よこはま北部まちづくり交流会
日時：2019 年 3 月 16 日（土）

14:00-16:10

会場：緑区市民活動支援センター（みどりーむ）会議室
世話人区：緑区
参加者：青葉区 10 名 都筑区 5 名

港北区 11 名

緑区 9 名

司会進行：樋口誠
中島より引継ぎました
代表の田中晃です

プログラム：開会挨拶
各区発表

まちづくりネットワーク緑

代表

田中晃

青葉区

「災害時の情報伝達」

都筑区

「都筑のまちづくり

港北区

「ヨコハマ北部縦貫トラフィック」

緑区

「災害時のトイレ対策」

くずれゆく港北ニュータウン」

■■各区発表
1．災害時の情報伝達
青葉区民会議

安全・安心・まちづくり部会

小池由美

災害時の情報伝達という皆さんに関心の深いテーマで話します。災害というと地震ばかりが言われ
ますが、今は地震だけが災害とは言えない時代に来ています。それでは、地震だけではない災害情報
をどのように手に入れることができるかということをお話しします。去年の青葉区区民まつりで、実
施したクイズで「なるほど！」という回答がありました。どういうのかといいますと、2013 年に横
浜市では市民の代表によって『よこはま地震防災市民憲章』1ができました。その中では、さまざまな
ことが書かれています。では、冒頭に書かれていることは何ですか？というのがクイズでした。二者
選択でした。アの「私たちの命は私たちで守る」とイの「逃げるは恥だが役に立つ」から選ぶのです
が、中には、イが正解だと書いた人がいました。なぜイが正解なのですかと尋ねたら、「『逃げるは恥
だが役に立つ』これはテレビドラマのタイトルですよね。これは「津波てんでんこ」と同じじゃない
の。」と言われるのです。
「津波てんでんこ」知っている人は！
（会場へ）あ。知っていますね。人のことはさておき、まず自
分が逃げること。これが全体が助かることですよという教えで
す。自分の身は自分で守る。まず、逃げる。恥だと思わず、先
に逃げる。それがこの考えでしょう。だからこっちが正解！と
言った人がいました。なるほどです。
しかし、逃げるといっても、そのためには、迅速正確に逃げ
ないと大間違いです。自分の地域の情報を正しく知っていないと行動するタイミングを失うというの
が、今回の話です。
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http://archive.cit/./okohama.lg.jp/konan/bosai/shiminkensho.pdf
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実は世の中ではこんなことが起こっていました。台風 12 号が 2018 年 7 月 28 日に発生しまし
た。その時横浜市や区役所はどのようなことをしていたのでしょうか。9 時 38 分に第一報が出て横
浜市では市と各区に災害対策本部が出来ました。気象庁では 14 時 13 分に大雨警報が出ています。
そのあと、横浜市全域に「避難準備・高齢者等避難開始」2が発令されます。横浜市中 111 か所が対
応する場所ですが、金沢区と栄区では 1 時間早く発令されています。この「避難準備・高齢者等避難
開始」の発令について、ご存知の方は？（会場へ）あんまり知らない。以前「避難準備情報」といわ
れていたものです。なぜこれが名称としてこうなったかと
いいますと、2 年ほど前の台風 10 号の時に高齢者施設で
高齢者が 9 人亡くなりました。すぐそばに青年がいるよう
なビルもあったのに、逃げ切られなくて、施設にとどまっ
たことで、9 人亡くなりました。そのため翌年に避難勧告
等に関するガイドラインの改定3（2017 年 1 月 31 日）
が行われました。この「避難準備情報」というのが分かり
にくいということでこの「避難準備・高齢者等避難開始」と、避難する人を高齢者等とはっきりわか
る名称に変わりました。
なぜ変わったかというと、避難勧告を受ける立場に立った人が、自分が逃げなくてはならない人だ
と分かる名称。また自分が動かなくてはならないと感じる名称。さらにこれを発令する市町村が発令
しやくする対策を作らなくてはならないということでガイドラインの改定が行われました。
これを受けて横浜市でもさまざまな提供の仕方が始ま
りました。
これは崖地に対する勧告です。緑区には非常に崖地が
多いですよね。港北区にも多くあるかと思います。どの
ようにこの避難開始情報が出されるかというと、雨が降
ってきて、大雨注意報、その後大雨警報が出されます。
そうするとこの「避難準備・高齢者等避難開始」が出る
ことになっています。さらに雨が続くと土砂災害警戒情
報が出されると、避難勧告、避難指示がだされるという流れになっています。
ですので気象庁が出す情報に従って市町村がさまざまな指示を出していきます。しかし、みなさん
もどの時点でどのような情報が出されるのかよくわかっていないのではありませんか？
この時も発令されたのですが、避難所がどこにあるのかみなさんご存知ですか？（会場へ）

こ

の「避難準備・高齢者等避難開始」が出されたときに住民はどこへ逃げるのか分かりますか？今まで
の地図には地域防災拠点ぐらいしか表示がなくて、あまり意識がなかったかと思います。この避難所
には地域防災拠点が該当しているところもありますが、そうではないところも指定されています。各
区でこの避難所についてはすでに指定されています。例えば港北区では、大曾根会館。港北区の方、
大曾根会館ご存知ですか？知らない・・。緑区ですと 3 か所。山下小学校ぐらいはご存知ですよね。
青葉区は一か所、都筑区は二か所が指定されています。避難勧告対象区域4にも指定されていますの
で、その近隣の避難所も決まっています。これは北八朔の所です。ここが崖地ですが、避難が発令さ
れるとこの山下小学校が避難所になります。さて、避難所になるのですが「どうするの・・」という
ことです。

https://www.cit/./okohama.lg.jp/kurashi/bousai-k/uk/u-bohan/bousaisaigai/waga/a/fusuigai/taifu/taifu-sonae.html
3 http://www.bousai.go.jp/ouk/u/hinankankoku/hinanjumbijoho/index.html
4 http://archive.cit/./okohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/gake-map/20160615135644.html
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青葉区では昨年の台風 12 号で初めてこの「避難準備・高齢者等避難開始」の発令がありました。
初めてだったのですが、どのように地域の人に伝わったのかというのは、私たち近隣の人も知りませ
んでした。対象区域の人たちへは区役所が前日から話をしたりしていましたが、近隣の人たちはさっ
ぱりわかりませんでした。というのも、恩田地域の一部という表現で発令されるのです。我が家は恩
田のそばなんですが、恩田地域の一部なんですか？

という風に地域の人は「分からない」というの

が現状です。当日の twitter があります。青葉区、都筑区、港北区では発令されていますが、緑区では
ありません。緑区の twitter では防災情報を出すようにはなっていません。防災情報系の twitter があ
りません。3 区では普段はイベント情報を出し、防災情報と兼用
になっています。港北区が進んでいるなと思うのは、twitter に地
図も掲載し、ここが逃げるところですといった地図情報も載せて
いることです。港北区頑張っていますね。
青葉区ではこの 7 月に発令された後、8 月にこの対象区域の住
人を対象に避難所で説明会をしました。総務課が主導で地域に対
して行いました。私も参加しましたが、こういう風に説明会をし
ている区はなかなかないそうです。
その後も大雨がありました。8 月大雨洪水警報。台風 24 号が来ました。この時も発令されました
が、地域の人は避難所へ行きました。避難所の桂台コミュニティハウスというのは地域防災拠点では
ないのです。当該地区での防災拠点はここではありません。逃げるのに便利で分かりやすい所という
ことでわざわざコミュニティハウスを指定しました。いつでも逃げる場所が地域防災拠点だとは考え
ないほうがよいです。24 号では twitter で避難情報が流れて、人は避難しました。が、確かに
twitter での情報提供もよいのですが、青葉区の twitter のフォロワー数は 3000 程度です。港北区
は多いです。6000 なんぼかあります。緑区はこういう情報を流しません。都筑区も 3000 ぐらいの
フォロワー数です。ですが、twitter をやっている人って、この対象区域の高齢者がやっているのか、
という話です。届かない。災害は地震だけではないとして。情報が届いていない。
地震だと緊急地震速報が携帯を持っていれば入ってきますので、これはヤバいなと感じます。こう
いう大雨だとか洪水だとかだと情報提供が進んでいません。土砂災害警戒情報に注意しましょう・・
とテレビでは見ます。そのあとの情報が分からない。土砂災害警報というのは気象庁が大雨警報を出
すと、市町村が警戒情報を出します。気象庁と神奈川県が判断をして緊急速報メールをだすように市
へ促します。
逃げる情報というのは twitter やホームページや何やかやといっても、みなさんには届いていませ
ん。自分で取らなくてはいけません。青葉区の場合は防災アプリを作ってもらいました。FM サルース
と協働で作成したアプリがこのマップ（青葉区民防災必携）に載っています。このアプリから届く情
報は地域情報です。例えばもえぎ野のどこかで困っているよといった地域限定情報も載せます。です
ので非常に使えると思います。
登録をして届く情報だけでなく、これからは自分で情報をとる、逃げるた
めの情報を自分で取らなくては、情報は届いてこないのだということを今日
は伝えたいと思います。情報は届くのではなく、情報は自分で取る。各区ど
のような情報を自分で取ることができるのか、一人ひとりが見直していただ
きたいと思います。
■質問：
（緑区池田さん）
緑区が防災情報提供で遅れがあるということ。2013 年に緑区白山で亡くなったかたは私の同じ町
内の方です。緑区についてはもう少し防災対策なども調べる必要があります。反省させられました。
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2．都筑区

「都筑のまちづくり

くずれゆく港北ニュータウン」

20 年、便利で、安全で、緑豊かなまちに住み、理想卿をめざした先人を想いつつ
港北ニュータウン新住民・都筑魅力アップ協議会会長

山岸紀美江

衝撃的な題名でごめんなさい。都筑区の街は港北ニュータウン計画で作られた人工的な街です。街が
作られて約 40 年経過して、まちは再整備時期に入っています。再整備するための方法は、港北ニュ
ータウンが作られた時と状況が異なり、当時の姿に、そのまま、戻すと、新しく住み着みついた人々
の生活に影響することがあります。
協定的なものの年限が 15 年であったり、各種法律法令の変化していることもあります。
港北ニュータウン計画は、かつての横浜市長、飛鳥田市長の時に、関内地区にあった米軍基地が日
本に返還された時に始まります。現在の MM21 の場所に、東京の丸の
内に次ぐ、都市機能をもった場所を作りたかったのです。そのため、港
周辺の工場は金澤沖を埋め立てて、移転させた。物流の為、美しいベイ
ブリッジをと市内中心部を避けて環状道路を整備し通過させる。MM21
に通勤・通学する人々の為に、地下鉄を作る。働く人々の為に、30 万
都市を作る、この都市が、港北ニュータウンです。
当時の横浜北部は、東急を中心とした、東横線沿線開発や東急沿線開発がありました。しかし、別
に、無計画な、乱開発が始まっていました。横
浜市は、乱開発を防止したい。一方、一部の農
家は農業を続けたい。そこで、港北ニュータウ
ンは、都市農業という表現をして都市に近接し
た農業を残しました。また、社会党の飛鳥田市
長なので、住民参加でやりたいと考えていまし
た。この住民というのは土地所有者を指してい
ました。土地を借りている人ではありません。
乱開発の防止、都市農業の確立、住民参加とい
う三つの理念で港北ニュータウンはスタートし
ました。こうして始まったのですが、1986 年頃、大都市圏の変更などあって、住宅地だけじゃなく
て多機能の都市にしようという国の方針が変わりました。住宅ができるはずのところに、たくさんの
企業が本社をもってきました。デュポン、ボッシュと、理研、図研、リコー、資生堂等々。もうひと
つ、大きな商業施設がつくれるようなり、デパートを二つ持ってきました。
当時は、全国にはたくさんのニュータウンができました。手法としては区画整理事業として、土地
を持っている人が意見を言える手法で進めました。事業主体は公的なものや民間のものでした。
港北ニュータウンの場合は、住民参加でまちのありようを決めました。
緑を最大限保存する、ふるさとを偲ばせる、安全な街にて、高い都市サービスもうけられるようする
ことが約束されました。
約束に基づいて、緑は残りました。現在、緑は、愛護会が管理していま
す。ところが一部、素人の愛護会では、保全出来ないところがありま
す。石舗装の壊れたところ、木々の根が張ってしまって舗装が壊れたと
ころ、木々が茂って日が遮られ、苔が生えて滑る危険がある所、整備当
時は天然石の白河石で石畳を作ったのですが、これがよく滑るとかで文
句がでました。
ふるさとを偲ばせるまちというのも新住民にとっても自分の故郷と呼べる街が出来ています。横浜
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市の人口は、減っていく中で都筑区は、新しく小中学校を作らなくてはな
らないほど、今後 20 年は人口増加します。横浜市の南部の区とは違って
高齢化もそれほど進んでいません。子どもたちが駅前にもたくさん遊んで
います。安全安心の暮らしやすさの為、近隣住区理論で整備したまちは、
歩行者・自転車専用道路が、緑道と共に、区内を縦横に走っています。
最近、自動車に対する国交省の考え方も、ニュータウン整備当時と変わっ
てきました。車と人を分離する、陸橋は区内だけで 130 もあります。人
工的な街としては良く出来ています。車社会の到来前に設計されたまちですが、安全です。一部、使
いにくいところもあります。陸橋の橋げたなどに落書きをする人が出てきました。
本来、歩行者の通る比較的狭い道に面する壁は、直角でなく、斜めに作るように設計されていました
が、入居者が変わると、庭を広げる為、直角な塀を建ててしまう。こういうことが諸所に起っていま
す。バスを中心とした当時の設計は、車社会の激変で、バス便が減少してちょっと困難さを持ってい
ます。
当時の地主の話し合いの場は、ここにあるような5いろいろな会議があったのですが、すべて解散し
ました。 まちづくりのための会議は無くなってしまいました。当時の人
達が色々と考えてくれたので規制もできました。それが現在、無いので
す。
これからどうしたら良いのかというと、新しい街を作った設計思想を知
りながら、住民と行政が、協議できる場を作る必要があります。都筑区は
賃貸に住む人が多い街です。賃貸の人も含めた住民が協議できる場が必要
になります。
市民参加を考えるとき、
（日本には本当に市民があるかどうかわかりませんが）ただ住んでいるだけ
の住民ではなく、citizenship を持つ街のことを、義務と責任をもっ
て、考えられる市民が必要です。こういう市民が必要だということを皆
さんにお話ししたいと思いました。新しい街の形とは、従来考えていた
やり方でなおすことは難しい。私たちは勉強中です。景観法などによっ
て少し縛りがかけられるのであればと考えています。

■質問：
（緑区樋口さん）なぜ崩れていったのかと聞いていたのですが、当初計画的に作られた街が何故、現
状合わなくなってきたのですか？
（都筑区山岸さん）
例えば敷石状の道ですが、当初石の間は草で埋めていました。とても素晴らしい敷石だったのです。
しかしそこを歩くとハイヒールの人は引っかかる。どうして公園を歩くのにハイヒールを履いてくる
のかと思うのですが、そういうことが起きるとどんどんアスファルト舗装に替えられてしまいまし
た。それはおかしいのではないかと、子どもたちにとっては土のある道でいいのではないかという意
見の人もいます。この意見の差をどうやって埋め、より良い方向にしたらよいのか。意見の差がたく
さんあるのです。
（都筑区福富さん）
港北ニュータウン開発対策協議会/港北ニュータウン事業推進連絡協議会/土地区画整理審議会
小規模宅地所有者の会
5
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分かりやすい例でいうと、崩れ行くといのは、港北ニュータウンに緑道を通してここに小学校を作れ
ばよいと、小学校用地をずっと確保して理想的な街を作ろうと用地を確保してきたのですが、20 か
所ぐらいもう不要だとして横浜市はそれらを売りに出しました。マンション会社が買うと、マンショ
ンを敷地ぎりぎりりまで建ててしまいます。できるだけ緑を大切に緑道沿いだからセットバックして
下さいとお願いしました。桜が名所だったグラウンドもあっというまに無くなってマンションになっ
ています。そこに住む人が悪いのではないのですが、緑のゆとりが欲しいと景観的にお願いしている
のが現状です。都筑区の苦しい所です。
（青葉区小池）都筑区にはどのようなグループが活動しているのですか？
（都筑区山岸さん）都筑魅力アップ協議会にいますが、これは最初区役所が組織した団体だったので
す。水と緑を考える会だったのですが、これは役割を終えた6ということで、なくなっています。その
中でで残った課題を解決するために生き残った私たちが都筑魅力アップ協議会として話し合いをして
いるということです。
（都筑区福富さん）
区民会議ができなかった都筑区では「つづき水と緑の魅力アップ推進委員会」を作り、区役所と区民
が一緒にやるということでやってきました。特に都筑土木事務所は、緑道再整備ガイドライン7まで作
りました。これでやれば緑を守りいい街をつくることができるものを作成しました。一つの大きな成
果だと思います。ぜひ活用してください。
（青葉区渡辺さん）
北山田が最近人気ナンバー３とかになったのですが、どうしてですか？魅力は？
（都筑区山岸さん）
交通の便が良いのでしょうか。山田富士がそばにあったり、国際プールがあります。景観がきれいだ
し、港北ニュータウンの中では第二地区で遅れて開発されたところなので、よく整備されたのではな
いでしょうか。
（都筑区福富さん）
山田は「やまた」と読みます。やまたは山が又に分かれている所で、谷戸があるところで港北ニュー
タウンとして素晴らしい街ができたところです。交通が便利で緑がすぐ近くにある。
（緑区樋口さん）
都筑区に賃貸が多い理由はなんでしょうか
（都筑区山岸さん）
大きな地主さんたちが最初に土地を 4 割買収されました。公団が施工することが約束です。そして
駅のそばに商売をしたいというと 65～80 パーセントの減歩があったのです。アパート、マンション
を建てると 35 パーセントの減歩で済んだのでアパマン経営をする人たちがたくさんいました。賃貸
の方が一度に売るよりか長い間収入があったので賃貸が多くなった。青葉区の老人施設が飽和状態な
ので都筑区に来ていることもあります。

つづき水と緑の魅力アップ推進委員会 2008 年 4 月終了 参考『行政と住民の「協働による港北
ニュータウン事業」を引き継いだ、都筑区の協働によるまちづくり』川手昭二
https://www.jstage.jst.go.jp/article/uhs/2010/69/2010_10/_pdf/-char/ja
7
都筑区緑道再整備ガイドライン
http://archive.cit/./okohama.lg.jp/tsuzuki/doboku/kouen/20190121153933.html
6
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3．港北区

横浜北部縦断トラフィック計画

公園、公共施設、商業施設などを結んで都会に残された自然の中を走る
全長約 20km の新交通システム
TomodachiClub 港北くみんの会

代表

清川英明

横浜北部縦断トラフィック計画がなぜここに生まれたかといいます
と、最初は横浜市 4 か年計画への提案募集があったので案を出したもの
です。趣旨が合わなかったのではっきりとしたことが出来なかった。港
北区だけでなく新横浜駅を中心とした交通渋滞や高齢者が買い物に行き
やすい、子どもが公園に行きやすい、などアクセスを考えてこのような計画をしたらどうかというこ
とを考えていました。そのような時に横浜市が桜木町からみなとみらいへモノレール計画を出しまし
た。少しは違いますがロマンがあっていいのじ
ゃないかとまとめてみました。皆さんの意見も
いれて市へ提案したいなと考えています。
この計画全体の訴求ポイントとしては、1．
横浜は飽和状態にある。新幹線で全国統一直結
する新横浜が首都圏の主役となる。 2. 生活
必需機関への容易なアクセス

があげられま

す。行政へのアクセスとしては港北区役所、緑
区役所、都筑区役所があります。この中では青
葉区役所が入っていませんが・・
交通としては、新横浜駅、大倉山駅、小机駅、鴨居駅、中山駅、三ツ境駅、上川井インター、医療機
関として、横浜労災病院や聖マリアンナ病院など。商業としては、ららぽーと横浜などなどとつなが
る計画を立てました。
まず第一期として、新幹線で全国と直結する新横浜を首都圏の主役にし、 大倉山地区を工業地域か
らゆとりのある生活主体の地域へと転換する。さらに広大な遊水地と周辺の緑地、大倉山、小机城址
を含む緑地公園化を合わせて進める。緑地公園化は子どもたちに安全な遊び場としてはどうだろう
か。
大倉山からスタジアム、小机城址、ららぽーと、四季の森、聖マリアンナ病院、そして三ツ境駅へ
とつながります。この距離約 20 キロぐらいです。新横浜からのこのところは新幹線が走っているの
でこの新幹線の架橋を借りてはどうかと考えています。このようなモノレールが港北区役所と新横浜
の間にできる。そして新横浜からの労災病院、日産スタジアム、小机城址とつながるアイデアを考え
ています。大倉山には記念館や梅園があり、小机城址、日産スタジ
アム、労災病院があるといったものをつなぎ、交通アクセスもよく
するといった第一期計画としています。
第二期計画として、小机城址から川向町、梅田橋、ららぽーと、
鴨居、佐江戸、緑区役所、四季の森公園、そしてズーラシアをつな
ぎます。このあたりは道路も狭く、非常に交通渋滞の起きる場所で
す。ズーラシアに行くのにも非常に時間がかかります。
また、ズーラシアからは、都岡、下川井、聖マリアンナ、三ツ境
というルートを考えてみました。先ほど話したように、青葉区が入っていないし、まだほんのたたき
台なのですが。四季の森などとてもよいところですが、交通アクセスが悪いので、行きたくてもなか
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なかいけません。年をとっても行けなくなります。
トラフィックがもたらす効果として、1. 公共機関、大衆施設な
どへのアクセスの容易化が考えられます。港北区役所、港北警察
署、横浜アリーナ、横浜労災病院、日産スタジアム、聖マリアンナ
病院などへのアクセスですね。2. 大型商業施設へのアクセスの容
易化

例えば、ららぽーと横浜なんかですね。さらに、3. 身体弱

者の公園利用の容易化が図れます。大倉山梅園、小机城址公園、四
季の森公園、ズーラシアなどへ、容易に行けるようにしていただきたいのです。4. 交通渋滞、道路混
雑の緩和
としては、新横浜から横浜アリーナまでの道路、岸根交差点の渋滞、川向町から梅田橋にかけての渋
滞などの緩和を考慮して計画を立ててはどうでしょう。
こういった計画への課題として、関係する区の協働体制が必要になります。港北区、都筑区、緑
区、旭区です。青葉区がまたしてもはいっていませんが・・・・。Tomodachi club としては新た
にワーキンググループを設置します。スケジュールや、予算、これは何百億かかるか分かりません
が、こういった楽しい、ロマンがある計画も良いのではないでしょうか。良いアイデアがあったらぜ
ひお願いしたいと思います。そして市の方へ提案が出来たらと思っています。
■質問
（緑区樋口さん）
横浜線を利用していますが、すごく渋滞しています。いつになったら通勤地獄から解放されるのかと
思っていましたが、こういう路線が使えれば緩和されるのかな・・と。
（都筑区福富さん）都筑区も一部でてきますので、申し上げます。ららぽーとが出てきますが、あれ
ば良いかと思います。グリーンラインとブルーラインが都筑にできています。特にグリーンラインは
まだほんの一部しかできてなくて、環状線ということで計画されていて、中山駅からさらに南の方へ
延びていきます。また日吉からは鶴見の方へ延びるといった鉄道の基本構想があります。今回のとこ
ろを特に考えなくてもいいのか・・。センター北とセンター南に商業地域があります。また田園都市
線もありますし、横浜線もあります。それと今回の狙いはなんなんだろうかと思いました。ブルーラ
インはさらに小田急につなぐということです。それこそ青葉区の真ん中を走ることになります。既存
の計画とのからみをどのように考えるのか検討されているのかお聞きしたい。
（港北区清川さん）
まだまだたたき台で、いろいろなアイデアを足して市へ提案したいなと夢を持っています。
（相鉄線が日吉へつながるといったような意見がいろいろとでました。）
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4．災害時のトイレ対策

（トイレは命を左右する切実な問題）

まちづくりネットワーク緑

満井 治郎

災害時のトイレ対策についてお話しします。最初にトイレ問題に何故、取り組んでいるのかといい
ますと、今後 30 年以内に首都直下地震発生の確立が 70％、南海トラフ地震にいたっては 80％と、
見直しがあるたびに数値が上がってきています。南海トラフは 83 とか 85 になっているのではない
でしょうか。大震災が発生すると停電、水道管の破損などで断
水、排水管の破損、汚水処理機能の停止などで自宅のトイレが使
えなくなります。自宅のトイレが使えなくなると、避難所のトイ
レを使いに行くことになります。避難所のトイレは我々が想定し
ている以上に色々な問題を抱えていることが分かりました。とい
うことでもっと我々も考えなくてはいけないのではないか、とい
うのがきっかけです。
年に 2－3 回、みどりーむで防災・減災講座というのを開催しています。講座に来られて参加者の
皆さんに今後どのようなテーマを扱って欲しいかとアンケートを取りました。地域防災拠点のこと、
災害時の要援護者支援に並んでこのトイレ問題があり、関心が高いことが分か
りました。
では、被災地におけるトイレ問題とはどのようなものがあるかといいます
と、先ず、避難所のトイレはすぐに開設されないことです。避難所には行政が
保有する災害用のトイレがありますが、それだけでは絶対数が足りません。そ
うなると工事現場で使うような仮設トイレなどで補うことになります。が、こ
の仮設トイレがなかなか設置されません。東日本大震災での調査では、震災が
発生してから 6 時間以内にトイレが使いたいという人が 7 割もいました。
が、3 日くらいから設置され、中には 2 か月以上もかかった所もありました。仮設トイレを運ぶ車が
無いとか人手が足りないとか道路が破損しているとか、トイレそのものの数が足りないとかいろいろ
ありますが、少ないトイレをみんなで我慢して使うしかなかったようです。
また、どうにか仮設トイレや災害用トイレが
設置されても、当然数がなかなかそろいませ
ん。管理が行き届かなくて汚れっぱなしにな
る。仮設トイレは工事用やイベント用ですので
災害用には出来ていません。和式が多い。段差
がある。暗い。狭いということで、使い勝手が
悪いです。
屋外に設置するものですが、どうしても一目
につきにくい場所で暗い所になります。すると
女性や子供にとって決して安全な場所ではありません。実際避難所では強姦や強姦未遂が発生したり
しています。性暴力についてはトイレの問題だけではなくて、避難所そのものの問題でもあります。
男性がわざわざ女性のところに見に来たり、授乳や着替えをしている所を見に来たり体を障られたり
ということも起きています。
これは、熊本の被災者アンケートです。避難所で不便だったことです。トイレとお風呂が必要だっ
たことが分かります。自治体が保有しているトイレについて尋ねたアンケートの結果です。自治体の
7 割が不足していると回答しています。あれほどの災害が起きたのにトイレ問題の重大さへの認識不
足です。スペースが無い、お金が無いという理由です。足りない分は仮設トイレなどで補う必要があ
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りますが、先ほども言ったように、仮設トイレは災害時の使用は想定されておらず、必要分はストッ
クされてはいません。
被災地で起きたトイレ事情ですが、神戸では横浜と同じように下水道が完備しておりバキュームカ
ーが無いのです。横浜市にもあまりないのですが・・。

避難所のトイレや仮設トイレというのは汲

み取り式です。バキュームカーが来ないと汲み取りが出来ません。トイレがあっても汲み取り式なの
で使えないという状況になります。また、神戸では大きな火災がありました。火災（消火活動）が優
先されてトイレは後回しになりました。東日本大震災の場合は、3 月でしたが、厳しい寒さもあり、
外にあるトイレを利用するのは大変でした。やはりバキュームカーが足りない。トイレの数が足りな
いという状況でした。簡易トイレがセットされましたが、テントが風で飛ばされてしまう。一番下は
熊本の状況ですが、やはり仮設トイレの問題です。和式トイレです。この写真ではきれいな状態です
が、何日か経つと汚くなります。高齢者はしゃがむことが出来ません。しゃがむことができないの
で、トイレの縁の方に直接座って用を足すといったことになります。そういう悲惨な状況もありまし
た。においがあったり汚れていたりしました。管理面、衛生面での問題があります。
トイレを我慢するということが起きます。そのため、食事や水分を摂らなくなるようになります。
体力の低下や、持病の悪化、脱水症状を引き起こしたり、最悪の場合は、エコノミークラス症候群を
発症してなくなってしまうということもあります。いわゆる災害関連死です。エコノミー症候群を起
こすのは圧倒的に女性が多いそうです。男性の 3 倍にもなるようです。想像ができますね。
トイレ問題というのは水や食べ物よりも我慢が出来ない生理現象です。そして災害関連死につなが
りかねないということで、決して後回しにはできない問題です。
では、いざという時に備えて私たちは何をしておけばよいのでしょう。震災になっても被害が少な
ければ、自宅で籠城というのが一番ですね。籠城するためには蓄えが要ります。食料や水は備えてお
られると思いますが、食べたら出ます。トイレが使えない場合にも、トイレパックを備蓄しておきま
せんか。携帯トイレにはいろいろな種類があります。基本的には便を入れるポリ袋とそれを固める凝
固剤のセットです。簡易トイレがありますが、便器そのものが壊れるということはなかなか起きませ
んので、便器にビニール袋をかぶせて凝固剤を使いながら済ませることでできると思います。この左
側にあるのは、たたむと便器の形になります。吸水ポリマーと凝固剤のセットです。家庭であればこ
れで十分でしょう。これはトイレセットで、ポンチョなどもすっぽりかぶって用を足せます。たいが
いのホームセンターに行けば手に入ります。
トイレ関連の用品や衛生用品ももちろん必要です。これも併せて備蓄することを勧めています。
また、備蓄に関しては、ローリングストック方式を使ってはどうでしょう。
大震災が発生した時にどのように対応すればよいのかというと、例えば、トイレを果たして使ってよ
いのかどうか判断をしなければいけません。トイレが下水道につながっている場合は、目と耳とにお
いで確認してください。マンションなど集合住宅に住んでいる場合は、マンションのルールに従わな
くてはいけません。自分の家のトイレは大丈夫であっても、果たして流してよいのかどうかはマンシ
ョン管理組合などに確認が必要です。そして下水道に流してよいのかどうかは、災害対策本部に確認
してください。
浄化槽を使っている場合です。目と耳で異常がないかどうか確認をして、異常がある場合は業者に
点検依頼をして下さい。しかし業者も震災時は即対応できないでしょうから、やはりトイレパックな
どは用意しておくことが必要です。
トイレパックの使い方については資料を参考にしてください。段ボールトイレというのもありま
す。作り方はこのようになります。ネットに作り方がありますし、キットなども売っています。
そのほか、水洗トイレが使えなくなると不衛生になります。こういった時にこそ、いつも以上にし
っかり手洗いや消毒をすることが必要だと思います。
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今回の報告の資料を作るために一番参考にしたのは徳島県のトイレ対策です。全国で一番、しかも
県全体が一体となって取り組んでいる所だと思います。徳島県の人口は約 75 万人、どちらかという
と田舎です。一方、横浜市は 374 万人、下水道完備です。ここに未曾有の災害が起きた時、本当にど
のように対応できるのでしょうか。こういう活動に携わっている一人として、大きな疑問を抱いてい
ます。
いざという時は、まず自助、そして共助、最近は近助というのも言われています。自分の身は自分
で守る。家族も守る、その上で、トイレ問題もおろそかにしないでください。
■質問
（港北区大川さん）トイレ問題で紙は？
（緑区満井さん）そうです。ですのでトイレットペーパーなどの備蓄もしてください。
（青葉区小池）家庭でトイレの対策をしておきましょうという報告だと思います。前半の拠点でのト
イレについてですが、横浜市では現在はまっこトイレを設置し始めています。また拠点の学校のトイ
レをパックなどを使って対応しようとしていると思います。どこかでそういったことも説明を入れて
もらった方が良いかと思います。拠点ではこういう風に横浜市では対応を始めていますが、家庭では
こういう風に対応して欲しいという説明ではどうでしょう。
（緑区満井さん）配布資料で横浜市の取り組みを紹介しています。去年 5 月時点でのハマッコトイレ
の設置状況8を書いてあります。
（青葉区渡辺さん）災害発生した時に自宅のトイレが使えるかどうかの判断は難しいことですね。排
水管に関しては、個人の範囲と行政の範囲とがあって難しいです。個人のところが破損しているとか
はどうしたらわかりますか？
（緑区満井さん）においだとか分かる方法はあると思います。
（青葉区渡辺さん）この問題は結構難しいので一緒に研究しましょう。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
（緑区中島さん）横浜市民防災憲章をもっと市民が知ることが大切で、機会があるごとに唱和しては
どうだろうか・・
（青葉区小池）この市民防災憲章は誇りに思って、防災に取り組んで欲しい。市民防災憲章ができた
ことを案外みなさん知らない。防災マップに憲章を書き込んでいる区もあります。18 区の防災マップ
がそれぞれ違っていて、違っていて良い所もありますが、違って困ることの方が多いと思います。横
浜市として一つしっかりとした（基準になる）ものがあって、それに区対応を入れて作成することが
重要だと思います。マップの表示の違いや大きさ、拠点の表現の違いなど様々違いがあります。
（緑区池田さん）横浜市の憲章としては、公助のことが一切書かれていません。行政といっしょに取
り組みましょうとして書いて欲しい。各区のハザードマップもバラバラです。鶴見川のハザードは国
交省が作っていますが、これは同じ基準で作られています。神戸市では市役所に全部の区のハザード
マップが置いてあります。横浜では 18 区集めようとすると 18 区回らないと集まりません。また言
葉としても防災拠点というのは横浜だけのものです。わざと違う言葉を教えているのですね。英語に
訳したらどうなるのですか・といった問題を含んでいます。気が付いて考えることが必要です。
（都筑区山岸さん）青葉区の防災マップの中で、防災拠点一覧に一つだけ都筑区の小学校の名前が入
っています。この小学校の 8 割近くの子どもたちは青葉区です。ですのでここにはいるのです。こう
いうふうに区境の問題はいつもあって、4 区すべてに区境があるのでどの区にも当てはまることで
下水直結式仮設トイレ https://www.cit/./okohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kank/o/kasengesuido/gesuido/bousai/sinsaitoire.html に
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す。この間小学校へいったのですが、区が違うと扱いが全く違います。
（緑区池田さん）緑区は隣接区が一番多く、町田市にも接しています。昔、市長にハザードマップの
区の周りが真っ白になっているのはおかしいと話したことがあります。小中学校だけが避難所になっ
ているのは横浜だけのことで東京でも神戸でも、高校も大学も民間の施設もあります。見直しが必要
です。
（港北区大川さん）都筑区で行われた交流会ではこのマップの話が出ました。課題として取り掛かろ
うという話もありました。
（都筑区福富さん）4 区での集まりの意
義があります。都筑区の時に地図の専門
家がおられたので全区のマップを集め近
隣のマップの紹介がありました。その時
に訴えたのが都筑区の防災生活マップに
ついてでした。他の区では、防災マップ
と生活マップが分かれています。その後
都筑区でも別のものが出来ました。4 区
の交流会を通じて、都筑区は必要とする
マップをゲットできました。

まちづく

りという大きな側面から見ると、北部 4 区は、いつ横浜市に編集されてしまったのかというと 1939
年です。それから 80 年経っています。4 区が出来たのが 25 年前です。緑区は 50 年前。今年こそ
交流会として意義があります。4 区でまちづくり、エリアとは何なのかなどを考えていきたいもので
す。共通の課題を見つけながら進めていけたらと思います。

横浜北部まちづくり交流会
次回の世話人区を
2019 担当の緑区から
青葉区へ
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引き継がれました。

