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関連サイトなど
戸塚協働復興活動研究会 

https://www.totsuka-kyodo-fukkou.com 
ここには､本年度の活動の広報･紹介とともに、2010年からの戸塚地区での協働復興活動に関
するアーカイブスが掲載されています。また、各会の映像記録も公開されています。 

　戸塚地区事前復興GISデータベース 
https://www.totsuka-kyodo-fukkou.com/事前復興データベース 

ここには地区の課題とともに、ワークショップなどで検討された復興プロジェクトの試案も掲
載されています。　



　この報告書は、新宿区戸塚地区における、首都直下地震や豪雨災害な
どを想定し､災害から地域を「協働で復興」するための活動として実施し
た 、3回の連続セミナー・ワークショップの記録をまとめたものです。 
　2010年から始まった住民の手による「地域協働復興活動」は､不幸に
して災害に見舞われるときが来ても、被害を最小限に抑え､地域の復興を
成し遂げることを目指します。 
　今年度は､戸塚地区町会連合会、戸塚地区協議会などの方々と､新たに
「戸塚協働復興活動研究会」を設立し、本事業に取り組みました。 
　また､東京都都市整備局の「地域協働復興の普及啓発事業補助金」をい
ただき､新宿区の後援をいただきながら､運営実施いたしました。 
　各地で防災、減災さらには事前復興活動に取り組む皆様に、少しでも
参考にしてていただければ望外の幸せです。 
　講師としてご参加・講演をいただいた方々に心から感謝いたします。 

2022年3月12日 
「戸塚協働復興活動研究会」を代表して 

佐藤滋(早稲田大学名誉教授）

〈写真：2021年8月11日研究会の立ち上げと打ち合わせ〉 〈写真：2021年9月15日 大学・研究会関係者での戸塚まちあるき〉 

〈写真：2021年10月9日 分散会場での第１回セミナー〉 〈写真：2021年12月11日第2回セミナー：逃げ地図作り〉 



はじめに　地域での協働復興模擬訓練の背景
１９７０年代から８０年代　 
逃げる防災から､逃げないまちづくりへ

　東京都の大地震を前提とした防災計画は、１９６０年代から７０年代には、市
街地大火の可能性のある地域では、安全な広域避難場所への避難を前提に、そこ
への至る道筋として一時集合場所、一時避難場所などを整備する避難が前提でし
た。 

　しかし、広域避難場所を整備し、避難計画を作成してみると、江東デルタ地帯
などの広範に住商工が混在する市街地では、大地震時の広域避難がそう簡単では
無いことが明らかになりました。また、大震災を想定した地域の災害危険度も詳
細に公表されるようになりました。 

　８０年代になると、そうした危険度の高い地域を中心に、それぞれの地域が逃
げなくてもよい安全な地域・まちづくりを目指すことになり、防災生活圏の整備
など、木造密集市街地での防災まちづくりが進められました。
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地域力を生かした「協働復興まちづくり」

　そうした中、阪神・淡路大震災の経験から、被災後の復興の質とスピードが
コミュニティ再建の成否の鍵となることも明らかになりました。すなわち、事
前の防災とともに､事後の復興とつなげるための、「事前復興まちづくり」で
す。被災の前後を繋ぐ、連続復興という言葉も使われています。 

　神戸などのまちづくり協議会が主になった復興にならい､東京都の地域復興
マニュアルでも「地域力を生かす地域協働復興」が提示され、首都直下地震を
想定したときの復興の中核として位置づけられました。 

　しかし､街路等の基盤未整備である木造密集市街地の被災を想定したとき、
「地域協働復興」の難しさは、地元の自治体ばかりでは無く、その主体として
位置づけられた地域組織（町内会･自治会、協議会など）のリーダーにとっても
明白です。そこで東京都がモデル事業として、各市区に呼びかけて2000年から
始めた「地域協働復興模擬訓練」は、事前に復興まちづくりの模擬訓練を行う
ものです。課題を洗い出し、復興の体制や復興計画を作成してみます。さらに
は被災前から、被災とその後の復興を見据えて、できることから取り組もうと
いう意図がありまた。
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これまでの新宿区での協働復興活動の経緯
　新宿区は１０の地区に分かれて、住民による自治と区の地域行政が連携して近
隣地域運営をしています。それぞれの地区には地区センターがあり、区の特別出
張所が併設され、公民館としての活動がされています。そして地区町会連合会を
中核に地区協議会には多様な区民が集まり、課題に対して研究や実践を行ってい
ます。 

　そのうちの６つの地区で２００６年度から、毎年１地区、区の危機管理課が
担当し、関係セクションの協力の下で、早稲田大学都市・地域研究所が技術支
援とコーディネートを行い、町会連合会･地区協議会などの皆様が主体的にこの
模擬訓練をすすめました。 

　各地で取り組み方は異なりますが、今回対象としている戸塚地区は、高田馬
場駅を中心にして東西に細長い地区で、２０１０年度にこの地区全体を対象とし
て復興模擬訓練に取り組み、この訓練の後でも、医療機関や学校とも連携して、
継続活動を続けています。
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新宿区戸塚地区での協働復興まちづくり
　２０１０年には戸塚地区において、前述の協働復興模擬訓練として、5回の連
続ワークショップを実施しました。それ以降も、医療機関や学校とも連携して、
戸塚災害復興支援ネットワークなどの活動を継続してきました。その他の地区で
の経験も踏まえて2016年には、「事前復興まちづくりの進め」（発行・新宿
区、協力・早稲田大学都市・地域研究所）を作成し、これを活用した広報活動と
セミナーを、各地で行ってきました。 

　戸塚地区は、高田馬場駅を中心にして東西に細長い地区で、早稲田大学をはじ
め若者の集う場も多く、一見活気に満ちています。しかし、古くからの質の高い
都心コミュニティですが、高齢化は進んでいますし、外国人もたくさん住んでい
ます。行き止まりの路地なども多く、静かで落ち着いてはいますが災害への脆弱
性などの問題も抱えています。 

　東日本大震災を始め様々な災害からの復興を経験し、更に少子高齢化や気候変
動による風水害の多発、急速な情報化の進展など、社会が大きく変動していま
す。もう一度、地域協働復興を見直したいとの意図で、地域の皆様と共に「協働
復興活動研究会」を立ち上げ、連続セミナー・ワークショップを企画しました。
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提言１：「災害への事前の備え：地域での努力」７つの項目
今回の活動をとおして、７つの提言をまとめました。これらは地域と行政そして
専門家の協働で進めるものですが、何よりも地域からの提起が重要です。

項目１：災害時にまず命を守るため、日常的に地区の環境を点検し、常に課題を確認・整理
し、必要な対策を行政と住民組織が協力して実行しましょう。 

項目２：近隣住民と行政の支援により、行き止まり道路などをとおり抜けができるような避難
路としての整備しましょう。 

項目３：日常時と被災時の両方に役に立つ、地区内を南北に繋ぐ防災生活道路を整備しましょ
う。 

項目４：高齢者、子供や幼児と共に、非常時に避難する住民に関して、十全の対策が必要であ
り、 避難のための中継・休憩施設を整えましょう。 

項目５：高齢者、日本語の不自由な外国人等への緊急時情報伝達システムを整備しましょう。 

項目６：災害への事前の備えを前提に、整備計画を策定し、地区計画などに結びつけ、行政と
住民、専門家が力を合わせて実現へ努力しましょう。 

項目７：今回と同様の逃げ地図などを含む活動を、他地区でも行い、事前のまちづくりを住
民、行政職員、専門家が協力してすすめましょう。
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参考事例：板橋区の取り組み

項目２に関して：行き止まり道路を、近隣住民と行政の支援による 
取り抜けができる避難路としての整備。
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近隣の協力による避難経路の確保による 

参考事例：板橋区の取り組み(2)
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項目３に関して：日常生活と非常時に機能する南北に繋ぐ 
　　　　　　　　防災生活道路の整備

年報造景2019　９６ページ 

戸塚地区は、谷地と台地上横切るを南北への移動の道路にさまざまな障害がありま
す、このことは、新宿区の他の地域でも共通の課題です。 

非常時の避難幹線道路ともなる幹線道路に囲まれた地区内の防災生活道路を、小中
学校などの非常時の避難場所、避難目標地点を結んで整備する。
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9

項目２．３に対応する当面の課題を解消する２つの方策 
　　　　　防災生活道路の整備と行き止まりの解消

防災生活道路行き止まり道路の解消

行き止まり道路の解消

提言２：災害から立ち上がるための 
　　　　　　　　　　　シナリオメイキング
戸塚地区では2010年来、災害からの復興のプロセスを大まかに描き､２０１４年初めに
「戸塚地区・震災復興の手引き」を作成した。更に、防災マップを作成し町内会を中心
に住民への周知を図ってきた。 

今年度はそうした経験を踏まえて､社会的な変動を見据えて､まず被災直後からの詳細なシ
ナリオを作成することに取り組んだ。そこで、神田川を北の境として構成されるこの地区
において､これまで取り上げてこなかった「豪雨災害」についても検討することとなっ
た。 

そうした中で､地域に住む高齢者の避難行動を考えたときに、これまで以上に地域の中に
潜在する課題が浮かび上がってきた。豪雨とか市街地火災とかの非日常的な条件のもとで
は､特に高齢者や幼児を抱える親にとって障害が大きく、参加した地域にリーダーの方々
の危機感は大きかった。 

そうした意味で､改めて、災害直後を想定した逃げ地図づくりから､災害からの立ち上がり
を検討することとなった。 

戸塚地区ではすでに復興プロセスに関してはこれまでさまざまな検討をしており、こうし
た経験を踏まえて、大災害から地域が復興するシナリオとして次の７項目を提示する。
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大災害から立ち上がるためのシナリオ
１：災害時に避難が必要になったときに安全に避難ができるような条件（避難路
や障害物、情報を相互の伝達する方法）をイメージして、事前に整える。 

２：住まいが老朽化していて、被災し住めなくなることが想定される場合は、で
きる限り専門家・行政に相談して、耐震改修などに努める。 

３：避難生活や仮住まい、（民間の賃貸住宅も含めた）仮設住宅への入居を想定
して、家族や親戚・近隣・友人と相談し、準備をする。 

４：復興模擬訓練で描かれていたさまざまな生活再建のイメージを参考にして、
自分自身と地域社会の再生をイメージし、地域で意見交換を続ける。 

５：非常時の生活が落ち着いたら、早期に、被災地を中心に町会・自治会、地区
協議会、活種の地域組織が連携し、復興を協議する組織を立ち上げる。 

６：「戸塚地区震災復興の手引き」など、これまでの復興模擬訓練の積み上げを
参考にしつつ、行政、専門家の協力を得て、復興のビジョンを固める。 

７：上記を広報し、あるいは情報を受け取りながら、各自の生活再建の道筋をシ
ナリオとして描きつつ、それぞれの時点で実行に移す。

11

資料：新宿区戸塚地区震災復興の手引き
戸塚地区では、２０１０年度の共同復興模
擬訓練から、継続活動を続けて以下の資料
を作成している。これを参照にしながら、
常に復興をイメージした準備活動を続け、改
訂をしていく。 
戸塚共同復興活動研究会のHP内、以下から
ダウンロードできます。 
https://www.totsuka-kyodo-
fukkou.com/_files/ugd/
46a2fa_565c66960c1244ad938b5010a
3ee5747.pdf
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提言３：リモート配信を利用した 
　　　　　　分散型ワークショップのすすめ

コロナ禍の影響で多数の参加者によるワークショップの開催が困難なこともあ
り、今回の連続セミナーは､対面会場とリモートで参加者を繋ぎ､ハイブリッド方
式で開催した。こうした方式は災害時の協議会をベースにした住民同士の意見交
換や行政・専門家との議論、合意形成にも有効である。今回の経験を踏まえ、日
常的にこうしたハイブリッドの場を各地で維持・発展することが望まれる。 

こうした方式は､Peatix やFace Book などによる広報により､また、国交省防災
対策室の協力で各地の関係者へ広報いただいたことで、遠隔地からの参加者も多
く、日常時におけるワークショップの在り方としても活用できよう。
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https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_fr_000039.html

対面とWEB上での議論を併用する 
ハイブリッド分散型システムによる支援・協議方法の展開

「国土交通省の復旧・復興まちづくりサポーター制度」HPより

こうした方法は、地域の協議・支援システムのほか、国土交通省の以
下のシステムなど、広域の仕組みには特に有効であろう。 

今回も、このサポーターの方々に参加いただいた。
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2021/10/9 開催　戸塚協働復興活動セミナー#1（協働復興模擬訓練）
開催方法の模式図

主催者+登壇者+ 
会場参加者 
（少人数）

一般参加者 
リモート

登壇者
リモート参加 会議室

ウェブサイトによる告知 
無料チケットの配布（計77枚）

配信・記録撮影

動画配信サービス 
限定公開  *1 後日

当日 後日

事前

リモートシステム 
（ZOOM）

 *1 戸塚協働復興活動研究会 Web Site
https://www.totsuka-kyodo-fukkou.com/
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2021/10/9 開催　 
戸塚協働復興活動セミナー#1（協働復興模擬訓練）
セミナーの様子(会場参加者)



2021/12/11 開催　戸塚協働復興活動セミナー#2(逃げ地図づくりWS)

開催方法の模式図

会場参加者 
（少人数）

一般参加者 
リモート

ウェブサイトによる告知 
無料チケットの配布（計54枚）

配信・記録撮影

後日

当日 後日

事前

会場A（主会場）
逃げ地図WS・火災

登壇者+主催者　

配信・記録撮影

リモートシステム 
（ZOOM）

会場Ｂ
逃げ地図WS・水害

対面

対面会場参加者
（少人数）

動画配信サービス 
限定公開  *1 

 *1 戸塚協働復興活動研究会 Web Site
https://www.totsuka-kyodo-fukkou.com/
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2021/12/11 開催　 
戸塚協働復興活動セミナー#2(逃げ地図づくりWS) 
セミナーの様子

明治大学　山本先生によるレクチャー　（会場A） 逃げ地図WS・水害の様子　（会場B）
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第１回　セミナー： 
地域資源を生かす協働復興模擬訓練の試み

19
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戸塚での協働復興模擬訓練の取組み 

阿部俊彦　立命館大学准教授による講演

阿部さんは、２０１０年の地域協働復興模擬訓練からその後の継続活動を含
め、この活動のリーダーとして、さまざまな技術開発や計画提案の作成に関わ
ってきている。その経験を踏まえて、今後の展望含めてお話いただいた。
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新宿区

協働復興模擬訓練開催地区（新宿区）

神田川

妙正寺川

新宿通り

明治通り

JR中央線

JR山手線

大久保地区

H21

戸塚地区

H22

榎地区

H18

箪笥地区

H19

落合第二地区
H20

H25 柏木地区
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第２回訓練　まちあるき・ガリバーマップづくり ©  2019  阿部俊彦  早稲田大学都市・地域研究所
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被災者ヒアリングに基づいた生活再建プロセス
©  2019  阿部俊彦  早稲田大学都市・地域研究所
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町会ごとに防災マップが作成され戸塚地域センターに張り出されている
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事前復興まちづくりデザインゲーム ©  2019  阿部俊彦  早稲田大学都市・地域研究所
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©  2019  阿部俊彦  早稲田大学都市・地域研究所

新宿区職員による「じんざい塾」と戸塚地区町会連合会・戸塚地区協議会のメンバーで
検討された事前復興計画試案のひとつ
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©  2019  阿部俊彦  早稲田大学都市・地域研究所

戸塚地区 災害時支援ネットワーク形成WSでの復興協議会に関する検討
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戸塚地区　震災復興の手引き
（2013年度暫定版）

（仮称）戸塚地区災害復興支援ネットワークを考える会
2014年２月

3

震災直後（震災当日～３日程度を想定）

1. 地域の共助で安否確認や初期消火、負傷者の対応と運搬を行う。

2. パニックに対応する。（地域の情報把握と提供や帰宅困難者への対応）

0. まず自分と家族の安全を確保する。各組織も組織内での自助をまず優先する。
1. 地域の共助で安否確認や初期消火、負傷者の対応と運搬を行う。
2. パニックに対応する。（帰宅困難者への対応や地域の情報把握と提供）

＜この時期の主な内容＞

＜安否確認＞

＜帰宅困難者への対応＞＜情報の把握と提供＞

＜初期消火＞ ＜負傷者対応＞
・地域住民とは別に、民生委員や
社会福祉協議会が名簿に基づき
高齢者や障がい者の安否確認に回る。
　　　　　　　⇩
共通の印があると効率的。
（黄色や紅白の旗など）

・消防署や消防団は、大規模火災の
場所の消火活動に集中するため、
消火に来られない可能性も高い。
　　　　　　　⇩
消火器やバケツリレーでも、地域
に居る人で初期消火を行う。
（平常時から火災が起きそうな場所
の目処が立っていれば、昼間市民
である学生なども支援に行ける
かもしれない。）

・町会の無線等で地域内で情報の
提供を行う。
⇒町会に入っていない住民や昼間
市民等へは情報提供できない。
　　　　　　　⇩
・行政（新宿区）や社会福祉協議会
から一部情報提供が行われるかも
しれないが、状況によっては
困難となる可能性もある。
・外国人へ多言語で情報提供を。
⇒外国人の中には難民の方もいる
ので、個人情報を大使館に送らない
ほうがいい場合もあります。

・基本的に帰宅困難者に関しては、
避難所とは別に地域センターなどを
行政や地区内の事業所の一部
が開放する。（一時滞在施設と言う）

・事業所は従業員の一斉帰宅を抑制
することが重要。
・帰宅困難者となる場合も、怪我が
なければ被災者ではなく、他の人を
助けることに協力する。

・医師会に所属する医師は、大病院
に集まっている。そこでは
重傷者のみ対応する。
　　　　　　　⇩
・共助で重傷者を病院まで運ぶ。
・重傷者以外の負傷者は地域で
応急処置する。
（赤十字は震災後救護活動を行う。
早稲田レスキュー（学生）や
郵便局職員にも救護の資格を
持っている人がいる。）

運搬救護
治療

HELP

地域
住民

町会

地域
住民 地域

住民

昼間
市民

昼間
市民

民生
委員

消防署 消防団
郵便局
学生等赤十字 医師

社協

社協 行政
行政

大規模火災初期消火 重傷者軽・中傷者

準備会参加者の声（抜粋）
歌舞伎町タウンマネジメント
藤林さん
震災直後は「人」でしか
情報は集められない！
学生と地域住民の協力の方法
など考えておくと良いだろう。

事業所
外国人

準備会参加者の声（抜粋）
認定NPO法人難民支援協会
鶴木さん、中山さん
外国人の中には難民もいるので、
無断で個人情報を大使館に送ら
ない方が良い場合もある。

戸塚地区 震災復興の手引きの作成
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戸塚第2小学校　防災紙芝居教室 2015年1月17日 
参加者：3～4年生48名
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すすめ

　　　

新宿区

事前
まちづくり
の

復興

https://www.totsuka-kyodo-fukkou.com/_files/ugd/
46a2fa_10b43131f22d48bf86ba2603cac8af25.pdf

「戸塚共同復興研究会」のHP

https://www.totsuka-kyodo-fukkou.com
→過去の活動

→2015 年、からダウンロードできます

共同復興模擬訓練と継続活動は、新宿区の１
０に分かれた地区のうち、６地区で実施され
た。 

そうした経験と積み重ねの結果をもとに、２
０１５年に新宿区は、事前の取り組みと復興
プロセスの想定の重要性を広報し、m事前復
興に取り組むための手引き書を発行し、各町
会を介して区民への周知を図った。

「事前復興まちづくりのすすめ」の発行
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事前復興まちづくりデータベース
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戸塚地区の変化と現状
戸塚地区は幹線道路の沿道とその奥の地域で際立った違いがある。幹線道
路沿いでは建て替えも徐々に進み、また大規模な開発計画も進んでいる。
一方で既存のコミュニティは、維持されているが、高齢化が進む一方、若
者の流入も少なくない。さらに外国人も多く居住している。あらためて新
しい条件を踏まえて、災害対応を考える必要がある。
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地域資源を再認識し、まちづくりを促進する協働復興模擬訓練  
                                                       市古太郎　東京都立大学教授
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協働復興まちづくり～阪神・淡路大震災の住民活動に学ぶ 
上映
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第2回　セミナー：実践！逃げ地図つくり

73

第1部は、各地で逃げ地図つくりワークショップを実践している明治大学山本俊哉
教授をお招きし、逃げ地図づくりの取組みについてご講演をいただきます。密集市
街地の基盤未整備地区での災害を想定した逃げ地図づくりは、事前に災害を想定し
て準備をするために、大いに役立つと考えられます。 

講演の後、戸塚地域の地区(高田馬場3丁目などを予定)を対象に、実際に逃げ地図づ
くりを地元住民の方々と、実際に行ってみます。 

　　密集市街地での地震火災や水害などを想定すると、直後の避難に関して､これ
まで以上に多くの課題が浮かび上がってきます。今回のセミナーを通して､そうした
ことを考えるきっかけと､方法のさらなる進化を議論できればと考えています。 
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地震火災と豪雨災害からの逃げ地図づくり
のポイント

明治大学理工学部建築学科専任教授　子ども安全まちづくりパートナーズ
代表理事　　　山本　俊哉

山本俊哉　明治大学教授による 
逃げ地図づくりの関する講演

87

自己紹介：専門は、建築・都市
計画。20年間、民間のまちづく
りコンサルタントを経て2005年
から現職。
長年墨田区向島の防災まちづく
りを支援。最近は三陸被災地支
援から生まれた逃げ地図づくり
を全国展開。

本日の「地震火災・豪雨災害からの逃げ
地図づくりのポイント」の講演の骨子

１）災害発生時の課題抽出の必要性
　　いざという時の自助と共助のために　　
２）逃げ地図づくりの主旨と進め方
　　グループワークをリスク・コミュニケー
ション
３）地震火災からの逃げ地図づくりのポイ
ント
　　避難する場合の課題を抽出するため
４）豪雨災害からの逃げ地図づくりのポイ
ント
　　水平避難に伴う災いを避けるため

研究室OBの伊野尾慧くん
（Hey!Say!JUMP）も陸前高田や下田
などで逃げ地図づくりを支援。
　写真は2020年3月11日読売新聞夕刊
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いざ災害が起きた時に、どう対応するか？　←　東日本大震災・西日本
豪雨の経験と教訓

ハザードマップ 一定の設定条件の下、行政機関が災害別に
危険区域や警戒区域などを示す。

地域防災計画 被害想定に基づき行政機関が関係機関・団体と連携して対応
する計画。

逃げ地図づくり HUG（避難所運営ゲーム）DIG（災害イメージゲーム）

日建設計が考案し山本研など
が実践的研究で全国的に普及

避難所の運営方法を検討す
る図上演習。全国各地で実
施

災害図上訓練として世界的にも普及。
「集合知」の効果が認められている。

https://bousai-life.com/dig/ https://www.medi-care.co.jp/groupblog/?p=2697
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逃げ地図づくりワークショップの結果

逃げ地図WS・水害の様子　（会場B）

95

地元の特に町会や地域活動に取り組んでいる方々によって、豪雨災害と、
延焼火災の二つの場合を想定して逃げ地図が作られていった。 

全ての道に色塗り作業をしながら、災害時を自然にイメージして、これま
で気が付かなたった課題や、またアイデアなどの話し合いがされていた。 

「実際に色を塗ってみると、さまざまな道を詳しく考えてみて、いろいろ
考えさせられた。」 

96

逃げ地図つくりワークショップの様子

「実際に色を塗ってみると、さまざまな道を詳しく
考えてみて、いろいろ考えさせられた。」 

「普段考えていることが交換できてよかった。」
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完成した地震
災害、出火と
延焼を前提と
して完成した
逃げ地図

98

大震災を想定すると、この地区の中心軸である早稲田通りは、都心などから帰宅を
目指す人で混乱する。車も滞留するので避難目標にはできない。早稲田通りではな
く、諏訪通りを避難の目標にしなければならない。

危険な八方塞がり長所が早稲田通りの北側な
どにあって、火災の可能性も高く、この逃げ
地図からも、対策をしないと危険だ！

不燃化はだいぶ進んだ。しかし、避難で障害
になる箇所など、避難路として重要な場所や
通路を少しづつでも整備することが重要。
（参加した専門家の意見） 

早稲田通りから諏訪通りに南北にまっすぐ行け
る南北の道は一本しかない。ここを目指す必要
がある。この道を安全にし、地区内ともうまく
つなげる必要がある。

大震災時の逃げ地図つくり　参加者の主な意見
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豪雨災害を想定して作成した逃げ地図

豪雨災害の時、避難が必要に
なれば、足の悪い人などには
相当な困難が予想される。そ
うしたことも踏まえて、話し
合いで避難目標地点が３つ加
えられた。

100

水害は怖い。豪雨の時に避難するとなると、全部坂道で健康な人でも、台地上の安
全な場所に行くだけでも大変。避難時の中継・休憩場所がどうしても必要になる。 

図に書いた３つを避難所にしてもらわないとどうにもならない。 

高田馬場シニア館にかけ合ったけど、水害時に要介護者・車椅子のひとだけしか受
け入れられないとのこと。とりあえず、川沿いに住んでいるお年寄りが避難の時、
ここシニア館も坂の上にあるが、中継地点として認めて欲しい。足の悪い人を救う
ための中継地点が必要。 

傾斜が緩やかな川沿いの道が、避難に便利だが、危険が迫ったら使えない。 

いかに早く動くか、早く動けばかなり救われる。水平・垂直避難のどちらでも、事
前に想定して避難のことを考えておく。豪雨時に坂道を歩くの時間がかかることが
わかれば、１日前からでも確認するなどして、時間があれば避難できる。落合のグ
ランドなども時間があって上の方に行けば避難場所としてつかえる。 

上流での雨の降り方など、情報をタイムリーに町会長などに流すなど、行政に要望
したい。そうした事前の情報があれば、町会などで機敏に動ける。

豪雨災害時の逃げ地図つくりを通しての参加者の意見



第３回　ワークショップ： 
複合災害を想定した地区回復シナリオを考える
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前回WSの振り返り 

103

最も避難に時間のかかると 

想定された箇所 

行き止まりや、危険箇所の解消を 

すぐできそうな方法も含め考える 

避難する際の重要な逃げ道になる道 

危険な要素を取り除く、周りとの 

つながりを良くする 

地震災害を想定し地区回復のシナリオを考える

前回ワークショップで課題が指摘された場所と路地

高低差や幅が狭いため避難路
に適さない路地が多い

104



課題３　視覚的に歩きたくなる道づくり

十分な広さに所々にみどりが映える道

課題2　急な勾配・段差の解消
課題１　通路幅の確保

課題４　倒壊・延焼に強い道づくり　

「避難路にふさわしくない路地を、 
　　　　　　　　活用できるよう改善する」

105
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街路の改善シナリオをデザインする



街路の改善のシナリオ・デザインの結果（模型での検討）

107

街路の改善のシナリオ・デザインの結論の模型

108



火災時の坂下から上への風の強さは、歩くのが難しいほど困難。 早稲田通りで火
災が起きた場合、坂は下がれないし登ると出火地。 神田川の反対側のほうが避難
設備がそろっている。東京富士大学など。 

防犯カメラの私費設置に、年間80万払ってる。公道設置かつ道路側を向いている
カメラには補助金が出るが、私有地に向くカメラには補助金がでない。 

普段使いできると若者の認識が高まる&広場の価値が上がって潰されない。

地区回復シナリオを模型で検討した参加者の意見・提案 《地震火災》
意見

提案
広場は中心が開けてないと、ラジオ体操や夏祭りなどのイベントへの活用とか、災
害時の一時避難には使えない。だから設備は端っこに置きたい。中心が開いている
と、消火器の訓練を行える。 

バスケットゴールは端っこに設置できるし、コートのラインも広場の一体活用の邪
魔にはならない。ただし公園敷地を囲うようにネットかフェンスが必要。 

ポケットパークを整備したい。住宅があった場所にポコッと作るのがよくある。
109

写真：豪雨水害を想定した地区回復シナリオの検討 写真：地震火災を想定した地区回復シナリオの検討

写真：戸塚・西早稲田１～３丁目、早栄会周辺を対象にして「逃げ地図」づくり110



豪雨災害を想定した避難路整備のシナリオ
テーマ：「日常でつかえる避難動線」 

坂道の少ない遠回りのルートが、避難道として使いやすいのではないか
日常使いの道を避難路に。災害時にも役立つ工作物を増やす

111

112

避難場所を増やすことで避難効率が大幅に改善 

前回逃げ地図つくりでわかったこと　 
　　　　避難所・中継地点・休憩場所の重要性
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避難経路で休憩場所、逃げ込めそうな場所をさがしデザインする 

114

路上工作物のデザイン検討 

災害時にも使える工作物とは？

　日常も非常時の避難にも使える家具のような工作物が路上にたくさんあるといい



豪雨災害を想定した避難路整備のシナリオ検討結果

115

豪雨災害と日常で使える外部空間の改善シナリオ

116



消防団の人が、周りと協力して、諏訪通り沿いに休憩所を整備している。落合公園
は既に戸塚地区のみんなが憩う場所になっており、普段からコミュニティスペース
になっていることが休憩所には大事。また、コーポラスと茶道会館の間、戸三小通
りから東に登る坂道は緩やかだし幅員が広い。 

茶道会館はお祭りの時に道具を置かせて貰ったりしていて、割と地域に協力的であ
る。川沿いを歩いてる人は、茶道会館を避難場所として使えるのでは。

豪雨水害地区回復シナリオの検討を通じた意見・提案
意見

提案
防災スピーカーが災害時にしか使われてないのが勿体ない。防災スピーカーで神田
川上流の豪雨情報を流して、避難を促す。サイレンとか、よくわからん音声が流れ
ても、行動には繋がらない。普段から天気予報を流すことで、スピーカーの存在を
普段から意識するはず。 

避難路の表示はサインだけだと勿体ない。避難路に沿って花を植えていけば分かり
やすいと思う。
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まだ見ぬまち：青池憲司監督の映像とトーク 

東日本大震災で被災した、石巻市門脇コミュニティの復興復興を記録した
ドキュメンタリー映画「まだ見ぬまち」の映像を紹介しながら、コミュニ
ティの復興の姿を語っていただいた。

111
ホームページ　　https://aoikegumi.shinsaihatsu.com/madaminumachie/#Story　　　　より

トークの一部を抜き書きしました
「津波で壊滅的な被害を受けた一地域（まち）がどのように再生していったか、そのプロセス
を映像とトークでたどります」「では、人びとは3月11日をどう過ごしたか、その一例を見て
みましょう」 

○まねきコミュニティ（かどのわき町内会の前身）について 

　　＊3日後から10数世帯の人たちが共同して生活を始める。食糧や生活商品を持ちよって共
同管理、共同炊事、共同食事など。そのご、「まねきコミュニティ」という名称の任意団体と
なる。この任意団体が、活動を停止した町内会再建の母体となった。 

「では『まねきコミュニティ』はどんな活動をしたのか、震災3年後の事例を見てみましょう」 

○被災町民の移動先 

　「ところで、町内に住居を失った人たちはどこへいったのか？　多くは仮設住宅へ移った。
その生活を見てみましょう」 

○2015年の夏まつり 

「地域に住めなくなり、まだ戻ってこられない住民とどのように交流を図るか。 

個人同士の行き来も大事だが、行事やイベントを開いて町内を訪ねてもらい、以前の隣人と親
しむ機会をふやすことが重要」
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　「遅々とではあるが、変化している地域の環境。道路の拡幅が進み、復興公
営住宅の建設もはじまる。そんな時期の『まねきコミュニティの役員総会』を
見てみましょう」 

「震災から5年数か月を経てやっと『かどのわき町内会』が発足します。震災前
には5つの町内会でしたが、それを統一して1つの町内会としての出発です」 

○かどのわき町内会発足総会（2016年6月） 

門脇町という一地域の震災復興6年の過程を駆け足で見てきました。 

この写真は昨年、震災から10年の門脇・南浜・雲雀野地区です。俯瞰で見ると
復興の一つの到達点に見えます。が・・・」 
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