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新年明けましておめでとうございます！本年もよろしくお願い申し上げます。
1. International Urban Resilience Forum 2019
韓国・ソウル市 国際防災都市フォーラム 2019
ソウル市は、2019 年 9 月 23 日から翌 24 日にか
け“International Urban Resilience Forum 2019”を
主催しました。各都市における傾向とベストプラク
ティスを共有し、災害と持続可能な都市開発に対す
るレジリエンスを強化する方策について議論を重ね
ました。
開会に伴い、現ソウル市長である朴 元淳（パク・
ウォンスン）氏は、現在 UNDRR が進めている”
Making Cities Resilient Campaign”に加盟する世界
100 都市と同様、これまでソウル市が行ってきた諸
都市間でのパートナーシップとの間で都市における
あらゆる奏功事例を共有していくための国際公約に
ついて言及しました。
また、災害時にも機能を果たすことのできる重要インフラの必要性について強調されました。一方、UNDRR 事
務総長特別代表である水鳥真美氏は仙台防災枠組で謳われる４つの優先行動を世界的に高め、SDGs の実現に向
けた取組みを強化していくためにはパートナーシップの重要性が必要である点について強調されました。
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本フォーラムでは、分野課題別にセッションが開催さ
れ、単に専門家がプレゼンテーションを行うだけに留ま
らず、今後の対処方針や連携の可能性に関し交流する機
会も含んだ建付けで進められました。
また、我々CITYNET 横浜プロジェクトオフィス（以
下、
「CYO」という。
）事業課長の平田ケンドラからは“ス
マートテクノロジーを通した都市のレジリエンス強化”
を題材としたセッションにおいて、都市のレジリエンス
強化のためには、都市間協力による自治体職員の能力強
化が重要である点を提言しました。

2．First Responder`s Training for Makati DRRM Team
フィリピン・マカティ市 横浜市消防局による消防隊員育成訓練

フィリピン・マニラ首都圏にあるマカティ市 DRRM オフィス（危機管理室）では、市民のための防災教育施
設と消防隊員向けの訓練センターの合築を予定している「防災減災（DRRM）アカデミー」の設立に向け、現在
様々な準備を行っています。今回現地で実施した訓練では、2018 年 12 月に横浜市消防局消防訓練センター内で
行った訓練内容に対するフォローアップを中心に、また、2020 年の訓練内容に向けた活動評価についても併せ
て行いました。
同日程中、消防拠点となる基地施設を視察、2 階からの救出を想定した応急梯子訓練や緊急救出法（RIT：Rapid
Intervention Training）訓練を実施すると共に、火災が発生した建物への内部侵入及び人命検索などの活動に対
するアセスメントも行いました。また、マカティ市役所内において本訓練に関する最終ミーティングを行い、今
回の訓練成果および今後の訓練活動への方向性について議論を重ねました。その後、マカティ市長への表敬を行
うと共に、同施設内にある指令室等の視察も行いました。
今回の訓練成果を以て、本年 3 月には改めて次のステップとなる訓練を実施する予定です。
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3. 38th CITYNET Executive Committee Meeting
ネパール・ラリトプール市 第 38 回 CITYNET 実行委員会開催
2019 年 11 月、ネパールの首都カトマンズ市に隣接するラリトプール市において、CITYNET に加盟するアジ
ア太平洋地域内にある諸都市の市長・局長級を一同に集め、議論を行う定例の実行委員会「第 38 回 CITYNET 実
行委員会」及び「International Seminar」を開催致しました。
今回は CITYNET の加盟都市約 100 都市における都市課題、社会課題、立法課題が主な議題となりました。ま
た、委員会開催中には持続可能なツーリズムの観点から、二カ所の視察を行いました。一つは同市内にある世界
遺産を巡るウォーキングツアー、もう一方は 2015 年に 9,000 名以上の死者を発生させてしまったゴルカ地震に
より甚大な被害を受けた自治体（以下、
「ブングマティ」という。
）への訪問を行いました。
11 月 8 日に実施した International Seminar では主に環境、コミュニティ、経済、都市開発への影響などツー
リズムに関するベストプラクティスを共有する機会を参加者に提供することができました。本セミナーでは、大
きく分けて、二つのテクニカルセッションにより構成しています。一つ目は、現在も同市内にて進行中のプロジ
ェクトに関する内容で、世界遺産に居住する住民の生活を考慮しつつ持続可能な観光及びグリーン成長を目指す
在り方に関するものでした。そしてもう一方は、インドネシアのデンパサール市と台北市が取り組む事業に関す
る奏功点にクローズアップした内容でした。
なお、2019 年度については正会員が 11、準会員が 5 の計 16 の都市及び団体が新たに加わりました。新規加
盟を果たした正会員については以下のとおりです。
2019 年度 CITYNET 新規加盟都市
国・地域
インドネシア

都市名
ジャンビ市
ソウル市九老区

韓国

ネパール

ソウル市広津区
ソウル市中浪区
済州特別自治道

中華民国

国・地域

都市名
ダンガリ市
ビムダッタ市
カウアヤン市

フィリピン

ソルソゴン市
マスバテ市

桃園市

今回の実行委員会では、ネパール国副大統領 Nanda Kishor Pun 氏をはじめ、視察先であるブングマティの住
民数千人による最上級の歓待を受けました。これら数々の手厚い対応を行って頂いたラリトプール市長及び同市
職員の皆様に心より深謝申し上げます。
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4. Establishment of the First DRR Learning Center in Nepal
ネパール国内初の防災教育施設オープン！日本の BOSAI を紹介
2015 年 4 月、ネパールではマグニチュード 7.8 の巨大
地震（ゴルカ地震）が発生、学校を含む幾多の建物が崩
落し 9,000 名以上の尊い命が失われました。以後、主要
インフラの復旧復興を行うために多くの国際機関や
NGO など様々なアクターによって支援活動が行われて
きました。
しかしながら、あれから 5 年目を迎えた現在に至って
は震災の記憶や爪痕は時間の経過とともに急速に忘れ
去られようとしています。大切なのは、震災から得られ
た教訓を活かし来るべき次の脅威に対して予防し、万が
一被災した際には、その被害を軽減・最小化することが
できるようにすることです。そのためには次世代へ重要なメッセージを伝えていく必要があります。それを可能
とするためには、まず“防災”を継続的に学ぶプロセスとそれを補完する施設が必要不可欠となってきます。
2019 年 12 月 1 日、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。
）と東芝国際交流財
団の協力のもと、CYO はネパール初の防災教育施設（ミトラ防災教育センター）を開設しました。本施設では、
ただ単に災害関連資料の展示・陳列に留まることなく、日本の防災文化“BOSAI”を伝えると共に、ネパールの実
態に則した防災用品の開発や関連サービスへの拡充へとつながるような建付けとしていることに特徴がありま
す。子どもから大人まで防災を学びたいと考える全ての方を対象とし、生涯を通じ防災を学べる総合防災教育施
設となっています。
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館内は下記３つのセクションから構成されています。
■オリエンテーションルーム
館内はまずこの部屋からスタートします。ここでは、視
覚教材等も用いて日本がこれまで培ってきた“BOSAI”文
化やその技術を学ぶことができるスペースとなっていま
す。また、日本では当たり前となっている防災計画やそれ
に基づいた各種活動について学ぶことが可能です。
防災を考える時、日本では「自助・共助・公助」などと
言われていますが、共助については、そもそも自助がなけ
れば成り立たない部分が存在します。防災を学ぼうとする
来館者自身にとっての究極の安全に焦点を当てています。
また、非常用持ち出し袋の準備に関することや危険箇所と成り得る種々のハザードの特定に関するコーナー
に加え、基本的な応急救命技術など予防的側面に関する事項を学びます。
■災害資料室
ここでは、主にネパールにおける 6 つの災害種（地震、
洪水、地滑り、嵐、雷、火災）について、発災前・発災段階・
発災後に取るべき行動について、イラスト表記を用いた解
り易いポスター等で解説しています。最低限この知識を身
に付けることで、万が一被災してしまってもリスクを最小
化することができるよう整理されています。また、これま
でネパールで経験した災害史、被災記録とその規模等につ
いても展示を行っています。来館者は希望に応じオリエン
テーションを受けることができ、その際にはこの室内で学
習します。
■防災展示室
この部屋では、防災ゲームなどプラスアーツがこれまで
提供してきた様々なゲームコンテンツや教育ツールなど
も展示しており、３つのセクションのうち最も大きなスペ
ースとなっています。ここでは、日本の技術から学んだサ
ンプルを通し、ネパールの実情に沿った非常用持ち出し袋
の内容物や各種防災教材が実際に展示されております。
展示品の中には、携帯用保存食や地震の揺れにより破損
し怪我をするのを防ぐための家具転倒防止器具など日常
的に準備しておくべきものから、災害対応を行う際に実際
に使用する各種防災資機材等も含まれています。また、こ
れらの防災展示品については、誰でもどこでも直ぐに準備できるものでないと意味がなく、海外から輸入をす
るような代物であってはなりません。オリジナルの製品とは異なりつつも、一工夫を加えることにより流用や
転用が可能かつネパール国内でも簡単に模倣できるシンプルかつ効果的・実用的なソリューションとなるべき
ものを本コーナーでは紹介しています。
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5. DRR Club Establishment Project in Nepal
ネパール 防災教育定着化に向け着実に前進：学内での防災クラブ設置
兵庫県神戸市に拠点を置くプラスアーツ及び CYO はこれ
までネパール国内の５つの自治体（カトマンズ、ラリトプー
ル、バクタプル、シャンカラプル、チャンドラギリ）におけ
る各小学校において防災教育クラブを設置、教職員に対する
育成指導を含め、様々な防災教育普及啓発活動を展開してき
ました。
今回は、その活動についての最終的な評価を行うべく現
地に赴きました。エンドライン調査の方法として、まずは防
災教育クラブのメンバーや教職員に対し個別面談及び到達
評価試験を実施、防災に関する理解度を測定します。次に
防災教育クラブのメンバー以外の者に同様の手順を踏み比
較評価を行うという手法を採り入れています。現在、その最終評価を取りまとめている段階ではあるものの、児
童に対する面談実施結果の傾向としては以下の点が確認されています。
■防災教育クラブに加入した児童の入会動機としては個人的関心が非常に強い（被災経験など含む）
■このような傾向をもつ児童は、その家族にもまた予防防災の重要性を広めていきたいと考えている
■加えて、これらの児童は発災時に身の回りにあるものを有効活用する方法について詳しく知っている
例）毛布をストレッチャーとして活用、紙類を折り曲げ簡易的な食器として代用
以上の点などが挙げられます。一方、クラスの中で恥ずかしがらず皆の先頭に立って話すことや防災能力の更
なる向上を目的として、児童自らが防災ゲームの応用版を開発する傾向がある点など、その他の子ども達との前
向きなコミュニケーションにも活用されていることが教職員への面談を通じて分かってきました。
東芝国際交流財団の支援のもと、2015 年に開始した本プロジェクトですが、現在では JICA 草の根協力支援型
のプロジェクトに発展、周辺の自治体を含め広域な活動へと成長してきました。2020 年を迎えた本年より今後
３年間はまた新たに活動を行っていくことが決まっていますが、このままネパールの防災啓発に努め前進を続け
ていくと共に、カトマンズ盆地の外に対しても活動領域を展開していくことを見据えていきたいと考えています。

6. Community Based Solid Waste Management Project
スリランカ・ゴール市 “Icon SWM Excellent Award 2019”受賞
スリランカのゴール市は CITYNET の会員都市であり、当市において我々CYO は 2016 年 8 月～2018 年 1 月
にかけて“地域に根差したごみ対策プロジェクト”を実施してきました。本プロジェクトでは CITYNET の準会員
である公益財団法人地球環境戦略研究所（IGES）の協力のもと、現地 NGO 組織 HELP-O と共に、コミュニティ
主導による社会の意識変革を醸成、パートナーシップの確立等を通じ、ごみのない都市を目指すという幅広い活
動を展開してきました。
その一連の功績が認められ、インドで開催された「第 9 回循環経済に向けた持続可能な廃棄物管理に関する国
際会議」において、ゴール市はバイオガスから有機廃棄物を利用したエネルギー回収を行い、地域参画型の優れ
た実績を評価され”Icon SWM Excellent Award 2019”を受賞されました。誠におめでとうございます！
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7. Logical and Creative Thinking Using ICT in Basic Education
ネパール・ラリトプール市 ICT を活用したプログラミング教育
公益財団法人 KDDI 財団（以下、
「KDDI 財団」という。）及び宮城教育大学と連携し、現地 NGO（OLE ネパー
ル）と共に進めている本プロジェクトは、ネパールの公立校における教育アクセスへの改善を目的として 2018
年から始まりました。具体的な対象者はラリトプール市により選定された市内 3 校（小中高一貫校）に在籍する
小学 4 年生から高校生及び教員（メンター）についても対象としています。
これまで、大きく分けて二つの
活動を進めてきました。一つは、こ
れらパイロット校に対して KDDI
財団より配置された計 60 台の PC
の中に教育コンテンツ（約 8,000 冊
に及ぶ各教科の教材・3,000 以上の
視覚教材）を組み入れ、子ども達の
教育環境の改善を図ってきまし
た。
もともと OLE ネパールは教科
書をデジタル化し地方にある多くの学校に対してより良い学習環境を提供してきたという実績のある団体です。
また、各種ツールなどの使用方法等についてもメンター側に教えてきました。
二つ目は、宮城教育大学教授と
その学生の指導のもと、ブロック
遊び感覚で自由にロボットを作る
ことができる知的玩具を用いて、
創造性と論理的思考を養うための
能力開発をメンターに対し行うと
いうものです。現在、日本の小学校
教育の中でも”プログラミング教
育“にスポットライトが当てられ
始めましたが、今回はその教員版に相当します。
このロボットキットは各校に 2 台ずつ配置しています。組立を行うにはロジックが必須となってきますが、こ
れはその論理性を高めるのに最適なツールとなっています。したがって、キットを組み立てること自体が目的で
はありません。
現在、アジア各国においては教育のニーズがかつてない高まりを見せています。CYO としては、国の発展の基
礎を築いていくために教育の質の向上が重要であると考えており、また、それを担保するためには教員そのもの
の能力強化が必須であると考えます。今後、我々としても積極的にこの分野へ関与していきたいと考えています。
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1
パシフィコ横浜 横浜国際協力センター5 階
TEL:(+81)-45-223-2161
FAX:(+81)-45-223-2162
E-mail: info@citynet-yh.org
http://www.citynet-yh.org
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CITYNET Yokohama Project Office supports the SDGs

