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第４回 SPP 会合のプログラム及び参加者 
 

SPP とは︖ 

近の無計画な開発と急速な都市成長は、多くの国で大きな問題となっており、国土・地域計画の必要

性が浮き彫りになっています。国土・地域計画策定・推進支援プラットフォーム（Spatial Planning 

Platform、以下 SPP）は、2018 年に日本政府と国際連合人間居住計画（以下国連ハビタット）によって設

立され、さまざまな関係者が改善された国土・地域計画の策定と実施に関する経験と知識を共有できるよ

うになりました。このプラットフォームは、関係者のネットワークを形成し、より効果的な国土・地域計画の

策定と実施をサポートすることも目的としています。 

 

背景と⽬的 

SPP は、国際的な協調による国土計画の推進を通して、ニュー・アーバン・アジェンダ（以下、NUA）の

基本原則を実現するための仕組みです。2018 年に複数の政府、地域、関係機関の参加を得て第１回会

合が開催され、その後毎年開催されています。第４回となる今回は、学界、自治体、民間の方々をお招き

し、新しい時代背景を踏まえた議論を進め、国土政策全般において日本の世界に対する貢献を示すこと

を目的としています。 

本会合のメインテーマは「スマートリージョンとレジリエントな社会の形成による SDGs の達成とニュー・

アーバン・アジェンダ（NUA）の実現に向けて」で、テーマ１で「スマートリージョンづくりを通した持続可能な

都市生活の実現」、テーマ２では「災害リスクの軽減によるレジリエントな社会づくり」にそれぞれ焦点を当

てました。 

 

メインテーマ 

「スマートリージョンの形成と防災・国土強靭化による SDGs の達成と NUA の実現に向けて」 

 

プログラム 

2022 年 2 月 9 日（水） 

16:00～ 

開会挨拶 

国土交通省 国土政策局長 青柳 一郎 

国連ハビタット 事務局長 マイムナー・モハメド・シャリフ 

基調講演 
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国連ハビタット アジア太平洋地域代表・福岡本部長 是澤 優 

 

16:30～ 

テーマ１ 「スマートリージョンによる NUA の実現に向けた持続可能な都市⽣活の創造」 

本セッションでは、ポストコロナ時代における SDGs の達成や NUA の実現に向け、スマートリー

ジョンが果たす役割について、スマートリージョンに関連する先進事例やケーススタディがパネリ

ストから共有され、モデレーターからの質問を通して議論が深められました。また、SDGs 達成の

ためのツールとして、海外の都市課題を解決する日本の技術の紹介映像も共有されました。 

 

モデレーター 

東京大学 大学院工学系研究科 准教授 瀬田 史彦 

 

パネリスト 

横浜市 国際局 国際協力部長 折居 良一郎 

「スマートシティの共創～横浜の資源・技術を活用した公民連携による国際技術協力（Y-

PORT 事業）～」 

株式会社レックス・インターナショナル シニアコンサルタント 河村 陽二 

「モンゴル国家総合開発計画における代替社会経済モデルと適切技術の適用」 

シュツットガルト応用科学大学 教授 ルッツ・ガスパース 

「Smart2Charge：スマートグリッドに対応した地方向け BEV 充電インフラ」 

 

テーマ２ 「防災・国⼟強靭化・国⼟のレジリエンスを⾼める防災戦略」 

本セッションでは、NUA の実現に向けて、特に SDGs の目標 11「住み続けられるまちづくり」や

仙台防災枠組（2015-2030）に沿った、防災を通じたレジリエントな社会に関する先進事例やケ

ーススタディが共有され、空間計画の役割について議論が深められました。また、防災やレジリ

エントな社会づくりに関する先進技術の紹介映像も共有されました。 

 

モデレーター 

アジア防災センター 所長 中川 雅章 

 

パネリスト 

名古屋大学 減災連携研究センター 教授 西川 智 

「予防的な防災投資を可能にするリスクの特定～日本の経験から～」 

仙台市 まちづくり政策局 防災環境都市推進室長 橋浦 亮一 

「防災とその先に：災害に強いまちづくり」 

フィリピン国防省 民間防衛局 政策開発・計画チーフ フェルディナンド・アラモ・タムルト 
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「災害後の土地利用と空間開発の課題～フィリピン北部ベンゲット州イトゴンの事例～」 

 

18:50～ 

会議総括 

東京大学 大学院工学系研究科 准教授 瀬田 史彦 

アジア防災センター 所長 中川 雅章 

 

閉会挨拶 

国土交通省 大臣官房審議官 黒川 淳一 

 

19:05～ 

交流サロン（セッションに関する意見交換や質疑応答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本レポートについて 
第４回 国土・地域計画策定・推進支援プラットフォーム（SPP） 
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第４回国⼟・地域計画プラットフォーム（SPP）会合開催にあたって 
 

⽇本政府国⼟交通省より 

 国土交通省 国土政策局長 青柳 一郎 

 

 

 

SPP は国土・地域計画策定に関し、多様な政府間で経験や知見を共有するための国際的な

プラットフォームとして、2018 年に国連ハビタットと共同で設立されました。設立以来毎年１回、

急速な経済成長に伴う無秩序な国土の開発や都市の拡大等の課題に対応するため、参加国の

知見や経験を共有し、SDGs やニュー・アーバン・アジェンダの達成に向けた学び合いを行ってき

ました。昨年の第３回会合は、新型コロナウイルスの世界的な流行により、リモートによる会議に

致しましたが、今年も変異株オミクロンの世界的な流行に鑑み、引き続きウェブで開催することと

致しました。 

さて、発展途上国や発展著しい新興国の多くは、急速な都市化、人口増加に伴う都市の過密

による様々な課題に直面してきており、先進国においても、都市部への人口集中が加速し、都市

に居住する人口が急速に増加してきています。そして、いずれの国々においても、デジタル化とと

もに新型コロナウイルスに対応していくことも求められています。我が国では、2050 年を見据え

た今後の国土づくりを検討しています。新型コロナウイルス感染症の拡大、デジタル革命の急速

な進展、中位推計を大幅に下回る出生数、自然災害の激甚化・頻発化、さらには、2050 年カー

ボンニュートラルの宣言といった課題を踏まえて、現在、新たな国土形成計画の作成に取り掛か

っており、今年の夏頃中間とりまとめを行い、来年２月ごろに計画の策定を目指しております。デ

ジタルとリアルを融合し、地域に実装することで、人口減少下であっても、安心して暮らし続けら

れる多彩な地域国土の構築を目指すとともに、新型コロナウイルス感染症に関連する諸課題を

解決していきたいと考えております。 

本日の会議には、各国政府、国連ハビタット地域オフィス、国際機関、民間企業から素晴らし

いパネリストの方々をお招きしております。コロナがもたらした影響や国土・地域計画に関する課

題は、各国・各地域で異なるものではありますが、お互いの知見や経験を共有し、有意義で活発

な議論がなされることを期待しております。引き続き、国土計画の策定支援について、皆様との

協力関係を深めるとともに、各国の自律的な発展に貢献してまいりたいと考えております。 
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国際連合⼈間居住計画（ハビタット）より 

 国連ハビタット 事務局長 マイムナー・モハメド・シャリフ 

 

 

 

ご存知のように、2022 年は「Quito+5」にあたります。つまり、2016 年 10 月にエクアドルのキ

トで開催された「ハビタット III：住宅と持続可能な都市開発に関する国連会議」で「ニュー・アーバ

ン・アジェンダ」が採択されてから 5 年が経過したのです。ニュー・アーバン・アジェンダは、より良

い、より持続可能な未来に向けた共有ビジョンを示しています。現在、都市化は、気候変動、人

口動態の変化、特に高齢化、デジタル技術、不平等とともに、持続可能な開発の経済、社会、環

境の側面に影響を及ぼす 5 つのメガトレンドの 1 つとして広く認識されています。 

実際、都市化は持続可能な開発アジェンダを前進させる機会を提供し、導くものです。しかし、

ご存知のように、都市化が計画されず、管理が不十分な場合、解決すべき問題の多くを悪化させ

ることになります。ニュー・アーバン・アジェンダでは、参加国に対して、進捗状況を把握し、その

影響を評価し、アジェンダの効果的かつタイムリーな実施を確実にするために、定期的なフォロ

ーアップとレビューを実施するよう促しています。そのため、国連総会は事務局に対し、ニュー・ア

ーバン・アジェンダの実施状況について 4 年ごとに報告するよう指示しました。2018 年に第 1 回

目の報告書を提出し、現在、まもなく提出予定の第 2 回目の報告書を準備中です。 

また現在、2022 年 4 月 28 日にニューヨークで開催されるニュー・アーバン・アジェンダの実施

に関する総会のアブドゥラ・シャヒード国連総会議長が参加するハイレベル会合へ向けて準備を

進めているところです。これに関連し、ESCAP と国連ハビタットは 3 月に「持続可能な開発に関

するアジア太平洋フォーラム（APFSD）」の一環として、共同で会議を開催する予定であると聞い

ています。 

さらに、国連ハビタットを含む国連システムは、加盟国の要請により国連事務局が 2021 年 9

月に提示した共通アジェンダに現在取り組んでいます。アジェンダには 68 の提案が含まれてお

り、国連ハビタットは 10 番の「世界社会保護基金（Global Fund for Social Protection）」と 61 番の

「地方・地域政府に関する諮問グループ（Advisory Group on Local and Regional Governments）」に

ついて協力することを明言しています。 

また、国連ハビタットはポーランド政府と協力し、2022 年 6 月 26 日から 30 日まで、ポーラン

ドのカトヴィツェ市で、「より良い都市の未来のために都市を変革する」をテーマに、第 11 回世界

都市フォーラム（WUF11）を開催する予定です。国連ハビタットの本部、各国・地域事務所では、

皆さまが必要とする支援を提供する準備が整っています。本会議の成功と、2022 年が皆さまに

とって健康で幸せな、そして豊かな年になることを祈念しております。 
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第１章 SDGs の達成と NUA の実現に向けて 
 

本章は、国連ハビタット アジア太平洋地域代表・福岡本部長 是澤優氏による、第４回 SPP 会合の基

調講演を要約したものです。 

 

1. 持続可能な都市の発展に向けた開発の道筋 

2019 年に国連ハビタットは、国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）等と共同で持続可能な都市開発

のレポートを上梓しましたが、同レポートでは、持続可能な都市の開発に向けた 15 の道筋が示されています。

これらの道筋は、都市・地域の計画、スマートかつインクルーシブな都市の管理・計画、インフラ技術やパート

ナーシップ等を通じた都市レジリエンス、開発のための都市ファイナンスなどの項目が含まれています。国連ハ

ビタットではそれぞれの道筋についての進捗をモニタリングしており、様々な事例を整理してきています。 

各々の素晴らしい事例が進捗している一方で、キャパシティギャップも多く存在することが確認されていま

す。例えば、様々なアプローチが都市計画として統合的に取り扱われていないこと、自然ベースのソリューショ

ンに欠けていること、デジタルインクルージョンが十分ではないこと、投資を呼び込むための準備ができないこ

となどが課題として認識されています。 

 

 
 

これらのギャップは、各国において十分な政治的関心を集めるものになっていない限り、政府一丸となったア

プローチにより改善されることは難しいものだと考えられます。そのため、各国において持続可能な都市開発に

対する政治的な優先順位を高めることが重要だと考えます。 
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2. SDGs のローカライゼーションと⾃発的⾃治体レビュー（VLR） 

各国で十分な政治的関心を集め優先順位を高めることの活動のきっかけとして、都市における SDGs の取

組状況について自発的に検証する自発的自治体レビュー（VLR）があると考えます。2020 年 5 月時点で 37 し

かありませんでしたが、2021 年 10 月には 106 の VLR が既に制作されています。 

自発的国家レビュー（VNR）のもととなっている VLR は、SDGs 達成に向けた取り組みを加速化していくため

の様々な効果があると考えられます。例えば、人々のニーズを政策決定に適切に反映できること、現状のしっ

かりとした診断が可能なこと、データを用いて望ましい将来の開発検討が可能なこと、持続可能な開発に対す

る様々な国際的な議論をローカルに落とし込めることなどが挙げられます。 

 

 
 

国連ハビタットでは、各国政府や自治体が VLR を開発するにあたって、直接的な技術支援を行うとともに、

VLR に関する研究開発、総合学習、能力開発、国際交流の機会を提供しています。SDGs と VLR を切り口に

すると、空間計画を政治的に優先順位の高いものとして位置づけるチャンスがあると思われます。 

 

3. COVID-19 パンデミックからの復興 

COVID-19 パンデミックは、定住する住まいのない人々、貧困コミュニティや日常的に危険にさらされている

人々の問題を浮き彫りにしてきました。国連ハビタットでは初期対応から様々な国をサポートしてきましたが、

パンデミックにより世界中の格差が拡大し、都市の脆弱性が明らかになったと思います。 

その過程で、危機対応と復興の 前線に立つ自治体の重要な役割が浮き彫りとなったとともに、公衆衛生

における公共空間の役割の重要性が認識され、多くの都市が臨時的に複合用途の居住区・代替移動手段を

生み出し、都市再生に関する長期的な行動、さらには、レジリエンスを持った、より環境に優しいソリューション

を各国の復興に取り入れるべきことが認識されるようになりました。 

 



9 
 
 

 
 

様々な国・地域のパンデミックからの復興において、SDGs 達成、NUA が国土・地域計画に位置づけられ、そ

の中に持続可能な都市開発のアジェンダも含まれ、ローカルレベルに広がることを期待しています。 
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第２章 スマートリージョンづくりを通した持続可能な都市⽣活の実現 
 

本章は、第４回 SPP 会合メインセッションのテーマ１の内容を要約したものです。同セッションでは、先

進技術をパンデミック後にどのように都市空間に落とし込むのかの検討が進んでいることを踏まえて、技

術を用いてどのように持続可能なスマートリージョンを形成するかについて議論が行われました。 

第 1 節の「メインメッセージ」は、東京大学大学院工学系研究科准教授 瀬田史彦氏によるセッションの

総括、第 2 節以降は、各パネリスト（順に、横浜市国際局国際協力部長 折居良一郎氏、株式会社レック

ス・インターナショナル シニアコンサルタント 河村陽二氏、シュツットガルト応用科学大学教授 ルッツ・

ガスパース氏）のプレゼンテーションをそれぞれ要約したものです。 

 

 

1. メインメッセージ 

通常「スマート」という言葉を使う場合、 先端技術と関連するものだと考えられがちですが、スマートリ

ージョン形成において「スマート」は、各地域のニーズや文脈を考えることが重要です。 

横浜市では、市政開始以来の経験や歴史の蓄積が現在の政策に息づいており、過去から蓄積してき

た経験が開発途上国の技術支援につながっています。 

モンゴルでは、天然資源こそが国民の資産であると位置づけ、新しい社会経済モデルを考えています

が、そこで活用するスマートな技術は、 先端技術だけではなく、各地域が培ってきた知恵や普及された

技術も含まれることが指摘されています。 

ドイツは、地域分散型の国家の発展経緯があることから、農村地域では都市レベルのサービスの提供

は難しいですが、エネルギーの融通でモビリティをはじめとするサービスを創出することに着目して、産学

官で新たなテクノロジー導入に向けた様々なシナリオをユーザー視点で検討されています。 

これらの３つの事例の共通項は「ローカル」です。ローカルな文脈でスマートな技術を導入していくこと

が重要であることが本セッションを通して示唆が得られました。 

 

2. ⻑期的な官⺠連携の都市環境対策の経験に基づく途上国の技術⽀援 

横浜市の下水道事業を事例に、スマートシティ・持続可能な都市づくりについて共有したいと思います。

横浜市では、1960 年代から 80 年代に急激に人口が増加したことに伴い、急速に都市インフラの整備を

進めた特徴があります。下水道の整備に関しては、将来の人口増加の予測を踏まえて、持続的かつ段階

的な投資の計画を作り、下水処理料金などの財源を総合的に検討し整備を進めた結果、1960 年代では

数％だった下水道普及率は 1990 年代にほぼ 100％に達しました。現在は老朽化に伴う更新について、

長期的な持続可能な経営を見据えて取り組んでいます。 

下水処理汚泥の資源化の拠点と隣接して廃棄物処理場を整備し、廃棄物処理で発生する熱の利用や

下水道処理の過程で発生するメタンを活用するなど、再生水や熱の活用を両者で融通する体制を作って

います。汚泥の焼却灰を軟弱地盤へ埋戻したり、石炭火力の燃料などにも活用したりしています。これら
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の事業は、横浜市の発案に企業の技術を取り入れ、PFI などの民間の資金を活用しながら実現させてき

ました。 

横浜市は、国に SDGs 未来都市として指定されており、2050 年ゼロ・カーボン宣言をした都市で、地球

環境に配慮した、経済と社会・環境と両立した発展を進めています。長年の官民連携の経験に基づく、公

民連携による国際貢献事業（Y-PORT）も 10 年ほど進めてきており、横浜市の経験や環境技術を横浜市

内だけでなく、開発途上国の都市課題の解決に貢献したいと考えています。フィリピンのセブ都市圏にお

いて、横浜市、市内企業と国際機関と協力しながら、一連の汚水処理事業を進めてきました。 

持続可能な開発・スマートシティづくりにおいては、長期的な計画をしっかり作り、現地に合った技術や

ソリューションを適用し、官民連携で一緒に取り組んでいくことが重要なポイントだと考えます。 

 

 
 

3. 代替社会経済モデルと適切技術の適⽤ 

モンゴルは 2019 年 1 月からモンゴル国家総合開発計画（NCDP）の策定を開始しました。このようなマ

クロ的な計画は、具体的な都市マスタープランよりも概念的なものでありますが、今後の持続可能な開発

の方向性を示す重要な計画になります。 

モンゴルは社会主義国家から資本主義国家へパラダイム転換が起きましたが、20 世紀型の開発モデ

ルはモンゴルの著しい経済成長を導くことができた一方で、様々な環境問題、社会問題を引き起こしまし

た。20 世紀型の経済が、資源を「収入」として認識していたことから資源の枯渇が進んだことを踏まえ、新

しい代替社会経済モデルでは、資源を「資産」として捉えることで浪費しない・保存し、数世代先までの活

動を維持することを可能にするという考えの転換が重視されました。 

この考えの転換は、技術においても大きな違いが現れます。20 世紀型経済における先端技術は、高い

生産性・生産効率を持つ技術であり、天然資源の乱用を招いてきたと考えられます。他方、代替社会経済

モデルでは、より普及した技術で雇用の創出を重視した「適切な」技術に焦点が当てられ、メガプロジェク
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トに頼らない持続可能な開発が重視され、産業クラスター形成においても、国内消費を優先するサプライ

チェーンの構築やそのためのローカルの情報プラットフォームの整備などが重視されます。 

 

 
 

また、代替社会経済モデルでは地域（Aimag）区分の再定義も重視され、似たような資源などの親和性

に基づく新しい地域区分が定められました。これによりローカル資源を有効に活用し、隣接地域間で機能

を補完し合い、各地域のブランドや価値の 大化を目指すことが可能になります。新しい地域区分に合わ

せて、各地域の開発計画（IRDP）も提案されましたが、ローカルの情報プラットフォーム事業以外に、リモ

ート学習のプロジェクトや道の駅（Urtuu）プロジェクトなどがパイロットプロジェクトして進められています。 

スマートリージョンの形成に向けては、地元の住民が持つ適切な技術を適切に理解した上で、もともと

住んでいる住民の知恵や技術を 大限活用し、天然資源や資本を地方に適切に分配することが重要だと

考えます。 

 

4. ユーザー視点の先端技術導⼊によるスマートリージョンの形成 

ドイツの農村部は自然に囲まれているものの、必ずしも経済が発達して雇用が生み出されているとは

限りません。多くの人々は都市で暮らしたり都市へ通勤したりしていますが、農村地域をより魅力的にする

ことは、持続可能な都市の生活にとって重要であると考えられます。 

シュツットガルト都市圏ではシュツットガルトが 大の都市ですが、通勤圏には農村地域も多く含まれて

います。その中の人口約 6,700 人のヴュステンロートで進めている Smart 2 Charge プロジェクトは、単な

る充電施設を作るプロジェクトではなく、農村部の魅力を高めつつ、モビリティとエネルギーの問題を解決

しようと取り組んでいる研究プロジェクトです。プロジェクトでは三菱自動車を含む産官学民のコンソーシア

ムが形成され、住民の調査、アンケート、インタビューの実施やモデルの構築を進め、分析を踏まえてモビ

リティプロファイルを構築しました。 
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モデリングを通して 適な場所に充電ステーションを設置しましたが、EV から電力グリッドへ送電した

り、家庭のエネルギー需要をまかなったりするなど、EV を通じて電力を融通することで、エネルギーの使

用に関して、ユーザーが家庭用で使用したり交通用で使用したり選択できることが実現されました。 

 

 
 

研究プロジェクトを通して、農村地域の移動のしやすさが高まることが確認されたとともに、通勤者にと

って農村部の魅力が高まり、双方向のエネルギーの融通により、農村部においてもモビリティをはじめと

するサービスを創出することが可能であることが確認されました。 

 

Q&A 

スマートリージョンの形成にあたっては、様々なステークホルダーの関与が必要であると考えられます

が、産官学連携の課題は何ですか？ 

 

横浜市の経験から（折居氏）： 

行政側がニーズを発信し、企業からそれに当てはまるソリューションの提案を受けることが 初の

ステップになります。意見の相違などはプロジェクトを進める各フェーズで官民のコミュニケーション

を密にすることで解消していきます。 

モンゴルでの経験から（河村氏）： 

すべてのステークホルダーのエンゲージメントレベルを上げることが重要です。また、地方自治体

は開発の空間的なバランスをとる役割が求められます。 

Smart 2 Charge プロジェクトでの経験から（ガスパース氏）： 

ユーザーのニーズをきちんと把握することが 重要です。自治体が目指す目標をきちんと定義し、

住民と対話をきちんと積み重ねることも重要になります。 

  



14 
 
 

第３章 防災・国⼟強靭化によるレジリエントな社会づくり 
 

本章は、第４回 SPP 会合メインセッションのテーマ２の内容を要約したものです。同セッションでは、急

速に発展が進み、大規模なインフラ投資を必要としているアジアにおいて、大型投資に付随する防災戦略

がない場合、インフラの脆弱性を改善できずに経済的な損失を被ることが問題意識として示されていま

す。都市にはどのような防災戦略が必要なのか？他の都市開発計画や地域戦略と防災はどのように結

びつくべきか？地域・都市開発における防災の実施に関してこれまでどのような教訓を得られているの

か？といった視点で、NUA に沿った自然災害に対応した強靭な地域の形成について議論が行われまし

た。 

第 1 節の「メインメッセージ」は、アジア防災センター所長 中川雅章氏によるセッションの総括、第 2 節

以降は、各パネリスト（順に、名古屋大学減災連携研究センター教授 西川智氏、仙台市まちづくり政策

局防災環境都市推進室長 橋浦亮一氏、フィリピン国防省民間防衛局政策開発・計画チーフ フェルディ

ナンド・アラモ・タムルト氏）のプレゼンテーションをそれぞれ要約したものです。 

 

 

1. メインメッセージ 

日本の災害の歴史を読み解くと、いくつかの災害リスクの軽減（DRR）政策に関する転換点があり、災

害に対する事前の投資を実践していく上での示唆が得られました。 

仙台市は、日本の災害の歴史を教訓に防災政策を実践したことから、東日本大震災の際の被害を実

際に抑制することができました。災害に対する事前準備とともに、都市計画をはじめとするさまざまな政策

と災害リスクの軽減を連携させることの重要性が指摘されました。 

フィリピンイトゴンでの事例からは、より良い復興（Build Back Better）の実現には、災害前の備えが必

要であることが指摘されました。また、フィジカルプランニングとしての防災だけではなく、社会の脆弱性が

どこにあるのかなど、社会経済的な文脈で考えることの重要性が指摘されました。 

以上のような議論から、災害リスクの軽減政策は必要不可欠であるとともに、災害リスクの軽減の導入

に当たっては、関連する様々な計画を含めた形で一気通貫に検討され、文化的な背景などコンテクストベ

ースで考えられなければならないことが確認されました。 

 

2. 防災投資を進めるためのリスクの特定 

災害大国日本は、古くから地震、津波、台風、火山などの災害に見舞われてきましたが、日本の災害の

歴史を読み解くと、いくつかの災害リスクの軽減政策（防災政策）に関する転換点が見られます。日本の

経験から、予防可能のリスクはどのように特定できるのかの考えを整理します。 

戦後のキャサリン台風による大規模な河川氾濫の経験を踏まえて、日本の都市部防御のために、国の

主導で河川災害の防止を目的としたダム建設が進んでいましたが、名古屋地域に甚大な被害をもたらし

た 1959 年の伊勢湾台風は、日本の防災政策の第１のターニングポイントと言えます。伊勢湾台風を契機
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に、国は災害対策に関する考え方を改め、対処から予防へ、個別アプローチから統合的なアプローチへ、

また、災害軽減への投資など地方行政の責任を災害対策基本法により明確にしました。 

1995 年の阪神淡路大震災は、日本における２番目の画期的なターニングポイントになりました。震災に

よる死者の 83％が建物倒壊による被害だったことから、建物の構造基準・耐震基準が改訂されました。ま

た、兵庫県において過去の地震発生の頻度が低かったことから、地震に対する警戒感が薄かったのです

が、阪神淡路大震災以降は、地震の発生回数が少ない地域においても、市民の地震に対する備え、断層

などに対する意識の転換が広報などにより進められました。 

東日本大震災は、元来地震や津波に対して警戒をしていた地域で起こりましたが、予想していなかった

マグニチュード９の地震とその後の津波が起こりました。仙台市は神戸の教訓から学び、市役所庁舎や学

校などに効率的な災害軽減への投資が行われてきたため、仙台市は被害が少なく復旧が早かったので、

災害軽減投資に関する良い事例となりました。 

災害軽減には投資と行動が必要ですが、将来の災害被害を抑制するためには、災害に対する予防の

文化を普及させる必要もあると考えます。 

 

 
 

3. 防災環境都市作りを通したレジリエントな社会づくり 

2015 年に仙台市で開催されました第３回国連防災世界会議で「仙台防災枠組み」が採択されました

が、仙台市は復興を進める中で、同フレームワークの考え方を実践するとともに、震災の経験や教訓の発

信等を通じて「防災環境都市」作りを進めています。 

仙台市が防災環境都市づくりに取り組む背景は、東日本大震災において、災害への事前の備えが被

害の軽減につながったことを学んだためです。東日本大震災では、特に学校施設の耐震化が日本の中で

も早期に着手していたことから、避難所機能を発揮することができました。「仙台防災枠組み」には重要な

提言がいくつかありますが、仙台市では「より良い復興（Build Back Better）」と「多様なステークホルダー

の参画」が特に重要だと考えています。より良い復興に関しては、災害前の状態に戻す復旧ではなく、機
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能面やコスト面でもその時点で も適切な状態にすることが基盤となる考え方になっています。震災復興

は多くの市民の参画により行われましたが、今後も仙台防災枠組みの実行においても多様なステークホ

ルダーの参画を重視していきます。 

防災環境都市づくりは、まちづくり、人づくり、伝承の 3 つの柱で取り組みを進めています。まちづくりに

関しては、完全に災害を防止することは難しいことを前提に、減災の考えを基本としています。下水など重

要なライフラインのインフラの強靭化、災害避難施設での太陽光発電や蓄電池などによるエネルギーの

確保、防災林など多重防御の考え方に基づく津波対策が必要だと整理しています。ハード面だけではな

く、人々が災害に際して即座に行動できるようなソフト面の組み合わせも重要だと考えています。 

仙台市では昨年から仙台市基本計画をスタートしていますが、防災環境都市づくりから杜の都の豊か

な環境を活かしたまちづくりを更に進めることが示されています。具体的には、海岸の防災林の再生を市

民の植林を通じて進め、都心部では街路樹や公園の緑を充実させ、道路の透水性舗装などを進めていま

す。市域の約８割が緑に覆われている杜の都仙台は、気候変動にも対応するグリーンインフラの活用を

進め、環境配慮の視点を踏まえた災害に強い都市を作り、その経験を海外にも発信していきます。 

 

 
 

4. 災害後の⼟地利⽤と地域開発 

自然災害が多いフィリピンでは、過去から被災地の復興において住民の移転が進められてきましたが、

歴史的に様々な批判を受けています。仙台防災枠組みの「より良い復興（Build Back Better）」の考えのも

と、土地利用計画と復興計画について、どのように整合を取っていくのかを考えなければならないことを問

題意識として持っています。 

イトゴン市はフィリピン北部ベンゲット州に位置している鉱業が主要産業とする多民族が暮らす地域で

すが、2018 年に複数の台風や大雨により、イトゴン氏の多くの地域で大規模な地すべりによる被害が発

生しました。 
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被災後の計画においては、仙台防災枠組みの「より良い復興（Build Back Better）」の考えのもと、土地

利用の規制や土地利用の計画を適切に行わなければならないことを急務であると改めて認識し、これま

での防災のフレームワークの見直しに着手しました。 

研究者によるジオハザード評価が行われ、災害リスクの高い地区を可視化し、土地利用計画にも反映

されました。Build Back Better を実現するためにも、災害リスクの高い地区の住民には移転をしてもらう

必要がありましたが、建築禁止地区（no-build zone）を設定しても、安全な移転地区を速やかに指定する

ことが出来ず、移転を速やかに実施できないため、スラム的な質の悪い移転となってしまうケースが発生

しました。 

移転計画と no-build zone の指定は一体的に検討されなければ、移転後の生活水準が確保されず人

権が侵害される可能性があります。多様な住民が住んでいることから、移転後もコミュニティの社会関係

の維持が可能かも考える必要もあります。例えば移転後のコミュニティで少数民族のアイデンティティが確

保できるか、インクルーシブな観点で移転計画が進められるか、などへの視点も必要だと分かりました。 

災害に対する脆弱性は、性別や階層などの社会的要因に影響されることから、災害リスクの軽減にお

いては、社会的要因を考えていくことが重要だと考えられます。 

 

 
 

Q&A 

アジア諸国で持続的な成長を進めながら災害リスクの軽減（DRR）を進めるためには、どのような課題

がありますか？ 

 

日本の経験から（西川氏）： 

都市が人口の増加を受け止めるためには水資源が必要です。水利活用をしながら河川防災にも

対応していかなければなりません。アジアだけではなく、ラテンアメリカやアフリカでも同様の課題

を抱えています。 
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仙台市の経験から（橋浦氏）： 

防災意識を市民に浸透させる観点では、市民の意識変容を促すことが課題だと考えます。災害が

実際に起こることを認識してもらい、起きうる災害に対して備えの意識をもってもらうことが防災の

推進力となります。 

フィリピンの経験から（タムルト氏）： 

諸施策に優先順位をつけ優先順位の高い施策に集中的に投資を行っていくことが重要だと考えま

す。物理的に災害に対応するだけではなく、社会にどのような災害の脆弱性があるのかを明らか

にしなければなりません。 
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おわりに 
 

第４回国土・地域計画プラットフォーム（SPP）会合は、第３回会合同様にオンラインでの開催となりましたが、

各国の第一線で活躍されている専門家の皆様の活発な討議により、多くの有益な示唆を得ることができまし

た。各国・各都市が新型コロナウイルス感染症拡大への対応の経験を経て、公共空間の在り方などの空間計

画の重要性がより明らかになったこと、また、スマートリージョンや防災・国土強靭化といった前回までの開催に

比してもより具体的な取り組み事例が共有されたことが第４回 SPP 会合の重要な成果となりました。参加メン

バー国の今後の都市開発において大いに参考になる経験や視点が共有されました。 

第５回 SPP 会合に向けては、引き続き各国・各都市の SDGs の達成と NUA の実現に向けたユニークな取り

組み事例の共有などを積み重ねることを計画しています。このような SPP の継続的な活動によって、将来的に

は、各国・各都市の経験やノウハウを共有し、教えあうような場や支援の仕組みを構築していく段階に進んでい

くものと考えられます。 

2022 年は第 11 回世界都市フォーラム（WUF11）がポーランド・カトヴィツェで開催される予定です。WUF11 は

持続可能な都市開発の推進と実施のために、様々なステークホルダーと構成員間でベストプラクティスや優れ

た政策など、これまでの成果を発表・共有する場でありますが、WUF11 を通して更に多くの賛同者や参加国・

機関が持続可能な都市開発に対する認識を高める場となることも期待しています。 

 

 

国際連合人間居住計画（ハビタット） 

アジア太平洋事務所・福岡本部 

 


