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津波ぼうさい賞

西尾市立白浜小学校愛知県／
小学生
部門 いのち輝く白浜っ子の育成

～地域の特性を生かした防災教育・防災活動を通して～
　獣道を広げて、２次避難場所である高台へ安全に避難するため新避難路を
整備。毎月想定を変えた避難訓練の振り返りやマップづくり等で「自分の命
は自分で守る」防災教育に取り組んでいます。

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」
　防災アンケートや、地域の人と一緒に調査するフィールドワークをもとに、
「防災フェスタ」で中学校３年間の学習成果を披露。地域の防災力を高めるきっ
かけづくりになっています。

三重県立南伊勢高等学校 南勢校舎三重県／高校生
部門

高校生の力を地域の防災教育に ～防災によるまちづくりを目指して～
　「若者の力を地域防災に活かす」取り組みとして、１年生がタウンウオッチングなどを実施。収集した情報を地図情報データベース化して「デジ
タル版防災マップ」を作成しました。

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。

教科アイデア賞 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。

関西大学社会安全学部近藤研究室「チームSKH」大阪府／大学生
部門

校内放送を活用した防災学習支援活動
　既存の校内放送を利用し、子どもたちに必要な災害情報を子どもたちに身近な言葉を使って伝えています。地域の人たちにも出演してもらうなど、
小学生と大学生が協働で内容を決めています。

継続こそ力賞

水の自遊人しんすいせんたいアカザ隊山口県／
小学生
部門 平成21年7月中国・九州北部豪雨を

知らない私たちが災害を語り継ぐ
　アカザ隊の次世代が「語りつぎ」をつないでいくために、もう一度６年前
の防府豪雨災害の調査を開始。自分たちの言葉で災害を語れるよう、触れる
仕掛け絵本を作製しました。

印南町立印南中学校 ３年総合的な学習 津波研究班和歌山県／
中学生
部門 過去の教訓に学び現代科学技術をいかした

防災・減災活動
　津波防災啓発活動 11 年で蓄えた知識を活用し、今年度は詳細な津波流速
分布図の作成や、過去の災害記録から将来への教訓をくみ取り、リーフレッ
トを作成し校区全戸に配付しました。

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。

美波町立由岐小学校徳島県／
小学生
部門 「自分の命は自分で守る力」「力を合わせ共に生きる力」を

育み、持続可能な由岐の町づくりを目指す防災学習
　安政南海地震時の東由岐当屋帳（古文書）の記述や志和岐震災碑の拓本作
りなど、地域の歴史から地震・津波の教訓を学び、６年生が卒業制作として
下学年児童をはじめ多くの人に伝えています。

大町市立美麻小中学校長野県／
中学生
部門 「美麻と日本の災害について調べ、

自分たちの出来ることを考えよう！」
　地域の自治会の人たちと一緒に防災について考えることで「地域支え合い
マップ」の見直しの動機付けになるなど、子どもたちの活動が地域住民の災
害や防災を見直すきっかけとなっています。

兵庫県立加古川東高等学校 地学部 真砂土班兵庫県／
高校生
部門 花崗岩の風化における土砂災害への影響

　“ 地域還元 ”というキーワードをもとに、地学部ならではの「岩石分析」という視点から新たな研究を行い、災害の原理や危険性を知り、身近な
問題として自然災害について考え活動しています。

フロンティア賞 過去に応募がなかった地域・分野での先導的な取組及び初応募の優れた取り組みに贈られる賞です。

● 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 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

　阪神・淡路大震災の経験を通して学んだ自然の驚威や生命の尊さ、とも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。
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受賞団体活動紹介

愛知県／半田市立亀崎小学校小学生
部門 命の尊さに気づき、命ある自他を大切にする心の育成を目指して

― 自己肯定感を高め、つながりを実感できる活動を通して ―
　2011 年の東日本大震災がきっかけで防災教育に力を入れてきた。昨年の大
賞に続く２年連続の受賞。海が近い愛知県半田市では、南海トラフなどの地
震で津波の来襲が予想されており、亀崎小学校も対策に余念がない。

　「遊びながら正しい防災の知識を学ぼう」と５年生を対象に開催している「防
災学習運動会」は５回目となった。土のう積み競争やバケツリレー競争があり、
クラス対抗で順位を争う。

　防災学習運動会は教員らのアイデアで始まったが、土のうの積み方や、バ
ケツの手渡し方などは、地元の消防士や地域住民らが教員とともに指導する。
こうした地域との連携は、毎年夏に校舎体育館で実施している避難所体験「防
災キャンプ」でも生かされている。

　空き教室を利用した「防災学習室」では、防災マップや非常食などを常設
展示しており、児童らがいつでも防災について学べる環境を整えている。

グランプリ
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小学生
部門

埼玉県／埼玉県立日高特別支援学校
車椅子の児童生徒のための防災教育
「かわせみ防災タイム」

　かわせみ防災タイムで、児童生徒に合わせた学習と訓練等を積み重ね体験す
ることで、災害から身を守る方法や、どのような支援をして欲しいか伝えることの大
切さなどを学んでいます。

中学生
部門

石川県／能登町立小木中学校
小木地区から一人の犠牲者もださないために
　～防災意識を高める～

　自分たちが作製したツールや取り組みが他校や地域へ広がり、出前講座の依
頼などを受けることで、貢献している、役立っているという実感が、さらに意欲的に
取り組む原動力となっています。

高校生
部門

宮城県／宮城県多賀城高等学校

津波標識設置活動　～津波を伝える～
　津波痕跡を探し波高を設置する津波標識設置活動を継続させ、設置箇所のデ
ジタルマップなどを作成予定。住民への聞き取りも加え震災を風化させることなく
伝承する取り組みを続けています。

大学生
部門

神奈川県／慶應義塾大学 SFC防災社会デザイン研究会
命を守る3つのポーズ 
ー「楽しい防災」で自分の命は自分で守れる人になるー

　子どもたちにも自分の命は自分で守る力をつけてもらうため「じしんだんごむし」の
歌にあわせた体操と、災害時に命を守る3つのポーズを開発。現在では申請者ら
の手を離れ全国へ広がっています。

奨
励
賞

小学生
部門

徳島県／阿南市立津乃峰小学校
地域と共に、子どもたちの命とみらい（夢）を
大切に育てる防災教育をめざして

　小学校区が橘湾に面し、津波から避難できる高い場所が少ない中、地元バス
会社と提携し、車庫とバスを学校の第３次避難場所として活用。被災体験・バス
での親子避難所体験を実施しました。

高校生
部門

岐阜県／岐阜県立大垣桜高等学校 家庭クラブ
人との絆づくりこそが防災・減災!! 

　家庭科で学んだ知識や技術を生かしてオリジナル防災グッズを製作。出前講座
や講習会を開くなど、地域の様々な世代の方と防災・減災活動を一緒に取り組む
機会を増やしています。

高校生
部門

高知県／高知県立須崎高等学校
須崎で奇跡をおこすために
～私たちがはじめたこと～

　新たな減災対策を考え須崎市に提出した「津波による犠牲者ゼロを目指す提
言」に沿って、防災ＣＭ制作、防災出前授業、高齢者宅への家具固定ボランティ
アなどに取り組んでいます。

中学生
部門

和歌山県／田辺市立新庄中学校

新庄地震学と防災教育
　教科に結びつけて防災を学ぶ「新庄地震学」は１５年目を迎え、今年度はさらに
活動を広めるためホームページ制作に取り組んでいます。２年生が新庄中学校オ
リジナル防災劇も制作しています。

大学生
部門

高知県／イケあい地域災害学生ボランティアセンター

被災後の命をつなぐ～防災教育＋福祉・人権＋α教育～
　4学部それぞれの被災後の命を守る活動基盤を生かし、防災教育・福祉教育・人権教育を共に学べるオリジナル教材を考えることで、考えるチカラ・判断するチカラを
身につけています。

バケツリレーによる消火訓練を行う亀崎小学校の児童

宮城県／女川1000年後の命を守る会高校生
部門 1000年先まで被災体験を生かす

　宮城県女川町は、東日本大震災の際、8 割以上の家屋が津波に流された。震
災直後に旧女川一中（現 女川中）に入学した生徒たちは、町内に 21 あるす
べての浜に、津波が到達したことを示す石碑を建立する大事業に着手。費用
は募金で集める。生徒たちは高校２年になった。卒業後も活動を続けるため
に会を設立。活動の目標と思いを会の名とした。被災体験をまとめた「女川
いのちの教科書」の編集にも取り組んでおり、出版も計画している。中学時
代にグランプリに選ばれている。

徳島県／徳島市津田中学校 防災講座
小学生
部門
中学生
部門 絆を深め、継続する防災学習

　学校は海に近く、南海・東南海地震が発生したら４０分後に津波が襲来し、
校区全域が水没すると予想されている。防災学習も真剣だ。

　今年度は、南海地震後を見据えた「事前復興街づくり」をテーマに「今か
らでも行える行動」を提案。その一環として、津波の予想水位を示すシール
を各家庭に貼る活動に取り組んだ。地域住民との連携も緊密で、授業に参加
してもらったほか、フィールドワークで一緒に地域を歩いた。９年連続の入賞。
ぼうさい大賞は３回目。

泊まりがけで避難所生活を体験する津田中の生徒ら

静岡県／静岡大学教育学部 藤井基貴研究室大学生
部門

教職を目指す学生が学校・地域と連携して推進する防災教育
　災害時の判断力を高めるための学年に応じた防災教育のカリキュラム開発
に取り組む。各地の学校と協力、小学校低学年には「とりあえず頭を守る」
ことを教え、紙芝居を使って津波防災を教える。小学校高学年には避難所運
営や避難時持ち出し袋を作ったり、家具固定や避難経路を考える授業を、と
工夫。防災教育のネットワークを広げている。

いのちの石碑の除幕式の様子

避難用持ち出し袋の中身などについて話し合う児童と静岡大
教育学部藤井基貴研究室の学生たち＝愛知県高浜市立翼
小での研究授業で

宮城県／気仙沼市立気仙沼小学校
小学生
部門 「どんな時でも（いつ）、どこにいても（場所）、どんな災害がきても自分の

命は自分で守る力を身につけよう～命を守る防災学習を通して～」
　震災を忘れないため毎月１１日に防災タイムを実施。様々な視点から命を守るために
必要な知識を学んでいます。またミニ避難訓練を年間 4 回行い、自らの命を守れる力を
身につけています。

宮城県／亘理町立荒浜中学校
中学生
部門 被災地に建つ新校舎を地域の防災拠点に！

～中学生から家庭・地域に広げる防災・減災～
　一時避難所となる新校舎を防災拠点として機能させるため、防災だよりを
発行しました。合同避難訓練では生徒が誘導や避難補助などを行い、災害発
生時の地域における自分たちの役割を学んでいます。

福島県／福島県立磐城桜が丘高等学校 家庭クラブ
高校生
部門 絆と結束の町、城山 ～ハザードマップ作りを通して～

　写真や絵を添付し、市のハザードマップにはない情報を加え、地域の人たちに見やす
く役立つハザードマップを作成。フィールドワークを続けマップを更新し、広く地域に
情報提供しています。

兵庫県／灘地域活動センター（N.A.C.）
大学生
部門 神戸の災害復興住宅の集会所における

ふれあい喫茶や戸別訪問の活動
　仮設住宅での住民支援活動から復興住宅に活動場所を移し、度重なる転居
によって分断されたコミュニティーを形成するため、ふれあい喫茶の活動を
通じて住民に寄り添い続けています。

はばタン賞 兵庫県の震災復興のマスコット「はばタン」にちなみ、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。

大分県／大分県立中津支援学校
中学生
部門 災害時に自分の身を自分で守ることができない

児童生徒の身と、教職員自身の身を守るためには
　地域行事などで、地域の人たちと直接触れ合うことが防災のベースと考え
取り組んでいます。学校環境整備では「階段の色分け」などを行い、位置確
認や避難経路の共通理解をしやすくしました。

千葉県／千葉県立東金特別支援学校
高校生
部門  「あたりまえ防災」で未来をつなごう

　防災に関連して、コミュニケーション指導や生活安全や交通安全の指導支
援を継続してきたことで、交通事故や不審者に声をかけられた時にも、学校
などにすぐに連絡できるようになりました。

香川県／香川県立盲学校
高校生
部門 災害弱者と言わせない !!   香川県立盲学校のチャレンジ

　聴覚・嗅覚などの感覚を生かすことで、未然に災害を回避し被害を最小限にとどめることができると考え、できるだけ多くの体験的なプログラム
を取り入れ、発災時の対応力を身につけています。

だいじょうぶ賞 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、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。

特 別 賞


