CITYNET 横浜通信
Mobile libraries can be an effective alternative for communities
where schools have been closed due to the pandemic. Such
libraries can also enhance education in rural areas.
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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。
― お知らせ ― 草の根技術協力プロジェクト要望調査
シティネット横浜プロジェクトオフィス（CYO）では、現在メンバーの皆様が希望する草の根技術協力事業案件化に関す
るプロポーザルを募集しています。応募希望の方は、以下の点を満たしたプロジェクトコンセプトペーパーを下記担当者ま
でお送りください。詳細および締め切りは以下のとおりです。
■ 応募提出物：コンセプトペーパー（2 ページ以内）
■ 応募締切：2021 年 1 月末
‣プロジェクト実施機関は 3 年を予定
‣コンセプトノートには以下の必須項目を明記
【必須項目】
プロジェクト実施場所、現地カウンターパート（C/P）機関名*、ターゲットグループ、背景・案件概要、優先課題、
プロジェクト目標、活動実施内容、期待されるアウトプット
※

各アクターについては提出段階で必ずしも連携が確定している必要はありませんが、C/P には自治体の

他に国際機関、国家機関または地域コミュニティ等を含む必要があります。（可能な限りステークホルダー
マップ等を添付して下さい。）
募集締め切り後、選考対象となった案件については別途 CYO より通知します。（その後、Zoom 等によりプロポーザル
の最終的な打ち合わせを行います。）
本件に関するお問い合わせは kendra@citynet-yh.org まで宜しくお願い致します。

1

1.
ネパール 4 都市対象 防災教育オンライントレーニング
CYO では東芝国際交流財団の支援事業の一環として特定非営利活
動法人プラス・アーツ（以下、「プラス・アーツ」という。）と共に同国の 4 都
市（Bheemdatta 市、Biratnagar 市、Dharan 市、Hetauda 市）にある学校教
員を対象とした防災教育トレーニングをコロナ禍においても滞りなくオンライ
ンで進め、今回はその第 3 回目となるトレーニングを 2020 年 10 月に実
施、以降毎月オンラインによるトレーニングを重ね、第 6 回目となる最終
回を迎えた先月、ひとまず全てのオンラインプログラムが終了しました。
第 3 回目の研修では主に地震や洪水関連の教育教材の活用を図っていく点にフォーカスし実施しました。参加教員は子
どもたちとの対話型クイズの実施方法をはじめ、様々なオンライン用の教材を通して多くの学びを得ました。また、今回は第 1
回目の研修生であった教員らを招き、A4 サイズの紙を使用し紙皿をつくる方法なども紹介、より実践的な防災教育に関する
幅広い知見の共有を行いました。
加えて、今回は単に講義形式のスタイルだけでなく実技指導も行い、洪水や土砂崩れが発生した際の対処法に関する防
災訓練も併せて実施しました。
また第 4 回目のトレーニングでは、教員に対し防災教育各種関連教材キットを配布、キットの中に入っている各アイテムを
実際に活用し、一貫した防災知見共有を維持するための指導法について学びました
参加した全ての教員が、このように実践的な教材を扱ったことは初めてであったと回答しており、学びの多い本研修内容に
謝辞を述べていました。
また最後のトレーニングとなった 12 月の段階では、最終的に合計 8 つの防災ゲームを採用されました。
本プロジェクトでは、同国において学校が再開された際に、正しい知識を子どもたちに伝えることがより可能となるように、学
校現場での使用法や各ゲームの具体的な学習ポイントを理解するための個別研修についても予定しています。
今後、ネパール各にいる教員らの絆が更に深まり、“BOSAI”を互いに理解するためのピアラーニングの充実が期待されて
います。

2．
ラリトプール市・KDDI 財団 共用技術分野における新プロジェクト着手
年初より引き続き新型コロナウィルスによる感染拡大が続いているネパールですが、感染者数は先月初旬時点で 23 万人、
死者は 1500 人に及び各国同様深刻な事態となっており、過去 6 カ月間は完全に学校閉鎖が続いている状況です。その意
味で、我々人類のあらゆる活動の中でも教育分野における負のインパクトは非常に大きいものであるといえます。政府は各種
媒体やオンラインリソースを通じたバーチャル教育を展開していますが、同国にはテレビやラジオ、インターネットへのアクセス
が限られている地域も少なくなく、オンライン教材を開発するための訓練を受けた教員が存在していないこともボトルネックと
なっています。
このような状況から、CYO は KDDI 財団の支援を受け、現地ネパールで教育分野での活動を展開している Open Learning
Exchange Nepal(OLE)という団体と共に、ラリトプール市内にある公立学校において、タブレットを活用したオフライン教育のテ
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ストを行うための覚書をラリトプール市との間で締結しました。
本プロジェクトで予定している主な活動は、カリキュラムに基く教材を予めタブレットにインストールし、パイロット校に通う生徒
へ配布、学校閉鎖が続いている昨今の状況下にあっても自宅学習を通し学びの機会を継続的に提供すると共に、最終的に
は全ての生徒がタブレットを使用しアクセスできるように整備することを目的としています。
またタブレットが使用できない場合には、宿題やワークシートが代わりに配信され、タブレットで学習した内容を補完する仕
組みを想定しています。
KDDI 財団は過去 2 年間において、同市においてテクノロジーを活用した教育関連プログラムを支援してきた実績がありま
す。これまでは論理的思考力・創造的思考力を高めることに焦点を当てプロジェクトを実施、本年はその 3 年目となる予定で
したがパンデミックの影響により今後は正規の教育を継続する必要性の方が遥かに同国の教育分野にとって喫緊の課題で
あるとの認識から、急遽活動内容を現地の実情に即した内容へと変更し取り組んでいます。

パンデミック下においてタブレットを採り入れ、シェアテクノロジーを活用した教育手法は同国にとって初の取組みです。
より具体的な運用体制を構築し、今後も様々な手法を用いて多くのコンテンツを学ぶ体制を展開していく予定です。

3. 39th CITYNET Executive Committee Meeting
愛媛県松山市シティネット正会員へ ～日本の自治体としては３３年ぶりの加盟～
我々CityNet は 1987 年の設立以来、実に 30 年以上が経過しています。同分野では比較的長い歴史を有している機関
の一つではありますが、これまで日本国内においては横浜市を除き他に加盟している自治体は長らく存在しませんでした。
しかしながら、2020 年 10 月に実施された第 39 回シティネット実行委員会において松山市が加盟、33 年ぶりに日本の
都市が加盟を果たしました。
松山市は四国の愛媛県中部に位置する県庁
所在地であるとともに、人口 50 万人を超える四国
一の大都市です。そのような環境にありながら、豊
かで多様な自然環境と温暖な気候のおかげで、
肥沃な土壌と豊富な海の幸にも恵まれ、伝統と文
化を大切にする暮らしを市民は誇りに感じています。
また、日本最古の温泉地の一つであることから、
日本人のみならず海外からの観光客も毎年数多く
訪れている人気観光地の一つとなっています。
松山城（重要文化財）：現存 12 天守の一つ
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また同市は、これまで地域に根差した先駆的な防災施策・事業を展開し続けてきたことから、当該分野において 4 年連続
で内閣総理大臣賞を受賞するなど産官学連携で地域の防災力向上に尽力してきました。
今後、その発生が危惧されている南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備え、市は自助・共助を補完する様々な取組
みを主体的に実施しています。
その一つに、防災活動に必要な一定の技能を有す“防災士”として認定された市民が市内に 6,000 名以上おり、自治体
内にいる保有資格者数および市民に対する防災士の割合ともに全国トップとなっています。また、こうした資格取得のために
掛かる費用を市側が全額負担しており、こちらについても全国に先駆けて行ってきた画期的な事業です。
加えて、防災士の養成や防災訓練など松山市の防災施策に協力する事業所に対し認定、特定非営利活動法人日本防
災士機構が認証し表示証を交付する“防災協力事業所”制度は全国初の取組みで、これまでに市内 300 団体以上が認証
を受けています。
更に東京大学や愛媛大学とも連携し、これまで 1000 名以上の学生に防災士を取得してもらうと共に同大学内に「松山
防災リーダー育成センター」を設立しています。
以上のように、防災分野に関して同市は産官学＋地域住民と“オール松山”で防災減災に取り組んでいます。
また、防災のみならずスマートでシームレスな技術やモビリティをはじめとする都市インフラの多くに再生可能エネルギーが
活用されるなど、技術インフラの整備にも注力しています。
文化的・伝統的、そして現代的な都市経営戦略の側面などに関し、松山市がこれまで積み上げてきた都市としての知見
は今後 CityNet 会員にとって貴重な財産となるでしょう。
いま正に成長を続けるアジア諸都市に必要なものは、自然環境の調和を尊重しつつ健康的で充足感に満ちたライフスタ
イルを実現するモデルであり、同市の各種取組みは CityNet 会員都市にとって大きなインパクトとなるに違いありません。

4.
第 39 回 CityNet 実行委員会 日本国内新事務所設立案提案
CityNet は過去 33 年間に渡り成長を続けてきましたが、時代
と共に都市の課題もより複雑高度化しています。
今般、CityNet の準会員であるプラス・アーツは、2020 年 10
月に CityNet 実行委員会において日本国内に新たな CityNet 事
務所を設立することを提案しました。
プラス・アーツは 2012 年に CityNet に加盟、以後フィリピンの
イロイロ市において 2017 年までの 5 年に渡り実施してきた＂イロ
イロ市コミュニティ防災推進事業“における主要パートナーとして、
また、現在はネパールでの防災教育関連プロジェクトにおいても
CYO と緊密に連携を図ってきました。
プラス・アーツは次世代のために社会問題、教育や環境問題について取り組むために必要とされるクリエイティブかつ革新
的な課題解決アプローチを様々な機会を通じて実践し、これまで世界 21 ヵ国、そして日本国内の地方公共団体とも幅広く
活動を展開してきた団体です。また、リソースプロバイダーとしての強力なネットワークを構築するため国内の数多くの大手企
業とも提携、そのネットワークを活用し官民連携を進める地方自治体の事業においても様々なソリューションを提供してきまし
た。この新たな取組みを通じて CityNet の各メンバーはプラス・アーツが持つ様々な知見を学び、新しい協力関係を築いてい
くこととなるでしょう。こうした文脈から、CityNet の加盟都市が現在においても引き続き直面している種々の都市課題解決の
ための一助となるに違いありません。
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5.
横浜市民防災センターバーチャルツアーにフィリピン政府関係者 500 名以上参加
現在も引き続き猛威を振う新型コロナウィルスの影響は深刻であり、我々CityNet の会員も甚大なる被害を受けています。
従来の生活環境は激変し、とりわけ子どもたちの教育はもちろんのこと、社会人のための生涯教育や各種啓発等の分野にも
多大な悪影響を及ぼしており、学習の機会が世界的に失われはじめているというのが昨今の現状です。我々のプロジェクトに
おいても現地研修・本邦研修を行うことが非常に困難な状況が続いています。
こうした中、フィリピン地方自治アカデミー(LGA)の要請を受け、CYO では引き続き日本が誇る防災ナレッジの共有を行う
べく、「横浜市消防局 横浜市民防災センター（以下、「市民防災センター)」へのバーチャル訪問を実施することと致しまし
た。
様々な体験学習を通し、「自分の命を守る自助意識」、「お互いに助け合う共助意識」の啓発と、いざという時にその行動
を起こすことができる人を育成する場を提供する自助・共助促進の中核施設として設立された本施設ですが、これまで
CityNet のメンバーが来浜した際には必ず訪れる重要な学びの場の一つとなっています。
今回の試みは、LGA がフィリピン内務自治省・政府開発庁と共に進めている＂災害リスク管理および制度設計強化プログ
ラム(DRMIS)“の一環で行われたもので、防災やレジリエンス面において秀でた国々におけるベストプラクティスや、それに伴う
各種活動を調査、制度化に至った指標等の研究を進め同国の防災政策に役立てることを目的としています。
本プログラムでは、「グッドローカルガバナンスを目指した行政マネジメント」というセッションをオンラインで開催、この中で市
民防災センター協力のもと今回実施に至ったバーチャルツアーを紹介、当日の参加者数は 500 名を超えました。
フィリピンの災害の種類は日本とも数多くの類似点があるため、火災や地震・洪水など様々な災害事象が発生した際の具
体的な避難行動などをバーチャル体験できる本ツアーには参加者から多くの称賛の声が上がりました。
このツアーでは、市民防災センターのガイドが施設内にある初期消火や地震体験などの各セクションの目的や過去の教訓
などについて説明を行ったものを事前録画し配信しました。本施設を実際に訪れた場合は通常一時間程度を要する体験内
容となっていますが、LGA のプログラムのために、今回は 40 分で完結する内容にまとめています。
我々の会員都市が集中するアジアの諸都市には毎年幾多の災害が発生し、これが貧困の連鎖を断ち切れない一つの大
きな要因となっているにも関わらず、残念ながら、このような防災啓発施設は諸外国では未だ一般的なものとはなっていま
せん。
これまで、CYO はプラス・アーツと協力しながら、フィリピ
ンのイロイロ市やネパールのラリトプール市において、小規
模ながら同様の防災教育施設の設立支援を行ってきまし
た。
プラス・アーツは市民防災センターだけでなく、東京や
大阪、神戸にある様々な防災館等の設立を手掛けてきた
実績を有しています。また、近年では国内のみならず、中
国・成都市にある世界最大規模の防災体験館の設計も
手掛けており、近年は他都市からも同様の依頼を受けて
います。
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LGA 主催のフォーラムには 500 名を超える参加者が集まり、CYO が企画した
市民防災センターのバーチャルツアーを体験しました。

6.
第 13 回 CityNet 防災クラスターセミナーオンライン開催
毎年、CYO では会員都市やパートナー機関等に対して防災に関する知見共有を目的とした「防災クラスターセミナー
（DCS）」を開催しています。本年はその第 13 回目となりましたが、パンデミックの影響により初のオンライン開催にて実施しま
した。
今回のテーマは“コロナ禍における防災へのインパクト”をメインとし、本セミナーは 3 つのセッションを 3 週に渡り実施、それ
ぞれ異なるスピーカー・セッション内容にて進めました。
各回ともに平均 80 名の参加者があり、参加登録者総数は 174 名に上りました。
本セミナーに先立ち、今夏の段階で防災クラスターに加盟しているメンバー都市等に対し行った事前アンケートでは、目下
の課題としていずれの都市においても COVID-19 対応が最優先事項であると共に、最も脅威となるハザードとしても位置付
けられている実態が判明したことから、今回実施した 3 つのセッションにおいてはメンバー都市が抱える現状の課題に即した
内容を取り上げていく建付けとしました。また同調査結果では、市職員に対する能力構築として各都市が現在最も必要とし
ている分野に“公衆衛生”および“危機管理”面での人材育成が急務である点も浮かび上がってきました。
以上のことから、各セッションでは以下の点について議論を深めました。
■セッションⅠ： Best Practices and Innovations on COVID-19 Response and Management
このセッションではソウル市、台北市、そして横浜市におけるコロナ対応とその現況についての発表を行いました。この中で、
ソウル市及び台北市の医療専門家からは過去に甚大な被害をもたらした SARS と MERS の流行期に学んだ多くの経験が今
回の COVID-19 対応においても活用できた点を強調し、また、効果的かつタイムリーにあらゆる施策を実行することでウィル
ス拡散に一定程度の歯止めをかけることできた点につながったと言及されました。加えて、両市はリアルタイムで患者を監視
するだけでなく接触者の追跡にも最新の技術を導入し、医療機関と行政側が連携しデータの収集・発信を行うことができたと
いう奏功点についても参加者に共有しました。

ソウル市

横浜市国際局

台北市

■セッションⅡ： Addressing Emerging Challenges of Disasters in the Asia-Pacific
本セッションでは、従来の建築物と近代的な構造物の比較を行い、各国における建築基準法の今後の運用を見直してい
くために新しい科学技術をどのように統合していく必要があるかについて議論を行いました。また、よりレジリエントで優れた建
築物を建造していくためには参加型のプロセスが必須となってくる点にクローズアップしました。
危機管理の側面からは、データや情報、ハザードの分類や緊急時における優先順位の決定方法について焦点を当てた発
表がありました。また、河川の分類やハザードのレベルによって各セクターとの役割や責任の所在を明確化し、災害時だけで
なく発災後における連絡調整がスムーズとなるよう調整している点についても取り上げられました。更に、過去の教訓や予測
をもとに様々な想定シナリオを事前に設定し、より多くの機関や団体がそのシミュレーションに必要な訓練を受けることができ
るよう対策が取られている点も言及されました。
リスクファイナンスの観点からは、第一にリスクを理解した上で気候変動適応計画を含めた各種対策のメリットについても
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充分に理解を深めていくことが非常に重要であるとの指摘がありました。適応計画を進める上においても適切な原資が担保
されていなければ机上の空論に終わってしまい、また、国レベルだけでなく地方や民間セクターなどあらゆるレベルでの参画
がキーポイントとなる旨を強調されました。そのためには「全ての計画は、その恩恵がどのように裨益者に還元されるのか？」
という視座を常に念頭に置いておく必要があります。

オーストラリア政府 Geoscience Australia

横浜市危機管理室

ドイツ国際協力公社（GIZ）

■セッションⅢ： Planning the New Normal with COVID-19 for DRR
DCS 最後となるセッションでは、国連防災機関(UNDRR)や世界保健機関(WHO)ジュネーブ本部からのパネリストだけでなく、
都市レベルや民間セクターからの著名なパネリストが登壇しました。
このセッションでは、健康が脅かされる昨今の状況において防災が抱える課題の具体的な例や、都市のレジリエンスを高
めるための行政マネジメントにおいて必要なツールキットが紹介されました。前述のように、リスク管理というものは事前の周
到な準備に加え、関係者間でいかにその意識が共有され、実践されていくかに集約されます。通常の災害はもとより、今回
の様なパンデミックについても、これまで策定してきた様々なガイドラインや支援策などをうまく活用することによって運用が可
能となっていきます。
CItyNet に加盟するそれぞれのメンバー間でいかに双方向の支援を行っていくことが可能であるかというモデレーター側の
質問に対し、UNDRR 及び WHO は上記のツールキットの有効な使用法について支援を提供しているとの回答がありました。今
後、CityNet のメンバー都市はここを充分に活用し行政マネジメント能力を高めていくことがきます。一方、フィリピン災害レジリ
エンス財団(PDRF)からは、これまで民間の立場から多くの災害に対処してきた知識や経験を活かし都市の防災能力強化に
向けた準備をする用意があると述べました。また、マカティ市及び横浜市からはツールキット等を実際に活用した経験を他の
メンバー都市とも共有したい旨の申し出がありました。

国連防災機関（UNDRR）

マカティ市

世界保健機関（WHO)

フィリピン災害レジリエンス財団（PDRF）

横浜市消防局

本年で 13 回目を迎えた DCS では厳選された都市に加え、様々な分野・団体から多様で有益な発表が数多くありました。
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7.
横浜市内小学校にて CYO・プラスアーツが実施する防災教育を紹介
多くの日本人にとっては当たり前のことですが、日本の学校では標準
的な教育が全国一律で施されています。とりわけ社会科の授業では、日
常生活を行っていく上で、より実践的なことを日本の小学生は学んでい
ます。その例として、まちを歩いたり、近隣の公園で生き物の研究をしたり
と教科書に載っていない知識を身に付けることができます。また、例えば
定期的に防災訓練等も実施され、火災が発生した際に最低限行うべき
行動（消火器の使用方法や避難行動等）を自ら身に付けていく機会が
初等教育の段階から多々あります。
一方、開発途上国では、地域により格差が存在し全国統一的な教
参加した小学校 4 年生は、プラス・アーツとシティネットの
防災教育の取組みを熱心に見学していました。

育を受けることが未だに困難である地域も少なくありません。

今回、CYO は横浜市内にある小学校の要請を受け、小学 4 年生を対象に CityNet の加盟都市で実施されている防災教
育活動の紹介を行いました。
体育館に集まった約 100 名の児童には、過去に CYO がフィリピン・イロイロ市にて計 5 年間に渡り実施してきたプロジェクト
をはじめ、ネパールの小学校における防災クラブ活動の様子についてもお伝えしました。
CYO がこれまで各国各都市で実施してきた防災教育活動は全てプラス・アーツが提供してきました。教科書を使わず、創
造性と楽しい活動を通し“防災”を学ぶというコンセプトのもと、イロイロ市やネパールでも導入されているゲームを使った活動
を日本の子ども達にも体験してもらいました。
消火器の正しい使い方を理解するためのオンラインシャッフルゲーム、応急処置、新聞紙を活用した紙皿作りに加え、毛
布を使った担架づくりなど身の回りにあるものを災害発生時に最大限活用する実践的な方法を教えました。
これらのゲームは、1995 年に発生した阪神淡路大震災の被災者への聞き取り調査を経て、プラス・アーツが開発したも
ので、ゲームとはいうものの災害に遭った際に生き残るための重要な教訓が随所に盛り込まれています。
今後、このような教育の輪がオンラインなどの活用によって世界中に広がり、災害に対する理解を深め、開発途上国にあ
る人々の意識向上にも大きくつながっていくことを CYO は切望しています。

8. Case studies from Japan now available on CYO web site
日本が取り組む各分野課題事例 CYO ウェブサイトにて掲載開始
2015 年に SDGs やパリ協定、仙台防災枠組など世界的なグローバルフレームワークが国際場裡で採択されました。気候
変動などの地球規模課題は特定の国や都市、企業が行うものではなく宇宙船地球号の乗組員である我々人類一人一人が
一丸となって課題解決に向けて取り組んでいかなければ、そのゴールを達成することは不可能です。
こうした中、CYO では我々自身が行っている国際協力プロジェクトだけではなく、自治体や企業、そして地域住民が行って
いる様々な事業や取組みについて CityNet の会員の皆様に対し広く知って頂きたいと考え、日本の事例として紹介することと
致しました。
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今般、CYO ホームページ上部のタブに“Case Study”（下図、赤枠部分参照）というウェブページを新たに設け、CityNet の
クラスター（活動分野）別、セクター別にテーマを絞り込んで検索できる構成にしています。（キーワード検索も可）

本ページの開設背景として、日本にある国際機関や基礎的自治体等行政機関や各種団体、民間企業や市民など幅広
い活動にクローズアップし、こうしたベストプラクティスを皆で共有していくことにより、互いに学び合い、より良い部分を採り入
れていくための基礎材料として皆様に活用して頂くと共に、最終的に人々の生活向上に資することを目的としています。
メガファンドやドナー機関からの融資や国からの支援のみに頼ることなく、身の丈に応じた取組みを他のパートナーが有す
る高い能力と共有・共働・協力していくことで活動分野やセクター間を超えた緊密な連携体制を築き、課題解決に向け着実
に突き進んでいくことが重要であると我々CYO は考えています。
今後、日本国内における様々な取組み事例をアップしていく予定ですので、具体的事例やご意見・ご要望等がございまし
たら CYO 企画課長 工藤（kudou@citynet-yh.org）までご連絡頂きますよう宜しくお願い致します。

9.
CityNet “Urban Resilience Practices”松山市登壇 先駆的防災施策等紹介
昨年 10 月に CityNet に加盟したばかりの愛媛県・松山市ですが、先月 2020 年 12 月に韓国で行われた“Urban
Resilience Practices –from Northeast Asian Cities-”にて登壇、松山市が日本全国に先駆けて進めている各種先駆的な
防災事業とその取り組みについて発表を行いました。
これまで同市が進めてきた防災関連の施策は多岐に渡ります。（詳細は「３．愛媛県松山市シティネット正会員へ ～日
本の自治体としては 33 年ぶりの加盟～」参照）これまで他の自治体には類を見ない試みが松山市の強みの一つとなってい
ます。
平成 17 年度より力強く推進してきた防災士資格全額補助・防災士の養成事業は正にその具体的な成果と言えるでしょう。
2018 年の夏に発生した「平成 30 年 7 月豪雨（西日本豪雨）」では松山市高浜地区では 30 か所以上で土砂崩れが発生し
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ましたが、同地区内にいた防災の専門的な知
見を有す防災士の判断により市の避難勧告
を待たず自主的に避難指示を行ったことによ
り犠牲者を一人も出しませんでした。
これらの取組みが評価され、令和元年防
災功労者内閣総理大臣表彰及び土砂災害
防止功労者表彰を国土交通省より受賞しまし
た。
今後、同市が産官学民で進めているシーム
レスな「全世代型防災教育」への取り組みは、
ますます注目です。

10. CYO presents at International Urban Resilience Forum Seoul 2020
“International Urban Resilience Forum 2020”CYO 事業課長登壇
2020 年 12 月、韓国・ソウル市はパンデミックの懸念に対応した”International Urban Resilience Forum 2020”を開催しま
した。
同フォーラムの基調講演では、国連防災機関（UNDRR）の水鳥真美国連事務総長特別代表から、地方自治体が災害リ
スクの軽減に取り組むことへの重要性について強調され、UNDRR が現在進めている“Making Cities Resilient Campaign
2030(MCR2030)”への積極的参加を参加各都市に呼びかけました。
また、本フォーラムにおいて CYO 事業課長の平田ケンドラは、COVID-19 が全世界的に及ぼしているメンタルヘルスや
人々の心理的影響に関する懸念事項を共有しました。同氏は、例年 CYO が実施している防災クラスターセミナー実施に際
し各都市に対して行ったサーベイ結果を紹介、特に健康上の緊急事案に対する都市の意識の低さがもたらす影響と共に各
会員都市で実施されてきた同分野におけるリスク評価の低さについても指摘しました。
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各国政府は増加する感染者への対応に追われており、パンデミックの副作用としての人々の生活や心理的な影響につい
て十分把握できていない散見されています。したがって、従来は基礎的自治体となる各都市については防災の枠組とその
取り組みの改善点にこれまで力点を置いてきましたが、パンデミックを契機に、今後は災害予防・影響緩和・対応計画等に
おける中核的な災害マネジメントサイクルの中にヘルスケアについても統合していく必要性が喫緊の課題となります。
また、持続可能なレジリエンスに焦点を当て危機が発生した際には迅速に行動が可能となるようコミュニティの中に独自
の仕組みを構築していくことが求められていると同氏は強調しました。パンデミックについては負の側面ばかりがクローズアップ
されることは至極当然ですが、一方で大気汚染が減少し、コミュニティの絆が深まると共に公衆衛生対策がかつてないほど
改善・強化され、皆が同時に互いの存在価値に気付くことができたポジティブな教訓についても我々人類は忘れてはなりま
せん。
今後も CYO は各パートナーと協力しながらコミュニティ防災など特に草の根レベルでの継続した支援に引き続き尽力する
と共に、複雑化する都市課題に対する根本的な解決をそこから見出すことで、最終的に人々が安全でレジリエントな都市を
確立するための世界的なアジェンダにつながるよう活動を続けていきます。

〒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

CITYNET Yokohama Project Office supports the SDGs
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