
 

 
平 成 2 9 年 1 2 月 2 2 日 

内 閣 府 ( 防 災 担 当 ) 

 
 

 

 

「第 33回防災ポスターコンクール」 

審査結果と表彰式について 
 

～ 応募作品 12,245 点の中から「防災担当大臣賞」等を表彰 ～ 
 

内閣府では、国民一人ひとりに防災意識を高めてもらい、「日頃からの災害への備え」

を実践することによって「安全で安心して暮らしてゆける社会」をつくる取組を進めて

おり、その一環として、毎年度、防災推進協議会との共催で「防災ポスターコンクール」

を実施しています。 

本年度は、「幼児・小学１年生の部」「小学２～４年生の部」「小学５・６年生の部」「中

学生・高校生の部」「一般の部」の５部門について、本年７月１日から 10月 31日までの

期間に作品募集を行い、全国から 12,245点の応募がありました。 

これらの作品について審査を行い、「防災担当大臣賞」、「防災推進協議会会長賞」、「審

査員特別賞」、「佳作」及び「入選」作品を選出したところです（別紙参照）。 

このうち、「防災担当大臣賞」、「防災推進協議会会長賞」、「審査員特別賞」を受賞した

方々に対して、下記のとおり小此木内閣府特命担当大臣（防災）(出席予定)及び近衞防

災推進協議会会長（日本赤十字社社長）より表彰を行いますのでお知らせします。 

 

 

記 

 
１．日   時   平成 30年１月 21日（日）14時 00分～ 
２．場   所   中央合同庁舎第８号館１階 講堂 

（東京都千代田区永田町１－６－１） 
３．表彰対象者   「防災担当大臣賞」受賞者、「防災推進協議会会長賞」受賞者及び 
          「審査員特別賞」受賞者 
４．取   材   表彰式の取材は可能です。 

取材の際は会場担当者の指示に従ってください。 
 

＜本件問合せ先＞ 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（普及啓発・連携担当）付 

参事官補佐 長田 暁格 

主 査   鈴木 勝浩 

TEL 03-3502-6984（直）  FAX03-3581-7510 



 

１．各賞受賞者 
 

○ 防災担当大臣賞（５作品） 

・幼児・小学１年生の部 関  稟乃 奈良県お絵かき広場 

・小学２～４年生の部 望月 あかり 静岡県静岡市立賤磯北小学校 

・小学５・６年生の部 飛知和 歩実 茨城県潮来市立日の出小学校 

・中学生・高校生の部 前田 雪乃 徳島県アトリエ遠渡（高木教室） 

・一般の部 野崎 正博 鹿児島県霧島市 

 

○ 防災推進協議会会長賞（５作品） 

・幼児・小学１年生の部 中村 楓 愛知県だれでもアーティストクラブ 

・小学２～４年生の部 畔田 友理 東京都小金井市立小金井第二小学校 

・小学５・６年生の部 佐伯 和香 兵庫県播磨町立蓮池小学校 

・中学生・高校生の部 齊藤 小春 大分県日田市立東部中学校 

・一般の部 尾関 裕美 愛知県名古屋市 

 

○ 審査員特別賞（１作品） 

・幼児・小学１年生の部 門田 萌 愛知県だれでもアーティストクラブ 

 

○ 佳作（２０作品） 

田中 翔太郎 神奈川県アトリエ ENDO 

稲垣 佑萌 愛知県だれでもアーティストクラブ 

福崎 誠人 東京都大田区立大森第三小学校 

前田 知輝 徳島県アトリエ遠渡（髙木教室） 

赤坂 優心 宮城県木菟工房 

岡村 晃司 愛知県だれでもアーティストクラブ 

佐々木 健汰 長野県松本市立本郷小学校 

小笠原 俊輔 長野県松本市立芝沢小学校 

石川 満里亜 愛知県だれでもアーティストクラブ 

岸田 知大 秋田県能代市立能代第二中学校 

西山 光将 山形県米沢市立第三中学校 

本杉 愛梨 岐阜県大垣市立上石津中学校 

向所 明音 京都府洛南高等学校附属中学校 

野州 若菜 京都府洛南高等学校附属中学校 

大久保 七海 兵庫県神戸市立有野北中学校 

井上 優依 千葉県八千代市立高津中学校 

杉岡 真行 神奈川県神奈川県立神奈川工業高等学校 

今井 菜々美 愛知県愛知県立一宮西高等学校 

古野 琴絵 福岡県九州産業大学附属九州高等学校 

新田 憲明 香川県東かがわ市 

 

○ 入選（205作品） 

 

別 紙 



 

２．作品の活用 

入賞作品については、平成30年１月下旬（予定）から東京臨海広域防災公園 防災体験学

習施設「そなエリア東京」（東京都）にて展示を行う。 

そのほか、「防災白書」をはじめとする防災施策の周知に活用、地方自治体や民間の広報

誌等における作品の使用許可等を通じて防災意識の高揚及び防災知識の普及を図る取組に

活用する。 

【活用例】防災週間の周知ポスター（沖縄電力） など 

 

 

３．審査経過 

  ① 予備審査  平成 29年 11月 19日（日）実施 

応募作品 12,245点から入選作品を選出 

    （審査員） 

宇野 義行  洋画家 

清水 満久  昭和女子大学 特命教授 

竹内 とも子  千代田区立九段小学校 教諭 

永関 和雄  武蔵野美術大学 講師 

中森 千穂  大田区立千鳥小学校 教諭 

福島 淳子  中野区立北中野中学校 教諭 

 

  ② 本審査  平成 29年 12月 11日（月）実施 

予備審査を通過した 236点から「佳作」以上の作品を選出 

（審査員） 

池上 三喜子 公益財団法人市民防災研究所理事 特別研究員 

岸  ユキ タレント（西野バレエ団） 

為末 大 元陸上競技選手 DEPORTARE PARTNERS 代表 

長谷川 ゆか 画家・デザイナー 

山澤 將人 日本赤十字社事業局救護・福祉部部長（主催者） 

米澤 健 内閣府大臣官房審議官（主催者） 



 

 

４．応募状況 

 

 

部 門 

 

応募作品数 

 

入選作品数 
うち入賞作品数 

◇ 幼児・小学１年生の部  
点 

 536 

    点 

    10 

大臣賞  1点 

会長賞  1点 

 

審査員 

特別賞 

１点 

 

佳作 

20点 

 

◇小学２～４年生の部 1,812 34 
大臣賞  1点 

会長賞  1点 

◇ 小学５・６年生の部 3,304 66 
大臣賞  1点 

会長賞  1点 

◇ 中学生・高校生の部 

  ○ 中学生 

  ○ 高校生 

  6,325 

5,652 

     673 

      120 

      106 

      14 

大臣賞  1点 

会長賞  1点 

◇ 一般の部      268 6 
大臣賞  1点 

会長賞  1点 

合 計 12,245 236 

防災担当大臣賞   5点 

推進協議会会長賞  5点 

審査員特別賞   1点 

佳作       20点 

(入選        205点) 

 
 


