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防災教育チャレンジプランとは？

国内外で大規模な災害が起きている昨今、またいつ災害がやってくるかわか
りません。いつやってくるかわからない災害に備え大切な命を守り、できるだけ
被害を減らし、万が一被害があった時すぐに立ち直る力を一人一人が身につけ
るため、全国の地域や学校で防災教育を推進するためのプランです。

全国各地の防災教育への意欲をもつ団体・学校・個人等に対し、より充実した
防災教育のプランを募集し、「防災教育チャレンジプラン」として選出した上で、
その実践への支援を行います。

一年間の実践の後、その実践例や支援した取り組みの内容をワークショップ
を通じて広く公開・共有するとともに優れた実践の表彰を行うことで、全国の防
災教育に取り組む団体・学校・個人やそのプランに光をあて、各地域で自律的
に防災教育に取り組むことのできる環境づくりを目指します。

新しいプラン内容の開発
新しい連携体制の構築
新しい教材の開発

防災教育
チャレンジプラン

の実践
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防災教育チャレンジプランを通じて実現したいこと

1. 「防災教育チャレンジプラン」を通じ、防災教育の新
しい試み、アイディアによる活動を支援します。

2. 防災教育に取り組む個人、団体の交流の場をつく
り、知恵や情報の共有、取り組みの活性化を行い
ます。

3. 防災教育を推進する個人や団体とともに、防災教
育の輪を広げ、個人個人や地域における防災力の
向上に努めます。
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防災教育チャレンジプラン実行委員

（平成31年3月31日現在、所属役職別50音順、敬称略）

林 春 男 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 理事長
市 川 啓 一 株式会社レスキューナウ 危機管理研究所 代表取締役
井 上 浩 一 防災ネットワークプラン 代表
鍵 屋 一 跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 コミュニティデザイン学科 教授
金 田 義 行 香川大学 四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構副機構長地域強靱化研究センター長 特任教授
木 村 玲 欧 兵庫県立大学 環境人間学部 准教授
国 崎 信 江 株式会社危機管理教育研究所 代表
栗 田 暢 之 認定特定非営利活動法人 レスキューストックヤード 代表理事
齊 藤 清 一 特定非営利活動法人 日本ジオパークネットワーク 事務局長
酒 井 慎 一 東京大学地震研究所 観測開発基盤センター 准教授
佐 藤 公 治 南三陸町立歌津中学校 主幹教諭
佐 藤 健 東北大学 災害科学国際研究所情報管理・社会連携部門 災害復興実践学分野 教授
澤 野 次 郎 災害救援ボランティア推進委員会 委員長
篠 田 貴 司 足立区立第九中学校 主任教諭
諏 訪 清 二 防災学習アドバイザー・コラボレーター
瀧 川 猛 千葉県立長生特別支援学校 教頭
中 川 和 之 株式会社時事通信社 解説委員
中 村 一 樹 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 気象災害軽減イノベーションセンター センター長補佐・研究推進室長
平 田 直 東京大学 地震研究所 地震予知研究センター センター長・教授
福 和 伸 夫 名古屋大学 減災連携研究センター センター長・教授
舩 木 伸 江 神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科 准教授
舟 生 岳 夫 セコム株式会社IS研究所リスクマネジメントG主務研究員
松 尾 知 純 防災ゲート・パートナーズ 代表
三 浦 伸 也 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 社会防災システム研究部門 主幹研究員
南 島 正 重 東京都立両国高等学校附属中学校 主幹教諭
安 彦 広 斉 文部科学省総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 安全教育推進室長
五 島 政 一 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 基礎研究部 総括研究官
佐 谷 説 子 内閣府政策統括官（防災担当）付 参事官（普及啓発・連携担当）
田 中 昇 治 消防庁 国民保護・防災部 防災課 地域防災室長
林 正 道 内閣府政策統括官（防災担当）付 参事官（調査・企画担当）
松 浦 直 国土交通省 水管理国土保全局防災課 緊急災害対策 企画調整官
村 山 綾 介 文部科学省 研究開発局地震・防災研究課 防災科学技術推進室長

委員長
委員



4

これまでの支援状況について（応募枠、部門別）

2004年度から2018年度までの15年間で、延べ292団体の
実践活動を支援してきました。

【応募部門別】
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過去団体一覧

				サポーター一覧(2004～2018) イチラン

		番号 バンゴウ		団体名 ダンタイメイ		実践年度 ジッセンネンド		プラン名 メイ		団体種別内訳 ダンタイシュベツウチワケ		地方 チホウ		災害種別 サイガイシュベツ		計 ケイ

		1		防災を考える会		2004		防災かるたの作成・かるた大会		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		災害全般		計19団体 ケイダンタイ

		2		あんしんまちづくり京都都市青年団（ＫＣＹＡＣ）				防災・防犯わらべ唄の制作と普及		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般

		3		北海道虻田郡虻田町立洞爺湖温泉小学校／環境防災総合政策研究機構				有珠山副読本『火の山の響き』を活用した防災授業の試行		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		火山噴火 カザンフンカ

		4		愛知県西尾市立花ノ木小学校・花小ＰＴＣＡ会議				２００４地震防災フェスタｉｎ花ノ木		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震

		5		東京都葛飾区立東金町小学校				「守るぞ命！自分に何ができる？」
地震に自信、やってみよう災害シミュレーション		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震

		6		NVN日本沼津災害救援ボランティアの会				楽しい防災！豊かな体験！ＴＯＵＫＡＩハウス　プログラム！		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震				特別賞 トクベツショウ

		7		防災一座				乾パンだって美味しく食べたい！提案「学校給食で乾パンを美味しく食べよう！」		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般				特別賞 トクベツショウ

		8		高知市立大津小学校				「災害に強いまちづくりプロジェクト２００４」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		災害全般				優秀賞 ユウシュウショウ

		9		東山学区連絡協議会				「わくわく！ドキドキ！サバイバル体験！」		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中部地方		地震

		10		静岡県南伊豆町立南中小学校				伊豆半島沖地震から学ぶ　～今、そして　これからの防災～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震				優秀賞 ユウシュウショウ

		11		北海道防災教育研究会				地震と津波についての防災意識を育てる学校防災教育		国・地方公共団体・関係団体		北海道地方		地震

		12		愛知県名古屋市立大曽根中学校				災害から大曽根のまちを守ろう　｢大曽根レスキュー隊｣		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震				優秀賞 ユウシュウショウ

		13		和歌山県串本町				海抜表示プレートを作って津波について考えよう		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		近畿地方		津波				特別賞 トクベツショウ

		14		愛知県名古屋市立上社中学校				新たな自分を心豊かに創造しよう　－防災地域・上社－		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震

		15		田辺市立　新庄中学校				「新庄地震学」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震				大賞 タイショウ

		16		富士常葉大学環境防災学部　劇団ふじさん				防災寸劇巡回講演プロジェクト		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中部地方		災害全般

		17		第５回地震・火山こどもサマースクール「Ｍｔ．Ｒｏｋｋｏのナゾ」実行委員会				第５回地震火山こどもサマースクール「Ｍｔ．Ｒｏｋｋｏのナゾ」		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		地震

		18		国立病院機構害災害医療センター　臨床研究部				高校生にも災害時の医療の必要性をしってもらおうーまず高校生に対する災害医療教科書の作成からー		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		災害全般

		19		兵庫県立舞子高等学校環境防災科				教科や総合的な学習の時間を使った防災教育実践事例集づくり		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		20		（社）土木学会　巨大地震災害への対応検討特別委員会／地震防災教育を通じた人材育成部会		2005		幼稚園・保育園のための『地震防災チェックシート』および『地震防災対策・教育ハンドブック』の作成・配布		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		近畿地方		地震		計28団体		特別賞 トクベツショウ

		21		宮城県気仙沼市（気仙沼市立月立小学校、階上中学校）				みんなで取り組む防災対策		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般

		22		NPO法人 都市防災研究会				児童を囲んで「稲むらの火」のお話と大磯での津波学習		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		津波

		23		NPO法人 まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会				地質から学ぶ甲突川の防災マップ作製と見て歩きワークショップ開催事業		ボランティア・NPO法人 ホウジン		九州地方		水害

		24		北海道防災教育研究会地震津波部会				地震と津波についての防災意識を育てる学校防災教育～小学生用地震津波防災資料の作成～		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		北海道地方		地震

		25		千葉県市川市立行徳小学校				わたしたちにもできる防災ってなあに！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震

		26		千葉県我孫子市立湖北小学校				めざせ　地域の防災リーダー！！～学校と地域の架け橋「防災新聞」づくり～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震				優秀賞 ユウシュウショウ

		27		神奈川災害ボランティアステーション				少年防災ボランティア養成プロジェクト		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		災害全般

		28		富士山安全まちづくりネット				ペーパークラフト立体地形モデル制作による防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		火山噴火 カザンフンカ

		29		NPO法人 ぴーす				『障害児のための防災』を考えるプロジェクト		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般				特別賞 トクベツショウ

		30		徳島県阿南市立新野東小学校				Ｉ ＬＯＶＥ 廿枝　～私たちの手で守る～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		31		NPO法人 桜島ミュージアム				Eボートを用いた水上救援訓練 in 桜島		ボランティア・NPO法人 ホウジン		九州地方		火山噴火 カザンフンカ

		32		国立病院機構災害医療センター　臨床研究部				中学生に対する医療面からみた災害医療教育体制の確立と災害医療教科書の作成		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		災害全般

		33		小松市民防災センター				防災紙芝居大会		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		中部地方		災害全般				特別賞 トクベツショウ

		34		大阪府大阪市立長吉中学校				避難所ってなに？　自分の町の避難所を考えてみよう！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般

		35		徳島県美波町立（旧由岐町）由岐中学校				次世代に夢をつなぐ防災カレンダーづくり		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震				大賞 タイショウ

		36		東京工業大学附属科学技術高等学校				図上災害訓練(DIG)を取り入れた生徒主体の防災避難訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般

		37		NPO法人 住民安全ネットワークジャパン				携帯電話を活用した防犯・防災情報伝達		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震

		38		三田を知る会				ＦＭ放送を用いた災害時情報提供支援事業		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		災害全般

		39		高知県立高知東高等学校				南海地震に備えて～より行動できる人になろう～　		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震				優秀賞 ユウシュウショウ

		40		高知県立高知東高等学校				兵庫県と高知県の高校生による防災ワークショップ＆フィールドワーク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		41		高知県立高知東高等学校				体育祭での競技種目「バケツリレー」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		42		高知県立高知東高等学校				地震防災学習プログラム		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		43		高知県立高知東高等学校				スマトラ沖地震に学ぶ、スリランカでの津波の被害写真パネル展		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		津波

		44		高知県立高知東高等学校				校内教職員地震防災研修会　防災ゲーム（クロスロードの手法を用いて）を通して、災害時のイメージを広げよう！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		45		高知県立高知東高等学校				地震に特化した防災避難誘導訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		46		高知県立高知東高等学校				実習 応急手当の方法を学ぼう		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		47		高知県立高知東高等学校				徳島県立防災センターでの防災体験と石の博物館での学習旅行		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		48		子育てヘルパー遊☆きっず倶楽部		2006		災害発生！ママ・パパ・地域が子どもを守る！！『防災アドバイスと子ども救命救急法講座』		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		災害全般		計21団体

		49		社会福祉法人 知恩福祉会 海童保育園				消防署で防災について、体験学習してみよう！！～親子参加＆地域との取り組み～		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		九州地方		災害全般				優秀賞 ユウシュウショウ

		50		ＮＰＯ法人ハドル				子供が主役！家族防災ラウンドテーブル！		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		水害

		51		ＷＡＳＥＮＤ～早大防災教育支援会～				一緒に学ぶ、楽しい防災教育～Peaceful Tomorrow 子供達の笑顔は未来をつくる～		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		地震

		52		kirakira				歌でおぼえよう「災害ダイヤル171」		その他 タ		関東地方		災害全般				特別賞 トクベツショウ

		53		三重県鈴鹿市立鼓ヶ浦小学校				みんなで安全安心な地域づくりをしよう～PTCA（学校・保護者・地域が一体となった）を意識した防犯・防災の取り組み～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		54		京都府宇治市立平盛小学校				演劇で防災教育～こんな時どうする？～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般

		55		NPO法人サポートコミュニティ飛騨				「家庭の災害図上訓練」～親子で災害を考えよう！～		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震

		56		伊藤　貴広				建築士だからこそできる耐震課外授業		その他 タ		中部地方		地震

		57		神戸学院大学 学際教育機構 防災・社会貢献ユニット				先生の悩み解消！～大学生による各教科対応型防災教育キットの作成～		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震				大賞 タイショウ

		58		京大防災教育の会（KIDS）				模型を作ろう！～ハザードマップの3Ｄ化、及び地震・津波のメカニズムの視覚化～		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震

		59		三浦市教育委員会				「避難所学習から育む、地震に強い街づくり」～三浦市立初声中学校における避難所学習～		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		関東地方		災害全般

		60		国立大学法人 広島大学附属東雲中学校理科教室				身近な土砂災害を学ぼう！～リアリティをめざした土砂災害の防災教育プログラム開発とその実践～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方		水害

		61		阪神・淡路大震災まち支援グループまち・コミュニケーション				震災の教訓を活かした現地防災学習		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震				優秀賞 ユウシュウショウ

		62		富山県立南砺総合高等学校 福野高等学校				地域の文化財と防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般

		63		学校法人遺愛学院　遺愛女子高等学校				文化財である校舎を災害から守るために、私たちに出来ること		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		災害全般				特別賞 トクベツショウ

		64		奈良県立王寺工業高等学校				防災徒歩帰宅チャレンジ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		65		滋賀県立彦根工業高等学校				工高生による木造住宅の簡易耐震診断～彦根市河原町～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		66		国立大学法人 愛知教育大学附属高等学校				自然災害と防災への理解を深め行動できるようにする防災教育プランと教材の開発		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般

		67		東邦高等学校				総合学習　防災講座「災害は忘れた頃にやってくる」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般

		68		千葉県立市川工業高等学校建築科				専門高校生による耐震診断ボランティアで地域とアジアに結ぶ防災ネットワークの創出 センモンコウコウセイチイキムスボウサイソウシュツ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震				特別賞 トクベツショウ

		69		社会福祉法人　藤山保育園		2007		子供を守る！自分を守る！ コドモマモジブンマモ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方		不審者・犯罪被害 フシンシャハンザイヒガイ		計15団体

		70		黒石校区コミュニティ推進協議会				せいふてぃねっと黒石～ひとつの命も失わないぞ～ クロイシイノチウシナ		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中国地方		水害

		71		大船渡市立綾里小学校				暴れ狂った海！ アバクルウミ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波				特別賞 トクベツショウ

		72		特定非営利活動法人冒険あそび場
-せんだい・みやぎネットワーク				防災まちづくり☆親子で体感・体験
～生きる力を確かめ合う～ ボウサイオヤコタイカンタイケンイチカラタシア		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		地震

		73		目黒区立五本木小学校				わが街五本木 地域ぐるみの学校安全（防災キャンプからの発信） マチゴホンギチイキガッコウアンゼンボウサイハッシン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般

		74		NPO法人
日本沼津災害救援ボランティアの会(ＮＶＮ)				NVN防災ミュージカル「森のくまさん！発災直後編」 ボウサイモリハツワザワチョクゴヘン		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震				特別賞 トクベツショウ

		75		国際防災教育支援団体SIDE				持続可能な防災教育 in Nepal ジゾクカノウボウサイキョウイク		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震

		76		松山市立生石小学校				自分の身を守る「はぶ山」防災プラン ジブンミマモヤマボウサイ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		津波				特別賞 トクベツショウ

		77		一寺言問を防災のまちにする会
（いちてらことといをぼうさいのまちにするかい）				中学生の地域防災訓練参加体験と意識調査に基づいた
「向島地域防災マップ」の作成 チュウガクセイチイキボウサイクンレンサンカタイケンイシキチョウサモトムコウジマチイキボウサイサクセイ		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般

		78		社団法人兵庫県建築士会　　　　
住教育支援チーム				牛乳パック再利用による耐震モデル授業の普及 ギュウニュウサイリヨウタイシンジュギョウフキュウ		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		近畿地方		地震				優秀賞 ユウシュウショウ

		79		国立大学法人山口大学・地域防災ユニット				水害常襲地における水防災教育プログラムの開発と実践
～平成17年台風14号で被災した山口県美川町を事例に～ スイガイジョウシュウチミズボウサイキョウイクカイハツジッセンヘイセイネンタイフウゴウヒサイヤマグチケンミカワチョウジレイ		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中国地方		水害				優秀賞 ユウシュウショウ

		80		独立行政法人 国立高等専門学校機構　　　
秋田工業高等専門学校				雪国秋田・積雪期の地震対策 ユキグニアキタセキセツキジシンタイサク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震				優秀賞 ユウシュウショウ

		81		静岡県立御殿場南高等学校地学教室				ESD教材としての防災教育プログラムの開発
～自然災害に対する行動力を持った高校生の育成を目指して～ キョウザイボウサイキョウイクカイハツシゼンサイガイタイコウドウリョクモコウコウセイイクセイメザ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		火山噴火 カザンフンカ				大賞 タイショウ

		82		東京都立三宅高等学校				三宅島の環境保全と防災意識向上のための教育プラン
 ミヤケジマカンキョウホゼンボウサイイシキコウジョウキョウイク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		火山噴火 カザンフンカ

		83		愛知県立日進高等学校				防災サバイバル体験で災害に強い人になろう
～地域のお年寄りや子ども達の支援を通して命の大切さを学ぶ～ ボウサイタイケンサイガイツヨヒトチイキトシヨコタチシエントオイノチタイセツマナ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般

		84		摂南ボランティア・スタッフズ セツナン		2008		災害時に活動できる青少年ボランティア･リーダーの育成セミナー		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震 ジシン		計14団体

		85		静岡県立裾野高等学校				「地域防災の架け橋となる裾高生」
-地域に貢献できる防災指導者の育成を目指して-		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		86		地球防災隊				担い手を増やし、園児への防災教室を開く		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震 ジシン

		87		なでしこ防災ネット				「女性の視点での防災対策｣日ごろの備えと家族、地域の絆		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		地震 ジシン				特別賞 トクベツショウ

		88		名古屋大学災害対策室 歴史災害教訓伝達プロジェクト
～1944 東南海・1945 三河地震				土地の古老の三河地震被災体験談から学ぶ、
地震・災害のしくみと防災のあり方		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		89		特定非営利活動法人 ひまわりの夢企画				防災楽習迷路の制作と出前		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震 ジシン				大賞 タイショウ

		90		藤枝市立藤枝中央小学校ＰＴＡ				児童・保護者・教師が全員参加する実践的防災訓練（ＰＴＣ大会）		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		91		東北福祉大学ピンチヒッター				一般的な食材に災害時救援物資を取り入れたアレンジレシピ本の作成		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		東北地方		地震 ジシン				特別賞 トクベツショウ

		92		和歌山県立有田中央高等学校				『ハイスクール防災講座』		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン				特別賞 トクベツショウ

		93		安田学園高校 建築クラブ				防災力を高める
（地元地域の防災強化、高校生の防災知識の習得、地域住民の防災意識の定着）		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		94		国立大学法人 宮城教育大学附属小学校				９９％！本当にやってくる宮城県沖地震
～みんなの力で立ち向かえ～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン

		95		奈良市立帯解小学校				帯解小防災教育チャレンジプラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		96		社会福祉法人岐阜アソシア				防災運動会（一緒にできるよ 楽しもう！助けあおう）		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		97		高知県立高知東高等学校				防災文化を広げよう～学校から地域へ・学校へ～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震 ジシン				優秀賞 ユウシュウショウ

		98		滋賀県立彦根工業高等学校都市工学科 シガケンリツヒコネコウギョウコウトウガッコウトシコウガクカ		2009		かまどベンチづくり
～工高生のものづくりによる地域防災力向上～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン		計9団体		特別賞 トクベツショウ

		99		特定非営利活動法人日本沼津災害救援ボランティアの会…(略称ＮＶＮ)				生命（いのち）に、まっすぐ！
『シルバー　ＡＥＤ　トレーニング！』		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		100		銚子「稲むらの火」防災教育プロジェクト				銚子「稲むらの火」ボランティア		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		津波 ツナミ

		101		宮城県丸森町立丸森東中学校 マルモリヒガシ				丸東中・改援隊　
地域防災対策活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン				大賞 タイショウ

		102		あそびma・senka マ　　　　センカ				プロジェクトＧ
～ママの安心防災対策～		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		地震 ジシン

		103		早稲田レスキュー				震災時の課題と資源を見つけるための地域オリエンテーリング		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		地震 ジシン

		104		Safety Leader Students’Network（SLS）				帰宅困難者対策をテーマする大学生向けのプログラムづくり		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		地震 ジシン

		105		和歌山県立新翔高等学校防災デザイン選択生				「防災紙芝居」の制作と古文書による過去の地震の調査		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		106		紀の川市立荒川中学校				託せ子どもたちに
～荒川の安全と未来を！～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		107		釜石市立釜石東中学校		2010		「ＥＡＳＴ-レスキュー」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ		計17団体		優秀賞 ユウシュウショウ

		108		中学生防災隊プロジェクトチーム				我が故郷は僕たちの手で！
～中学生防災隊による地域防災力向上の取り組み		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		109		西大和６自治会連絡会				西大和6自治会安全安心まちづくりチャレンジ		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		地震 ジシン				特別賞 トクベツショウ

		110		愛知県立半田商業高等学校				レスキューハイスクール。育み隊！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		111		「やさしい日本語」有志の会				「やさしい日本語」から防災教育へ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震 ジシン

		112		高津養護学校 たかつ地域ネットワーク推進会議				たかつ地域との協働による障害者・高齢者等要援護者支援のための防災シミュレーション訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		113		西の地防災きずな会（自主防災組織）				みなみ版防災動画教材制作プロジェクト		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		四国地方		地震 ジシン

		114		滋賀県立彦根工業高等学校 シガケンリツヒコネコウギョウコウトウガッコウ				災害弱者と共に活動～モノづくり防災教育～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン				大賞 タイショウ

		115		なでしこ防災ネット				災害時の水の確保｢生活と水｣
秦野盆地湧水群非常時活用マップ作成		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		地震 ジシン				優秀賞 ユウシュウショウ

		116		宮城県丸森町立丸森東中学校				丸東中・改援隊地域防災対策活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン

		117		千葉県立千葉西高等学校				埋立から４０年～みんなで取り組む「磯辺」の防災～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		118		岡山一宮高校防災チャレンジ				GISを活用した防災意識と避難経路のデジタルマップ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方		災害全般 サイガイゼンパン

		119		社会福祉法人温真会 中士幌児童ステーション				安心安全地域防災イキ・イキプラン		ボランティア・NPO法人 ホウジン		北海道地方		地震 ジシン

		120		特定非営利活動法人ディー・コレクティブ				たすけあい防災カレッジin宮城・山形
～小学生のための福祉防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		地震 ジシン

		121		千葉県立市川西高等学校				２つの川に囲まれた我が高校
～地域と共に防ごう・助けよう・考えよう～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		水害 スイガイ

		122		佐用高校農業科学科防災プロジェクトチーム				佐用町は家族！
～安全・安心を僕らの手で～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		水害 スイガイ				特別賞 トクベツショウ

		123		愛知県立日進高等学校				高校生による洪水ハザードジオラマ作成と天白川源流地域の防災力向上		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		水害 スイガイ

		124		高津養護学校 たかつ地域ネットワーク推進会議		2011		2011 たかつ地域との協働による障害者・高齢者等要援護者支援のための防災シミュレーション訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン		計17団体		優秀賞 ユウシュウショウ

		125		千葉県立東金特別支援学校				防災発信・防災交流～北之幸谷から二市四町へ～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン				特別賞 トクベツショウ

		126		釜石市立釜石東中学校				「ＥＡＳＴ―レスキュー」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ				復興教育特別大賞

		127		高塚台２丁目自治会				学校を巻き込んだ、防災･防犯を一体化した地域の安全･安心向上作戦		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		128		宮城県大河原町立金ヶ瀬中学校				学校と地域が協働する防災対策活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン				復興教育特別大賞

		129		愛知県立半田商業高等学校				レスキューハイスクール。育み隊！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン				大賞 タイショウ

		130		糸魚川市立根知小学校				根知小発！ジオパークの大自然と向き合う地域防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン				特別賞 トクベツショウ

		131		南三陸町立歌津中学校				被災しても，たくましく活躍できる歌中生！！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ				復興教育特別大賞

		132		千葉県立姉崎高等学校　				今年は防災で連携！
京葉工業地帯の地震災害に学校・地域の連携で立ち向かう		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		133		北海道滝川高等学校				豪雪地帯の危険回避に向けたGISの活用		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		その他 タ

		134		「やさしい日本語」有志の会				「やさしい日本語」から防災教育へ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		135		みえ防災コーディネーター･三泗ブロック				ぼうさい・どなべ 「 炊き出し君 」		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		136		新潟県立柏崎工業高等学校				俺たち柏工防災エンジニア		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		137		東京都立田無工業高等学校				新たな地域防災の担い手、生徒全員が防災ボランティア！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		138		茅ヶ崎トラストチーム				茅ヶ崎まるかじりプロジェクト『Ｔｈｅ　サバイバル2011』		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		地震 ジシン

		139		秋田県大館市立第二中学校				あんぜんで　やさしさ　めぐる　「アヤメの里」の防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン

		140		八女市上陽防火委員会				八女市上陽防火委員会総合訓練		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		九州地方		災害全般 サイガイゼンパン

		141		秋田県大館市立第二中学校		2012
(一般枠) イッパンワク		アヤメの里の防災リーダー目指して
～雨にも負けず雪にも負けず～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン		計31団体（一般枠18、入門枠13）		優秀賞 ユウシュウショウ

		142		気仙沼市立階上中学校				「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～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ				特別賞 トクベツショウ

		143		くにたち地域外国人のための防災連絡会（KUNIBO）				くにたち地域外国人のための防災対策		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		144		千葉県立東金特別支援学校				防災コミュニティ＆コミュニケーション
～北之幸谷から山武郡市へ「防災ユニバーサルねっと」を広げよう～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		145		糸魚川市立根知小学校				根知小発！ジオパークの大自然と向き合う地域防災教育2012		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン				大賞 タイショウ

		146		横浜市立北綱島小学校				学校、地域、保護者が地域の災害想定を共有して取組む防災教育の推進～学校で、家庭で、地域で、生き抜く力を育てる防災教育～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		147		立命館大学国際部国際協力学生実行委員会（CheRits）				The Way to Abroad of Disaster Risk Reduction Education		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震 ジシン

		148		東京都立調布特別支援学校				地域全体の危機管理能力の向上をめざして		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		149		新潟市立新潟小学校				マイ防災マップで守ろう　わたしたちの命		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		150		志摩市立国府小学校				チームKOU　防災プロジェクト		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		津波 ツナミ

		151		和歌山大学防災教育チーム　SAZANKA				みんなのまちの防災手帳☆		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震 ジシン

		152		みどりが丘小学校　学校支援委員会　環境整備部				みどりが丘小学校避難キャンプ！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		153		NPO法人大杉谷自然学校				豪雨災害被害地からの実践的防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		水害 スイガイ

		154		秋田理教クラブ				忘れない！日本海中部地震の教訓―地震と津波の防災教育―		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		東北地方		地震 ジシン

		155		わがやネット				すすめ！かぐてんぼう隊		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震 ジシン				特別賞 トクベツショウ

		156		四日市市中央学童保育所				中央学童保育所東海地震防災対策		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		157		NPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴ				子どもを守る防災ネットワーク事業		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震 ジシン

		158		山口県立大学災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実行委員会　ぶちボラYP勇気				学生による地域をつなぐ防災プロジェクト		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中国地方		地震 ジシン

		159		飯田市赤十字奉仕団		2012
(入門枠) ニュウモンワク		郷土にまつわる災害伝承紙芝居の作成と活用 キョウドサイガイデンショウカミシバイサクセイカツヨウ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		水害 スイガイ

		160		伊勢市立大湊小学校				地域とともに～津波に備える大湊小学校の防災～ チイキツナミソナオオミナトショウガッコウボウサイ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		161		江東区立第二南砂中学校				地域に根ざした防災教育プログラムの作成 チイキネボウサイキョウイクサクセイ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		162		能登町立小木中学校				自分たちの町を自分たちの手で守ろうプロジェクト ジブンマチジブンテマモ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		163		山口県柳井市立小田小学校				いつか来る　南海・東南海地震に備えて クナンカイトウナンウミジシンソナ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震 ジシン

		164		社会福祉法人 大乗福祉会 二之宮保育園				自作絵本による防災教育 ジサクエホンボウサイキョウイク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		165		八王子市立椚田小学校				地域とともに、安全対策を！ チイキアンゼンタイサク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		166		東京都葛飾区立常盤中学校				常盤中学校防災教育プロジェクト トキワチュウガッコウボウサイキョウイク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		167		葛飾区立綾瀬中学校地域応援団				災害に耐える力を育てる活動 サイガイタチカラソダカツドウ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		168		九十九里町立片貝幼稚園				まもろう！ぼくのいのち、わたしのいのち		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		169		熊本県立熊本支援学校 クマモトケンリツクマモトシエンガッコウ				障がいのある子どもたちの防災・防犯
～特別支援学校における取組～ サワコボウサイボウハントクベツシエンガッコウトリクミ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		不審者・犯罪被害 フシンシャハンザイヒガイ

		170		南阿蘇村立中松小学校				阿蘇五岳のふもと中松～火山との共存～ アソゴタケナカマツカザンキョウゾン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		地震 ジシン

		171		ＮＰＯ法人　大沼・駒ヶ岳ふるさとづくりセンター				防災だヨ！温泉集合 ボウサイオンセンシュウゴウ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		北海道地方		火山噴火 カザンフンカ

		172		くにたち地域外国人のための防災連絡会		2013年度　（一般枠） ネンドイッパンワク		くにたち地域外国人のための防災対策		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン		計26団体（一般枠17、入門枠9）

		173		仙台市立南吉成中学校				南吉成中学校と地域が協働する防災教育活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		174		アトリエ太陽の子				絵画を通じた東北支援　「命の一本桜」プロジェクト		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン				特別賞 トクベツショウ

		175		飯田市赤十字奉仕団				郷土にまつわる災害伝承紙芝居の作成と活用		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中部地方 チュウブ		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		176		大船渡市立吉浜中学校				学び・つなぎ・伝える・キッピン（吉浜）げんき隊		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ

		177		糸魚川市立大和川小学校				大和川小発！ジオパークの海と向き合う地域防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方 チュウブ		津波 ツナミ

		178		千葉県立千葉聾学校				伝える・伝わる・伝え合う防災教育
～コミュニケーション力の向上による減災への取り組み～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン				特別賞 トクベツショウ

		179		伊豆半島ジオパーク推進協議会事務局(特別枠)				伊豆半島ジオパーク・大地の成り立ちを知って備えるんだ！		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方 チュウブ		災害全般 サイガイゼンパン

		180		気仙沼市立階上中学校				『自助・公助』		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン				大賞 タイショウ

		181		御嵩町立上之郷小学校 ミタケチョウリツ				すすんでやりぬく上之郷の子プロジェクト		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方 チュウブ		地震 ジシン				特別賞 トクベツショウ

		182		八千代市立みどりが丘小学校　学校支援委員会　環境整備部 ヤチヨシリツ				みどりが丘小学校サバイバルキャンプ！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		183		高知県立室戸高等学校				「ジオ学で防災教育を」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		災害全般 サイガイゼンパン

		184		社会福祉法人　大阪市鶴見区社会福祉協議会				福祉避難所運営訓練―災害救助法の活用を目指して―		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		185		九十九里町立片貝幼稚園				まもろう！ぼくのいのち、わたしのいのち～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		津波 ツナミ

		186		市原市立白金小学校				地域とともにすすめる白金防災教育
～外国人にもわかる「防災行動マニュアル」の作成～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		187		港区立お台場学園港陽中学校				私たちが守る地域　お台場		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		188		南阿蘇村立久木野中学校				「自らの命を守り抜く」防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		災害全般 サイガイゼンパン

		189		埼玉県立日高特別支援学校 コウ		2013年度　（入門枠） ネンドニュウモンワク		日高特支　防災意識向上計画はじめのいっぽ！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		190		高知県須崎市立新荘小学校				『災害は忘れた頃にやってくる！』		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震 ジシン

		191		埼玉県狭山市立柏原小学校				柏原の防災リーダーになろう		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		192		尼崎市立城内高等学校				地域に役立つ人になろう
（夜間高校ができる地域防災を考える）		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		193		兵庫県立神戸聴覚特別支援学校				聴覚障害のある児童生徒の防災を考える		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		194		竜南いのち守り隊				環境といのちを守る街づくり２０１３		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方 チュウブ		災害全般 サイガイゼンパン

		195		兜町町会				兜町　地域防災連携		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		196		秦野市教育研究所				防災教育指導計画と防災プログラムの作成と実践		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		197		千葉県立銚子高等学校				銚子ジオパークを利用した防災を考える		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		津波 ツナミ

		198		静岡大学教育部藤井基研究室		2014年度　（一般枠） ネンドイッパンワク		教職を目指す大学生がチャレンジする新たな防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		津波 ツナミ		計25団体（一般枠15、入門枠10）

		199		上富田ふれあいルーム				上富田ふれあいルーム防災年間計画！		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		地震 ジシン				優秀賞 ユウシュウショウ

		200		仙台市立南吉成中学校				南吉成中学校と地域が協働する防災教育活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン				大賞 タイショウ

		201		新潟市立小針小学校				新潟地震から５０年  災害から助け合う 「小針(こばり)防災(ぼうさい)五人組(ごにんぐみ)制度(せいど)」の結成		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		202		竜南いのち守り隊				環境といのちを守る街づくり２０１３		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		203		埼玉県立日高特別支援学校				日高特支　車椅子の子どもたちを守る！防災力向上計画		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン				優秀賞 ユウシュウショウ

		204		香川県立盲学校				災害弱者と言わせない!　香川県立盲学校のチャレンジ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震 ジシン				優秀賞 ユウシュウショウ

		205		糸魚川市立大和川小学校				大和川小発！世界ジオパークとともに歩む地域防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		206		熊本県葦北郡葦北町田浦小学校				地域から学び、地域とともに取り組む防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		災害全般 サイガイゼンパン

		207		周防大島町立城山小学校				地域を見つめ、生きる力を育む防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方 チュウゴク		災害全般 サイガイゼンパン				特別賞 トクベツショウ

		208		PORO				障がいを持つ子のための楽しく学ぶ防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		209		中津市立城北中学校				中津市立城北中学校「防災教育」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		災害全般 サイガイゼンパン

		210		防災腹話術研究会				防災腹話術・手法の確立と展開		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン				特別賞 トクベツショウ

		211		NPO法人防災白熱アカデミィ				紙芝居によるリスク・コミュニケーション		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		212		能代市消防団				能代市消防団防災教育講座		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン

		213		雄勝花物語実行委員会		2014年度　（入門枠） ネンドニュウモンワク		雄勝町の震災体験を伝える語り部活動		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		東北地方		津波 ツナミ

		214		静岡県立沼津特別支援学校 愛鷹分校				自助力UP!!　自分の命は自分で守る		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方 チュウブ		災害全般 サイガイゼンパン

		215		釧路市立大楽毛小学校				大楽毛小学校防災教育推進プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		津波 ツナミ

		216		宮城県気仙沼市立階上小学校				地域と連携した安全・安心で防災に強いまちづくり		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン

		217		大堤こども有志会				地域の絆が、最大の防災力！！遊びから学ぶ防災学習！！！		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		地震 ジシン

		218		西予市立皆田小学校				ＴＯ　Ｌｉｖｅ生きるために　～ジオから学ぶ～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		災害全般 サイガイゼンパン

		219		ハッピーアイランド				“いつも”のなかに“もしも”の備えを（循環型備蓄のすすめ）		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		220		NPO法人 大分県ノルディック・ウォーク連盟				防災ノルディック・ウォーク教室		ボランティア・NPO法人 ホウジン		九州地方		災害全般 サイガイゼンパン

		221		特定非営利法人 千葉自然学校				キャンプカーニバル「防災・災害について体験しよう！」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		222		京都府立田辺高等学校地歴公民科				誰でも気軽に防災教育　～　地理授業プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		223		埼玉県立日高特別支援学校		2015年度
(一般枠) ネンドイッパンワク		車椅子の視点から防災へ！～かわせみ防災プロジェクト～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン		計20団体(一般枠13、入門枠7) ケイダンタイイッパンワクニュウモンワク		優秀賞 ユウシュウショウ

		224		香川県立盲学校				災害弱者と言わせない　! 香川県立盲学校のチャレンジⅡ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		災害全般 サイガイゼンパン				大賞 タイショウ

		225		竜南いのち守り隊				持続可能な地域社会の実現を目指す生徒の育成		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		226		一般社団法人PORO イッパンシャダンホウジン				障がいのある子も楽しく学べる防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		227		名古屋市立工芸高等学校　高校生防災セミナーチーム ナゴヤシリツコウゲイコウトウガッコウコウコウセイボウサイ				つなぐ　～地域、企業、行政、学校の架け橋を目指して～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		228		西予市立皆田小学校				ジオと向き合った防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		229		NPO法人ふるさと未来創造堂 ホウジンミライソウゾウドウ				みんなで支えるBOUSAI教育！地域一体の共育社会の再建2015		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		230		釧路市立大楽毛小学校 クシロシリツダイラクモウショウガッコウ				大楽毛小学校防災教育推進プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		津波 ツナミ

		231		名古屋市立中央高等学校(昼間定時制) ナゴヤシリツチュウオウコウトウガッコウヒルマテイジセイ				４つのチャレンジプラン・中央高校総力挙げて取り組みます！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン				特別賞 トクベツショウ

		232		高知県立須崎工業高等学校 コウチケンリツスサキコウギョウコウトウガッコウ				市の緊急避難所指定を受けて～ものづくりで地域と絆づくり		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震 ジシン

		233		特定非営利活動法人高齢者住まいる研究会 カツドウコウレイシャスケンキュウカイ				ゲームで学ぼう！ＢＯＳＡＩ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震 ジシン

		234		鈴木　健介 スズキケンスケ				学校における災害発生直後の対応（緊急度判断・応急処置・搬送）		その他 タ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		235		いのちを守る防災教育を推進する会 マモボウサイキョウイクスイシンカイ				ワークショップを活用したいのちを守る防災教育の普及		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		中国地方 チュウゴク		水害 スイガイ				特別賞 トクベツショウ

		236		京都市立伏見工業高等学校システム工学科都市情報システムコース課題研究・防災班 シ		2015年度
(入門枠) ネンドニュウモンワク		まちづくり学習の取り組み（防災編）		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		237		兵庫県立神戸聴覚特別支援学校				聴覚障害のある児童生徒の防災を考える		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		238		Hug-Kum　防災プロジェクトチーム				子どもと地域でいきるハグクム防災ワークショップ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン

		239		多文化演劇ユニット　MICHI				ブラジル人学校　初めての防災ワークショップ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		240		知立市立八ツ田小学校				八ツ田小学校区防災宿泊訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		241		田辺市立新庄第二小学校				はぐくむ防災		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		242		マキノ町辻区防災プロジェクト				みんなで防災チャレンジ		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		243		大島町立小学校（つばき小学校・さくら小学校・つつじ小学校）		2016年度 ネンド		大人たちから子どもたちへ、子どもたちから大人たちへ、今伝えたいこと		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		火山噴火 カザンフンカ		計15団体		優秀賞

		244		宮城県多賀城高等学校				東日本大震災の教訓を全国につたえる，世界につたえる		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ

		245		一般社団法人（非営利）　 雄勝花物語				東日本大震災の巨大津波の教訓から学ぶ防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		津波 ツナミ

		246		高知市立南海中学校				「まもれ　高知（ふるさと）」Nankai Survival Project ( N S P)		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		津波 ツナミ				特別賞

		247		兵庫県立東播工業高等学校				東播工-災害時支援プロジェクト　T-DAP 2016		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		248		仙台市立郡山中学校				郡山中学校が小学校や地域と協働する防災教育活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン

		249		東京都立足立工業高等学校				災害時に工業高校生として何が出来るか？自助・共助の精神を育成する教育。		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞

		250		愛知県立海翔高等学校				海抜０ｍ地帯の街で防災を考える 愛知県立海翔高校（環境防災コースを中心とした）の取組		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方 チュウブ		水害 スイガイ

		251		名古屋市立工芸高等学校　防災チーム				つなぐ　～地域、企業、行政、学校の架け橋を目指して～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方 チュウブ		災害全般 サイガイゼンパン				特別賞

		252		岡山市立曽根小学校				みんなで高めよう、防災力・地域の絆！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方 チュウゴク		災害全般 サイガイゼンパン

		253		豊橋障害者(児)団体連合協議会（豊橋市障害者福祉会館さくらピア）				体験しよう備えよう　障害者の防災を考える集い さくらピア　避難所体験		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中部地方 チュウブ		災害全般 サイガイゼンパン				大賞

		254		名古屋市立中央高等学校　昼間定時制				セカンドステップ　～　防災教育の新たな芽　～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方 チュウブ		災害全般 サイガイゼンパン

		255		気仙沼市立気仙沼小学校				つなげよう防災，気仙沼小学校防災隊！！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン

		256		兵庫県立太子高等学校				町ぐるみ防災プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		257		大船渡市立日頃市中学校				私たちの町「日頃市」 ふるさとの復興の力になろう		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン

		258		仙台市立郡山中学校		2017年度 ネンド		郡山中学校が小学校や地域と協働する防災教育活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン		計19団体 ケイダンタイ

		259		高知市立南海中学校				「まもれ　高知（ふるさと）」　Nankai  Survival  Project		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		津波 ツナミ

		260		上富田ふれあいルーム				改訂版　上富田ふれあいルーム　防災年間計画！		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		地震 ジシン

		261		呉工業高等専門学校　インキュベーションワーク ３Ｄマップ製作チーム				デジタルマップと３D地形模型製作による地域防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方 チュウゴク		災害全般 サイガイゼンパン

		262		大船渡市立日頃市中学校				私たちの町「日頃市」～ふるさとの復興の力になろう～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン

		263		見てみようよ！常総市の会				水害の記憶を未来につなげる『ステッカーツアー』運営		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		水害 スイガイ

		264		愛知県立海翔高等学校				ステップアップ　海抜０ｍ地帯の街で防災を考える
－愛知県立海翔高校の取組（環境防災コースを中心とした）－。		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方 チュウブ		水害 スイガイ

		265		Carl Wunshce Sr. High School				TEEN CERT/アメリカの防災教育を日本の高校生へ コウコウセイ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン				災害全般 サイガイゼンパン

		266		崇城大学SCB放送局				SCB放送局防災ラジオドラマワークショップ		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		九州地方		地震 ジシン

		267		防災ジュニアリーダープロジェクトチーム				防災ジュニアリーダーの育成～助けられる人から助ける人へ～		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		268		一般社団法人能登川地区まちづくり協議会				２００年防災のまちづくり		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		水害 スイガイ

		269		一般社団法人長洞元気村				好齢者（高齢者）が創る防災教育ビジネスプラン		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		津波 ツナミ				特別賞

		270		つくば市立吾妻学園おやじの会				小中一貫防災プラン「つくば吾妻学園」		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞

		271		北海道釧路東高等学校生徒会執行部				地域の人と、いざという時に支えあえる関係づくり		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		災害全般 サイガイゼンパン

		272		千葉県立矢切特別支援学校				「みんながわかるお天気学習」
　〜雲レーダーを活用した水害対策と気象学習〜		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		水害 スイガイ				大賞

		273		四国遍路の心でつなぐ防災教育研究会				みんな集まれこの指とまれ 防災の輪っ !!		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		四国地方		災害全般 サイガイゼンパン

		274		水の自遊人しんすいせんたいアカザ隊				あの日の声を「カタチ」にする～ラジオドラマで残したい～		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中国地方 チュウゴク		水害 スイガイ

		275		葉山町立一色小学校避難所運営委員会				避難所運営委員会活動を通した、地震に強い学校・町づくり		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン				特別賞

		276		南阿蘇村立南阿蘇中学校				プロジェクトM(Minamiaso)～守ろう！自分の命・みんなの命～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		地震 ジシン				優秀賞

		277		川口市立鳩ヶ谷中学校 ハト		2018年度 ネンド		鳩ヶ谷中学校区防災対策チャレンジプラン2018		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン		計16団体 ケイダンタイ

		278		ＥＳＤまちプロジェクト防災応援隊　～学校防災活動拠点事業（大田区立南六郷中学校）～				「傷病者を救急医療センターまで運ぶ」
～南六郷防災フェスタ：そこから見えた課題とは～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		水害 スイガイ

		279		ライフデザインイノベーション研究会				多様な人々のニーズに配慮できる減災教育プランと教材開発		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中国地方 チュウゴク		災害全般 サイガイゼンパン

		280		金沢大学人間社会学域学校教育学校教育学類附属特別支援学校				地域の人と楽しみながら学ぶ防災学習		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中部地方 チュウブ		災害全般 サイガイゼンパン

		281		兵庫県立淡路高等学校				淡高ARCHプロジェクト～高校生が主体となった地域防災の取り組み～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		282		高知県立大方高等学校				高校生が作る「地区防災計画」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		津波 ツナミ

		283		目黒星美学園中学高等学校				生徒が活躍する「わくわく防災減災」―生徒の自助力を高めて、地域と連携する私立学校のモデルケースを目指す―		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		284		四国遍路の心でつなぐ防災教育研究会				みんな集まれこの指とまれ　防災の輪っ!!　Ⅱ		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		四国地方		災害全般 サイガイゼンパン

		285		学校法人自由学園 危機管理本部				「そなえるカルタ」で防災を学ぶ～防災教育で企業と協働～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		286		上富田ふれあいルーム				完成版　上富田ふれあいルーム　防災年間計画！		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン				大賞 タイショウ

		287		新居浜市立金栄小学校				自分の命は自分で守る。自助、共助で生き抜く。		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		水害 スイガイ

		288		見てみようよ！常総市の会				水害の記憶を未来につなげる『ステッカーツアー』運営		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		水害 スイガイ

		289		川崎医療福祉大学　医療福祉マネジメント学部　医療福祉デザイン学科				言葉に頼らない避難誘導ツール開発プロジェクト		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中国地方 チュウゴク		災害全般 サイガイゼンパン

		290		高森東学園義務教育学校				地域と連携した防災教育の取り組み～東学園５レンジャー！地域の安全をまもり隊出動！～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		地震 ジシン

		291		球磨村教育委員会				「自分の命は自分で守る」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		災害全般 サイガイゼンパン

		292		「災害に強い街づくり大網」実行委員会				防災協力拠点のファーストミッションボックスを作る		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

				計292団体 ケイダンタイ
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グラフ

		一般枠・入門枠　割合 イッパンワクニュウモンワクワリアイ

		一般枠 イッパンワク		190

		入門枠 ニュウモンワク		32

		地方集計 チホウシュウケイ

				北海道地方 ホッカイドウチホウ		東北地方 トウホクチホウ		関東地方 カントウチホウ		中部地方 チュウブチホウ		近畿地方 キンキチホウ		中国地方 チュウゴクチホウ		四国地方 シコクチホウ		九州地方 キュウシュウチホウ		計 ケイ

		2004		2		0		3		7		6		0		1		0		19

		2005		1		1		6		3		4		0		11		2		28

		2006		1		0		5		5		8		1		0		1		21

		2007		0		3		3		3		2		3		1		0		15

		2008		0		2		2		4		5		0		1		0		14

		2009		0		2		3		1		3		0		0		0		9

		2010		1		3		4		3		4		1		1		0		17

		2011		1		4		5		3		3		0		0		1		17

		2012		1		3		11		6		6		1		1		2		31

		2013		0		3		11		5		4		0		2		1		26

		2014		1		4		4		5		5		1		2		3		25

		2015		1		1		2		7		5		1		3		0		20

		2016		0		5		2		4		2		1		1		0		15

		2017		1		5		4		2		3		1		1		1		18		他、アメリカ1団体 ホカダンタイ

		2018		0		0		6		1		2		2		3		2		0

		計 ケイ		10		36		65		58		60		10		25		11		275

		災害種別

		地震		117

		災害全般		120

		津波		25

		水害		20

		火山噴火		7

		不審者・犯罪被害		2

		その他		1

		年度災害種別 ネンド

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018						2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		地震		11		15		10		5		11		4		10		4		17		10		8		6		0		2		2				地震		57.9%		53.6%		47.6%		33.3%		78.6%		44.4%		58.8%		23.5%		54.8%		38.5%		32.0%		30.0%		0.0%		10.5%		12.5%

		災害全般		6		8		9		3		3		4		3		10		8		12		14		12		10		11		10				災害全般		31.6%		28.6%		42.9%		20.0%		21.4%		44.4%		17.6%		58.8%		25.8%		46.2%		56.0%		60.0%		66.7%		57.9%		62.5%

		津波		1		2		0		2		0		1		1		2		2		4		3		1		3		2		1				津波		5.3%		7.1%		0.0%		13.3%		0.0%		11.1%		5.9%		11.8%		6.5%		15.4%		12.0%		5.0%		20.0%		10.5%		6.3%

		水害		0		1		2		2		0		0		3		0		2		0		0		1		1		4		3				水害		0.0%		3.6%		9.5%		13.3%		0.0%		0.0%		17.6%		0.0%		6.5%		0.0%		0.0%		5.0%		6.7%		21.1%		18.8%

		火山噴火		1		2		0		2		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0				火山噴火		5.3%		7.1%		0.0%		13.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		3.2%		0.0%		0.0%		0.0%		6.7%		0.0%		0.0%

		不審者・犯罪被害		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				不審者・犯罪被害		0.0%		0.0%		0.0%		6.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		3.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		その他		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				その他		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		5.9%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		計 ケイ		19		28		21		15		14		9		17		17		31		26		25		20		15		19		16				計 ケイ		19		28		21		15		14		9		17		17		31		26		25		20		15		19		16

		団体種別内訳

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018						2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		9		16		10		8		7		4		10		12		21		19		16		12		13		12		9				学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		47.4%		57.1%		47.6%		53.3%		50.0%		44.4%		58.8%		70.6%		67.7%		73.1%		64.0%		60.0%		86.7%		63.2%		56.3%

		ボランティア・NPO法人 ホウジン		4		7		5		3		2		2		4		2		5		2		4		5		1		2		0				ボランティア・NPO法人 ホウジン		21.1%		25.0%		23.8%		20.0%		14.3%		22.2%		23.5%		11.8%		16.1%		7.7%		16.0%		25.0%		6.7%		10.5%		0.0%

		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		2		1		0		2		0		0		3		3		1		4		5		1		1		4		4				地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		10.5%		3.6%		0.0%		13.3%		0.0%		0.0%		17.6%		17.6%		3.2%		15.4%		20.0%		5.0%		6.7%		21.1%		25.0%

		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		2		1		2		1		4		3		0		0		4		0		0		0		0		1		3				大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		10.5%		3.6%		9.5%		6.7%		28.6%		33.3%		0.0%		0.0%		12.9%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		5.3%		18.8%

		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		2		3		2		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0				国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		10.5%		10.7%		9.5%		6.7%		7.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		3.8%		0.0%		5.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		その他 タ		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				その他 タ		0.0%		0.0%		9.5%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		5.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		計 ケイ		19		28		21		15		14		9		17		17		31		26		25		20		15		19		16				計 ケイ		19		28		21		15		14		9		17		17		31		26		25		20		15		19		16

		団体種別割合 ワリアイ

		（参考）団体種別割合 サンコウダンタイシュベツワリアイ				団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ		備考 ビコウ

		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン				176		60%		保育園、幼稚園、小・中・高　など ホイクエンヨウチエンショウチュウダカ

		ボランティア・NPO法人 ホウジン				48		16%		ボランティア団体、NPO法人 ダンタイホウジン

		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ				33		11%		町会、自治会、自主防災組織などの地域住民による団体 チョウカイジチカイジシュボウサイソシキチイキジュウミンダンタイ

		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン				21		7%		大学、医療センター、研究機関　など ダイガクイリョウケンキュウキカン

		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ				11		4%		国、地方公共団体、財団、社団、消防署、消防防災センター、国・市・NPO等の集合団体（委員会・部会等） クニチホウコウキョウダンタイザイダンシャダンショウボウショショウボウボウサイクニシトウシュウゴウダンタイイインカイブカイトウ

		その他 タ				3		1%		個人など コジン

		合計 ゴウケイ				292		100%																																						←※数字べたうち スウジ

		応募状況 オウボジョウキョウ

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		団体数 ダンタイスウ		19		28		21		15		14		9		17		17		31		26		25		20		15		19		16

		応募数 オウボスウ		0		0		0		0		15		18		33		31		51		61		45		40		46		68		65

		入門 ニュウモン																		20		21		15		12

		特別 トクベツ														3		9				8

										（参考）団体種別割合 サンコウダンタイシュベツワリアイ		団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ		備考 ビコウ

										学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		97		57%		保育園、幼稚園、小・中・高　など ホイクエンヨウチエンショウチュウダカ

										ボランティア・NPO法人 ホウジン		34		20%		ボランティア団体、NPO法人 ダンタイホウジン

										地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		12		7%		町会、自治会、自主防災組織などの地域住民による団体 チョウカイジチカイジシュボウサイソシキチイキジュウミンダンタイ

										大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		17		10%		大学、医療センター、研究機関　など ダイガクイリョウケンキュウキカン

										国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		9		5%		国、地方公共団体、財団、社団、消防署、消防防災センター、国・市・NPO等の集合団体（委員会・部会等） クニチホウコウキョウダンタイザイダンシャダンショウボウショショウボウボウサイクニシトウシュウゴウダンタイイインカイブカイトウ

										その他 タ		2		1%		個人など コジン

										合計 ゴウケイ		171		100%
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能登半島地震
新潟県中越沖地震

※2004～2007年度は公募に関するデータなし

団体数

応募数



		

				サポーター一覧(2004～2012) イチラン

		番号 バンゴウ		団体名 ダンタイメイ		実践年度 ジッセンネンド		プラン名 メイ		団体種別内訳 ダンタイシュベツウチワケ		地方 チホウ		災害種別 サイガイシュベツ

		1		秋田県大館市立第二中学校		2012
(一般枠) イッパンワク		アヤメの里の防災リーダー目指して
～雨にも負けず雪にも負けず～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン												北海道地方 ホッカイドウチホウ		7				地震		87								一般枠 イッパンワク				158

		2		気仙沼市立階上中学校		2012
(一般枠) イッパンワク		「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～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ												東北地方 トウホクチホウ		18				災害全般		54								入門枠 ニュウモンワク				13

		3		くにたち地域外国人のための防災連絡会（KUNIBO）		2012
(一般枠) イッパンワク		くにたち地域外国人のための防災対策		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン												関東地方 カントウチホウ		42				津波		11

		4		千葉県立東金特別支援学校		2012
(一般枠) イッパンワク		防災コミュニティ＆コミュニケーション
～北之幸谷から山武郡市へ「防災ユニバーサルねっと」を広げよう～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン												中部地方 チュウブチホウ		35				水害		10

		5		糸魚川市立根知小学校		2012
(一般枠) イッパンワク		根知小発！ジオパークの大自然と向き合う地域防災教育2012		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン												近畿地方 キンキチホウ		41				火山噴火		6

		6		横浜市立北綱島小学校		2012
(一般枠) イッパンワク		学校、地域、保護者が地域の災害想定を共有して取組む防災教育の推進～学校で、家庭で、地域で、生き抜く力を育てる防災教育～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン												中国地方 チュウゴクチホウ		6				不審者・犯罪被害		2

		7		立命館大学国際部国際協力学生実行委員会（CheRits）		2012
(一般枠) イッパンワク		The Way to Abroad of Disaster Risk Reduction Education		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震 ジシン												四国地方 シコクチホウ		16				その他		1

		8		東京都立調布特別支援学校		2012
(一般枠) イッパンワク		地域全体の危機管理能力の向上をめざして		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン												九州地方 キュウシュウチホウ		6

		9		新潟市立新潟小学校		2012
(一般枠) イッパンワク		マイ防災マップで守ろう　わたしたちの命		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		10		志摩市立国府小学校		2012
(一般枠) イッパンワク		チームKOU　防災プロジェクト		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		津波 ツナミ

		11		和歌山大学防災教育チーム　SAZANKA		2012
(一般枠) イッパンワク		みんなのまちの防災手帳☆		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震 ジシン

		12		みどりが丘小学校　学校支援委員会　環境整備部		2012
(一般枠) イッパンワク		みどりが丘小学校避難キャンプ！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		13		NPO法人大杉谷自然学校		2012
(一般枠) イッパンワク		豪雨災害被害地からの実践的防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		水害 スイガイ

		14		秋田理教クラブ		2012
(一般枠) イッパンワク		忘れない！日本海中部地震の教訓―地震と津波の防災教育―		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		東北地方		地震 ジシン

		15		わがやネット		2012
(一般枠) イッパンワク		すすめ！かぐてんぼう隊		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震 ジシン																				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012										2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		16		四日市市中央学童保育所		2012
(一般枠) イッパンワク		中央学童保育所東海地震防災対策		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン																		地震		57.9%		53.6%		47.6%		33.3%		78.6%		44.4%		58.8%		23.5%		54.8%								地震		11		15		10		5		11		4		10		4		17

		17		NPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴ		2012
(一般枠) イッパンワク		子どもを守る防災ネットワーク事業		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震 ジシン																		災害全般		31.6%		28.6%		42.9%		20.0%		21.4%		44.4%		17.6%		58.8%		25.8%								災害全般		6		8		9		3		3		4		3		10		8

		18		山口県立大学災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実行委員会　ぶちボラYP勇気		2012
(一般枠) イッパンワク		学生による地域をつなぐ防災プロジェクト		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中国地方		地震 ジシン																		津波		5.3%		7.1%		0.0%		13.3%		0.0%		11.1%		5.9%		11.8%		6.5%								津波		1		2		0		2		0		1		1		2		2

		19		飯田市赤十字奉仕団		2012
(入門枠) ニュウモンワク		郷土にまつわる災害伝承紙芝居の作成と活用 キョウドサイガイデンショウカミシバイサクセイカツヨウ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		水害 スイガイ																		水害		0.0%		3.6%		9.5%		13.3%		0.0%		0.0%		17.6%		0.0%		6.5%								水害		0		1		2		2		0		0		3		0		2

		20		伊勢市立大湊小学校		2012
(入門枠) ニュウモンワク		地域とともに～津波に備える大湊小学校の防災～ チイキツナミソナオオミナトショウガッコウボウサイ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン																		火山噴火		5.3%		7.1%		0.0%		13.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		3.2%								火山噴火		1		2		0		2		0		0		0		0		1

		21		江東区立第二南砂中学校		2012
(入門枠) ニュウモンワク		地域に根ざした防災教育プログラムの作成 チイキネボウサイキョウイクサクセイ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン																		不審者・犯罪被害		0.0%		0.0%		0.0%		6.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		3.2%								不審者・犯罪被害		0		0		0		1		0		0		0		0		1

		22		能登町立小木中学校		2012
(入門枠) ニュウモンワク		自分たちの町を自分たちの手で守ろうプロジェクト ジブンマチジブンテマモ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン																		その他		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		5.9%		0.0%								その他		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		23		山口県柳井市立小田小学校		2012
(入門枠) ニュウモンワク		いつか来る　南海・東南海地震に備えて クナンカイトウナンウミジシンソナ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震 ジシン																				19		28		21		15		14		9		17		17		31								計 ケイ		19		28		21		15		14		9		17		17		31

		24		社会福祉法人 大乗福祉会 二之宮保育園		2012
(入門枠) ニュウモンワク		自作絵本による防災教育 ジサクエホンボウサイキョウイク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		25		八王子市立椚田小学校		2012
(入門枠) ニュウモンワク		地域とともに、安全対策を！ チイキアンゼンタイサク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		26		東京都葛飾区立常盤中学校		2012
(入門枠) ニュウモンワク		常盤中学校防災教育プロジェクト トキワチュウガッコウボウサイキョウイク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		27		葛飾区立綾瀬中学校地域応援団		2012
(入門枠) ニュウモンワク		災害に耐える力を育てる活動 サイガイタチカラソダカツドウ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		28		九十九里町立片貝幼稚園		2012
(入門枠) ニュウモンワク		まもろう！ぼくのいのち、わたしのいのち		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		29		熊本県立熊本支援学校 クマモトケンリツクマモトシエンガッコウ		2012
(入門枠) ニュウモンワク		障がいのある子どもたちの防災・防犯
～特別支援学校における取組～ サワコボウサイボウハントクベツシエンガッコウトリクミ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		不審者・犯罪被害 フシンシャハンザイヒガイ

		30		南阿蘇村立中松小学校		2012
(入門枠) ニュウモンワク		阿蘇五岳のふもと中松～火山との共存～ アソゴタケナカマツカザンキョウゾン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		地震 ジシン

		31		ＮＰＯ法人　大沼・駒ヶ岳ふるさとづくりセンター		2012
(入門枠) ニュウモンワク		防災だヨ！温泉集合 ボウサイオンセンシュウゴウ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		北海道地方		火山噴火 カザンフンカ

		2012年度計31団体（一般枠18、入門枠13） ネンドケイダンタイイッパンワクニュウモンワク

		32		高津養護学校 たかつ地域ネットワーク推進会議		2011		2011 たかつ地域との協働による障害者・高齢者等要援護者支援のための防災シミュレーション訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		33		千葉県立東金特別支援学校		2011		防災発信・防災交流～北之幸谷から二市四町へ～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		34		釜石市立釜石東中学校		2011		「ＥＡＳＴ―レスキュー」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ

		35		高塚台２丁目自治会		2011		学校を巻き込んだ、防災･防犯を一体化した地域の安全･安心向上作戦		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		36		宮城県大河原町立金ヶ瀬中学校		2011		学校と地域が協働する防災対策活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン																				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012										2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		37		愛知県立半田商業高等学校		2011		レスキューハイスクール。育み隊！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン																		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		9		16		10		8		7		4		10		12		21								学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		47.4%		57.1%		47.6%		53.3%		50.0%		44.4%		58.8%		70.6%		67.7%

		38		糸魚川市立根知小学校		2011		根知小発！ジオパークの大自然と向き合う地域防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン																		ボランティア・NPO法人 ホウジン		4		7		5		3		2		2		4		2		5								ボランティア・NPO法人 ホウジン		21.1%		25.0%		23.8%		20.0%		14.3%		22.2%		23.5%		11.8%		16.1%

		39		南三陸町立歌津中学校		2011		被災しても，たくましく活躍できる歌中生！！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ																		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		2		1		0		2		0		0		3		3		1								地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		10.5%		3.6%		0.0%		13.3%		0.0%		0.0%		17.6%		17.6%		3.2%

		40		千葉県立姉崎高等学校　		2011		今年は防災で連携！
京葉工業地帯の地震災害に学校・地域の連携で立ち向かう		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン																		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		2		1		2		1		4		3		0		0		4								大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		10.5%		3.6%		9.5%		6.7%		28.6%		33.3%		0.0%		0.0%		12.9%

		41		北海道滝川高等学校		2011		豪雪地帯の危険回避に向けたGISの活用		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		その他 タ																		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		2		3		2		1		1		0		0		0		0								国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		10.5%		10.7%		9.5%		6.7%		7.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		42		「やさしい日本語」有志の会		2011		「やさしい日本語」から防災教育へ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン																		その他 タ		0		0		2		0		0		0		0		0		0								その他 タ		0.0%		0.0%		9.5%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		43		みえ防災コーディネーター･三泗ブロック		2011		ぼうさい・どなべ 「 炊き出し君 」		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン																				19		28		21		15		14		9		17		17		31										1		1		1		1		1		1		1		1		1

		44		新潟県立柏崎工業高等学校		2011		俺たち柏工防災エンジニア		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		45		東京都立田無工業高等学校		2011		新たな地域防災の担い手、生徒全員が防災ボランティア！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		46		茅ヶ崎トラストチーム		2011		茅ヶ崎まるかじりプロジェクト『Ｔｈｅ　サバイバル2011』		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		地震 ジシン

		47		秋田県大館市立第二中学校		2011		あんぜんで　やさしさ　めぐる　「アヤメの里」の防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン

		48		八女市上陽防火委員会		2011		八女市上陽防火委員会総合訓練		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		九州地方		災害全般 サイガイゼンパン

		2011年度計17団体 ネンドケイダンタイ

		49		釜石市立釜石東中学校		2010		「ＥＡＳＴ-レスキュー」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ

		50		中学生防災隊プロジェクトチーム		2010		我が故郷は僕たちの手で！
～中学生防災隊による地域防災力向上の取り組み		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		51		西大和６自治会連絡会		2010		西大和6自治会安全安心まちづくりチャレンジ		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		地震 ジシン

		52		愛知県立半田商業高等学校		2010		レスキューハイスクール。育み隊！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		53		「やさしい日本語」有志の会		2010		「やさしい日本語」から防災教育へ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震 ジシン

		54		高津養護学校 たかつ地域ネットワーク推進会議		2010		たかつ地域との協働による障害者・高齢者等要援護者支援のための防災シミュレーション訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		55		西の地防災きずな会（自主防災組織）		2010		みなみ版防災動画教材制作プロジェクト		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		四国地方		地震 ジシン

		56		滋賀県立彦根工業高等学校 シガケンリツヒコネコウギョウコウトウガッコウ		2010		災害弱者と共に活動～モノづくり防災教育～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		57		なでしこ防災ネット		2010		災害時の水の確保｢生活と水｣
秦野盆地湧水群非常時活用マップ作成		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		地震 ジシン

		58		宮城県丸森町立丸森東中学校		2010		丸東中・改援隊地域防災対策活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン

		59		千葉県立千葉西高等学校		2010		埋立から４０年～みんなで取り組む「磯辺」の防災～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		60		岡山一宮高校防災チャレンジ		2010		GISを活用した防災意識と避難経路のデジタルマップ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方		災害全般 サイガイゼンパン

		61		社会福祉法人温真会 中士幌児童ステーション		2010		安心安全地域防災イキ・イキプラン		ボランティア・NPO法人 ホウジン		北海道地方		地震 ジシン

		62		特定非営利活動法人ディー・コレクティブ		2010		たすけあい防災カレッジin宮城・山形
～小学生のための福祉防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		地震 ジシン

		63		千葉県立市川西高等学校		2010		２つの川に囲まれた我が高校
～地域と共に防ごう・助けよう・考えよう～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		水害 スイガイ

		64		佐用高校農業科学科防災プロジェクトチーム		2010		佐用町は家族！
～安全・安心を僕らの手で～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		水害 スイガイ

		65		愛知県立日進高等学校		2010		高校生による洪水ハザードジオラマ作成と天白川源流地域の防災力向上		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		水害 スイガイ

		2010年度計17団体 ネンドケイダンタイ

		66		滋賀県立彦根工業高等学校都市工学科 シガケンリツヒコネコウギョウコウトウガッコウトシコウガクカ		2009		かまどベンチづくり
～工高生のものづくりによる地域防災力向上～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		67		特定非営利活動法人日本沼津災害救援ボランティアの会…(略称ＮＶＮ)		2009		生命（いのち）に、まっすぐ！
『シルバー　ＡＥＤ　トレーニング！』		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		68		銚子「稲むらの火」防災教育プロジェクト		2009		銚子「稲むらの火」ボランティア		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		津波 ツナミ

		69		宮城県丸森町立丸森東中学校 マルモリヒガシ		2009		丸東中・改援隊　
地域防災対策活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン

		70		あそびma・senka マ　　　　センカ		2009		プロジェクトＧ
～ママの安心防災対策～		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		地震 ジシン

		71		早稲田レスキュー		2009		震災時の課題と資源を見つけるための地域オリエンテーリング		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		地震 ジシン

		72		Safety Leader Students’Network（SLS）		2009		帰宅困難者対策をテーマする大学生向けのプログラムづくり		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		地震 ジシン

		73		和歌山県立新翔高等学校防災デザイン選択生		2009		「防災紙芝居」の制作と古文書による過去の地震の調査		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		74		紀の川市立荒川中学校		2009		託せ子どもたちに
～荒川の安全と未来を！～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		2009年度計9団体 ネンドケイダンタイ

		75		摂南ボランティア・スタッフズ セツナン		2008		災害時に活動できる青少年ボランティア･リーダーの育成セミナー		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震 ジシン

		76		静岡県立裾野高等学校		2008		「地域防災の架け橋となる裾高生」
-地域に貢献できる防災指導者の育成を目指して-		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		77		地球防災隊		2008		担い手を増やし、園児への防災教室を開く		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震 ジシン

		78		なでしこ防災ネット		2008		「女性の視点での防災対策｣日ごろの備えと家族、地域の絆		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		地震 ジシン

		79		名古屋大学災害対策室 歴史災害教訓伝達プロジェクト
～1944 東南海・1945 三河地震		2008		土地の古老の三河地震被災体験談から学ぶ、
地震・災害のしくみと防災のあり方		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		80		特定非営利活動法人 ひまわりの夢企画		2008		防災楽習迷路の制作と出前		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震 ジシン

		81		藤枝市立藤枝中央小学校ＰＴＡ		2008		児童・保護者・教師が全員参加する実践的防災訓練（ＰＴＣ大会）		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		82		東北福祉大学ピンチヒッター		2008		一般的な食材に災害時救援物資を取り入れたアレンジレシピ本の作成		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		東北地方		地震 ジシン

		83		和歌山県立有田中央高等学校		2008		『ハイスクール防災講座』		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		84		安田学園高校 建築クラブ		2008		防災力を高める
（地元地域の防災強化、高校生の防災知識の習得、地域住民の防災意識の定着）		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		85		国立大学法人 宮城教育大学附属小学校		2008		９９％！本当にやってくる宮城県沖地震
～みんなの力で立ち向かえ～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン

		86		奈良市立帯解小学校		2008		帯解小防災教育チャレンジプラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		87		社会福祉法人岐阜アソシア		2008		防災運動会（一緒にできるよ 楽しもう！助けあおう）		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		88		高知県立高知東高等学校		2008		防災文化を広げよう～学校から地域へ・学校へ～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震 ジシン

		2008年度計14団体 ネンドケイダンタイ

		89		社会福祉法人　藤山保育園		2007		子供を守る！自分を守る！ コドモマモジブンマモ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方		不審者・犯罪被害 フシンシャハンザイヒガイ

		90		黒石校区コミュニティ推進協議会		2007		せいふてぃねっと黒石～ひとつの命も失わないぞ～ クロイシイノチウシナ		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中国地方		水害

		91		大船渡市立綾里小学校		2007		暴れ狂った海！ アバクルウミ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波

		92		特定非営利活動法人冒険あそび場
-せんだい・みやぎネットワーク		2007		防災まちづくり☆親子で体感・体験
～生きる力を確かめ合う～ ボウサイオヤコタイカンタイケンイチカラタシア		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		地震

		93		目黒区立五本木小学校		2007		わが街五本木 地域ぐるみの学校安全（防災キャンプからの発信） マチゴホンギチイキガッコウアンゼンボウサイハッシン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般

		94		NPO法人
日本沼津災害救援ボランティアの会(ＮＶＮ)		2007		NVN防災ミュージカル「森のくまさん！発災直後編」 ボウサイモリハツワザワチョクゴヘン		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震

		95		国際防災教育支援団体SIDE		2007		持続可能な防災教育 in Nepal ジゾクカノウボウサイキョウイク		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震

		96		松山市立生石小学校		2007		自分の身を守る「はぶ山」防災プラン ジブンミマモヤマボウサイ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		津波

		97		一寺言問を防災のまちにする会
（いちてらことといをぼうさいのまちにするかい）		2007		中学生の地域防災訓練参加体験と意識調査に基づいた
「向島地域防災マップ」の作成 チュウガクセイチイキボウサイクンレンサンカタイケンイシキチョウサモトムコウジマチイキボウサイサクセイ		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般

		98		社団法人兵庫県建築士会　　　　
住教育支援チーム		2007		牛乳パック再利用による耐震モデル授業の普及 ギュウニュウサイリヨウタイシンジュギョウフキュウ		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		近畿地方		地震

		99		国立大学法人山口大学・地域防災ユニット		2007		水害常襲地における水防災教育プログラムの開発と実践
～平成17年台風14号で被災した山口県美川町を事例に～ スイガイジョウシュウチミズボウサイキョウイクカイハツジッセンヘイセイネンタイフウゴウヒサイヤマグチケンミカワチョウジレイ		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中国地方		水害

		100		独立行政法人 国立高等専門学校機構　　　
秋田工業高等専門学校		2007		雪国秋田・積雪期の地震対策 ユキグニアキタセキセツキジシンタイサク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震

		101		静岡県立御殿場南高等学校地学教室		2007		ESD教材としての防災教育プログラムの開発
～自然災害に対する行動力を持った高校生の育成を目指して～ キョウザイボウサイキョウイクカイハツシゼンサイガイタイコウドウリョクモコウコウセイイクセイメザ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		火山噴火 カザンフンカ

		102		東京都立三宅高等学校		2007		三宅島の環境保全と防災意識向上のための教育プラン
 ミヤケジマカンキョウホゼンボウサイイシキコウジョウキョウイク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		火山噴火 カザンフンカ

		103		愛知県立日進高等学校		2007		防災サバイバル体験で災害に強い人になろう
～地域のお年寄りや子ども達の支援を通して命の大切さを学ぶ～ ボウサイタイケンサイガイツヨヒトチイキトシヨコタチシエントオイノチタイセツマナ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般

		2007年度計15団体 ネンドケイダンタイ

		104		子育てヘルパー遊☆きっず倶楽部		2006		災害発生！ママ・パパ・地域が子どもを守る！！『防災アドバイスと子ども救命救急法講座』		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		災害全般

		105		社会福祉法人 知恩福祉会 海童保育園		2006		消防署で防災について、体験学習してみよう！！～親子参加＆地域との取り組み～		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		九州地方		災害全般

		106		ＮＰＯ法人ハドル		2006		子供が主役！家族防災ラウンドテーブル！		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		水害

		107		ＷＡＳＥＮＤ～早大防災教育支援会～		2006		一緒に学ぶ、楽しい防災教育～Peaceful Tomorrow 子供達の笑顔は未来をつくる～		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		地震

		108		kirakira		2006		歌でおぼえよう「災害ダイヤル171」		その他 タ		関東地方		災害全般

		109		三重県鈴鹿市立鼓ヶ浦小学校		2006		みんなで安全安心な地域づくりをしよう～PTCA（学校・保護者・地域が一体となった）を意識した防犯・防災の取り組み～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		110		京都府宇治市立平盛小学校		2006		演劇で防災教育～こんな時どうする？～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般

		111		NPO法人サポートコミュニティ飛騨		2006		「家庭の災害図上訓練」～親子で災害を考えよう！～		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震

		112		伊藤　貴広		2006		建築士だからこそできる耐震課外授業		その他 タ		中部地方		地震

		113		神戸学院大学 学際教育機構 防災・社会貢献ユニット		2006		先生の悩み解消！～大学生による各教科対応型防災教育キットの作成～		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震

		114		京大防災教育の会（KIDS）		2006		模型を作ろう！～ハザードマップの3Ｄ化、及び地震・津波のメカニズムの視覚化～		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震

		115		三浦市教育委員会		2006		「避難所学習から育む、地震に強い街づくり」～三浦市立初声中学校における避難所学習～		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		関東地方		災害全般

		116		国立大学法人 広島大学附属東雲中学校理科教室		2006		身近な土砂災害を学ぼう！～リアリティをめざした土砂災害の防災教育プログラム開発とその実践～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方		水害

		117		阪神・淡路大震災まち支援グループまち・コミュニケーション		2006		震災の教訓を活かした現地防災学習		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震

		118		富山県立南砺総合高等学校 福野高等学校		2006		地域の文化財と防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般

		119		学校法人遺愛学院　遺愛女子高等学校		2006		文化財である校舎を災害から守るために、私たちに出来ること		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		災害全般

		120		奈良県立王寺工業高等学校		2006		防災徒歩帰宅チャレンジ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		121		滋賀県立彦根工業高等学校		2006		工高生による木造住宅の簡易耐震診断～彦根市河原町～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		122		国立大学法人 愛知教育大学附属高等学校		2006		自然災害と防災への理解を深め行動できるようにする防災教育プランと教材の開発		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般

		123		東邦高等学校		2006		総合学習　防災講座「災害は忘れた頃にやってくる」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般

		124		千葉県立市川工業高等学校建築科		2006		専門高校生による耐震診断ボランティアで地域とアジアに結ぶ防災ネットワークの創出 センモンコウコウセイチイキムスボウサイソウシュツ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震

		2006年度計21団体 ネンドケイダンタイ

		125		（社）土木学会　巨大地震災害への対応検討特別委員会／地震防災教育を通じた人材育成部会		2005		幼稚園・保育園のための『地震防災チェックシート』および『地震防災対策・教育ハンドブック』の作成・配布		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		近畿地方		地震

		126		宮城県気仙沼市（気仙沼市立月立小学校、階上中学校）		2005		みんなで取り組む防災対策		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般

		127		NPO法人 都市防災研究会		2005		児童を囲んで「稲むらの火」のお話と大磯での津波学習		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		津波

		128		NPO法人 まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会		2005		地質から学ぶ甲突川の防災マップ作製と見て歩きワークショップ開催事業		ボランティア・NPO法人 ホウジン		九州地方		水害

		129		北海道防災教育研究会地震津波部会		2005		地震と津波についての防災意識を育てる学校防災教育～小学生用地震津波防災資料の作成～		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		北海道地方		地震

		130		千葉県市川市立行徳小学校		2005		わたしたちにもできる防災ってなあに！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震

		131		千葉県我孫子市立湖北小学校		2005		めざせ　地域の防災リーダー！！～学校と地域の架け橋「防災新聞」づくり～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震

		132		神奈川災害ボランティアステーション		2005		少年防災ボランティア養成プロジェクト		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		災害全般

		133		富士山安全まちづくりネット		2005		ペーパークラフト立体地形モデル制作による防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		火山噴火 カザンフンカ

		134		NPO法人 ぴーす		2005		『障害児のための防災』を考えるプロジェクト		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般

		135		徳島県阿南市立新野東小学校		2005		Ｉ ＬＯＶＥ 廿枝　～私たちの手で守る～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		136		NPO法人 桜島ミュージアム		2005		Eボートを用いた水上救援訓練 in 桜島		ボランティア・NPO法人 ホウジン		九州地方		火山噴火 カザンフンカ

		137		国立病院機構災害医療センター　臨床研究部		2005		中学生に対する医療面からみた災害医療教育体制の確立と災害医療教科書の作成		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		災害全般

		138		小松市民防災センター		2005		防災紙芝居大会		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		中部地方		災害全般

		139		大阪府大阪市立長吉中学校		2005		避難所ってなに？　自分の町の避難所を考えてみよう！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般

		140		徳島県美波町立（旧由岐町）由岐中学校		2005		次世代に夢をつなぐ防災カレンダーづくり		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		141		東京工業大学附属科学技術高等学校		2005		図上災害訓練(DIG)を取り入れた生徒主体の防災避難訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般

		142		NPO法人 住民安全ネットワークジャパン		2005		携帯電話を活用した防犯・防災情報伝達		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震

		143		三田を知る会		2005		ＦＭ放送を用いた災害時情報提供支援事業		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		災害全般

		144		高知県立高知東高等学校		2005		南海地震に備えて～より行動できる人になろう～　		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		145		高知県立高知東高等学校		2005		兵庫県と高知県の高校生による防災ワークショップ＆フィールドワーク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		146		高知県立高知東高等学校		2005		体育祭での競技種目「バケツリレー」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		147		高知県立高知東高等学校		2005		地震防災学習プログラム		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		148		高知県立高知東高等学校		2005		スマトラ沖地震に学ぶ、スリランカでの津波の被害写真パネル展		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		津波

		149		高知県立高知東高等学校		2005		校内教職員地震防災研修会　防災ゲーム（クロスロードの手法を用いて）を通して、災害時のイメージを広げよう！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		150		高知県立高知東高等学校		2005		地震に特化した防災避難誘導訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		151		高知県立高知東高等学校		2005		実習 応急手当の方法を学ぼう		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		152		高知県立高知東高等学校		2005		徳島県立防災センターでの防災体験と石の博物館での学習旅行		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		2005年度計28団体 ネンドケイダンタイ

		153		防災を考える会		2004		防災かるたの作成・かるた大会		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		災害全般

		154		あんしんまちづくり京都都市青年団（ＫＣＹＡＣ）		2004		防災・防犯わらべ唄の制作と普及		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般

		155		北海道虻田郡虻田町立洞爺湖温泉小学校／環境防災総合政策研究機構		2004		有珠山副読本『火の山の響き』を活用した防災授業の試行		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		火山噴火 カザンフンカ

		156		愛知県西尾市立花ノ木小学校・花小ＰＴＣＡ会議		2004		２００４地震防災フェスタｉｎ花ノ木		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震

		157		東京都葛飾区立東金町小学校		2004		「守るぞ命！自分に何ができる？」
地震に自信、やってみよう災害シミュレーション		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震

		158		NVN日本沼津災害救援ボランティアの会		2004		楽しい防災！豊かな体験！ＴＯＵＫＡＩハウス　プログラム！		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震

		159		防災一座		2004		乾パンだって美味しく食べたい！提案「学校給食で乾パンを美味しく食べよう！」		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般

		160		高知市立大津小学校		2004		「災害に強いまちづくりプロジェクト２００４」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		災害全般

		161		東山学区連絡協議会		2004		「わくわく！ドキドキ！サバイバル体験！」		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中部地方		地震

		162		静岡県南伊豆町立南中小学校		2004		伊豆半島沖地震から学ぶ　～今、そして　これからの防災～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震

		163		北海道防災教育研究会		2004		地震と津波についての防災意識を育てる学校防災教育		国・地方公共団体・関係団体		北海道地方		地震

		164		愛知県名古屋市立大曽根中学校		2004		災害から大曽根のまちを守ろう　｢大曽根レスキュー隊｣		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震

		165		和歌山県串本町		2004		海抜表示プレートを作って津波について考えよう		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		近畿地方		津波

		166		愛知県名古屋市立上社中学校		2004		新たな自分を心豊かに創造しよう　－防災地域・上社－		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震

		167		田辺市立　新庄中学校		2004		「新庄地震学」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		168		富士常葉大学環境防災学部　劇団ふじさん		2004		防災寸劇巡回講演プロジェクト		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中部地方		災害全般

		169		第５回地震・火山こどもサマースクール「Ｍｔ．Ｒｏｋｋｏのナゾ」実行委員会		2004		第５回地震火山こどもサマースクール「Ｍｔ．Ｒｏｋｋｏのナゾ」		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		地震

		170		国立病院機構害災害医療センター　臨床研究部		2004		高校生にも災害時の医療の必要性をしってもらおうーまず高校生に対する災害医療教科書の作成からー		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		災害全般

		171		兵庫県立舞子高等学校環境防災科		2004		教科や総合的な学習の時間を使った防災教育実践事例集づくり		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		2004年度計19団体 ネンドケイダンタイ

		2004～2012年度計171団体 ネンドケイダンタイ

										（参考）団体種別割合 サンコウダンタイシュベツワリアイ		団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ		備考 ビコウ

										学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		97		57%		保育園、幼稚園、小・中・高　など ホイクエンヨウチエンショウチュウダカ

										ボランティア・NPO法人 ホウジン		34		20%		ボランティア団体、NPO法人 ダンタイホウジン

										地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		12		7%		町会、自治会、自主防災組織などの地域住民による団体 チョウカイジチカイジシュボウサイソシキチイキジュウミンダンタイ

										大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		17		10%		大学、医療センター、研究機関　など ダイガクイリョウケンキュウキカン

										国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		9		5%		国、地方公共団体、財団、社団、消防署、消防防災センター、国・市・NPO等の集合団体（委員会・部会等） クニチホウコウキョウダンタイザイダンシャダンショウボウショショウボウボウサイクニシトウシュウゴウダンタイイインカイブカイトウ

										その他 タ		2		1%		個人など コジン

										合計 ゴウケイ		171		100%



東北地方太平洋沖地震

岩手・宮城内陸地震
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H29
九州北部
豪雨

H30.7豪雨
北海道
胆振東部地震
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※入門枠は2012年度より設定
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不審者・犯罪被害

その他



		



学校・幼稚園

ボランティア・NPO法人

地域組織・団体
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これまでの支援状況について（地域別）

北海道地方
10団体

東北地方
36団体

関東地方
71団体

中部地方
59団体

中国地方
12団体

四国地方
28団体

九州地方
13団体

近畿地方
62団体

※左記の他、アメリカ1団体
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これまでの支援状況について（対象とする災害別）

• 地震・・・117団体

• 災害全般・・・120団体

• 津波・・・25団体

• 水害・・・20団体

• 火山噴火・・・7団体

• 不審者・犯罪対策

・・・2団体

• その他・・・1団体


Graph1

		地震

		災害全般

		津波

		水害

		火山噴火

		不審者・犯罪被害

		その他



117

120

25

20
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2

1



過去団体一覧

				サポーター一覧(2004～2018) イチラン

		番号 バンゴウ		団体名 ダンタイメイ		実践年度 ジッセンネンド		プラン名 メイ		団体種別内訳 ダンタイシュベツウチワケ		地方 チホウ		災害種別 サイガイシュベツ		計 ケイ

		1		防災を考える会		2004		防災かるたの作成・かるた大会		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		災害全般		計19団体 ケイダンタイ

		2		あんしんまちづくり京都都市青年団（ＫＣＹＡＣ）				防災・防犯わらべ唄の制作と普及		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般

		3		北海道虻田郡虻田町立洞爺湖温泉小学校／環境防災総合政策研究機構				有珠山副読本『火の山の響き』を活用した防災授業の試行		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		火山噴火 カザンフンカ

		4		愛知県西尾市立花ノ木小学校・花小ＰＴＣＡ会議				２００４地震防災フェスタｉｎ花ノ木		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震

		5		東京都葛飾区立東金町小学校				「守るぞ命！自分に何ができる？」
地震に自信、やってみよう災害シミュレーション		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震

		6		NVN日本沼津災害救援ボランティアの会				楽しい防災！豊かな体験！ＴＯＵＫＡＩハウス　プログラム！		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震				特別賞 トクベツショウ

		7		防災一座				乾パンだって美味しく食べたい！提案「学校給食で乾パンを美味しく食べよう！」		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般				特別賞 トクベツショウ

		8		高知市立大津小学校				「災害に強いまちづくりプロジェクト２００４」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		災害全般				優秀賞 ユウシュウショウ

		9		東山学区連絡協議会				「わくわく！ドキドキ！サバイバル体験！」		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中部地方		地震

		10		静岡県南伊豆町立南中小学校				伊豆半島沖地震から学ぶ　～今、そして　これからの防災～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震				優秀賞 ユウシュウショウ

		11		北海道防災教育研究会				地震と津波についての防災意識を育てる学校防災教育		国・地方公共団体・関係団体		北海道地方		地震

		12		愛知県名古屋市立大曽根中学校				災害から大曽根のまちを守ろう　｢大曽根レスキュー隊｣		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震				優秀賞 ユウシュウショウ

		13		和歌山県串本町				海抜表示プレートを作って津波について考えよう		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		近畿地方		津波				特別賞 トクベツショウ

		14		愛知県名古屋市立上社中学校				新たな自分を心豊かに創造しよう　－防災地域・上社－		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震

		15		田辺市立　新庄中学校				「新庄地震学」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震				大賞 タイショウ

		16		富士常葉大学環境防災学部　劇団ふじさん				防災寸劇巡回講演プロジェクト		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中部地方		災害全般

		17		第５回地震・火山こどもサマースクール「Ｍｔ．Ｒｏｋｋｏのナゾ」実行委員会				第５回地震火山こどもサマースクール「Ｍｔ．Ｒｏｋｋｏのナゾ」		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		地震

		18		国立病院機構害災害医療センター　臨床研究部				高校生にも災害時の医療の必要性をしってもらおうーまず高校生に対する災害医療教科書の作成からー		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		災害全般

		19		兵庫県立舞子高等学校環境防災科				教科や総合的な学習の時間を使った防災教育実践事例集づくり		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		20		（社）土木学会　巨大地震災害への対応検討特別委員会／地震防災教育を通じた人材育成部会		2005		幼稚園・保育園のための『地震防災チェックシート』および『地震防災対策・教育ハンドブック』の作成・配布		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		近畿地方		地震		計28団体		特別賞 トクベツショウ

		21		宮城県気仙沼市（気仙沼市立月立小学校、階上中学校）				みんなで取り組む防災対策		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般

		22		NPO法人 都市防災研究会				児童を囲んで「稲むらの火」のお話と大磯での津波学習		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		津波

		23		NPO法人 まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会				地質から学ぶ甲突川の防災マップ作製と見て歩きワークショップ開催事業		ボランティア・NPO法人 ホウジン		九州地方		水害

		24		北海道防災教育研究会地震津波部会				地震と津波についての防災意識を育てる学校防災教育～小学生用地震津波防災資料の作成～		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		北海道地方		地震

		25		千葉県市川市立行徳小学校				わたしたちにもできる防災ってなあに！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震

		26		千葉県我孫子市立湖北小学校				めざせ　地域の防災リーダー！！～学校と地域の架け橋「防災新聞」づくり～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震				優秀賞 ユウシュウショウ

		27		神奈川災害ボランティアステーション				少年防災ボランティア養成プロジェクト		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		災害全般

		28		富士山安全まちづくりネット				ペーパークラフト立体地形モデル制作による防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		火山噴火 カザンフンカ

		29		NPO法人 ぴーす				『障害児のための防災』を考えるプロジェクト		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般				特別賞 トクベツショウ

		30		徳島県阿南市立新野東小学校				Ｉ ＬＯＶＥ 廿枝　～私たちの手で守る～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		31		NPO法人 桜島ミュージアム				Eボートを用いた水上救援訓練 in 桜島		ボランティア・NPO法人 ホウジン		九州地方		火山噴火 カザンフンカ

		32		国立病院機構災害医療センター　臨床研究部				中学生に対する医療面からみた災害医療教育体制の確立と災害医療教科書の作成		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		災害全般

		33		小松市民防災センター				防災紙芝居大会		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		中部地方		災害全般				特別賞 トクベツショウ

		34		大阪府大阪市立長吉中学校				避難所ってなに？　自分の町の避難所を考えてみよう！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般

		35		徳島県美波町立（旧由岐町）由岐中学校				次世代に夢をつなぐ防災カレンダーづくり		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震				大賞 タイショウ

		36		東京工業大学附属科学技術高等学校				図上災害訓練(DIG)を取り入れた生徒主体の防災避難訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般

		37		NPO法人 住民安全ネットワークジャパン				携帯電話を活用した防犯・防災情報伝達		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震

		38		三田を知る会				ＦＭ放送を用いた災害時情報提供支援事業		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		災害全般

		39		高知県立高知東高等学校				南海地震に備えて～より行動できる人になろう～　		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震				優秀賞 ユウシュウショウ

		40		高知県立高知東高等学校				兵庫県と高知県の高校生による防災ワークショップ＆フィールドワーク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		41		高知県立高知東高等学校				体育祭での競技種目「バケツリレー」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		42		高知県立高知東高等学校				地震防災学習プログラム		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		43		高知県立高知東高等学校				スマトラ沖地震に学ぶ、スリランカでの津波の被害写真パネル展		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		津波

		44		高知県立高知東高等学校				校内教職員地震防災研修会　防災ゲーム（クロスロードの手法を用いて）を通して、災害時のイメージを広げよう！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		45		高知県立高知東高等学校				地震に特化した防災避難誘導訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		46		高知県立高知東高等学校				実習 応急手当の方法を学ぼう		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		47		高知県立高知東高等学校				徳島県立防災センターでの防災体験と石の博物館での学習旅行		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		48		子育てヘルパー遊☆きっず倶楽部		2006		災害発生！ママ・パパ・地域が子どもを守る！！『防災アドバイスと子ども救命救急法講座』		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		災害全般		計21団体

		49		社会福祉法人 知恩福祉会 海童保育園				消防署で防災について、体験学習してみよう！！～親子参加＆地域との取り組み～		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		九州地方		災害全般				優秀賞 ユウシュウショウ

		50		ＮＰＯ法人ハドル				子供が主役！家族防災ラウンドテーブル！		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		水害

		51		ＷＡＳＥＮＤ～早大防災教育支援会～				一緒に学ぶ、楽しい防災教育～Peaceful Tomorrow 子供達の笑顔は未来をつくる～		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		地震

		52		kirakira				歌でおぼえよう「災害ダイヤル171」		その他 タ		関東地方		災害全般				特別賞 トクベツショウ

		53		三重県鈴鹿市立鼓ヶ浦小学校				みんなで安全安心な地域づくりをしよう～PTCA（学校・保護者・地域が一体となった）を意識した防犯・防災の取り組み～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		54		京都府宇治市立平盛小学校				演劇で防災教育～こんな時どうする？～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般

		55		NPO法人サポートコミュニティ飛騨				「家庭の災害図上訓練」～親子で災害を考えよう！～		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震

		56		伊藤　貴広				建築士だからこそできる耐震課外授業		その他 タ		中部地方		地震

		57		神戸学院大学 学際教育機構 防災・社会貢献ユニット				先生の悩み解消！～大学生による各教科対応型防災教育キットの作成～		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震				大賞 タイショウ

		58		京大防災教育の会（KIDS）				模型を作ろう！～ハザードマップの3Ｄ化、及び地震・津波のメカニズムの視覚化～		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震

		59		三浦市教育委員会				「避難所学習から育む、地震に強い街づくり」～三浦市立初声中学校における避難所学習～		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		関東地方		災害全般

		60		国立大学法人 広島大学附属東雲中学校理科教室				身近な土砂災害を学ぼう！～リアリティをめざした土砂災害の防災教育プログラム開発とその実践～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方		水害

		61		阪神・淡路大震災まち支援グループまち・コミュニケーション				震災の教訓を活かした現地防災学習		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震				優秀賞 ユウシュウショウ

		62		富山県立南砺総合高等学校 福野高等学校				地域の文化財と防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般

		63		学校法人遺愛学院　遺愛女子高等学校				文化財である校舎を災害から守るために、私たちに出来ること		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		災害全般				特別賞 トクベツショウ

		64		奈良県立王寺工業高等学校				防災徒歩帰宅チャレンジ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		65		滋賀県立彦根工業高等学校				工高生による木造住宅の簡易耐震診断～彦根市河原町～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		66		国立大学法人 愛知教育大学附属高等学校				自然災害と防災への理解を深め行動できるようにする防災教育プランと教材の開発		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般

		67		東邦高等学校				総合学習　防災講座「災害は忘れた頃にやってくる」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般

		68		千葉県立市川工業高等学校建築科				専門高校生による耐震診断ボランティアで地域とアジアに結ぶ防災ネットワークの創出 センモンコウコウセイチイキムスボウサイソウシュツ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震				特別賞 トクベツショウ

		69		社会福祉法人　藤山保育園		2007		子供を守る！自分を守る！ コドモマモジブンマモ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方		不審者・犯罪被害 フシンシャハンザイヒガイ		計15団体

		70		黒石校区コミュニティ推進協議会				せいふてぃねっと黒石～ひとつの命も失わないぞ～ クロイシイノチウシナ		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中国地方		水害

		71		大船渡市立綾里小学校				暴れ狂った海！ アバクルウミ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波				特別賞 トクベツショウ

		72		特定非営利活動法人冒険あそび場
-せんだい・みやぎネットワーク				防災まちづくり☆親子で体感・体験
～生きる力を確かめ合う～ ボウサイオヤコタイカンタイケンイチカラタシア		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		地震

		73		目黒区立五本木小学校				わが街五本木 地域ぐるみの学校安全（防災キャンプからの発信） マチゴホンギチイキガッコウアンゼンボウサイハッシン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般

		74		NPO法人
日本沼津災害救援ボランティアの会(ＮＶＮ)				NVN防災ミュージカル「森のくまさん！発災直後編」 ボウサイモリハツワザワチョクゴヘン		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震				特別賞 トクベツショウ

		75		国際防災教育支援団体SIDE				持続可能な防災教育 in Nepal ジゾクカノウボウサイキョウイク		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震

		76		松山市立生石小学校				自分の身を守る「はぶ山」防災プラン ジブンミマモヤマボウサイ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		津波				特別賞 トクベツショウ

		77		一寺言問を防災のまちにする会
（いちてらことといをぼうさいのまちにするかい）				中学生の地域防災訓練参加体験と意識調査に基づいた
「向島地域防災マップ」の作成 チュウガクセイチイキボウサイクンレンサンカタイケンイシキチョウサモトムコウジマチイキボウサイサクセイ		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般

		78		社団法人兵庫県建築士会　　　　
住教育支援チーム				牛乳パック再利用による耐震モデル授業の普及 ギュウニュウサイリヨウタイシンジュギョウフキュウ		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		近畿地方		地震				優秀賞 ユウシュウショウ

		79		国立大学法人山口大学・地域防災ユニット				水害常襲地における水防災教育プログラムの開発と実践
～平成17年台風14号で被災した山口県美川町を事例に～ スイガイジョウシュウチミズボウサイキョウイクカイハツジッセンヘイセイネンタイフウゴウヒサイヤマグチケンミカワチョウジレイ		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中国地方		水害				優秀賞 ユウシュウショウ

		80		独立行政法人 国立高等専門学校機構　　　
秋田工業高等専門学校				雪国秋田・積雪期の地震対策 ユキグニアキタセキセツキジシンタイサク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震				優秀賞 ユウシュウショウ

		81		静岡県立御殿場南高等学校地学教室				ESD教材としての防災教育プログラムの開発
～自然災害に対する行動力を持った高校生の育成を目指して～ キョウザイボウサイキョウイクカイハツシゼンサイガイタイコウドウリョクモコウコウセイイクセイメザ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		火山噴火 カザンフンカ				大賞 タイショウ

		82		東京都立三宅高等学校				三宅島の環境保全と防災意識向上のための教育プラン
 ミヤケジマカンキョウホゼンボウサイイシキコウジョウキョウイク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		火山噴火 カザンフンカ

		83		愛知県立日進高等学校				防災サバイバル体験で災害に強い人になろう
～地域のお年寄りや子ども達の支援を通して命の大切さを学ぶ～ ボウサイタイケンサイガイツヨヒトチイキトシヨコタチシエントオイノチタイセツマナ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般

		84		摂南ボランティア・スタッフズ セツナン		2008		災害時に活動できる青少年ボランティア･リーダーの育成セミナー		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震 ジシン		計14団体

		85		静岡県立裾野高等学校				「地域防災の架け橋となる裾高生」
-地域に貢献できる防災指導者の育成を目指して-		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		86		地球防災隊				担い手を増やし、園児への防災教室を開く		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震 ジシン

		87		なでしこ防災ネット				「女性の視点での防災対策｣日ごろの備えと家族、地域の絆		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		地震 ジシン				特別賞 トクベツショウ

		88		名古屋大学災害対策室 歴史災害教訓伝達プロジェクト
～1944 東南海・1945 三河地震				土地の古老の三河地震被災体験談から学ぶ、
地震・災害のしくみと防災のあり方		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		89		特定非営利活動法人 ひまわりの夢企画				防災楽習迷路の制作と出前		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震 ジシン				大賞 タイショウ

		90		藤枝市立藤枝中央小学校ＰＴＡ				児童・保護者・教師が全員参加する実践的防災訓練（ＰＴＣ大会）		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		91		東北福祉大学ピンチヒッター				一般的な食材に災害時救援物資を取り入れたアレンジレシピ本の作成		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		東北地方		地震 ジシン				特別賞 トクベツショウ

		92		和歌山県立有田中央高等学校				『ハイスクール防災講座』		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン				特別賞 トクベツショウ

		93		安田学園高校 建築クラブ				防災力を高める
（地元地域の防災強化、高校生の防災知識の習得、地域住民の防災意識の定着）		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		94		国立大学法人 宮城教育大学附属小学校				９９％！本当にやってくる宮城県沖地震
～みんなの力で立ち向かえ～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン

		95		奈良市立帯解小学校				帯解小防災教育チャレンジプラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		96		社会福祉法人岐阜アソシア				防災運動会（一緒にできるよ 楽しもう！助けあおう）		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		97		高知県立高知東高等学校				防災文化を広げよう～学校から地域へ・学校へ～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震 ジシン				優秀賞 ユウシュウショウ

		98		滋賀県立彦根工業高等学校都市工学科 シガケンリツヒコネコウギョウコウトウガッコウトシコウガクカ		2009		かまどベンチづくり
～工高生のものづくりによる地域防災力向上～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン		計9団体		特別賞 トクベツショウ

		99		特定非営利活動法人日本沼津災害救援ボランティアの会…(略称ＮＶＮ)				生命（いのち）に、まっすぐ！
『シルバー　ＡＥＤ　トレーニング！』		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		100		銚子「稲むらの火」防災教育プロジェクト				銚子「稲むらの火」ボランティア		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		津波 ツナミ

		101		宮城県丸森町立丸森東中学校 マルモリヒガシ				丸東中・改援隊　
地域防災対策活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン				大賞 タイショウ

		102		あそびma・senka マ　　　　センカ				プロジェクトＧ
～ママの安心防災対策～		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		地震 ジシン

		103		早稲田レスキュー				震災時の課題と資源を見つけるための地域オリエンテーリング		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		地震 ジシン

		104		Safety Leader Students’Network（SLS）				帰宅困難者対策をテーマする大学生向けのプログラムづくり		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		地震 ジシン

		105		和歌山県立新翔高等学校防災デザイン選択生				「防災紙芝居」の制作と古文書による過去の地震の調査		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		106		紀の川市立荒川中学校				託せ子どもたちに
～荒川の安全と未来を！～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		107		釜石市立釜石東中学校		2010		「ＥＡＳＴ-レスキュー」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ		計17団体		優秀賞 ユウシュウショウ

		108		中学生防災隊プロジェクトチーム				我が故郷は僕たちの手で！
～中学生防災隊による地域防災力向上の取り組み		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		109		西大和６自治会連絡会				西大和6自治会安全安心まちづくりチャレンジ		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		地震 ジシン				特別賞 トクベツショウ

		110		愛知県立半田商業高等学校				レスキューハイスクール。育み隊！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		111		「やさしい日本語」有志の会				「やさしい日本語」から防災教育へ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震 ジシン

		112		高津養護学校 たかつ地域ネットワーク推進会議				たかつ地域との協働による障害者・高齢者等要援護者支援のための防災シミュレーション訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		113		西の地防災きずな会（自主防災組織）				みなみ版防災動画教材制作プロジェクト		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		四国地方		地震 ジシン

		114		滋賀県立彦根工業高等学校 シガケンリツヒコネコウギョウコウトウガッコウ				災害弱者と共に活動～モノづくり防災教育～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン				大賞 タイショウ

		115		なでしこ防災ネット				災害時の水の確保｢生活と水｣
秦野盆地湧水群非常時活用マップ作成		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		地震 ジシン				優秀賞 ユウシュウショウ

		116		宮城県丸森町立丸森東中学校				丸東中・改援隊地域防災対策活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン

		117		千葉県立千葉西高等学校				埋立から４０年～みんなで取り組む「磯辺」の防災～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		118		岡山一宮高校防災チャレンジ				GISを活用した防災意識と避難経路のデジタルマップ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方		災害全般 サイガイゼンパン

		119		社会福祉法人温真会 中士幌児童ステーション				安心安全地域防災イキ・イキプラン		ボランティア・NPO法人 ホウジン		北海道地方		地震 ジシン

		120		特定非営利活動法人ディー・コレクティブ				たすけあい防災カレッジin宮城・山形
～小学生のための福祉防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		地震 ジシン

		121		千葉県立市川西高等学校				２つの川に囲まれた我が高校
～地域と共に防ごう・助けよう・考えよう～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		水害 スイガイ

		122		佐用高校農業科学科防災プロジェクトチーム				佐用町は家族！
～安全・安心を僕らの手で～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		水害 スイガイ				特別賞 トクベツショウ

		123		愛知県立日進高等学校				高校生による洪水ハザードジオラマ作成と天白川源流地域の防災力向上		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		水害 スイガイ

		124		高津養護学校 たかつ地域ネットワーク推進会議		2011		2011 たかつ地域との協働による障害者・高齢者等要援護者支援のための防災シミュレーション訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン		計17団体		優秀賞 ユウシュウショウ

		125		千葉県立東金特別支援学校				防災発信・防災交流～北之幸谷から二市四町へ～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン				特別賞 トクベツショウ

		126		釜石市立釜石東中学校				「ＥＡＳＴ―レスキュー」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ				復興教育特別大賞

		127		高塚台２丁目自治会				学校を巻き込んだ、防災･防犯を一体化した地域の安全･安心向上作戦		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		128		宮城県大河原町立金ヶ瀬中学校				学校と地域が協働する防災対策活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン				復興教育特別大賞

		129		愛知県立半田商業高等学校				レスキューハイスクール。育み隊！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン				大賞 タイショウ

		130		糸魚川市立根知小学校				根知小発！ジオパークの大自然と向き合う地域防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン				特別賞 トクベツショウ

		131		南三陸町立歌津中学校				被災しても，たくましく活躍できる歌中生！！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ				復興教育特別大賞

		132		千葉県立姉崎高等学校　				今年は防災で連携！
京葉工業地帯の地震災害に学校・地域の連携で立ち向かう		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		133		北海道滝川高等学校				豪雪地帯の危険回避に向けたGISの活用		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		その他 タ

		134		「やさしい日本語」有志の会				「やさしい日本語」から防災教育へ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		135		みえ防災コーディネーター･三泗ブロック				ぼうさい・どなべ 「 炊き出し君 」		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		136		新潟県立柏崎工業高等学校				俺たち柏工防災エンジニア		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		137		東京都立田無工業高等学校				新たな地域防災の担い手、生徒全員が防災ボランティア！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		138		茅ヶ崎トラストチーム				茅ヶ崎まるかじりプロジェクト『Ｔｈｅ　サバイバル2011』		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		地震 ジシン

		139		秋田県大館市立第二中学校				あんぜんで　やさしさ　めぐる　「アヤメの里」の防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン

		140		八女市上陽防火委員会				八女市上陽防火委員会総合訓練		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		九州地方		災害全般 サイガイゼンパン

		141		秋田県大館市立第二中学校		2012
(一般枠) イッパンワク		アヤメの里の防災リーダー目指して
～雨にも負けず雪にも負けず～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン		計31団体（一般枠18、入門枠13）		優秀賞 ユウシュウショウ

		142		気仙沼市立階上中学校				「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～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ				特別賞 トクベツショウ

		143		くにたち地域外国人のための防災連絡会（KUNIBO）				くにたち地域外国人のための防災対策		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		144		千葉県立東金特別支援学校				防災コミュニティ＆コミュニケーション
～北之幸谷から山武郡市へ「防災ユニバーサルねっと」を広げよう～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		145		糸魚川市立根知小学校				根知小発！ジオパークの大自然と向き合う地域防災教育2012		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン				大賞 タイショウ

		146		横浜市立北綱島小学校				学校、地域、保護者が地域の災害想定を共有して取組む防災教育の推進～学校で、家庭で、地域で、生き抜く力を育てる防災教育～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		147		立命館大学国際部国際協力学生実行委員会（CheRits）				The Way to Abroad of Disaster Risk Reduction Education		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震 ジシン

		148		東京都立調布特別支援学校				地域全体の危機管理能力の向上をめざして		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		149		新潟市立新潟小学校				マイ防災マップで守ろう　わたしたちの命		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		150		志摩市立国府小学校				チームKOU　防災プロジェクト		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		津波 ツナミ

		151		和歌山大学防災教育チーム　SAZANKA				みんなのまちの防災手帳☆		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震 ジシン

		152		みどりが丘小学校　学校支援委員会　環境整備部				みどりが丘小学校避難キャンプ！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		153		NPO法人大杉谷自然学校				豪雨災害被害地からの実践的防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		水害 スイガイ

		154		秋田理教クラブ				忘れない！日本海中部地震の教訓―地震と津波の防災教育―		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		東北地方		地震 ジシン

		155		わがやネット				すすめ！かぐてんぼう隊		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震 ジシン				特別賞 トクベツショウ

		156		四日市市中央学童保育所				中央学童保育所東海地震防災対策		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		157		NPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴ				子どもを守る防災ネットワーク事業		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震 ジシン

		158		山口県立大学災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実行委員会　ぶちボラYP勇気				学生による地域をつなぐ防災プロジェクト		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中国地方		地震 ジシン

		159		飯田市赤十字奉仕団		2012
(入門枠) ニュウモンワク		郷土にまつわる災害伝承紙芝居の作成と活用 キョウドサイガイデンショウカミシバイサクセイカツヨウ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		水害 スイガイ

		160		伊勢市立大湊小学校				地域とともに～津波に備える大湊小学校の防災～ チイキツナミソナオオミナトショウガッコウボウサイ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		161		江東区立第二南砂中学校				地域に根ざした防災教育プログラムの作成 チイキネボウサイキョウイクサクセイ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		162		能登町立小木中学校				自分たちの町を自分たちの手で守ろうプロジェクト ジブンマチジブンテマモ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		163		山口県柳井市立小田小学校				いつか来る　南海・東南海地震に備えて クナンカイトウナンウミジシンソナ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震 ジシン

		164		社会福祉法人 大乗福祉会 二之宮保育園				自作絵本による防災教育 ジサクエホンボウサイキョウイク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		165		八王子市立椚田小学校				地域とともに、安全対策を！ チイキアンゼンタイサク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		166		東京都葛飾区立常盤中学校				常盤中学校防災教育プロジェクト トキワチュウガッコウボウサイキョウイク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		167		葛飾区立綾瀬中学校地域応援団				災害に耐える力を育てる活動 サイガイタチカラソダカツドウ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		168		九十九里町立片貝幼稚園				まもろう！ぼくのいのち、わたしのいのち		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		169		熊本県立熊本支援学校 クマモトケンリツクマモトシエンガッコウ				障がいのある子どもたちの防災・防犯
～特別支援学校における取組～ サワコボウサイボウハントクベツシエンガッコウトリクミ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		不審者・犯罪被害 フシンシャハンザイヒガイ

		170		南阿蘇村立中松小学校				阿蘇五岳のふもと中松～火山との共存～ アソゴタケナカマツカザンキョウゾン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		地震 ジシン

		171		ＮＰＯ法人　大沼・駒ヶ岳ふるさとづくりセンター				防災だヨ！温泉集合 ボウサイオンセンシュウゴウ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		北海道地方		火山噴火 カザンフンカ

		172		くにたち地域外国人のための防災連絡会		2013年度　（一般枠） ネンドイッパンワク		くにたち地域外国人のための防災対策		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン		計26団体（一般枠17、入門枠9）

		173		仙台市立南吉成中学校				南吉成中学校と地域が協働する防災教育活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		174		アトリエ太陽の子				絵画を通じた東北支援　「命の一本桜」プロジェクト		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン				特別賞 トクベツショウ

		175		飯田市赤十字奉仕団				郷土にまつわる災害伝承紙芝居の作成と活用		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中部地方 チュウブ		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		176		大船渡市立吉浜中学校				学び・つなぎ・伝える・キッピン（吉浜）げんき隊		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ

		177		糸魚川市立大和川小学校				大和川小発！ジオパークの海と向き合う地域防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方 チュウブ		津波 ツナミ

		178		千葉県立千葉聾学校				伝える・伝わる・伝え合う防災教育
～コミュニケーション力の向上による減災への取り組み～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン				特別賞 トクベツショウ

		179		伊豆半島ジオパーク推進協議会事務局(特別枠)				伊豆半島ジオパーク・大地の成り立ちを知って備えるんだ！		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方 チュウブ		災害全般 サイガイゼンパン

		180		気仙沼市立階上中学校				『自助・公助』		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン				大賞 タイショウ

		181		御嵩町立上之郷小学校 ミタケチョウリツ				すすんでやりぬく上之郷の子プロジェクト		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方 チュウブ		地震 ジシン				特別賞 トクベツショウ

		182		八千代市立みどりが丘小学校　学校支援委員会　環境整備部 ヤチヨシリツ				みどりが丘小学校サバイバルキャンプ！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		183		高知県立室戸高等学校				「ジオ学で防災教育を」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		災害全般 サイガイゼンパン

		184		社会福祉法人　大阪市鶴見区社会福祉協議会				福祉避難所運営訓練―災害救助法の活用を目指して―		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		185		九十九里町立片貝幼稚園				まもろう！ぼくのいのち、わたしのいのち～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		津波 ツナミ

		186		市原市立白金小学校				地域とともにすすめる白金防災教育
～外国人にもわかる「防災行動マニュアル」の作成～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		187		港区立お台場学園港陽中学校				私たちが守る地域　お台場		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		188		南阿蘇村立久木野中学校				「自らの命を守り抜く」防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		災害全般 サイガイゼンパン

		189		埼玉県立日高特別支援学校 コウ		2013年度　（入門枠） ネンドニュウモンワク		日高特支　防災意識向上計画はじめのいっぽ！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		190		高知県須崎市立新荘小学校				『災害は忘れた頃にやってくる！』		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震 ジシン

		191		埼玉県狭山市立柏原小学校				柏原の防災リーダーになろう		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		192		尼崎市立城内高等学校				地域に役立つ人になろう
（夜間高校ができる地域防災を考える）		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		193		兵庫県立神戸聴覚特別支援学校				聴覚障害のある児童生徒の防災を考える		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		194		竜南いのち守り隊				環境といのちを守る街づくり２０１３		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方 チュウブ		災害全般 サイガイゼンパン

		195		兜町町会				兜町　地域防災連携		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		196		秦野市教育研究所				防災教育指導計画と防災プログラムの作成と実践		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		197		千葉県立銚子高等学校				銚子ジオパークを利用した防災を考える		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		津波 ツナミ

		198		静岡大学教育部藤井基研究室		2014年度　（一般枠） ネンドイッパンワク		教職を目指す大学生がチャレンジする新たな防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		津波 ツナミ		計25団体（一般枠15、入門枠10）

		199		上富田ふれあいルーム				上富田ふれあいルーム防災年間計画！		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		地震 ジシン				優秀賞 ユウシュウショウ

		200		仙台市立南吉成中学校				南吉成中学校と地域が協働する防災教育活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン				大賞 タイショウ

		201		新潟市立小針小学校				新潟地震から５０年  災害から助け合う 「小針(こばり)防災(ぼうさい)五人組(ごにんぐみ)制度(せいど)」の結成		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		202		竜南いのち守り隊				環境といのちを守る街づくり２０１３		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		203		埼玉県立日高特別支援学校				日高特支　車椅子の子どもたちを守る！防災力向上計画		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン				優秀賞 ユウシュウショウ

		204		香川県立盲学校				災害弱者と言わせない!　香川県立盲学校のチャレンジ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震 ジシン				優秀賞 ユウシュウショウ

		205		糸魚川市立大和川小学校				大和川小発！世界ジオパークとともに歩む地域防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		206		熊本県葦北郡葦北町田浦小学校				地域から学び、地域とともに取り組む防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		災害全般 サイガイゼンパン

		207		周防大島町立城山小学校				地域を見つめ、生きる力を育む防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方 チュウゴク		災害全般 サイガイゼンパン				特別賞 トクベツショウ

		208		PORO				障がいを持つ子のための楽しく学ぶ防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		209		中津市立城北中学校				中津市立城北中学校「防災教育」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		災害全般 サイガイゼンパン

		210		防災腹話術研究会				防災腹話術・手法の確立と展開		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン				特別賞 トクベツショウ

		211		NPO法人防災白熱アカデミィ				紙芝居によるリスク・コミュニケーション		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		212		能代市消防団				能代市消防団防災教育講座		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン

		213		雄勝花物語実行委員会		2014年度　（入門枠） ネンドニュウモンワク		雄勝町の震災体験を伝える語り部活動		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		東北地方		津波 ツナミ

		214		静岡県立沼津特別支援学校 愛鷹分校				自助力UP!!　自分の命は自分で守る		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方 チュウブ		災害全般 サイガイゼンパン

		215		釧路市立大楽毛小学校				大楽毛小学校防災教育推進プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		津波 ツナミ

		216		宮城県気仙沼市立階上小学校				地域と連携した安全・安心で防災に強いまちづくり		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン

		217		大堤こども有志会				地域の絆が、最大の防災力！！遊びから学ぶ防災学習！！！		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		地震 ジシン

		218		西予市立皆田小学校				ＴＯ　Ｌｉｖｅ生きるために　～ジオから学ぶ～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		災害全般 サイガイゼンパン

		219		ハッピーアイランド				“いつも”のなかに“もしも”の備えを（循環型備蓄のすすめ）		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		220		NPO法人 大分県ノルディック・ウォーク連盟				防災ノルディック・ウォーク教室		ボランティア・NPO法人 ホウジン		九州地方		災害全般 サイガイゼンパン

		221		特定非営利法人 千葉自然学校				キャンプカーニバル「防災・災害について体験しよう！」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		222		京都府立田辺高等学校地歴公民科				誰でも気軽に防災教育　～　地理授業プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		223		埼玉県立日高特別支援学校		2015年度
(一般枠) ネンドイッパンワク		車椅子の視点から防災へ！～かわせみ防災プロジェクト～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン		計20団体(一般枠13、入門枠7) ケイダンタイイッパンワクニュウモンワク		優秀賞 ユウシュウショウ

		224		香川県立盲学校				災害弱者と言わせない　! 香川県立盲学校のチャレンジⅡ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		災害全般 サイガイゼンパン				大賞 タイショウ

		225		竜南いのち守り隊				持続可能な地域社会の実現を目指す生徒の育成		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		226		一般社団法人PORO イッパンシャダンホウジン				障がいのある子も楽しく学べる防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		227		名古屋市立工芸高等学校　高校生防災セミナーチーム ナゴヤシリツコウゲイコウトウガッコウコウコウセイボウサイ				つなぐ　～地域、企業、行政、学校の架け橋を目指して～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		228		西予市立皆田小学校				ジオと向き合った防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞 ユウシュウショウ

		229		NPO法人ふるさと未来創造堂 ホウジンミライソウゾウドウ				みんなで支えるBOUSAI教育！地域一体の共育社会の再建2015		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		230		釧路市立大楽毛小学校 クシロシリツダイラクモウショウガッコウ				大楽毛小学校防災教育推進プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		津波 ツナミ

		231		名古屋市立中央高等学校(昼間定時制) ナゴヤシリツチュウオウコウトウガッコウヒルマテイジセイ				４つのチャレンジプラン・中央高校総力挙げて取り組みます！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン				特別賞 トクベツショウ

		232		高知県立須崎工業高等学校 コウチケンリツスサキコウギョウコウトウガッコウ				市の緊急避難所指定を受けて～ものづくりで地域と絆づくり		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震 ジシン

		233		特定非営利活動法人高齢者住まいる研究会 カツドウコウレイシャスケンキュウカイ				ゲームで学ぼう！ＢＯＳＡＩ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震 ジシン

		234		鈴木　健介 スズキケンスケ				学校における災害発生直後の対応（緊急度判断・応急処置・搬送）		その他 タ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		235		いのちを守る防災教育を推進する会 マモボウサイキョウイクスイシンカイ				ワークショップを活用したいのちを守る防災教育の普及		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		中国地方 チュウゴク		水害 スイガイ				特別賞 トクベツショウ

		236		京都市立伏見工業高等学校システム工学科都市情報システムコース課題研究・防災班 シ		2015年度
(入門枠) ネンドニュウモンワク		まちづくり学習の取り組み（防災編）		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		237		兵庫県立神戸聴覚特別支援学校				聴覚障害のある児童生徒の防災を考える		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		238		Hug-Kum　防災プロジェクトチーム				子どもと地域でいきるハグクム防災ワークショップ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン

		239		多文化演劇ユニット　MICHI				ブラジル人学校　初めての防災ワークショップ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		240		知立市立八ツ田小学校				八ツ田小学校区防災宿泊訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		241		田辺市立新庄第二小学校				はぐくむ防災		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		242		マキノ町辻区防災プロジェクト				みんなで防災チャレンジ		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		243		大島町立小学校（つばき小学校・さくら小学校・つつじ小学校）		2016年度 ネンド		大人たちから子どもたちへ、子どもたちから大人たちへ、今伝えたいこと		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		火山噴火 カザンフンカ		計15団体		優秀賞

		244		宮城県多賀城高等学校				東日本大震災の教訓を全国につたえる，世界につたえる		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ

		245		一般社団法人（非営利）　 雄勝花物語				東日本大震災の巨大津波の教訓から学ぶ防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		津波 ツナミ

		246		高知市立南海中学校				「まもれ　高知（ふるさと）」Nankai Survival Project ( N S P)		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		津波 ツナミ				特別賞

		247		兵庫県立東播工業高等学校				東播工-災害時支援プロジェクト　T-DAP 2016		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		248		仙台市立郡山中学校				郡山中学校が小学校や地域と協働する防災教育活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン

		249		東京都立足立工業高等学校				災害時に工業高校生として何が出来るか？自助・共助の精神を育成する教育。		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞

		250		愛知県立海翔高等学校				海抜０ｍ地帯の街で防災を考える 愛知県立海翔高校（環境防災コースを中心とした）の取組		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方 チュウブ		水害 スイガイ

		251		名古屋市立工芸高等学校　防災チーム				つなぐ　～地域、企業、行政、学校の架け橋を目指して～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方 チュウブ		災害全般 サイガイゼンパン				特別賞

		252		岡山市立曽根小学校				みんなで高めよう、防災力・地域の絆！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方 チュウゴク		災害全般 サイガイゼンパン

		253		豊橋障害者(児)団体連合協議会（豊橋市障害者福祉会館さくらピア）				体験しよう備えよう　障害者の防災を考える集い さくらピア　避難所体験		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中部地方 チュウブ		災害全般 サイガイゼンパン				大賞

		254		名古屋市立中央高等学校　昼間定時制				セカンドステップ　～　防災教育の新たな芽　～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方 チュウブ		災害全般 サイガイゼンパン

		255		気仙沼市立気仙沼小学校				つなげよう防災，気仙沼小学校防災隊！！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン

		256		兵庫県立太子高等学校				町ぐるみ防災プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		257		大船渡市立日頃市中学校				私たちの町「日頃市」 ふるさとの復興の力になろう		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン

		258		仙台市立郡山中学校		2017年度 ネンド		郡山中学校が小学校や地域と協働する防災教育活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン		計19団体 ケイダンタイ

		259		高知市立南海中学校				「まもれ　高知（ふるさと）」　Nankai  Survival  Project		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		津波 ツナミ

		260		上富田ふれあいルーム				改訂版　上富田ふれあいルーム　防災年間計画！		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		地震 ジシン

		261		呉工業高等専門学校　インキュベーションワーク ３Ｄマップ製作チーム				デジタルマップと３D地形模型製作による地域防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方 チュウゴク		災害全般 サイガイゼンパン

		262		大船渡市立日頃市中学校				私たちの町「日頃市」～ふるさとの復興の力になろう～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン

		263		見てみようよ！常総市の会				水害の記憶を未来につなげる『ステッカーツアー』運営		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		水害 スイガイ

		264		愛知県立海翔高等学校				ステップアップ　海抜０ｍ地帯の街で防災を考える
－愛知県立海翔高校の取組（環境防災コースを中心とした）－。		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方 チュウブ		水害 スイガイ

		265		Carl Wunshce Sr. High School				TEEN CERT/アメリカの防災教育を日本の高校生へ コウコウセイ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン				災害全般 サイガイゼンパン

		266		崇城大学SCB放送局				SCB放送局防災ラジオドラマワークショップ		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		九州地方		地震 ジシン

		267		防災ジュニアリーダープロジェクトチーム				防災ジュニアリーダーの育成～助けられる人から助ける人へ～		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		268		一般社団法人能登川地区まちづくり協議会				２００年防災のまちづくり		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		水害 スイガイ

		269		一般社団法人長洞元気村				好齢者（高齢者）が創る防災教育ビジネスプラン		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		津波 ツナミ				特別賞

		270		つくば市立吾妻学園おやじの会				小中一貫防災プラン「つくば吾妻学園」		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン				優秀賞

		271		北海道釧路東高等学校生徒会執行部				地域の人と、いざという時に支えあえる関係づくり		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		災害全般 サイガイゼンパン

		272		千葉県立矢切特別支援学校				「みんながわかるお天気学習」
　〜雲レーダーを活用した水害対策と気象学習〜		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		水害 スイガイ				大賞

		273		四国遍路の心でつなぐ防災教育研究会				みんな集まれこの指とまれ 防災の輪っ !!		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		四国地方		災害全般 サイガイゼンパン

		274		水の自遊人しんすいせんたいアカザ隊				あの日の声を「カタチ」にする～ラジオドラマで残したい～		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中国地方 チュウゴク		水害 スイガイ

		275		葉山町立一色小学校避難所運営委員会				避難所運営委員会活動を通した、地震に強い学校・町づくり		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン				特別賞

		276		南阿蘇村立南阿蘇中学校				プロジェクトM(Minamiaso)～守ろう！自分の命・みんなの命～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		地震 ジシン				優秀賞

		277		川口市立鳩ヶ谷中学校 ハト		2018年度 ネンド		鳩ヶ谷中学校区防災対策チャレンジプラン2018		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン		計16団体 ケイダンタイ

		278		ＥＳＤまちプロジェクト防災応援隊　～学校防災活動拠点事業（大田区立南六郷中学校）～				「傷病者を救急医療センターまで運ぶ」
～南六郷防災フェスタ：そこから見えた課題とは～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		水害 スイガイ

		279		ライフデザインイノベーション研究会				多様な人々のニーズに配慮できる減災教育プランと教材開発		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中国地方 チュウゴク		災害全般 サイガイゼンパン

		280		金沢大学人間社会学域学校教育学校教育学類附属特別支援学校				地域の人と楽しみながら学ぶ防災学習		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中部地方 チュウブ		災害全般 サイガイゼンパン

		281		兵庫県立淡路高等学校				淡高ARCHプロジェクト～高校生が主体となった地域防災の取り組み～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		282		高知県立大方高等学校				高校生が作る「地区防災計画」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		津波 ツナミ

		283		目黒星美学園中学高等学校				生徒が活躍する「わくわく防災減災」―生徒の自助力を高めて、地域と連携する私立学校のモデルケースを目指す―		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		284		四国遍路の心でつなぐ防災教育研究会				みんな集まれこの指とまれ　防災の輪っ!!　Ⅱ		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		四国地方		災害全般 サイガイゼンパン

		285		学校法人自由学園 危機管理本部				「そなえるカルタ」で防災を学ぶ～防災教育で企業と協働～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		286		上富田ふれあいルーム				完成版　上富田ふれあいルーム　防災年間計画！		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン				大賞 タイショウ

		287		新居浜市立金栄小学校				自分の命は自分で守る。自助、共助で生き抜く。		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		水害 スイガイ

		288		見てみようよ！常総市の会				水害の記憶を未来につなげる『ステッカーツアー』運営		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		水害 スイガイ

		289		川崎医療福祉大学　医療福祉マネジメント学部　医療福祉デザイン学科				言葉に頼らない避難誘導ツール開発プロジェクト		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中国地方 チュウゴク		災害全般 サイガイゼンパン

		290		高森東学園義務教育学校				地域と連携した防災教育の取り組み～東学園５レンジャー！地域の安全をまもり隊出動！～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		地震 ジシン

		291		球磨村教育委員会				「自分の命は自分で守る」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		災害全般 サイガイゼンパン

		292		「災害に強い街づくり大網」実行委員会				防災協力拠点のファーストミッションボックスを作る		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

				計292団体 ケイダンタイ



&R&P/&N



グラフ

		一般枠・入門枠　割合 イッパンワクニュウモンワクワリアイ

		一般枠 イッパンワク		190

		入門枠 ニュウモンワク		32

		地方集計 チホウシュウケイ

				北海道地方 ホッカイドウチホウ		東北地方 トウホクチホウ		関東地方 カントウチホウ		中部地方 チュウブチホウ		近畿地方 キンキチホウ		中国地方 チュウゴクチホウ		四国地方 シコクチホウ		九州地方 キュウシュウチホウ		計 ケイ

		2004		2		0		3		7		6		0		1		0		19

		2005		1		1		6		3		4		0		11		2		28

		2006		1		0		5		5		8		1		0		1		21

		2007		0		3		3		3		2		3		1		0		15

		2008		0		2		2		4		5		0		1		0		14

		2009		0		2		3		1		3		0		0		0		9

		2010		1		3		4		3		4		1		1		0		17

		2011		1		4		5		3		3		0		0		1		17

		2012		1		3		11		6		6		1		1		2		31

		2013		0		3		11		5		4		0		2		1		26

		2014		1		4		4		5		5		1		2		3		25

		2015		1		1		2		7		5		1		3		0		20

		2016		0		5		2		4		2		1		1		0		15

		2017		1		5		4		2		3		1		1		1		18		他、アメリカ1団体 ホカダンタイ

		2018		0		0		6		1		2		2		3		2		16

		計 ケイ		10		36		71		59		62		12		28		13		291

		災害種別

		地震		117

		災害全般		120

		津波		25

		水害		20

		火山噴火		7

		不審者・犯罪被害		2

		その他		1

		年度災害種別 ネンド

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018						2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		地震		11		15		10		5		11		4		10		4		17		10		8		6		0		2		2				地震		57.9%		53.6%		47.6%		33.3%		78.6%		44.4%		58.8%		23.5%		54.8%		38.5%		32.0%		30.0%		0.0%		10.5%		12.5%

		災害全般		6		8		9		3		3		4		3		10		8		12		14		12		10		11		10				災害全般		31.6%		28.6%		42.9%		20.0%		21.4%		44.4%		17.6%		58.8%		25.8%		46.2%		56.0%		60.0%		66.7%		57.9%		62.5%

		津波		1		2		0		2		0		1		1		2		2		4		3		1		3		2		1				津波		5.3%		7.1%		0.0%		13.3%		0.0%		11.1%		5.9%		11.8%		6.5%		15.4%		12.0%		5.0%		20.0%		10.5%		6.3%

		水害		0		1		2		2		0		0		3		0		2		0		0		1		1		4		3				水害		0.0%		3.6%		9.5%		13.3%		0.0%		0.0%		17.6%		0.0%		6.5%		0.0%		0.0%		5.0%		6.7%		21.1%		18.8%

		火山噴火		1		2		0		2		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0				火山噴火		5.3%		7.1%		0.0%		13.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		3.2%		0.0%		0.0%		0.0%		6.7%		0.0%		0.0%

		不審者・犯罪被害		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				不審者・犯罪被害		0.0%		0.0%		0.0%		6.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		3.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		その他		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				その他		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		5.9%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		計 ケイ		19		28		21		15		14		9		17		17		31		26		25		20		15		19		16				計 ケイ		19		28		21		15		14		9		17		17		31		26		25		20		15		19		16

		団体種別内訳

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018						2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		9		16		10		8		7		4		10		12		21		19		16		12		13		12		9				学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		47.4%		57.1%		47.6%		53.3%		50.0%		44.4%		58.8%		70.6%		67.7%		73.1%		64.0%		60.0%		86.7%		63.2%		56.3%

		ボランティア・NPO法人 ホウジン		4		7		5		3		2		2		4		2		5		2		4		5		1		2		0				ボランティア・NPO法人 ホウジン		21.1%		25.0%		23.8%		20.0%		14.3%		22.2%		23.5%		11.8%		16.1%		7.7%		16.0%		25.0%		6.7%		10.5%		0.0%

		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		2		1		0		2		0		0		3		3		1		4		5		1		1		4		4				地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		10.5%		3.6%		0.0%		13.3%		0.0%		0.0%		17.6%		17.6%		3.2%		15.4%		20.0%		5.0%		6.7%		21.1%		25.0%

		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		2		1		2		1		4		3		0		0		4		0		0		0		0		1		3				大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		10.5%		3.6%		9.5%		6.7%		28.6%		33.3%		0.0%		0.0%		12.9%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		5.3%		18.8%

		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		2		3		2		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0				国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		10.5%		10.7%		9.5%		6.7%		7.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		3.8%		0.0%		5.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		その他 タ		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0				その他 タ		0.0%		0.0%		9.5%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		5.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		計 ケイ		19		28		21		15		14		9		17		17		31		26		25		20		15		19		16				計 ケイ		19		28		21		15		14		9		17		17		31		26		25		20		15		19		16

		団体種別割合 ワリアイ

		（参考）団体種別割合 サンコウダンタイシュベツワリアイ				団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ		備考 ビコウ

		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン				176		60%		保育園、幼稚園、小・中・高　など ホイクエンヨウチエンショウチュウダカ

		ボランティア・NPO法人 ホウジン				48		16%		ボランティア団体、NPO法人 ダンタイホウジン

		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ				33		11%		町会、自治会、自主防災組織などの地域住民による団体 チョウカイジチカイジシュボウサイソシキチイキジュウミンダンタイ

		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン				21		7%		大学、医療センター、研究機関　など ダイガクイリョウケンキュウキカン

		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ				11		4%		国、地方公共団体、財団、社団、消防署、消防防災センター、国・市・NPO等の集合団体（委員会・部会等） クニチホウコウキョウダンタイザイダンシャダンショウボウショショウボウボウサイクニシトウシュウゴウダンタイイインカイブカイトウ

		その他 タ				3		1%		個人など コジン

		合計 ゴウケイ				292		100%																																						←※数字べたうち スウジ

		応募状況 オウボジョウキョウ

				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		団体数 ダンタイスウ		19		28		21		15		14		9		17		17		31		26		25		20		15		19		16

		応募数 オウボスウ		0		0		0		0		15		18		33		31		51		61		45		40		46		68		65

		入門 ニュウモン																		20		21		15		12

		特別 トクベツ														3		9				8

										（参考）団体種別割合 サンコウダンタイシュベツワリアイ		団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ		備考 ビコウ

										学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		97		57%		保育園、幼稚園、小・中・高　など ホイクエンヨウチエンショウチュウダカ

										ボランティア・NPO法人 ホウジン		34		20%		ボランティア団体、NPO法人 ダンタイホウジン

										地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		12		7%		町会、自治会、自主防災組織などの地域住民による団体 チョウカイジチカイジシュボウサイソシキチイキジュウミンダンタイ

										大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		17		10%		大学、医療センター、研究機関　など ダイガクイリョウケンキュウキカン

										国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		9		5%		国、地方公共団体、財団、社団、消防署、消防防災センター、国・市・NPO等の集合団体（委員会・部会等） クニチホウコウキョウダンタイザイダンシャダンショウボウショショウボウボウサイクニシトウシュウゴウダンタイイインカイブカイトウ

										その他 タ		2		1%		個人など コジン

										合計 ゴウケイ		171		100%
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※入門枠は2012年度より設定

158
( 92%)

13 (8%)

不審者・犯罪被害
1%



		





		



地震

災害全般

津波

水害

火山噴火

不審者・犯罪被害

その他



		



学校・幼稚園

ボランティア・NPO法人

地域組織・団体

大学・研究機関

国・地方公共団体・関係団体

その他



		



※入門枠は2012年度より設定
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能登半島地震
新潟県中越沖地震

※2004～2007年度は公募に関するデータなし

団体数

応募数



		

				サポーター一覧(2004～2012) イチラン

		番号 バンゴウ		団体名 ダンタイメイ		実践年度 ジッセンネンド		プラン名 メイ		団体種別内訳 ダンタイシュベツウチワケ		地方 チホウ		災害種別 サイガイシュベツ

		1		秋田県大館市立第二中学校		2012
(一般枠) イッパンワク		アヤメの里の防災リーダー目指して
～雨にも負けず雪にも負けず～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン												北海道地方 ホッカイドウチホウ		7				地震		87								一般枠 イッパンワク				158

		2		気仙沼市立階上中学校		2012
(一般枠) イッパンワク		「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～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ												東北地方 トウホクチホウ		18				災害全般		54								入門枠 ニュウモンワク				13

		3		くにたち地域外国人のための防災連絡会（KUNIBO）		2012
(一般枠) イッパンワク		くにたち地域外国人のための防災対策		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン												関東地方 カントウチホウ		42				津波		11

		4		千葉県立東金特別支援学校		2012
(一般枠) イッパンワク		防災コミュニティ＆コミュニケーション
～北之幸谷から山武郡市へ「防災ユニバーサルねっと」を広げよう～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン												中部地方 チュウブチホウ		35				水害		10

		5		糸魚川市立根知小学校		2012
(一般枠) イッパンワク		根知小発！ジオパークの大自然と向き合う地域防災教育2012		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン												近畿地方 キンキチホウ		41				火山噴火		6

		6		横浜市立北綱島小学校		2012
(一般枠) イッパンワク		学校、地域、保護者が地域の災害想定を共有して取組む防災教育の推進～学校で、家庭で、地域で、生き抜く力を育てる防災教育～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン												中国地方 チュウゴクチホウ		6				不審者・犯罪被害		2

		7		立命館大学国際部国際協力学生実行委員会（CheRits）		2012
(一般枠) イッパンワク		The Way to Abroad of Disaster Risk Reduction Education		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震 ジシン												四国地方 シコクチホウ		16				その他		1

		8		東京都立調布特別支援学校		2012
(一般枠) イッパンワク		地域全体の危機管理能力の向上をめざして		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン												九州地方 キュウシュウチホウ		6

		9		新潟市立新潟小学校		2012
(一般枠) イッパンワク		マイ防災マップで守ろう　わたしたちの命		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		10		志摩市立国府小学校		2012
(一般枠) イッパンワク		チームKOU　防災プロジェクト		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		津波 ツナミ

		11		和歌山大学防災教育チーム　SAZANKA		2012
(一般枠) イッパンワク		みんなのまちの防災手帳☆		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震 ジシン

		12		みどりが丘小学校　学校支援委員会　環境整備部		2012
(一般枠) イッパンワク		みどりが丘小学校避難キャンプ！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		13		NPO法人大杉谷自然学校		2012
(一般枠) イッパンワク		豪雨災害被害地からの実践的防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		水害 スイガイ

		14		秋田理教クラブ		2012
(一般枠) イッパンワク		忘れない！日本海中部地震の教訓―地震と津波の防災教育―		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		東北地方		地震 ジシン

		15		わがやネット		2012
(一般枠) イッパンワク		すすめ！かぐてんぼう隊		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震 ジシン																				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012										2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		16		四日市市中央学童保育所		2012
(一般枠) イッパンワク		中央学童保育所東海地震防災対策		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン																		地震		57.9%		53.6%		47.6%		33.3%		78.6%		44.4%		58.8%		23.5%		54.8%								地震		11		15		10		5		11		4		10		4		17

		17		NPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴ		2012
(一般枠) イッパンワク		子どもを守る防災ネットワーク事業		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震 ジシン																		災害全般		31.6%		28.6%		42.9%		20.0%		21.4%		44.4%		17.6%		58.8%		25.8%								災害全般		6		8		9		3		3		4		3		10		8

		18		山口県立大学災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実行委員会　ぶちボラYP勇気		2012
(一般枠) イッパンワク		学生による地域をつなぐ防災プロジェクト		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中国地方		地震 ジシン																		津波		5.3%		7.1%		0.0%		13.3%		0.0%		11.1%		5.9%		11.8%		6.5%								津波		1		2		0		2		0		1		1		2		2

		19		飯田市赤十字奉仕団		2012
(入門枠) ニュウモンワク		郷土にまつわる災害伝承紙芝居の作成と活用 キョウドサイガイデンショウカミシバイサクセイカツヨウ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		水害 スイガイ																		水害		0.0%		3.6%		9.5%		13.3%		0.0%		0.0%		17.6%		0.0%		6.5%								水害		0		1		2		2		0		0		3		0		2

		20		伊勢市立大湊小学校		2012
(入門枠) ニュウモンワク		地域とともに～津波に備える大湊小学校の防災～ チイキツナミソナオオミナトショウガッコウボウサイ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン																		火山噴火		5.3%		7.1%		0.0%		13.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		3.2%								火山噴火		1		2		0		2		0		0		0		0		1

		21		江東区立第二南砂中学校		2012
(入門枠) ニュウモンワク		地域に根ざした防災教育プログラムの作成 チイキネボウサイキョウイクサクセイ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン																		不審者・犯罪被害		0.0%		0.0%		0.0%		6.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		3.2%								不審者・犯罪被害		0		0		0		1		0		0		0		0		1

		22		能登町立小木中学校		2012
(入門枠) ニュウモンワク		自分たちの町を自分たちの手で守ろうプロジェクト ジブンマチジブンテマモ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン																		その他		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		5.9%		0.0%								その他		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		23		山口県柳井市立小田小学校		2012
(入門枠) ニュウモンワク		いつか来る　南海・東南海地震に備えて クナンカイトウナンウミジシンソナ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震 ジシン																				19		28		21		15		14		9		17		17		31								計 ケイ		19		28		21		15		14		9		17		17		31

		24		社会福祉法人 大乗福祉会 二之宮保育園		2012
(入門枠) ニュウモンワク		自作絵本による防災教育 ジサクエホンボウサイキョウイク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		25		八王子市立椚田小学校		2012
(入門枠) ニュウモンワク		地域とともに、安全対策を！ チイキアンゼンタイサク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		26		東京都葛飾区立常盤中学校		2012
(入門枠) ニュウモンワク		常盤中学校防災教育プロジェクト トキワチュウガッコウボウサイキョウイク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		27		葛飾区立綾瀬中学校地域応援団		2012
(入門枠) ニュウモンワク		災害に耐える力を育てる活動 サイガイタチカラソダカツドウ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		28		九十九里町立片貝幼稚園		2012
(入門枠) ニュウモンワク		まもろう！ぼくのいのち、わたしのいのち		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		29		熊本県立熊本支援学校 クマモトケンリツクマモトシエンガッコウ		2012
(入門枠) ニュウモンワク		障がいのある子どもたちの防災・防犯
～特別支援学校における取組～ サワコボウサイボウハントクベツシエンガッコウトリクミ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		不審者・犯罪被害 フシンシャハンザイヒガイ

		30		南阿蘇村立中松小学校		2012
(入門枠) ニュウモンワク		阿蘇五岳のふもと中松～火山との共存～ アソゴタケナカマツカザンキョウゾン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		九州地方		地震 ジシン

		31		ＮＰＯ法人　大沼・駒ヶ岳ふるさとづくりセンター		2012
(入門枠) ニュウモンワク		防災だヨ！温泉集合 ボウサイオンセンシュウゴウ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		北海道地方		火山噴火 カザンフンカ

		2012年度計31団体（一般枠18、入門枠13） ネンドケイダンタイイッパンワクニュウモンワク

		32		高津養護学校 たかつ地域ネットワーク推進会議		2011		2011 たかつ地域との協働による障害者・高齢者等要援護者支援のための防災シミュレーション訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		33		千葉県立東金特別支援学校		2011		防災発信・防災交流～北之幸谷から二市四町へ～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		34		釜石市立釜石東中学校		2011		「ＥＡＳＴ―レスキュー」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ

		35		高塚台２丁目自治会		2011		学校を巻き込んだ、防災･防犯を一体化した地域の安全･安心向上作戦		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		36		宮城県大河原町立金ヶ瀬中学校		2011		学校と地域が協働する防災対策活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般 サイガイゼンパン																				2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012										2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

		37		愛知県立半田商業高等学校		2011		レスキューハイスクール。育み隊！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン																		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		9		16		10		8		7		4		10		12		21								学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		47.4%		57.1%		47.6%		53.3%		50.0%		44.4%		58.8%		70.6%		67.7%

		38		糸魚川市立根知小学校		2011		根知小発！ジオパークの大自然と向き合う地域防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン																		ボランティア・NPO法人 ホウジン		4		7		5		3		2		2		4		2		5								ボランティア・NPO法人 ホウジン		21.1%		25.0%		23.8%		20.0%		14.3%		22.2%		23.5%		11.8%		16.1%

		39		南三陸町立歌津中学校		2011		被災しても，たくましく活躍できる歌中生！！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ																		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		2		1		0		2		0		0		3		3		1								地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		10.5%		3.6%		0.0%		13.3%		0.0%		0.0%		17.6%		17.6%		3.2%

		40		千葉県立姉崎高等学校　		2011		今年は防災で連携！
京葉工業地帯の地震災害に学校・地域の連携で立ち向かう		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン																		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		2		1		2		1		4		3		0		0		4								大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		10.5%		3.6%		9.5%		6.7%		28.6%		33.3%		0.0%		0.0%		12.9%

		41		北海道滝川高等学校		2011		豪雪地帯の危険回避に向けたGISの活用		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		その他 タ																		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		2		3		2		1		1		0		0		0		0								国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		10.5%		10.7%		9.5%		6.7%		7.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		42		「やさしい日本語」有志の会		2011		「やさしい日本語」から防災教育へ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン																		その他 タ		0		0		2		0		0		0		0		0		0								その他 タ		0.0%		0.0%		9.5%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		43		みえ防災コーディネーター･三泗ブロック		2011		ぼうさい・どなべ 「 炊き出し君 」		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン																				19		28		21		15		14		9		17		17		31										1		1		1		1		1		1		1		1		1

		44		新潟県立柏崎工業高等学校		2011		俺たち柏工防災エンジニア		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		45		東京都立田無工業高等学校		2011		新たな地域防災の担い手、生徒全員が防災ボランティア！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般 サイガイゼンパン

		46		茅ヶ崎トラストチーム		2011		茅ヶ崎まるかじりプロジェクト『Ｔｈｅ　サバイバル2011』		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		地震 ジシン

		47		秋田県大館市立第二中学校		2011		あんぜんで　やさしさ　めぐる　「アヤメの里」の防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン

		48		八女市上陽防火委員会		2011		八女市上陽防火委員会総合訓練		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		九州地方		災害全般 サイガイゼンパン

		2011年度計17団体 ネンドケイダンタイ

		49		釜石市立釜石東中学校		2010		「ＥＡＳＴ-レスキュー」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波 ツナミ

		50		中学生防災隊プロジェクトチーム		2010		我が故郷は僕たちの手で！
～中学生防災隊による地域防災力向上の取り組み		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		51		西大和６自治会連絡会		2010		西大和6自治会安全安心まちづくりチャレンジ		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		地震 ジシン

		52		愛知県立半田商業高等学校		2010		レスキューハイスクール。育み隊！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		53		「やさしい日本語」有志の会		2010		「やさしい日本語」から防災教育へ		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震 ジシン

		54		高津養護学校 たかつ地域ネットワーク推進会議		2010		たかつ地域との協働による障害者・高齢者等要援護者支援のための防災シミュレーション訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		55		西の地防災きずな会（自主防災組織）		2010		みなみ版防災動画教材制作プロジェクト		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		四国地方		地震 ジシン

		56		滋賀県立彦根工業高等学校 シガケンリツヒコネコウギョウコウトウガッコウ		2010		災害弱者と共に活動～モノづくり防災教育～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		57		なでしこ防災ネット		2010		災害時の水の確保｢生活と水｣
秦野盆地湧水群非常時活用マップ作成		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		地震 ジシン

		58		宮城県丸森町立丸森東中学校		2010		丸東中・改援隊地域防災対策活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン

		59		千葉県立千葉西高等学校		2010		埋立から４０年～みんなで取り組む「磯辺」の防災～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		60		岡山一宮高校防災チャレンジ		2010		GISを活用した防災意識と避難経路のデジタルマップ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方		災害全般 サイガイゼンパン

		61		社会福祉法人温真会 中士幌児童ステーション		2010		安心安全地域防災イキ・イキプラン		ボランティア・NPO法人 ホウジン		北海道地方		地震 ジシン

		62		特定非営利活動法人ディー・コレクティブ		2010		たすけあい防災カレッジin宮城・山形
～小学生のための福祉防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		地震 ジシン

		63		千葉県立市川西高等学校		2010		２つの川に囲まれた我が高校
～地域と共に防ごう・助けよう・考えよう～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		水害 スイガイ

		64		佐用高校農業科学科防災プロジェクトチーム		2010		佐用町は家族！
～安全・安心を僕らの手で～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		水害 スイガイ

		65		愛知県立日進高等学校		2010		高校生による洪水ハザードジオラマ作成と天白川源流地域の防災力向上		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		水害 スイガイ

		2010年度計17団体 ネンドケイダンタイ

		66		滋賀県立彦根工業高等学校都市工学科 シガケンリツヒコネコウギョウコウトウガッコウトシコウガクカ		2009		かまどベンチづくり
～工高生のものづくりによる地域防災力向上～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		67		特定非営利活動法人日本沼津災害救援ボランティアの会…(略称ＮＶＮ)		2009		生命（いのち）に、まっすぐ！
『シルバー　ＡＥＤ　トレーニング！』		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		68		銚子「稲むらの火」防災教育プロジェクト		2009		銚子「稲むらの火」ボランティア		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		津波 ツナミ

		69		宮城県丸森町立丸森東中学校 マルモリヒガシ		2009		丸東中・改援隊　
地域防災対策活動プラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン

		70		あそびma・senka マ　　　　センカ		2009		プロジェクトＧ
～ママの安心防災対策～		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		地震 ジシン

		71		早稲田レスキュー		2009		震災時の課題と資源を見つけるための地域オリエンテーリング		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		地震 ジシン

		72		Safety Leader Students’Network（SLS）		2009		帰宅困難者対策をテーマする大学生向けのプログラムづくり		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		地震 ジシン

		73		和歌山県立新翔高等学校防災デザイン選択生		2009		「防災紙芝居」の制作と古文書による過去の地震の調査		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		74		紀の川市立荒川中学校		2009		託せ子どもたちに
～荒川の安全と未来を！～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般 サイガイゼンパン

		2009年度計9団体 ネンドケイダンタイ

		75		摂南ボランティア・スタッフズ セツナン		2008		災害時に活動できる青少年ボランティア･リーダーの育成セミナー		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震 ジシン

		76		静岡県立裾野高等学校		2008		「地域防災の架け橋となる裾高生」
-地域に貢献できる防災指導者の育成を目指して-		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		77		地球防災隊		2008		担い手を増やし、園児への防災教室を開く		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震 ジシン

		78		なでしこ防災ネット		2008		「女性の視点での防災対策｣日ごろの備えと家族、地域の絆		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		地震 ジシン

		79		名古屋大学災害対策室 歴史災害教訓伝達プロジェクト
～1944 東南海・1945 三河地震		2008		土地の古老の三河地震被災体験談から学ぶ、
地震・災害のしくみと防災のあり方		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		80		特定非営利活動法人 ひまわりの夢企画		2008		防災楽習迷路の制作と出前		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震 ジシン

		81		藤枝市立藤枝中央小学校ＰＴＡ		2008		児童・保護者・教師が全員参加する実践的防災訓練（ＰＴＣ大会）		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震 ジシン

		82		東北福祉大学ピンチヒッター		2008		一般的な食材に災害時救援物資を取り入れたアレンジレシピ本の作成		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		東北地方		地震 ジシン

		83		和歌山県立有田中央高等学校		2008		『ハイスクール防災講座』		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		84		安田学園高校 建築クラブ		2008		防災力を高める
（地元地域の防災強化、高校生の防災知識の習得、地域住民の防災意識の定着）		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震 ジシン

		85		国立大学法人 宮城教育大学附属小学校		2008		９９％！本当にやってくる宮城県沖地震
～みんなの力で立ち向かえ～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震 ジシン

		86		奈良市立帯解小学校		2008		帯解小防災教育チャレンジプラン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震 ジシン

		87		社会福祉法人岐阜アソシア		2008		防災運動会（一緒にできるよ 楽しもう！助けあおう）		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		中部地方		災害全般 サイガイゼンパン

		88		高知県立高知東高等学校		2008		防災文化を広げよう～学校から地域へ・学校へ～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震 ジシン

		2008年度計14団体 ネンドケイダンタイ

		89		社会福祉法人　藤山保育園		2007		子供を守る！自分を守る！ コドモマモジブンマモ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方		不審者・犯罪被害 フシンシャハンザイヒガイ

		90		黒石校区コミュニティ推進協議会		2007		せいふてぃねっと黒石～ひとつの命も失わないぞ～ クロイシイノチウシナ		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中国地方		水害

		91		大船渡市立綾里小学校		2007		暴れ狂った海！ アバクルウミ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		津波

		92		特定非営利活動法人冒険あそび場
-せんだい・みやぎネットワーク		2007		防災まちづくり☆親子で体感・体験
～生きる力を確かめ合う～ ボウサイオヤコタイカンタイケンイチカラタシア		ボランティア・NPO法人 ホウジン		東北地方		地震

		93		目黒区立五本木小学校		2007		わが街五本木 地域ぐるみの学校安全（防災キャンプからの発信） マチゴホンギチイキガッコウアンゼンボウサイハッシン		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般

		94		NPO法人
日本沼津災害救援ボランティアの会(ＮＶＮ)		2007		NVN防災ミュージカル「森のくまさん！発災直後編」 ボウサイモリハツワザワチョクゴヘン		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震

		95		国際防災教育支援団体SIDE		2007		持続可能な防災教育 in Nepal ジゾクカノウボウサイキョウイク		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震

		96		松山市立生石小学校		2007		自分の身を守る「はぶ山」防災プラン ジブンミマモヤマボウサイ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		津波

		97		一寺言問を防災のまちにする会
（いちてらことといをぼうさいのまちにするかい）		2007		中学生の地域防災訓練参加体験と意識調査に基づいた
「向島地域防災マップ」の作成 チュウガクセイチイキボウサイクンレンサンカタイケンイシキチョウサモトムコウジマチイキボウサイサクセイ		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		関東地方		災害全般

		98		社団法人兵庫県建築士会　　　　
住教育支援チーム		2007		牛乳パック再利用による耐震モデル授業の普及 ギュウニュウサイリヨウタイシンジュギョウフキュウ		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		近畿地方		地震

		99		国立大学法人山口大学・地域防災ユニット		2007		水害常襲地における水防災教育プログラムの開発と実践
～平成17年台風14号で被災した山口県美川町を事例に～ スイガイジョウシュウチミズボウサイキョウイクカイハツジッセンヘイセイネンタイフウゴウヒサイヤマグチケンミカワチョウジレイ		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中国地方		水害

		100		独立行政法人 国立高等専門学校機構　　　
秋田工業高等専門学校		2007		雪国秋田・積雪期の地震対策 ユキグニアキタセキセツキジシンタイサク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		地震

		101		静岡県立御殿場南高等学校地学教室		2007		ESD教材としての防災教育プログラムの開発
～自然災害に対する行動力を持った高校生の育成を目指して～ キョウザイボウサイキョウイクカイハツシゼンサイガイタイコウドウリョクモコウコウセイイクセイメザ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		火山噴火 カザンフンカ

		102		東京都立三宅高等学校		2007		三宅島の環境保全と防災意識向上のための教育プラン
 ミヤケジマカンキョウホゼンボウサイイシキコウジョウキョウイク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		火山噴火 カザンフンカ

		103		愛知県立日進高等学校		2007		防災サバイバル体験で災害に強い人になろう
～地域のお年寄りや子ども達の支援を通して命の大切さを学ぶ～ ボウサイタイケンサイガイツヨヒトチイキトシヨコタチシエントオイノチタイセツマナ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般

		2007年度計15団体 ネンドケイダンタイ

		104		子育てヘルパー遊☆きっず倶楽部		2006		災害発生！ママ・パパ・地域が子どもを守る！！『防災アドバイスと子ども救命救急法講座』		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		災害全般

		105		社会福祉法人 知恩福祉会 海童保育園		2006		消防署で防災について、体験学習してみよう！！～親子参加＆地域との取り組み～		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		九州地方		災害全般

		106		ＮＰＯ法人ハドル		2006		子供が主役！家族防災ラウンドテーブル！		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		水害

		107		ＷＡＳＥＮＤ～早大防災教育支援会～		2006		一緒に学ぶ、楽しい防災教育～Peaceful Tomorrow 子供達の笑顔は未来をつくる～		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		地震

		108		kirakira		2006		歌でおぼえよう「災害ダイヤル171」		その他 タ		関東地方		災害全般

		109		三重県鈴鹿市立鼓ヶ浦小学校		2006		みんなで安全安心な地域づくりをしよう～PTCA（学校・保護者・地域が一体となった）を意識した防犯・防災の取り組み～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		110		京都府宇治市立平盛小学校		2006		演劇で防災教育～こんな時どうする？～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般

		111		NPO法人サポートコミュニティ飛騨		2006		「家庭の災害図上訓練」～親子で災害を考えよう！～		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震

		112		伊藤　貴広		2006		建築士だからこそできる耐震課外授業		その他 タ		中部地方		地震

		113		神戸学院大学 学際教育機構 防災・社会貢献ユニット		2006		先生の悩み解消！～大学生による各教科対応型防災教育キットの作成～		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		近畿地方		地震

		114		京大防災教育の会（KIDS）		2006		模型を作ろう！～ハザードマップの3Ｄ化、及び地震・津波のメカニズムの視覚化～		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震

		115		三浦市教育委員会		2006		「避難所学習から育む、地震に強い街づくり」～三浦市立初声中学校における避難所学習～		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		関東地方		災害全般

		116		国立大学法人 広島大学附属東雲中学校理科教室		2006		身近な土砂災害を学ぼう！～リアリティをめざした土砂災害の防災教育プログラム開発とその実践～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中国地方		水害

		117		阪神・淡路大震災まち支援グループまち・コミュニケーション		2006		震災の教訓を活かした現地防災学習		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		地震

		118		富山県立南砺総合高等学校 福野高等学校		2006		地域の文化財と防災教育		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般

		119		学校法人遺愛学院　遺愛女子高等学校		2006		文化財である校舎を災害から守るために、私たちに出来ること		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		災害全般

		120		奈良県立王寺工業高等学校		2006		防災徒歩帰宅チャレンジ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		121		滋賀県立彦根工業高等学校		2006		工高生による木造住宅の簡易耐震診断～彦根市河原町～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		122		国立大学法人 愛知教育大学附属高等学校		2006		自然災害と防災への理解を深め行動できるようにする防災教育プランと教材の開発		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般

		123		東邦高等学校		2006		総合学習　防災講座「災害は忘れた頃にやってくる」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		災害全般

		124		千葉県立市川工業高等学校建築科		2006		専門高校生による耐震診断ボランティアで地域とアジアに結ぶ防災ネットワークの創出 センモンコウコウセイチイキムスボウサイソウシュツ		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震

		2006年度計21団体 ネンドケイダンタイ

		125		（社）土木学会　巨大地震災害への対応検討特別委員会／地震防災教育を通じた人材育成部会		2005		幼稚園・保育園のための『地震防災チェックシート』および『地震防災対策・教育ハンドブック』の作成・配布		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		近畿地方		地震

		126		宮城県気仙沼市（気仙沼市立月立小学校、階上中学校）		2005		みんなで取り組む防災対策		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		東北地方		災害全般

		127		NPO法人 都市防災研究会		2005		児童を囲んで「稲むらの火」のお話と大磯での津波学習		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		津波

		128		NPO法人 まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会		2005		地質から学ぶ甲突川の防災マップ作製と見て歩きワークショップ開催事業		ボランティア・NPO法人 ホウジン		九州地方		水害

		129		北海道防災教育研究会地震津波部会		2005		地震と津波についての防災意識を育てる学校防災教育～小学生用地震津波防災資料の作成～		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		北海道地方		地震

		130		千葉県市川市立行徳小学校		2005		わたしたちにもできる防災ってなあに！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震

		131		千葉県我孫子市立湖北小学校		2005		めざせ　地域の防災リーダー！！～学校と地域の架け橋「防災新聞」づくり～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震

		132		神奈川災害ボランティアステーション		2005		少年防災ボランティア養成プロジェクト		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		災害全般

		133		富士山安全まちづくりネット		2005		ペーパークラフト立体地形モデル制作による防災教育		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		火山噴火 カザンフンカ

		134		NPO法人 ぴーす		2005		『障害児のための防災』を考えるプロジェクト		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般

		135		徳島県阿南市立新野東小学校		2005		Ｉ ＬＯＶＥ 廿枝　～私たちの手で守る～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		136		NPO法人 桜島ミュージアム		2005		Eボートを用いた水上救援訓練 in 桜島		ボランティア・NPO法人 ホウジン		九州地方		火山噴火 カザンフンカ

		137		国立病院機構災害医療センター　臨床研究部		2005		中学生に対する医療面からみた災害医療教育体制の確立と災害医療教科書の作成		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		災害全般

		138		小松市民防災センター		2005		防災紙芝居大会		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		中部地方		災害全般

		139		大阪府大阪市立長吉中学校		2005		避難所ってなに？　自分の町の避難所を考えてみよう！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		災害全般

		140		徳島県美波町立（旧由岐町）由岐中学校		2005		次世代に夢をつなぐ防災カレンダーづくり		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		141		東京工業大学附属科学技術高等学校		2005		図上災害訓練(DIG)を取り入れた生徒主体の防災避難訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		災害全般

		142		NPO法人 住民安全ネットワークジャパン		2005		携帯電話を活用した防犯・防災情報伝達		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震

		143		三田を知る会		2005		ＦＭ放送を用いた災害時情報提供支援事業		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		災害全般

		144		高知県立高知東高等学校		2005		南海地震に備えて～より行動できる人になろう～　		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		145		高知県立高知東高等学校		2005		兵庫県と高知県の高校生による防災ワークショップ＆フィールドワーク		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		146		高知県立高知東高等学校		2005		体育祭での競技種目「バケツリレー」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		147		高知県立高知東高等学校		2005		地震防災学習プログラム		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		148		高知県立高知東高等学校		2005		スマトラ沖地震に学ぶ、スリランカでの津波の被害写真パネル展		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		津波

		149		高知県立高知東高等学校		2005		校内教職員地震防災研修会　防災ゲーム（クロスロードの手法を用いて）を通して、災害時のイメージを広げよう！		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		150		高知県立高知東高等学校		2005		地震に特化した防災避難誘導訓練		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		151		高知県立高知東高等学校		2005		実習 応急手当の方法を学ぼう		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		152		高知県立高知東高等学校		2005		徳島県立防災センターでの防災体験と石の博物館での学習旅行		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		地震

		2005年度計28団体 ネンドケイダンタイ

		153		防災を考える会		2004		防災かるたの作成・かるた大会		ボランティア・NPO法人 ホウジン		関東地方		災害全般

		154		あんしんまちづくり京都都市青年団（ＫＣＹＡＣ）		2004		防災・防犯わらべ唄の制作と普及		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般

		155		北海道虻田郡虻田町立洞爺湖温泉小学校／環境防災総合政策研究機構		2004		有珠山副読本『火の山の響き』を活用した防災授業の試行		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		北海道地方		火山噴火 カザンフンカ

		156		愛知県西尾市立花ノ木小学校・花小ＰＴＣＡ会議		2004		２００４地震防災フェスタｉｎ花ノ木		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震

		157		東京都葛飾区立東金町小学校		2004		「守るぞ命！自分に何ができる？」
地震に自信、やってみよう災害シミュレーション		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		関東地方		地震

		158		NVN日本沼津災害救援ボランティアの会		2004		楽しい防災！豊かな体験！ＴＯＵＫＡＩハウス　プログラム！		ボランティア・NPO法人 ホウジン		中部地方		地震

		159		防災一座		2004		乾パンだって美味しく食べたい！提案「学校給食で乾パンを美味しく食べよう！」		ボランティア・NPO法人 ホウジン		近畿地方		災害全般

		160		高知市立大津小学校		2004		「災害に強いまちづくりプロジェクト２００４」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		四国地方		災害全般

		161		東山学区連絡協議会		2004		「わくわく！ドキドキ！サバイバル体験！」		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		中部地方		地震

		162		静岡県南伊豆町立南中小学校		2004		伊豆半島沖地震から学ぶ　～今、そして　これからの防災～		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震

		163		北海道防災教育研究会		2004		地震と津波についての防災意識を育てる学校防災教育		国・地方公共団体・関係団体		北海道地方		地震

		164		愛知県名古屋市立大曽根中学校		2004		災害から大曽根のまちを守ろう　｢大曽根レスキュー隊｣		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震

		165		和歌山県串本町		2004		海抜表示プレートを作って津波について考えよう		国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		近畿地方		津波

		166		愛知県名古屋市立上社中学校		2004		新たな自分を心豊かに創造しよう　－防災地域・上社－		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		中部地方		地震

		167		田辺市立　新庄中学校		2004		「新庄地震学」		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		168		富士常葉大学環境防災学部　劇団ふじさん		2004		防災寸劇巡回講演プロジェクト		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		中部地方		災害全般

		169		第５回地震・火山こどもサマースクール「Ｍｔ．Ｒｏｋｋｏのナゾ」実行委員会		2004		第５回地震火山こどもサマースクール「Ｍｔ．Ｒｏｋｋｏのナゾ」		地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		近畿地方		地震

		170		国立病院機構害災害医療センター　臨床研究部		2004		高校生にも災害時の医療の必要性をしってもらおうーまず高校生に対する災害医療教科書の作成からー		大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		関東地方		災害全般

		171		兵庫県立舞子高等学校環境防災科		2004		教科や総合的な学習の時間を使った防災教育実践事例集づくり		学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		近畿地方		地震

		2004年度計19団体 ネンドケイダンタイ

		2004～2012年度計171団体 ネンドケイダンタイ

										（参考）団体種別割合 サンコウダンタイシュベツワリアイ		団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ		備考 ビコウ

										学校・幼稚園 ガッコウヨウチエン		97		57%		保育園、幼稚園、小・中・高　など ホイクエンヨウチエンショウチュウダカ

										ボランティア・NPO法人 ホウジン		34		20%		ボランティア団体、NPO法人 ダンタイホウジン

										地域組織・団体 チイキソシキダンタイ		12		7%		町会、自治会、自主防災組織などの地域住民による団体 チョウカイジチカイジシュボウサイソシキチイキジュウミンダンタイ

										大学・研究機関 ダイガクケンキュウキカン		17		10%		大学、医療センター、研究機関　など ダイガクイリョウケンキュウキカン

										国・地方公共団体・関係団体 クニチホウコウキョウダンタイカンケイダンタイ		9		5%		国、地方公共団体、財団、社団、消防署、消防防災センター、国・市・NPO等の集合団体（委員会・部会等） クニチホウコウキョウダンタイザイダンシャダンショウボウショショウボウボウサイクニシトウシュウゴウダンタイイインカイブカイトウ

										その他 タ		2		1%		個人など コジン

										合計 ゴウケイ		171		100%



東北地方太平洋沖地震

岩手・宮城内陸地震

新潟県中越地震

H24
九州北部
豪雨

関東東北豪雨

H29
九州北部
豪雨

H30.7豪雨
北海道
胆振東部地震

&R&P/&N



		



97
( 57%)

34
( 20%)

12
( 7%)

17,
(10%)

9
( 5%)

2
( 1%)



		



不審者・犯罪被害
1%



		



※入門枠は2012年度より設定

158
( 92%)

13 (8%)

不審者・犯罪被害
1%



		



地震

災害全般

津波

水害

火山噴火

不審者・犯罪被害

その他



		



学校・幼稚園
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具体的な支援内容

 防災教育チャレンジプランは、一年間かけて新しい防災教育プログラムを磨き上げるための支
援を行います。

1. 活動資金の提供

・ 最大30万円の活動支援金を提供します。

2. 報告会・交流会への招待

・ ３回のイベントを通じ、他の実践団体、アドバイザー等との交流の機会を
提供します。

3. 活動アドバイスの提供

・ 実践団体のニーズや事情を踏まえ、アドバイザーを派遣し、関連情報を
提供します。

 これらによる活動成果は、防災教育チャレンジプランのホームページを通じ、広く社会に情報発
信されます。
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募集概要

1年間の流れ



これまでの防災教育チャレンジプランの活動

9

年度 主な出来事 国内の主な自然災害

2004 防災教育チャレンジプラン実行委員会発足 平成16年7月福井豪雨
平成16年7月新潟・福島豪雨
新潟県中越地震（10月）

2005 ― ―

2006 ― 平成18年豪雪
平成18年7月豪雨

2007 メールマガジン発行開始 能登半島地震（3月）
新潟県中越沖地震（7月）

2008 報告会の会場を建築会館ホールから有明の丘基幹的広域防災拠点
施設へ移行

岩手・宮城内陸地震（6月）
平成20年8月末豪雨

2009 ― 平成21年7月中国・九州北部豪雨

2010 中間報告会を「防災教育交流フォーラム」に改称し、中間報告会と防災
教育交流会の2日間の日程で開催

―

2011 被災地の実践団体3団体に「復興教育特別大賞」を授与 東北地方太平洋沖地震（3月）
平成23年7月新潟・福島豪雨

2012 実践団体の応募枠として入門枠を創設 平成24年7月九州北部豪雨

2013 防災教育チャレンジプラン10周年 ―

2014 ・第3回国連防災世界会議にて優秀団体による事例発表を実施
・「地域における防災教育の実践に関する手引き」発行

―

2015 ― 平成27年9月関東・東北豪雨



防災教育チャレンジプランの10年

10

 防災教育チャレンジプランは、新潟中越地震が発生した2004年にスタートし、
毎年10～30の実践団体の活動を支援しています。



2019年4月～2020年3月2019年2月2019年1月

実践

活動報告会
2020年2月頃

11

年間スケジュール

②「防災教育チャレンジ
プラン実行委員会」の選
考により決定

（審査の観点：プラン実施により地域
防災力の向上に貢献できること。等）

③活動報告会にて実践
プランの計画を発表

④プラン実施期間

（サポート内容：実践にかかる経費
の提供、アドバイザー・サポーターに
よる助言や現地指導等の支援 等）

①全国各地の防災教育
への意欲をもつ団体・学
校・個人等に対し、より
充実した防災教育のプ
ランを募集

⑤中間報告会にて実践
プランの中間成果を発表

⑥活動報告会にて実践
プランの活動成果を発表

（表彰：優秀な活動に対して表彰をす
る。チャレンジプランサポーターとして
認定する。）

募

集

審

査

実
践
団
体

決
定
会

中間報告会
2019年10月頃

2018年9月～12月
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活動の様子
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報告会の様子

発表の様子

発表の様子 展示の様子 発表の様子

報告会会場内の様子報告会会場入り口
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表彰について

１年間の実践の後、その実践例や支援した取り組みの内容を活動報告会
を通じて広く公開・共有するとともに優れた実践の表彰を行うことで、全国の
防災教育に取り組む団体・学校・個人やそのプランに光をあて、各地域で自
律的に防災教育に取り組むことのできる環境づくりを目指します。

【過去の受賞団体と活動の様子（2015年度、2016年度）】



15

防災教育チャレンジプラン審査委員

（平成31年3月31日現在、所属役職別50音順、敬称略）

委員長
委員

渡邉 正樹 東京学芸大学教育学部／日本安全教育学会 教授／理事長
安藤 雄太 法政大学現代福祉学部 兼任講師
池内 幸司 東京大学大学院 工学系研究科 教授
小原 一成 東京大学地震研究所 所長・教授
重川 希志依 常葉大学 社会環境学部 社会環境学科 教授
嶋倉 泰造 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長
戸田 芳雄 学校安全教育研究所 代表
土橋 久 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 理事
花石 啓介 日本電信電話株式会社技術企画部門 災害対策室長
林 春男 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 理事長
福島 隆史 株式会社TBSテレビ報道局 社会部 兼 解説・専門記者室 解説委員
山本 竜太郎 東京電力ホールディングス株式会社常務執行役
升屋 好永 全国連合小学校長会／上尾市立上尾小学校 庶務部長／校長
今井 朋男 東京ガス株式会社導管ネットワーク本部 防災・供給部長
山﨑 登 国士舘大学防災・救急救助総合研究所 教授
米澤 健 内閣府 大臣官房審議官（防災担当）
米田 徹 NPO法人日本ジオパークネットワーク／糸魚川市役所 理事長／市長



サポーター制度の概要

• サポーターとは

防災教育チャレンジプランの実践団体としての活動で得られた成

果やノウハウを、各地域の中で普及・啓発させる担い手となる個人

又は団体である。

サポーターは、メールマガジンによる定期的な情報交換や、実践

団体への個別アドバイス等を実施する。

• サポーターの認定

防災教育チャレンジプランで、一年間実践

団体として活動し、成果を報告した団体。

毎年２月に開催する活動報告会において、

サポーター認定証を授与する。
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外部への情報発信と交流について

一 般 実践団体

実行委員

サポーター

CP事務局ｽﾀｯﾌ

メールマガジンの発行

ホームページでの情報公開

情報発信 他事業との交流

防災教育チャレンジプラン以外の防災教育関連事業と
の交流を図るため、防災教育交流フォーラムにおいて
他事業の主催者・事例団体や、地域で防災教育に取
り組む方々を招待し、講演・意見交換を行っています

＜2013年度の実施例＞

●岩手県立宮古工業高等学校

（消防庁 防災まちづくり大賞受賞団体）

●特定非営利法人まなびのたねネットワーク

（文部科学省 復興教育支援事業採択団体）

●NPO法人さくらネット

（ 1.17 防災未来賞「ぼうさい甲子園」事務局）

●日本損害保険協会

（小学生のぼうさい探検隊マップコンクール主催者）
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• １年間の行事に防災を結び付け、防災の日常化に取り組んでいる点
• 子供が楽しんで実施できる内容で記憶にも残る取組である点

• 多彩な防災プランがどれも汎用性、有効性があり水平展開を期待できる点等が高く評
価されました。

2018年度 防災教育大賞受賞

上富田ふれあいルーム

プラン名「完成版 上富田ふれあいルーム 防災年間計画！」

参考） 実践団体の活動の様子

上富田町防災訓練参加
（SOSシート実験）

防災釣りゲーム

牛乳パックの食器作り
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支援学校の子供に天候を教えるプロセスが非常に良い点、天候について多くのプロ
グラムを実施し子供たちが自立して環境に適応してきている点等が高く評価されまし
た。

2017年度 防災教育大賞受賞

千葉県立矢切特別支援学校

プラン名 みんながわかるお天気学習 ～雲レーダーを活用した気象学習～

参考） 実践団体の活動の様子

水害対策避難訓練事前学習 雨具の使用体験

ARを用いた水害の疑似体験
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参考） 過去の受賞団体（2004～2006年度）
年度 表彰 団体名 年度 表彰 団体名

大賞 和歌山県 田辺市立 新庄中学校 大賞
神戸学院大学 学際教育機構 防災・社会貢献ユニッ

ト

優秀賞 高知県 高知市立 大津小学校 優秀賞 社会福祉法人 知恩福祉会 海童保育園

優秀賞 静岡県 南伊豆町立 南中小学校 優秀賞
 阪神・淡路大震災まち支援グループまち・コミュ

ニケーション

優秀賞 愛知県 名古屋市立 大曽根中学校 優秀賞
千葉県立 市川工業高等学校 建築科耐震研究班 建築

科主任

特別賞 NVN 日本沼津災害救援ボランティアの会 特別賞 静岡県建築士会 （有限会社マルワ建工）

特別賞 防災一座 特別賞 学校法人 遺愛学院 遺愛女子高等学校

特別賞 和歌山県 串本町 防災対策課 特別賞 KiraKira

大賞 徳島県 美波町立（旧由岐町） 由岐中学校 特別賞 千葉県立 市川工業高等学校 建築科 教諭

優秀賞 千葉県 我孫子市立 湖北小学校 大賞 静岡県立 御殿場南高等学校 地学教室

優秀賞 高知県立 高知東高等学校 優秀賞 社団法人 兵庫県建築士会 住教育支援チーム

優秀賞 高知県立 高知東高等学校 優秀賞 国立大学法人山口大学・地域防災ユニット

特別賞
（社）土木学会 巨大地震災害への対応検討特別委

員会／地震防災教育を通じた人材育成部会
優秀賞

独立行政法人 国立高等専門学校機構 秋田工業高等

専門学校

特別賞 特定非営利活動法人ぴーす 特別賞
特定非営利活動法人 日本沼津災害救援ボランティ

アの会（ＮＶＮ）

特別賞 小松市民防災センター 特別賞 岩手県 大船渡市立 綾里小学校

特別賞 愛媛県 松山市立 生石小学校

2004

2005

2006

2007
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参考） 過去の受賞団体（2008年度以降）
年度 表彰 団体名 受賞理由

大賞
特定非営利活動法人ひまわりの

夢企画

震災で家屋が倒壊した場合などを想定した、難易度が調整できる楽習(がくしゅう)迷路という教材

を作成し、迷路内に配置した、災害時に必要な物資が記載されたカードの収集などから、被災時

に必要な物や防災活動などを学べる点が評価されました。

優秀賞 高知県立高知東高等学校

全生徒と全教職員が一体となって防災教育プログラムを展開し、校内に「地震防災プロジェクト

委員会」を設置し、他校生徒や地域とのワークショップなどにより、防災教育の取り組みを地域

に拡げた点が評価されました。

優秀賞

名古屋大学災害対策室 歴史災害

教訓伝達プロジェクト

～1944東南海・1945三河地

震

「１クラス・１年間」「多人数・２時間」という２つのプログラムを実践し、その中で、土地の

歴史災害である三河地震の体験を元にした再現絵など地域に密着した教材の作成、演劇による地

域へ還元などが評価されました。

優秀賞
社会福祉法人岐阜アソシア視覚

障害者生活情報センターぎふ

「障害者は全て要援護者か」という疑問から出発し、触(しょく)地図(ちず)の作成や普通救命講習

１の習得などを通して、障害があっても当事者としてできることがあることを発見し、実践した

点が評価されました。

特別賞 なでしこ防災ネット

女性視点での防災対策に着目し、サバイバルＤａｙキャンプなどで発見した課題やその解決策な

どを時系列に取りまとめたリーフレットや、視覚障害者向けの点訳リーフレットを作成したりす

るなど、多くの教材を作成し、活動の輪を拡げた点が評価されました。

特別賞 東北福祉大学ピンチヒッター

災害時に配布される非常食に一般的な食材を加えるなどアレンジし、乳幼児や高齢者のレシピを

作成したことや、アレルギーをお持ちの方のためにレシピを工夫するなど、災害時における食の

問題に取り組んだ点が評価されました。

特別賞 和歌山県立有田中央高等学校

防災マインドマップという新しい教材に取り組んだこと、高校生の総合学習として９教科に防災

を組み込み、防災教育・実習・訓練から災害時の身の守り方などを学ぶだけではなく、その知識

を出前授業で活用した点が評価されました。

大賞 宮城県丸森町立丸森東中学校

改援隊（かいえんたい）という組織を作り、少子高齢化の中山間地で、中学生が主体となってＰ

ＴＡや地域住民、社会福祉協議会など多くの団体と連携し、地域防災訓練を実施するなど、地域

防災力の向上に取り組んだことや、農業など幅広い分野にも波及して取り組んだ点が高く評価さ

れました。

優秀賞 紀の川市立荒川中学校

阪神・淡路大震災の被災者を取材し、体験談などを防災教育番組として作成し、校内放送という

学校にある設備を使って、全校生徒へフィードバックするとともに、放送内容の小冊子化や地域

と連携した防災マップを作成した点が評価されました。

優秀賞
特定非営利活動法人日本沼津災

害救援ボランティアの会

高齢者が行うＡＥＤという視点から、災害弱者にならない高齢者を育成するための訓練や、ＡＥ

Ｄを一般の方へ、より知ってもらうためのＡＥＤマップ作成などの普及を実施したこと、ＡＥＤ

の手順を歌で覚えてもらうなど工夫を重ねた点が評価されました。

特別賞
滋賀県立彦根工業高等学校都市

工学科

高校生が地域住民や小学生らと一緒になって災害時の避難場所に「かまどベンチ」を製作し、防

災設備を形として残すとともに、「かまどベンチ」を使った炊き出し訓練を行うなど、地域との

コミュニケーションをより一層深める取り組みを実施した点が評価されました。

2008

2009



22

参考） 過去の受賞団体（2008年度以降）
年度 表彰 団体名 受賞理由

大賞 滋賀県立彦根工業高等学校

「かまどベンチづくり」を通じた小学校や地域との交流を継続しつつ、高齢者福祉施設との製作

交流により、高齢者からの防災知識・知恵を継承するなど、地域・行政・関係団体との連携を一

層深め、「一物多様」な展開をしたことが評価されました。

優秀賞 なでしこ防災ネット

井戸や湧水の現状調査を行い、災害時に生活に必要な水をどうやって確保するかを目的にした実

践的な訓練を行ったこと、また視覚障碍者などの災害時要援護者への配慮が感じられたこと、そ

して子供も含めた大勢の市民の参加による取組であったことが評価されました。

優秀賞 釜石市立釜石東中学校

「助けられる人」から「助ける人」への防災教育として被災者を出さないことを目的としたこと

や「安否札1000枚配布大作戦！」などが新しい視点での取組であったこと、全校生、全教員、

そして地域と連携して実施されたことが評価されました。

特別賞 西大和６自治会連絡会

特に住民の「共助」の意識を高めることを目的として地域を巻き込み、また切実な課題となって

いる災害時要援護者対策の要綱を作るなど、他の団体にも展開していくことができる、モデルと

なる活動であった点が評価されました。

特別賞
佐用高校農業科学科防災プロ

ジェクトチーム

豪雨によって被災した地域の活性化に、農業高校の特性を生かした花の栽培と提供を核とした活

動がなされたことが、復興期の住民の精神面の働きかけるものとして新鮮であること、今後の活

動の展開に期待ができる点が評価されました。

大賞 愛知県立半田商業高等学校

商業高校の特性を活かした商品開発と販売に独創性があって、かつ同様の専門性を持つ学校での

取組の参考となる点、そしてデジタル紙芝居など、高校生・小中学生の双方の防災意識向上に役

立っている数々の活動を行っている点、「ハートツリー」の販売実習により義援金を届ける活動

が被災地への大きな復興支援活動となったため。

高津養護学校　たかつ地域ネッ

トワーク推進会議

災害時要援護者支援という大きな課題に対し、避難所設営訓練という具体的で実践的な活動を５

年間継続し、結果として地域との連携を含め定着してきた活動となった点、そして「静かな避難

所」など様々な要援護者への配慮を持った取り組みであったため。

「やさしい日本語」有志の会
必ずしも対策が十分ではない在日外国人の災害時の安全確保に積極的かつ具体的に取り組んでい

る点、そしてその汎用性及び有用性の高さが評価されたため。

千葉県立東金特別支援学校

防災マルチパーテーションの作成など自らアイデアを出しての活動となり障がいのある方にも自

ら参加して役に立っているという意識を持たせることができた点、そして特別支援学校と高齢者

など地域のネットワークが構築されつつあり成果を上げているため。

糸魚川市立根知小学校

地域の歴史と自然環境を結び付けた上で、地域住民も巻き込み防災教育の視点からジオパークに

関する学習を再構築した点や、徹底的に子供たちに考えさせる姿勢を貫き通すことで臨機応変な

対応ができるようにリードしているため。

釜石市立釜石東中学校

南三陸町立歌津中学校

宮城県大河原町立金ヶ瀬中学校

復興教育

特別大賞

3月11日の東日本大震災で被災しながらも、防災教育チャレンジプランの実践団体として１年間

大変な中活動を続け、復興に向けて地域に多大な貢献をされました功績を称えるため、特別に設

定された。

2010

2011

優秀賞

特別賞
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参考） 過去の受賞団体（2008年度以降）
年度 表彰 団体名 受賞理由

大賞 糸魚川市立根知小学校

アイデアが豊富で、実効性のある訓練をこどもが楽しんで学べる点、学校をあげた組織的な活動

であり、継続性が期待できる点、他校への波及が見られる点、児童だけでなく、保護者・地域を

取り込んだ防災レベルの向上につながっているため。

秋田県大館市立第二中学校

中学生が地域の防災リーダーになるというコンセプトに、将来への有効性やインパクトがある

点、積雪という地域に特有の災害をとらえて訓練を行うなど、地域に根付いた活動を行っている

ため。

千葉県立東金特別支援学校

防災をテーマとした地域との交流に熱心に取り組み、地域の防災力向上に貢献している点、特別

な防災教育ではなく、歌などの一般的な教育の中に防災の視点を取り入れている点、完成度、汎

用性が高く他団体の参考になる取組であるため。

気仙沼市立階上中学校

東日本大震災という厳しい体験を乗り越え、防災対策を見直し、新たな取組を行っている点、そ

の結果として、昨年末の地震発生の際に、避難所設営など中学生自ら訓練通りの行動ができ、成

果が発揮できている点、来年度は復興の観点も踏まえた新たなチャレンジに期待できるため。

わがやネット
家庭における家具の転倒防止という身近な防災対策に焦点を絞って、地域に根付いた継続的な取

組が行われている点、さらに、子どもたちへの教育という新たなチャレンジを行っているため。

大賞 気仙沼市立階上中学校

小中合同の訓練、学年別防災体験活動、避難所設営訓練など様々な訓練の充実が図られ、地域と

密接に連携しつつ、震災を風化させない工夫がなされている点、3年間で防災学習のサイクルを構

築するなど、体系的かつ継続性が高い取組みがなされている点、また、こうした取組みが生徒の

主体的な行動に結びついているため。

仙台市立南吉成中学校

学校教育の中で、充実した活動が多岐にわたり行われ、生徒の関心を保つ工夫がなされている

点、地域を含めた防災訓練・シンポジウムを中学生が主導し、地域防災力の向上に貢献している

点、丁寧なアンケート分析により成果を明確にし、PDCAサイクルのもと取組の充実がなされる

とともに、汎用性や有効性が示されているため。

飯田市赤十字奉仕団

郷土の災害について丹念に調べ、紙芝居により後世に語り継ぐ努力がなされている点、良質の紙

芝居が多くの場で上演され、ＤＶＤ化によりさらに活用の幅が広がった点、前作の「恐怖の集中

豪雨」や、今作の「飯田大火とりんご並木」など新たなチャレンジをしつつ、地域とのつながり

を拡大する努力を行うなど、継続的に活動されているため。

アトリエ太陽の子

防災教育の根本として、「命の大切さ、尊さ」というテーマを明確にし、子供たちの感受性に強

く訴え、心に残る取組としての工夫をこらしている点、被災地への精神的な支援において、高い

独自性を発揮している点、また、このような独自性の高い取組みを他の地域でも取り組めるよう

パッケージ化にも努めているため。

千葉県立千葉聾学校

大きな被災経験が少ない地域で、試行錯誤しつつ、学校を中心として関係機関・地域・家庭が連

携し、多様な「命を守る学習・訓練」を通じて、熱心に防災教育に取り組み、確実に防災意識の

向上を図ることにより、地域防災力の向上につなげているため。

御嵩町立上之郷小学校

親子で居住する地域の防災安全マップの作成、テーマパークの避難誘導の聞き取り調査など、学

校周辺の活動に留まらず、あらゆる場所での災害との遭遇に対して危機意識を持った活動が行わ

れている点、地域とのつながりが希薄な中で防災コミュニティへの積極的な参加を図りつつ、障

害への理解と共助の意識の共有に努めているため。

2012

優秀賞

特別賞

優秀賞

2013

特別賞
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参考） 過去の受賞団体（2008年度以降）
年度 表彰 団体名 受賞理由

大賞 仙台市立南吉成中学校

中学生が主導的に防災訓練の企画等を行うことによって、生徒の防災活動に対する主体性・積極

性が養われる。地域防災の中核となる中学生の育成が計らえている点、学校・地域・家庭の強度

体制化を図り、学校という枠を超えた地域全体としての防災教育活動を展開しているため。

香川県立盲学校

聴覚・嗅覚・触覚などを生かした独自の体験型学習を進め、これにより生徒の防災力の向上が計

られた点、避難所等における目の不自由な人の円滑な移動について、ガイドロープを用いた方法

を提案し、実証実験を交えたため。

上富田ふれあいルーム

非常に多くのプログラムを熱心に企画・実施し、防災教育の主な対象である子供たちが飽きない

工夫をしている点、また、子供たちが自ら考え動くプログラムを行うことによって、子供たちの

責任感や積極性が養われているため。

埼玉県立日高特別支援学校

災害時に身体が不自由な生徒をいかに避難させるかという難しいテーマに対して、緊急地震速報

を用いた避難訓練、そして引き渡し訓練の実施、職員研修による校内危険箇所の洗い出しなど、

着実に検討を積み重ねているため。

周防大島町立城山小学校

瀬戸内海地域の地震津波対策の要点をかぞえ唄としてまとめ上げ、子供から老人まで対象を選ば

ず、広く防災活動を行ってきた点、過去の災害の教訓から学び、今後の地震津波対策に生かそう

としているため。

防災腹話術研究会

独自性の高い分野にも関わらず、教室に通うことで自己修得し、子供から大人まで対策を選ばな

い防災知識の啓発ツールを作り上げた点、また、教本の作成や研修会を通して、取組みを進め、

全国に広めようとしているため。

大賞 香川県立盲学校

様々な機関・他団体と連携しながら、身近な物を利用した様々な体験学習や訓練等を通じ、視覚

障害者に対しての総合的な防災教育に取組むことができている点、視覚障害者に対しての防災教

育は前例が少ない中、試行錯誤を繰り返しながら、丁寧に取り組んでいる点、また、取組を通じ

て、「生徒」、「教員」、「地域」の意識改革において着実な成果が見られるため。

埼玉県立日高特別支援学校

子供が興味を持ちやすく、理解しやすい様々な取組みを実践している点、活動が定期的・継続的

に実施されており、知識・行動の定着が期待できる点、児童生徒、保護者、教職員、PTAをはじ

めとして地域の人々と密接に連携しながら防災教育に取組むことができている点、また、他団体

の取組事例等を効果的に活用・応用できているため。

西予市立皆田小学校

町歩き等を通じて「地域を良く知ること」を実践し、効果的に地域防災力の向上を図ることがで

きている点、実験や体験を通して、災害や地域特性について科学的な理解を深めることができて

いる点、また、自然災害の恐ろしさだけでなく、享受している恩恵についても学習できており、

バランスの取れた取組みになっているため。

いのちを守る防災教育を推進す

る会

ワークショップのシナリオについて、約２０校に及ぶ小・中・高の教職員と連携し、子供が主体

的・積極的に参画可能な完成度の高いプログラムを作成した点、広域な地域における学校を対象

とし、３団体が高度に連携しながら効果的な防災教育活動を実践できている点、また、気象予報

士会との連携によるTV放送等、広報活動を積極的に実施しており、今後の展開に期待が持てるた

め。

名古屋市立中央高等学校(昼間定

時制)

「単位制・定時制」の学校では様々な困難がある中、多くの工夫した取組を実践し、効果的に防

災意識の向上を図っている点、具体的には、演劇やスポーツ等、楽しく参加できるイベントに防

災教育を組み込むことにより、効果的に防災意識の向上を図っている点、災害をテーマにしたラ

ジオドラマや職員による演劇、防災クイズ等、取組みに独自性があるため。

特別賞

優秀賞

2015

優秀賞

2014

特別賞
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参考） 過去の受賞団体（2008年度以降）
年度 表彰 団体名 受賞理由

大賞

豊橋障害者(児)団体連合協

議会（豊橋市障害者福祉会

館さくらピア）

防災グッズの作成など、独自の取組みを多く実践している点、「障害者に対する防災教育」

を多くの人に理解してもらえるよう、効果的な企画を立案・実践している点、知識や避難行

動の定着に向け、粘り強く、工夫しながら取り組んでいる点等が高いため。

大島町立小学校（つばき小

学校・さくら小学校・つつ

じ小学校）

地域の特色を良く活かして取組んでいる点、科学的な観点から深く学習できている点、島内

の小中学校が年間を通して交流・連携し、取組みを深化させている点等が高いため。

東京都立足立工業高等学校

全ての教科において効果的な防災教育を実践しており、新規性、独自性が見られる点、生徒

と教職員が一体となって取り組んでいる点、防災士の資格取得など、生徒が効果を実感しや

すい取組みを行っている点等が高いため。

高知市立南海中学校

中学生が主体的に行動し、地域と連携した防災教育を実践している点、中学生の取組みを起

点として、地域に防災文化を構築するという一連の取組みに新規性が見られる点、多くの機

関と効果的に連携している点等が高いため。

名古屋市立工芸高等学校

防災チーム

工芸と芸術の学校という特徴を活かした取り組みを実践している点、生徒が主体的に行動

し、広く団体、企業等と関係を築くことができている点、今回の成果を応用し、より魅力的

な取組みへと発展させている点等が高いため。

大賞 千葉県立矢切特別支援学校

支援学校の子供に天候を教えるプロセスが非常に良い点、天候について多くのプログラムを

実施し子供たちが自立して環境に適応してきている点等が高いため。

南阿蘇村立南阿蘇中学校

防災教育を別項目とせず通常の授業・科目を利用し、効果的に取組めている点、学校教育の

中の取組で外国人の対応についても考えられている点等が高いため。

つくば市立吾妻学園おやじ

の会

児童と小中のＰＴＡ・保護者が主体となり精力的に防災教育に取り組んでいる点、防災手帳

などのアウトプットなどがしっかりとしている点等が高いため。

葉山町立一色小学校避難所

運営委員会

小学校が軸となり教員、保護者、地域住民、児童が連携をした地域防災の向上に寄与した取

組である点、避難所となる学校が運営員会を立ち上げ事前の取組を行っている点等が高いた

め。

一般社団法人　長洞元気村

お年寄りが地域性を活用し訪問者を受け止め被災経験を伝承している点、防災教育を産業と

して挑戦している点等が高いため。

2016

優秀賞

特別賞

2017

優秀賞

特別賞
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参考） 過去の受賞団体（2008年度以降）
年度 表彰 団体名 受賞理由

大賞

豊橋障害者(児)団体連合協

議会（豊橋市障害者福祉会

館さくらピア）

防災グッズの作成など、独自の取組みを多く実践している点、「障害者に対する防災教育」

を多くの人に理解してもらえるよう、効果的な企画を立案・実践している点、知識や避難行

動の定着に向け、粘り強く、工夫しながら取り組んでいる点等が高いため。

大島町立小学校（つばき小

学校・さくら小学校・つつ

じ小学校）

地域の特色を良く活かして取組んでいる点、科学的な観点から深く学習できている点、島内

の小中学校が年間を通して交流・連携し、取組みを深化させている点等が高いため。

東京都立足立工業高等学校

全ての教科において効果的な防災教育を実践しており、新規性、独自性が見られる点、生徒

と教職員が一体となって取り組んでいる点、防災士の資格取得など、生徒が効果を実感しや

すい取組みを行っている点等が高いため。

高知市立南海中学校

中学生が主体的に行動し、地域と連携した防災教育を実践している点、中学生の取組みを起

点として、地域に防災文化を構築するという一連の取組みに新規性が見られる点、多くの機

関と効果的に連携している点等が高いため。

名古屋市立工芸高等学校

防災チーム

工芸と芸術の学校という特徴を活かした取り組みを実践している点、生徒が主体的に行動

し、広く団体、企業等と関係を築くことができている点、今回の成果を応用し、より魅力的

な取組みへと発展させている点等が高いため。

大賞 千葉県立矢切特別支援学校

支援学校の子供に天候を教えるプロセスが非常に良い点、天候について多くのプログラムを

実施し子供たちが自立して環境に適応してきている点等が高いため。

南阿蘇村立南阿蘇中学校

防災教育を別項目とせず通常の授業・科目を利用し、効果的に取組めている点、学校教育の

中の取組で外国人の対応についても考えられている点等が高いため。

つくば市立吾妻学園おやじ

の会

児童と小中のＰＴＡ・保護者が主体となり精力的に防災教育に取り組んでいる点、防災手帳

などのアウトプットなどがしっかりとしている点等が高いため。

葉山町立一色小学校避難所

運営委員会

小学校が軸となり教員、保護者、地域住民、児童が連携をした地域防災の向上に寄与した取

組である点、避難所となる学校が運営員会を立ち上げ事前の取組を行っている点等が高いた

め。

一般社団法人　長洞元気村

お年寄りが地域性を活用し訪問者を受け止め被災経験を伝承している点、防災教育を産業と

して挑戦している点等が高いため。

2016

優秀賞

特別賞

2017

優秀賞

特別賞
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参考） 過去の受賞団体（2008年度以降）
年度 表彰 団体名 受賞理由

大賞 上富田ふれあいルーム

年間の行事に防災を結び付け、防災の日常化に取り組んでいる点、子供が楽しんで実施でき

る内容で記憶にも残る取組である点、多彩な防災プランがどれも汎用性、有効性があり水平

展開を期待できる点等が高いため。

高知県立大方高等学校

南海トラフ地震で全国最高の津波高を背景に、実践的な活動が行われている点、HUGの作

成･実践を通じて生徒自ら考え行動に移せている点、オリジナルHUGの作成を地域住民も巻

き込んで取り組んでいる点等が高いため。

四国遍路の心でつなぐ防災

教育研究会

訪日外国人や子供、高齢者等の防災も考えて活動している点、自治体、地域組織など多くを

巻き込み多様な取組を行っている点、地域特性をよく活かし防災フェス等のイベントを積極

的に企画･実施している点等が高いため。

目黒星美学園中学高等学校

目を背けたくなる災害や防災に、「わくわく感」をもって取り組んでいる点、災害時のトイ

レ問題の解決に向け、女子生徒の視点で取り組んでいる点、生徒が自ら考え行動する精神を

次世代の後輩に受け継ぐといった自発性･継続性を持った活動が行われている点等が高いた

め。

川崎医療福祉大学　医療福

祉マネジメント学部　医療

福祉デザイン学科

デザイン学科の独自性と医療福祉の知識を活かし取り組んでいる点、NBC災害への対応とい

う新たな視点を持って取り組んでいる点、外国人や障害者を対象に自然災害用とは異なる独

自デザインによるピクトグラムを作成している点等が高いため。

2018

優秀賞

特別賞
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「地域における防災教育の実践に関する手引き」の作成

「地域における防災教育の実践に関する手引き」は、

全国各地で防災教育の輪を広げることを目的に、優秀な先進事例から得られる「取組
を進めるための知見」を整理し、防災教育を実践する過程で生じる様々な課題を解決
するためのヒントを示すものとして作成しました。

1.手引きの対象
教育・福祉関係団体(学校、幼稚園、保育施設など）に限らず、地域

住民団体、ボランティア団体、地方公共団体などにおいて、これから
防災教育に初めて取り組もうとする方を主な対象としています。

２．防災教育の目的
地域に属するひとりひとりの防災意識の向上を図り、地域内の連

携を促進することなどにより、地域の防災力（災害を未然に防止し、
災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ及び災害の復旧を
図る力）を強化することを目的とします。

我が国のソフト対策の優れた取組みを世界に発信するため、「地域における防災教育
の実践に関する手引き」の英訳を併せて実施しました。
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(参考)手引きに整理した「防災教育を実践する上で重要な18のポイント」

「地域における防災教育の実践に関する手引き」の作成



30

国連防災世界会議における成果報告

平成27年３月14日に第３回国連防災世界会議の関連事業の１つで
ある「防災教育交流国際フォーラム」が開催されました。

日本や海外の防災教育分野で中心的な役割を果たされている方々
が一堂に会し、「これまで行われてきた防災教育の取組」や「今後の
防災教育のあり方」について、発表や議論が行われました。

【概要】

①東日本大震災やインド洋大津波、四川大地震など、国内・海外の
大震災の被災地から世界に向けてその経験や教訓を発信

②日本全国で取り組まれる防災教育・地域防災の優秀事例を紹介
（「地域における防災教育の実践に関する手引き」を紹介）

③防災教育を通じた災害に強い地域づくりに向けた今後10 年の取組
みを示す「仙台宣言」を採択
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国連防災世界会議における成果報告
防災教育交流国際フォーラムの概要
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