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1. Training on Structural and Seismic Engineering
耐震建築技術研修最終モニタリング視察終了
2015 年 6 月にネパール全土を襲ったゴルカ地震。以後、耐震構造及び周辺分野に精通した
職員の育成・能力強化を目的としてカトマンズ市及び横浜市との間で実施してきた“耐震建築技術研修“ですが、
いよいよ 2019 年 6 月を以て協力期間が終了することから現在大詰めの段階を迎えています。
ネパールでは、一般住宅を建設する際、設計・施工が建物所有者側の裁量に委ねられることが多いことから所
有者側の知識・資金不足によって建物自体の安全性が確保できないことが課題となっており、これが街全体の“安
心・安全対策”の大きな阻害要因となってきたという背景が存在します。
こうした事態を改善するため、これまで両都市間で多くの研修等を実施してきましたが、その一つの成果とし
て「ハウスオ―ナー（一般住宅建物所有者）向け施工時安全対策マニュアル」の策定を行うこととしました。

■マニュアル草案概況
⑴

テーマ設定

①

建築現場における安全管理

②

資材の品質管理

③

違法建築対策の章で構成

⑵

作成上の留意点
技術的視点に乏しい一般の建物所有者にも理

解を容易とするために明瞭化・簡略化に力点
⑶

マニュアル配布対象者
鉄筋コンクリート造の小規模一般住宅を建設予定の所有者
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■研修成果に向けて
今回は当該マニュアルの完成に向けたワークショップが 2019
年 1 月 17～18 日にカトマンズ市内で開催され、横浜市建築局職
員側より助言及び指導を行いました。なお、本ワークショップで
は参加者を３つのグループに分けるとともに、マニュアルに掲載
予定の３つの各テーマに対してカトマンズ市職員側からプレゼ
ンテーションを行い、横浜市建築局職員側から技術的な知見等を
共有しつつ、参加者全員の総意を以て議論を深めていく建付けで
進められました。
なお、本マニュアルは全 20 頁程度を予定しており、2019 年 6 月の完成に向け、現在カトマンズ市側も急ピッ
チで準備を進めています。また、横浜市側もスカイプミーティング等を通し、定期的なフォローアップを行って
います

2. Makati DRRM Academy Project
マカティ市職員 中国・成都にある“世界最大の防災体験施設”視察
■視察概要
2019 年 1 月、フィリピン・マカティ市の DRRM オフィス（危
機管理室）職員は中国・成都市に完成した「未来防災体験館」を訪
れました。
現在、マカティ市では市民・消防隊員向けの包括的な防災訓練
施設（DRRM アカデミー）の建設に向け、シティネット横浜プロ
ジェクトオフィス（以下、
「CYO」という。）をはじめ、様々なアク
ターと協力して各種取組みが行われていますが、その具体的な運
用部分を探るべく、今回視察を実施しました。

■“防災技術”の集約的役割でまちを守る
未来防災体験館は、兵庫県神戸市を拠点に日本国内のみならず世界的に防災教育活動を展開されている特定非
営利活動法人プラス・アーツ（以下、
「プラスアーツ」という。
）をはじめ、日本の建設会社の協力のもと建設が
進められてきた経緯があります。こうしたノウハウをもとに、DRRM アカデミー設立に際してもハード部分につ
いてはプラス・アーツが同様に参画していることから、今回の視察は DRRM オフィス職員にとって非常に大き
な収穫となりました。
未来防災体験館は、中国国内でこれまで発生した主な自然災害のみならず、化学工場爆発事故など人為的災害
の教訓も採り入れています。同施設では最新の設備や各種資機材、そして災害への理解と各種ハザードへの対策
について子どもから大人まで様々な世代がインタラクティブに学べるよう工夫が施されています。
DRRM アカデミーでは、単に防災啓発を行うためだけの施設に留まることなく、プロフェッショナルとして各
種災害対応に従事する職員向けに、より実践的な部隊活動を展開するための部隊戦術、各種緊急車輌の配備、指
令管制施設も設置し、防災複合型施設としての役割が期待されています。
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3. Community Based Adaptation and Resilience Against Disasters (CBARAD)

イロイロ市の防災に対する取組事例 各方面で称賛の声
シティネットは市民参加で防災を進めてきた横浜の経験を活かすべく、JICA 横浜と協力し、2012 年から 5 年
間に渡り“コミュニティ防災推進事業(CBARAD)”をフィリピン・イロイロ市で展開してきました。
プロジェクト終了後、ちょうど 2 年が経過しましたが、イロイロ市が現在も引き続き行っている各種防災への
取組内容は、フィリピン国内における先駆け的モデルとして注目を集めており、防災に関する幾つかの賞を受賞
するまでに成長しています。
2019 年 2 月、フィリピン全土で同時実施された地震対策関連の大規模訓練において、当市は全国を代表する
モデル自治体として市民防衛局（OCD）から選定され、その訓練風景が全国生放送されました。CBARAD プロジ
ェクトの第 2 段階となる“フェーズ 2”では、横浜市総務局危機管理室が中心となり、当市の防災評議会メンバー
を対象として発災時の活動プロトコルや様々なアクターとの連携活動に主眼を置いた各種訓練を実施してきま
した。こうした取組みが実を結び、今こうしてフィリピン国内で称賛を受けている点についてシティネットとし
ては非常に喜ばしい限りです。
また、当該プロジェクトの成果物として完成・防災啓発施設である“KABALAKA Gallery”への来館者は年々増
加の一途を辿っており、災害時に必要な知見が方々に広がりを見せています。
≪参考≫
■“KABALAKA Gallery”に関する記事はこちら
■“CBARAD”プロジェクト詳細はこちら（Facebook ページはこちら）
※

なお、今回の訓練風景の様子はこちらから閲覧できます。

【図上訓練】

【カバラカギャラリー】

【早期警報システム】

横浜市危機管理室職員側と共に実施

地域の災害史を学ぶコーナー

洪水対策のため JICA の協力により
設置
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4. DRR Club Establishment Project in Nepal
ネパール防災教育プロジェクト第 2 フェーズ始動 プラスアーツと連携
JICA の支援のもとで開始された本プロジェクトですが、
日本側はプラスアーツ、そしてカウンターパートであるネパ
ール側は INSEC という人権問題や平和構築など幅広い活動
を現地で手掛けている NGO 団体と共にキックオフとなりま
した。今後、当該プロジェクトで指定した各パイロット校に
対し、防災の活動を積極的に行っていくクラブを立ち上げ、
学校として更なる防災教育を展開していく予定です。
本プロジェクトの第 1 フェーズでは、自分達が受け持つ
学校での授業終了後にネパールの各地から教職に就く者が
集まり、独自の防災教材の開発を行ってきました。そして、
過去に実施してきた防災関連の各種トレーニングを通して
現地の実情に見合った防災教育のノウハウを蓄積、10 セッ
トに及ぶ防災教育ツールを開発し、本年その努力が実る形
で製品化される運びになりました。また、これらのツールは
本年中に防災クラブが立ち上がる予定の学校側に配布、活
用していくこととなります。
本プロジェクトではカトマンズ市やラリトプール市など
計 5 つの自治体に各 2 校ずつパイロット校を設けています。
また、それぞれの学校には第 1 フェーズで教材の開発に携
わってきた教員が在籍していますが、更なる改善に向けて
充分な意欲を示しており、今後、同エリア内において先進的な防災教育を行う担い手として期待されています。
また、こうした動きを益々活発化させ、パイロット校に指定していない学校は勿論のこと、ゆくゆくはネパール
全土へと広めていきたいと考えています。

5．Logical and Creative Thinking Using ICT in Basic Education
ネパール・ラリトプール市 ICT を活用した初等教育改善プロジェクト
アジアの多くの国々は未だに、紙ベースの教科書を用い、従来より行われてきた教育体系の中で生徒への指
導を行っています。子どもたちは試験の結果によって、その優劣が判断され、個人が持つ能力や技術を見極め
ることは非常に難しい課題となっています。
本プロジェクトでは、KDDI 財団支援のもと、カトマンズ市の隣に位置するラリトプール市、宮城教育大学、
現地の NGO 組織である Open Learning Exchange（OLE）ネパールが連携し、e ラーニング教材を活用した初
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等教育支援が始められました。この教材は、小中学生が算数・理科・
英語などをコンピューターを使って楽しみながら学習できる内容とな
っています。期待される成果として、教科書の補助教材として理解を
深めることが可能になり、また生徒自身が自ら学習できる利点ととも
に、教育の質そのものの向上へとつながる点が挙げられます。これま
で、公立・私立の計 3 校に対し、新たに 20 台ずつコンピュータを導
入し、一人一台のパソコンを使用できる環境を整備してきました。
今回は計 3 日間の教育トレーニングを実施し、ブロックを使用して
ロボットを組み立てたり、ロボットの腕となる部分を動かして 2 地点
を移動させるなど、小学生でも理解できるプログラミングを駆使し、
クリエイティブな機能を有するロボットの開発を行いました。現在、
各学校には２セットずつのロボットキットが配置されています。参加
した子どもたちは皆一様に深い興味を持ち、
「もっと知りたい」
「次の
授業も受けたい」と切望する声が方々から上がりました。
今回の成果について直ちに数値的な計測を行うことは困難であるも
のの、市としては今後も引き続き関係者と共に検証を行い、学校教育
の中での位置づけを視野に入れた活動を行っていきたいと考えてい
ます。

新インターン紹介
高橋

優花さん（國學院大學）

2019 年 2 月、シティネットでは國學院大學に通う高橋優香さんをインターンとして
迎え入れました。
高橋さんは英語に加え、独語の習得に向けてドイツに留学を果たすなど、他文化理解
について広範に学ばれており、国際関係に強い興味を感じています。
「シティネットでの経験を経て、アジア諸国が直面している課題、そして解決に向け
た取り組みを目の当たりにしました。 また、アジア諸国側の動きとして彼等自身がど
のように互いを助け合っているかの点についても学ぶことができました。今回のインタ
ーンシップを通し、自分ができること、そして国際協力を実践していくために必要なこ
とを熟慮する良い機会」であったと話してくれました。
シティネットでの学びと気付きを活かし、ご活躍されることを期待しています。
CITYNET Yokohama Project Office supports the SDGs
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