津波ぼうさい賞
小学生
部門

中学生
部門

高校生
部門

大学生
部門

つなげよう防災、気仙沼小学校防災隊

毎月１１日の防災タイムや４回のミニ避難訓練で、小さな地震でも素早く
避難の態勢をとれている。

高知県／ 四万十町立興津中学校

地域の宿命「津波被害」を最小限に！
！

小中学生が地域の方々に固定家具の重要性を啓発するとともに、実際
に家具固定作業を行った。

宮城県／ 宮城県石巻工業高等学校

高校生
部門

工業高校で学ぶ知識や技術を使い、高校生が先生役となり、小・中学校
4校で出前授業等を行った。

愛知県／ 愛知工科大学

高校生
部門

大学生
部門

小学生
部門

高校生
部門

高校生
部門

愛媛県／ 愛南町立中浦小学校

自他の生命を守り、地域とつながり、たくましく生きる児童の育成
防災倉庫への備蓄活動、三世代交流防災学習会など、多くの地域の方
に参加してもらい活動に取組んだ。

岩手県／ 岩手県立宮古工業高等学校

1.17
防災未来賞

機械科 津波模型班

表彰式・発表会

津波防災啓蒙活動の継続と高知県須崎地区周辺模型の寄贈

高知県須崎地区の津波模型を製作し、高知の防災教育に役立ててもら
おうと高知県立須崎工業高等学校へ寄贈した。

兵庫県／ 兵庫県立芦屋高等学校

ボランティア部

ボランティア活動で訪問するすべての場所で防災・減災を伝える

自分たちで開発した目で見て判る、印象に残る
「芦屋避難シミュレーショ
ン」
を使用し、活動している。

板宮研究室

津波体験ドライビングシミュレーターなどを活用した災害想定没入アプリの開発を行い、約3000人が体験した。

教科教育において取組まれた優れた防災教育活動に贈られる賞です。

東京都／ 日野市立日野第六小学校

自分の身は自分で守る。体験や知識の積み重ねで高める防災意識。
全学年で系統的に防災教育に取組む。
「命のノート」の活用など、
自分
の身は自分で守る意識が定着している。

東京都／ 東京都立足立工業高等学校

高校生として減災・防災のために何ができるか、地域と共に考える
全教科で防災教育に取組む。環境問題や地域社会の課題の学習と結
びつけた減災・防災教育を行っている。

小学生
部門

大学生
部門

広島県／ 廿日市市立四季が丘小学校

人と人とのつながりを大切にした防災教育

防災は人と人とのつながりが大切であることに気付き、地域行事に積極
的に参加する児童が増えてきた。

静岡県／ 浜松職業能力開発短期大学校

避難所支援システム（愛称：避難所てだすけくん）の開発

避難所で避難者数の把握や避難者名簿等を迅速に作成、発信できる
システムの開発を継続的に進めている。

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組に贈られる賞です。

沖縄県／ 宜野湾市立普天間小学校

飛行機墜落想定による避難訓練

学校の上空は飛行機の飛行経路となっているため、事故発生後、的確
に避難できるように訓練を実施した。

茨城県／／
茨城県立結城特別支援学校

誰も避難をためらわない避難所を目指して〜身近な福祉避難所〜

避難所開設訓練の継続実施を通して、児童生徒が避難所生活に見通
しやイメージを抱くことができた。

山形県／ 山形大学復興支援団体

中学生
部門

高校生
部門

熊本県／ 八代市立坂本中学校

自他の生命を大切にし、自ら考え、主体的に行動できる生徒の育成
防災キャンプ、訓練等を通して知識を身につけた。防災チラシ改訂版を
作成し、坂本町全世帯に配布した。

兵庫県／ D-PRO135°(明石高専防災団)

防災をソウゾウする。

楽しみながら防災の知識が身に着く防災ゲームや「行動にまつわるフロー
チャート」制作に取組む。

ＳＴＡＲＴＴＯＨＯＫＵ

熊本、東日本、阪神・淡路 経験に学び備える
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、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。子どもたち、学生が学校や地域において主体的に取組
む、
「防災教育」に関する先進的な活動を顕彰します。

被災地から学び未来へ繋ぐ「石巻スタディーツアー」
山形県と石巻市を繋ぎ、被災地から学び未来へ繋ぐ
「石巻スタディーツアー」
を開催している。

継続こそ力賞

中学生
部門

開催
日時

過去数年に渡り継続的に実施された優れた取組に贈られる賞です。

三重県／ 楠地区子ども会育成者連絡協議会

地域で行うジュニア防災リーダーの育成

子ども達自身で行動できるよう学校と協力し防災教室を開始。子ども会
防災キャンプは毎年実施している。

中学生
部門

大阪府／大阪市立鶴見橋中学校

命の大切さを語り継ぎ、地域との『つながり』
を広げる防災活動
全校生徒の３分の１が子ども防災プロジェクトに所属。学生リーダーを
中心に、積極的に企画・運営を行う。

山口県／ 水の自遊人しんすいせんたいアカザ隊

防府で暮らす外国の方に防府の災害を伝えたい

みんなが助かるために、防府に住む外国人向けにやさしい日本語で防災ハンドブックを作成した。

プログラム

小学生
部門

平成29年

1月8日（日）

13 : 00
16 : 00

会場

兵庫県公館

（神戸市中央区下山手通4 - 4 - 1 ）

13:00 開
会
オープニングステージ ● 神戸市立西灘小学校「しあわせを運ぶ合唱団6年生」
13:20 開会のことば ● 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

主催者あいさつ ● 井戸
● 丸山

13:35 表

彰

人と防災未来センター長

敏三 兵庫県知事
雅也 毎日新聞大阪本社編集局長

式 ● 1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」表彰

（グランプリ・ぼうさい大賞、優秀賞、奨励賞、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）

14:20 発

表

会 ● 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
司会：兵庫県立芦屋高等学校 放送部

人と防災未来センター

●
●
●
●

主
後
協
事

務

プログラム

ＶＲ/ＡＲを活用した災害想定没入体験による防災教育・啓発

フロンティア賞
小学生
部門

土木システム科 地域貢献班

あきらめない街・石巻 その力に俺たちはなる！

教科アイデア賞
小学生
部門

津波避難訓練や津波対策に対する優れた取組に贈られる賞です。

宮城県／ 気仙沼市立気仙沼小学校

ぼうさい甲子園題字・イラスト：涌嶋克己さん

平成28年度

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）
援 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
賛 UR都市機構
局 （特非）さくらネット

15:50 講

評 ● 河田

16:00 閉

会

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

表彰式・発表会

高校生
部門

優秀賞

1.17
防災未来賞
高知県／高知県立須崎高等学校

グランプリ

津波から住民とともに逃げ切る
「須崎で奇跡を」
を合言葉に南海トラフ巨大地震に
備え、防災・減災に向けた活動に長年、取り組んできた。学校近隣の避難路や避難
案内表示を整備、
２０１０年度からは専門家らを招いた学校独自の「南海地震フォーラ
ム」
を続ける。

小学生
部門

大学生
部門

生徒手作りの防災活動で地域を守る

地元自治会の要望に応え高齢者世帯を訪問し、災害時要援
護者リストを作成。地域を守る意識をもつようになった。

埼玉県／埼玉県立日高特別支援学校

大学生
部門

小学生
部門

車椅子の視点で体験・発見・発信しよう
！
「かわせみ防災タイム」
山梨県／北杜市立白州中学校

地域の力で育む小中合同防災教育の推進

地域の協力で防災学習会を4回実施、小中合同で「白州地域
防災お助けマップ」の制作を行っている。

兵庫県／神戸女学院大学人間科学部

大阪府／関西大学社会安全学部

近藤研究室
情報メディアを駆使した地域防災活動支援プロジェクト

小学校で「校内防災放送」
・
「ラジオドラマ」
を制作、
ラジオ局で
防災情報の発信なども行っている。

愛知県／半田市立亀崎小学校

命の尊さに気づき、
命ある自他を大切にする心の育成

地域の防災意識啓発のため、亀っ子防災隊が避難済札・要
救助札を作成し、高齢者世帯へ配布した。

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の広がり

防災カルタ、紙芝居、
ダンスや歌などで新庄地震学を通じて幼
稚園や小学校に防災を広めている。

徳島県立阿波高等学校

和歌山県／ Ｋｕｍａｎｏサポーターズリーダー部

地域に根ざす高校生リーダー
〜絆づくりと防災エクサダンス啓発運動〜

避難所体験を通じて「防災」を
わがことわがまちのこととしてとらえる

高校生
部門

徳島県／ 家庭クラブ

高校生から地域に発信！
ACTION! 今、私たちにできること

災害で助かった命を避難所で落とす悲劇が起きないように、
オリジナル防災グッズの開発に取組んだ。

地域創りリーダー養成プログラム

防災ウォッチ〜楽しみながら防災を〜

災害時の危険や体を守ってくれるものを妖怪に見立て、30種類以上のオリジナルキャラクターを作成。

特 別 賞
保育所で出前授業を行う津乃峰小学校の児童たち

はばタン賞
小学生
部門

小木地区から一人の犠牲者もださないために

中学生
部門

防災訓練に取り組む小木中学校の生徒たち

藤井基貴研究室

小学生
部門

中学生
部門

名古屋市内のイベントで、子どもたちに地震が来た時の身の
守り方を教える静岡大藤井基貴研究室の学生たち

高校生
部門

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。

宮城県／石巻市立鹿妻小学校

地域復興と防災を考える〜鹿妻復興マップづくりの実践を通して〜
毎年４年生が「復興マップづくり」に取組み、地域復興と防災について考え
ている。

宮城県／仙台市立郡山中学校

中学生が地域防災を担い、主導する防災教育と地域防災訓練
津波被災地での視察と奉仕活動を行い、被災者の心情の変容を知り、大震
災とその教訓を学んでいる。

だいじょうぶ賞

教職を目指す学生が推進する「トータル」かつ
「インクルーシブ」な防災教育

２年連続のぼうさい大賞となった。今年度は子どもたちに風水害の恐ろしさを伝える
紙芝居「ぐるぐる雲がくるぞ」づくりに取り組んだ。これまでにつくった地震・津波からの
避難を呼びかける
「みずがくるぞ」
も各方面で好評。子どもたちが防災について話し合
う
「防災道徳」の授業づくりを原点に、災害時要援護者向けの教材や、防災教育のプ
ログラム
（教材・授業）
をつくり、
さまざまな学校や自治体とともに実践している。活動に
参加した人は延べ７０００人を超え、活動の広がりは高く評価されている。将来の防災
教育の担い手になり得る、教師を目指す学生たちが中心になった活動としても意義が
大きい。

兵庫県／兵庫県立山崎高等学校

和歌山県／印南町立印南中学校3年生

校区にできた避難センターを利用して避難路チェックを兼ねた
避難訓練、避難所運営体験を行った。

子どもや高齢者、障害者の居場所を認識する
「絆づくりボラン
ティア」
を年130回以上行っている。

石川県／能登町立小木中学校

静岡県／静岡大学教育学部

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・防災活動を通じて〜

和歌山県立熊野高等学校

高校生
部門

地域と共に、子どもの命と未来(夢)を大切に育てる防災教育

２０１１年の東日本大震災がきっかけに防災教育の取り組みを始めた。学校は、東
北の三陸海岸同様にリアス式海岸に面しており、津波への危機感が強い。避難経路
をＤＶＤにまとめたり、独自の防災体操を考案したりするなどの活動が評価され、昨年
度の優秀賞に続き、
５年連続の受賞となった。
今年は、夜間でも避難先となる高台までの道を照らせるように、太陽光発電を利用
したランプを避難経路に設置した。
また、地域に住む外国人向けに、英語などの表記
で避難場所を示した看板も製作した。長年の活動により地域住民との連携もより深ま
り、来年度以降も地域とともに防災活動を続けていく。

大学生
部門

奨励賞

グランプリ・ぼうさい大賞

中学生
部門

防災看板の掛け替えをする須崎高等学校の生徒たち

中学生
部門

徳島県／阿南市立津乃峰小学校

学校は、紀伊水道を望む港町にある。南海トラフ巨大地震では最大５メートルの津
波が予想されており、校舎３階が市の緊急避難場所に指定されている。児童自身の
力で対応できる実践力を養うことに重点を置いてきた。
避難訓練は、
さまざまな想定で年１５回も行う。高台の駐車場に置かれたバスで保
護者と一夜を過ごすＰＴＡ主催の訓練も行った。
きっかけは２０１６年２月にあった震度
５強の地震。近くの高台にある防災公園に避難したが、寒さを訴える児童が多く、災害
時にバスに避難できるようにバス会社と協定を結んだ。
４〜６年生でつくる防災チャレ
ンジクラブが児童の主体的な活動の場となり、運動会の防災競技も発案した。

中学生
部門

車椅子の児童生徒に合わせて煙テントを作成し、火事の際の
避難の仕方の体験などを実際に行った。

今年、生徒の有志による
「防災プロジェクトチーム」
（ 約４０人）
が中心となり、地域
住民に「オーダーメードの避難カルテ」
を作成した。住民と一緒に実際に避難場所まで
「逃げ」、時間を計測、危険箇所などを盛り込んだ住民各家庭への避難路案内だ。複
数ルートが示され、
「 ○○さんの避難カルテ」
と記したパウチを配布、住民からも感謝さ
れる。

小学生
部門

愛知県／西尾市立白浜小学校

年２回子どもによる防災集会の実施、年に１１回毎月想定を変
え避難訓練の実施などを行っている。
高校生
部門

須崎で奇跡をおこすために
〜オーダーメイド避難プロジェクト〜

昭和南海地震津波（１９４６年）
など過去の災害を学び、東日本大震災（２０１１年）
以前から防災・減災意識を培ってきた。高知県内の学校としては初のグランプリ受賞。
防災・減災への推進で今年、
「 安全功労者内閣総理大臣表彰」
も受賞している。

小学生
部門

受賞団体活動紹介

小学生
部門

高校生
部門

広島県／広島市立三入小学校

「自分たちのまちは自分たちで守る」〜自分たちにできること〜
地域の一員としての自覚と自らの命に向き合う学習として、多くの人と関わり
ながら防災教育を行った。

徳島県／徳島県立那賀高等学校

「共創郷育Ⅱ」〜学校が地域の拠点で防災基地〜
防災の取組に高齢者理解を深める活動を入れ、災害発生時に率先して対
応できる生徒の育成を目指す。

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。

愛知県／あま市小学校１
２校・中学校５校

愛知県に避難されている方に寒中見舞いの絵手紙を送ろう！
あま市内の小学校１２校・中学校５校が協力し、児童生徒が思いを込
めて絵手紙を送る取組をしている。

徳島県／徳島市津田中学校

防災学習倶楽部

絆を深め、地域と共に歩む防災学習

防災座談会と称して、地域のお年寄りや団体の方々と交流を積極的
に設け、
より一体感を生む活動を行う。

京都府／京都市立鳴滝総合支援学校

地域と共に進める防災教育〜支援される側から支援する側へ〜
避難所運営訓練で生徒が「支援される側」
ではなく、
「 支援する側」の
立場として役割が担えるようにした。
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新潟県／新潟市立南浜中学校

地域と学校が連携し、自助・共助の力をはぐくむ

高齢者や外国人の割合が高く、認知症サポーター養成講座などを通し、災害
時に支援できるよう努めた。

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

今年度「あたりまえ防災隊」
が発足し、防災活動に取組んだ。地域、関係機
関、同世代との連携を強化した。

東京都／国立あかるくらぶ

地域住民と一橋生がつながり合い、地域の防災意識を共有する
毎朝学生と地域住民で通学路を見守り、安全確認とあいさつ活動に取組む
ことで顔が見える活動に取組む。

