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平成２７年１月１４日 

内閣府（防災担当） 

 

「第３０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１１，４７６点の中から「防災担当大臣賞」等を表彰 ～ 

 
 内閣府では、国民の皆さま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、昨年７月１日から１０月３

１日の期間に作品募集を行い、全国から１１，４７６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、

下記のとおり山谷防災担当大臣、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２７年１月２０日（火）１２：３０～ 
 

２．場 所    内閣府（防災担当）会議室 
           東京都千代田区永田町１－６－１ 

中央合同庁舎第８号館４階４０７会議室  
 

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。 
               取材の際は広報担当者の指示に従ってください。 
 
 
 
 
 
 

＜本件問い合わせ先＞ 

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   杉山 徹 

主査      藤永 貴浩 

TEL ： 03-3502-6984 （直）  FAX ： 03-3581-7510



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 野々村 有莉 個人（富山県） 

・小学２～４年生の部 榊原 悠斗 だれでもアーティストクラブ（愛知県） 

・小学５・６年生の部 佐藤 隆斗 アトリエ遠渡（髙木教室）（徳島県） 

・中学生・高校生の部 稲葉 稜己 つくば市立筑波東中学校（茨城県） 

・一般の部 西山 あかり 長岡公務員・情報ビジネス専門学校（新潟県） 

 

○ 防災推進協議会会長賞（５作品） 

・幼児・小学１年生の部 新美 優月 だれでもアーティストクラブ（愛知県） 

・小学２～４年生の部 横田 くるみ 茨城県潮来市立延方小学校（茨城県） 

・小学５・６年生の部 波多野 楓 王寺町立王寺小学校（奈良県） 

・中学生・高校生の部 森 みな美 アトリエ IT（イット）（東京都） 

・一般の部 岩田 悠子 岐阜県立岐阜総合学園高等学校（岐阜県） 

 

○ 佳作（２３作品）  

林 沙耶 アトリエ島本（広島県） 

岡田 伊織 アトリエ ENDO（神奈川県） 

宮川 翔馬 こども絵画教室アトリエ庵（あん）（北海道） 

監物 由花 ともだち絵の会（愛知県） 

荒木 優花 個人（広島県） 

押木 浩太郎 倉敷市立粒江小学校（岡山県） 

池田 和 柏崎市立鯨波小学校（新潟県） 

伊藤 駿風 旭市立中央小学校（千葉県） 

丹後 奈々 アトリエ遠渡（髙木教室）（徳島県） 

平澤 明香子 小千谷市立片貝小学校（新潟県） 

岡田 実久 だれでもアーティストクラブ（愛知県） 

川口 菜奈子 鳥羽市立鳥羽東中学校（三重県） 

諸井 まり 袋井市立南中学校（静岡県） 

金谷 あすか 山口県立岩国高等学校坂上分校（山口県） 

吉本 美嶺 アトリエ遠渡（髙木教室）（徳島県） 

森 千夏 白山市立笠間中学校（石川県） 

福田 あみ 涌谷町立箟岳中学校（宮城県） 

吉田 ちはな 川口市立南中学校（埼玉県） 

杉本 玲奈 兵庫教育大学附属中学校（兵庫県） 

前田 楓子 鹿児島玉龍中学校（鹿児島県） 

横田 さくら 東海学園高校（愛知県） 

岡田 優作 岐阜県立岐阜総合学園高等学校（岐阜県） 

岩田 三郎 個人（大阪府） 

○ 入選（２０７作品） 

別 紙



２．作品の活用 

 入賞作品については、「防災白書」の表紙や「防災週間」「防災ポスターコンクー

ル」等の防災施策の周知ポスターやパンフレット等に活用するほか、百貨店等への

展示、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みに活用してまいります。 

【平成26年度の活用例】 

・防災週間の周知ポスター（沖縄電力） 

・百貨店への展示 など 

 

３．審査経過 

  ① 予備審査  平成２６年１２月７日（日）実施 

応募作品１１，４７６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 

清水 満久    昭和女子大学人間社会学部 教授 

竹内 とも子    千代田区立九段小学校 教諭 

永関 和雄    町田市教育センター 

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２６年１２月９日（火）実施 

予備審査を通過した２４０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職員 

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 

兵谷 芳康  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

 630

    点

    14

大臣賞  1点 

会長賞  1点 

佳作 

 

 

23点 

◇小学２～４年生の部 1,620 34
大臣賞  1点 

会長賞  1点 

◇ 小学５・６年生の部 2,929 61
大臣賞  1点 

会長賞  1点 

◇ 中学生・高校生の部 

  ○ 中学生 

  ○ 高校生 

  6,038

   5,009

     1,029

      121

      105

      21

大臣賞  1点 

会長賞  1点 

◇ 一般の部      259 10
大臣賞  1点 

会長賞  1点 

合 計 11,476 240

防災担当大臣賞   5点 

推進協議会会長賞  5点 

佳作       23点 

(入選        207点) 

 


