
 
平成２１年１月２３日 

消 防 庁 

 

第第１１３３回回防防災災ままちちづづくくりり大大賞賞受受賞賞団団体体のの決決定定  

及及びび表表彰彰式式のの実実施施 

 

１ 受賞団体の決定１ 受賞団体の決定  

「防災まちづくり大賞」は、地方公共団体や自主防災組織等における防災に関する優れ 

た取組、工夫・アイデア等、防災に関する幅広い視点からの効果的な取組を推奨し、もっ

て地方公共団体等における災害に強い安心・安全なまちづくりの一層の推進に資すること

を目的として実施しています。 

この度、「第１３回防災まちづくり大賞」について受賞団体を決定し、表彰式を実施する

こととなりました。 

  

 

２ 表彰式の日程２ 表彰式の日程  

（１）日 時：平成２１年２月９日（月）１５時３０分から１７時００分まで 

（２）場 所：虎ノ門パストラルホテル 

       東京都港区虎ノ門４－１－１ 

ＴＥＬ：０３－３４３２－７２６１（代） 

（３）次 第：１）開 会 

２）主 催 者 挨 拶 
３）選定委員会委員紹介 
４）表彰状・記念品授与 
５）受賞団体代表謝辞  
６）委員長事例総括  
７）閉 会 
８）記 念 撮 影       

※取材については、別途ご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

防災まちづくり大賞シンボルマーク                    

＜問い合わせ先＞ 
消防庁国民保護・防災部 
防災課地域防災係  大嶋、岩織 

TEL：０３－５２５３－７５２５ 
FAX：０３－５２５３－７５３５ 

予防課予防係    渡邊、中村 
TEL：０３－５２５３－７５２３ 
FAX：０３－５２５３－７５３３ 



第１３回防災まちづくり大賞受賞団体概要 

１.一般部門 

（１）総務大臣賞 

団体名：松美町内会 

事例名：災害に強いまちづくりをめざして～中越沖地震の教訓から～ 

所在地：新潟県柏崎市 

概 要：イベント行事や冊子の作成、企業と協働で行う様々な活動など、平時からの地域

コミュニティ活動を継続。これにより、新潟県中越沖地震時の避難誘導、安否確

認、災害時要援護者への避難誘導支援などの活動が滑に実施に行われ、その後も

水食料等の配給、ボランティアの受入、被害状況調査など様々な活動を実施した

事例。 

 

団体名：たかしま災害支援ボランティアネットワーク「なまず」 

事例名：防災・減災啓発活動「笑って減災 なまず流」 

所在地：滋賀県高島市 

概 要：防災・減災啓発活動として『備えと構え』をテーマに、県内、近隣府県に対し、

防災・減災啓発漫才、腹話術、紙芝居、災害や救出・救助等に係る図上訓練等、

対象に合せたプログラムで年間50回の地域出前講座を実施した事例。 

 

（２）消防庁長官賞 

団体名：泉町三丁目地区連合自治防災会 

事例名：後世に誇れる安全で快適なまちづくりに向けて－全国に、世界に情報発信！－ 

所在地：東京都国分寺市 

概 要：「防災まちづくり推進地区」として「後世に誇れる安全で快適なまちづくり」を

目指し、地区防災計画や災害時要救出者名簿等を整備、また、防災用倉庫や資器

材の整備を自主的に推進するとともに防災ニュースによる防災情報を発信する

など、25年余にわたり広範囲な地域防災活動を積極的に推進してきた事例。 

 

団体名：社会福祉法人岐阜アソシア 

事例名：地域と連携した、障がい者主体による「防災運動会」 

所在地：岐阜県岐阜市 

概 要：特別支援学校に在籍する児童・生徒と自治会連合会を主体とした「防災運動会」

や「防災落語会」を開催するとともに、障がい者用設備や危険箇所を発見する「ま

ち発見隊」を結成するなど、障がいを持つ方と地域の方が楽しみながら防災活動

を実施した事例。 



 

団体名：水俣市３区自治会防災防犯委員会 

事例名：自分達で作る災害に強いまち 目標を設定した着実な活動が実戦に生きた 

所在地：熊本県水俣市 

概 要：防災委員会を発足して一人暮らし世帯の火の元点検、救急講習会、防災備品の設

置、防災訓練、防災だよりの発行を実施。平成 15 年７月の水俣豪雨災害では、

住民の避難誘導、高齢者の避難の介添え、避難所運営などを行うとともに、今後

の人材育成にも取組むなど、多岐にわたる防災活動を実施している事例。 

 

（３）消防科学総合センター理事長賞 

団体名：愛宕一之部防災会 

事例名：忘れない 阪神・淡路大震災 ～安全・安心のまちづくり～ 

所在地：東京都港区 

概 要：消防署、消防団と連携した発災対応型訓練や、初期消火訓練、震災用救助資器材

取扱訓練等を実施。また、雨水貯留槽の設置、駅前大型スクリーンを活用し火災

予防、消防団員の募集等の広報を行うとともに、福祉施設と災害時応援協定を結

ぶなど、広域的な協力体制を構築している事例。 

 

団体名：大山自治会 

事例名：大山自治会の防災減災への取り組み「人を助け、人に助けられる自治会」 

－人が人にやさしいまち－ 

所在地：東京都立川市 

概 要：24 時間相談窓口の設置や広報誌の発行などとともに、緊急時に備え、住民情報

を登録。また、自主防災組織を結成して、役割の明確化、防災訓練等で組織の充

実・強化を図るほか、消防防災施設・危険場所等を確認するウォークラリーを実

施するなど、楽しみながら参加できる活動を実施している事例。 

 

団体名：平野区地域振興会喜連北連合町会・同社会福祉協議会 

事例名：災害救助青年隊及び女性救護隊の結成と活動 

所在地：大阪府大阪市 

概 要：阪神・淡路大震災の教訓から、住民相互の救助のため「災害救助青年隊」（災害

救助青年隊と女性救護隊で編成）を結成し、関係機関の協力を得て防災訓練を実

施。また、救助資器材等の配備や災害時に男性隊員が直ちに帰宅できない場合を

想定し、女性隊員のみで活動できるよう訓練を実施している事例。 

 

 

 

 



団体名：若い世代の防災サポーター育成委員会 

事例名：地域団体等の連携による若い世代の防災サポーターの育成 

所在地：徳島県つるぎ町 

概 要：小中学生等を中心とした若い世代の防災意識の高揚を図るため、地元の住民団体

や関係機関で「若い世代の防災サポーター育成委員会」を組織。小中学校へ育成

委員が出向き、防災サポーター育成講座として地震や土砂災害の知識、防災マッ

プ作り等の研修、災害時要援護者の避難誘導や、搬送訓練等の訓練を実施してい

る事例。 

 

団体名：みのり会地域ふれあいボランティアの会 

事例名：災害時に備えた施設・施設利用者と地域自治会の連携した取り組み 

所在地：長崎県長崎市 

概 要：福祉ホーム利用者が地域のために奉仕したいとの思いから結成され、積極的に地

域への奉仕活動を行うとともに、地域の方とともに防災に関する研修会や防災に

関する町歩きの情報をもとに避難路案内板の設置、施設を避難場所として提供す

るなど、地域の住民と一体となった様々な活動を実施している事例。 

 

団体名：牟田小学校少年消防クラブ 

事例名：少年消防クラブ員による地域に密着した防火啓発活動 

所在地：熊本県上天草市 

概 要：幼少年時期に防火の大切さを理解してもらうために防火マラソン大会へ参加し、

一人暮らし高齢者宅を訪問するなど、27 年間にわたり地域に密着した防火啓発

活動を継続。また、「梯子乗り」を消防出初式や各種のイベント等で披露するこ

とにより、地域における火災予防の啓発をクラブ員から発信している事例。 

 

団体名：伊佐区自治会・沖縄県社会福祉協議会・宜野湾市社会福祉協議会 

事例名：災害時避難所生活シミュレーション「避難所」から「生活の場」へ 

所在地：沖縄県宜野湾市 

概 要：西海岸に面する埋め立て地区という現状を踏まえ、保育所や障がい者施設利用者、

外国人居住者など地域住民による津波避難訓練や炊き出し訓練を実施し、避難後

は避難所生活に関するシミュレーション訓練を行い「自治会」「行政」「社会福祉

協議会」のそれぞれの立場から、成果や今後の取組について報告を行った事例。 

 

 

 

 

 

 



２.防災情報部門 

（１）消防庁長官賞 

団体名：株式会社 静岡第一テレビ 

事例名：ダイちゃん・あいちゃん 地震防災キャンペーン 

 ～番組とハンドブックによる防災意識向上への取り組み～ 

所在地：静岡県 

概 要：想定される東海地震に対する県民の防災意識向上を目的に、「ダイちゃん・あい

ちゃん 地震防災キャンペーン」をスタートし、地震防災に関わる様々な情報を

提供する５分間の地震防災専門番組を放送するとともに、小学生にも親しみを持

って読んでもらえる地震ハンドブックの製作・配布を実施している事例。 

 

（２）消防科学総合センター理事長賞 

団体名：郡山市消防団郡山中央地区隊中央第一分団第二班（駅前部） 

事例名：ＩＴを利用した情報伝達システムとＨＰでの活動情報公開と防災情報公開に連動

した商店街との複合活動 

所在地：福島県郡山市 

概 要：豪雨災害時に河川の水位情報をインターネットで入手し、効率の良い消防団活動

を実施できたこと、また、放火が多発したことからインターネット部門を設立。

ホームページにより多くの市民に消防活動を広報するとともに、火災速報を携帯

電話のEメール機能を利用して全団員に送信するシステムを構築している事例。 

 

団体名：高知工業高等専門学校 

事例名：ＦＭラジオを活用した防災情報提供システムの開発と四万十市における運用実験 

所在地：高知県南国市 

概 要：気象庁、国土交通省、各自治体の雨量や河川水位情報を自動でダウンロードし、

文章化した後に音声変換を行い、インターネット回線や特定小電力無線、ＦＭト

ランスミッターを用いて、家庭用ＦＭラジオに送信するシステムを開発した事例。 

 

 

 

 

 

 

 

 



３.住宅防火部門 

（１）総務大臣賞 

団体名：荻町区 

事例名：地域に根付く「世界遺産」を守る防災体制 

所在地：岐阜県白川村 

概 要：地域住民により交代制で１日４回見回りを実施するとともに、村整備の放水銃等

の管理・運用等を行うことにより、現在も住戸として使用され、かつ、世界遺産

に指定されている合掌家屋を含めた地域の財産を守るための防災活動を継続し

て実施している事例。 

 

（２）消防庁長官賞 

団体名：なぎさニュータウン管理組合 

事例名：住宅用火災警報器の設置促進活動 

所在地：東京都江戸川区 

概 要：住宅用火災警報器の全戸設置に必要な個数調査を実施し、管理組合の所有物とし

て入居者に 10 年間貸与・設置するとともに、必要に応じて聴覚障害者用補助警

報装置の斡旋を実施するなど、全居住住戸802 戸の設置割合が100％となった事

例。 

 

（３）住宅防火対策普及奨励賞 

団体名：湊町婦人防火クラブ 

事例名：全戸訪問による住宅用火災警報器設置促進事業 

所在地：愛媛県伊予市 

概 要：各住戸の実態調査をした上で住宅用火災警報器の共同購入を実施するとともに、

その後も全戸訪問による取付状況等の確認調査を行い、「個別台帳」を作成する

ことで設置状況を管理するなど、地域ぐるみで継続的な防火意識の底上げを図っ

ている事例。 

 

 



別紙1 

第１３回 防災まちづくり大賞表彰概要 
 

１．事業目的 

阪神・淡路大震災や近年の大規模な災害の教訓を踏まえて、各地で防災対策の強化を図

るための取組が進められているが、防災力の向上を図るためには、防災に直結する優れた

事業の実施は勿論、まちづくりや住民生活等において防災に関する視点を盛り込んでいく

ことが重要であり、防災に関するハード・ソフトの工夫、アイデアが防災対策の充実や防

災意識の高揚等に大きく寄与するものである。 

「防災まちづくり大賞」は、地方公共団体や自主防災組織等における防災に関する優れ

た取組、工夫・アイデア等、防災に関する幅広い視点からの効果的な取組を推奨し、もっ

て地方公共団体等における災害に強い安心・安全なまちづくりの一層の推進に資すること

を目的とする。 

 

２．募集対象 

都道府県、市町村（一部事務組合を含む）、消防団、自主防災組織(町内会･自治会を含む)、

婦人（女性）防火クラブ、少年・幼年消防クラブ、事業所、ボランティア団体、ＮＰＯ団体、

大学などの教育機関、まちづくり協議会などの各種団体 

※１ 防災以外に福祉など他分野との複合的な活動についても、表彰の対象とする。 

※２ 防災情報部門については、個人も対象とする。 

 

３．表彰部門 

（１）一般部門 

防災関係の施設整備､地域における自主防災活動、教育訓練及び講座･研修などソフト、

ハード面を中心とする｢防災まちづくり｣に関する取組。 

（２）防災情報部門 

防災に関する普及啓発・広報などの活動や災害・防災情報の収集・伝達体制の整備など

の「防災情報」に関する取組。 

（３）住宅防火部門 

地域における住宅防火対策を推進する取組。 

 

４．表彰の種類 

総務大臣賞 

消防庁長官賞 

消防科学総合センター理事長賞 

住宅防火対策普及奨励賞 

 

５．表彰の決定 

  学識経験者、関係団体及び消防庁職員で構成する「防災まちづくり大賞選定委員会」（別

添参照）において審査・決定する。 

 

６．主催関係 

主 催：総務省消防庁、（財）消防科学総合センター、住宅防火対策推進協議会 

後 援：    、（社）日本民間放送連盟、（社）日本新聞協会 

    （社）日本インターネットプロバイダー協会 



 

平成２０年度防災まちづくり大賞選定委員会委員名簿 

 

 

＜委員長＞ 

 

  澤井 安勇  (財)日本防炎協会理事長 

 

＜委 員＞ 

 

飯島 義雄  総務省消防庁国民保護・防災部防災課長 

 

木原 正則  総務省消防庁予防課長 

 

  重川希志依  富士常葉大学大学院環境防災研究科教授 

 

  高野 公男  (株)マヌ都市建築研究所所長 

 

中林 一樹  首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授 

 

  野村  歡  国際医療福祉大学大学院教授 

 

坂野 恵三  (財)消防科学総合センター常務理事 

 

  福嶋  司  東京農工大学農学部教授 

 

  室崎 益輝  関西学院大学総合政策学部教授 

 

吉田  忠  （財）日本防火・危機管理促進協会常務理事 

 

  吉村 秀實  ジャーナリスト 

 

 

   （以上 ５０音順） 

 

 

 

 


