
30第 回 作品募集用紙

※コピーをとってお使い下さい。

①応募区分
①幼児・小学１年生の部

ふりがな

年

⑧団体連絡先

都・道
府・県

〒 －

TEL：　　　－　　　　　－

FAX：　　　－　　　　　－

Mail：

著作権は主催者に帰属し、
作品は返却しないことに
同意します。

チェックを入れてください。

（団体応募用）

キリトリ

③小学５・６年生の部

②氏　名
③性  別

⑤学  年④団体名

男　・　女

⑥団体が所在する
　都道府県

⑦担当の先生のお名前
　（フルネーム）

②小学２～４年生の部

④中学生・高校生の部 ⑤一般の部

30第 回 作品募集用紙

①応募区分
①幼児・小学１年生の部

ふりがな

年

⑥住所連絡先

都・道
府・県

〒 －

TEL：　　　－　　　　　－

FAX：　　　－　　　　　－

Mail：

著作権は主催者に帰属し、
作品は返却しないことに
同意します。

チェックを入れてください。

（個人応募用）

③小学５・６年生の部

②氏　名
③性  別 男　・　女

④年　齢 ⑤お住まいの都道府県

②小学２～４年生の部

④中学生・高校生の部 ⑤一般の部

（平成26年10月31日現在）

地震、津波、火山噴火、台風、豪雨、豪雪など
自然災害について日頃の備えが大切です

「防災」の重要性をテーマに
ポスターを大募集いたします!!

主催／内閣府・防災推進協議会　後援／消防庁・文部科学省

地震、津波、火山噴火、台風、豪雨、豪雪など

30第 回

飲料水

誘導

伝言ダイヤル

避難場所確認

事前情報

耐震化



第 回 作品募集要項

1 幼児・小学１年生の部 2 小学２～４年生の部 3 小学５・６年生の部 4 中学生・高校生の部 5 一般の部

  〒462-0861　愛知県名古屋市北区辻本通1丁目11番地
  電話 052-919-7270　受付時間 平日9:00～12:00、13:00～17:00

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/poster

主催／内閣府・防災推進協議会　後援／消防庁・文部科学省

どなたでも応募できま応募区分は次の通りです

防災担当大臣賞
■ 幼児・小学１年生の部（1名）
■ 小学２～４年生の部（1名）
■ 小学５・６年生の部（1名）

■ 中学生・高校生の部（1名）

■ 一般の部（1名）

賞状及び副賞図書カード2万円
＋応募校に図書カード10万円

賞状及び副賞図書カード5万円
＋応募校に図書カード10万円

賞状及び副賞10万円

賞状及び副賞図書カード1万円佳　作（10名程度）

防災推進協議会会長賞
■ 幼児・小学１年生の部（1名）
■ 小学２～４年生の部（1名）
■ 小学５・６年生の部（1名）

■ 中学生・高校生の部（1名）

■ 一般の部（1名）

賞状及び副賞図書カード1万円
＋応募校に図書カード10万円

賞状及び副賞図書カード3万円
＋応募校に図書カード10万円

賞状及び副賞5万円

賞状入　選（200名程度）

募集対象（応募区分）

募集作品

応募方法

表　彰

審　査

地震、津波、火山噴火、台風、豪雨、豪雪などの自然災害についての認
識を深め、家庭・地域・職場・学校における日頃の備え、自助・共助の
大切さ、防災訓練・防災ボランティアの重要性を訴えるなど、「防災」
をテーマとした個人の未発表図案で標語を入れたものとします。
※「幼児・小学１年生の部」、「小学２～４年生の部」は標語のない絵

画だけでも構いません。
※パソコンなど使用した作品は年齢を問わず「一般の部」扱いとな
ります。

※火災・事故など人的要因による災害は除きます。

作品の裏面に下記の項目を付記してお送りください。応募点数に制
限はありません。応募作品それぞれに応募用紙を貼って下さい。　
（作品応募用紙はコピーしてお使いください）

標語について 応募作品の標語はこれらに限定する物ではありません。作品に適したあなたの考えた標語をお待ちしております。

・ 日頃からの備えがあなたを守ります
・ 備えておこう、命をつなぐ防災用具
・ ハザードマップで再確認。避難経路と避難場所
・ 覚えておこう、家族をつなぐダイアル171

※用紙はA3判（約30cm×42cm）以上A2判（約42cm×60cm）以上の
　画用紙、ケント紙で提出してください。
※画材・色数は自由とします。

※応募点数に制限はありません

※当日消印有効

災害に対する
心構え

・ あなたの無事を伝えましょう
・ 身につけようとっさの行動、防災訓練
・ 防災会議。家族で、職場で学校で

防災訓練の
すすめ

・ 1人ひとりの思いやりが大きな力に
・ 笑顔で築こう。防災復興の輪
・ コンビニで、募金するのもボランティア

みんなで
助け合い

・ 家具固定。そのひと手間が命を守る
・ 選ぼう、造ろう、耐震住宅

家具の固定
住宅の耐震化

●学校等の団体単位で応募いただく場合

●審査
防災専門家等からなる審査委員会を設け選考します。（平成26年11月～12月頃）
●審査結果発表
・ 入選以上の受賞者への通知をもって発表といたします。（平成26年12月頃）
・ 入選外の方への通知は省略させていただきます。
・ 佳作以上の入選作品は、内閣府のホームページに掲載いたします。

応募締切／平成26年10月31日（金）

①応募区分 ②氏名（ふりがな） ③性別 
④団体名 ⑤学年 ⑥団体が所在する都道府県 
⑦担当の先生のお名前 
⑧団体の連絡先（郵便番号・住所・電話番号）

●個人で応募いただく場合
①応募区分 ②氏名（ふりがな） ③性別 
④年齢 ⑤お住まいの都道府県名 
⑥住所連絡先（郵便番号・住所・電話番号）

●応募作品の帰属
応募作品の著作権は主催者に帰属し、作品はお返しいたしません。
●作品の使用
優秀作品は「防災白書」の表紙をはじめ、防災意識啓発のための各種ポス
ター・パンフレットなどに幅広く活用するほか、防災関連行事などでの展示
も行います。なお、この場合、作品の一部トリミングなどが行われることが
あります。
※電子媒体で制作された方にはデータのご提供をお願いすることがあります。

幼児・小学１年生の部
愛知県　だれでもアーティストクラブ
小学 1年　白石煌惺さん

小学２～４年生の部
徳島県　アトリエ遠渡（高木教室）
小学 3 年　前田雪乃さん

小学 5・6 年生の部
宮城県　美里町立青生小学校　
6 年　結城 遥さん

中学生・高校生の部
山形県　山形明正高等学校　
2 年　鈴木愛里さん

愛知県　豊橋市　
金子昌和さん

第29回防災担当大臣賞
見落とされていた

津波災害の大切なポイントを
訴えている。

すっきりまとまっていて、
メッセージに力がある。

地域全員で防災力を
高めるための取り組みの
大切さを感じる。

地域共助の重要性が
素直に表現されている。

「予想を超える土砂災害」の
あり様を絵でとても良く
表現されている。

審査員コメント

審査員コメント

審査員コメント

審査員コメント

審査員コメント

※パソコンを使用した作品については、年齢に関係なく
　一般の部の作品として審査いたします。

作品の送り先・お問合わせ

■応募に関する詳細はホームページをご覧下さい。

「防災ポスターコンクール事務局」（株式会社プロセスユニーク内）宛
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