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1. 会議開催概要 

 

(1)概要 

 

会議名称: 都市の防災フォーラム Tokyo（英語名称：Urban Resilience Forum Tokyo（URF）） 

主催   : 東京都 

日程   : 2019 (令和元)年 5月 20日（月）～22日（水） 

開催場所: ハイアットリージェンシー東京（東京都新宿区西新宿二丁目 7番 2号）、 

ヒルトン東京（東京都新宿区西新宿六丁目 6番 2号）ほか 

 

開催趣旨:  東京 2020 大会を前に災害の取組と知見を共有することで、都市の連帯を高

め、共通の財産とするとともに、世界的な都市災害の激甚化・頻発化を踏ま

え、大都市における災害への対策の重要性を世界に訴える。 

【テーマ】都市マネジメントにおける災害対策の重要性～共通する責任、多

様な取組～ 

参加者 ：  17都市（東京含む）52名他、約 100名 

        ＊都市のうち、首長級・副首長級参加都市 9 都市   
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(2)プログラム 

 

 

5月 20日 (月)  

時間 プログラム 

18:30-20:00 ウェルカムレセプション（副知事主催） 

 

5月 21日（火） 

時間 プログラム 

9:15-9:25 
U20/URF 開会式 

場所：ヒルトン東京 

10:00-11:30 

サブセッション 1,2 

地震及び風水害対策（ハード施策） 

登壇者 

1. Michael Joseph Gillooly（クライストチャーチ市 Chief Resilience Officer） 

2. Joseph William Threat（ニューオリンズ市 Manager, Project Delivery Unit 

(PDU)Facilities, Infrastructure, and Community Development） 

3. Nobutada Tomonaga (東京都都市整備局市街地建築部耐震化推進担当課長) 

4. Kazuhiro Kobayashi（東京都建設局河川部長） 

5. Michael Mendonça（ウェリントン市 Chief Resilience Officer）  

13:00-14:30 

サブセッション 3   

地震対策（ソフト施策） 

登壇都市 

1. Diana Alarcón González（メ

キシコシティ市 Chief Advisor 

and Foreign Affairs 

Coordinator） 

2. Ana Luisa Yañez Jofre(サン

ティアゴ市 Director of Civil 

Protection and   Emergency) 

3. Koichi Arigane（東京都総務

局総合防災部長）  

サブセッション 4 

風水害対策（ソフト施策） 

登壇都市 

1. Prayoon Krongyoth（バンコク首都圏

Deputy Director-General Bangkok Fire and 

Rescue Department）  

2. Nguyễn Trọng Minh（ハノイ Officer of 

Hanoi People's Committee's Office） 

3. Arnoud Molenaar(ロッテルダム Chief 

Resilience Officer Affiliate Expert 

Global Centre on Adaptation) 

4. Motohiro Koga(東京都総務局防災計画担

当部長) 
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15:00-17:15 

首長級ラウンドテーブル 

モデレータ：水鳥 真美氏, 国連事務総長特別代表（防災担当） 兼 国連防災機

関（UNDRR）ヘッド 

登壇者 

1. 小池百合子（東京都知事）  

2. Lianne Dalziel (クライストチャーチ市長)   

3. Anies Rasyid Baswedan (ジャカルタ特別市知事)  

4. Nguyễn Văn Sửu (ハノイ市人民委員会副委員長)   

5. Emmanuel Gregoire (パリ市副市長)   

6. Ahmed Aboutaleb (ロッテルダム市長)   

7. Hee-sun Jin (ソウル市副市長)   

8. Shukhrat Khudoykulovich Turdikulov (タシュケント市副市長)   

(プレゼンター：Yusufbek Erkinov)  

19:30-21:00 
フェアウェルレセプション（都知事主催） 

場所：八芳園 

 

 

5月 22日（水） 

時間 プログラム 

9:30-11:00 

URF 参加者向け特別プログラム 

- 東京消防庁 VR体験車試乗  

  東京都（総務局総合防災部）によるマイ・タイムラインの説明 等 

11:20-11:40 
共同記者発表（URF東京宣言・U20コミュニケ） 

場所：ヒルトン東京 

午後 視察（都内） 

 

5月 23日、24日 東日本大震災被災地視察 

 

 

  

https://www.c-linkage.co.jp/urf-tokyo/pdf/Tokyo_Sengen.pdf
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(3)参加都市一覧 

都市名 

バンコク ブエノスアイレス 

クライストチャーチ ダーバン 

ハノイ ジャカルタ 

メキシコシティ ニューオリンズ 

パリ ロッテルダム 

サンティアゴ ソウル 

タシュケント ティラナ 

ウランバートル ウェリントン 

 

 (4)参加者リスト 

No. 都市名 氏名 肩書 

1 Bangkok Prayoon Krongyoth Mr. 

Deputy Director-General, 

Bangkok Fire and Rescue 

Department 

2 Bangkok Krongthum Neelapaichit Ms. 

Foreign Relations Officer, 

Practitioner Level, 

International Affairs Office 

3 Bangkok Phimlaphatr Buajud Ms. 

Human Resource Officer, 

Professional Level, Training 

Section, Technical and Planning 

Division, Bangkok Fire and 

Rescue Department  

4 Christchurch Lianne Dalziel Ms. Mayor 

5 Christchurch Michael Jopseph Gillooly Mr. Chief Resilience Officer 

6 Durban Bongumusa Thompson Mbhele Mr. Chief Operation Officer 

7 Durban Chumisa Natalia Thengwa Ms. Acting Deputy Head 

8 Durban Zamangwane Cynthia Khuzwayo Ms. C40 Program Manager 

9 Durban Siboniso Goodhope Martin Xaba Mr. Head of Mayoral Parlour 

10 Durban JAMILA JOYCE NDOVELA Ms. SENIOR COORDINATOR 
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11 Hanoi Nguyễn Văn Sửu Mr. Vice-chairman  

12 Hanoi Nguyễn Trọng Minh Mr. 
Officer of Hanoi People's 

Committee's Office 

13 Hanoi Nguyễn Tuấn Anh Mr. 
 Deputy Director of Hanoi 

Police Department 

14 Hanoi Tạ Văn Tường Mr. 

Deputy Director of Hanoi 

Agriculture and Rural 

Development Department 

15 Hanoi Nguyễn Nam Hải Mr. 
Deputy Director of Hanoi 

Foreign Affairs Department 

16 Hanoi Lê Huy Hoàng Mr. 

Officer of International 

Cooperation Division, Hanoi 

Foreign Affairs Department. 

17 Jakarta Anies Rasyid Baswedan Mr. Governor 

18 Jakarta Shinta Nindyawati Mrs. 
Head of International 

Cooperation Division 

19 Jakarta Enggar Ferry Wibowo Sugiharto Mr. 
Head of International 

Organization Sub Division 

20 Jakarta Didit Okiandi Mr. ADC 

21 Jakarta Kreshna Aditya Mr. Governor's personal Aide 

22 Jakarta Ridwan Maulana Mr.   

23 Jakarta Arifin Asydhad Mr. Editor in Chief Kumparan 

24 Jakarta Gina Karina Ms. Country Manager ICLEI Indonesia 

25 Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan Mr. 
Head of Board for Regional 

Planning 

26 Mexico City Diana Alarcón González Dr. 
Chief Advisor and Foreign 

Affairs Coordinator 

27 New Orleans Joseph William Threat Mr. 
Manager, Project Delivery Unit 

(PDU) 

28 Paris Emmanuel Gregoire Mr. First Deputy Mayor of Paris 
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29 Paris Patriziana Saparacino-Thiellay Ms. 
Ambassador, Diplomatic adviser 

to the Mayor of Paris 

30 Rotterdam Ahmed Aboutaleb Mr. Mayor 

31 Rotterdam Arnoud Molenaar Mr. Chief Resilience Officer 

32 Rotterdam Martijn Huijskens Mr. Head of International Affairs 

33 Santiago Ana Luisa Yañez Jofre Ms. 
Director of Civil Protection 

and Emergency 

34 Seoul Hee-sun Jin  Mr. Vice Mayor 

35 Seoul Kihyun Kim Mr. 
Director of Safety Management 

Division 

36 Tashkent Shukhrat Turdikulov Mr Deputy of Mayor 

37 Tashkent Mukhtar Mukhitdinov Mr. 

General Directorate for 

Emergency Situations of the 

city of Tashkent 

38 Tashkent Anvar Yakubov Mr. 
Leading specialist of 

Municipality Secretary 

39 Tashkent Yusufbek Erkinov Mr. 
Leading Specialist of Tashkent 

Municipality 

40 Tirana Anuela Ristani Mrs. 
Chief of Staff at the 

Municipality of Tirana 

41 Tirana Bledi Cikopana Mr. 

Head of Customer Care, Tirana 

Water and Wastewater Utility 

Company 

42 Ulaanbaatar Khaliunbat Myagmarjav Mr. 

Deputy Governor of the capital 

city Ulaanbaatar, in charge of 

Innovation and Technology 

43 Ulaanbaatar Mend-Ochir Melscho Mr. 
Advisor to the Governor of the 

capital city Ulaanbaatar 

44 Wellington Michael Mendonca Mr. Chief Resilience Officer 

45 Wellington Hayley Moselen Ms. 
Technical Manager, Resilient 

Buildings 
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46 東京 小池百合子 Ms. 都知事 

47 東京 遠藤雅彦  Mr. 総務局長 

48 東京  小林茂 Mr. 危機管理監 

49 東京 富永信忠 Mr. 
東京都都市整備局市街地建築部

耐震化推進担当課長 

50 東京 小林一浩 Mr. 東京都建設局河川部長 

51 東京  有金浩一 Mr. 東京都総務局総合防災部長 

52 東京 古賀元浩 Mr 東京都総務局防災計画担当部長 
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2. 開会式 

(1)開会挨拶 

■東京都知事  小池百合子  

 

 U20/ URF: 開会知事挨拶 

令和元年５月 21日（火）ヒルトン東京 

＜歓迎挨拶＞ 

皆さん、東京へようこそ。心より歓迎する。 

皆さんと共に、2019年Ｕ20メイヤーズ・サミット及びＵＲＦ（都市の防災フォーラム Tokyo）

を開会できて光栄である。 

＜参加者への感謝＞ 

Ｕ20サミットとＵＲＦに参加するため、世界中から大勢の首長が集まってくれたことを大

変嬉しく思う。二つの会議の議長として、皆さんの献身に心より感謝する。 

また、Ｕ20で基調講演をしてくださる国連大学のマローン学長、ＵＲＦの首長級円卓会議

をモデレートしてくれるＵＮＤＲＲヘッドの水鳥氏、お二人をお迎えできて光栄である。 

＜都市の課題とグローバル課題のリンク＞ 

さて、ここにいる知事、市長の皆さんは、住民の生活を預かる都市政府を率いる立場とし

て、日々、厳しい現実と向きあい、ベストな選択肢を模索し、そして具体的な行動を起こ

していることと思う。 

私も同じである。私は、長く国会議員を務めた後、2016 年に都知事に就任した。そして、

日々、私の実施する施策が、地域の課題を解決するためのものであると同時に、グローバ

ルアジェンダ達成の最前線にあると実感している。 

私は、皆さんも同じように感じており、今日ここに来てくれた理由だと思っている。 

＜１：気候変動対策＞ 

まず、Ｕ20の重要テーマの一つである気候変動対策を例として挙げたい。 

私はかつて環境大臣を３年間務め、気候変動対策には長く力を入れてきた。気候変動対策

が、各地域の事情に根差した取り組みと、グローバルな協調の両方を必要とすることは、

C40加盟都市を中心とする、ここにいる皆さんが最も良くご存じだと思う。 

＜２：社会の包摂及び統合＞ 

また、東京を、多様な人と人がつながりあい、誰もが力を発揮できる都市にすることは、

私の優先課題である。まず、来年に控えた 2020大会、特にパラリンピック大会の成功によ

り、よりインクルーシブな社会というレガシーを遺そうと、パラスポーツの普及やギャッ

プのないまちづくりを進めている。また、私は東京都初の女性知事として、女性のエンパ

ワーメントにも力を入れている。都市がよりインクルーシブになるために出来ることはた

くさんある。  
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＜３：持続可能な経済成長＞ 

更に、”Society 5.0”、つまり、先端技術を適切に活用し、経済成長と社会的課題の解

決の両方を成し遂げた社会の実現を、東京の重要な成長戦略の一つと捉えている。 

世界中が、極めて早い技術革新をどう活用しようか考えている中、イノベーションのハブ

であり、住民の生活の場である都市こそ、対応のベストモデルを世界に示し得る場所であ

る。 

＜Ｕ20の意義と役割＞ 

私達、都市の知事や市長が、自分の都市の課題に取り組むことは、各都市の繁栄を実現す

るだけでなく、グローバルなアジェンダの実現につながるのである。逆にいえば、私達が

地域政策を実行しなければ、ＳＤＧｓもパリ協定も達成されない。 

このような状況の中、Ｇ20 プロセスに都市が関与しようとするＵ20 というイニシアチブ

が始まったのは必然と言えるだろう。私は、2018年ブエノスアイレスでのＵ20の成功を引

き継ぎ、2019年の議長を引き受けたことを大変光栄に思う。 

Ｕ20は明日、今年のコミュニケをＧ20 議長に届ける。これにより、私達、知事・市長は、

Ｇ20首脳に対して、共に取り組むべき具体的な事項を訴えていく。 

＜ＵＲＦ開催＞ 

一方で私は、自身のイニシアチブとして、都市の抱える重要な課題をテーマに、各都市の

首長が集い、議論する場である国際会議を主催してきた。 

今回、多くの都市が集うＵ20の機会を捉え、「防災」をテーマにこのＵＲＦを主催する。 

多くの都市に出席をいただき、「防災」への関心の高さを改めて実感しているところであ

る。 

＜ローカルな防災施策の重要性＞ 

防災は、地域の特性や事情に根差した取り組みが重要であり、我々都市が、具体的かつ積

極的な施策を進める責任をもつ政策分野である。 

私は、就任以来、「セーフ・シティ」を政策の柱に掲げ、安全で安心な首都・東京を目指

している。昨年、日本各地で大規模な地震や風水害が続いた際には、都の対策全般の総点

検を緊急に行い、タイムラインの普及拡大など、12 の取組について早急に予算化を図り実

行に移した。また、女性の防災人材の育成など、これまで日本では欠落していた、女性の

視点での防災の取組も進めている。 

＜グローバルな防災の取組の必要性＞ 

一方、防災はもはや、一部の都市に限定された問題ではない。特に近年、気候変動の影響

で、これまで災害の少なかった地域も含めた多くの都市が、豪雨などの深刻な災害を経験

するようになっている。 

2015年に国連防災会議で決議された「仙台防災枠組」の中でも、災害時のリスクを理解し

共有することや、防災への投資を進めレジリエンスを高めることがうたわれているのは、

皆さんもご存じだと思う。 

災害対策の重要性は、実際に自然災害の被害と、災害からの復興を経験した都市が最も切
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実に知っている。その知見を世界と共有し、グローバルに防災の主流化を訴えていくこと

は、災害を経験した都市が果たすべき役割と言っていいと思う。  

＜結び＞ 

Ｕ20メイヤーズ・サミットとＵＲＦは、都市がお互いの取組を学び合い、将来に向け、連

携を深める場でもある。 

今日から明日にかけて、Ｕ20では６つのセッションを、ＵＲＦでは市長の首長級円卓会議

と４つのサブセッションを行う。活発で有意義な議論を期待する。 

最後に、本日の会議を実現させてくれた人々や機関にお礼したい。Ｕ20の 6人のモデレー

タ、つまり国連大学・リヤンティ博士、国連ハビタット・是澤氏、世界銀行・マイトレイ

氏、世界経済フォーラム・メリット氏、UN Women 日本事務所・石川氏、そして慶応大学・

蟹江博士、また、Ｕ20 の運営協力者であるＣ40 とＵＣＬＧ、そしてＵ20 パートナー機関

の皆さんに、心より感謝する。ＵＲＦ開催にあたっては、ＵＮＤＲＲの皆さんから有意義

なアドバイスをいただき感謝申し上げたい。 

皆さん、Ｕ20メイヤーズ・サミットとＵＲＦを通じて、世界に、都市の連携と力強い可能

性を大いに示していきましょう。 
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3. サブセッション、首長級ラウンドテーブル 

 

(1)サブセッション 1,2 

 

   1. 日時・場所 

    5 月 21 日（火） 10:00-11:30   ハイアットリージェンシー東京 27 階「エクセ

レンス」 

2. テーマ 

   地震及び風水害対策（ハード施策） 

3. 参加者 

＜発表者＞ 

   1. クライストチャーチ 2. ニューオリンズ 3. 東京都都市整備局  

4. 東京都建設局 5. ウェリントン 

 

発表① クライストチャーチ Michael Joseph Gillooly 

クライストチャーチは 2010 年と 2011 年に発生した地震以降、多くの

課題に直面してきた結果、インフラと考え方の両面で革新的都市とし

て自己改革もできた。ニュージーランドでは、地震と気象に関する自

然災害が非常に起き易く、都市の大半は脆弱な沿岸地域に位置し、人

口の大半は都市化された地域に集中している。従い、揺れやその他の

災害から、重大な影響を受ける。世界中で、気候関連の自然災害が増

加している。我が国の経済規模は小さいため、都市をレジリエントにすることによって、将来も安全な都

市にする必要があり、斯様な取組は、費用対効果の高いものとする必要がある。レジリエントな建物はよ

り安全且つ、長期コスト削減に役立つ。市はその移行段階にある。災害対応で得た教訓の 1 つは、既存の

ルールや方法に依存してはならぬということだ。被災後、優先事項は変わる。私は、2010 年と 2011 年の

大地震後に、土地排水復興プログラムを担当した。洪水位を地震前の水位に下げ、水路を将来の負荷要因

に対し、よりレジリエントにすることであった。洪水は人々の家、企業、健康、福利厚生を損なう。地震

に加えて洪水の被害は、人々の財政の健全性と心身の健康に影響した。我々の課題の 1 つは、複合的な危

険要因下で洪水管理の決定を行うことである。市の各地域が災害を受け易く、複数の災害が発生し易い箇

所が多くある。我々は、今後のインフラと計画策定の情報を伝達する堅牢な枠組み構築のため、マルチハ

ザード分析を実施した。工事の対象分野は、運河改良、ポンプ場と配管、貯水・処理施設、土手や障壁等。

結論として、レジリエンスとは、不確かな将来のため、人々、インフラ、システムの備えをすることであ

る。 
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発表② ニューオリンズ Joseph William Threat 

ニューオリンズは海に囲まれているため、豪雨時の雨水対策として、

既存の構造物を地下水貯水に利用するよう多数のプロジェクトが実

施されている。アメリカ合衆国で最古の都市の 1 つでもあるため、

市は豪雨時の雨水対策の取組を続けている。インフラ改良、新規構

造物用建築基準法の改正、既存構造物改修、グリーンインフラ追加

などである。豪雨による雨水貯水策としては、雨水用区画と公園、

バイオスウェール、レインガーデン、貯留地などがある。市は、史上初のレジリエンス地区の設置コンテ

ストで、合衆国政府から 1 億 4,100 万ドルを授与された。ジェンティリー・レジリエンス地区は、市の主

要な災害レジリエンスプロジェクトの 1つである。この地区のアプローチによって、地理的に焦点を当て、

市全体や、さらに大規模な地域全体で、繰返し対策実施が可能である。我々は地域社会全体で、複合的利

益や公平な結果を生む計画を目指している。洪水リスク削減に限らず、健康や教育なども含む。対策策定

に際しては、地域社会の賛同が得られるようにしている。市は堤防による安全に大きく依存しているため、

ジェンティリーの堤防システムの改善に取組んでいる。ポンプシステムの強化にも取組んでいる。上下水

道当局と連携し、各種道路工事も行なっている。市のレジリエンス強化において、最も洪水の影響を受け

やすい地域を特定した。これに関する最大プロジェクトの 1 つに、ポンティリー地区工事があり、同地区

の運河やグリーンインフラの排水改善が含まれる。他の対策には、個人宅への豪雨雨水管理機能の追加、

災害が生物の種へ及ぼす影響のモニタリング等がある。 

 

発表③ 東京都（都市整備局） Nobutada Tominaga 

東京の耐震取組目標は、「燃えない」「倒れない」である。日本は

多くの破壊的な自然災害に見舞われてきた。その一例は、1995 年の

阪神淡路大震災である。道路は倒壊した建物でふさがれ、市街地で

は大規模火災が発生した。東京都はこれらの災害から教訓を得よう

としてきた。我々は首都直下型地震の被害を推定した。また、救助・

救援、消火等のための緊急輸送道路を指定した。阪神淡路大震災で

は、旧耐震基準で建てられていた建物が、より脆弱で、より深刻な損害を被った。東京および日本全国で、

我々は耐震建築に懸命に取り組んでいる。特に、緊急輸送道路沿いの建物については、そうである。具体

的には、耐震評価の義務化、耐震評価・強化への財政支援、専門家からの助言、戸別訪問による働き掛け、

評価結果の通知などが含まれる。東京都は、2026 年までに、緊急輸送道路沿いの建物の 100％が耐震化さ

れることを目指している。昨年は、耐震化率が 84.8％に達した。また、東京都は耐火性向上のため、10年

プロジェクトを推進している。東京都には、木造住宅の密集地域が多くある。このような住宅は、東京大

空襲を生き延び、都心から周辺地域へと移住した人々によって建てられた。東京都の 10年プロジェクトは、

これらの住宅の耐火性を高めるために開始され、このような住宅が直面するリスクや、東日本大震災後の

切迫感の高まりによって加速されている。このプロジェクトには 3 本の柱がある。すなわち、不燃化特区

の設置、延焼遮断帯を作るための主要都市計画道路の改修、防災コミュニティの形成につながる機運作り

である。 
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発表④ 東京都（建設局） Kazuhiro Kobayashi 

東京都では、高潮やその他の水関連災害から住民を守るために、さま

ざまな河川事業を推進している。東京都は、地震、台風、豪雨など、

さまざまな災害リスクを抱えている。日本の台風シーズンは、夏の数

カ月間である。壊滅的な被害をもたらした台風には、1949 年のキテ

ィ台風、1958 年のアイダ台風がある。また、2005 年に起こったよう

な局地的大雨による洪水もあった。東京は洪水が起きやすいため、建

設局は、生命と財産を守り、快適な河川環境を作るための取組を進めている。東京の東部では、低地河川

の高潮／地震対策を実施している。中央部では、洪水対策を講じている。山の多い西部では、土砂災害対

策を講じている。低地河川では、高潮から守るために、中央制御式水門を設置している。また、スーパー

堤防作りのために地域を再建した。洪水対策については、川幅の拡幅、河床の浚渫、河岸強化による改修

を行なった。また、調整池と排水路を改修した。キティ台風の際は、13万 7,000戸を超える住宅が浸水し

た。同程度の台風であるラン台風が 2017年に襲ったが、対策を講じていたおかげで、河川の氾濫によって

浸水した住宅はなかった。1966年のキット台風では、降雨によって 4万 1,000戸を超える住宅が浸水した。

2017年のラン台風では、降雨によって浸水した住宅は 35戸にとどまり、氾濫した河川はなかった。 

河川地域の防災性を高めることに加え、住民のために河川地域を快適な場所にすることにも尽力した。 

 

発表⑤ ウェリントン Michael Mendonça  

ウェリントンはニュージーランドの首都で、港がある。同市では、

地震がかなり発生しやすい。今後 50 年以内に、甚大な被害と犠牲

者を出す大地震が発生する確率は 10％である。近年、大地震がウェ

リントン近郊の地方を襲った。これによって、住民と政府は恐怖に

陥ったため、政府は、最も地震の影響を受けやすい建物の耐震性を

確保するための緊急策を講じた。政府は、少額の資金援助を行なっ

たが、建物の所有者が費用の大半を賄った。 

現在は、他の建物について取組を行なっている。検討すべき建物は 600 件以上ある。市は、交通量の多い

道路沿いや、緊急サービスが使用する戦略道路沿いの建物を重視している。今回も、建物の所有者が費用

の大半を賄う予定である。 

同市は、耐震モデルの都市開発において、東京大学と連携している。これまで市は、より古い建物を重視

してきたが、より新しい建物でも、特に、コンクリート床の建物は地震の被害を非常に受けやすいことが

最近、分かった。 

建物は、水平インフラにも接合する必要がある。そのため、市はインフラなどの防災にも投資を行なって

いる。特に、同市は丘陵地が多いため、地滑りが発生しやすい。市は、水安全保障のために、代わりとな

る水源の掘削を試みている。  
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(2)サブセッション 3 

 

   1. 日時・場所  

5 月 21 日（火） 13:00-14:30   ハイアットリージェンシー東京 27 階「エクセ

レンス」 

2. テーマ 

地震対策（ソフト施策） 

   3. 参加者 

＜発表者＞ 

1. メキシコシティ 2. サンティアゴ 3. 東京都（総合防災部）  

 

発表① メキシコシティ Diana Alarcón González 

メキシコシティは地震が発生しやすい。近年、大地震が 3 回起き、

大きな経済損失を受けた。他のリスクも多数あり、大洪水や山火事

は、大気汚染原因の一つである。我々が準拠する指針は、開かれた

政府、持続可能性、革新である。それに則り諸要素に関し政府プロ

グラムを策定中。諸要素とは災害、脆弱性、リスクに曝されること

などで、社会経済的要因によって決定される。貧困層でのリスクが高い。不平等がリスクを高め、悪循環

を生んでいる。恵まれない立場の集団は不平等の影響を複数のルートで被り、一層大きな不平等を招いて

いる。自然災害からの復興率は不平等を反映し、富裕層は貧困層よりもはるかに早く復興を遂げるが貧困

層は復興力が弱い。市は、不平等の根本原因に対処するため新たな政策枠組みを構築している。社会的な

それを含むレジリエンス構築が必要である。不平等に対処する包括的政策枠組みは 6 本の柱から成り、レ

ジリエンスの概念はそのいずれにも含まれている。最貧且つ脆弱な地域への投資拡大は、不平等削減のた

めである。投資は主に、インフラ、輸送機関再建や緑地に対し行われている。不平等に対処するための特

徴的投資は、コミュニティセンター建設、都市周辺部と都心を結ぶ統合輸送システム構築、雨水収集シス

テム、奨学金援助、国民皆年金、復興公園、レクリエーションセンター、雇用創出などである。全市民が、

教育、健康、住居、緑地、良い仕事など適正な生活を送る権利や、レジリエント都市への権利を有する市

創りを実施している。レジリエント都市への権利等、多くの側面で人々の権利を認めた。脆弱性のリスク

には、その根本的原因に対し取り組んでいる。多くの貧しい人々が、災害の危険が最も高い地域での生活

を余儀なくされている。  
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発表② サンティアゴ Ana Luisa Yañez Jofre 

チリは世界で最も自然リスクが多い国の 1 つである。2010 年の地

震により、住んでいる場所、リスク、リスクに備えるための優先

事項について、再検討と再評価を行なった。この備えは、さまざ

まな身近なリスクがある自宅や地域、学校、職場で実施しなけれ

ばならない。チリは、被害の程度と対応能力に応じ適切に、緊急

事態に対処しなければならない。2010 年の地震では、多くの建物

が被害を受けた。当該被害と子供らの中に生まれた恐怖を克服することは困難だった。地震は、教会の倒

壊リスク、歩行者には、瓦礫落下による危険を生じた。2010年の地震では、文化財、学校、プレハブ構造

の階段を含む居住用ビルが損害を被った。2016年には市で洪水が発生した。対雨水河川容量は十分にも拘

わらず、河川は氾濫し、道路は浸水した。我々が晒されている深刻なリスクについて理解し、脆弱性を評

価し、それぞれの脅威に備えることは不可欠である。市は、多くの行動を通じ、地域レベルでのリスク管

理を重視している。その行動とは、地域社会の市民保護システム強化、災害リスクに関する情報管理、戦

略について教え、学ぶこと、リスク管理に関連して、公的機関および民間機関と連携すること、基本サー

ビスにおいて、企業との協調を深めることであり、多くの活動に従事している。制度尊重、モニタリング

と早期警報システム強化、防災と自己防衛文化促進、潜在的危険要因削減、緊急対応能力強化である。市

長は多くの肯定的結果が期待される連携に貢献する公約に署名した。市は、日本など他国の成功事例を活

用している。 

 

発表③ 東京都（総合防災部）Koichi Arigane 

日本は、地震災害の歴史があり、地震が発生しやすい。大規模な対

策とイニシアチブを通じた地震対策の背景にある基本的な考え方

には、公助、自助、共助がある。 

今後 30 年以内に大地震が東京を襲う確率は 70％である。大地震が

東京を襲えば、甚大な被害が出る。首都直下型地震の推定被害は、

死者約 9,700人、全壊する建物が約 30万 4,000件である。 

東京都は積極的に災害への備えを行なっており、災害への備えのツールとして、防災ブックを配布してい

る。また、東京都は、女性の視点を反映した防災ブックを作成し、外出時には何を持っていくべきかなど、

女性の視点を示している。ライフラインの寸断に対処するために、予備の食料や生活必需品などの日用品

を、3 日分備蓄する必要がある。コミュニティでは、災害への備えに関するリーダーを置き、コミュニテ

ィの発展とリーダー育成を促進するための取組を進め、災害に備える行動が取られた。東京都では、コミ

ュニティや職場での防災において、女性リーダーの推進を継続してきた。過去の災害では、女性は自らの

意見が聞き入れられず、真剣に受け止められなかったと感じていた。東京都は帰宅困難者のための支援を

用意した。その理由は、災害後は動き回らないことが奨励されるためだ。また、ハザードマップを含む地

震に関する情報が多言語で、公式ウェブサイトに掲載されている。スマートフォンのアプリも多言語で用

意され、災害対応訓練も行なわれている。また、東京都はテロ対策訓練も実施している。 
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(3)サブセッション 4 

 

  1. 日時・場所  

5 月 21 日（火） 13:00-14:30   ハイアットリージェンシー東京 28 階「スカイル

ーム」 

2. テーマ  

風水害対策（ソフト施策） 

3. 参加者 

＜発表者＞ 

1. バンコク 2. ハノイ 3. ロッテルダム 4. 東京都（総合防災部）  

 

発表① バンコク Prayoon Krongyoth 

バンコクを襲う主な災害は、洪水、火災、交通事故、危険物、暴風

雨、鳥インフルエンザである。2011 年の雨季に、タイは大洪水に見

舞われた。洪水はバンコクを含む広範囲に拡大、市内を流れる河川

の堤防沿いの多くの地域が浸水し交通も大きな被害を被った。 今後

の洪水対策として、バンコク首都圏庁は、暴風雨、洪水に対処する

防災・緩和計画を実施した。第一ステップは、状況と災害リスクを

評価し、災害緩和策を講じ、第二ステップは、避難などの対応を行うことである。各部署間でのコミュニ

ケーションや情報共有も重要である。市民の意識向上のため、教育上の取組に加え、訓練と能力開発を実

施している。首都圏庁の各部署が、防災と減災を学び、分析し、計画化している。2019 年洪水防止計画も

策定し、地域社会に基づくリスク管理実施、事故管理、早期警報、計画策定を含む更なる緊急事態管理措

置を講じている。災害後、復旧・再建への健康データモニタリング、医療支援、建物の復旧・再建を含む

努力がなされる。市は、通信網や災害通知網を常時モニタリングし、災害リスクに備え、統制や調整シス

テムの能力を向上させている。更に、データベースを構築し、常時更新を行い、リアルタイムでのアクセ

スを可能にしている。人材開発に関しては、3 つのレベルで取組んでいる。個人、ボランティア、人々で

ある。公的サービススタッフの研修、災害演習の実施が取組に含まれている。市民の啓発も不可欠である。

それによって地域社会がより安全になり、一般市民との関係が強化される。バンコクは災害の影響を受け

易いが、首都圏庁はバンコクを社会経済活動のベースとし、住むには素晴らしい場所とする決意である。

バンコクは、災害時の社会経済的損失と犠牲者を最小限にとどめる目的で、体系的プロセスと能力を強化

するため、安全管理強化の重要性を認識している。世界的に安全な都市となることは、バンコクの目標で

ある。 
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発表② ハノイ Nguyễn Trọng Minh 

ハノイでは、洪水と暴風雨に対処するために、さまざまな技術的解

決策を実施している。ベトナムは、毎年、多くの台風に見舞われる

が、気候変動によって悪化している。平均降雨量は多いため、洪水

が発生する。ハノイを襲った台風が、洪水や木または構造物の倒壊

を引き起こした事例が多くあった。我々は、自らの経験から多くの

教訓を得てきた。また、強固なシステムの重要性も認識している。

我々は、ガイドラインの作成、防災・闘い・対応に関する解決策の策定、現場ガイドラインの作成、評価、

一般市民の啓発と訓練を実施した。また、集水地域の設置など、さまざまな洪水対策を策定した。さらに、

被災地域向け避難計画や、住む場所を失った人々の住宅供給計画も策定した。我々が得た教訓として、暴

風雨や洪水を防止し、それらと闘うための専門部隊を作る必要性、そのような取組や復興に参加させるた

めに、住民全員と社会を動員する必要性がある。また、我々は、防災と現場対策の重要性も認識している。

さらに、ガイドラインを用意することは重要である。その上、利害関係者全員の役割も決定しなければな

らない。また、予測システムや早期警報システムも必要である。最後に、自然災害の防止と闘いは、イン

フラ整備などの社会経済開発計画・プログラムと強く結び付いていなければならない。 

 

発表③ ロッテルダム Arnoud Molenaar 

ロッテルダムは、多くのレジリエンス目標がある。気候レジリエン

スで次のレベルに達するのがその一つ。市は洪水対処だけではなく、

都市品質を高め、社会的レジリエンスを付加するため取り組んでい

る。サイバー攻撃や停電発生の場合でも、災害対処出来るように、

サイバーレジリエンスにも取り組んでいる。 

ロッテルダムは、水、空間利用、気候変動、レジリエンスに関する

対策を講じ、気候に対するレジリエントなデルタ都市になるため取り組みを行っている。このような取り

組みへの、市民参加が増している。市は大規模なインフラ対策からグリーンインフラや啓発などソフト対

策まで講じてきた。 

それでも、市は、このような取り組みでは不十分と考えている。市を次のレベルに引き上げるため更なる

取り組みが必要である。屋上緑化に加えて、市はソーラーパネルとその他の対策からなる第 2 階層の計画

を立案している。洪水の他、気候変動による干ばつにも対処する必要がある。新たなソフト的手法が必要

で、熱波が発生した場合に、より涼しい地域や水源を探したり、降雨を追跡するアプリなどが使用されて

いる。考慮すべきもう 1 つの要素は、重要インフラの脆弱性である。例えば、市は防水インフラを整備す

るため、電気・水道・ガスなどの供給会社と連携している。また、垂直避難方法も導入している。 

さらに洪水に対する地域社会の全体的なレジリエンスを高めることも検討し、目指している。これにより、

社会的レジリエンス対策にも繋がるよう願った。市は、地域住民と地方自治体がレジリエンスの考え方を

取り入れるように奨励し、地域コミュニティにレジリエンスが深く根付くよう努めている。市はこのよう

な取り組みに役立つ自己評価枠組を開発した。 
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発表④ 東京都（総合防災部） Motohiro Koga 

日本は水害が発生しやすい。日本の陸地では、平地が 30％しかない

ため、かなり山が多い。また、日本は台風に見舞われることも多い。

我々は長い年月をかけて、洪水防止策を改善してきた。しかし、近

年はさらに深刻な洪水と集中豪雨に見舞われ始めた。過去 30年にわ

たって、東京での集中豪雨の発生率は 3 倍に増加した。気候変動に

よって、集中豪雨の強度と発生頻度が高まった。東京は再び、洪水

の被害を受けやすくなっている可能性がある。東京東部の標高は低く、一部の地域は海抜下にあり、満ち

潮や高潮に弱い。910 ヘクトパスカルの台風が東京を襲った場合、およそ 255 万人が首都圏から避難する

ことになるだろう。広域避難準備では、東京都は、広域避難所の確保と避難路の確保、避難者の誘導に取

り組んでいる。また、東京都は、災害リスク管理対策に対する都民の理解を助け、災害時に適切な行動を

取る助けとなるように、「東京マイ・タイムライン」の開発を行った。このキットは人々に、状況を評価す

る方法や、各種災害を前に取るべき行動を示す。それは時系列的に示されている。また、東京都は、その

デジタル版も開発した。現在、洪水リスクマップも作成中である。  
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(4)首長級ラウンドテーブル 

 

1. 日時・場所  

5月 21日（火） 15:00-17:45   ハイアットリージェンシー東京 地下１階 「クリ

スタル」 

2. テーマ  

都市マネジメントにおける災害対策の重要性～共通する責任、多様な取組～ 

3. 参加者 

＜モデレータ＞ 

水鳥 真美氏, 国連事務総長特別代表（防災担当） 兼 国連防災機関（UNDRR）

ヘッド 

＜発表者＞ 

1. 小池百合子（東京都知事）2. Lianne Dalziel (クライストチャーチ市長)  

3. Anies Baswedan (ジャカルタ特別市知事) 4. Nguyễn Văn Sửu (ハノイ市人民

委員会副委員長) 5. Emmanuel Gregoire (パリ市副市長) 6. Ahmed Aboutaleb 

(ロッテルダム市長 )  7. Hee-sun Jin (ソウル市副市長 )  8. Shukhrat 

Khudoykulovich Turdikulov (タシュケント市副市長) (プレゼンター：Yusufbek 

Erkinov) 

 

東京都知事 小池百合子 

東京と日本は災害に見舞われるリスクが高い。東京の防災は「公助」

（ハード面の対策や行政が行う対策）、「自助」（自らを守る）、「共助」

（市民同士が互いに助け合う）を三本柱としている。 

都は洪水対策に取り組んでいる。公園やその他エリア下に地下調節池

を建設し、あふれ出た水の一部を貯留可能としている。より頑丈な防

潮堤や水門などを整備中である。 

災害時には、自助と共助が極めて重要である。1995年の地震の際、自助と共助による救助率は、公助の救

助率をはるかに上回っていた。2011 年の東日本大震災では、交通機関が麻痺し、食料・水不足が生じた。

事前の備えの重要性が浮き彫りになる中、東京都は自助と共助を強化するための冊子を配布し、女性の視

点による情報も広めた。また、東京都はリアルタイムの降雨地図の表示を含む東京アメッシュのウェブサ

イトなど、デジタルツールも使用している。スマートフォンのアプリで、災害への備えに関する情報も入

手できる。 

私は「備えよ常に」というフレーズを重視している。我々が互いに学び合い、我々の都市をより安全にす

るために助け合うことを私は願っている。 
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Lianne Dalziel (クライストチャーチ市長)  

我々はこれまでに、さまざまな自然災害を経験してきており、気候変

動の影響について計画を立て、備える必要がある。住民全員を参加さ

せ、備えをさせることは、対処や復興のために欠かせない要素となる。

災害が発生する前に、積極的な参加を確保する必要がある。各都市は

重要課題について連携するために集結しており、例えば、U20、100

のレジリエント・シティ、世界市長会議などがある。将来、起こるこ

とに対して最善の備えを行うことができるのは、都市レベルおよび町レベルにおいてである。 

最善の復興を遂げた都市は、備えを行っていた都市だった。学生は自発的に復興支援を行なった。それ以

降、最も人気のある大学のクラブが設立された。すでに復興を遂げたコミュニティは、社会資本の水準が

高く、自らの復興へ投資する備えができていた。 

今日の世界では、我々は、信頼できるネットワークとのつながりを築く必要がある。災害後間もない期間

に多くの人々が集まり、アイデアを共有することは素晴らしい。しかし、こうした期間には終わりがある

が、支援を終了してはならないということを念頭に置く必要がある。 

レジリエント・コミュニティは、新たな課題への対応策である。レジリエント・コミュニティの構築は、

各政府がコミュニティのためにできることではなく、コミュニティだけでできることでもない。コミュニ

ティネットワークでは全員が役割を担っている。コミュニティの知恵を専門家の知識と組み合わせなけれ

ばならない。そういう理由で、信頼がレジリエンスの根幹にあるのだ。 

 

Anies Baswedan (ジャカルタ特別市知事)  

ジャカルタは多くの自然災害リスクに直面している。ここではジ

ャカルタの洪水に焦点を当てたい。ジャカルタの洪水には 3 つの

問題がある。それは、ジャカルタは平坦な沿岸地域に位置するた

め、高地で降った雨がジャカルタに洪水を引き起こすこと、沿岸

地域での地盤沈下、降雨である。これら 3 つの問題は、時として

同時に発生することがあり、3つの問題に同時に対処しなければな

らない。高地の対処法は、上流に貯水槽やダムを建設すること、NGO やその他の組織を招き河川の自然化

（naturalization）に従事してもらうこと、そして、河川からの水の貯水槽として機能する 100 を超える

公園を河川に隣接して建設することである。また、個々の市民をリスクの軽減に参加させ、防災と災害へ

の対処の備えをさせている。 

雨水に対処するために、我々は、縦型集排水設備を設置する住宅に対して、税制上の優遇措置を与えてい

る。雨水が河川に排出されることなく、土壌に排出されるようにするため、我々は、ジャカルタ全域で数

百万の縦型集排水設備を設置する計画がある。 

海面水位に関しては、我々が建設中のダムが、上昇する海面水位への対策に役立つだろう。 

このような方法によって、状況は進展している。我々は将来、レジリエンスが確保されることを希望して

いる。 
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Nguyễn Văn Sửu (ハノイ市人民委員会副委員長)  

おそらく、熱波がハノイに別のリスクをもたらしていると考えら

れる。 

近年、ハノイは重大な洪水に直面した。最悪のシナリオの 1 つは

堤防の決壊、次に水質汚染だろう。 

別のリスクは、建物の火災、爆発、崩壊である。ハノイ旧市街で

は、崩壊の危険がある古い建物が多い。技術移転が、管理および対策のもう 1つの方法である。 

今後の方針と計画には、防災、対処、結果の設定や、コミュニティでの教育を強化することが含まれる。 

 

Emmanuel Gregoire (パリ市副市長)  

私からは、パリのレジリエンス戦略について説明する。 

アーバンレジリエンスとは、インフラなど全てを含む、全体と し

てのレジリエンスである。このようなレジリエンスを備えた都 市

が強くなり続けるだろう。 

同時に、都市は社会経済問題に対処しなければならない。レジ リ

エントテリトリーとは、柔軟で、災害と闘うために十分に統合 さ

れたテリトリーである。レジリエントシステムの特性としては、特に統合、柔軟性、資源の豊富さがある。 

パリには 6 つの主なレジリエントを考えるうえでの課題があり、社会的不平等と社会的排除が含まれる。

近年、ホームレスが増加している。また、テロ攻撃と治安、セーヌ川と水に関連するリスク、大気汚染、

気候変動、ガバナンスという課題がある。これはパリについて共有された見方である。 

我々は将来に自信を持ちたい。行政の担当者と個々の市民は、これらの手強い課題への解決策を見つける

ためにここに集結している。 

 

Ahmed Aboutaleb (ロッテルダム市長)  

我々は、共通に抱える問題について、世界中の都市と協働を続けて

いる。雨水や山から流れてくる水によって洪水が発生している。オ

ランダは海抜下 6メートルのところに位置しているため、水害防止

には長けている必要がある。オランダの堤防は大量の水に対処する

ように作られている。このような理由から、政府の水管理委員会の

ために、水税が課されている。オランダでは、水に対処するために、

創造的な各種対策が講じられている。例えば、ボート選手が練習するためのボートレーンが設置されてい

る。水は到来し続け、それを止めることはできないため、将来は、適応可能な都市を作る。堤防の大半は

良好であるが、全てがそうではない。そのため、我々は年間 10億ユーロを投資する必要がある。どの国に

とっても支払うには巨額である。石油化学工場もリスクにさらされている。テロも我々が備える必要のあ

るリスクである。ロッテルダムでは、防災のために年間 1 億 3,000 万ユーロと十分なスタッフを用意して

いる。レジリエンシーは単にそれだけのものではない。我々は不平等にも対処する必要がある。 
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Hee-sun Jin (ソウル市副市長)  

ソウルはメガシティであり、1,000 万人の人口を抱えている。人

口が多いため、インフラも大規模である。1950年代、ソウルのイ

ンフラは消失し、現在に至るまでに再建され、整備されている。

しかし、1970年代に作られたインフラは劣化しており、橋は崩落

し、陥没や地滑りが生じている。 

スマートシティ・セーフシティを実現するため、ソウルは IoT の活用とビッグデータの分析を計画してい

る。ビッグデータを分析し、予測を立てることで、我々は維持管理費を削減し、インフラの寿命を延ばす

ことができる。我々はデータ収集によってデータベースを構築する予定だ。道路にセンサーを設置し、道

路劣化に関するデータを収集する。この情報は市長執務室に直結し、インターネット上で公開される。遠

隔テンドン（鉄筋）モニタリングシステムが、橋脚ワイヤーの摩擦を検知する。 

ソウルではスマート洪水防止システムを実施している。これにより、大雨を予測することが可能となり、

雨水を迅速に排出することができる。また、都市をより安全にするためには、都市間協力が不可欠である。 

 

Shukhrat Khudoykulovich Turdikulov (タシュケント市副市長)   

(プレゼンター：Yusufbek Erkinov)  

災害リスクを減らすため、緊急事態対策室が設置された。タシュケ

ントの緊急事態の大半は、地震と毒物汚染がもたらすものである。

脅威となる要因のモニタリングと特定に関して言うと、違法な缶詰

技術などの規則違反によって、多くの中毒が生じている。住宅地で

の緊急火災は、タバコやガス管設備に関する違反によって生じてい

る可能性がある。備えを強化するために、コミュニティで個人訓練を行うことは重要である。都心は地震

が起こりやすいため、訓練が重要で、我々は現在それに取り組んでいる。 
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4. 東京宣言 

 

   本フォーラムの成果となる東京宣言について、小池知事より提案があり、小林危機管理

監が内容の説明を行いました。意見交換の後、満場一致で採択致しました。 

Tokyo Declaration on Enhancing Urban Resilience 

 

The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 was adopted in 2015 

at the Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction, as an international 

guiding instrument for disaster risk reduction through 2030. The aim of the 

Framework is “ the substantial reduction of disaster risk and losses in lives, 

livelihoods and health and in the economic, physical, social, cultural and 

environmental assets of persons, businesses, communities and countries.” Nations, 

local governments (including cities), international organizations, and other 

stakeholders are tasked with implementing its four Priorities for Action, 1) 

understanding disaster risk, 2) strengthening governance to manage disaster risk, 

3) investing in disaster risk reduction for resilience, and 4) enhancing preparedness 

for effective response and to build back better in recovery. Cities, which directly face 

the risk of damage and losses from earthquakes, climate related hazards including 

storms which are intensified by climate change, and other hazards, will be 

increasingly expected to play a specific and proactive roles to build resilience. 

 

As the leaders and representatives of the world’s capitals and/or major cities, we 

have made determined efforts, according to the circumstances of our respective 

cities, to address the issue of disasters caused by natural and human caused hazards, 

which can strike any time. Despite the differences in regional characteristics, we 

believe there are also many best practices that we can share and learn from each 

other. 

 

At the Urban Resilience Forum Tokyo, held in Tokyo on May 20-22, 2019, we 

discussed the responsibility that cities share and various measures to ensure urban 

resilience, reduction of disaster and climate risks, and achieving sustainable 

development with the aim for cities to better protect the lives and property of their 

citizens from the impact of disasters. 

 

The following shared vision was adopted at the forum: 
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Our Vision 

• We aim to realize a shared concept of the “mainstreaming of disaster risk 

reduction” for the creation of resilient cities. 

• We strive to increase understanding of disaster risk, not only by public institutions, 

but by all citizens - including women, youth and children, people with disability, 

the elderly and culturally and linguistically diverse communities, as well as 

nongovernment stakeholders - and the strengthening of disaster resilience per 

each group’s respective needs, perspectives, and circumstances. 

 

To realize this vision, we, the leaders and representatives of the world’s major cities, 

have agreed to the following: 

 

Initiatives to Realize the Vision 

• We will enhance urban resilience to protect the lives and property of citizens as a 

priority issue and will actively consider and implement globally accepted tools and 

measures, taking into account the geographical characteristics, social and 

economic environments, and other attributes of our respective cities. 

• To enhance resilience to disasters, we will develop infrastructure in accordance 

with the disaster risks specific for each city, such as the earthquake resistant 

structures, and flood‐control measures. 

• For the implementation of measures, we will pursue a comprehensive program 

that includes raising awareness and interest among citizens, working in 

cooperation with private companies in possession of exceptional technologies, 

formulating effective systems and policies, and coordinating among multi sectoral 

agencies, in order to enhance the understanding of disaster risk throughout 

communities, encourage individual and cooperative measures, and mainstream 

disaster risk reduction and resilience into the development of our cities. 

• Acknowledging the importance of community leadership, we will design and 

develop support frameworks that simplify bureaucratic processes, provide 

appropriate technical expertise and otherwise enable community groups to 

engage in understanding of risk and undertaking adaptive planning so they are 

better prepared for the future. Support arrangements and training programs that 

build the capability of community leaders will also be developed and shared. 

• We will share best practices in order to enhance the overall disaster risk 

management and resilience capabilities of cities. Also, when disasters occur, we 

will provide mutual assistance to support a swift and more effective recovery to 

build back better from disasters.  
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Participating Cities 

Tokyo, Bangkok, Buenos Aires, Christchurch, Durban, Hanoi, Jakarta, Mexico City, 

New Orleans, Paris, Rotterdam, Santiago, Seoul, Tashkent, Tirana, Ulaanbaatar, 

Wellington 

May 21, 2019 

 

Tokyo Declaration on Enhancing Urban Resilience 

Attachment Regarding Mutual Support 

 

This attachment, in accordance with the Tokyo Declaration on Enhancing 

Urban Resilience adopted at the Urban Resilience Forum Tokyo held in 

Tokyo in May 2019, is intended to raise awareness for mutual support and 

cooperation among the participating cities with regard to disasters that 

can be expected to occur in the future. 

 

The support and cooperation among the participating cities are presumed 

to comprise the following and may be voluntarily provided or accepted as 

per the free will of the participating cities. 

 

1) Provision of information that contributes to urban resilience by 

reducing disaster risk or mitigating the potential impact of a disaster, 

and contributes to recovery 

2) Presentation of funds for disaster relief 

3) Dispatch of professional staff and other human resource support 

4) Provision of relief supplies 

 

The support and cooperation provided per this attachment will be 

determined through direct coordination between the cities offering aid 

and individual cities stricken by disaster. There is no obligation of support 

or cooperation. 

 

May 21, 2019 
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都市のレジリエンス向上のための東京宣言 

 

2015 年の「第 3 回国連防災世界会議」において、2030 年までの国際的な防災の取組指

針として「仙台防災枠組 2015-2030」が採択された。そこでは、「人命・暮らし・健康

と、個人・企業・コミュニティ・国の経済的・物理的・社会的・文化的・環境的資産に

対する災害リスク及び損失を大幅に削減する」の達成を目指し、国家、（都市を含めた）

地域機関、国際機関、その他関係のあるステークホルダーは、以下の４つの優先行動を

進めることとされている。１）災害リスクの理解、２）災害リスクを管理する災害リス

ク・ガバナンスの強化、３）強靱性のための災害リスク削減への投資、４）効果的な災

害対応への備えの向上と、復旧・復興過程における「より良い復興（Build Back 

Better）」。地震や気候変動等に由来する風水害をはじめとした様々な災害リスクに直面

する都市が、今後、具体的かつ積極的に役割を果たしていくことがますます求められて

いる。 

 

私たち世界の首都及び大都市の首長及び代表者は、これまでも、いつ起こるかわからな

い自然又は人為的なハザードによってもたらされる災害という課題に対して、それぞれ

の都市が置かれた環境の中で最善の取組を行ってきた。そして、その対応のあるべき姿

は、地域の特性により異なるものであるが、共有し学びあえるベストプラクティスも多

くあると考えている。 

 

私たちは、2019 年 5 月 20 日から 22 日まで東京で開催された「都市の防災フォーラム

Tokyo」において、都市のレジリエンス確保、災害や気候のリスク軽減及び持続的な発

展に資する都市共通の責任と多様な取組について議論し、災害から市民の生命と財産を

守る都市の実現を目指していくこととした。 

会議において共有された目指すべきビジョンは次のとおりである。 

 

目指すべきビジョン 

 

・災害リスク削減に向けた「防災の主流化」の概念が共有され、強靭性のあるレジリエ

ントな都市づくりが実現されている。 

・公的機関のみならず、女性、若者や子供、障害者、高齢者、多様な文化や言語を持つ

コミュニティも含めた市民や民間ステークホルダーが災害リスクを理解し、それぞれ

の立場で災害への対応力を強化している。 

 

このビジョンの実現を目指し、私たち、世界の首都及び大都市の首長及び代表者は、以

下のことに取り組んでいくことに合意した。 

 



30 

ビジョン実現に向けた取組 

・市民の生命と財産を守るためのレジリエンスの向上を都市の最優先課題の一つに位置

付け、各都市の地理的特性や社会・経済環境などを踏まえながら、世界的に使用可能

なツールや施策を積極的に検討し、実施する。 

・災害へのレジリエンスを高めるため、建築物の耐震化や水害への備え等、都市の災害

リスクに応じたインフラの整備を進める。 

・施策の実施に当たっては、住民の共感の喚起、優れた技術を持つ民間企業との連携、

効果的な制度構築、多部門の連携などを総合的に進めることにより、地域全体の災害

リスクの理解を高め、自助・共助の取組を推進するとともに、防災やレジリエンス強

化を都市の主要課題とする 

・地域のリーダーシップの重要性に鑑み、地域自らが未来に備えられるよう、行政手続

きの簡素化、適切な技術支援の提供及びリスクを理解し計画を実行できる支援枠組の

作成及び展開を進める。地域のリーダーの能力向上プログラムの作成及び共有も進め

る。 

・各都市のベストプラクティスの共有により、都市全体の災害対応力及びレジリエンス

を高めるとともに、災害に見舞われた際には、迅速により良い復興を実現できるよう

互いに支援する。 

 

参加都市 

 

東京都、バンコク、ブエノスアイレス、クライストチャーチ、ダーバン、ハノイ、ジャ

カルタ、メキシコシティ、ニューオリンズ、パリ、ロッテルダム、サンティアゴ、ソウ

ル、タシュケント、ティラナ、ウランバートル、ウェリントン 

 

 

2019年 5月 21日 

(参考和訳) 
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都市のレジリエンス向上のための東京宣言 相互支援に関する付属文書 

 

 この付属文書は、２０１９年５月に東京で開催された「都市の防災フォーラム Tokyo」

で合意した「都市のレジリエンス向上のための東京宣言」の趣旨を踏まえ、今後、予測

される自然災害に対し、参加都市間で相互に支援・協力する意識の向上を目指すもので

ある。 

 参加都市間における支援・協力は、以下のものが想定され、参加都市の自由意思によ

り自発的に提供・受入れができるものとする。 

 

(1)  防災・減災に資する、あるいは、復興に資する情報の提供 

(2) 災害見舞金の贈呈 

(3) 専門職員の派遣をはじめとする人的支援 

(4) 支援物資の提供 

 

 なお、本文書による支援・協力は、支援を申し出た都市と被災都市との直接的な調整

により行われるものとし、支援・協力が義務付けられるものではない。 

  

2019年 5月 21日 

(参考和訳) 
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5．特別プログラム 

 

(1)東京消防庁 VR体験車試乗 等 

会場のハイアットリージェンシーにて最初に小林東京都危機管理監から挨拶がありまし

た。続いて防災に関する上映、下水道管の地震対策に関する模型の展示を見学、続いて、マイ

タイムラインの説明がありました。その後、希望者は VR防災体験車に試乗致しました。 

小林東京都危機管理監の挨拶                展示物見学 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイタイムラインの説明             VR防災体験車試乗 

 

 

6. 記者発表 

参加各都市の発表、活発な議論により有益な会議であったことを報告し、前日に採択し

た東京宣言について発表しました。最後に各都市参加者との集合写真撮影を行いました。  
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小池百合子知事              水鳥真美モデレーター 

集合写真



34 

歓談の様子 

  

７．レセプション  

 

(1)ウエルカムレセプション 

副知事 2 名主催による歓迎レセプションが 5 月 20 日夕刻、ハイアットリージェンシーに

て催されました。 

（2）フェアウエルレセプション 

小池百合子知事主催の送別レセプションが 5月 21日夜、八芳園にて催されました。 

 

(1)ウエルカムレセプション 

 

ウエルカムレセプション 

  

                             

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

食事メニュー（ベジタリアン料理） 

 
消防庁音楽隊の様子 

猪熊副知事の乾杯発声 

 

消防庁音楽隊演奏を楽しむ  

猪熊副知事の挨拶 

 



35 

歓談の様子 

 

多羅尾副知事を交えて歓談 

多羅尾副知事を交えて歓談 

 

 

 

 

 

 

 

(2)フェアウエルレセプション 

 

 

 

 

 

 

 

 

         小池百合子知事挨拶                松井大阪市長挨拶 

 

 

 

 

 

 

          

風呂敷実演                料理の実演 

 

 

 

 

 

 

 

空手道演武               料理をチョイス 

 

多羅尾副知事の挨拶 
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風呂敷使い方体験               提灯作成体験 

 

 

8. 視察 

(1)都内視察 A 

神田川・環状七号線地下調節池と六本木ヒルズを視察しました。 

(2)都内視察 B 

新東京丸乗船、チームラボ プラネッツ Tokyo を視察しました。 

 

(1)都内視察 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下調節池設備での集合写真        地下調節池での説明の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジオラマでの説明の様子       六本木ヒルズ付近での説明の様子 
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(2)都内視察 B 

 

 

新東京丸の前での集合写真          船内での説明を受ける様子 

 

チームラボ プラネッツ Tokyoの説明     チームラボ プラネッツ Tokyo体感  
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 (3)東日本大震災被災地視察 

5月 23日に岩手県大槌町文化交流センター訪問と大槌高校の高校生との交流を行いました。

24 日には釜石港乗船視察、水門視察等を行いました。 

 

＜都市の防災フォーラム Tokyo被災地視察結果＞ 

5 月 23日（木）  

15:00-16:00 大槌町文化交流センター 

・ センター前で「一般社団法人おらが大槌夢広場」の神谷氏と合流し、被災当時の大

槌町の被害の様子や復興までの歩みについて、被災当時の町の模型を見ながら、説明

を受けた。  

・ 避難する場所が丘の上しかないが、道が狭い一本道のため、震災当日は避難しよう

とする車の渋滞が発生し、避難できないまま津波に流され、車の中で亡くなって人が

多くみつかった。 

・  当初の津波警報は３メートルと伝えられたことから、大槌町長と幹部等は６メート

ルの水門を超えることはないと思い、避難せずに庁舎の前で対策会議をしていたとこ

ろ、津波にさらわれ、町長と約 7割の幹部職員が亡くなり、判断・決定をくだせる人

が残っていない中、被災当初は混乱の極みにあったとのこと。また、町役場の人が避

難していないことが、町民も避難しなくて良いという誤ったシグナルになってしまっ

た。 

・ 復興の際に、これまで居住地域であった海沿いは居住禁止区域に指定されたことで、

住んでいた人は内陸側に移るか、戻ってくるか悩んだが、自力で家を復興できない高

齢者等は町が用意したアパート等に住み、自力で家を復興できる人は内陸に移動する

といった形となり、町の高齢化が進む結果となった。 

 

16:15-17:15  大槌高校 復興研究会 

・ 大槌高校の復興研究会に所属している高校生から、活動内容について説明があった。 

・ 復興研究会は、町の定点観測を定期的に行い、復興の様子を記録するとともに、子

供たちと遊んだりする活動をしている。 

・ 特に震災後は遊具のあるような公園がなく、子供たちが外で遊ぶことができない状

況になっている。逆にニューオリンズでは、住民に戻ってもらうために、公園やコミ

ュニティセンターなどをまず建設したと話があった。 

・ クライストチャーチからの参加者が、自身の都市も水害の被害に悩まされていると

その場で発表を行った。 
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5 月 24日（金） 

9:00-10:25  湾口防波堤・水門視察  

・ 湾口防波堤には船で向い、実際に防波堤の上を歩いて説明を受けた。 

・ 防波堤は東日本大震災の前に、世界で一番深い防波堤としてギネスブックに認定さ

れていた。（-63メートル）大震災の津波に耐え切れず一部壊れてしまったが、津波の

到達スピードを緩めたり、津波の高さを低減したりといった役割を果たした。 

・ 防波堤は震災後、再整備されたが、防波堤は絶対に津波等を防ぐという趣旨のもの

ではなく、避難者が避難するため時間を稼ぐために設置していることから、大きな地

震が来たら、まずは逃げるという意識を持ってもらうことが重要との説明があった。 

・  水門については、震災時に水門閉鎖に従事した消防団員等が犠牲になったことから、

遠隔操作ができるようになっているとの説明があった。 

  

10:50-11:45  いのちをつなぐ未来館 

 ・ 未来館では、震災当時 15 歳で、小学生を連れて津波から避難するといった経験をし

た語り部の方が震災時の様子を語ってくれた。 

 ・ 未来館は、防災センターとして公民館のような役割を担っていた建物があった場所に

建てられていた。そこは震災当時、たくさんの人が避難し、津波に巻き込まれ亡くな

った場所であった。 

 ・ 津波からの避難施設は高台等の別の場所にあったが、高齢化が進む中、高台まで歩か

せるのが難しいという声があがったため、震災の一週間前に実施された避難訓練では、

本来の避難施設ではなく、防災センターで訓練が行われた。市職員は、ここは本来の

避難所ではないと発信しながら、訓練を行ったが、本来の避難施設ではないのにも関

わらず、訓練で使ったから大丈夫であるはずと思った人がたくさん避難してしまった。 

 ・ 語り部自身は、発災当時学校にいたため、先生方と隣の小学校の生徒を誘導しながら、

山の方に即座に避難し、助かったとのこと。 

 ・ 釜石市では、高校生や働き手は日中、市の外に出かけてしまい、市には中学生以下の

子供か高齢者しかいないことから、災害時は中学生が回りの人を助け、避難を誘導す

るといった教育がなされており、その教育のとおり行動した結果、多くの命が助かっ

た。 

 ・ これらの話を聞いて、参加した招聘都市からの参加者は、学校で避難教育をすること

の意義を学び、ぜひ持ち帰って報告したいと発言があった。 

  ・ ニューオリンズからの参加者は、ハリケーンカトリーナがニューオリンズを直撃し

た際に、首長が避難勧告を発令する判断を下すのが遅れたため、住民の避難が遅れ、

町が丸ごと水没して孤立する事態になったと話しており、1人 1人の判断で避難する

という意識の醸成が非常に重要であると感じたとの発言があった。 
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12:00-13:00  鵜住居復興スタジアム 

 ・ いのちをつなぐ未来館のすぐ隣に整備された鵜住居復興スタジアムは、2019年のラグ

ビーワールドカップの試合を行うスタジアムの１つとして、建設された。視察時は、

ワールドカップに向けて仮設スタンドの設置工事が進められていた。 

・ スタジアムは震災当時、中学校と小学校があった場所に建設しており、災害に備え、

耐震性貯水槽や貯留槽を地下に設置するとともに、緊急避難場所となる山林道を整備

していた。 

・ 釜石市の担当者から、今回、ラグビーワールドカップの試合を鵜住居で実施すること

で、震災時に支援してくれた世界中の方に復興を PRし、感謝の意を示す機会としたい

と発言があった。 

・ ニューオリンズからの参加者からは、ハリケーンカトリーナがニューオリンズを直撃

した際に、復興を促すために、スーパーボウルの試合を誘致し、そこでニューオリン

ズの様子が TV放送等を通じ多くの人の目に触れることで、復興が加速した、ラグビー

ワールドカップを鵜住居で実施することはとても良いことだとの発言があった。 

 

13:10-14:10  宝来館 

・ 震災時に津波が到来した、根浜海岸を視察した。 

・ 宝来館の女将からは、津波の被災体験と復興に向けた取り組みについて、話があった。 

・ 宝来館は、災害時に人の命を守る建物とするため、鉄筋コンクリートで頑丈に建設さ

れ、いざという時の近隣住民の避難所という位置づけになっていた。 

・ しかし、震災時の揺れが尋常ではなかったことと、大きな地震が来たら、山に逃げろ

という言い伝えがあったことを思いだし、女将は宿泊客と宝来館に集まってきた住民

を山に逃げるよう誘導し、多くの命を助け、自身は最後尾で津波に流されながらも無

傷で生還した。 

・ その後の復興時に、どう復興したいかと問われたが、その当時はビジョンがなく、ど

うしたいか絵（ビジョン）を描くことから始めた。今でこそ、居住地区をスポーツが

楽しめる地域にしたいといったビジョンを持っているが、事前に地域で被災した際に

どのような復興をしたいのか、話しあっておかなかったため、行政の書いた計画を事

後に修正することが難しいことを実感したとのこと。 

 

＜視察全体の所感＞ 

・ 実際に災害を経験した方の話は、非常に興味深い内容であった。 

・ 今回は参加者が最終的に３名となったが、３名からは、とても有意義な視察で、なかな

かここまで色々と見たり聞いたりすることはないため、貴重な経験ができ、他の会議参加

者も、もっと視察に参加すれば良かったとの発言があった。 
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都市の防災フォーラム Tokyo被災地視察写真 

 

＜令和元年 5月 23日＞ 

 

    

大槌町文化交流センターでの説明       大槌町の丘の上より津波の被害状況の説明 

   

大槌高校の高校生との交流             高校生と記念撮影 
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＜令和元年 5月 24日＞ 

    

船で湾口防波堤へ             防波堤の上で説明 

    

建設中の水門            岩手県職員による水門の説明 

    

いのちをつなぐ未来館での説明        津波到着後の状況に関する説明 
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    建設中の鵜住居復興スタジアム              グラウンドに降りて記念撮影 

   

     根浜海岸の視察              宝来館にて記念撮影 
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9. 展示  

 

ウエルカムレセプション 

区分 展示物等 内容詳細 担当部署 部数  
 

演出 

消防音楽隊の演奏 

乾杯後演奏 

曲名：ファイアーマ

ン・スピリットマー

チ、東京オリンピッ

クマーチ 

東京消防庁 2曲  

 

防サイくん着ぐるみ  総合防災部 1体  

 

被災地食材を活用し

たメニュー 

ホテル提供メニュ

ー 
ホテル 

 
 

 

展示 

オリパラ・ラグビー 

ラグビーボール、ラ

ガーシャツ、オリパ

ラマスコット大 2

体、大会復興 PR動

画 

オリパラ局 
 

 

 

被災地復興ＰＲ 

(東京都） 

パネル展示、ＤＶＤ

東日本大震災への

東京都の支援等 

復興支援対策部 4枚  

 

被災地復興ＰＲ 

(岩手県） 

県の復興パネル 

展示 

岩手県復興局 

復興推進課 
1枚  

 

被災地復興ＰＲ 

(宮城県） 

県の復興パネル 

展示 

宮城県震災復興・ 

企画部           

震災復興推進課 

 

1枚  

被災地復興ＰＲ 

(福島県） 

県の復興パネル 

展示、ＤＶＤ 

福島県企画調整部 

復興・総合計画課 
1枚  
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防災備蓄展示 備蓄品展示 総務局 2台   

 

消防機材の展示 ドローン、検知ロボ 東京消防庁 1台   

 

ウォーターサーバー 
ウォーター 

サーバー 
水道局 

 
  

 

 

区分 展示物等 内容詳細 担当部署 部数  
 

展示 各局パネル 

高潮対策等 港湾局 3枚  

 

備蓄品 総合防災部 1枚  

 

パネル展示 

RWC2019試合日程パ

ネル(英語）、 

RWC2019公式マスコ

ットレンジーパネル 

(英語)、 RWC写真パ

ネル 

オリパラ局 3枚  

 

パネル展示 

下水道管の耐震化、「東

京アメッシュ」による降

雨情報の提供、下水道管

の再構築（道路を掘らず

に老朽化した下水道管

をリニューアルするこ

とができる更生工法の

紹介） 

下水道局 3枚  

 



46 

パネル展示 

調節池、 

ストック効果 

建設局 2枚  
 

パネル展示 戦略政策情報推進本部 1枚  
 

パネル展示 

地震に強いまちづく

り 

都市整備局 1枚  

 

パネル 

展示ハード系施策、

ソフト系施策、ウォ

ーターサーバー 

水道局 3枚  

 

その

他 

防災 

パンフレット 
パンフレット設置 総務局 120部  

 

その

他 
東京 PR冊子 パンフレット設置 

政策企画局海外広報担

当 
30部  

 

ラウンドテーブル 

 

展示物等 内容詳細 
 

ロボット（Sota） 参加者の案内誘導 

 

デジタル地球儀 展示 

 



47 

 

フェアウエルレセプション 

 

展示物等 内容詳細 
 

風呂敷実演 
開会挨拶後の 
都知事の実演 

 

HERASEON 展示・体験 

 

ロボット 案内ロボット 

 

 

 

特別プログラム 

 

展示物等 内容詳細 
 

調整先 

模型２種類 

下水道管の耐震化、「東

京アメッシュ」による降

雨情報の提供、下水道管

の再構築（道路を掘らず

に老朽化した下水道管

をリニューアルするこ

とができる更生工法の

紹介） 

展示 

 

下水道局 

マイ・タイムライン 展示 

 

総合防災部 
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防災アプリ 展示 

 

総合防災部 

ＶＲ車 その他 

 

東京消防庁 
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10. フォーラム開催中に併せて開催した会合 

     Urban 20（U20）メイヤーズ・サミット 

 

  
 

  

【１日目】　5月20日（月曜日）

時間

18:30

20:00

【２日目】　5月21日（火曜日）

時間 プログラム 時間 プログラム 場所 プログラム

9:15

9:25

9:25

9:40
U20 開会挨拶, C40/UCLG

9:40

10:00

基調講演
Dr. David M. Malone, 国連大学学長

10:15

11:00

セッション1: 気候変動

モデレータ：Dr. Riyanti Djalante, 国連大学アカデミックプロ

グラムオフィサー

11:05

11:50

セッション2: 循環経済
モデレータ：是澤 優, 国際連合人間居住計画アジア太平洋

事務所長

桜・藤
(3階)

11:50

12:45
昼食

平安

(B1階)

11:30

13:00

12:45

13:30

セッション3: 社会の包摂及び統合
モデレータ：Ms. Maitreyi Bordia Das, 世界銀行マネー

ジャー（社会、都市、農村開発、強靭性グローバルプラク
ティス）

13:45

14:30

セッション4: 持続可能な経済成長
モデレータ：Mr. Jeff Merritt, 世界経済フォーラム IoT・ロボ

ティクス・スマートシティ担当部長

14:45

15:30

セッション5: ジェンダー平等

モデレータ：石川 雅恵, UN Women日本事務所長

17:15

17:45

19:30

21:00

【３日目】　5月22日（水曜日）

時間 プログラム 時間

8:00 朝食会　開場

8:30

9:30

セッション6(朝食会): SDGs

モデレータ：蟹江 憲史, 慶応義塾大学大学院教授

桜・藤
(3階)

12:00

13:00

視察（都内）

視察（被災地：岩手県釜石市エリア）

記者発表（URF東京宣言）

 昼食

PM

５月23日、24日

藤
(3階)

ハイアットリージェンシー東京

9:30

11:00

URF参加者向け特別プログラム
   - 東京消防庁VR体験車試乗　等

桜
(3階)

9:45

11:05
首長級戦略会議

スカイルーム

(28階)

首長級ラウンドテーブル
モデレータ：水鳥　真美, 国連事務総長特別代表（防災担当）

兼国連防災機関（UNDRR）ヘッド

東京宣言策定会議

八芳園

ジュール

ニュイ

 (1階)

フェアウェルレセプション (都知事主催）

ヒルトン東京

記者発表（U20コミュニケ）

11:20

11:40

菊
(4階)

Urban20(U20)メイヤーズ・サミット 都市の防災フォーラムTokyo（URF)

場所 プログラム

場所 場所

ヒルトン東京

菊
(4階)

U20/URF開会挨拶 , 小池百合子東京都知事

ハイアットリージェンシー東京

エクセレンス
(27階)

10:00

11:30

サブセッション  1 & 2

地震と風水害対策
（ハード施策）

ハイアット
リージェンシー

東京
ウェルカムレセプション（副知事主催）

場所 場所 プログラム

昼食

菊
(4階)

エクセレンス
(27階)

13:00

14:30

サブセッション  3

地震対策
（ソフト施策）

スカイ
ルーム

（28階）

サブセッション  4

風水害対策
（ソフト施策）

クリスタル
ルーム

(B1 階)

15:00

17:15
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