
平 成 2 7 年 1 2 月 2 4 日 

内 閣 府 ( 防 災 担 当 ) 

「第３１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１２，６４９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１２，６４９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」、「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」を受賞した方々に対して、下

記のとおり河野内閣府特命担当大臣（防災）（予定）、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２８年１月２２日（金）１２：３０～

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」受賞者及び「防災推進協議会会長賞」受賞者

４．取   材 表彰式の取材は可能です。

取材の際は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 本多 敏彦 

主 査   坂本 浩之 

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 出來 楓真 アトリエ島本 

・小学２～４年生の部 島勝 こはる アトリエ遠渡（高木教室） 

・小学５・６年生の部 齋藤 巧朗 平川市立平賀東小学校 

・中学生・高校生の部 原 唯花 三豊市観音寺市学校組合立 

三豊中学校 

・一般の部 大村 泰久 個人 

○ 防災推進協議会会長賞（５作品）

・幼児・小学１年生の部 那須 陽向 だれでもアーティストクラブ 

・小学２～４年生の部 馬田 莉乃 だれでもアーティストクラブ 

・小学５・６年生の部 中島 駿 江南市立古知野北小学校 

・中学生・高校生の部 月見 梨乃 東海大学附属相模高等学校 

・一般の部 後藤 重夫 個人 

○ 佳作（２５作品）

滝塚 ほなみ だれでもアーティストクラブ 

那須 汐恩 だれでもアーティストクラブ 

高安 鉄馬 アトリエ島本 

横田 くるみ 潮来市立延方小学校 

稲垣 心葉 だれでもアーティストクラブ 

中島 和輝 だれでもアーティストクラブ 

丹代 莉緒 平川市立平賀東小学校 

遠藤 駿喜 荒川区立瑞光小学校 

渡部 華 福井市立社北小学校 

狩野 結南 だれでもアーティストクラブ 

前田 雪乃 アトリエ遠渡（高木教室） 

鈴木 なずな 大船渡市立第一中学校 

小山田 航佑 河北町立河北中学校 

下山田 真彩 石岡市立石岡中学校 

飯嶋 さくら 大妻嵐山中学校 

松本 琴音 小田原市立白鷗中学校 

高﨑 千実 坂井市立坂井中学校 

野々村 有紗 岐阜県立岐阜城北高等学校 

松居 瞳吏砂 一宮市立木曽川中学校 

北村 あかり 一宮市立木曽川中学校 

川口 菜奈子 鳥羽市立鳥羽東中学校 

桾本 紫月 加東市立東条中学校 

川﨑 美音 学校法人岩田学園岩田中学校 

佐久川 珠夏 宮古島市立上野中学校 

清重 郁子 個人 

○ 入選（２０４作品）

別 紙



２．作品の活用 

入賞作品については、平成２８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」を始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（沖縄電力株式会社） 

防災ダイアリー（株式会社ぎょうせい） など 

３．審査経過 

① 予備審査 平成２７年１２月６日（日）実施 

応募作品１２，６４９点から入選作品を選出 

    （審査員） 

宇野 義行 東京都立大泉桜高等学校 教諭 

佐藤 真理子  大田区立南六郷中学校 教諭 

清水 満久 昭和女子大学 特任教授 

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 

② 本審査 平成２７年１２月９日（水）実施 

予備審査を通過した２３９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・画家 

豊島 秀雄 元ＮＨＫ記者 

長谷川 ゆか 画家・デザイナー 

西島 秀一 日本赤十字社救護・福祉部長 

緒方 俊則 内閣府大臣官房審議官 



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 

 733 

点 

  16 

大臣賞  1点 

会長賞  1点 

佳作 

25点 

◇小学２～４年生の部 1,551 29 
大臣賞  1点 

会長賞  1点 

◇ 小学５・６年生の部 2,817 50 
大臣賞  1点 

会長賞  1点 

◇ 中学生・高校生の部 

○ 中学生

○ 高校生

 6,997 

 6,135 

     862 

132 

115 

17 

大臣賞  1点 

会長賞  1点 

◇ 一般の部      551 12 
大臣賞  1点 

会長賞  1点 

合 計 12,649 239 

防災担当大臣賞   5点 

推進協議会会長賞  5点 

佳作   25点 

(入選     204点) 


