことを想定した絵付きのパーティション
（仕切り）づくりは2011年から、高等部の美術の授業で続けている。児童らが授業に集中できること
から、普段でも使っており、防災を身近なものと捉えている。
　避難所開設訓練や炊き出しをPTAと協力して実施するなど、地域との交流活動も継続的にしている。

高知県立大学イケあい地域災害学生ボランティアセンター高知県／大学生
部門 全国の想いを高知へ！ ～楽しくなけりゃ始まらない～

　「災害時にボランティアのコーディネートを担えるような団体を作りたい」との思いで2013年3月
に設立。現在は、高知県立大の学生約40人が参加している。「未来に被災するであろうと言われる地
域」を「未災地」と称し、2013年のゴールデンウイークに「未災地ツアー」を実施。メンバーのほか、関
西や関東の学生ら15人が高知県に集まり、被災が予想される地域に対して何ができるかを考える
ワークショップを開いた。
　また、南海トラフ巨大地震発生時に最大34メートルの津波襲来が想定される高知県黒潮町や同県
職員を招いて、それぞれの防災に関する取り組みを聞くほか、地元消防団の人たちと大学のキャンパ
ス周辺を歩いて自主防災に取り組む地区住民との触れあいを通じたりするなどして、防災への意識
を高めている。
　2013年9月には、高知市立三里小の5年生の児童約50人を対象に講演、東日本大震災の被災地での
ボランティア体験を披露した。

表彰式・発表会
受賞団体活動紹介

優
秀
賞

小学生
部門

小松島市坂野小学校徳島県／

「命・仲間・そして未来へ
～実践力を培う防災教育をめざして～」

　全学年の日常的な学習の中に、防災教育を取り入れている。オープン
スクールで5・6年生が運営し、「避難リュックづくり」等のワークショッ
プを行った。周りの人とのつながりの大切さを感じ、下学年や地域に目
を向けて考える意識が育っている。

高校生
部門

岩手県立宮古工業高等学校岩手県／

疑似津波実演会
　津波実演ができる模型製作を継続的に実施し、これまでに10基の模
型と4組の造波装置を制作した。県内外の小中高等学校、防災関連イベ
ントで津波実演会を行い、津波に対する危機意識高揚と被害の軽減に繋
がることを目的に、活動に取り組んでいる。

大学生
部門

地域貢献団体MMM（スリーエム）愛知県／

住民・学生が手を取り合って助け合う地域を創造しよう
　防災交流会やサロン防災、防災セミナーなどを開催し、地域の方と連
携しながら取り組みを進めている。参加した障がいをもった学生たちが
中心となり、悩みの共有、学生や地域に広げ訴えていくための交流会を
立ち上げるなど、新たなコミュニティも生まれている。

中学生
部門

徳島市津田中学校徳島県／

絆を深め、継続する防災学習
　東日本大震災後、津田地区の住民が南海トラフ地震をどう捉えている
か等、戸別訪問で300軒を回り、防災意識調査を行った。調査結果は集計
後データ化し、町内50事業所に配布・掲示した。町内意識調査をはじめと
した防災活動が恒例になっている。

奨
励
賞

小学生
部門

四万十町立十川小学校・
十川小学校土砂災害プログラム推進委員会高知県／

子どもとお年寄りの視点を大切に「南海地震や豪雨等
による土砂災害と孤立に強い十川地区」をめざして

　専門家とフィールドワークを行い、家庭用・地域用の土砂災害防災マッ
プを作成し、全戸配布した。マップは防災訓練などで活用、掲示され、地域
の防災意識向上に貢献している。また、孤立対策として地域資源のシカ肉
を活用した保存食づくりにも取り組んだ。

高校生
部門

水の自遊人　しんすいせんたいアカザ隊山口県／

音をカタチにかえてみる。（感じることで始まる
減災意識）～聴覚障害者と共に学ぶ防災学習会～

　聴覚障害者との学習会会議を行い、大雨の際、音以外の情報で、どう避
難判断をしてもらうといいか等、話し合った。新聞の玉で浸水雨量疑似
体験・乳幼児と食べる非常食・防災意識アンケート調査を行うなど、様々
な視点で防災を考える取り組みを進めている。

大学生
部門

佛教大学 大宮防災と福祉のまちづくり応援隊京都府／

「ほっとかへんで！」からはじまる防災と
福祉のまちづくり

　“「大宮ほっかへんで運動」の推進”「災害時要配慮者登録制度」におけ
る近隣支援者に協力してくれる学生を募り、学生と地域の繋がりをつく
る活動に取り組んでいる。学生が取り組みの担い手になることで、地域
の励みとなり、具体的な近隣支援者確保にも貢献できた。

中学生
部門

気仙沼市立階上中学校宮城県／

「私たちは未来の防災戦士」～｢自助｣｢自助・共助｣
｢自助・公助｣の学びと｢つながり｣の大切さを通して～

　小中学校合同で避難所設営訓練を行っている。避難所開設の初期対応訓
練では、日常の学校の委員会で役割分担をする工夫を取り入れた。その他、
地区ごとの避難経路・危険個所・海抜調査、海抜表示板の作成・設置など、地
域と連携し活動に取り組んでいる。

は
ば
タ
ン
賞

小学生
部門

宮古市立鍬ヶ崎小学校岩手県／

鍬ヶ崎からの元気の発信
　地域の方々のインタビューや宮古市観光課からお話を聴いたことを
もとに、「鍬ヶ崎観光パンフレット」を作成した。子ども達は地域の資源
や人と触れ合うことで、生まれ育った鍬ヶ崎の良さを実感し、“鍬ヶ崎か
らの元気の発信”に取り組んでいる。

中学生
部門

仙台市立南吉成中学校宮城県／

持続可能な未来社会を担う生徒の育成を目指す防災教育  ― 多様な体験的活動の教育実践を通じて ―
　沿岸部の津波被災農家の手伝いを行い、被災者と交流を行っている。その他、震災の記憶を忘れず防災意識を高めるため、校内炊出し調理コンテ
ストや、地域防災訓練を中学生が主導で実施するなど、主体的に取り組む学生が増えている。

中学生
部門

大船渡市立吉浜中学校岩手県／

学び・つなぎ・伝える
　吉浜地区の歴史を知る方々から学び、地域の方々を巻き込んだ防災学
習を実施している。津波演劇の脚本づくり、文化祭での発表、ブログでの
活動発信にも積極的に取り組んでおり、先人の知恵によって守られた学
生たちが、主体的に後世に伝えようと行動している。

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
賞

小学生
部門

高松市立太田南小学校　地域安全チーム「STみなみ」香川県／

「自分の生命は自分で守る」「子どもの生命をみんなで守る」
　STみなみ・卒業生・高学年児童有志で協力し、危険な交差点の「カラー塗装」を完了した。高学年は、自分のことだけでなく、下学年の児童の安全を
常に意識するようになり、年間200日あまりの集団登校の中で、安全意識や信頼の絆は深化している。

は ば タ ン 賞 だ い じ ょ う ぶ 賞

糸魚川市立根知小学校新潟県／小学生
部門
小学生
部門 根知小発！ジオパークの大自然と向き合う地域防災教育2013

　全校児童わずか27人だが、内閣府などが主催の「防災教育チャレンジプラン2011」に応募したのを
きっかけに、防災への取り組みを活発化させた。今年度は「めざせ！ぼうさい甲子園グランプリ」を目
標に掲げ、新たに「コドモ防災クラブ」を組織、3～6年生10人が参加している。「こまったときは　声を
出そう」「どこへいっても　にげ道チェック」「もっと、安全な場所を考えよう」など「こ・ど・も・ぼ・う・
さ・い・し（コドモ防災士）」の文字から始まるテーマソングを作成。その他、救命法を学ぶ▽防災カード
ゲーム「クロスロード」に挑戦▽地域安全マップづくり――などの活動に励んできた。
　児童たちに課題を与える「根知っ子防災ＭＩＳＳＩＯＮ！」も健在。月に2回、防災や交通安全など
にまつわる問題を封筒に入れて、児童たちへの課題として与え、正解すれば、防災カードがもらえ、不
正解だと封筒内の問題がたまっていくというユニークな取り組みだ。

グランプリ
三つの独自の津波対策案を

考えた生徒たち

地域安全マップを
作成する児童たち

「あたりまえ体操」を行う
児童・生徒たち

未災地ツアーの
ワークショップで
話し合う参加者たち

1.17
防災未来賞


