はばタン賞
中学生
部門

大学生
部門

広島県／呉市立広南中学校

地域と創作劇に挑戦〜未来に伝えたい！広南避難プログラム〜
平成30年西日本豪雨の被災経験を経て、地域から二度と亡くなる人
を出さない取り組みを検討し、
「 劇団Smile」
と創作劇「誓い〜広南避難
プログラムを創る〜」
を創った。学校防災教育、地域連携訓練など地域貢
献の展開から、
ふるさとへの感謝の思いが芽生えている。

宮城県／女川1000年後のいのちを守る会

1000年後のいのちを守るため、防災を空気とする社会を実現する
2011年4月、東日本大震災により甚大な被害を受けた女川第一中学
校に入学した64人が社会科の授業をきっかけに
「1000年後の生命を守
る」
を合言葉に活動を開始。
その後、石碑を立てる活動などを経て、卒業
生が石碑を巡る伝承活動や合宿活動などを継続している。

だいじょうぶ賞
中学生
部門

高校生
部門

小学生
部門

自他の命・自分の町を守る生徒を育む地域協働の防災教育

町の「安全・安心」
「 防災活動・減災活動」拠点として、
ヘリポートとなる
新宮ふれあいの丘公園に隣接して昨年度開校。防災教育を学校経営の
中学に据え、
コミュニティ・スクールとして地域住民とともに多彩な活動を
企画・運営している。

兵庫県／神戸市立神港橘高等学校DiReSt67

継続支援・語り継ぎでの防災意識啓発＆子供達へのアプローチ
東日本大震災をきっかけとして学習交流活動や防災イベントなどへの
出展を継続。防災や支援に関するオリジナルグッズの開発・販売にも取り
組んでいる。広い視野から防災をとらえて、高校生にできることを通じて意
識啓発をつみ重ねている。

高校生
部門

児童生徒が主体的に学び行動する防災学習のあり方

東日本大震災前から津波防災活動に小中・地域連携で取り組んでい
たが、昨年度から2年間を研究期間とし、
カリキュラムの検証を行っている。
小中行動研究会や学年別研究授業、避難訓練、防災だより発行等を経
て、小中９年間防災学習系統表を作成予定である。

小学生
部門

二本松市と浪江町の有志による
「子どもに音楽を送る会」、
その中の合
唱団として
「福島しあわせ運べるように合唱団」
は生まれた。現在は二本
松在住者から公募し、23校から教員や指導者が参加。歌や劇での表現
活動による防災学習をコーディネートしている。

中学生
部門

プログラム

大学生
部門

大阪府／大阪市立白鷺中学校

地域を担う
「防災リーダー」の育成

校内で防災リーダー
（防災ALT「Active Learn Team」積極的に学ぶ
チームの意味)中心の様々な活動を行っている。ICTを活用した
「震災の
語り」
「 人と人」
をつなぐ防災教育では、思考力・判断力・表現力の育成を
目指している。

東京都／中央大学ボランティアセンター公認学生団体

チーム防災

防災活動を通して、学びあい、活かしあい自助共助の力を高めあう

東日本大震災被災地での支援活動から
「突然発生する災害の恐ろし
さ」
「大切なものを理不尽に奪われる悲しみ」
などを知り、防災・減災活動を
継続している。学内を中心に日野市内の取り組みに参画。人や地域をつ
なぐハブとしての役割に共感や評価が生まれている。

千葉県／千葉県立長生特別支援学校
特支・団体
と防災学習〜備えあれば憂いなし〜
部 門 「ラップ♪防災」

昭和52年の開校以降、地震・津波避難訓練を継続しており、東日本大
震災以降、防災教育を学校経営の重点に加え、防災対策とともに進めて
いる。生徒が主体的に楽しく実践できる活動をめざし、
ラップ防災を各学部
の防災教育の導入や資料として活用している。

教科教育において取り組まれた優れた防災教育活動に贈られる賞です。

被災者の方々の心の声を形にするための災害食の商品開発

「防災ジュニアリーダー」
が被災地でのボランティア活動に参加。避難所での野菜不足などによる体調不良の現状を知り、高校生にできることを考え、
「商品開発」
の授業で災害食パンの缶詰「松陽陽だまりパン」
を検討し企業と共同開発、啓発事業を展開している。

阪神・淡路から25年。伝えよう記憶と教訓
阪神・淡路大震災の経験を通して学んだ自然の驚異や生命の尊さ、ともに生きることの大切さを考える「ぼうさい
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・学生や団体が学校や地域において
主体的に取り組む、
「ぼうさい教育」に関する先進的な活動を顕彰します。

過去に受賞がなかった地域・分野での先導的な取り組みまたは初応募の優れた取り組みに贈られる賞です。

広島県／福山市立鞆の浦学園

鞆町のBOSAIリーダーになる

総合的学習で訪問した資料館館長から波止場や防潮堤の実態、
「防
災に強い町にしよう」
という話を聞き、正しい知識を持つリーダー養成などを
開始した。今年度は、土砂災害をテーマとして防災模型作成や家庭の非
常持ち出し袋確保推進などに取り組んでいる。

岡山県／岡山市立上道中学校

命の危機や災害の不安に備え、PTAと学校がつくる災害対策

昨年度の西日本豪雨において校区内が浸水被害に遭い、幸い人的被
害はなかったものの2階への避難を余儀なくされた。校区では土砂災害等
の危険も抱えていることから、今後、避難活動やPTAとの連絡体制の整
備など総合的に着手し、地震対策にも取り組んでいる。

継続こそ力賞

表彰式・発表会

福島県／子どもに音楽を贈る会「福島しあわせ運べるように合唱団」
特支・団体
部 門 復興曲を中核に「出会い感じ探り歌い」福島の未来を創る人間育成

小学生
部門

中学生
部門

令和2年

「自分事」と考え、地域で行動する子〜ICTを活用した防災教育〜

平成26年度から、災害想定映像などをもとに災害時の様子や自分の
行動を想像し
「防災巻」
にまとめる活動を毎年行っている。今年度は地域・
消防・各種団体と連携した活動に発展させ、ICT機器活用やプログラミン
グ教育研究と防災教育との融合を図る工夫をしている。

13:00

神奈川県／横須賀市立浦賀中学校

自助・教育の意識を高める減災教育

14年前から2年生が2月の総合教育にて防災教育のプログラムを行っ
ていたが、全学年・学年別・教科別の取り組み、小学校との合同訓練など
を行っている。災害対応や避難所運営等に役立つ体験などを通じ、生徒
と教員の災害に関する意識高揚を図っている。

13 : 00

1月12日（日）16:00

開催
日時

東京都／足立区立西新井小学校

プログラム

中学生
部門

七ヶ浜町立向洋中学校の生徒が平成27年度から震災学習を積み重
ね、有志が団体「Fプロジェクト」
を立ち上げて被災者との交流、語り部活
動などを続けてきた。平成30年3月に「きずなFプロジェクト」
を発足。紙芝
居を作成し風化防止を目指して上演している。

兵庫県／兵庫県立松陽高等学校

フロンティア賞
小学生
部門

小さな子どもたちに紙芝居を通じて震災と命の尊さを伝えていく

1.17
防災未来賞

津波避難訓練や津波対策に対する優れた取り組みに贈られる賞です。

岩手県／釜石市立鵜住居小学校

教科アイデア賞

宮城県／きずなＦプロジェクト

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にちなんだ賞。
防犯や街の身近な安全や、
安心・安全なまちづくりを目指す優れた活動に贈られます。

福岡県／新宮町立新宮東中学校

津波ぼうさい賞

高校生
部門

ぼうさい甲子園題字・イラスト：涌嶋克己さん

令和元年度

阪神・淡路大震災以降に被災した地域にエールを送るため、
これら地域を対象に被災の経験と教訓から
生まれた優れた活動に贈られます。

13:20

開
会
開 会 の こ と ば ● 河田

完成版！上富田ふれあいルーム 年間防災計画！

毎月の季節の行事に防災に必要な知識と体験を取り入れ、
自然に楽し
く防災を学べる計画として、約100種類のプランを5段階評価してまとめた
「季節のイベント防災カレンダー」
を制作。
「避難所で要配慮者に気づき、
声かけのできる小学生」
をめざして活動している。

〒662-0041 兵庫県西宮市末広町4-7 夙川レッチオレジデンツァ402
TEL：0798-23-3215 FAX：0798-23-3187
メール：bousai̲koushien@yahoo.co.jp
ぼうさい甲子園 QR

高校生
部門

（神戸市中央区下山手通4 - 4 - 1 ）

惠昭（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長

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

● 防災力強化県民運動ポスターコンクール表彰

（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）

愛知県／名古屋高等学校減災チーム

「助かる人」から「助けられる人」へ

災害や地域状況を知り、問題点を伝え、実戦経験を積む。平成24年度
から様々な活動を継続している。人や組織と繋がり、一人でも多くの生徒
が自発的・有機的に
「助ける存在」
になることを目指し、今年度は水防学習
や宿泊訓練、
プレゼン報告他を実施している。

〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-2
TEL：078-262-5068 FAX：078-262-5082

兵庫県公館

主催者あいさつ ● 井戸 敏三 兵庫県知事
● 島田
智 毎日新聞大阪本社編集局長
表
彰
式 ● 1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」表彰

過去数年に渡り継続的に実施された優れた取り組みに贈られる賞です。

和歌山県／上富田ふれあいルーム

会場

西館6階

●主
●後
●協

14:15

発

15:50

講

評 ● 河田

16:00

閉

会

催
援
賛

表

会 ● 1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」受賞校・団体による活動発表
司会：神戸市立神港橘高等学校 放送部

惠昭

（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長

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）
内閣府、総務省消防庁、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、関西広域連合、ひょうご安全の日推進県民会議
UR都市機構
● 事 務 局 （特非）さくらネット

表彰式・発表会

大学生
部門

大阪府／関西大学社会安全学部近藤研究室
みんなの防災
〜地域メディアを活用した地域防災プロジェクト〜

優秀賞

小学生
部門

〜日本一の防災をめざして〜

兵庫県／兵庫県立山崎高等学校

中学生
部門

親子宿泊体験学習で身近な物を使って応急手当

南海トラフ巨大地震により日本一の津波高の津波襲来予測がある地域の厳しい立地の学校 (2012
年新校舎落成 ) であることから、 つながり をいかした防災活動を展開。中学生が牽引役となる「犠
牲者０」の防災を目指している。
「防災お年寄り訪問」「防災訓練サポート活動」「屋内避難訓練」「小学校・中学校合同避難訓練」
などを展開、マンネリ化を防ぐため、「メキシコ市中学校との合同避難訓練」や文化交流も行っている。
地域防災訓練に参加する人が増え、生徒たちの防災行動・自己有用感・進路意識が変容している。

学生
小校
高
部門

高校生
部門

埼玉県／埼玉県立日高特別支援学校
・団生体
特小支学
部門

大学生
部門

和歌山県／熊野高等学校Kumanoサポーターズリーダー部

すべての命を救う 〜ＡＥＤマップと心肺蘇生ダンス啓発活動〜

大学生
部門

防災学習倶楽部

絆を深め、地域と共に歩む防災教育
南海トラフハイリスク地域において平成17年度から防災教育を開
始。現在は地域とともに1年の活動を計画、多彩な活動が地域や卒業
生などをつないでいる。バーチャル避難訓練や防災映画出演などを経
て、
ふるさとを愛し生命を守る活動が広がっている。

静岡県／静岡大学教育学部藤井基貴研究室

静岡大学発「地域連携防災教育プログラム」の実践・普及
「トータル」
かつ「インクルーシブ」
な防災教育の推進・人材育成を掲
げ、防災教育プログラム(教材・授業)を開発。
さまざまな関係団体と連携
し、教員・市民のネットワークが広がっている。

千葉県／千葉県立東金特別支援学校

「あたりまえ防災」で災害に強いまちづくり

宮城県／石巻市立広渕小学校

未来へつなごう
！私たちの町・広渕

東日本大震災後、
「 広渕地区学校地域防災連絡会」による地域と連
携した合同防災訓練を毎年継続している。学校・家庭・地域が正三角形
になる防災活動継続をめざし、年間計画に沿った
「防災マップ」
「防災手
帳」づくりなどの活動が縦割教育で展開されている。

和歌山県／印南町立印南中学校

犠牲者０を目指す。災害時要援護者の避難と避難後の生活への備え
スマトラ地震をきっかけに、平成17年度から3年生選択教科や総合
的学習の時間に防災学習に取り組んできた。
「避難をあきらめた人がい
る」事実に問題意識を持つ生徒の思いから、要援護者の避難・避難生
活課題に取り組み、防災食の開発にも着手、継続発信している。

岩手県／岩手県立大槌高等学校復興研究会

復興の記録と災害の伝承による防災活動と新たに始めた防災紙芝居

東日本大震災から2年後、交流や復興の事業をとりまとめて
「大槌高
校復興研究会」
として活動開始。定点観測・防災町づくり・他校交流・
キッズステーション・広報の5つの班で活動している。今年度は防災まち
づくり班が紙芝居を開発した。

小学生
部門

中学生
部門

高校生
部門

愛知県／岡崎市立常磐東小学校

地域・学校・関係諸機関が連携した防災活動

土砂災害リスクを抱えた高齢化の進む過疎地域において、平成25
年度から生徒が主体性に問題解決力を高める取り組みを目指して防災
教育を開始。全国発「土砂災害マイタイムライン」
などを実施。生徒の作
文では
「学ぶ意味を体感できた喜び」
などが表現されている。

宮城県／気仙沼市立階上中学校

東日本大震災を負の遺産から正の財産へ転化する防災学習

地震や津波による甚大な被害経験を経て、
あらためて風化防止も踏
まえた防災教育を展開。
「自助」
「自助・共助」
「自助・公助」
を地域ととも
に学んでいる。地域アンケートや聞き取り活動、地域組織や津波伝承
館との連携活動により生徒の主体性が高まっている。

兵庫県／

兵庫県立尼崎小田高等学校
普通科 看護医療・健康類型

減災・縮災 学校が地域の「ハブ」になる 高校生にできること

医療・看護・福祉の専門職を目指す学生たちが、東日本大震災被災
地の聞き取りなどを経て、学校周辺地区を
「災害に強いまち」にしていく
ために活動を開始。劇の上映他の多彩な活動を通じ、
自治会・施設・企
業・市をつなぐ
「ハブ」機能を目指している。

愛知県／愛知工科大学板宮研究室

ＡＲ/ＶＲ災害疑似体験アプリの開発と防災教育における実用

東日本大震災をきっかけに、小学校における避難訓練にてＡＲスマート
フォンアプリと紙製ゴーグルを日本で初めて開発導入。
その後、津波体験
アプリ他の改善・発を積み重ねている。学部4年生が3年生へと活動を
継承、2万人を超える生徒が実装体験している。

特支・団体
部門

宮城県／宮城県立支援学校女川高等学園

地域防災を支える生徒の育成〜女川高等学校インクルーシブ防災〜

東日本大震災から5年後に開校された県下初の全寮制高等特別支
援学校として、
自主的に自分の地域で防災活動ができる生徒の育成を
掲げて防災教育を開始。軽度の知的障害のある生徒が自治会や自主
防災組織を運営。津波・原発・火災等への訓練を企画運営している。

特 別 賞

URレジリエンス賞
防災麺の試食配布

小学生
部門

私たちの命を守るために考え、行動しよう
！かわせみ防災タイム

東日本大震災をきっかけに「大きな災害が発生した時に、身体の不自由な本校の児童生徒の命をど
のように守っていくのか」という課題解決をめざして訓練等を積み重ねてきた。
5 年前からかわせみ防災タイムという防災学習を学校教育課程に設定。それぞれの生活年齢や発達
段階に応じた指導や縦割り活動を継続、児童生徒の行動や意識の変容を促してきた。
今年度は、重度の障害のある生徒でも避難判断・行動に役立つ「忍者のポーズ」を開発。既存
の活動から生じる疑問を丁寧に深め、特別支援学校の生徒の実態にも即したよりに有用な避難行動を
生み出す取り組みをさまざまな地域関係者と展開中である。

南海トラフハイリスク地域において14年間防災マップづくり活動を展
開、今年度は
「防災すごろくマップ」の開発により、
マンネリ化を防ぎなが
ら主体的な生徒の活動を展開、地域を動かす誇りある取り組みへと発展
している。

徳島県／徳島市津田中学校

避難訓練

地域とともに歩む防災・減災プロジェクト

平成 21 年に発生した豪雨被害により、隣接する町が被災し、生徒・職員の自宅にも被害が発生した。
東日本大震災の発生を経て、山崎断層地域での生徒主体の防災活動を平成 24 年から開始、現在
は地域防災力の強化をめざしている。
年間を通じて、訓練企画や防災マップ作成などを継続、今年度は非常食の研究を実施。成果を「非
常食ガイド」にまとめて配布、大型商業施設での防災ワークショップを行った。
教師に指示されて動く活動ではなく、生徒が学校・地域を動かしている。それが、生徒自身の誇りになっ
ており、縦割り組織により次の学年へとつながっている。

遊んでつながる、新しい防災マップ

中学生
部門

平成23年台風12号被害をきっかけに
「地域に根差し、地域に貢献す
る高校生リーダー」
をモットーに要配慮者と絆を結ぶボランティア活動を
開始。防災エクサダンス、心配蘇生ダンス、ハートフルチェックボランティ
アなどを展開している。

奨励賞

グランプリ・ぼうさい大賞

かかりがましい防災

高知県／四万十町立興津小学校

高等部が行った東日本大震災被災地訪問他の活動をきっかけとして
「あたりまえ防災隊」発足。思いのこもった歌詞とダンスで防災啓発を行う活動は、地域リー
ダーとしての多彩な展開と、
「東金市を日本一安全な街にする」
という生徒の意欲へと発展している。

持続可能な日常としての防災教育
〜地域と共に 命を守るために〜

高知県／幡多郡黒潮町立佐賀中学校

高校生
部門

特支・団体
部門

ドラマ撮影シーン

徳島県／阿南市立津乃峰小学校

平成 26 年に地震避難課題を検証、地域に目を向け、人とのつながりをつくることにより、自分と地
域の命を守る人材として児童を育成する理念のもと防災教育を開始した。今年度から
「第２期防災教育」
として、
「地域の力を活かしたまちづくりの視点」「学校教育としての持続可能な安定した日常としての展
開」をめざし、予告なし避難訓練や避難所等ウォークラリー、全町運動会防災種目実施、防災マイスター
制度導入他、多彩な活動を展開中である。
年間を通じて全教育活動に防災の視点を取り入れて計画化・検証・改善し、表彰や報道を受け、
全校生徒には自尊感情や防災リーダーとしての自覚・主体性が芽生えている。

小学生
中
部門

小学生
部門

グランプリ

「被災することの痛み」を胸に刻み、地域防災・防災学習の活動を支援する
プロジェクトを「地域メディア」を活用して展開しています。多様な「みんな」の
参加と情報共有により「diversity and inclusion」の具現化に挑戦している。
テレビ、ラジオ、新聞、音声告知放送、学校だより、写真集、カレンダー、イン
スタグラム、パンフレット、ポスター、ホームページ、twitter、youtube などの組
み合わせによる相乗効果をねらうクロスメディア戦略によって、総計 100 万人を
超える人たちに防災情報を届けてきた。難病患者や障害児者の津波避難に関す
る個別計画づくり支援、校内放送や防災無線を活用した取り組みなどは、これま
で 50 人のゼミ生全てが論文としてまとめ、アクションの効果を客観的・定量的に
測定して社会に還元している。
小学生
部門

受賞校・団体活動紹介

高校生
部門

デコヘル

被害を減らすと同時に、
復旧までの時間を短くすることにより、
社会に及ぼす影響を減らす レジリエンス
（縮災）という考え方
に繋がる取り組みに贈られる賞です。

徳島県／美波町立由岐小学校

先人の教えを後世につなぎ自分たちで考える事前復興町づくり計画
日本最古の「康暦の碑」他の震災碑を活用した石碑学習を見直し、平成28
年度から3Dプリンターで制作したミニチュア石碑を用いた石碑学習を開始した。
訓練等を重ねながら、復興まちづくり会議・計画の取り組みも導入、気づきとつな
がり、人材を育んでいる。

和歌山県／和歌山県立日高高等学校

地域の避難所である高校として、地域に防災文化を創出する
平成25年度以降、独自訓練を実施し、地域合同訓練に参加。平成28年度
から
「総合的な学習の時間」の単元の一つに「地域防災」
を加え、防災教育と
カリキュラムの連携を図ってきた。今年度は、2年生が自主的・積極的に地域活
動に参加、紙芝居作成などを行った。

中学生
部門

高知県／四万十町立興津中学校

全校4名宿命(津波)に挑戦、〜正しく、冷静に恐れようⅡ〜
昨年度、
「 津波到達時間表示活動」等でグランプリを受賞。今年度は地域ア
ンケートをもとに表示板の活用課題を検証。
「興津全員逃げるぞ！」新聞を継続
発行し、全戸配布を行っている。防災炊出し訓練やベトナム人留学生との防災
学習交流なども実施した。

静岡県／静岡県立御殿場特別支援学校
特支・団体
「御特まなぼうさい」
部 門 楽しく学び、考え行動する

静岡大学の後押しを受け、
「 御特まなぼうさい」
を開始。楽しく学ぶ教材やＩＣ
Ｔ機器を活用した体験的学習、富士山をテーマとした学習、生徒が考え行動す
る避難所運営などを通じて、地域との深いつながりの中での主体的な学びと地
域発信を展開している。

