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 東京都は多都市間都市外交事業「危機管理ネットワーク」の一環として、「危機管理会議

2015」を開催した。 
本会議は「災害被害を 小化するための万全の備え～すべての人の生命と生活を守る～」

をテーマに 2015 年 10 月 13 日（火）及び 14 日（水）に東京都の主催により開催され、危

機管理ネットワーク参加都市 6 都市（クアラルンプール、マニラ首都圏、ソウル、シンガ

ポール、台北、東京）、東京の姉妹友好都市 3 都市（北京、ロンドン、ニュー・サウス・ウ

ェールズ州）、計 9 都市から 25 名の危機管理専門家が各都市を代表して出席し、在京大使

館職員等を含む合計 100 名が参加した。 
 
 
１ テーマ 「災害被害を 小化するための万全の備え～すべての人の生命と生活を守る」 
       Comprehensive measures to minimize the damages from disasters 

-Protecting every person’s life and property- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開催概要 

－女性、高齢者、子ども、障害者、外国人等の防災への参画 

-Participation of diverse stakeholders in disaster risk reduction; 

women, elderly, children, persons with disabilities and foreigners 
－的確なリスク分析と戦略づくり 

-Appropriate risk analysis and strategy implementation 
－あらゆる事態から住民を守る技術 

-Technology to protect residents from every possible crisis 
－住民の防災意識の向上 

-Raising public awareness of disaster preparedness 
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２ 日程   2015 年 10 月 13 日（火）～14 日（水） 
開催日 内容 場所 
10 月 13 日（火） 本会議 

【開会挨拶】 東京都知事 舛添 要一 
【歓迎挨拶】 東京都外務長 宮島 昭夫 
【基調講演】 東京都危機管理監 田邉 揮司良 
 
【セッション 1 経験に学び災害に備える 
・コミュニティに根差した災害リスク軽減策（クア

ラルンプール） 
・トランスアジア航空機事故：ファーストレスポン

ダーとしての視点から（台北） 
・警視庁大震災対策推進プラン（警視庁） 
・木密不燃化 10 年プロジェクト（都市整備局 市
街地整備部） 
 
【セッション 2 市民の防災への参画】 
・市民セーフガードの育成（ソウル） 
・大地震への備えー防災関係者の意識向上と参画

（マニラ首都圏） 
・都民の防火防災意識の向上（東京消防庁） 
 
【セッション 3 市民を守る危機管理プラン】 
・ニューサウスウェールズにおける危機管理（ニュ

ーサウスウェールズ） 
・国を挙げた救命体制の強化（シンガポール） 
・ダイナミックな首都における危機管理（ロンドン）

・都民の「自助・共助」力のさらなる向上（総務局

総合防災部） 
 

都庁第一本庁舎 
5 階大会議場 

10 月 14 日（水） 【視察】 
・東京臨海広域防災公園 
・危機管理産業展・テロ対策特殊装備展 
・ディスカッション 
 

東京臨海広域防災

公園 
東京ビッグサイト
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３ 出席者 
 

本会議 参加者（海外都市） 
 
 

都  市 所    属 氏   名 

1 
クアラルンプール 

（マレーシア） 

マレーシア市民保護局 企画調整部 

アシスタントディレクター 
モハマド シュクリ マドノール 

2 マニラ首都圏 
マニラ首都圏開発庁 

洪水情報センター長 
ラモン サンチャゴ 

3 ソウル ソウル市消防災難本部 副長官 リ ソン ムク 

4 ソウル ソウル市消防災難本部 企画担当 ホン ジン ヒ 

5 シンガポール シンガポール民間防衛局 長官 エリック ヤップ ウィー テック 

6 シンガポール 
シンガポール民間防衛局 広報局 

アシスタントディレクター 
タン ジ ピウ 

7 シンガポール 
シンガポール民間防衛局 

危険物対応局 工業規制部門 
チア チャン イ 

8 台北 台北市消防局 シニアスペシャリスト リュウ ヨン チュウ（劉永洀） 

9 台北 台北市消防局 防災計画課  チェン チュン ハオ（陳俊豪） 

10 北京 北京市政府 弁公庁副処長 チェン ヤン (陳岩） 

11 北京 北京市応急弁公室 幹部 ホー ゴー（何戈) 

12 北京 北京市西城区応急弁公室指揮科 科長 リュウ チュンイン(柳中营) 

13 ロンドン 
ロンドン市消防局 レジリエンス担当

アシスタントコミッショナー 
ティム カットビル 

14 
ニューサウスウェールズ 

（シドニー） 

ニューサウスウェールズ州法務省 

危機管理室副長官代行 
ファーガス オコナー 
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本会議 参加者（東京都） 
 

 
所    属 氏   名 

1 東京都外務長 宮島 昭夫 

2 東京都危機管理監 田邉 揮司良 

3 総務局総合防災部広域連携担当課長 小野 勝利  

4 都市整備局市街地整備部防災都市づくり調整担当課長 古澤 正彦 

5 東京消防庁防災部副参事（地域防災担当） 山本 登 

6 東京消防庁総務部総務課国際業務係 副主任 中瀬 恭子 

7 警視庁警備部災害対策課地域防災担当管理官（警視） 木島 伸介 

8 警視庁警備部災害対策課地域防災係主任（警部補） 渋谷 誠 

9 政策企画局国際事業担当部長（事務局） 梅田 弘美 

10 政策企画局外務部事業担当課長（事務局） 今関 理恵 

 
本会議 モデレーター 

 
 

所    属 氏   名 

1 明治大学大学院 政治経済学研究科・危機管理研究センター 特任教授 中林 一樹 

2 常葉大学大学院 環境防災研究科 教授 重川 希志依 

3 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 理事長 林 春男 
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10：00～10：10 開会挨拶  東京都知事 舛添 要一 
 
 今回で 13 回目、6 年ぶりの東京での開催

となる本会議では従来からの参加都市の他、

新たに北京、ロンドン、ニューサウスウェー

ルズからも専門家を招いている。 

 今回の会議のテーマである「災害被害を

小化するために万全の備え～全ての人の命

と生活を守る～」について、災害の発生を避

けることは出来ないが、被害を可能な限り少

なくすることは出来る。東京ではそのための

強靭な都市づくりを進めている。また、災害への備えとして、技術や都市づくりだけでは

十分ではない。個人個人、コミュニティそして公助、それぞれが災害対応力を高めて、連

帯することが重要であり、各都市のさまざまな経験から互いに学び、連帯を進めていくこ

とが重要である。 

 

 

10：10～10：15 歓迎挨拶  東京都外務長 宮島 昭夫 

 

 2020 年にオリンピック・パラリンピック

が東京で開催されるにあたり、東京を安心安

全な町にすることが必要不可欠である。 

 また、東京には 150 を超える在京大使館

があり、平時より在京大使館と連絡を密にす

ることでいかに災害発生時に外国の方々を

被害から守るかに尽力している。 

 世界有数の大都市から危機管理の専門家

が参加している本会議において、自国民はもとより、多くの在住外国人の生命と生活を守

るという共通の課題について、互いの経験や知見を共有することで、危機管理能力の向上

を図るとともに都市間の連携を深めることが出来ればと思う。 

 

10 月 13 日（火） 本会議 



   
 

6 
 

10：15～10：35 基調講演  東京都危機管理監 田邉 揮司良 
 
 近年、世界的な気候変動等による豪雨災害

や、乾燥による火災災害など、国民の生活、

国の経済に打撃を直接与えるような事象が

多く発生している。過去の災害の教訓と対策

を各都市間で共有するということは非常に

大切である。 

 東京都で策定をした地域防災計画を整理

し直した防災プランが昨年 12 月に策定され

た。自助・共助の枠組みをスピード感を持って具体的に進めるための計画となっている。

防災プランでは東京の特性を踏まえるとともに過去の大地震の教訓から学び、木造住宅密

集地域の不燃化、沿道の建物の耐震化、そして建物内の家具等の転倒防止のハード的な対

策と、帰宅困難者の対策や、住民、地域、そして事業者等の防災対策のソフト的な対策に

ついて盛り込まれている。以降のセッションで東京都の各対策の紹介をする予定である。 

 今会議と明日の研修を通じて、それぞれの地域や国で抱える課題と取組を紹介してもら

い、互いに学び合うことでそれぞれの地域の防災力が高まり、それぞれの地域の人々の命

と生活が守られることを祈念する。 

 
 
10：45～12：10 セッション 1 ＜経験に学び災害に備える＞ 

モデレーター 明治大学大学院政治経済学研究科・危機管理センター特任教授 
中林 一樹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

7 
 

（１）コミュニティに根差した災害リスク軽減策（クアラルンプール） 
発表者：マレーシア市民保護局企画調整部アシスタントディレクター 

モハマド シュクリ マドノール 
 過去の深刻な洪水や地震を教訓として、地域コミュニティと政府や NGO、民間企業等が

連携を取り、災害リスクを軽減する取組を進めている。 
 マレーシア政府は 10 月を「備えの月」と指定し、文化として災害の予防と防護、公衆の

安全意識を定着させようとしている。 
 マレーシア市民保護局は LEAD（Local Engagement Approach on Disaster）というイニ

シアティブを始めた。①コミュニティで救助チームをつくってもらう。②災害に備える訓

練をしてもらう。③市民を巻き込んでリスク評価をする。という 3 つの枠組により、コミ

ュニティを啓蒙し、積極的に災害に立ち向かうための覚悟を育もうとしている。また、出

版や報道という従来の PR 方法に加え、キーパーソンを配置し、コミュニティに近い立場か

ら防災に関する知識等の普及を図っている。ソーシャルメディアの活用も重要である。 

効率的で徹底した災害管理のアプローチを開発、実施、維持していくためにコミュニテ

ィのつながりや関係性は欠かせないものである。 

 
 
（２）トランスアジア航空機事故：ファーストレスポンダーとしての視点から（台北） 

発表者：台北市政府消防局防災計画課係長 
チェン チュン ハオ 

 
 2015 年 2 月 4 日に発生したトランスアジア航空機の墜落事故における災害対応システム

について報告する。 
災害対応システムには①指揮所、②事故指揮所、③台北市緊急オペレーションセンター、

④中央災害対策センターがある。今回の航空機墜落事故では指揮所の下に 6 つのユニット

を設け、様々な方法を用いて救助、捜索活動を行った。携帯電話用のアプリと GPS を用い、

災害の発生を視覚化し記録することも行った。また、NGO やコミュニティからの無償の物

資提供が現場で働く者達の励みとなった。 
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 この事故は上記災害対応システムとコミュニティ等の支援もあり、発生から 9 日で全て

の救助と捜索を成功裏に終えることが出来た。 

 
 
（３）警視庁大震災対策推進プラン（東京） 

発表者：警視庁警備部災害対策課地域防災担当管理官 
木島 伸介 

 
 警視庁では東日本大震災での課題や教訓を踏まえ、今後の震災対策の指針を定めた警視

庁大震災対策推進プランを 2012 年に策定した。 

 警視庁大震災対策推進プランには①地域防災能力の向上、②初動警察措置、③情報収集・

発信対策、④交通対策、⑤事案対処能力の向上、⑥治安対策、⑦後方支援の充実の 7 つの

柱があり、①の地域防災能力の向上が住民の防災意識の向上に対する警視庁の取組方針を

示したものになる。 

 住民の地域防災能力を向上させるためには、まず、住民の自助・共助の意識を高める必

要がある。発災後 72 時間以降に生存率が急激に低下することと、行政の支援が本格化する

のが発災後 72 時間以降であることから、住民の地域防災能力を向上することが非常に重要

である。 

 また共助能力を高めるために警察庁では地域版パートナーシップ制度をつくり、警察署

の管轄ごとに官民一体となった協力体制の構築を目指している。区市町村、ライフライン

事業者、町内会などに呼びかけ、研修会などを積み重ね、いざというときに助け合える顔

の見える関係を築き、災害に強いまちづくりを目指している。 

 マグニチュード 7 クラスの首都直下地震の発生確率が 30 年以内に 70％と言われている

一方で、都民の危機意識は徐々に薄れている傾向にある。いつの日か首都直下地震が起き

たときに 1 人でも多くの命を救うために、警視庁はより多くの人々への呼びかけを続け、

訓練や研修を繰り返し行うという地道な努力を続けていく。 
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（４）木密不燃化 10 年プロジェクト（東京） 

発表者：都市整備局市街地整備部防災都市づくり調整担当課長 

古澤 正彦 

 

 戦後の急速な市街化により、都内 23 区内で約 7,000 ヘクタールという規模で木造住宅密

集地域が存在している。地震発生時にこの木密地域の火災及び建物の倒壊等により消火活

動や避難に影響があり、都民の生命財産はもとより東京が持つ首都機能、都市機能の確保

にはこの木密地域の解消が急務である。 

 木密不燃化 10 年プロジェクトはこの木密地域の中で特に改善が必要なエリアを集中的・

重点的に取り組んでいく事業で、①都市計画道路の整備による延焼遮断帯の形成、②市街

地の不燃化を一体的に進めていくのが基本的な考え方である。①については広域的自治体

である東京都が中心となり、②については基礎的自治体である区が主体的に取り組んでい

る。 終目標年次はオリンピック、パラリンピックが開催される 2020 年度の年度末を予定

している。 

 市街地の不燃化については、老朽化している木造建築を不燃化の建物に建替える必要が

あり、行政による公的助成や専門家の無料相談の実施等により住民に積極的に働きかけを

している。こうした取組を行う特別な地域を「不燃化特区」とし、52 地区、約 3,000 ヘク

タールまで拡大をして木密不燃化を進めている。都市計画道路の整備についても全ての予

定区間について事業化、事業の着手をしている。 

 東京都は今後の首都直下地震に備え、行政と住民が一体となり木密対策に取り組み、安

心安全な東京を実現していきたい。 
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質疑応答セッションでは災害時の情報管理等にアプリや SNS を活用するという傾向が各

都市で出ている一方で、若い世代と高齢者とで情報格差があるのでは、という問題提起が

モデレーターからあった。クアラルンプールの発表にあるように、家族への情報の共有等、

コミュニティでの共助が情報格差を埋めるためには必要である。 
 他、東京都の発表に対しても木密住宅の件数や木密不燃化 10 年プロジェクトの課題、ハ

ードルについて、防災意識を高めるための方策等の質問が各都市からあった。 
 
モデレーターより、災害から命と生活を守るには「災害が起きる前に被害を減らすこと、

災害が発生した後に災害対応をして被害の拡大を防ぐこと、そして、迅速な復旧・復興」

が必要であることが述べられ、そのためには公助だけでは十分ではなく、自助、共助の考

え方が重要になること、また、自助で助かる人がいて初めてコミュニティの中で被災した

方を助けることができ、各地域で自助と共助を頑張れば、行政が行う公助をより有効なも

のにしていくことができるとの総括があった。 
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13：40～14：50 セッション 2 ＜市民の防災への参画＞ 
モデレーター 常葉大学大学院環境防災研究科 教授 

重川 希志依 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）市民セーフガードの育成（ソウル） 

発表者：ソウル市消防災難本部企画担当 
ホン ジン ヒ 

 
 公共主体での災害管理には限界があり、民の協力が危機管理においてますます重要にな

っている。ソウル市では市長の公約である「より安全なソウル」を実現するために、また、

「ゴールデンタイム」の実現のために市民セーフティーガードの育成を計画しており、市

民の危機管理能力を高めるための中核的施策として位置づけられている。 
 2018 年までにソウル市民の人口 1,000 万人の 1 パーセントにあたる 10 万人の市民セー

フティーガードを育成する計画であり、非常時に安全に関する基礎知識に基づき自己防衛

でき、他人を助ける事ができる市民が「ゴールデンタイム」の実現へ貢献し、全てのソウ

ル市民に危機管理能力を持ってもらうための中心的な役割を果たしていく。「ゴールデンタ

イム」とは生命と財産を守ることができるわずかな時間のことであり、災害発生時の初期

対応が非常に重要である。 
 市民セーフティーガードの教育カリキュラムは基礎コースと上級コースに分かれており、

ソウル市民であれば誰でもこのカリキュラムを受講し、資格を取得することが出来る。 
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（２）大地震への備えー防災関係者の意識向上と参画（マニラ首都圏） 
発表者：マニラ首都圏開発庁洪水情報センター長 

ラモン サンチャゴ 
 
 マニラは環太平洋地域の他国と同様に活発な断層による大地震の脅威があり、数年のう

ちに地震が起こる可能性がある。 
JICA や日本政府の支援を受けて地震発生によるリスクレベルの予測研究を行っており、そ

の結果から予想される被害や問題について備えるための複数機関にまたがった、多層レベ

ルによる計画（メトロ・ヤカル計画）をまとめた。 
 この計画では①防災行動、②被害が想定される地域や孤立化が想定される地域への物資

の配置、③がれき除去に重点を置いた幹線道路網、④避難場所と中間準備地域の事前確認、

⑤主要施設への代替ルートの確保、を盛り込んでいる。①については軍の予備兵や地域住

民、大学生などに対して地震の際の捜索や救助訓練を行っており、20 万人以上を我々の機

関だけでも訓練してきた。我々は行政サービスに頼るだけでなく、ボランティアの助けも

借りるということで共同訓練を行っている。 
 その他、学生の防災意識向上のための手段を講じており、体表的なものとして、首都全

体での多部門一斉地震訓練を 7 月 30 日に実施した。専用のホームページを立ち上げガイド

ラインを掲載し、訓練には 1,500 以上の団体、650 万人の学生その他の参加者が集まり、ホ

ームページは 25 億回の閲覧があった。 
 また、民間の企業が災害時の支援や早期復興のための構想を既に準備しており、情報共

有や意識向上キャンペーンを行っている。 

 
 
（３）都民の防火防災意識の向上（東京） 

発表者：東京消防庁防災部副参事（地域防災担当） 
山本 登 

 
 消防に関する世論調査の結果、防火・防災訓練の種別により都民の参加率に隔たりがあ
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り、半数以上の都民が訓練に参加していない事が分かった。東京消防庁ではこのような状

況を踏まえて「東京都長期ビジョン」において、今後 10 年間で防火・防災訓練参加者累計

2,000 万人を目標とし、取組を開始した。 
 第一に「まちかど防災訓練の推進・定着」として訓練実施者が実際に住む地域や街区に

おいて、町会員等の単位で初期消火資機材を活用した訓練を行っており、火災の延焼危険

が高い木造建物密集地域を重点として訓練の推進を図っている。第二に「幅広い年代の都

民が参加できる訓練の推進」として、学生から高齢者まで幅広い年代層が訓練に参加出来

るように実施日時や場所等を柔軟に設定する一方で、曜日を指定して定期的、継続的な訓

練を設けること等の都民のニーズに応じた訓練の計画をしている。第三に「訓練未実施地

域における積極的な訓練の推進」として、各消防署管轄区域内での訓練実施状況を把握す

るとともに、地域のコミュニティが主体で開催するイベント等の機会を利用して訓練実施

を推進している。 
 本年 4 月から 6 月までの訓練参加者数は昨年度同期と比較して 30 パーセント増となって

おり、「東京都長期ビジョン」の取組が着実に成果を上げている。 
 その他、総合防災教育として、幼児期から社会人に至るまでの発達段階に応じた防火・

防災教育を推進している。これは中長期的な視点での取組であり、将来の地域防災の担い

手の育成が期待される。短期的には過半数を占める訓練不参加者へのアプローチが重要で

あり、訓練参加を促す手法や訓練内容の検討が必要である。訓練参加者の増加という量的

向上とともに、訓練内容の質的向上も不可欠である。また、 近注目されている防災マッ

プの作成について、当庁では管内各町会の地図をホームページからダウンロード出来るよ

うにして住民の防災マップ作成を支援している。 

 
 
質疑応答では各都市の取組の具体的な方法やプロジェクトが成功した要因等について他

の都市から質問があり、補足として各都市からそのプロジェクトを始めた背景や体制・制

度、特徴的な実施内容等の説明が行われた。 
 モデレーターの総括では、各都市で行っている教育プログラムのさらなる発展について

本会議での意見交換が有意義であると評価する一方で、制度や仕組み、科学的な評価等を



   
 

14 
 

活用し、正しく防災の知識を得るための教育の必要性について認識を求めた。 
 
 
15：20～16：45 セッション 3 ＜市民を守る危機管理プラン＞ 

モデレーター 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 理事長 
林 春男 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）ニューサウスウェールズにおける危機管理（ニューサウスウェールズ） 

発表者：ニューサウスウェールズ州危機管理室 副長官代行 
ファーガス オコナー 

 
 現在、災害サービスの調整に責任を持つ政府ユニットである「機能エリア」の殆どが民

営化されており政府の所有では無くなっている。 
電力や通信等の災害時に重要な役割を持つ機能エリアが政府の管轄に無いという問題が

あり、ニューサウスウェールズ州では交渉を通じて、民間企業が危機管理や災害時の対応

に協力してもらうように働きかけをしている。福祉サービスに関しては慈善団体などの優

れた地域ネットワークを有する NGO をパートナーとし、協力してもらっている。 
災害時の緊急警報システムについてはオーストラリアの全通信事業者がこのサービスに

参加をしており、普及率は 90 パーセントとなっている。災害時にはほとんどの対象地域で

警報を受取ることが可能となっている。このシステムは上手く機能しており、国民もこの

システムに頼っている反面、緊急警報がない限り避難指示に従わない人々が出てくるとい

う問題がある。このサービスのコストが高額ということも問題であり、将来的には市民に

コストを負担してもらうか、アプリの利用を検討している。 
また、地上波通信インフラが災害時に被害を受けた際の災害警報の問題について、日本

政府がおそらく検討している衛星を使った警報システムについて、大きな関心を寄せてい

る。 
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（２）国をあげた救命体制の強化（シンガポール） 

発表者：シンガポール民間防衛局 長官 
エリック ヤップ ウィー テック 

 
 シンガポール民間防衛局では世代交代を見据えた国を上げた救命体制の強化を今後 10年

間のビジョンとして掲げており、①訓練内容の改革による SCDF 強化、②救助活動の効率

を向上するための技術の利用、③コミュニティと SCDF の連携による生存率向上の対応モ

デルの構築を計画している。この改革の成果の一つとしてコミュニティの強化、権限付与

があり、市民の防災への関心度合いに応じて SCDF では様々なプログラムを用意している。 
 より関心を持ってもらうための防災センターの設立や地域社会防災教育プログラムの実

施、バイスタンダー対応を可能にするためのハードウェア、ソフトウェア両面の準備（2018
年までに全高層街区へのAED設置プログラム及び近くで発生した緊急事態を通知する地理

位置情報を利用したアプリの立ち上げ）、アクティブレスポンダーに対してはより大きな権

限を与え緊急事態への対応を期待している。また、学校を地域における初動対応者を育成

する重要な場と捉え、未就学児から防災教育を始めている。その他防災イベントを実施す

ることで市民への啓蒙を行っている。 
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（３）ダイナミックな首都における危機管理（ロンドン） 
発表者：ロンドン市消防局レジリエンス担当アシスタントコミッショナー 

ティム カットビル 
 
 ロンドンからはロンドンセーフティプラン、ロンドンレジリエンスフォーラム、ロンド

ンオリンピックの準備段階から開催期間中における様々な課題や対策について、報告する。 

予防、保護、対応、資源、人、原理原則の 6 つの目的を掲げたロンドンセーフティプラン

により、ロンドンではこの 10 年間、13 パーセントの人口増加に対して、総事故件数は 41
パーセントも減少した。 
ロンドン市には 170 ものパートナーが存在しており、事故や事件発生時にそれらと共同

の場所の利用やコーディネーションが必要になるが、ロンドンレジリエンスフォーラムに

基づいて築いたパートナーシップにより円滑な対応が可能となっている。 
2012 年に開催されたロンドンオリンピックの準備については様々な課題や問題があった

が、その対策を共にするパートナーとの関係をしっかり築いたことで乗り越えることがで

きた。 

 
 
（４）都民の「自助・共助」力のさらなる向上（東京） 

発表者：総務局総合防災部広域連携担当課長 
小野 勝利 

 
 東京都ではオリンピック・パラリンピックが開催される 2020 年を目標に、自然災害に対

する防災への取組を「東京防災プラン」として取りまとめている。 
 都民の備蓄推進プロジェクトとして、日頃から活用している食料品や生活必需品を少し

多めに備えておく「日常備蓄」という考え方を示し、都民の備蓄に対するイメージを変え

ていく取組を進めている。防災ブックの配布や備蓄の日イベント等の実施等の普及啓発活

動を展開するとともに、都民への周知や各家庭での備蓄を見つめなおす機会として、11 月

19 日を「備蓄の日」と定めた。 
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 住民による救出活動の準備として、東京に潜む様々な災害リスクに対応する完全東京仕

様の防災ブック「東京防災」を 750 万部作成し、各家庭に配布した。 
「東京防災」は知識やマニュアルだけではなく、日常備蓄を始める、避難先を確認する

といった具体的な防災アクションも多数掲載をするとともに、防災コラム、災害体験談、

防災おさらいクイズや家庭や職場でのワークショップの方法なども盛り込み、幅広い年代

に親しんでもらえるように工夫している。都内の各消防署では「東京防災」を活用した防

災セミナーを開催し、都民へ情報やアドバイスを提供している。また、新たな防災教育教

材である防災ノート「東京防災」を作成し都内全ての公立私立学校の児童・生徒に配布し、

学校と家庭が一体となった防災教育の充実を図っている。 

 
 
 質疑応答では各都市が市民を災害から守るために導入している制度やシステム、取組に

ついての質問があった。ニューサウスウェールズの緊急警報システムについての政府と民

間の関わり、シンガポールの緊急事態通知アプリの運用方法、ロンドンのレジリエンスフ

ォーラム及びオリンピックの準備に関わる多くのパートナーとのコーディネーションメカ

ニズム、東京都の防災ブックの作成やその効果について、意見交換が行われた。 
 モデレーターの総括では、危機管理プランの運用や取組にはさまざまな組織の協力と組

織間のコーディネーションが必要であることと、各都市の良い取組事例を共有することで

各地域、各都市の防災危機管理能力が向上していくことが述べられた。 
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会 議 総 括 

 
 

「危機管理ネットワーク」は、参加する都市間の危機管理に関するノウハウの共有と蓄

積を進め、危機管理体制の強化に結びつけることを目的に、「危機管理会議 2015」を開催し

た。 
東京都の主催により、この会議の本会議が、2015 年 10 月 13 日、北京、クアラルンプー

ル、ロンドン、マニラ、ニュー・サウス・ウェールズ州、ソウル、シンガポール、台北及

び東京の参加のもと行われた。 
ここに我々は、次のように会議を総括する。 
  

１． 危機管理ネットワークは、2003 年の発足以来、アジア大都市ネットワーク（ANMC21）
参加都市により運営されてきたが、参加全都市の合意により、2015 年 4 月から、新た

な枠組により事業を継続することとなった。今年の会議には、従来のネットワーク参

加都市からの出席に加え、北京、ロンドン、ニュー・サウス・ウェールズ州からも参

加を得た。 
  
２． 近年、地球規模の気候変動に伴い、風水害や地震等の自然災害は極大化する傾向に

ある。アジアの大都市は目覚ましい発展を遂げつつある一方で、これら様々な危機に

直面している。 
また、大規模事故やテロといった危機は、アジア以外にも共通する普遍的な課題で

あり、世界の各都市と情報共有を強化することが必要である。 
  
３． 本会議において、我々は、「災害被害を 小化するための万全の備え～すべての人の

生命と生活を守る」をテーマに議論を行った。 
   各都市からは、災害に備えるためには、過去の経験から学び、総合的かつ具体的な

防災計画を策定することの重要性について報告がなされた。  また、子供、高齢者、

外国人をはじめ、多様な住民に等しく知識や情報を伝達し、参画を促す取組が必要で

あること、さらに行政の取組のみならず、市民が主体的に防災意識を高め行動するこ

とが重要であるという報告がなされ、具体的な啓発の手法についての意見交換と情報

共有を図った。 
  
４． 我々を取り巻くさまざまな危機、とりわけ自然災害の発生をなくすことはできない。

しかし、来たるべき危機に備え、考え得る万全の備えをすることにより、我々は市民

を守り、被害を 小限にとどめるための努力を続けていく。このため、今後とも、我々
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は危機管理ネットワークの枠組を踏まえ、情報共有や人材育成をはじめとする相互連

携を深め、各都市の危機管理体制の強化をはかることを確認した。 
 
５． 次回の危機管理会議は、2016 年の適切な時期に、シンガポールにおいて開催するこ

とを決定した。  
 

2015 年 10 月 13 日 
東京にて 
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本会議の翌日 10 月 14 日（水）は各参加都市の専門家らで東京臨海広域防災公園の視察

を行った。 
内閣府が管理する本部棟（有明の丘基幹的広域防災拠点施設）内の本部会議室で施設職

員による施設の概要や施設機能等の説明を受け、オペレーションルーム等を視察した。そ

の後、国土交通省が管理する防災体験学習施設において、地震発生時の体験学習ツアーや

防災グッズの展示や工作、模型などの視察を行った。 

本部会議室での説明 

オペレーションルーム・展示資料 

10 月 14 日（水） 東京臨海広域防災公園視察 
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体験学習コーナー 
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 東京臨海広域防災公園の視察後、東京ビッグサイトへ移動し危機管理産業展・テロ対策

特殊装備展の視察を行い、その後ディスカッションセッションを行った。 
 危機管理産業展は防災・減災対策からセキュリティ・テロ対策まで、国内外の危機管理

に関する製品・技術・サービスを幅広く対象とした危機管理に関する総合展示会である。 
 テロ対策特殊装備展ではテロ対策のための監視・警戒システムや検知器をはじめとした

新鋭の特殊機器・資機材の展示が行われる。 

10 月 14 日（水） 危機管理産業展・テロ対策特殊装備展視察 
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展示会視察・ディスカッション 
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本会議 次第 
 

10：00  開会 

開会挨拶  東京都知事 舛添 要一 

歓迎挨拶  東京都外務長 宮島 昭夫 

基調講演  東京都危機管理監 田邉 揮司良 

10：35  休憩 

10：45  セッション 1 ＜経験に学び災害に備える＞ 

クアラルンプール（コミュニティに根差した災害リスク軽減策） 

台北（トランスアジア航空機事故：ファーストレスポンダーとしての視点から） 

警視庁（警視庁大震災対策推進プラン） 

都市整備局 市街地整備部（木密不燃化 10 年プロジェクト） 

12：10  昼食 

13：40  セッション 2 ＜市民の防災への参画＞ 

ソウル（市民セーフガードの育成） 

マニラ首都圏（大地震への備えー防災関係者の意識向上と参画） 

東京消防庁（都民の防火防災意識の向上） 

14：50  コーヒーブレイク 

15：20  セッション 3 ＜市民を守る危機管理プラン＞ 

ニューサウスウェールズ（ニューサウスウェールズにおける危機管理） 

シンガポール（国を挙げた救命体制の強化） 

ロンドン（ダイナミックな首都における危機管理） 

総務局 総合防災部（都民の「自助・共助」力のさらなる向上） 

16：45  休憩 

17：05  事務局報告 

17：15  次回開催都市決定 

17：25  会議総括 

17：30  閉会 

 
 
 
 



   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

 
 
 
 

【事務局】 
東京都 政策企画局 外務部 事業担当 
〒163−8001 東京都新宿区西新宿 2−8−1 
電話 03-5388-2232 
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