
津波ぼうさい賞
沖縄県立泡瀬特別支援学校沖縄県／

小学生
部門 学校防災システムを活用した地震・津波時の避難体制作り

　毎年４月に防災学習を設置し、児童生徒の実態に合わせて津波や地震から身を守る方法を実施した。避難訓練は近隣の施設や保護者等と協力して行い、有
事の際に職員以外からも協力を得られる体制を作ることができた。

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。

　地震、津波だけでなく、台風や土砂災害、竜巻なども含めた３年間の計
画的な防災授業を行っている。３年生ではグループ別に、防災と教科を
関連づけた探求テーマを定めた「新庄地震学」を実施している。

　児童生徒による「あたりまえ防災隊」を中心として、自発的に防災活動
に取り組んでいる。今年度「あたりまえ防災Ⅱ～ぼくらの合い言葉～」を映
像化して地域へ配布した他、「防災ウォークラリー」の企画運営を行った。

和歌山県／田辺市立新庄中学校
中学生
部門 新庄地震学と防災教育の広がり

千葉県／千葉県立東金特別支援学校
高校生
部門 あたりまえ防災で災害に強いまちづくり

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。

継続こそ力賞

　毎月11日は「被災者に思いを寄せる日」。被災者との手紙や電話のやりとりを継続している。「人権講座」「市民講座」などで活動を報告し、地域と人々の防災・減
災、人命第一の意識につながってくれることが一番の喜び。

盈進中学高等学校広島県／
高校生
部門 「忘れない」東日本大震災、阪神淡路大震災被災者からの学び

　ペットボタルの修繕や避難看板の点検、防災チラシの配布のあり方を
振り返る中で、中学生としてもっと地域の実態を把握する必要性を意識
するようになり、防災や災害時の避難についてアンケートを実施した。

能登町立小木中学校石川県／
中学生
部門 地区から一人の犠牲者もださないために中学生として何ができるか

　「南海トラフ巨大地震発生後の事前復興街づくり案」をテーマとし、より具体
化するため地域との連携を深める行動をまとめ提案する活動を行った。夏休み
のフィールドワークで地域の避難状況の確認や、備えについて調査を行った。

徳島市津田中学校防災学習倶楽部徳島県／
中学生
部門 絆を深め、地域と共に歩む防災学習

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。

　５分ごとに切り替わっていく災害場面（火災発生、交通事故、電車の脱
線など）をマップ上にマジックで書き込み表現させるオリジナル図上避難訓
練「ディクロ」を使い、自宅からの避難について考える取り組みを行った。

尼崎市立大島小学校兵庫県／
小学生
部門 大島小子ども防災マップを用いた親子図上避難訓練「ディクロ」

　５年生の総合的学習の時間において、「命の大切さ、生きることの大切
さ、仲間の大切さ」を考える。危険を回避する力を高め、下級生や家族、地
域の人などに防災を伝える機会を持つことができ、防災意識が高まった。

鳴門市撫養小学校５年生徳島県／
小学生
部門 地震や津波から自分や周り人の命を守ろう～撫養防災隊の発信～

　被災者から体験談を聞いたことで、見逃されがちな「災害時のトイレ問
題」に着目し、オリジナルの携帯トイレも考案した。防災活動を「未来の命
を救うボランティア」と捉え、生徒のアイデアを活かした活動を行っている。

目黒星美学園中学校東京都／
中学生
部門 防災は未来の命のためのボランティア－防災減災想像力を伸ばす

　総合学習のテーマを「防災」とし、「避難所運営コース」「ハザードマップ
コース」「調べ学習コース」の３つのコースに分け、それぞれ防災に関する
追究活動を行い、避難所運営訓練の際に成果を発表し合った。

知多市立旭南中学校愛知県／
中学生
部門 もし大地震が起こったら…中学生にできること

大阪府立堺工科高等学校定時制の課程大阪府／
高校生
部門 復興支援プロジェクトによる「ぼうさい」活動

　毎年被災地を訪問し、生徒が作成した堺市の地域産業である「包丁」と「お線香」を寄贈し、「地震・津波」の教訓を教えていただいている。地域や大阪府全体に
講演や発表を行い、防災意識を高める活動に取り組んでいる。

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り組み及び初応募の優れた取り組みに贈られる賞です。

　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。

人と防災未来センターぼうさい甲子園QR

● 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、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
● 協　　　賛　UR都市機構
● 協　　　力　アサヒ飲料（株）、（株）カワグチマック工業、（株）ジャパンビバレッジ　ウェスト、（株）パブリック・ベンディング・サービス、
　　　　　　　 （株）ＰＳビバレッジ、まいにち（株）、和宏ベンダー（株）
● 事　務　局　（特非）さくらネット

ぼうさい甲子園題字・イラスト：涌嶋克己さん
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受賞校・団体活動紹介

徳島県／阿南市立津乃峰小学校小学生
部門 地域の未来を救え！

～つのみね子ども防災リーダーをめざして～
　昨年度のぼうさい大賞に続く受賞。今回は、地域の運動会で緊急地震速報シス
テムの公開デモンストレーションを実施したほか、戸別訪問によって防災頭巾を高齢
者に配布するなど、実践活動にさらに力を入れた。
　教育年間計画「防災クロスカリキュラム」を作成し、各学年が防災について「見
つめる力」「考える力」「かかわる力」の視点で目標を立て、防災の総合的な力が
身につくよう学習を進めている。
　秋の「防災オリエンテーリング」の際は、学年の異なる児童グループで登山学習
を行い、クイズやワークショップで知識や体験を確かなものにした。
　活動を一過性にしないための工夫もこらしている。毎年、１、５年生による保育所
出前授業や「高学年の防災マップづくり」など学年ごとの活動を定例化し、どの児
童も６年間で各種の経験ができるようにした。児童にとっては地域とのさまざまな取り
組みで思いやりやボランティア精神が育ち、防災リーダーへの意識も芽生えている。

グランプリ

表彰式・発表会
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小学生
部門

埼玉県／埼玉県立日高特別支援学校
伝えよう！拡げよう！車椅子の防災学習
～かわせみ防災タイム～
　今年度は、校内の危ない場所を可視化する「ぐらぐら妖怪」キャラクター
を作り、校内に掲示を行った。児童・生徒の実態に合った学習により、身を
守る行動や知識を得て、それらを周りに伝えることが自信に繋がった。

中学生
部門

和歌山県／印南町立印南中学校３年生
犠牲者０を目指して
災害時要援護者の避難を考える
　校区の８地点から車椅子に乗り避難をし、避難路ごとに様々な課題を出
す避難体験を行った。その後、地域の自主防災会の代表と協議の場を設
け、災害時要援護者の避難、防災についてより深く考えることができた。

大学生
部門

大阪府／関西大学社会安全学部近藤研究室
ローカルメディアを活用した地域防災活動の支援プロジェクト
　こども、お年寄り、障害のあるかた等、多様な人たちとつながって、「みん
なの防災」を活性化することが出来ている。「20のプロジェクト」に継続的
に取り組んでいる。校内防災放送は今年度秋に通算100回目を迎えた。

奨
励
賞

小学生
部門

愛知県／西尾市立一色中部小学校
自他を思いやり、防災ネットワークを築く子どもの育成
　６か年を見通した系統性のある防災学習を構想することで、防災に対
する知識、意識が深まるようにしている。子どもたちに「自分の命は自分
で守る」から「守った命で誰かの役に立つ」へと意識が広がってきた。

中学生
部門

高知県／四万十町立興津中学校
全校６名 宿命（津波）に挑戦！ ～高齢者との交流を通して～
　家庭内の家具固定啓発と固定作業、避難路清掃、防災炊き出し訓練、校
区小学校との合同津波避難訓練を実施している。地域・行政・大学・学校が
一体となり、高齢者理解の視点で地域ぐるみの防災活動を推進している。

中学生
部門

高知県／黒潮町立佐賀中学校
日本一の津波高の町で、日本一の防災の“つながり”を作ろう！
　高齢者の自宅で実施する屋内避難訓練や、メキシコの中学校との
合同津波避難訓練などの活動に取り組んでいる。「学校・地域・行政・
大学」が連携して、新規性の高い防災活動を実践している。

小学生
部門

愛知県／西尾市立白浜小学校
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～
　様々な想定の避難訓練を年間11回実施している。今年度は、「登校
時の避難訓練」を実施した。「自分の命は、自分で守る。自分たちの命
は、自分たちでつなぐ。」という意識が子どもたちの姿から伝わってくる。

高校生
部門 Heartful action in 口熊野かみとんだ

　災害弱者（子どもやお年寄り、障害者など）の見守りや理解を深めよう
と、年間130回以上ボランティア活動を行っている。高齢者の安否確認
「ハートフルチェックボランティア」の訪問活動は、年間350軒近くになる。

和歌山県／
和歌山県立熊野高等学校
Kumanoサポーターズリーダー

高校生
部門

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

災害に強いまちづくり・高校生にできること
　高校生が災害時要支援者をサポートできるように研修を深めてい
る。特に、要支援者名簿登録、福祉避難所登録などについて市役所
と高校生が連携し、住民や施設に働きかける取り組みを行っている。

大学生
部門

愛知県／愛知工科大学　板宮研究室
VR/ARを活用した災害想定没入体験による防災教育・啓発
　VR/AR災害想定没入体験ソフトの開発を行い、防災訓練等で体験展示をしている。教室や職場などいつも生活している場所でリアルな災害疑似
体験ができる。昨年10月から1年間で43回、今までに約8000人が体験した。

高校生
部門

高知県／高知県立須崎高等学校
須崎オーダーメイド避難プロジェクト～被害想定に挑む～
　オーダーメイド避難プロジェクトのスマートフォンアプリによる避難シミュ
レーションの実施を須崎市内の各地域で実施した。効果的な避難方法の
模索、避難訓練の企画、参加率の向上を目指した提案を作成中である。

抜き打ちの訓練で校庭に避難する津乃峰小の児童たち

兵庫県／兵庫県立山崎高等学校高校生
部門 高校生が考える・つくる・動かす地域防災

　生活創造科、森林環境科学科という専門性を生かし、独自の防災活動を続けている。
　生徒が自ら、食の安全性や栄養摂取に配慮した非常食の実習指導を地域住民に行
う他、リサイクル材を活用するなどしてオリジナルの担架も作成、全校生徒が防災を学ぶ
には何をすればいいのか、地域を守るには何が必要か、常に課題として考える。教師に
指示されて動くのではなく、生徒が学校全体を動かすことで自身の誇りになっており、内
容が年々充実される活動によって地元自治会とも自然に連携が強化された。
　２年生が活動の中心だが、１年生は補助スタッフとして参加し、ノウハウを上級生から
学ぶとともに、来年度に向けてのモチベーションを高めている。

高知県／高知市立南海中学校
小学生
部門
中学生
部門 まもれ高知～中学生がつむぐ郷土の防災力～

　地域に伝わる「にわか狂言」をまねた防災寸劇に生徒が積極的に取り組むことで、
住民の防災意識向上に役立っており、各種メディアから注目されるようになった。日
用品を中心としたオリジナルの防災グッズの作成・販売も、売り上げた資金を防災
活動に当てるユニークな活動として知られる。
　さらに住民とともに防災を推進する「ＮＳＰ（ナンカイ・サバイバル・プロジェクト）」
の実行委員会を校内で組織し、「特別部活動」と位置づけてボランティアで活動し
ている。津波避難場所を調べて独自マップを作成したり、訓練への参加呼びかけや
避難場所の維持管理を手伝ったりと、生徒が積極的に防災活動を担う姿は地元か
らの評価が高い。 「防災にわか」を演じる南海中の生徒

静岡県／静岡大学教育学部 藤井基貴研究室大学生
部門

教職を目指す学生を主体とした「防災文化」の創造・発信・普及

　「トータル」かつ「インクルーシブ（全ての人を包み込む）」な防災教育の推進、人材
育成を研究室の活動の主な目的に掲げる。
　これまでの活動でネットワークも広がり、研究室の活動に関わった人は１万１０００人
を超えた。とりわけ今年度は、日本赤十字社と連携した防災講座の共同開催、浜松市
教委と一緒に作成した「防災ノート」の小中学校への配布、同じ静岡県内にある御殿
場、吉田両特別支援学校と、教材作成に向けた研究会を開催するなど、活動の幅を
大きく広げた。　文献購読、フィールドワーク、実践研究を繰り返すことで防災教育を
担う教師としての力量形成を図っており、在籍した学生の多くは小中学校で教職に就
き、今後も研究室との連携を推進していく。

防災の取り組みについて話しあう山崎高校の生徒たち

静岡大の藤井研究室ではさまざまな防災教育の実践を積み重ね
ている

熊本県／御船町立滝尾小学校
小学生
部門 命を守り、郷土を誇れる防災教育

　「命と防災の日集会」、“復興のひまわり”植栽等、神戸や東北などの被災地
とのつながりを通して、熊本地震と向き合う機会をつくっている。また、学年の防
災学習、集会、総合的な地域貢献活動に今後も取り組んでいく。

熊本県／甲佐町立白旗小学校
小学生
部門 地域に笑顔と元気を届けるプロジェクト

　「熊本地震でお世話になったので、自分たちにできることを考えお返ししよう」
と「地域を笑顔と元気にするプロジェクト」に取り組んでいる。仮設住宅や地域
の方と交流する中で、地域の一員として自覚した行動が増えた。

福島県／いわき市立江名中学校
中学生
部門 地域と共に創る放射線・防災教育

　全校生徒参加のテーマを持った全5回の防災学習会、学年オリジナルの防災学習を行った。防災学習に広く地域住民や保護者に参加してもらうことにより、地域と一体に
なった防災教育を進めた。

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。

徳島県／こどもプロジェクト１・２・３
小学生
部門 自分の命は自分で守る。ジュニアリーダーとしてできること。

　地元のケーブルテレビと協力し、毎月１回、年間１０回、子ども防災番
組＜いしい守り隊＞を製作した。町内小学校では給食の時間に全員が
視聴している。自分たちができることを考え、自ら行動できるようになった。

大阪府／大阪市立鶴見橋中学校
中学生
部門 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

　『いのち』をキーワードに、東北から学んだ『普段のことから真剣に』をスローガ
ンに防災活動を行っている。大阪市の４校を招き「５校合同子ども防災夏季研
修会」を開催、１００名を超える生徒・教員が集まった。

徳島県／徳島県立那賀高等学校
高校生
部門 「共創郷育Ⅲ」～学校が地域の拠点で防災基地～

　今年度は地域の方と顔の見える関係づくりの一つとして、避難確認
シールの配付を実施する。地域との交流の機会を増やし、顔の見える関
係が徐々に築けてきた。

大学生
部門 農業×防災で地域をつなげる！「耕活（こうかつ）プロジェクト」

　地域の耕作放棄地を活用し、農業を通して「備蓄の実現」・「住民同士交流
を持つ機会の提供」に取り組んでいる。月に一度のコミュニティカフェ、手書き
の情報誌の作成・配布などの活動を行っている。

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。

特 別 賞

1.17
防災未来賞

高知県／高知大学防災すけっと隊（高知大学公認防災サークル）耕活プロジェクトチーム

ふるさと


