表彰式
2020 年 10 月 24 日、立命館大学創思館カンファレンスホールにて表彰式を開催しました。今年の表彰式は、新型コロナウイルス感染
症対策として、対面と Zoom によるハイブリッド形式で開催しました。入賞者には、表彰状と、各協賛企業、団体から副賞（最優秀賞：
防災グッズ・防水機能付デジタルカメラ・今治タオル他、優秀賞：防災グッズ・住宅用火災警報器他、入選：地球儀・ウレタン畳他、佳作：
地図帳・防災ポーチ他）および参加賞（文具セットや飲料水他）が贈呈されました。続いて、審査委員から作品紹介と講評を行い、入賞
者からは作品のテーマや工夫した点などを発表していただきました。表彰式は、入賞者、ご家族、協賛企業様、本学関係者が参加し、和
やかな雰囲気の中で終えることができました。

表彰式

最優秀賞授与

副賞授与

第14回 みんなでつくる

地域 の安全安 心
マップコンテスト

集合写真

応募者の声

The14th Children s Map Contest for
Community Safety

子供が 1 人で通学するようになり、危険な場所、安全な場所を家族で確認できたことはとても良い時間だった。特に 1 人で困った時に
どこへ行けば次につながるかなどについて話せて良かった。
● 自分の住む町がどんな町なのか、どういう所にリスクがあるのかを知る良いきっかけになった。
● 自分で取り組みをすることで、目には見えない危険を確認できる点ではとても良い。
● 子どもたち自身で考え、作成していくことで、よりその重要性に気づくことができるし、何より自分たちの地域を詳しく知ることがで
きる。
● 家族でマップに取り組むことで、改めて犯罪の起きた場所や危険な場所、避難経路などを確認できたことが良かった。
●

豪華な賞品も
もらえるよ！
！

出張授業
「どうやって安全安心マップを作成したらいいの？」という小学校や団体からの声にお応え
するために、歴史都市防災研究所では出張授業を実施しています。2020 年は大阪府茨木市東
小学校区自主防災会からのご依頼を受け、当研究所の教員・研究員（村中准教授、サキャ准教授、
大橋研究員、酒井研究員）が 11 月 22 日に小学校区内の水害リスクに着目した防災マップの
作成に関する授業を実施しました。今回の授業は、コロナ禍ということもあり、Zoom を使っ
たライブ授業の形式で行われました。当日は茨木市危機管理課の支援のもと、8 名の皆様に対
し、約 40 分のミニ講義と約 60 分のフィールドワークから成る出張授業を実施しました。小
学校区内の危険箇所・安全箇所、魅力ポイントを調査するフィールドワークでは、大雨の際に
注意を要する場所や避難所、地域の魅力を表す町並みや文化財を確認し、身近な地域における
防災・文化について考える機会となりました。

事業報告

地図を作って
夏休みの宿題にしても

いいね！

現地確認の例
＠東コミュニティセンター横の水路

立命館大学歴史都市防災研究所では、小学生を対象として地域の安全安心への関心を深めてもらうことを目的に、2007 年から「地域の
安全安心マップコンテスト」を毎年開催しています。この事業は、小学生、保護者、ご家族、地域住民、教員など子供と大人が一緒に地
域を調べ、マップを作成しながら地域の安全安心を考えてもらえるよう、大学の社会貢献活動の一環として取り組んでおります。今年も
多くの方々に支えられて 14 回目を迎えることができました。この場を借りて心より御礼申し上げます。なお、本紙において第 14 回の
事業内容をご報告させていただきます。皆様の日頃のご活動や今後のマップ作りの一助となれば幸いです。

第 14 回「みんなでつくる地域の安全安心マップコンテスト」概要
当日の様子＠歴史都市防災研究所

ミニ講義の配信画面

お気軽にご相談・お問い合わせください。
立命館大学
安全安心マップ
かんたんマニュアル
もあります！

歴史都市防災研究所

〒603‒8341

事務局

京都市北区小松原北町 58 番地

TEL：075‒467‒8801 ／ FAX：075‒467‒8825
E-mail アドレス：rekibou@st.ritsumei.ac.jp
コンテスト特集ページ：http://www.r-dmuch.jp/jp/project/mapcontest/index.html
開館日／月〜金

9 時 30 分〜17 時 00 分［土・日・祝および休館日除く］

2020 年 8 月 17 日から 9 月 30 日までの募集期間に、全国から 60 点（個人 55 点、グループ 5 点）の応募があり、総勢 101 名の小学
生に参加いただきました。応募地域は、京都府をはじめ、埼玉県、東京都、三重県、広島県、愛媛県、福岡県、と全国各地に及びました。
魅力的な作品が多く、審査にはかなりの時間を要しましたが、11 名の審査委員による厳正なる審査の結果、最優秀賞１点、優秀賞１点、
入選 3 点、佳作 5 点の入賞作品 10 点と、奨励賞１点を選出いたしました。また今年も、入賞作品のうち７作品を全国児童生徒地図作品
展連絡協議会（事務局：国土地理院）主催の「第 24 回全国児童生徒地図優秀作品展」へ推薦いたしました。その結果、本コンテストで
最優秀賞に輝いた「水害から町を守る下水道地下の流れ MAP 〜雨水やコロナの手洗い水はどこに行くの〜」が、「国土交通大臣賞」を
受賞しました。
主
協

催：立命館大学歴史都市防災研究所
賛：セコム株式会社、F レンタリース株式会社、第一通商株式会社、株式会社パスコ、NPO 法人災害ボランティアステーション日本、
株式会社帝国書院、株式会社ネスト・ジャパン、マツモラ産業株式会社、株式会社宝水、株式会社柴橋商会、能美防災株式会社、
奥尻島観光協会、株式会社サンオート、ワエストロ株式会社、株式会社アイ・イー・ジェー（順不同）
後 援：国土地理院、京都新聞、KBS 京都、京都市、公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター、一般社団法人人文地理学会、
立命館地理学会、京都府警察、一般社団法人日本セーフコミュニティ推進機構、国土交通省近畿地方整備局（順不同）

最優秀賞

3 年生・京都府京都市

水害から街を守る下水道地下の流れ MAP

〜雨水やコロナの手洗い水はどこに行くの？〜

佳作

桂坂・命を守るハザードマップ 〜身のまわりの危険を知ろう〜

応募者のコメント

全国児童生徒地図作品展連絡協議会（事務局：国土地理院）主催
「第 24 回全国児童生徒地図優秀作品展」にて、
「国土交通大臣賞」を受賞しました。

優秀賞

6 年生・三重県津市
脱感染避難マップ

入選

3 年生・広島県広島市
平和記念公園 安心安全マップ

3 年生

講評
地図では、上から「きっかけ→調査→発見（わかったこと）
→対策（どう
すればいいの）
→まとめ」のように、項目を立てて分かりやすく情報が整
理されており、地図の色分け、簡略化された表現も見やすい。獣害（熊、猿、
マムシ）
、人（不審者）に場合分けした対処法についても調べて記載した
点も実用的でユニーク。

佳作

4 年生・広島県広島市

応募者のコメント
僕はひいおじいさんが原爆で亡くなってい
ることもあり、毎年広島平和記念公園にお
参りしています。世界中から訪れるたくさ
んの観光客でにぎわっていましたが、コロ
ナ禍で人が減ってしまい寂しく思っていま
した。再び多くの人に訪れて欲しいと願っ
ていますが、体の不自由な人たちも安全に
公園で過ごせるか興味を持ち、公園の安全
安心マップを作成しました。たくさんの工
夫だけでなく問題点があることにも気付き
ました。

応募者のコメント
私の街、翠町と宇品
東は江戸時代と明治
時代にできた埋立地
です。そして三角州
に挟まれた海沿いの
街なので、高潮と津
波による災害が一番
危 険 で す。地 図 を
ぬってみて、街の中
でも道路が低く危険なことがわかりました。避難施設は街にたくさんあり
ますが、それぞれ目的が違います。どんな時・どうやって・どこに避難す
るかが大切で、家族や自分で避難の計画を立てることが必要だとわかりま
した。

講評
タイムリーなテーマに合わせて、「脱感染」という目を引くメッセージや、
土の実験、イタリアとの比較など、ユニークな視点でかつ詳細に調べられ
ている。様々な視点から、独自の提案がしっかりとできている。地図を中
心にしたレイアウトで、見やすくまとまっている。

講評
広島平和記念公園を対象としたバリアフリーマップ。丁寧でデザイン的に
も優れた地図であり、実用性も高い作品。現場を自分の足で詳しく見て
回った努力が伝わるが、これをどう活用したいか、何を改善すべきかの説
明があるとなお良い。

講評
身近な地域の地理的な特徴から、特にどのような災害に気を付けるべきか
を調べ、状況に応じてどのように行動すべきか、その対策についても分か
りやすく示されている。写真と地図、文字を考えて配置し、丁寧な表現で
わかりやすい地図に仕上がっている。

4 年生・東京都世田谷区

暗きょ 蛇崩川の安全安心マップ

入選

3 年生・広島県広島市

もしぼくたちの町にゲリラごう雨がおそってきたら、どこににげたらいいのかな？

佳作

5 年生・広島県広島市

2 年生・福岡県福岡市

ぼくのまちのちゅういマップ 〜ひるとよるのちがい〜
応募者のコメント
ぼくの住んでいるまちは、今とても発
展していて人が増えています。新しい
科学館もあり、子供がたくさん来ます。
ひるとよるに同じ道を歩いてみると、
危険な場所や注意することが時間に
よって違うことに気が付きました。ま
た、昔近くの川がはんらんしたこと、
ひったくりがおきていることなど、初
めて知ることができました。地図を見
てみんなに危険な所を知ってもらい、
安全で楽しいまちにしたいと思って地
図をつくりました。
講評
昼と夜の状況変化を比較した点がユニークで、まちに対する自分の気づき
を大切にして、数多く説明している 2 年生の力作。情報量が多いため、例
えばコメントの種類によって吹き出しの色を分けるなど、分かりやすい地
図になるように表現に工夫があるとなお良い。

佳作

私の町の防災マップ 〜どんな時・どうやって・どこにひなんする？〜

応募者のコメント
テレビや新聞でイタリアの避難所が快適
に過ごせていることに驚きました。イタ
リアと同じような避難所だとコロナ禍で
も密にならずに安心して避難できると思
いました。そこで自分たちの地域でも同
じように避難できる方法はないか調べ
て、さらに安全な方法で皆が避難できる
ように工夫をしてマップを作りました。
工夫した点は、過去の災害歴から津波が
くる海抜を予測したり、道沿いの木が安
全かどうかを確かめたりしたところで
す。

入選

佳作

応募者のコメント
私が住む桂坂は、山を切り開いて作られた
町で、坂が多い町です。そのため土砂災害
の危険が考えられます。また、実際に歩い
てみると、山際ではクマやサルなどの野生
動物、道では車や自転車の速度超過や一旦
停止違反、見通しが悪く子供が一人で通る
には怖い箇所などもあり、様々な事に気を
付けなければならない事がわかりました。
地図では土砂災害危険エリアとこの 3 点を
色別にまとめ、危険な動物（人間）の対処
法も調べました。

豪雨の後に、住んでいるマンションの 1 階が浸水しました。
京都の街中では珍しくないことを知り、雨水やコロナの手洗
い水などが、どう流れて行くのかを調べました。はじめは雨
が降った時の水たまりを記録し、枡とマンホールを地図にし
ました。地下にも下水の地図があることを知り、重ねました。
また下水道方式が違う所で、良い点と悪い点を比べました。
下水は高さを使って流れ、どこで、どうして水があふれるの
かが分かりました。
講評
コロナ禍における小学生らしい疑問を掘り下げている。下水
道の方式の違いに着目し、身近な地域を観察した２つの地域
間比較の地図がとても分かりやすい。断面図を使った水の流
れの説明も見て楽しく、そのまま下水道の解説に使えそうな
作品。目の付け所、コンテンツ量、表現、構成、主題、全て
で優れている。

5 年生・京都府京都市

5 年生・広島県広島市
ぼくの町の夜間危険区域
応募者のコメント
僕がこの地図を作ったきっかけは、犬の散
歩です。夏は暑いので、暗くなってから行
くことがあり、昼間明るくて遠くまで見通
せる道が、夜は暗くて、前方から来る人の
顔が 2 メートル位の距離にならないと見え
ない場所があったので、調べてみることに
しました。調べてみると、
僕の家の周辺は、
お店や学校、パーキング等が多く、昼間は
安全な地域なのに、夜になると人が少なく
暗くなる場所があったので、危険そうな場
所を地図にまとめました。

講評
「夜だと危険な場所」
、
「夜でも安全な場所」など、実際に夜間に絞って現
地調査をしている点がユニークである。夜の外出というテーマにあわせ、
オーソドックスな表現手法だが、丁寧で分かりやすい地図になっている。
付箋に書かれた説明文をもう少し濃く見やすくしたり、説明に必要な写真
があるとなお良い。

奨励賞

3 年生・京都府京都市

ぼくの通学路危険マップ 〜歩行者、自転車、
ドライバーの目線から〜

きけんな場所安全な場所命マップ

応募者のコメント
ハザードマップで自宅付近に
くねくねした形の危険ゾーン
を発見。わたしの家が大雨で
浸水してしまわないか心配に
なり、くねくねエリアの正体
を知りたいと思ったのが、調
べたきっかけです。すると、
そこはもともと川だった所に
ふたをした「暗きょ」だと知
りました。歩いてみると、川
だったなごりがたくさんあ
り、地図にまとめました。蛇崩川は今では雨水を流す水路として役立って
いて、川があふれることはないそうで、安心しました。

応募者のコメント
最近テレビで、ゲリラ豪雨が原因で車が
水につかり、逃げられなくなったニュー
スを見ました。僕の町でも起こるかもし
れないので、どこに水が溜まりやすいの
か細かく標高を調べて色分けしてみる
と、安全だと思っていた大通りが意外に
標高が低く、水が溜まりやすいことがわ
かりました。地図を作ってみて、普段か
ら安全な場所を調べておくことがとても
大切だと実感しました。

応募者のコメント
このポスターの目的は、歩
行者と車の事故が起こる原
因を知るためです。この地
図は僕の通学路です。信号
のない交差点でよく車や自
転車とぶつかりそうになり
ます。このポスターを通し
て、歩行者、自転車、ドラ
イバー、それぞれの視点が
あると気づきました。見え
にくい、優先道路がわかり
にくい、次の信号に気を取られ急いでしまうことがあります。道路の作りにも
問題はありますが、まずは歩行者を優先する気持ちが大切と感じました。

応募者のコメント
私たちの校区には車通りの多
い道、せまい道、歩道がない
道、人通りが少ない道があり
ます。せまい道や歩道のない
道では夕方、ひが落ちると見
通しが悪く事故が起きやすい
です。人通りが少ない道は、
一人で歩いていると知らない
人に声をかけられないかこわ
いです。みんなが安心してく
らせるようにこのポスターを
作りました。このポスターをみて小さな子どもさんから大人の人までが事
故や危険な目にあわないようにしてほしいです。

講評
フィールドワークやインタビューを通して、暗渠と水害リスクの関係を調
査をした力作。特に神社や区役所でのインタビューから地域を知ろうとす
る努力が評価できる。図を用いた説明、メインの地図を大きくするなど、
レイアウトを工夫するとなお良い。

講評
ゲリラ豪雨と浸水範囲について、地面の高低差を考慮しながら丁寧に調査
している。浸水域を重ねたオーソドックスな地図だが、地図表現のセンス
が評価された。地理院地図を見るなどデータ入手もしっかりしており、地
図 としても “どこ を表現したのかがはっきりしている。

講評
歩行者、自転車、ドライバー（自動車）という、それぞれ立場の違う視点か
ら道路の危険性を考えている点が高く評価された。ドライバーの視点＝大人
の視点なので、子どもの安全学習にも役立つと思われる。特定の交差点だ
けでなく、もう少し広い範囲で考えるとなお良い。

講評
危険な場所と安全な場所を、車が通る道と車があまり通らない道に分けて
分かりやすく表現している。年下の子供を誘導して感謝されたことが製作
の動機になっており、やさしさがが伝わる作品である。歩道がどの道にあ
るのかなど、もう少し道の構造や特徴について調べるとなお良い。

