ARISE ジャパン公開シンポジウム：「地産地防」で災害に強いコミュニティを築く
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プログラムと内容に関する報告：
開会挨拶
ARISE 理事 国際航業株式会社代表取締役社長 土方聡
土方氏は、主催者である国連防災機関 UNDRR の民間セクターグル
ープ「アライズ：災害に強い社会に向けた民間セクター・アライアンス」
は、グローバルでは 360 社の会員が 27 の国別ネットワークで活動し、
アライズジャパンでは二十数社の会員企業が、本日の共催者である
国連防災機関駐日事務所と連携しつつ活動している、と紹介。
本日のシンポジウムは仙台防災枠組が推奨する「全社会的なアプ
ローチ（whole-of society approach）」「事前防災を含む総合防災・減
災」「地域に根差したアクション」をすべて含んだ概念である「地産地防」をテーマに、事例をもとに知識を深め、これか
らの災害に強いまちづくりや、気候危機・SDGs の時代のまちづくりと地域における企業と行政との連携、企業間の連
携などについて考えていただきたい、と述べた。
基調講演 仙台市における「地産地防」の教訓と実践 ー そこから生まれた防災 ISO という提案
東北大学 災害科学国際研究所長 今村文彦
今村氏はまず東日本大震災および東北地方の地震・津波と
それら災害からの復興について紹介。数百年の間、それぞれ
に起こっていた地域の地震が一気に「連鎖破壊」として起こっ
た千年に一度の巨大地震のメカニズムを説明し、最大の教訓
は「備え以上のことはできなかった」であること、気候変動下の
現状では最悪の事態に備える必要性と、不確実な状況でも判
断し対応できるレジリエント社会の構築が不可欠であると指
摘。
次に仙台空港や仙台東部道路への避難など震災当時の話
を交えつつ、以降 10 年の「津波から命を守る」仙台市の多重防
御を取り入れた復興計画の策定と実施を紹介。10 年間の経験から得た新たな知見・システムや技術を活用する、仙
台防災枠組が示す「防災・減災」の実践に適切なシステム・技術を整理する国際ルール掲載標準（ISO）についても紹
介。国際標準下の個別テーマ（地震計、リスクファイナンス、避難所運営等：右図）も進んでおり、たとえばスマートシテ
ィ・インフラの WG では多重防御や住みやすさ・安全の両立などが日本の経験からの学びとして提案されている。
温暖化に伴う新たな風水害や、コロナを含む新しいリスクも網羅する防災・減災のルールを整備し、新しい防災産
業を通して付加価値を付ける・広く普及する期待を述べた。
質疑応答で、防災技術の国際展開を推進する日本防災プラットフォーム（JBP）の沼田収氏がコメント・賛同した。

ディスカッション 「地産地防」を可能にするまちづくり
モデレータ 国土防災技術株式会社 国際部事業企画課 課長 中村清美
パネリスト 白川村観光振興課 産業振興課長補佐 尾崎達也
伊豆市土肥温泉旅館協同組合 組合長 野毛貴登
一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会 エリア防災推進委員長 中嶋利隆
まずモデレータ、国土防災技術株式会社の中村氏より、基調講演の「地域の情報・人・技術・資金を活用して強靭
なまちづくり」を目指す仙台の例に加え、地域の資源
を最大限活用した、中山間地・沿岸部・都市部の３つ
の地産地防の実践・先行例について聞き、考えると
いうディスカッションの目的について説明があった。
続いて、各パネリストが「まちの概要と特記すべき
災害リスク・課題」を題に、それぞれ自己紹介した。
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大丸有まちづくり協議会の中嶋氏は、まちを東京駅周辺の超高層ビルが林立する「日本を代表するビジネスセンタ
ー」と紹介。4,300 の事業所を抱え、県庁所在地の昼間人口に相当する就業人口 28 万人、観光名所として店舗も多い
この地区を、「たとえ首都直下地震があっても日本経済を止め
ない」ために事業継続させることが責務」と述べた。特に非就業
者（来訪者）の帰宅困難者対策が防災上の課題だが、大都市
の中でのコミュニティづくりで行政に任せず自らその解決に取り
組む。
世界遺産「白川郷合掌造り集落」で有名な白川村の尾崎氏は、
自らも住民として、またコミュニティ保全・防災に関わる者として、
人口 1,500 人で高齢化・マンパワー弱体化が進む村で、気候変
動の中、今後の保全活動の継続を課題として挙げた。
土肥温泉旅館共同組合の野毛氏は、駿河湾に面し数多くの
「世界一」を抱える、人口の約 45％が観光業に従事し観光業に
よって移住など地域の活性化が下支えされる土肥のまちを紹介。南海トラフ地震では 6 分以内に最大 10m の津波到
達が予測されており、そのリスクそのものだけでなく、リスクによる観光業の停滞が人口や経済を打撃することを課題
として挙げた。
続いて「特記すべき対策」について訊ねられた土肥地区の野毛氏は、地域ぐるみの観光防災まちづくりを支えるマ
ルチステークホルダ組織と、「津波災害特別警戒区域」をプラスイメージに変える愛称「海のまち安全創出エリア」の公
募選定・愛称を裏付ける海水浴場等と連携した避難誘導体制
整備・地区防災計画を作成するなど、災害の備えを地域の魅
力・価値と結びつけ防災・減災を地域づくりのエンジンとする等
の活動について述べた。モデレータ中村氏は、リスクと共生す
るポジティヴな姿勢を評価した。
大丸有の中嶋氏は大丸有地区も、都市再生特別措置法に基
づく法定計画としてエリアの防災計画を策定していることを紹介。
災害への備えを新たな付加価値にすることを意義に、マイナス
をゼロにするという考えでなく、高い国際競争力プラスする取組
として、鉄道事業者を巻き込んだ官民連携で活動を続けている。
再開発を通した強靭化の例として、中通洞道を整備し、平常時
は冷暖房のエネルギー共有施設として利用し、非常時には帰宅困難者を受け入れる 5 棟のビルに電力を供給する。
また、危機管理室と被災者双方に向け情報を提供する災害ダッシュボードの開発とそれを活用した実証実験や、「防
災は文化である」という考え方から防災ランゲージを開発するなど、多様な実践例を紹介した。防災だけで取り組むの
ではなく、「防災 も まちづくり」と捉えることによって、防災が費用でなく投資となると述べた。
続いて白川村の尾崎氏は、白川村で特記すべき対策として、年間 215 万人の観光客が訪れる合掌造り集落の弱点
である火災への備えを紹介した。常備消防が限られた白川村における火災への備えは、地域住民による放水銃操作
という役割分担だけでなく、日に 4 回の火の番回り等、日々継
続される住民の努力に支えられている。結（ゆい）と呼ばれる
相互扶助の関係にもとづく防災制度・活動が文化となり、世界
遺産の要素として世代を超えて継承されていると述べた。モデ
レータ中村氏は、年 1 回の放水訓練が白川郷の観光のひとつ
の目玉となり、防災が付加価値となっているとコメントした。
モデレータ中村氏は、社会背景が異なるこの３例について、
いずれも日々の生活の中に防災のシステムを根付かせている
ことが共通点であると述べ、最後に、「今後の取組」についてパ
ネリストにコメントを求めた。
白川村の尾崎氏は、今後は「結」を再定義し、企業や大学な
ど外のクリエイティヴな要素と「結」を結ぶことで、マンパワーに代わるイノベーションを生み出す必要があると考えて
おり、2020 年には 5G など次なる仕組みの構築と検証を行っている。また、白川村独自のカリキュラムによる学校教育
で、次世代の育成も進めていると述べた。
土肥地区の野毛氏はいち企業経営者として、行政と民間セクターの事前の関係づくりと連携が重要であると述べ、
災害時に旅館を避難先として提供することを旅館組合から行政に積極的に提案し、協力協定締結に至った経験など
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を紹介、行政でできない部分をカバーする官民連携が地域にプラスになると話した。
大丸有の中嶋氏は歩道・車道・建物やモビリティなどが一体化・共存したエリア中核部の、平時と有事で、設備だけ
でなく平時に築いた協力関係をもとにシームレスに移行するふたつの未来像を紹介。様々な有事のシナリオが想定さ
れる中、決まった手順ではなく「もちあわせた材料でやりくりし、やりぬく」臨機応変な対応力を備えることを目指す姿と
した。
モデレータ中村氏は、社会背景は大きく異なるものの、いかに生活を維持していくか、社会・事業を継続していくか、
コミュニティを存続させていくかという目的、そして新しいものを持ってくるのではなく存在する人・モノ・機能に付加価
値をつけるという手段に、3 例の共通性があり、それが地産地防となることが確認できたと結んだ。
コメントを求められた基調講演者の今村氏は、3 例ともまちの抱える災害リスクをよく理解した上で、それをバネにし
ている事例であり、「被害を小さくする」防災の機能に日常の機能を合わせ持たせることで投資する具体例であると評
した。さらに、今後は地防といえどもグローバルな連携を含むことや、その他のハザードへのマルチな対応なども検討
すべきと助言した。
質疑応答では、三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社の安田直樹氏より、高齢化の中での 5G など先端技
術の活用について質問があった。尾崎氏より、人口一人あたり年間 1,000 人の観光客を迎える白川村では、5G を来
訪者の災害時の誘導や、火災リスク啓発など情報発信を通じたリスク低減へ活用予定であると説明があった。
また、名古屋大学減災連携研究センターの西川智氏より、世界の都市の中での東京の魅力を高めるためにも、大
丸有地区の取組について国際的な発信が行われることが望ましいというコメントがあった。中嶋氏はメディアや報道機
関を通じた広報について説明しつつ、風評被害を防ぐことが、大丸有エリアが目指す事業継続にもつながることから、
よりシステマチックに発信する意欲を示した。
UNDRR による振り返りとコメント
国連防災機関（UNDRR）駐日事務所代表 松岡由季
松岡氏は、東日本大震災も現在の新型コロナウィルスのパンデミックも、社会に内包される、連動的・連鎖的に作
用するシステミック・リスクを露呈させたと指摘し、基調講演で紹介された防災 ISO の取組を、包括的な観点から強靭
なまちづくりの標準化を目指すものとして評価した。また UNDRR のメイキング・
シティ・レジリエント（MCR2030）キャンペーン（災害に強いまちづくりを推進する
世界的イニシアチブ）との相関性からも歓迎した。ディスカッションで紹介された
3 例は、グローカル（Glocalized）アクション（グローバルな視点を持ちつつ、地域
での活動を通して地域・世界双方の課題解決に貢献する動き）に通ずるものと
して評価し、アジア太平洋防災閣僚級会議や防災グローバル・プラットフォーム
会合などの知見共有の場で、事例がさらに広く共有されることに期待をよせ
た。
また、松岡氏は UNDRR アジア太平洋地域事務所長に新規就任した Marco Toscana-Rivalta 氏からのメッセージを代
読。「ARISE の中でも最も活発に活動している国内ネットワークの一つ」と ARISE ジャパンの活動を歓迎し、「効果的な災
害リスク軽減のためには「社会全体」の関与が必要です。その意味でも、民間セクターは、地域レベルにおけるリスク
削減において果たすべき重要な役割を担っています」と、ARISE ジャパンに激励のメッセージを送った。
総括と閉会挨拶
ARISE ジャパン代表 観光レジリエンス研究所代表 高松正人
高松氏は本日の発表を、防災・減災を概念から実践へと「腹落ち」
させるものとして、また、それぞれ防災に新たな価値を見出すことで
地域づくりをより活性化していることが、国連が目指す「災害リスクな
どを踏まえた上での持続可能な開発に通ずるという感想を述べた。
また、住民や企業が積極的に考え・動くマルチステークホルダの取
組こそが共通の知見であること、コロナ禍を経て観光の世界では安
心（コンフィデンス）がないと観光が動かないと認識される中、３つの
事例は、安心を前に出しながら地域の魅力をつくり、広めている良例
であると評した。
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そして、今後は、UNDRR や防災関係者のみならず、広く一般にも、安心への取組を前面に出して発信すべきである
と結んだ。
シンポジウムの録画視聴：
動画視聴ご希望の方は arise.japan.secretariat@gmail.com または arise_japan_focalpt@kk-grp.jp まで件名「ARISE
ジャパン公開シンポジウム視聴希望」と書いて連絡ください。基調講演・ディスカッションの編集動画のリンクを期間限
定で共有いたします。（～2021 年 5 月 8 日迄予定）
参加者概要とフィードバック：
登録：58 団体 88 人（登壇者含む）
参加登録者

人数比

団体数比

Academia

5

5.7% Academia

4

6.9%

Civil

2

2.3% Civil

2

3.4%

LG

3

3.4% LG

3

5.2%

74 84.1% PS

46

79.3%

3

5.2%

PS
UN

4

TOT

88

4.5% UN

58

ARISE

19 21.6% of total

15

25.7% of PS

25.9%

実績：34 団体 59 人（登壇者含む）
当日実績

人数比

団体数比

Academia

5

8.5% Academia

4

9.5%

Civil

1

1.7% Civil

1

2.4%

LG

2

3.4% LG

2

4.8%

49 83.1% PS

33

78.6%

2

4.8%

PS
UN

2

TOT

59

42

ARISE

23 39.0% of total

13

32.6%

3.4% UN

46.9% of PS

男女比
登壇者

女 Female
2

29%

31.0%
39.4%

男 Male
5

71%

参加登録者

22

25% 66

75%

当日参加者

13

22% 46

78%

参加者の情報入手経路
ARISE/UNDRR 44%, 日本防災プラットフォーム 22%, レジリエンスジャパン推進協議会 22%, Preventionweb 8%, 検
索エンジン 1%
参加者アンケートまとめ（回答数：11）
（１）全体の内容の感想：
期待以上 63%(7)、期待通り 37%(4)
（２）特によかった部分：
基調講演 72%(8)、パネルディスカッション 91%(10)
（３）イベントの長さ：
ちょうどよかった 100%
（４）参加の動機：
1 位「ARISE/JBP などの関連団体」、2 位「キーワード」、3 位「特定の登壇者」
（５）今後取り上げてほしいテーマ・案（自由記述）
防災インフラの整備と需要。仙台防災枠組の取り組みの進捗状況。災害と BCP：危機
をチャンスにする民間企業の戦略 のようなもの。観光レジリエンス、防災ビジネス。シ
リーズ化（例：大丸有の地区で、白川村、土肥温泉の地域防災の活動と観光をテーマ
にイベント企画を行い相互に学ぶ機会を創出、それぞれの地域を訪問し観光ビジネス
としての可能性を見出す）

以上
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