
＜第１回＞

賞 受賞団体 受賞事例

一寺言問を防災のまちにする会(東京都墨田区) 路地尊､広場､避難路整備

国分寺市(東京都) 市民防災まちづくり学校

堀町会連合会自衛消防隊(大阪府松原市) 防災井戸等防災設備の整備及び啓発

春日学区自主防災会(京都府京都市) 福祉のまちづくり

船橋市(千葉県) 海水等を利用した大規模消火施設の整備

大阪市(大阪府) 広域避難場所における仮設ﾄｲﾚ汚水受入れ施設の整備

沢内村ｽﾉｰﾊﾞｽﾀｰｽﾞ(岩手県沢内村) 雪かきﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 沢内村ｽﾉｰﾊﾞｽﾀｰｽﾞ

川合･小宮神子供会(岐阜県春日村) 夜警活動

＜第２回＞

賞 受賞団体 受賞事例

自治大臣賞 練馬区(東京都) 学校防災緑化整備事業

上浮穴郡生活環境事務組合消防本部(愛媛県) 安心して安全に暮らせる地域づくりのための方策

美々津の歴史的町並みを守る会(宮崎県日向市) 地域防災活動(町並み保存)

横須賀市(神奈川県) 災害用飲料水確保対策事業

春日井市安全なまちづくり協議会(愛知県春日井市) 春日井市安全ｱｶﾃﾞﾐｰ(市民大学)

＜第３回＞

賞 受賞団体 受賞事例

駒ヶ岳火山防災会議協議会（北海道） 駒ヶ岳火山防災会議協議会の火山防災に関する啓発事業

相島少年消防クラブ（福岡県新宮町） 相島少年消防クラブ

京島文花連合町会及び向島消防署（東京都）
大震災を想定した、街なかで行う実戦的でリアルな防災訓練
の実施

宝塚市視聴覚センター・自主研究会｢視聴覚教育研
究会｣(兵庫県)

防災教育自作ビデオ教材「たけしくんの防災研究」の自主制
作と活用

紀勢町（三重県） 津波災害に強いまちづくり（錦タワー）

新潟県建築士会三南支部見附ブロック会・見附市
消防本部（新潟県）

高齢者に優しい住まいづくりを目指して～建築士会と消防本
部の合同研究会発足～

中村医院（愛知県名古屋市） ミニ防災展の開催

厚生防災隊宮後第一分隊（三重県伊勢市） 防災訓練・防災啓発・広報

生地婦人防火ひまわりクラブ（富山県黒部市） 手作り防火寸劇等による地域防火啓発

過去の防災まちづくり大賞受賞事例

自治大臣賞

消防庁長官賞

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞

消防庁長官賞

自治大臣賞

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞

消防庁長官賞

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞



＜第４回＞

賞 受賞団体 受賞事例

自治大臣賞
震災サバイバルキャンプイン’９９実行委員会（東京
都）

震災サバイバルキャンプイン’９９－１,０００人の仮設市街地づ
くり

葛飾区堀切二丁目西町会　防災部（東京都） 消火器ＢＯＸを！防災伝言板に！

焼津市（静岡県） 市内全自主防災組織に救助隊を結成

北九州市消防局（福岡県）
視覚障害者のための北九州市「声の防災の手引き」【安全・安
心で「バリアフリー」な街をめざして】

「災害時の日本語」研究グループ（東京都）及び弘
前大学人文学部国語学研究室（青森県）

「災害時に使う外国人のための日本語」マニュアル（全国版・コ
ミュニティ版）

札幌市消防局（北海道） 地区別防災カルテの作成及び説明配布

鶴岡市（山形県） 「自主防災組織の育成」及び「防災ボランティアの育成」

下郷町大内宿防災会（福島県） 文化財（大内宿）を守る自主防災活動

上宝村（岐阜県） 小学生向け災害副読本「てっぽう」水作成

おだＰＦＷチーム（愛媛県小田町） 自然と愛情あふれる福祉の町”おだ”をめざして

＜第５回＞

賞 受賞団体 受賞事例

なぎさニュータウンなぎさ防災会（東京都江戸川区） 地域ぐるみの防災対策

守口市門真市消防組合消防本部・(株)エフエムもり
ぐち（大阪府守口市・門真市）

コミュニティ放送における緊急情報放送システム等の取り組み
について

三菱地所株式会社（東京都千代田区） 事業所における防災対策の先進的取組み例

横須賀危険物安全協会、神奈川県石油商業組合
横須賀支部（神奈川県横須賀市）

ガソリンスタンドに「市民救命士」を配置

旧居留地連絡協議会防災委員会（兵庫県神戸市） 事業所集団で構成する防災福祉コミュニティ

八戸消防設備協会（青森県八戸市） 老人家庭への奉仕活動

雫石町（岩手県）
「岩手山の火山活動に係る特別調査等の実施」及び「岩手山
火山災害対策図の作成」

郡山市（福島県） ＩＴ（情報技術）を活用した情報収集伝達訓練

京都市崇仁学区自主防災会（京都府京都市） 崇仁学区自主防災会の連続放火防止対策

那賀郡消防組合（和歌山県那賀郡岩井町） 小学4年生に「防災博士」

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞

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

消防庁長官賞



＜第６回＞

賞 受賞団体 受賞事例

有珠火山防災会議協議会(北海道伊達市) 有珠山火山防災対策

世田谷区立太子堂中学校(東京都) 地域の防災の担い手をめざした中学教育の取組と実践

田老町(岩手県) 津波防災のまちづくり(「災害の町」から「防災の町」へ)

早稲田商店会防災企画(東京都新宿区) 早稲田のまちの防災

株式会社 静岡新聞社(静岡県静岡市)
「週刊地震新聞」の発行をはじめとする地震防災啓発への取
組

岩手古文書研究会(岩手県盛岡市)
「明治三陸大海嘯関係文書」解読本の増刷と、「巖手公報」(明
治29年6月17日～30日)の配布による防災意識高揚の取組

柏野自主防災会(茨城県ひたちなか市) 小さな団地の防災活動

東京消防庁災害時支援ボランティア(東村山消防ボ
ランティア)(東京都東村山市)

自らの街は自らで守る！活き活き活躍、東村山消防ボランティ
ア

愛川町(神奈川県)
「応急手当普及推進の町」を全国ではじめて宣言し応急手当
の普及を一大町民運動とした活動

ナパサクラブ(FM湘南ナパサ放送ボランティア)、
SCNクラブ(湘南ケーブルネットワーク放送ボラン
ティア)(神奈川県平塚市)

市民の放送ボランティアによるラジオ及びテレビを通じた防災
情報の発信の取組

明親校区防災福祉コミュニティ(兵庫県神戸市)
「中学生等への防災教育」と「地元企業との災害時応援協定
の締結」

伴地区自主防災会連合会(広島県広島市) 災害に強いまちづくり、人づくり

＜第７回＞

賞 受賞団体 受賞事例

株式会社毎日放送(大阪府大阪市)
ラジオ震災番組「ネットワーク1･17」を中心とした地震防災放
送活動

御蔵通5・6丁目町づくり協議会とボランティアグルー
プまち・コミュニケーション (兵庫県神戸市)

ボランティアと地域住民の連携による神戸・御蔵地区の震災
対応と復興へのとりくみ

若林町会(東京都世田谷区)
「災害助け合いネットワークづくり」の推進で地域ぐるみの防災
対策

昭和区ホーム・ファイヤー・モニターズ・クラブ連合
会(愛知県名古屋市)

家庭防火・防災・救急は主婦の手で！

清水寺警備団(京都府京都市) 世界文化遺産「清水寺」を守る警備団の実践

八戸地域広域防火管理者協会(青森県八戸市) 防火管理者協会活動－地域防災は職場から－

横須賀市立衣笠小学校(神奈川県横須賀市) 小学校「総合的な学習の時聞」における防災教育の取り組み

名古屋市御園消防団(愛知県名古屋市) 地域の防災ひとづくり(都心部における消防団の地域貢献)

高知市立大津小学校(高知県高知市)
大津を災害に強いまちにしたい～災害につよいまちづくりプロ
ジェクト～

北九州市立大学・小倉南消防署・小倉南区役所・小
倉南区市民防災会連合会(福岡県北九州市)

｢カレッジ防災士｣事業の展開(地域防災活動におけるコラボ
レーションの実践)

総務大臣賞

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

消防庁長官賞

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞



＜第８回＞

賞 受賞団体 受賞事例

災害救援ボランティア推進委員会（東京都港区） 災害ボランティアリーダー３千名の養成と地域での活動

大水崎自主防災組織（和歌山県串本町） 自主防災組織による避難路建設

八代環境パトロール隊（富山県氷見市） 環境パトロールと自主防災活動

豊橋市立津田小学校（愛知県豊橋市）
津田小アドバイバル（アドベンチャー＆サバイバル）２００２・２
００３

浦戸地区津波防災検討会（高知県高知市）
「揺れたら逃げろ！！」を合言葉に　～浦戸地区津波防災マス
タープラン～

澄川地区連合会（北海道札幌市） 町内会の枠を越えた地域ぐるみの防災対策

桜台４番街自主防災会（千葉県白井市）
誰もが立ち上げられる対策本部　～防災マニュアルＢＯＸの作
成～

都市防災研究会（神奈川県横浜市） 「防災と福祉のまちづくり」推進

社団法人富山県栄養士会　地域活動栄養士協議
会（富山県富山市）

「災害・緊急時の簡単料理あらかると」の発刊

久世町消防団（岡山県久世町） 無火災まちづくり駅伝大会

ＮＰＯ法人防災ネットワークうべ（山口県宇部市）
ＮＰＯ法人防災ネットワークうべと宇部市のパートナーシップ
～地域の防災力向上をめざしたＮＰＯと行政のとりくみ～

＜第９回＞

～一般部門～

賞 受賞団体 受賞事例

鶴舞自治会・鶴舞自主防災委員会（埼玉県坂戸市）
　-だれにも優しいまちづくり- 緊急時要援護者支援システム
の展開

ひらつか防災まちづくりの会（神奈川県平塚市）
ひらつか防災まちづくり・・・・迫り来る大地震を地域とともに迎
え撃つ

銀座震災対策委員会（東京都中央区） 安全、安心を贈る街、災害に強い街づくり「銀座」

特定非営利活動法人新潟県災害救援機構（新潟県
上越市）

特定非営利活動法人新潟県災害救援機構が構築した防災情
報通信システム

和歌山民間救援隊（和歌山県） 広域ボランティア団体

松島町（宮城県） 世代継続する地震に強いまちづくり

横須賀（災害）ボランティアネットワーク（神奈川県横
須賀市）

ともに学びあおう！わたしたちが住むまちの防災活動～町内
会や自治会で防災活動に取り組んでみませんか？～

平塚保健福祉事務所継続看護連絡会（神奈川県平
塚市）

在宅療養者の防災対策

恵那市家具転倒防止実行委員会（岐阜県恵那市）
恵那市家具転倒防止ボランティア作戦「みんなで助け合おう
減災たいさく」

日吉学区防災安心まちづくり委員会（愛知県名古屋
市）

日吉学区防災プロジェクト“プロジェクトH”－みんなでやろみゃ
～どえりゃ～安全で住みやすいまちづくり！－

NHＫ神戸放送局「震災メッセージ・プロジェクト」（兵
庫県神戸市）

震災メッセージ・プロジェクト

～ホームページ部門～

賞 受賞団体 受賞事例

静岡県地震防災センター（静岡県静岡市） 静岡県地震防災センター

三重県 防災みえ.jp

消防庁長官賞 池浦町自主防災会（愛知県安城市） いけうら防災ねっと

総務大臣賞

総務大臣賞

総務大臣賞

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞

消防庁長官賞

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞

消防庁長官賞



＜第１０回＞

～一般部門～

賞 受賞団体 受賞事例

特定非営利活動法人　国際ボランティア学生協会
（東京都世田谷区）

学生災害救援ボランティア隊

加古川グリーンシティ防災会（兵庫県加古川市） ―防災の輪広げるコツ―「楽しく防災活動をやろう」

国分寺市民防災推進委員会（東京都国分寺市） 市民団体による自主防災リーダーの育成

静岡地区災害時医療連絡会（静岡県静岡市）
トリアージ訓練を通じ、静岡市の住民が理解し担うことを目指
す

首都大学東京・事前復興計画研究会（東京都八王
子市）

「震災復興まちづくり模擬訓練」の手法開発とその実践活動

ひまわり連合自治会防災会（北海道札幌市） 厳冬期の災害に備えて～冬季防災訓練～

大日精化工業株式会社東京製造事業所（東京都足
立区）

地域と事業所が連携した地域防災活動

天沼地区町会連合会（東京都杉並区）
地域ぐるみの防災行動力の向上を目的とした防災訓練等の
実施

白鬚東地区自治会連合会（東京都墨田区） モデルルームを活用した家具類の転倒・落下防止対策の推進

春日台シルバー消防隊（神奈川県愛川町）
高齢化社会を先取りし、高齢者自らが防災グループを作り、安
全安心な町づくり

高校生防災お助け隊（愛知県名古屋市） 若い力で地域防災に取り組む「高校生防災お助け隊」の活動

湯本温泉旅協同組合（山口県長門市）
「温泉観光地区として、安心・安全の提供という地域貢献」～
救急ステーション制度の推進～

由岐町（徳島県）
南海地震に負けへんぞ!－住民と行政による協働の防災まち
づくり－

～防災情報部門～

賞 受賞団体 受賞事例

総務大臣賞
山口放送株式会社　ラジオ朝ワイド「おはようKRY」
（山口県）

ラジオ放送活動「17日は節目の日」～いのちを守るラジオ防
災！～

消防庁長官賞 アップルウェーブ株式会社（青森県弘前市）
やさしい日本語で伝えたい災害時のわかりやすい情報伝達を
目指して～災害時要支援者を救うためのＦＭアップルウェーブ
の取り組み～

神奈川県立西湘高等学校（神奈川県小田原市）
地域に学び発信する地震防災情報　～防災取材委員会の活
動～

大月市消防団（第二分団第一部）（山梨県大月市）
消防団員手作り、わが地域の防災意識の高揚「警鐘新聞」の
作成

特定非営利活動法人 人形劇プロジェクト稲むらの
火(静岡県富士宮市)

人形劇プロジェクト　稲むらの火

～住宅防火部門～

賞 受賞団体 受賞事例

総務大臣賞 荒川防火防災女性部（東京都荒川区） バザー収益金で高齢者等の世帯に住宅用火災警報器を配付

消防庁長官賞
北九州市小倉南消防団(女性消防団員)（福岡県北
九州市）

「ぞうさんのみずでっぽう」劇団の広報活動

日本消防設備安
全ｾﾝﾀｰ理事長

賞
本羽田二丁目町会（東京都大田区） 住宅用火災警報器の設置促進

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞

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



＜第１１回＞

～一般部門～

賞 受賞団体 受賞事例

東北福祉大学地域減災センター(宮城県仙台市)
「地域減災センター」と地域社会との協働による減災学習の実
践

東京駅・有楽町駅周辺地区帰宅困難者対策地域協
力会(東京都千代田区)

東京駅周辺防災隣組の取組み-防災まちづくり活動-

千葉県立市川工業高等学校　建築科耐震研究班
(千葉県市川市)

目指せ市民の防災意識向上！木造住宅耐震診断ボランティ
ア活動

磯の浦自治会(磯の浦地区自主防災会)(和歌山県
和歌山市)

津波から住民と観光客を守ろう～避難への道しるべ～

防府/防災ネットワーク推進会議(山口県防府市)
『まちづくりと地域防災』～まちづくりに必要な地域力 (コミュニ
ティーパワー)を高めることから始まる地域防災～

榛名山区災害応急対策委員会(群馬県高崎市) 「土石流避難訓練」による土砂災害防止思想の普及

桜丘一丁目町会(東京都世田谷区) 災害時高齢者助け合いネットワーク

瀬谷区連合町内会自治会連絡会(神奈川県横浜市)
「災害弱者あんしんネットワーク事業」(まちの防災知恵袋事
業)

湊地区自主防災会連絡協議会(福井県福井市)
みなと防災まちづくり～人と人との輪、出会い、ふれあい、学
びあいの精神で10周年

川西地区地域づくり推進協議会(香川県丸亀市)
地域行事に防災の智恵…丸亀土器川の災害と来たるべき大
地震に備えて

～防災情報部門～

賞 受賞団体 受賞事例

総務大臣賞 ふくおかコミュニティ無線推進協議会(福岡県)
福岡から全国へ発信する新たな情報伝達システム「ふくおか
コミュニティ無線」の開発～整備費用が従来の1/3以下に！～

消防庁長官賞
倉敷コミュニティ・メディア(KCM),倉敷市(岡山県倉敷
市)

地域コミュニティ・メディアによる緊急告知FMラジオの開発と、
倉敷市防災体制の連携～防災情報を確実に伝達し住民の生
命を守る、安全・安心のまちづくり～

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞

深川災害時支援ボランティア(東京都江東区) 聴覚障害者と広がる「手話カード」等による防災の輪

～住宅防火部門～

賞 受賞団体 受賞事例

東京都電気工事工業組合豊島地区本部本郷支部
(東京都文京区)

住宅用火災警報器の設置促進(寄贈及び無償の設置と点検)

天草広域連合中央消防署有明分署(熊本県天草市) 火の用心の気持ちを込めて「菊花鉢」の配布

弘前地区消防防災協会(青森県弘前市) 一般住宅の消火器一世帯一本設置運動と地域防災

下綴女性消防クラブ(福島県いわき市) 防火寸劇等による災害弱者等への防火啓発活動

消防庁長官賞

消防庁長官賞

日本消防設備安
全ｾﾝﾀｰ理事長

賞

総務大臣賞

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞



＜第１２回＞

～一般部門～

賞 受賞団体 受賞事例

大日通周辺地区まちづくりを考える会(兵庫県神戸
市)

「防災と備えの絵本」の制作等地域防災力向上のための活動

震災・学校支援チーム(EARTH)(兵庫県)
震災・学校支援チーム(EARTH)ー災害により避難所となった学
校の復興支援活動にあたる教職員の組織ーの活動

北海道教育大学(北海道札幌市) 子ども・地域と防災(防犯)教育プロジェクト

こども防災大学(神奈川県横須賀市)
こども防災大学～小学生自らが避難所を運営、将来の防災を
担う人材の育成～

神戸学院大学　学際教育機構　防災・社会貢献ユ
ニット(兵庫県神戸市)

防災・社会貢献ユニットにおける大学と地域との相互教育の
実践

富岡町消防団(第3分団)(福島県富岡町)
“福祉の里”弱者を守る消防団活動と地域と連携した訓練の
実践

浦安市西地区民生委員児童委員協議会(千葉県浦
安市)

「災害時における要援護者の救護対策」 －民生委員児童委
員発－

桑薮自主防災組織(高知県越知町) 我らが里は『孤立無縁！』 ～住民による手づくりヘリポート～

戸畑区市民防災会連合会(福岡県北九州市) 地域住民自らによる「防災資機材の計画整備」

大分市消防団賀来分団・大分市立賀来小中学校
(大分県大分市)

「かた昼消防団」の活動

～防災情報部門～

賞 受賞団体 受賞事例

総務大臣賞 株式会社エフエム徳島(徳島県徳島市)
地元ラジオ局の役割と取り組み～防災ハンドブックの発行を
続けて～

消防庁長官賞 財団法人とやま国際センター(富山県富山市)
FMラジオ多言語防災・生活情報番組「BOUSAI RADIO」の放
送

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞

村松町自主防災会(新潟県長岡市) 迅速かつ的確な情報収集伝達体制の確立に向けて

～住宅防火部門～

賞 受賞団体 受賞事例

消防庁長官賞 倉敷市女性防火クラブ連絡協議会(岡山県倉敷市)
ふれあいながら広めていきたい防災の輪～紙芝居、ぺープ
サート、寸劇等による防火意識の啓発～

千葉市宅地建物取引業協同組合(千葉県千葉市)
賃貸住宅への住宅用火災警報器設置促進活動～不動産業
者等の防火意識の高揚を目的に研修会を開催～

金沢市婦人防火クラブ協議会(石川県金沢市)
住宅用火災警報器の共同購入による設置促進～「早よ付け
まっし！　警報器」～

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

日本消防設備安
全ｾﾝﾀｰ理事長

賞



＜第１３回＞

～一般部門～

賞 受賞団体 受賞事例

松美町内会(新潟県柏崎市) 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～

たかしま災害支援ボランティアネットワーク「なまず」
(滋賀県高島市)

防災・減災啓発活動「笑って減災　なまず流」

泉町三丁目地区連合自治防災会(東京都国分寺市)
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！－

社会福祉法人岐阜アソシア(岐阜県岐阜市) 地域と連携した、障がい者主体による「防災運動会」

水俣市3区自治会防災防犯委員会(熊本県水俣市)
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

愛宕一之部防災会(東京都港区) 忘れない　阪神・淡路大震災　～安全・安心のまちづくり～

大山自治会(東京都立川市)
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」ー人が人にやさしいまちー

平野区地域振興会喜連北連合町会・同社会福祉協
議会(大阪府大阪市)

災害救助青年隊及び女性救護隊の結成と活動

若い世代の防災サポーター育成委員会(徳島県つ
るぎ町)

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

みのり会地域ふれあいボランティアの会(長崎県長
崎市)

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

牟田小学校少年消防クラブ(熊本県上天草市) 少年消防クラブ員による地域に密着した防火啓発活動

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(沖縄県宜野湾市)

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

～防災情報部門～

賞 受賞団体 受賞事例

消防庁長官賞 株式会社　静岡第一テレビ（静岡県）
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～

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)(福島県郡山市)

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

高知工業高等専門学校(高知県南国市)
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

～住宅防火部門～

賞 受賞団体 受賞事例

総務大臣賞 荻町区(岐阜県白川村) 地域に根付く「世界遺産」を守る防災体制

消防庁長官賞 なぎさニュータウン管理組合(東京都江戸川区) 住宅用火災警報器の設置促進活動

住宅防火推進普
及奨励賞

湊町婦人防火クラブ(愛媛県伊予市) 全戸訪問による住宅用火災警報器設置促進事業

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞

総務大臣賞

消防庁長官賞



＜第１４回＞

～一般部門～

賞 受賞団体 受賞事例

姫路市消防防災運動会実行委員会（兵庫県姫路
市）

平成20年度姫路市消防防災運動会「まもりんピック姫路」の開
催

川西地区自主防災会（香川県丸亀市） ＰＤＣＡサイクルを回して改善、広がる防災の輪

財団法人　仙台国際交流協会（宮城県仙台市） 災害時の外国籍市民支援の包括的な取り組み

中越大震災山古志村復古記録映画製作基金（新潟
県長岡市）

1000年の山古志

北条地区コミュニティー振興協議会（新潟県柏崎
市）

災害に負けない・住民主体のまつづくり～中越大震災と中越
沖地震を被災して～

恵那市手話通訳連絡会（岐阜県恵那市）
市民提案型協働事業による「聴覚障がい者用防災イラスト
マップ」の作成

中志津自治会6区地域支援部会（千葉県佐倉市） 災害時要援護者避難支援体制の整備

東京都板橋区 行き止まり道路の緊急避難路整備事業

名古屋市きた災害ボランティアネットワーク（愛知県
名古屋市）

東海豪雨を契機に発足、平成20年8月末豪雨で実践活動をす
るなど、区民とともにますます成長を続ける「名古屋きたボラ」

特定非営利活動法人　プラス・アーツ（兵庫県） 神戸市防災教育支援ガイドブックの開発

～防災情報部門～

賞 受賞団体 受賞事例

総務大臣賞 紀の川市立　荒川中学校（和歌山県紀の川市）
「あらかわ防災ステーションで防災力アップ」～きのくに共育コ
ミュニティー事業の活用～

消防庁長官賞
福井市「社南地区防災アマ無線クラブ」（福井県福
井市）

大規模災害時のアマチュア無線による地区内災害情報連絡
網の整備

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞

株式会社　エムビーディー（東京都練馬区）
練馬区の防災・減災情報を共有するＨＰ「ねりま減災どっとこ
む」の運営・発信

～住宅防火部門～

賞 受賞団体 受賞事例

消防庁長官賞
宇治市消防団あさぎり分団笠取支部（旧　笠取婦人
防火クラブ）（京都府宇治市）

地域での住宅用火災警報器共同購入の取組

東寺方自治会（東京都多摩市) 地域総合力の発揮による安全安心な町づくりの構築

広島市安佐南消防団事務局女性消防隊（広島県広
島市）

女性消防隊による区民に対する住宅防火意識の高揚

総務大臣賞

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞

日本防火・危機
管理促進協会理

事長賞

消防庁長官賞



＜第１５回＞

～一般部門～

賞 受賞団体 受賞事例

岩滑句自主防災会（愛知県半田市）
災害時要援護者の支援から平時のつながりへ～高齢社会に
向けた優しいまちづくり～

日野ボランティア・ネットワーク（ひのぼらねっと）（鳥
取県日野町）

被災後の「災害にも強い地域づくり」とその伝承～鳥取県西部
地震の災害復興活動経験から～

西尾久四丁目町会区民レスキュー隊（東京都荒川
区）

この町を守るのは誰だ！！

消防庁長官
賞

北鯖石コミュニティ振興協議会（新潟県柏崎市）
顔の見える活動で災害に強い地域づくり～「地域の輪づくり」
を防災力へつなげる～

子育て支援！！０，１，２，３サークル（三重県鳥羽
市）

命の大切さ、人と人のつながりの大切さを伝えていく

東藤島地区自主防災組織連絡協議会（福井県福井
市）

東藤島防火防災活動～自分たちの隣人、自分の地区を守る
ための組織作り～

拓殖地域まちづくり協議会　自主防災実行委員会
（三重県伊賀市）

見守りネットワークで、安心・安全のまちに

塩屋向自治会自衛防災隊（兵庫県赤穂市） 災害から命を守る～自助共助を目指した組織づくり～

12歳教育推進事業実行委員会（愛媛県西条市） 12歳教育推進事業

郵便事業株式会社　博多南支店（福岡県福岡市）
安心・安全の地域づくり～救マークの安心施設だけでなく施設
周辺の安心地域～

玄界島女性自衛消防隊防火クラブ（福岡県福岡市）
女性防火クラブによる災害時初動体制の強化及び消防活動
計画図の作成

～防災情報部門～

賞 受賞団体 受賞事例

消防庁長官賞 加古川グリーンシティ防災会（兵庫県加古川市）
日常生活に防災を取り入れた防災情報の伝達＝答えは「防災
クラウド！」

～住宅防火部門～

賞 受賞団体 受賞事例

総務大臣賞 北九州市戸畑消防団（福岡県北九州市）
全国初の動く！光る！防火劇「パネルシアター」で住警器Ｐ
Ｒ、空き缶のプルタブ売却金で住警器を購入、団員がボラン
ティアで設置

消防庁長官賞 宿根木自治会（新潟県佐渡市） 受け継ぐ拍子木～地域ぐるみの防災活動～

日本防火・危機
管理促進協会理

事長賞
株式会社ワコール（京都府京都市） 住宅用火災警報器設置促進に関する企業の取組

総務大臣賞

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞



＜第１６回＞

～一般部門～

賞 受賞団体 受賞事例

日鐵住金建材株式会社　仙台製造所（宮城県仙台
市）

東日本大震災による大津波から従業員を守った築山

熊川区自主防災会（福井県若狭町） みんなで守る歴史の町並み-防災まちづくりの実践-

栃木県立学悠館高等学校ＪＲＣ（青少年赤十字）部
（栃木県栃木市）

「避難所で防災講座」～高校と地域が連携して～

本荘まちづくり協議会（岐阜県岐阜市）
災害時要援護者支援対策
～平常時の「きずな」が緊急時の「きずな線」に！～

足利市少年消防クラブ推進委員会（栃木県足利市） 「中学生による防火防災研究活動」

東京農工大学　緑の防火力調査プロジェクト（東京
都府中市）

緑の防火力を活かした安全な避難場所づくりへの提案

松阪市朝見まちづくり協議会（三重県松阪市） わが地区からは一人の犠牲者も出さない！

ファイヤーアドベンチャー実行委員会（兵庫県神戸
市）

ファイヤーアドベンチャー(小学生総合防災体験学習)

徳島市津田中学校防災講座（徳島県徳島市） 繋がり，地域に貢献する防災学習

黒髪校区第四町内自治会自主防災クラブ（熊本県
熊本市）

「災害時要援護者支援マップ」を活用した防災まちづくり

～住宅防火部門～

賞 受賞団体 受賞事例

総務大臣賞 ナガサキ防火研究会（長崎県長崎市） 住宅防火啓発用視聴覚教材の制作と実用化

消防庁長官賞 株式会社　ケーブル・ジョイ（広島県府中市） ｢住警器マン｣による住宅用火災警報器の設置促進PR

日本防火・危機
管理促進協会理

事長賞

上越市南本町３丁目町内会自主防災組織（新潟県
上越市）

住宅用防災機器等の設置・維持促進活動

総務大臣賞

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞

消防庁長官賞



＜第１７回＞

～一般部門～

賞 受賞団体 受賞事例

岩手県立宮古工業高等学校　機械科　課題研究
津波模型班（岩手県宮古市）

擬似津波実演会

特定非営利活動法人　せんだいファミリーサポート・
ネットワーク（宮城県仙台市）

子育てファミリーのための地震防災ハンドブックの作成と配布

南三陸町立歌津中学校（歌津中学校少年防災クラ
ブ）（宮城県南三陸町）

災害時において地域を担う人材の育成　～その訓練活動と指
導の取組～

たかつ地域ネットワーク推進会議（神奈川県川崎
市）

障がい者・高齢者等災害時要援護者支援のための防災対策
事業

正院地区自主防災組織（石川県珠洲市）
地域の宝を地域の手で守るために　～地域による津波一時避
難場所の整備～

衹園町南側地区協議会（京都府京都市） 京都の歴史的景観「衹園町南側地区」を守る実行力ある行動

兵庫県立舞子高等学校　環境防災科（兵庫県神戸
市）

防災専門学科による地域や社会と協働した防災教育の実施

海南市立黒江小学校（和歌山県海南市）
津波から身をまもる！　～黒江船尾地区実践的津波避難訓練
から学ぶ～

田辺市立新庄中学校（和歌山県田辺市）
地域と共に学ぶ防災教育　～１１年目を迎えた「新庄地震学」
（平成２３年度）～

山川河内自治会（長崎県長崎市）
念仏講まんじゅう配り　～150年前の被災の伝承がつなぐ山川
河内の防災～

～住宅防火部門～

賞 受賞団体 受賞事例

総務大臣賞
楽曲「うちのＵＦＯ　住警器」作成グループ（東京都
江戸川区）

住警器ソング「うちのＵＦＯ　住警器」＆イラストが全国で活躍

消防庁長官賞 津野町（高知県） 住宅用火災警報器設置普及推進

三春町立沢石中学校（福島県三春町） 「絆プロジェクト」　～消防団と中学生の絆づくり～

足利市婦人防火クラブ連絡協議会（栃木県足利市）
安全・安心の街づくり推進と住宅用火災警報器の設置促進活
動

消防科学総合ｾﾝ
ﾀｰ理事長賞

日本防火・危機
管理促進協会理

事長賞

総務大臣賞

消防庁長官賞



＜第１８回＞ ※「一般部門」・「住宅防火部門」の別を廃止し統合

賞 受賞団体 受賞事例

本大久保ホームタウン自治会自主防災会（千葉県
習志野市）

ＩＴ技術を活用した実践的自主防災活動

新小岩北地区連合町会、新小岩北地区ゼロメート
ル市街地協議会（東京都葛飾区）

新小岩ゼロメートル市街地における大規模水害対策への取組
み

中越大震災ネットワークおぢや（新潟県小千谷市）
会員相互による災害対応のノウハウと教訓の共有化と被災地
支援活動

豊橋障害者（児）団体連合協議会（愛知県豊橋市）
さくらピア避難所体験
～障害者の防災を考える取組み～

高知市立潮江中学校（潮江中学校防災プロジェクト
チーム）（高知県高知市）

中学生からのメッセージ！　～防災活動で地域貢献～

ムササビ少年消防クラブ（大分県佐伯市）
火災期における「子供達の夜回り」「高齢者とのふれあいの
輪、火の用心の輪」

富山市消防団大沢野方面団大沢野女性分団（富山
県富山市）

女性消防団による防火予防活動への取組み

国見地区自主防災組織連絡協議会（福井県福井
市）

津波から地区住民全員の命を守る災害時避難マニュアルの
作成

片上地区地域支え合い体制実行委員会（岡山県備
前市）

片上地区地域支え合い体制づくり事業

松山市消防局（愛媛県松山市） 地域住民と協働した防災ひとづくり

特定非営利活動法人 減災ネットやまなし（山梨県
韮崎市）

減災力の強い県土づくり
（家庭づくり・地域づくり・職場づくり）

四日市市港地区自主防災組織連絡協議会（三重県
四日市市）

高齢化社会における福祉と防災が一体化したまちづくり

中昭和町１・２丁目自主防災会（徳島県徳島市） 防災行事への住民結集に向けて

東温市婦人防火クラブ（愛媛県東温市） 新たな人材育成活動

選定委員特別賞 川西地区自主防災会（香川県丸亀市） 地域と地元企業とのＷｉｎ・Ｗｉｎ関係構築による防災力の向上

消防庁長官賞

総務大臣賞

日本防火・防災
協会長賞



＜第１９回＞

賞 受賞団体 受賞事例

高知県立須崎高等学校（高知県須崎市）
須崎で奇跡をおこすために～津波による犠牲者ゼロへの提言
～

安中地区まちづくり推進協議会（長崎県島原市）
雲仙普賢岳の噴火終了後の復興段階に応じた継続的な防災
まちづくり活動

宮野浦むらの覚悟委員会（大分県佐伯市）
大地震・大津波に備える「むらの覚悟委員会」の取り組みにつ
いて

白子町立南白亀小学校（千葉県白子町）
自助・共助の意識を育てる防災教育　～自分の命は自分で守
ることができる児童の育成～

長岡協働型災害ボランティアセンター（新潟県長岡
市）

長岡市における協働型支援体制の構築

イケあい地域災害学生ボランティアセンター（高知
県立大学防災サークル）（高知県高知市）

大学生が接着剤・潤滑油となったコラぼうさい
（コラボレーション＋防災）

南が丘地区自主防災協議会（三重県津市）
高台地区・海岸地区・小中学校・行政が協働した避難所運営
の取組

東西町地域振興協議会（鳥取県南部町）
地域で独自に取り組む災害時要援護者を守る災害に強いま
ちづくり

中之町下町内会「防災会」（広島県三原市） 避難所である中学校との合同訓練

認定ＮＰＯ法人カタリバ（岩手県大槌町） 3.11復興木碑設置プロジェクト

市民協働による地域防災推進実行委員会（宮城県
仙台市）

市民協働による「仙台発そなえゲーム」の開発と普及啓発

水沢女性防火クラブ（新潟県十日町市）
家庭、地域における火災予防活動～手作り防災カルタ等の活
用

吉田町役場（静岡県吉田町） 道路空間を利用した津波避難タワー

亀岡市篠町柏原区（京都府亀岡市）
水害史「平和池水害を語り継ぐ　柏原75人の鎮魂歌」の編纂・
発行

和歌山県立みくまの支援学校（和歌山県新宮市） 安心・安全な学校施設作りとセーフティゾーンの整備

百島町自主防災会（広島県尾道市） ヘリポート整備

川東地区自主防災会（徳島県鳴門市） 地域防災活動の原点となった「家具転倒防止モデルハウス」

飯塚市消防団　本部隊　女性分隊（福岡県飯塚市） 地域防災ワークショップとまち歩き及び避難誘導訓練

高鍋町役場（宮崎県高鍋町） ノルディックウォーキングを活用した災害に強いまちづくり

日本防火・防災
協会長賞

総務大臣賞

消防庁長官賞



＜第２０回＞

賞 受賞団体 受賞事例

モトスミ･オズ通り商店街振興組合（神奈川県川崎
市）

地域・被災地と連携した「安全・安心な街づくり」

かがわ自主ぼう連絡協議会（香川県高松市） 体得した防災ノウハウを広域展開し、地域防災力を高める

ＮＰＯ法人パートナーシップながれやま、流山子育
てプロジェクト（千葉県流山市）

「私にもできる　防災・減災ノートＩＮ流山」制作と地域参画

グランドメゾン杉並シーズン管理組合防災会（東京
都杉並区）

大規模マンションの絆　～進化系自助・共助を目指して～

神奈川わかものシンクタンク（神奈川県愛川町、相
模原市、横浜市）

世代をこえて防災トランプを楽しみながら地域の自助共助を促
進

企業防災ネットワーク「地震に強いものづくり地域の
会」あいぼう会（愛知県豊田市）

産学官民連携によるぼうさい力向上活動

洛和会ヘルスケアシステム　洛和会介護事業部（京
都府京都市）

「介護施設における災害ゼロへ向けての効率的な訓練（RC-
DIG）の取組について」

阿部自主防災会（徳島県美波町） 津波から命を守るオリジナルプラン

伊良林小学校ホタルの会（長崎県長崎市）
1982長崎豪雨災害（7・23長崎大水害）を教訓に、ホタルの飼
育を通じ、児童・保護者に対する環境・防災教育

本一町会自主防災部（千葉県習志野市） ２４時間セーフティネットワークの構築

八千代市立みどりが丘小学校　みどりサポートチー
ム（千葉県八千代市）

みどり防災キャンプ及び避難所運営委員会

神田淡路会（東京都千代田区）
江戸神田の魂を引き継げ～新たな街づくりで地域防災力の向
上～

荒川区立南千住第二中学校レスキュー部（東京都
荒川区）

中学校レスキュー部による地域との絆ネットワーク活動

田曽浦区自主防災隊（三重県南伊勢町） 田曽浦地区全住民で取組む防災対策

認可地縁団体　勝部自治会（滋賀県守山市） 住みよい町・活気あふれるまちづくり

語り部KOBE1995（兵庫県神戸市） 阪神・淡路大震災の経験を語る語り部活動

海南市塩津区防災会（和歌山県海南市）
「自分たちでできることはすべてやる」海南市塩津区防災会の
取り組み

社会福祉法人　悠林舎　障害者支援施設シーズ
（徳島県阿南市）

防災にふれあう会inシーズ「防災教室」

高知大学防災すけっと隊（高知県高知市）
農業×防災で地域をつなげる「耕活プロジェクト」～耕作放棄
地を備蓄と交流の場に～

日本防火・防災
協会長賞

総務大臣賞

消防庁長官賞



＜第２１回＞

賞 受賞団体 受賞事例

日本橋三丁目西町会（東京都中央区） 共助２０１５～大都会の再開発を越えて地域で助け合う命～

つつじが丘北自治会・昭島つつじが丘ハイツ北住宅
団地管理組合（東京都昭島市）

災害時“死者ゼロ”を目指す！マンション管理組合と自治会と
の取組み

高木町自治会（東京都国分寺市） 地区防災計画に基づいた防災活動

田谷地区集団移転協議会（岩手県陸前高田市）
大震災の経験を活かした自前の電源・避難場所の確保と避難
地図の見直し

わしん倶楽部（宮城県仙台市）
「楽しく学ぶ　防災・減災教室」
―ゲーミング・シミュレーションによる防災教育―

新潟県立柏崎工業高等学校（新潟県柏崎市）
地域と連携したものづくりをとおしての防災・減災教育への取
り組み

成逸自主防災会（京都府京都市）
町内会を基本とした防災まちづくり
－顔の見える安心感のある成逸のまち－

吹上苑町会自主防災会（千葉県習志野市）
ボランティア集団「吹上苑町会おたすけ隊」との連携による地
域防災

カルビー株式会社東日本事業本部（東京都台東
区）

地域に密着した自助共助対策～町の健やかなくらしのために
～

新小岩南地域まちづくり協議会（東京都葛飾区） 『新小岩ルネッサンス構想』協働防災まちづくりの取組み

光が丘地区独立防災隊連絡協議会（神奈川県相模
原市）

地域防災力向上を目指し、自主防災組織の連携強化

相武台グリーンパーク災害対策合同委員会（神奈
川県相模原市）

『避難所に入れない?! 大規模団地住人約4,000人の震災避難
訓練』（住民が自ら考案したアイデア満載の防災マニュアルと
サブ避難所構想）

春日野町内会（福井県大野市） 人づくり・まちづくり　結のこころで春日野防災

中央ゆめづくり協議会 防災防犯部会（三重県名張
市）

地域住民に向けた防災啓発活動(100円防災・防災ベスト・防
災本の紹介、【食】というアプローチから<<防災>>について考
える『サバイバルクッキングゲーム～防災カードゲーム～』の
実施など)

アトリエ太陽の子（兵庫県神戸市） 絵画を通じた震災・命の授業「命の一本桜」プロジェクト

平城西中学校区地域教育協議会（奈良県奈良市） 「助けられる側から助ける側へ」

安来市消防団安来方面隊赤江分団（島根県安来
市）

消防団広報誌による地域防災への啓蒙活動

総務大臣賞

消防庁長官賞

日本防火・防災
協会長賞



＜第２２回＞

賞 受賞団体 受賞事例

仙台八木山防災連絡会（宮城県仙台市） 「地域が一体となって取り組む超先進的な防災活動」

千葉県立東金特別支援学校（千葉県東金市） 「あたりまえ防災で災害に強いまちづくり」

黒潮町立佐賀中学校（高知県黒潮町）
日本一の津波高の町で、日本一の防災の”つながり”を作ろ
う！

中里まちづくり協議会（岩手県一関市） 防災活動を基軸としたまちづくり

武里公隣防災対策連絡協議会（埼玉県春日部市） 武里公隣防災対策連絡協議会

恵那市立武並小学校（岐阜県恵那市）
武並小防災スクール～「自分の命は自分で守る」心と態度を
育てる防災教育の推進～

関西大学社会安全部近藤研究室、神戸市立真陽
小校学校（大阪府高槻市）

校内防災放送を基軸とした持続的なまちづくり活動～チームＳ
ＫＨ（真陽こども放送局）～

名寄市（北海道名寄市）
FIG-aなよろ「課題を見つける避難訓練」及び「確実な避難の
ための防災セミナー」(「なよろ夏休み科学防災スクール」を含
む)

特定非営利活動法人イコールネット仙台（宮城県仙
台市）

女性の視点を生かした地域防災力の向上と女性防災リーダー
養成に向けた取り組み

幸手市立吉田小学校（埼玉県幸手市）
学校・地域・ＰＴＡと連携した「防災サバイバルキャンプ」
   － いつ起こるか分からない自然災害に対して、主体的に行
動できる児童の育成を目指して －

特定非営利活動法人ボランタリー・アーキテクツ・
ネットワーク（東京都世田谷区）

避難所用「紙の間仕切りシステム」

浜松職業能力開発短期大学校（静岡県浜松市）
避難所支援システムの開発を通した防災教育及び地域貢献
活動

六原まちづくり委員会（京都府京都市） 六原らしさを大切にしつつ、住みやすく災害に強いまちをつくる

兵庫県立柏原高等学校ボランティア部（インターア
クトクラブ）（兵庫県丹波市）

社会的弱者・情報弱者への防災啓蒙活動とその海外での活
動－多言語防災紙芝居（地震編：フィリピノ語バージョン）の作
成と実施－

A.CITY自治会（広島県広島市）
季節行事・交流イベント中心だった自治会活動から、防災スピ
リットを取り入れた自治会活動へ。

松山市（愛媛県松山市） 若い世代への防災教育

高知県立須崎工業高等等学校（高知県須崎市）
工業高校の特色を生かした防災に関するものづくりへの取組
み

総務大臣賞

消防庁長官賞

日本防火・防災
協会長賞
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第３回 北海道 駒ヶ岳火山防災会議協議会（北海道）
駒ヶ岳火山防災会議協議会の火山防災に関する啓発事
業

自治大臣賞

第４回 北海道 札幌市 札幌市消防局（北海道） 地区別防災カルテの作成及び説明配布
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第６回 北海道 有珠火山防災会議協議会(北海道) 有珠山火山防災対策 総務大臣賞

第８回 北海道 札幌市 澄川地区連合会（北海道札幌市） 町内会の枠を越えた地域ぐるみの防災対策
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第10回 北海道 札幌市 ひまわり連合自治会防災会（北海道札幌市） 厳冬期の災害に備えて～冬季防災訓練～
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第12回 北海道 札幌市 北海道教育大学(北海道札幌市) 子ども・地域と防災(防犯)教育プロジェクト 消防庁長官賞

第22回 北海道 名寄市 名寄市
FIG-aなよろ「課題を見つける避難訓練」及び「確実な避
難のための防災セミナー」(「なよろ夏休み科学防災ス
クール」を含む)

日本防火・防災協会
長賞

第５回 青森県 八戸市 八戸消防設備協会（青森県八戸市） 老人家庭への奉仕活動
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第７回 青森県 八戸市 八戸地域広域防火管理者協会(青森県八戸市) 防火管理者協会活動－地域防災は職場から－
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第10回 青森県 弘前市 アップルウェーブ株式会社（青森県弘前市）
やさしい日本語で伝えたい災害時のわかりやすい情報伝
達を目指して～災害時要支援者を救うためのＦＭアップ
ルウェーブの取り組み～

消防庁長官賞

第11回 青森県 弘前市 弘前地区消防防災協会(青森県弘前市) 一般住宅の消火器一世帯一本設置運動と地域防災
日本消防設備安全ｾ

ﾝﾀｰ理事長賞

第１回 岩手県 沢内村 沢内村ｽﾉｰﾊﾞｽﾀｰｽﾞ(岩手県沢内村) 雪かきﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 沢内村ｽﾉｰﾊﾞｽﾀｰｽﾞ
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第５回 岩手県 雫石町 雫石町（岩手県）
「岩手山の火山活動に係る特別調査等の実施」及び「岩
手山火山災害対策図の作成」

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第６回 岩手県 田老町 田老町(岩手県) 津波防災のまちづくり(「災害の町」から「防災の町」へ) 消防庁長官賞

第６回 岩手県 岩手古文書研究会(岩手県)
「明治三陸大海嘯関係文書」解読本の増刷と、「巖手公
報」(明治29年6月17日～30日)の配布による防災意識高
揚の取組

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第17回 岩手県 宮古市
岩手県立宮古工業高等学校
機械科　課題研究　津波模型班

擬似津波実演会 総務大臣賞

第19回 岩手県 大槌町 認定ＮＰＯ法人カタリバ 3.11復興木碑設置プロジェクト
日本防火・防災協会

長賞

第21回 岩手県 陸前高田市 田谷地区集団移転協議会
大震災の経験を活かした自前の電源・避難場所の確保と
避難地図の見直し

消防庁長官賞

第22回 岩手県 一関市 中里まちづくり協議会 防災活動を基軸としたまちづくり 消防庁長官賞

第９回 宮城県 松島町 松島町（宮城県） 世代継続する地震に強いまちづくり
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第11回 宮城県 仙台市 東北福祉大学地域減災センター(宮城県仙台市)
「地域減災センター」と地域社会との協働による減災学習
の実践

総務大臣賞

第14回 宮城県 仙台市 財団法人　仙台国際交流協会（宮城県仙台市） 災害時の外国籍市民支援の包括的な取り組み 消防庁長官賞

第16回 宮城県 仙台市 日鐵住金建材株式会社　仙台製造所 東日本大震災による大津波から従業員を守った築山 総務大臣賞

第17回 宮城県 仙台市
特定非営利活動法人　せんだいファミリーサポート・
ネットワーク

子育てファミリーのための地震防災ハンドブックの作成と
配布

総務大臣賞

第17回 宮城県 南三陸町 南三陸町立歌津中学校（歌津中学校少年防災クラブ）
災害時において地域を担う人材の育成　～その訓練活動
と指導の取組～

消防庁長官賞

第19回 宮城県 仙台市 市民協働による地域防災推進実行委員会
市民協働による「仙台発そなえゲーム」の開発と普及啓
発

日本防火・防災協会
長賞

第21回 宮城県 仙台市 わしん倶楽部
「楽しく学ぶ　防災・減災教室」
―ゲーミング・シミュレーションによる防災教育―

消防庁長官賞

第22回 宮城県 仙台市 仙台八木山防災連絡会 「地域が一体となって取り組む超先進的な防災活動」 総務大臣賞

第22回 宮城県 仙台市 特定非営利活動法人イコールネット仙台
女性の視点を生かした地域防災力の向上と女性防災
リーダー養成に向けた取り組み

日本防火・防災協会
長賞

第４回 山形県 鶴岡市 鶴岡市（山形県） 「自主防災組織の育成」及び「防災ボランティアの育成」
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第４回 福島県 下郷町 下郷町大内宿防災会（福島県） 文化財（大内宿）を守る自主防災活動
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞
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第５回 福島県 郡山市 郡山市（福島県） ＩＴ（情報技術）を活用した情報収集伝達訓練
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第11回 福島県 いわき市 下綴女性消防クラブ(福島県いわき市) 防火寸劇等による災害弱者等への防火啓発活動
日本消防設備安全ｾ

ﾝﾀｰ理事長賞

第12回 福島県 富岡町 富岡町消防団(第3分団)(福島県富岡町)
“福祉の里”弱者を守る消防団活動と地域と連携した訓
練の実践

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第13回 福島県 郡山市
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)(福島県郡山市)

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

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第17回 福島県 三春町 三春町立沢石中学校 「絆プロジェクト」　～消防団と中学生の絆づくり～
日本防火・危機管理
促進協会理事長賞

第６回 茨城県 柏野自主防災会(茨城県) 小さな団地の防災活動
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第16回 栃木県 栃木市 栃木県立学悠館高等学校ＪＲＣ（青少年赤十字）部 「避難所で防災講座」～高校と地域が連携して～ 消防庁長官賞

第16回 栃木県 足利市 足利市少年消防クラブ推進委員会 「中学生による防火防災研究活動」
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第17回 栃木県 足利市 足利市婦人防火クラブ連絡協議会
安全・安心の街づくり推進と住宅用火災警報器の設置促
進活動

日本防火・危機管理
促進協会理事長賞

第１回 千葉県 船橋市 船橋市(千葉県) 海水等を利用した大規模消火施設の整備
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第８回 千葉県 白井市 桜台４番街自主防災会（千葉県白井市）
誰もが立ち上げられる対策本部　～防災マニュアルＢＯＸ
の作成～

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第11回 千葉県 市川市
千葉県立市川工業高等学校　建築科耐震研究班(千
葉県市川市)

目指せ市民の防災意識向上！木造住宅耐震診断ボラン
ティア活動

消防庁長官賞

第12回 千葉県 浦安市
浦安市西地区民生委員児童委員協議会(千葉県浦安
市)

「災害時における要援護者の救護対策」 －民生委員児
童委員発－

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第12回 千葉県 千葉市 千葉市宅地建物取引業協同組合(千葉県千葉市)
賃貸住宅への住宅用火災警報器設置促進活動～不動
産業者等の防火意識の高揚を目的に研修会を開催～

日本消防設備安全ｾ
ﾝﾀｰ理事長賞

第14回 千葉県 佐倉市 中志津自治会6区地域支援部会（千葉県佐倉市） 災害時要援護者避難支援体制の整備
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第18回 千葉県 習志野市 本大久保ホームタウン自治会自主防災会 ＩＴ技術を活用した実践的自主防災活動 総務大臣賞

第19回 千葉県 白子町 白子町立南白亀小学校
自助・共助の意識を育てる防災教育　～自分の命は自分
で守ることができる児童の育成～

消防庁長官賞

第20回 千葉県 流山市
ＮＰＯ法人パートナーシップながれやま、流山子育てプ
ロジェクト（千葉県流山市）

「私にもできる　防災・減災ノートＩＮ流山」制作と地域参画 消防庁長官賞

第20回 千葉県 習志野市 本一町会自主防災部（千葉県習志野市） ２４時間セーフティネットワークの構築
日本防火・防災協会

長賞

第20回 千葉県 八千代市
八千代市立みどりが丘小学校　みどりサポートチーム
（千葉県八千代市）

みどり防災キャンプ及び避難所運営委員会
日本防火・防災協会

長賞

第21回 千葉県 習志野市 吹上苑町会自主防災会
ボランティア集団「吹上苑町会おたすけ隊」との連携によ
る地域防災

日本防火・防災協会
長賞

第22回 千葉県 東金市 千葉県立東金特別支援学校 「あたりまえ防災で災害に強いまちづくり」 総務大臣賞

第11回 群馬県 高崎市 榛名山区災害応急対策委員会(群馬県高崎市) 「土石流避難訓練」による土砂災害防止思想の普及
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第９回 埼玉県 坂戸市 鶴舞自治会・鶴舞自主防災委員会（埼玉県坂戸市）
　-だれにも優しいまちづくり- 緊急時要援護者支援シス
テムの展開

総務大臣賞

第22回 埼玉県 春日部市 武里公隣防災対策連絡協議会 武里公隣防災対策連絡協議会 消防庁長官賞

第22回 埼玉県 幸手市 幸手市立吉田小学校
学校・地域・ＰＴＡと連携した「防災サバイバルキャンプ」－
いつ起こるか分からない自然災害に対して、主体的に行
動できる児童の育成を目指して－

日本防火・防災協会
長賞

第４回
東京都
青森県

「災害時の日本語」研究グループ（東京都）及び弘前
大学人文学部国語学研究室（青森県）

「災害時に使う外国人のための日本語」マニュアル（全国
版・コミュニティ版）

消防庁長官賞

第１回 東京都 墨田区 一寺言問を防災のまちにする会(東京都墨田区) 路地尊､広場､避難路整備 自治大臣賞

第１回 東京都 国分寺市 国分寺市(東京都) 市民防災まちづくり学校 自治大臣賞

第２回 東京都 練馬区 練馬区(東京都) 学校防災緑化整備事業 自治大臣賞

第３回 東京都 京島文花連合町会及び向島消防署（東京都）
大震災を想定した、街なかで行う実戦的でリアルな防災
訓練の実施

消防庁長官賞
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第４回 東京都
震災サバイバルキャンプイン’９９実行委員会（東京
都）

震災サバイバルキャンプイン’９９－１,０００人の仮設市街
地づくり

自治大臣賞

第４回 東京都 葛飾区 葛飾区堀切二丁目西町会　防災部（東京都） 消火器ＢＯＸを！防災伝言板に！ 消防庁長官賞

第５回 東京都 江戸川区 なぎさニュータウンなぎさ防災会（東京都江戸川区） 地域ぐるみの防災対策 総務大臣賞

第５回 東京都 千代田区 三菱地所株式会社（東京都千代田区） 事業所における防災対策の先進的取組み例 消防庁長官賞

第６回 東京都 世田谷区立太子堂中学校(東京都) 地域の防災の担い手をめざした中学教育の取組と実践 総務大臣賞

第６回 東京都 早稲田商店会防災企画(東京都) 早稲田のまちの防災 消防庁長官賞

第６回 東京都
東京消防庁災害時支援ボランティア(東村山消防ボラ
ンティア)(東京都)

自らの街は自らで守る！活き活き活躍、東村山消防ボラ
ンティア

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第７回 東京都 世田谷区 若林町会(東京都世田谷区)
「災害助け合いネットワークづくり」の推進で地域ぐるみの
防災対策

消防庁長官賞

第８回 東京都 港区 災害救援ボランティア推進委員会（東京都港区） 災害ボランティアリーダー３千名の養成と地域での活動 総務大臣賞

第９回 東京都 中央区 銀座震災対策委員会（東京都中央区） 安全、安心を贈る街、災害に強い街づくり「銀座」 消防庁長官賞

第10回 東京都 世田谷区
特定非営利活動法人　国際ボランティア学生協会（東
京都世田谷区）

学生災害救援ボランティア隊 総務大臣賞

第10回 東京都 国分寺市 国分寺市民防災推進委員会（東京都国分寺市） 市民団体による自主防災リーダーの育成 消防庁長官賞

第10回 東京都 八王子市
首都大学東京・事前復興計画研究会（東京都八王子
市）

「震災復興まちづくり模擬訓練」の手法開発とその実践活
動

消防庁長官賞

第10回 東京都 墨田区 白鬚東地区自治会連合会（東京都墨田区）
モデルルームを活用した家具類の転倒・落下防止対策の
推進

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第10回 東京都 足立区
大日精化工業株式会社東京製造事業所（東京都足立
区）

地域と事業所が連携した地域防災活動
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第10回 東京都 杉並区 天沼地区町会連合会（東京都杉並区）
地域ぐるみの防災行動力の向上を目的とした防災訓練
等の実施

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第10回 東京都 荒川区 荒川防火防災女性部（東京都荒川区）
バザー収益金で高齢者等の世帯に住宅用火災警報器を
配付

総務大臣賞

第10回 東京都 大田区 本羽田二丁目町会（東京都大田区） 住宅用火災警報器の設置促進
日本消防設備安全ｾ

ﾝﾀｰ理事長賞

第11回 東京都 千代田区
東京駅・有楽町駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力
会(東京都千代田区)

東京駅周辺防災隣組の取組み-防災まちづくり活動- 総務大臣賞

第11回 東京都 世田谷区 桜丘一丁目町会(東京都世田谷区) 災害時高齢者助け合いネットワーク
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第11回 東京都 江東区 深川災害時支援ボランティア(東京都江東区) 聴覚障害者と広がる「手話カード」等による防災の輪
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第11回 東京都 文京区
東京都電気工事工業組合豊島地区本部本郷支部(東
京都文京区)

住宅用火災警報器の設置促進(寄贈及び無償の設置と
点検)

消防庁長官賞

第13回 東京都 国分寺市 泉町三丁目地区連合自治防災会(東京都国分寺市)
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！－

消防庁長官賞

第13回 東京都 港区 愛宕一之部防災会(東京都港区)
忘れない　阪神・淡路大震災　～安全・安心のまちづくり
～

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第13回 東京都 立川市 大山自治会(東京都立川市)
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」ー人が人にやさしいまちー

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第13回 東京都 江戸川区 なぎさニュータウン管理組合(東京都江戸川区) 住宅用火災警報器の設置促進活動 消防庁長官賞

第14回 東京都 板橋区 東京都板橋区 行き止まり道路の緊急避難路整備事業
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第14回 東京都 練馬区 株式会社　エムビーディー（東京都練馬区）
練馬区の防災・減災情報を共有するＨＰ「ねりま減災どっ
とこむ」の運営・発信

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第14回 東京都 多摩市 東寺方自治会（東京都多摩市 地域総合力の発揮による安全安心な町づくりの構築
日本防火・危機管理
促進協会理事長賞

第15回 東京都 荒川区 西尾久四丁目町会区民レスキュー隊（東京都荒川区） この町を守るのは誰だ！！ 消防庁長官賞

第16回 東京都 府中市 東京農工大学　緑の防火力調査プロジェクト 緑の防火力を活かした安全な避難場所づくりへの提案
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞
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第17回 東京都 江戸川区 楽曲「うちのＵＦＯ　住警器」作成グループ
住警器ソング「うちのＵＦＯ　住警器」＆イラストが全国で
活躍

総務大臣賞

第18回 東京都 葛飾区
新小岩北地区連合町会、新小岩北地区ゼロメートル
市街地協議会

新小岩ゼロメートル市街地における大規模水害対策への
取組み

総務大臣賞

第20回 東京都 杉並区
グランドメゾン杉並シーズン管理組合防災会（東京都
杉並区）

大規模マンションの絆　～進化系自助・共助を目指して～ 消防庁長官賞

第20回 東京都 千代田区 神田淡路会（東京都千代田区）
江戸神田の魂を引き継げ～新たな街づくりで地域防災力
の向上～

日本防火・防災協会
長賞

第20回 東京都 荒川区
荒川区立南千住第二中学校レスキュー部（東京都荒
川区）

中学校レスキュー部による地域との絆ネットワーク活動
日本防火・防災協会

長賞

第21回 東京都 中央区 日本橋三丁目西町会
共助２０１５～大都会の再開発を越えて地域で助け合う
命～

総務大臣賞

第21回 東京都 昭島市
つつじが丘北自治会・昭島つつじが丘ハイツ北住宅団
地管理組合

災害時“死者ゼロ”を目指す！マンション管理組合と自治
会との取組み

総務大臣賞

第21回 東京都 国分寺市 高木町自治会 地区防災計画に基づいた防災活動 総務大臣賞

第21回 東京都 台東区 カルビー株式会社東日本事業本部
地域に密着した自助共助対策～町の健やかなくらしのた
めに～

日本防火・防災協会
長賞

第21回 東京都 葛飾区 新小岩南地域まちづくり協議会 『新小岩ルネッサンス構想』協働防災まちづくりの取組み
日本防火・防災協会

長賞

第22回 東京都 世田谷区
特定非営利活動法人ボランタリー・アーキテクツ・ネッ
トワーク

避難所用「紙の間仕切りシステム」
日本防火・防災協会

長賞

第２回 神奈川県 横須賀市 横須賀市(神奈川県) 災害用飲料水確保対策事業
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第５回 神奈川県 横須賀市
横須賀危険物安全協会、神奈川県石油商業組合横
須賀支部（神奈川県横須賀市）

ガソリンスタンドに「市民救命士」を配置 消防庁長官賞

第６回 神奈川県 愛川町 愛川町(神奈川県)
「応急手当普及推進の町」を全国ではじめて宣言し応急
手当の普及を一大町民運動とした活動

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第６回 神奈川県
ナパサクラブ(FM湘南ナパサ放送ボランティア)、SCN
クラブ(湘南ケーブルネットワーク放送ボランティア)(神
奈川県)

市民の放送ボランティアによるラジオ及びテレビを通じた
防災情報の発信の取組

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第７回 神奈川県 横須賀市 横須賀市立衣笠小学校(神奈川県横須賀市)
小学校「総合的な学習の時聞」における防災教育の取り
組み

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第８回 神奈川県 横浜市 都市防災研究会（神奈川県横浜市） 「防災と福祉のまちづくり」推進
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第９回 神奈川県 平塚市 ひらつか防災まちづくりの会（神奈川県平塚市）
ひらつか防災まちづくり・・・・迫り来る大地震を地域ととも
に迎え撃つ

総務大臣賞

第９回 神奈川県 横須賀市
横須賀（災害）ボランティアネットワーク（神奈川県横須
賀市）

ともに学びあおう！わたしたちが住むまちの防災活動～
町内会や自治会で防災活動に取り組んでみませんか？
～

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第９回 神奈川県 平塚市
平塚保健福祉事務所継続看護連絡会（神奈川県平塚
市）

在宅療養者の防災対策
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第10回 神奈川県 愛川町 春日台シルバー消防隊（神奈川県愛川町）
高齢化社会を先取りし、高齢者自らが防災グループを作
り、安全安心な町づくり

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第10回 神奈川県 小田原市 神奈川県立西湘高等学校（神奈川県小田原市）
地域に学び発信する地震防災情報　～防災取材委員会
の活動～

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第11回 神奈川県 横浜市 瀬谷区連合町内会自治会連絡会(神奈川県横浜市)
「災害弱者あんしんネットワーク事業」(まちの防災知恵袋
事業)

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第12回 神奈川県 横須賀市 こども防災大学(神奈川県横須賀市)
こども防災大学～小学生自らが避難所を運営、将来の防
災を担う人材の育成～

消防庁長官賞

第17回 神奈川県 川崎市 たかつ地域ネットワーク推進会議
障がい者・高齢者等災害時要援護者支援のための防災
対策事業

消防庁長官賞

第20回 神奈川県 川崎市 モトスミ･オズ通り商店街振興組合（神奈川県川崎市） 地域・被災地と連携した「安全・安心な街づくり」 総務大臣賞

第20回 神奈川県
愛川町、相模原

市、横浜市

神奈川わかものシンクタンク（神奈川県愛川町、相模
原市、横浜市）

世代をこえて防災トランプを楽しみながら地域の自助共
助を促進

消防庁長官賞

第21回 神奈川県 相模原市 光が丘地区独立防災隊連絡協議会 地域防災力向上を目指し、自主防災組織の連携強化
日本防火・防災協会

長賞

第21回 神奈川県 相模原市 相武台グリーンパーク災害対策合同委員会
『避難所に入れない?! 大規模団地住人約4,000人の震災
避難訓練』（住民が自ら考案したアイデア満載の防災マ
ニュアルとサブ避難所構想）

日本防火・防災協会
長賞

第３回 新潟県 見附市
新潟県建築士会三南支部見附ブロック会・見附市消
防本部（新潟県）

高齢者に優しい住まいづくりを目指して～建築士会と消
防本部の合同研究会発足～

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第９回 新潟県 上越市
特定非営利活動法人新潟県災害救援機構（新潟県上
越市）

特定非営利活動法人新潟県災害救援機構が構築した防
災情報通信システム

消防庁長官賞
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第12回 新潟県 長岡市 村松町自主防災会(新潟県長岡市) 迅速かつ的確な情報収集伝達体制の確立に向けて
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第13回 新潟県 柏崎市 松美町内会(新潟県柏崎市)
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～

総務大臣賞

第14回 新潟県 長岡市
中越大震災山古志村復古記録映画製作基金（新潟県
長岡市）

1000年の山古志 消防庁長官賞

第14回 新潟県 柏崎市 北条地区コミュニティー振興協議会（新潟県柏崎市）
災害に負けない・住民主体のまつづくり～中越大震災と
中越沖地震を被災して～

消防庁長官賞

第15回 新潟県 柏崎市 北鯖石コミュニティ振興協議会（新潟県柏崎市）
顔の見える活動で災害に強い地域づくり～「地域の輪づく
り」を防災力へつなげる～

消防庁長官賞

第15回 新潟県 佐渡市 宿根木自治会（新潟県佐渡市） 受け継ぐ拍子木～地域ぐるみの防災活動～ 消防庁長官賞

第16回 新潟県 上越市 上越市南本町３丁目町内会自主防災組織 住宅用防災機器等の設置・維持促進活動
日本防火・危機管理
促進協会理事長賞

第18回 新潟県 小千谷市 中越大震災ネットワークおぢや
会員相互による災害対応のノウハウと教訓の共有化と被
災地支援活動

総務大臣賞

第19回 新潟県 長岡市 長岡協働型災害ボランティアセンター 長岡市における協働型支援体制の構築 消防庁長官賞

第19回 新潟県 十日町市 水沢女性防火クラブ
家庭、地域における火災予防活動～手作り防災カルタ等
の活用

日本防火・防災協会
長賞

第21回 新潟県 柏崎市 新潟県立柏崎工業高等学校
地域と連携したものづくりをとおしての防災・減災教育へ
の取り組み

消防庁長官賞

第10回 山梨県 大月市 大月市消防団（第二分団第一部）（山梨県大月市）
消防団員手作り、わが地域の防災意識の高揚「警鐘新
聞」の作成

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第18回 山梨県 韮崎市 特定非営利活動法人 減災ネットやまなし
減災力の強い県土づくり
（家庭づくり・地域づくり・職場づくり）

日本防火・防災協会
長賞

第３回 富山県 黒部市 生地婦人防火ひまわりクラブ（富山県黒部市） 手作り防火寸劇等による地域防火啓発
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第８回 富山県 氷見市 八代環境パトロール隊（富山県氷見市） 環境パトロールと自主防災活動 消防庁長官賞

第８回 富山県 富山市
社団法人富山県栄養士会　地域活動栄養士協議会
（富山県富山市）

「災害・緊急時の簡単料理あらかると」の発刊
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第12回 富山県 富山市 財団法人とやま国際センター(富山県富山市)
FMラジオ多言語防災・生活情報番組「BOUSAI RADIO」
の放送

消防庁長官賞

第18回 富山県 富山市 富山市消防団大沢野方面団大沢野女性分団 女性消防団による防火予防活動への取組み 消防庁長官賞

第12回 石川県 金沢市 金沢市婦人防火クラブ協議会(石川県金沢市)
住宅用火災警報器の共同購入による設置促進～「早よ
付けまっし！　警報器」～

日本消防設備安全ｾ
ﾝﾀｰ理事長賞

第17回 石川県 珠洲市 正院
しょういん

地区自主防災組織
地域の宝を地域の手で守るために　～地域による津波一
時避難場所の整備～

消防庁長官賞

第11回 福井県 福井市 湊地区自主防災会連絡協議会(福井県福井市)
みなと防災まちづくり～人と人との輪、出会い、ふれあ
い、学びあいの精神で10周年

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第14回 福井県 福井市
福井市「社南地区防災アマ無線クラブ」（福井県福井
市）

大規模災害時のアマチュア無線による地区内災害情報
連絡網の整備

消防庁長官賞

第15回 福井県 福井市
東藤島地区自主防災組織連絡協議会（福井県福井
市）

東藤島防火防災活動～自分たちの隣人、自分の地区を
守るための組織作り～

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第16回 福井県 若狭町 熊川区自主防災会 みんなで守る歴史の町並み-防災まちづくりの実践- 総務大臣賞

第18回 福井県 福井市 国見地区自主防災組織連絡協議会
津波から地区住民全員の命を守る災害時避難マニュア
ルの作成

消防庁長官賞

第21回 福井県 大野市 春日野町内会 人づくり・まちづくり　結のこころで春日野防災
日本防火・防災協会

長賞

第１回 岐阜県 春日村 川合･小宮神子供会(岐阜県春日村) 夜警活動
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第４回 岐阜県 上宝村 上宝村（岐阜県） 小学生向け災害副読本「てっぽう」水作成
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第９回 岐阜県 恵那市 恵那市家具転倒防止実行委員会（岐阜県恵那市）
恵那市家具転倒防止ボランティア作戦「みんなで助け合
おう減災たいさく」

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第13回 岐阜県 岐阜市 社会福祉法人岐阜アソシア(岐阜県岐阜市) 地域と連携した、障がい者主体による「防災運動会」 消防庁長官賞

第13回 岐阜県 白川村 荻町区(岐阜県白川村) 地域に根付く「世界遺産」を守る防災体制 総務大臣賞
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第14回 岐阜県 恵那市 恵那市手話通訳連絡会
市民提案型協働事業による「聴覚障がい者用防災イラス
トマップ」の作成

消防庁長官賞

第16回 岐阜県 岐阜市 本荘まちづくり協議会
災害時要援護者支援対策
～平常時の「きずな」が緊急時の「きずな線」に！～

消防庁長官賞

第22回 岐阜県 恵那市 恵那市立武並小学校
武並小防災スクール～「自分の命は自分で守る」心と態
度を育てる防災教育の推進～

消防庁長官賞

第４回 静岡県 焼津市 焼津市（静岡県） 市内全自主防災組織に救助隊を結成 消防庁長官賞

第６回 静岡県 株式会社 静岡新聞社(静岡県)
「週刊地震新聞」の発行をはじめとする地震防災啓発へ
の取組

消防庁長官賞

第９回 静岡県 静岡市 静岡県地震防災センター（静岡県） 静岡県地震防災センター 総務大臣賞

第10回 静岡県 静岡市 静岡地区災害時医療連絡会（静岡県静岡市）
トリアージ訓練を通じ、静岡市の住民が理解し担うことを
目指す

消防庁長官賞

第10回 静岡県 富士宮市
特定非営利活動法人 人形劇プロジェクト稲むらの火
(静岡県富士宮市)

人形劇プロジェクト　稲むらの火
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第13回 静岡県 株式会社　静岡第一テレビ（静岡県）
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～

消防庁長官賞

第19回 静岡県 吉田町 吉田町役場 道路空間を利用した津波避難タワー
日本防火・防災協会

長賞

第22回 静岡県 浜松市 浜松職業能力開発短期大学校
避難所支援システムの開発を通した防災教育及び地域
貢献活動

日本防火・防災協会
長賞

第２回 愛知県 春日井市 春日井市安全なまちづくり協議会(愛知県春日井市) 春日井市安全ｱｶﾃﾞﾐｰ(市民大学)
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第３回 愛知県 名古屋市 中村医院（愛知県名古屋市） ミニ防災展の開催
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第７回 愛知県 名古屋市
昭和区ホーム・ファイヤー・モニターズ・クラブ連合会
(愛知県名古屋市)

家庭防火・防災・救急は主婦の手で！ 消防庁長官賞

第７回 愛知県 名古屋市 名古屋市御園消防団(愛知県名古屋市)
地域の防災ひとづくり(都心部における消防団の地域貢
献)

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第８回 愛知県 豊橋市 豊橋市立津田小学校（愛知県豊橋市）
津田小アドバイバル（アドベンチャー＆サバイバル）２００
２・２００３

消防庁長官賞

第９回 愛知県 名古屋市
日吉学区防災安心まちづくり委員会（愛知県名古屋
市）

日吉学区防災プロジェクト“プロジェクトH”－みんなでや
ろみゃ～どえりゃ～安全で住みやすいまちづくり！－

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第９回 愛知県 安城市 池浦町自主防災会（愛知県安城市） いけうら防災ねっと 消防庁長官賞

第10回 愛知県 名古屋市 高校生防災お助け隊（愛知県名古屋市）
若い力で地域防災に取り組む「高校生防災お助け隊」の
活動

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第14回 愛知県 名古屋市
名古屋市きた災害ボランティアネットワーク（愛知県名
古屋市

東海豪雨を契機に発足、平成20年8月末豪雨で実践活動
をするなど、区民とともにますます成長を続ける「名古屋
きたボラ」

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第15回 愛知県 半田市 岩滑句自主防災会（愛知県半田市）
災害時要援護者の支援から平時のつながりへ～高齢社
会に向けた優しいまちづくり～

総務大臣賞

第18回 愛知県 豊橋市 豊橋障害者（児）団体連合協議会
さくらピア避難所体験
～障害者の防災を考える取組み～

総務大臣賞

第20回 愛知県 豊田市
企業防災ネットワーク「地震に強いものづくり地域の
会」あいぼう会（愛知県豊田市）

産学官民連携によるぼうさい力向上活動 消防庁長官賞

第３回 三重県 伊勢市 厚生防災隊宮後第一分隊（三重県伊勢市） 防災訓練・防災啓発・広報
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第３回 三重県 紀勢町 紀勢町（三重県） 津波災害に強いまちづくり（錦タワー）
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第９回 三重県 三重県 防災みえ．Ｊｐ 総務大臣賞

第15回 三重県 鳥羽市 子育て支援！！０，１，２，３サークル（三重県鳥羽市） 命の大切さ、人と人のつながりの大切さを伝えていく 消防庁長官賞

第15回 三重県 伊賀市
拓殖地域まちづくり協議会　自主防災実行委員会（三
重県伊賀市）

見守りネットワークで、安心・安全のまちに
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第16回 三重県 松坂市 松阪市朝見まちづくり協議会 わが地区からは一人の犠牲者も出さない！
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第18回 三重県 四日市市 四日市市港地区自主防災組織連絡協議会 高齢化社会における福祉と防災が一体化したまちづくり
日本防火・防災協会

長賞

第19回 三重県 津市 南が丘地区自主防災協議会
高台地区・海岸地区・小中学校・行政が協働した避難所
運営の取組

消防庁長官賞
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第20回 三重県 南伊勢町 田曽浦区自主防災隊（三重県南伊勢町） 田曽浦地区全住民で取組む防災対策
日本防火・防災協会

長賞

第21回 三重県 名張市 中央ゆめづくり協議会 防災防犯部会

地域住民に向けた防災啓発活動(100円防災・防災ベス
ト・防災本の紹介、【食】というアプローチから<<防災>>に
ついて考える『サバイバルクッキングゲーム～防災カード
ゲーム～』の実施など)

日本防火・防災協会
長賞

第13回 滋賀県 高島市
たかしま災害支援ボランティアネットワーク「なまず」
(滋賀県高島市)

防災・減災啓発活動「笑って減災　なまず流」 総務大臣賞

第20回 滋賀県 守山市 認可地縁団体　勝部自治会（滋賀県守山市） 住みよい町・活気あふれるまちづくり
日本防火・防災協会

長賞

第１回 京都府 京都市 春日学区自主防災会(京都府京都市) 福祉のまちづくり 消防庁長官賞

第５回 京都府 京都市 京都市崇仁学区自主防災会（京都府京都市） 崇仁学区自主防災会の連続放火防止対策
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第７回 京都府 京都市 清水寺警備団(京都府京都市) 世界文化遺産「清水寺」を守る警備団の実践 消防庁長官賞

第14回 京都府 宇治市
宇治市消防団あさぎり分団笠取支部（旧　笠取婦人防
火クラブ）（京都府宇治市）

地域での住宅用火災警報器共同購入の取組 消防庁長官賞

第15回 京都府 京都市 株式会社ワコール（京都府京都市） 住宅用火災警報器設置促進に関する企業の取組
日本防火・危機管理
促進協会理事長賞

第17回 京都府 京都市 衹園町南側地区協議会
京都の歴史的景観「衹園町南側地区」を守る実行力ある
行動

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第19回 京都府 亀岡市 亀岡市篠町柏原区
水害史「平和池水害を語り継ぐ　柏原75人の鎮魂歌」の
編纂・発行

日本防火・防災協会
長賞

第20回 京都府 京都市
洛和会ヘルスケアシステム　洛和会介護事業部（京都
府京都市）

「介護施設における災害ゼロへ向けての効率的な訓練
（RC-DIG）の取組について」

消防庁長官賞

第21回 京都府 京都市 成逸自主防災会
町内会を基本とした防災まちづくり
－顔の見える安心感のある成逸のまち－

消防庁長官賞

第22回 京都府 京都市 六原まちづくり委員会
六原らしさを大切にしつつ、住みやすく災害に強いまちを
つくる

日本防火・防災協会
長賞

第１回 大阪府 松原市 堀町会連合会自衛消防隊(大阪府松原市) 防災井戸等防災設備の整備及び啓発 消防庁長官賞

第１回 大阪府 大阪市 大阪市(大阪府) 広域避難場所における仮設ﾄｲﾚ汚水受入れ施設の整備
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第５回 大阪府
守口市
門真市

守口市門真市消防組合消防本部・(株)エフエムもりぐ
ち（大阪府守口市・門真市）

コミュニティ放送における緊急情報放送システム等の取り
組みについて

総務大臣賞

第７回 大阪府 大阪市 株式会社毎日放送(大阪府大阪市)
ラジオ震災番組「ネットワーク1･17」を中心とした地震防
災放送活動

総務大臣賞

第13回 大阪府 大阪市
平野区地域振興会喜連北連合町会・同社会福祉協議
会(大阪府大阪市)

災害救助青年隊及び女性救護隊の結成と活動
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第22回 大阪府 高槻市
関西大学社会安全部近藤研究室、神戸市立真陽小
校学校

校内防災放送を基軸とした持続的なまちづくり活動～
チームＳＫＨ（真陽こども放送局）～

消防庁長官賞

第３回 兵庫県
宝塚市視聴覚センター・自主研究会｢視聴覚教育研究
会｣(兵庫県)

防災教育自作ビデオ教材「たけしくんの防災研究」の自
主制作と活用

消防庁長官賞

第５回 兵庫県 神戸市 旧居留地連絡協議会防災委員会（兵庫県神戸市） 事業所集団で構成する防災福祉コミュニティ 消防庁長官賞

第６回 兵庫県 明親校区防災福祉コミュニティ(兵庫県)
「中学生等への防災教育」と「地元企業との災害時応援
協定の締結」

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第７回 兵庫県 神戸市
御蔵通5・6丁目町づくり協議会とボランティアグループ
まち・コミュニケーション (兵庫県神戸市)

ボランティアと地域住民の連携による神戸・御蔵地区の
震災対応と復興へのとりくみ

総務大臣賞

第９回 兵庫県 神戸市
NHＫ神戸放送局「震災メッセージ・プロジェクト」（兵庫
県神戸市）

震災メッセージ・プロジェクト
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第10回 兵庫県 加古川市 加古川グリーンシティ防災会（兵庫県加古川市） ―防災の輪広げるコツ―「楽しく防災活動をやろう」 総務大臣賞

第12回 兵庫県 神戸市 大日通周辺地区まちづくりを考える会(兵庫県神戸市)
「防災と備えの絵本」の制作等地域防災力向上のための
活動

総務大臣賞

第12回 兵庫県 震災・学校支援チーム(EARTH)(兵庫県)
震災・学校支援チーム(EARTH)ー災害により避難所と
なった学校の復興支援活動にあたる教職員の組織ーの
活動

総務大臣賞

第12回 兵庫県 神戸市
神戸学院大学　学際教育機構　防災・社会貢献ユニッ
ト(兵庫県神戸市)

防災・社会貢献ユニットにおける大学と地域との相互教
育の実践

消防庁長官賞

第14回 兵庫県 姫路市 姫路市消防防災運動会実行委員会（兵庫県姫路市）
平成20年度姫路市消防防災運動会「まもりんピック姫路」
の開催

総務大臣賞

第14回 兵庫県 神戸市 特定非営利活動法人　プラス・アーツ 神戸市防災教育支援ガイドブックの開発
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞
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第15回 兵庫県 赤穂市 塩屋向自治会自衛防災隊（兵庫県赤穂市） 災害から命を守る～自助共助を目指した組織づくり～
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第15回 兵庫県 加古川市 加古川グリーンシティ防災会（兵庫県加古川市）
日常生活に防災を取り入れた防災情報の伝達＝答えは
「防災クラウド！」

消防庁長官賞

第16回 兵庫県 神戸市 ファイヤーアドベンチャー実行委員会 ファイヤーアドベンチャー(小学生総合防災体験学習)
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第17回 兵庫県 神戸市 兵庫県立舞子高等学校　環境防災科
防災専門学科による地域や社会と協働した防災教育の
実施

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第20回 兵庫県 神戸市 語り部KOBE1995（兵庫県神戸市） 阪神・淡路大震災の経験を語る語り部活動
日本防火・防災協会

長賞

第21回 兵庫県 神戸市 アトリエ太陽の子 絵画を通じた震災・命の授業「命の一本桜」プロジェクト
日本防火・防災協会

長賞

第22回 兵庫県 丹波市
兵庫県立柏原高等学校ボランティア部（インターアクト
クラブ）

社会的弱者・情報弱者への防災啓蒙活動とその海外で
の活動－多言語防災紙芝居（地震編：フィリピノ語バー
ジョン）の作成と実施－

日本防火・防災協会
長賞

第21回 奈良県 奈良市 平城西中学校区地域教育協議会 「助けられる側から助ける側へ」
日本防火・防災協会

長賞

第５回 和歌山県 岩出市 那賀郡消防組合（和歌山県那賀郡岩井町） 小学4年生に「防災博士」
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第８回 和歌山県 串本町 大水崎自主防災組織（和歌山県串本町） 自主防災組織による避難路建設 総務大臣賞

第９回 和歌山県 和歌山民間救援隊（和歌山県） 広域ボランティア団体 消防庁長官賞

第11回 和歌山県 和歌山市
磯の浦自治会(磯の浦地区自主防災会)(和歌山県和
歌山市)

津波から住民と観光客を守ろう～避難への道しるべ～ 消防庁長官賞

第14回 和歌山県 紀の川市 紀の川市立　荒川中学校（和歌山県紀の川市）
「あらかわ防災ステーションで防災力アップ」～きのくに共
育コミュニティー事業の活用～

総務大臣賞

第17回 和歌山県 海南市 海南市立黒江小学校
津波から身をまもる！　～黒江船尾地区実践的津波避難
訓練から学ぶ～

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第17回 和歌山県 田辺市 田辺市立新庄中学校
地域と共に学ぶ防災教育　～１１年目を迎えた「新庄地
震学」（平成２３年度）～

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第19回 和歌山県 新宮市 和歌山県立みくまの支援学校 安心・安全な学校施設作りとセーフティゾーンの整備
日本防火・防災協会

長賞

第20回 和歌山県 海南市 海南市塩津区防災会（和歌山県海南市）
「自分たちでできることはすべてやる」海南市塩津区防災
会の取り組み

日本防火・防災協会
長賞

第15回 鳥取県 日野町
日野ボランティア・ネットワーク（ひのぼらねっと）（鳥取
県日野町）

被災後の「災害にも強い地域づくり」とその伝承～鳥取県
西部地震の災害復興活動経験から～

総務大臣賞

第19回 鳥取県 南部町 東西町地域振興協議会
地域で独自に取り組む災害時要援護者を守る災害に強
いまちづくり

消防庁長官賞

第21回 島根県 安来市 安来市消防団安来方面隊赤江分団 消防団広報誌による地域防災への啓蒙活動
日本防火・防災協会

長賞

第８回 岡山県 久世町 久世町消防団（岡山県久世町） 無火災まちづくり駅伝大会
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第11回 岡山県 倉敷市
倉敷コミュニティ・メディア(KCM),倉敷市(岡山県倉敷
市)

地域コミュニティ・メディアによる緊急告知FMラジオの開
発と、倉敷市防災体制の連携～防災情報を確実に伝達
し住民の生命を守る、安全・安心のまちづくり～

消防庁長官賞

第12回 岡山県 倉敷市 倉敷市女性防火クラブ連絡協議会(岡山県倉敷市)
ふれあいながら広めていきたい防災の輪～紙芝居、ぺー
プサート、寸劇等による防火意識の啓発～

消防庁長官賞

第18回 岡山県 備前市 片上地区地域支え合い体制実行委員会 片上地区地域支え合い体制づくり事業 消防庁長官賞

第６回 広島県 伴地区自主防災会連合会(広島県) 災害に強いまちづくり、人づくり
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第14回 広島県 広島市
広島市安佐南消防団事務局女性消防隊（広島県広島
市）

女性消防隊による区民に対する住宅防火意識の高揚
日本防火・危機管理
促進協会理事長賞

第16回 広島県 府中市 株式会社　ケーブル・ジョイ ｢住警器マン｣による住宅用火災警報器の設置促進PR 消防庁長官賞

第19回 広島県 三原市 中之町下町内会「防災会」 避難所である中学校との合同訓練 消防庁長官賞

第19回 広島県 尾道市 百島町自主防災会 ヘリポート整備
日本防火・防災協会

長賞

第22回 広島県 広島市 A.CITY自治会
季節行事・交流イベント中心だった自治会活動から、防災
スピリットを取り入れた自治会活動へ。

日本防火・防災協会
長賞

第８回 山口県 宇部市 ＮＰＯ法人防災ネットワークうべ（山口県宇部市）
ＮＰＯ法人防災ネットワークうべと宇部市のパートナーシッ
プ　～地域の防災力向上をめざしたＮＰＯと行政のとりく
み～

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞
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第10回 山口県 長門市 湯本温泉旅協同組合（山口県長門市）
「温泉観光地区として、安心・安全の提供という地域貢
献」
～救急ステーション制度の推進～

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第10回 山口県
山口放送株式会社　ラジオ朝ワイド「おはようKRY」（山
口県）

ラジオ放送活動「17日は節目の日」～いのちを守るラジオ
防災！～

総務大臣賞

第11回 山口県 防府市 防府/防災ネットワーク推進会議(山口県防府市)
『まちづくりと地域防災』～まちづくりに必要な地域力 (コ
ミュニティーパワー)を高めることから始まる地域防災～

消防庁長官賞

第10回 徳島県 由岐町 由岐町（徳島県）
南海地震に負けへんぞ!－住民と行政による協働の防災
まちづくり－

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第12回 徳島県 徳島市 株式会社エフエム徳島(徳島県徳島市)
地元ラジオ局の役割と取り組み～防災ハンドブックの発
行を続けて～

総務大臣賞

第13回 徳島県 つるぎ町
若い世代の防災サポーター育成委員会(徳島県つるぎ
町)

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

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第16回 徳島県 徳島市 徳島市津田中学校防災講座 繋がり，地域に貢献する防災学習
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第18回 徳島県 徳島市 中昭和町１・２丁目自主防災会 防災行事への住民結集に向けて
日本防火・防災協会

長賞

第19回 徳島県 鳴門市 川東地区自主防災会
地域防災活動の原点となった「家具転倒防止モデルハウ
ス」

日本防火・防災協会
長賞

第20回 徳島県 美波町 阿部自主防災会（徳島県美波町） 津波から命を守るオリジナルプラン 消防庁長官賞

第20回 徳島県 阿南市
社会福祉法人　悠林舎　障害者支援施設シーズ（徳
島県阿南市）

防災にふれあう会inシーズ「防災教室」
日本防火・防災協会

長賞

第11回 香川県 丸亀市 川西地区地域づくり推進協議会(香川県丸亀市)
地域行事に防災の智恵…丸亀土器川の災害と来たるべ
き大地震に備えて

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第14回 香川県 丸亀市 川西地区自主防災会（香川県丸亀市） ＰＤＣＡサイクルを回して改善、広がる防災の輪 総務大臣賞

第18回 香川県 丸亀市 川西地区自主防災会
地域と地元企業とのＷｉｎ・Ｗｉｎ関係構築による防災力の
向上

選定委員特別賞

第20回 香川県 高松市 かがわ自主ぼう連絡協議会（香川県高松市）
体得した防災ノウハウを広域展開し、地域防災力を高め
る

総務大臣賞

第２回 愛媛県 上浮穴郡生活環境事務組合消防本部(愛媛県) 安心して安全に暮らせる地域づくりのための方策 消防庁長官賞

第４回 愛媛県 小田町 おだＰＦＷチーム（愛媛県小田町） 自然と愛情あふれる福祉の町”おだ”をめざして
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第13回 愛媛県 伊予市 湊町婦人防火クラブ(愛媛県伊予市) 全戸訪問による住宅用火災警報器設置促進事業
住宅防火推進普及奨

励賞

第15回 愛媛県 西条市 12歳教育推進事業実行委員会（愛媛県西条市） 12歳教育推進事業
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第18回 愛媛県 松山市 松山市消防局 地域住民と協働した防災ひとづくり 消防庁長官賞

第18回 愛媛県 東温市 東温市婦人防火クラブ 新たな人材育成活動
日本防火・防災協会

長賞

第22回 愛媛県 松山市 松山市 若い世代への防災教育
日本防火・防災協会

長賞

第７回 高知県 高知市 高知市立大津小学校(高知県高知市)
大津を災害に強いまちにしたい～災害につよいまちづくり
プロジェクト～

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第８回 高知県 高知市 浦戸地区津波防災検討会（高知県高知市）
「揺れたら逃げろ！！」を合言葉に　～浦戸地区津波防
災マスタープラン～

消防庁長官賞

第12回 高知県 越知町 桑薮自主防災組織(高知県越知町)
我らが里は『孤立無縁！』 ～住民による手づくりヘリポー
ト～

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第13回 高知県 南国市 高知工業高等専門学校(高知県南国市)
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

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第17回 高知県 津野町 津野町 住宅用火災警報器設置普及推進 消防庁長官賞

第18回 高知県 高知市
高知市立潮江中学校
（潮江中学校防災プロジェクトチーム）

中学生からのメッセージ！　～防災活動で地域貢献～ 総務大臣賞

第19回 高知県 須崎市 高知県立須崎高等学校
須崎で奇跡をおこすために～津波による犠牲者ゼロへの
提言～

総務大臣賞

第19回 高知県 高知市
イケあい地域災害学生ボランティア
センター（高知県立大学防災サークル）

大学生が接着剤・潤滑油となったコラぼうさい
（コラボレーション＋防災）

消防庁長官賞

第20回 高知県 高知市 高知大学防災すけっと隊
農業×防災で地域をつなげる「耕活プロジェクト」～耕作
放棄地を備蓄と交流の場に～

日本防火・防災協会
長賞
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第22回 高知県 黒潮町 黒潮町立佐賀中学校
日本一の津波高の町で、日本一の防災の”つながり”を
作ろう！

総務大臣賞

第22回 高知県 須崎市 高知県立須崎工業高等等学校
工業高校の特色を生かした防災に関するものづくりへの
取組み

日本防火・防災協会
長賞

第３回 福岡県 新宮町 相島少年消防クラブ（福岡県新宮町） 相島少年消防クラブ 自治大臣賞

第４回 福岡県 北九州市 北九州市消防局（福岡県）
視覚障害者のための北九州市「声の防災の手引き」【安
全・安心で「バリアフリー」な街をめざして】

消防庁長官賞

第７回 福岡県 北九州市
北九州市立大学・小倉南消防署・小倉南区役所・小倉
南区市民防災会連合会(福岡県北九州市)

｢カレッジ防災士｣事業の展開(地域防災活動におけるコラ
ボレーションの実践)

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第10回 福岡県 北九州市
北九州市小倉南消防団(女性消防団員)（福岡県北九
州市）

「ぞうさんのみずでっぽう」劇団の広報活動 消防庁長官賞

第11回 福岡県 ふくおかコミュニティ無線推進協議会(福岡県)
福岡から全国へ発信する新たな情報伝達システム「ふく
おかコミュニティ無線」の開発～整備費用が従来の1/3以
下に！～

総務大臣賞

第12回 福岡県 北九州市 戸畑区市民防災会連合会(福岡県北九州市) 地域住民自らによる「防災資機材の計画整備」
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第15回 福岡県 福岡市 郵便事業株式会社　博多南支店（福岡県福岡市）
安心・安全の地域づくり～救マークの安心施設だけでなく
施設周辺の安心地域～

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第15回 福岡県 福岡市 玄界島女性自衛消防隊防火クラブ（福岡県福岡市）
女性防火クラブによる災害時初動体制の強化及び消防
活動計画図の作成

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第15回 福岡県 北九州市 北九州市戸畑消防団（福岡県北九州市）
全国初の動く！光る！防火劇「パネルシアター」で住警器
ＰＲ、空き缶のプルタブ売却金で住警器を購入、団員がボ
ランティアで設置

総務大臣賞

第19回 福岡県 飯塚市 飯塚市消防団　本部隊　女性分隊 地域防災ワークショップとまち歩き及び避難誘導訓練
日本防火・防災協会

長賞

第16回 長崎県 長崎市 ナガサキ防火研究会 住宅防火啓発用視聴覚教材の制作と実用化 総務大臣賞

第17回 長崎県 長崎市 山川河内自治会
念仏講まんじゅう配り　～150年前の被災の伝承がつなぐ
山川河内の防災～

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第13回 長崎県 長崎市
みのり会地域ふれあいボランティアの会(長崎県長崎
市)

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

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞

第19回 長崎県 島原市 安中地区まちづくり推進協議会
雲仙普賢岳の噴火終了後の復興段階に応じた継続的な
防災まちづくり活動

総務大臣賞

第20回 長崎県 長崎市 伊良林小学校ホタルの会（長崎県長崎市）
1982長崎豪雨災害（7・23長崎大水害）を教訓に、ホタル
の飼育を通じ、児童・保護者に対する環境・防災教育

消防庁長官賞

第２回 宮崎県 日向市 美々津の歴史的町並みを守る会(宮崎県日向市) 地域防災活動(町並み保存) 消防庁長官賞

第19回 宮崎県 高鍋町 高鍋町役場 ノルディックウォーキングを活用した災害に強いまちづくり
日本防火・防災協会

長賞

第11回 熊本県 天草市 天草広域連合中央消防署有明分署(熊本県天草市) 火の用心の気持ちを込めて「菊花鉢」の配布 消防庁長官賞

第13回 熊本県 水俣市 水俣市3区自治会防災防犯委員会(熊本県水俣市)
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

消防庁長官賞

第13回 熊本県 上天草市 牟田小学校少年消防クラブ(熊本県上天草市) 少年消防クラブ員による地域に密着した防火啓発活動
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第16回 熊本県 熊本市 黒髪校区第四町内自治会自主防災クラブ 「災害時要援護者支援マップ」を活用した防災まちづくり
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第12回 大分県 大分市
大分市消防団賀来分団・大分市立賀来小中学校(大
分県大分市)

「かた昼消防団」の活動
消防科学総合ｾﾝﾀｰ

理事長賞

第18回 大分県 佐伯市 ムササビ少年消防クラブ
火災期における「子供達の夜回り」「高齢者とのふれあい
の輪、火の用心の輪」

総務大臣賞

第19回 大分県 佐伯市 宮野浦むらの覚悟委員会
大地震・大津波に備える「むらの覚悟委員会」の取り組み
について

総務大臣賞

第13回 沖縄県 宜野湾市
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(沖縄県宜野湾市)

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

消防科学総合ｾﾝﾀｰ
理事長賞
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