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第１章	 

 
平成 24年度 

協働復興模擬訓練・継続活動 
 
 
1-1	 平成 22年度 協働復興模擬訓練の概要 
1-2	 平成 23年度 協働復興模擬訓練・継続活動	  

	 	  の概要 
1-3	 平成 24年度 協働復興模擬訓練・継続活動 

	 	  の目的と活動内容 
1-4  対象地区の選定と参加メンバー 
1-5	 被害想定 
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第１章	 平成 24 年度	 協働復興模擬訓練・継続活動	 
 

1-1	 平成 22 年度	 協働復興模擬訓練の概要	 
	 東京都では、首都圏を襲う大震災を想定し、震災の被害とその後の混乱を最小限に抑

えることを目的に、平成	 7	 年の阪神淡路大震災を教訓に、事前復興対策に取り組んで

います。	 

	 協働復興模擬訓練とは、「東京都震災復興マニュアルの復興プロセス編」の中で位置

づけられているように、実際にまちが被災したことを想定して、「いかに被災した地域

を復興していくか」という復興まちづくりの過程を、擬似的な体験を通じて考えていく

というものです。	 

	 新宿区では平成 18 年度から協働復興模擬訓練に取り組み、戸塚地区で 5地区目となっ

ています。	 

	 

協働復興模擬訓練実施地区 
	 

平成 22 年度の戸塚地区協働復興模擬訓練では、復興まちづくりの流れを模擬的に体験

する全５回の訓練を行いました。	 

 
・全５回の訓練内容 
第１回	 まちあるき・ガリバーマップづくり	 

第２回	 阪神淡路大震災、野田北部の復興まちづくりに学ぶ	 

第３回	 復興体験めくりめくりゲーム	 

第４回	 復興アイデア旗差しゲーム	 

第５回	 成果報告会	 
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1-2 平成 23 年度	 協働復興模擬訓練・継続活動の概要	 
	 平成 22 年度の協働復興模擬訓練成果報告会では、模擬訓練の成果を活かし、地域協

働で事前復興まちづくりを具体的に推進していくためには、継続的な活動が必要とされ

ました。そこで、幹事会からの強い要望もあり、平成 22 年度と同様に新宿区、早稲田

大学、住民の協働のもと、平成 23 年度の「戸塚地区協働復興模擬訓練・継続活動」が

実施されました。	 

	 

	 そして、平成 22 年度の訓練幹事を中心に強い要望のあった『①防災マップ作り』と
『②復興模擬訓練の発展的な取組み（復興デザインワークショップ）』の二つを柱とし

たプログラムを実施しました。 
	 

①町会単位での防災マップ作り 
…平成２２年度の活動のまちあるきをもとに、町会等地域組織ごとに実際にまちを歩き、

防災マップづくりに取り組みました。自分の町を見直すことで、町会等地域組織（地域

住民）の主体的な活動として、防災まちづくりについて考えるきっかけづくりを行いま

した。 
	 

②復興デザインワークショップ 
…震災後の復興について平成 22 年度の活動では仮想体験して行いましたが、模型など
を使いました。復興まちづくりの具体的な検討を通じて、事前復興まちづくりの重要性

の理解を深めました。 
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1-3 平成 24 年度	 協働復興模擬訓練・継続活動の目的と活動内容	 
	 戸塚地区では、平成 22 年度及び 23 年度の 2カ年にわたり、協働復興模擬訓練が行わ

れています。平成 24 年度の戸塚地区協働復興模擬訓練は、主に以下の事項を目的に実

施しました。	 

	 

・住民と区職員の協働による復興まちづくりを体験すること	 

・復興まちづくり計画作成における課題を議論すること	 

・事前復興まちづくりを展開していくために、これまで協働復興模擬訓練に取り組ん

できた地区と意見交換を行うこと	 

	 

	 「戸塚地区協働復興模擬訓練・継続活動」を実施するにあたり、具体的に平成 23 年

度の協働復興模擬訓練の反省点と課題として以下の２点が上げられます。	 

	 

1.復興まちづくりに向けた体制づくり	 
①無理のない継続可能な組織体制を構築する必要性	 

	 戸塚地区町会連合会・戸塚地区協議会の中心メンバーで幹事会は構成されてきまし

た。これからも、戸塚地区町会連合会と戸塚地区協議会がお互いに連携しながら、情

報交換等を行っていく必要があります。	 

②復興時の行政との連携体制を事前に協議する必要性	 

	 戸塚地区では行政と地域が協働して事前復興まちづくりに取り組んできました。ま

た、模擬訓練での体験から、いざ災害が起きた時に、地域と行政が共に復興計画の協

議をする難しさが分かりました。そこで、事前から復興まちづくりの連携体制を協議

しておく必要があります。	 

2.事前に復興計画を考える	 
①スムーズな復興を行うために復興のイメージ像となる「まちづくり構想」を検討の

する必要性	 

	 「模型を使った復興まちづくり体験ゲーム」では地域の復興のイメージ像を検討し

ましたが、実際に震災が起こった場合は、落ち着いて協議することができません。よ

りスムーズな復興を可能にするために、これまでに出てきた意見を基に、より具体的

な内容となる「まちづくり構想」を検討していく必要があります。	 

 
	 平成 23年度までの継続活動を受けて、住民と行政が協働した事前復興まちづ
くりの体制を構築する必要性が出て来ました。そこで、新宿区人材育成研修「政

策法務じんざい塾」と連携し、区職員（以下、じんざい塾職員）と戸塚地区住

民（以下、住民）が協働した復興まちづくり計画を作成することで、復興まち

づくりをどのように組み立てていくか協議することになりました。こうしたこ

とを背景に、本年度は「5回のワークショップ」と「これまで協働復興模擬訓練
に取り組んできた地区を交えた意見交換会」を実施しました。 
	 

（参考：じんざい塾とは）	 
新宿区特有の区職員研修の１つであり、区民の視点に立ち自治の実現に努める職員の育

成を目的に行うものである。	 

 
本活動の概要を次表に記します。 
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	 	 	 	 	 戸塚地区協働復興模擬訓練・継続活動の全体プログラム 
ワークショップ名 日時／会場／参加人数 概要 

第 1回 
まちあるきマップと

復興イメージづくり	 
【P.7 参照】	 

平成24年7月10日（火）	 
	 	 13 時~17 時	 
於・戸塚地域センター 

B1階 集会室 1 
参加住民：21名  

①まちが被災したと想定して住民とじん

ざい塾職員がまちあるきを行う	 

②マップに被害状況などを書き込む	 

③被害状況に合わせて、復興対象地区の	 

指定を行う	 

第 2回 
復興まちづくり旗差

し	 
【P.12 参照】 

平成 24年 7月 27日（金） 
13時 ~15時 

於・戸塚地域センター 
B1階 集会室 1 
参加住民：13名 

①高田馬場 3 丁目・4 丁目地区が甚大な被

害が出たと仮定して、住民が希望する復興

まちづくり計画（案）を作成する	 

第 3回 
復興まちづくり計画

の模擬協議ワークシ

ョップ	 	 その１	 
【P.17 参照】	 

平成 24年 9月 5日 
13時 ~ 17時 
於・早稲田大学 
都市地域研究所 
参加住民：15人 

①じんざい塾職員が作成した復興計画の

発表を行う 
②住民が作成した復興計画の発表を行う 
 

第４回 
復興まちづくり計画

の模擬協議ワークシ

ョップ	 	 その２	 
【P.22 参照】	 

平成 24年 9月 26日 
13時 ~ 17時 
於・早稲田大学 
都市地域研究所 
参加住民：9人 

①じんざい塾職員が作成した復興計画の

発表を行う 
②役割分担などについて議論する 
 

第 5回 
区長プレゼン	 
【P.33 参照】	 

平成 24年 10月 24日 
9時 ~ 12時 

於・新宿区第一分庁舎 7階
研修室 B 

参加住民：9人 

①じんざい塾職員が作成した復興計画の

発表を行う 
②意見交換を行う 

第 6回 
模擬訓練開催地区に

よる合同検討会	 
【P.58 参照】 

平成 25年 3月 6日 
15時半 ~ 17時 

於・戸塚地域センター 
B1階 集会室 1 
参加住民： 24人 

①これまで協働復興模擬訓練に取り組ん

できた地区における模擬訓練以降の活動

紹介 
②意見交換 
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1-4	 対象地区の選定と参加メンバー	 
 平成 22 年度・平成 23 年度の模擬訓練を通して、戸塚地区において最も木造密集市街
地である高田馬場 3・4丁目地区を対象に平成 24 年度の継続活動を実施することになり

ました。	 

	 また、じんざい塾職員と協働した復興計画づくりを作成するにあたり、対象地区内に

立地する町会・自治会にも参加を呼びかけました。（高田馬場三丁目宮田会、高田馬場

親栄会、高田馬場三丁目光和会、高田馬場三丁目北町会、高田馬場南親睦会、高田馬場

三丁目戸三親和会、戸塚四丁目南町会、高田馬場西商店街振興組合、都営百人町四丁目

アパート連絡会）	 

	 

1-5	 被害想定	 
	 平成 22 年度戸塚地区協働復興模擬訓練時に作成された被害想定を基に作成しました。	 

	 

	 
【平成２２年に行った被害想定の前提条件】	 

マグニチュード７.３（区部直下の地震で想定される最大規模）	 

震度６強（区部直下でマグニチュード７.３クラスの地震が起きた場に新宿区北東部で

予想される震度）	 

冬の夕刻（想定される炎上出火の件数が最多となる条件）	 

北北西の風（冬で一番多い風向き）	 

風速３メートル（冬の平均風速）	 
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第２章	 

	 

まちあるき・ガリバーマップと	 

復興イメージづくりワークショップ	 
	 

平成 24 年 7 月 10 日 13 時~17 時	 

参加住民	 21 名	 

場所：戸塚地域センター	 

	 

2-1  ワークショップの目的 
2-2	 ワークショップの進め方 
2-3	 ワークショップの結果 
2-4	 第 2章のまとめ 
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第２章	 まちあるき・ガリバーマップと復興イメージづ

くりワークショップ	 
	 本章では、第１回「まちあるき・ガリバーマップと復興イメージワークショ

ップ」の内容と結果を示します。	 

	 2-1	 ワークショップの目的	 
	 平成 24年度の継続活動は、住民とじんざい塾職員が協働した復興まちづくり
計画を作成することが目的です。そこで、第 1 回として「まちあるき・ガリバ
ーマップと復興イメージづくりワークショップ」が実施しました。ワークショ

ップの目的は以下３点です。 
 
１)震災直後に、戸塚地区で考えられる課題と資源を確認すること	 

２)震災後、復興まちづくりにおける課題や資源を確認すること	 

３)復興のイメージを検討すること	 

	 

	 

2-2	 ワークショップの進め方	 
	 ワークショップは、以下の復興プロセスを基に「まちあるき・ガリバーマッ

プづくり」と「復興イメージづくり」の 2部から構成されました。	 

※ガリバーマップづくり：地域の大きな地図の上に、参加者が自分の知って

いる「まちの知識や情報」を書き込むことで、参加者各々が「まちの知識や情

報」を共有し、多様な視点から一緒にまちを考え、まちを再発見するためのま

ちづくりの方法	 
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2-2-1	 まちあるき・ガリバーマップづくり	 
	 １）まちあるき	 	 	 	 	 	  
	 まちあるきは、対象地区が震災により被災したと仮定した上で、以下のルー

トを基本に 3班に分かれ、まちの被害を確認しました。 

 
	  
	 ２）ガリバーマップづくり 
	 戸塚地域センターに戻った後、復興まちづくりにおける課題と資源を大きな

地図（1/500）に書き込みました。 

	 2-2-2	 復興イメージづくり	 
	 住民と区職員を高田馬場３丁目と高田馬場４丁目を検討する２班に分け、被

害想定やまち歩きの成果を踏まえ、被害の度合いから第一次建築制限（建築基

準法第 84条）の区域を指定しました。その後、都市復興基本方針を踏まえ、復
興対象地区（重点復興地区、復興促進地区、復興誘導地区、一般地区）がどの

ように復興するか議論を行いつつ、指定を行いました。 
 

 
野田北部の事例 
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まちあるきの様子	 その１	 まちあるきの様子	 その２	 

	 

	 

	 

	 
ガリバーマップづくり	 その１	 

	 

ガリバーマップづくり	 その２	 

	 	 	 	 	 	 復興イメージづくり	 その１	 復興イメージづくり	 その２	 
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2-3	 ワークショップの結果	 
	 住民と区職員の協議の結果、対象地区全体を第一次建築制限に指定しました。

復興対象地区の中で、重点復興地区・復興促進地区・復興誘導地区を含めた地

区を指定しました。	 

	 

	 

作成された図面	 
	 

	 

2-4	 第 2 章のまとめ	 
	 住民と区職員が共にまちあるき・ガリバーマップづくりによりまちの課題を

共有し、復興イメージづくりにより協議を行うことで、まちの実態に則した復

興計画づくりのたたき台を作成できました。
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第３章	 

 
復興まちづくり旗差し 
ワークショップ 

 
平成 24 年 7 月 26 日 13 時~15 時	 

参加住民 13 名	 

場所：戸塚地域センター	 

 
3-1  ワークショップの目的 
3-2 ワークショップの進め方 
3-3 ワークショップの結果 
3-4 第 3章のまとめ 
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第３章	 復興まちづくり旗差しワークショップ	 

3-1	 ワークショップの目的	 
	 前回のワークショップ「まちあるき・ガリバーマップと復興イメージづくり」を踏ま

えて、住民主体の復興計画を進めていったと仮定して、区へ提言するための復興まちづ

くり計画（案）を作成することで、復興まちづくりの課題への解決方法を検討しました。	 	 

 

3-2	 ワークショップの進め方	 
	 高田馬場３丁目地区と高田馬場４丁目地区の２班に分かれ、条件を提示した上で、復

興アイデア旗を用い、復興計画を検討しました。	 

 
１）条件	 

	 本ワークショップは、高田馬場３丁目・４丁目地区が震災により甚大な被害が

出たと仮定して行われました。	 

	 被害の甚大な地域は被災市街地復興推進地区に指定され、都市計画事業を主軸

にした復興まちづくりが行われます。一方、復興推進地区に指定されなかった地

区では住民が主体として復興まちづくりを進めていかなければなりません。そこ

で、以下の条件を定めました。	 

	 

① 震度6強の首都直下地震が発生し、火災と倒壊によって甚大な被害が出ました。	 
（高田馬場 3丁目・4丁目地区では焼失約 1000 棟、全壊約 150 棟という被害です)	 

↓	 

②震災から２ヶ月が経ったと仮定します。地域の方々はそれぞれの避難先で避難

生活を送っています。生活に落ち着きが出て来て、それぞれがまちの復興につい

て考え始めています。	 

↓	 

③震災前からまちづくり活動を行っていた方を中心に復興まちづくり協議会を設

立しました。	 

↓	 

④復興まちづくり計画を考えることになりました。	 
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２）復興アイデア旗	 

	 平成22年度	 第4回訓練「復興アイデア旗差しゲーム」と同様に、復興のアイデ

アが記載された旗を、1/500の地図の上に挿して復興計画を作成しました。	 

	 

	 

復興アイデア旗（参考）	 
	 

	 	 	 	 	 	 	 	 
議論の様子（高田馬場３丁目地区）	 	 

	 	 	 

商業復興 
・仮設復興商店街による商店街の早期復興 
・日常の買い物が便利な商店街づくり 
・徒歩圏内に商業施設を設ける 

インフラ整備 
・コミュニティ道路 
・道の拡幅 
・電柱の地中化 
・行き止まり道路の解消（道路の新設） 
・緑のネットワーク 
・川沿いの遊歩道の整備 
・親水空間の整備 
・橋梁の整備 

拠点整備 
・仮設のトイレ、ゴミ集積所の設置   
・ボランティア拠点 
・復興サポーターとの協力 
・防災拠点の整備 
・防災小広場、広場の整備 
・レクリエーション施設 

住宅整備 
・老朽住宅の除却、建替え 
・仮設住宅供給の強化 
・既存の建物を利用する 
・建物の耐震化 
・ルールに基づいた協調建て替え 
・近所の皆さんと一緒に共同建替え 
・多世代居住が可能な集合住宅 
・介護サービスを併設した福祉マンション 
・エレベーターのある高齢者住宅 
・高層マンション 
・コミュニティ住宅への転居 
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3-3	 ワークショップの結果	 
	 高田馬場３丁目地区と高田馬場４丁目地区それぞれで復興計画が議論され、お互いに

発表を行うことで、全体で計画を共有しました。	 

	 以下に、計画の詳細を示します。	 

	 

	 	 	 
復興計画（高田馬場３丁目地区）	 

	 

●骨格について	 

１戸三小通りの整備	 

イメージ：歩車分離を行った生活道路。戸三小学校の前の部分を一部整形する。道路拡

幅を行う場合は、歩道の幅を広げ、現状の道幅の場合は手摺を設ける。	 

２南北道路の整備	 

イメージ：緑が溢れるコミュニティ道路。戸三小通りと同様に歩行者優先での整備。高

田馬場四丁目の行き止まり道路を解消することで、避難場所まで繋がる計画とする。	 

３都市計画道路の整備	 

イメージ：都市計画道路が整備される場合は、地域の分断を避けるため、20m 道路では

なく 8m 道路など広い道路にはしない。また、建物の高さ制限（10F）を行う。	 

４神田川沿いの遊歩道の整備	 

イメージ：神田川沿いで唯一途切れている遊歩道をつなげる整備を行う。サイクリング

ロードや親水空間を併せて整備する。	 

●ゾーンについて	 

１防災拠点・災害復興公営住宅ゾーン	 

イメージ：宮田橋公園の拡張と、既存施設をボランティアなどの復興拠点としながら、

緑溢れる地域の防災拠点へと整備していく。防災上危険な箇所を改善しながら、被災者

が住み続けるために復興公営住宅や、受け入れ先となるコミュニティ住宅を整備する。	 
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２早稲田通りと一体となった斜面住宅ゾーン	 

イメージ：崖と木造密集市街地を改善するために、斜面住宅を建設する。また、事業性

を高めるため、表通りと一体的な整備を行い、防災拠点ゾーンとの緑の連続性を意識し

た計画とする。開発を行う際には、地域住民も利用できる階段を設ける。	 

３福祉を拠点とした住宅ゾーン	 

イメージ：既存の道路骨格を活かし、車は入らないが 4m 道路を確保する。また、コー

ポラス・戸塚公園・保育園・シニア活動館を拠点とし、福祉施設を併設した福祉マンシ

ョンを整備することで、高齢者も暮らしやすいゾーンとする。	 

４神田川と一体となった住宅ゾーン	 

イメージ：ルールに基づいた自力再建を主とするが、多世代が共に暮らすことができる

集合住宅を整備することで、魅力ある住宅地に整備する。	 

５大学と連携した駅前商店街づくりゾーン	 

イメージ：商店街が主体となったまちづくりが基本となる。さらに復興を契機に東京富

士大学と共にまちづくりが行えるようにする。神田川沿いは遊歩道が整備されるため、

オープンカフェができるなど新しい商店街づくりが可能となる。また、戸三小通りに繋

がる箇所が階段であるため、スロープ化して、回遊性を高める必要がある。	 

６都市計画道路ゾーン	 

イメージ：どのような都市計画道路が通るかがわからないため、イメージが沸かない。	 

７道路と（防災）拠点整備ゾーン	 

イメージ：道路を最低４mに整備し、一部新設する。区の建物を震災後、防災拠点とし

て整備する。大きな借地があるところに、復興公営住宅を建設する。	 

	 

	 

	 

	 

3-4	 第 3 章のまとめ	 
	 高田馬場３・４丁目地区の甚大な被害に対して、復興アイデア旗差しを用いて住民に

より、既存の街並み・骨格を活かした計画で、住人が安心して暮らし続けられるように

考えられた復興計画（案）が作成されました。被災前の木造密集市街地や崖、細街路・

袋小路を復興時には改善されるように計画が協議されました。また、神田川や都市計画

道路のように停止している計画を、復興を契機に整備を行う提案もされました。

＜防災拠点＞ 
・新しくできるリサイクルセンター、区住宅・

コーシャハイムを防災拠点にする 
・災害時にシチズンを開放する 
・避難所の新設 
・（西戸山第二中学校跡地の一部を）公園とし

て開放 
＜建物＞ 
・建物の耐震化 
・耐火住宅 
 

＜道路整備＞ 
・行き止まりの解消 
・抜け道協定 
・電柱の地中化 
・スロープの立橋を諏訪通りに 
・道路の新設よりも既存を広げる 
＜その他＞ 
・住んでいる人と情報を共有する 
・地主の把握 
・参加できる場づくり 

「７道路と（防災）拠点整備ゾーン」の具体的な提案 
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第４章	 

 
復興まちづくり計画の模擬協議 

ワークショップ１ 
 

平成 24 年 9 月 5 日 13 時~17 時	 

参加住民 15 名	 

場所：早稲田大学	 都市地域研究所	 

 
4-1  ワークショップの目的 
4-2  ワークショップの進め方 
4-3	 ワークショップの結果 
4-4	 第 4章のまとめ 
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第４章	 復興まちづくり計画の模擬協議ワークショップ 1	 

4-1	 ワークショップの目的	 
	 首都直下地震6ヶ月後という前提のもと、住民とじんざい塾職員が協働した復興計画

を作成するプロセスを体験することで、復興まちづくりの課題を共有することを目的と

します。	 

 

4-2	 ワークショップの進め方	 
	 じんざい塾職員によって作成された復興計画の発表を聞いた後、住民案として前回の

ワークショップで作成した復興計画を発表しました。お互いに意見交換を行いながら、

じんざい塾職員が住民の意見を反映した復興計画へと修正しました。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 
じんざい塾職員による発表の様子	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 
住民による発表の様子	 	 
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じんざい塾職員による復興計画の修正の様子	 

	 	 	 

4-3	 ワークショップの結果	 
	 	 じんざい塾職員が作成した復興計画に対して、住民から各提案への意見が述べられ

ました。以下に、復興計画案と意見の抜粋を示します。	 

	 

１班：既存の骨格を活かした復興計画	 

	 	 
復興計画（1班）	 
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２班：再開発・土地区画整理を中心とした復興計画	 

	 	 
復興計画（2班）	 

３班：道路整備を中心とした復興計画	 

	 	 
復興計画（3班）	 
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【住民意見の抜粋】	 

●1班	 

・容積率を上げることによって、今まで住んでいた人が重層的に住むことができる。	 

・都市計画道路の整備は地震が来なければできない。現在は小滝橋で止まっている。	 

・都市計画道路周辺の住宅はほとんど燃えていて、復興の際にどう考えるかが大切。	 

	 

●2班	 

・魅力的な提案。１班はなるべく既存のまちを重視して、まちづくりをすると言ってい

たが、2班のような考えもあると思う。個人的には将来を考えると、２班のアイデアが

いい。私が生きている間は、今の雰囲気を残したままがいい。	 

・道路を通すとか、再開発とか、地震のあとに基盤整備をするのは非常に重要。	 

・復興の前後で住む人が異なることを想定して考えなければならない。	 

・４丁目は中層だらけで、３丁目は高層が多いが、どう考えているか。	 

・３丁目は崖が多く、上と下でコミュニティの分断がある。復興にあたっては、崖下に

は公園をやって、上下をつなぐとか、エレベーターを設けるとか。コミュニティを構築

できる場所だといい。	 

・区画整理をすると、土地が減る。譲り合ってやらないといけないため、なかなか難し

い。それから戸建てで再建するとなると、１０％ぐらい土地が少なくなると考えなくて

はいけない。	 

	 

●3班	 

・右下の道路は、焼失が少ないエリアも含まれているが、どういう風に考えているのか。

神田川沿いは地盤が弱いから、杭を打つ高層な建物を作ったらいいのでは。道路整備は

買収を考えているが、本当に大丈夫なのか。	 

・緑道にしていくのはいいが、管理が大変。	 

・行き止まり道路を全て改善している点がいい。	 

・せっかくなので、交差点の歩道部分を全部広場にしたらいいのではないか。至るとこ

ろにそういう計画が入ると嬉しい。	 

	 

4-4	 第４章のまとめ	 
	 	 各班の復興計画で重要視する点が異なることで、住民とじんざい塾職員の間で、被

害の度合いによって街並みを活かした計画にすべきか、全く新しい街へと開発していく

べきかなど活発な意見交換が行われ、復興まちづくりの課題が共有された。	 
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第 5 章	 

 
復興まちづくり計画の模擬協議 

ワークショップ 2 
 

平成 24 年 9 月 26 日 13 時~17 時	 

参加住民 9人	 

場所：早稲田大学	 都市地域研究所	 

 
5-1  ワークショップの目的 

5-2	 ワークショップの進め方 

5-3	 ワークショップの結果 

5-4	 第 5章のまとめ 
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第 5 章	 復興まちづくり計画の模擬協議ワークショップ 2	 

5-1	 	 ワークショップの目的	 

	 前回のワークショップを踏まえて、じんざい塾職員がとりまとめた復興計画素案の説

明を聞き、震災前に取組むことやマニュアルについて話し合うことを目的とします。ま

た、計画案のまとめ方（複数案の提示など）、また法的も含め計画担保の仕方などを検

討することを目的とします。	 

	 

5-2	 ワークショップの進め方	 

	 じんざい塾職員から、復興計画の概要を発表された後、各班に分かれてから、以下の

フェーズに沿って議論を行いました。	 

●フェーズ１：担い手の役割分担を考える	 	 

	 計画案であがったプロジェクト毎に、町会・協議会／新宿区／国・東京都／その他の

４主体のそれぞれの役割を模造紙の表に整理する。（誰が主体として行い、他の主体に

よる協力体制も） 
（プロジェクトの例）	 

・ インフラ、ライフラインの復旧（電気／水道／道路／公共サービスなど）	 

・ 時限的市街地（仮設住宅、仮設商店街など）	 

・ 災害公営住宅	 

・ 都市計画道路	 

・ 復興事業（区画整理、再開発、共同建替えなど）	 

・ 地区計画などのルール	 など	 

●フェーズ２：復興まちづくりのスケジュールを考える	 

	 計画案を実現するための工程表を模造紙にまとめる。それぞれのプロジェクトをいつ

始めて、いつ終了するのか等を矢印で示し、目標年次を記載する。途中で実施すること

なども記載する。 
・ 事業ごとの場所とそれに対応した整備（特に道路や拠点整備）を決め、場所名と整

備名をポストイットに記入し、模造紙に張る	 

・どのタイミングで行うか（優先度）、策定された事業でスムーズに実現できるか 
・誰が行なって、他がどう支援するか（行政でやりきれない場合、誰がその代わりをす

る、あるいは専門家を派遣する仕組みなども含め） 
●フェーズ３：震災前に事前にできることを考える	 

・ 実際に考えられる、まちづくり協議会の体制メンバーについて（町会、地区協議会から選出）	 
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・ 行政の担当課について（世田谷のように都市計画課に復興対策課をつくっておく）	 

・ 模擬訓練でやったことの広報、普及	 

・ 復興計画を策定するためのマニュアルを新宿区版または、地区別版をつくる	 

・ 事前から地区計画などの都市計画や事業のシミュレーションの検討をしておく	 

	 

発表の様子（2班）	 

	 

発表の様子（3班）	 

	 
発表の様子	 
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議論の様子（上：1班、左下：2班、右下：3班）	 
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5-3	 ワークショップの結果	 

【復興計画に対する住民意見の抜粋】	 

●１班	 

・諏訪通りの高低差のところをどうするのか。	 

・南親睦会のところを横に通っている道路をつくるのは厳しいのではないか。その一本

北側の方がいいのでは。また、線路のところは高くなっているため、道路整備は難しい。	 

・都市計画道路を８ｍにするのでは、あまり意味がないのではないか。	 

・白地地区にも被害はあると思うが、そこでの再建はどう考えているか	 

・高層住宅エリアは、なるべく低くしてほしい。	 

・福祉施設のイメージはなんなのか。	 

・住民としては、道路は 1班みたいに、住宅は 3班のように既存のままにしてほしい。	 

・従来の道路をうまく生かしつつ、焼失したところは、高層エリアなどを作っていく。

大胆できれいな話よりも、実現性の高い案を作っていく。基本的な考え方をもう一回整

理して、実現性の高い案を事前に議論していく。	 

	 

	 

復興計画	 
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●２班	 

・模擬訓練などでは、今戸建に住んでいる人は、また戸建を建てたいと言っている。	 

・集合住宅建設のエリアに住んでいた人は、戸建で再建したい場合どうするのか。	 

・1班より、全員の合意が必要なため、かなり時間はかかりそう。	 

・事業費の計算などを出さないと、説得力がない。それが２班のウリではないか。	 

・少なくとも人口が倍にならないと事業は成り立たない。	 

・新しいまちになるが、その中で戸塚らしさはどこにあるのか。	 

・残った建物の上に作るため、合意がとりにくいのではないか。大胆と言っていたが、

大胆すぎるのではないか。	 

・何階を考えているか。事例はあるのか。	 

・区画整理するのに、なぜ道を曲げる必要があるのか。	 

・諏訪通りを作る時に、そのあたりは既に区画整理をやっているのに、また区画整理を

する必要があるか再考するべき。	 

	 

	 

復興計画	 
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●3班	 

・戸三小のグリーンベルトは、栄通りに抜ける方がいいのではないか。	 

・道を広くしてしまうと、車が入ってきて困る。	 

・生活と道路拡幅のバランスをどう考えているか。	 

・買収でみんなやるのか。	 

・グリーンベルトの一番南の東西の道路は、かなり無理があるのではないか。買収では。

あまり被害がないところに道をつくるのは、メリットがないとなかなかむずかしい。	 

・公営住宅はどれくらいはいるのか。	 

・3班の道路も、茶道会館を抜けていて、難しいのではないか。	 

・親睦会のところのグリーンベルト案は、カタイ建物が多くて、難しそう。そこのエリ

アは、1班の案の方が良い。	 

・都市計画道路と、その左側に計画する道路の違いは何か。	 

・無理矢理まっすぐするわけではなく、既存のものを拡幅していくものがあっていい。	 

	 

	 

復興計画	 
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【フェーズのまとめ】	 

	 

担い手の役割分担表（1班）	 

	 

復興まちづくりのスケジュール表（1班）	 
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担い手の役割分担表（2班）	 

復興まちづくりのスケジュール表（2班）	 
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担い手の役割分担表（3班）	 

	 

復興まちづくりのスケジュール表（3班）	 
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5-4	 第 5章のまとめ	 

・フェーズ１において、復興計画を策定するまでに行政と町会と連携した復興まちづく

り協議会の役割分担が議論されました。 
・フェーズ２において、都市計画事業に適応した戦略的な復興まちづくりのプログラム

について議論がされました。 
・フェーズ３において、少しでも震災後円滑な復興を行うために必要な事前への取り組

みについて協議されました。 
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第 6 章	 

 
区長プレゼン 

 
平成 24 年 10 月 24 日 9 時~12 時	 

参加者 9人	 

場所：新宿区第一分庁舎 7階研修室 B	 

 
6-1  区長プレゼンの目的 

6-2	 区長プレゼンの進め方 

6-3	 意見交換 

6-4	 第 6章のまとめ 
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第６章	 区長プレゼン	 

6-1	 区長プレゼンの目的	 

	 住民とじんざい塾職員が協働して作成した復興計画を新宿区長へ発表した上で、戸塚

地区における事前復興まちづくりへの取り組みについて協議することが目的です。	 

	 

6-2	 区長プレゼンの進め方	 

	 1班、2班、3班から復興計画の発表の後に、各班に対して質疑応答を行いました。そ

の後、新宿区	 中山区長・早稲田大学	 佐藤滋講師から総評をいただき、最後に意見交換

を行いました。	 

	 	 

	 	 

	 	 	 

区長プレゼンの様子
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●1 班プレゼン資料	 
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●1 班プレゼン資料	 
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●1 班プレゼン資料	 
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●1 班プレゼン資料	 
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●1 班プレゼン資料	 
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●1 班プレゼン資料	 
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●1 班プレゼン資料	 
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●2 班プレゼン資料	 
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●2 班プレゼン資料	 
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●2 班プレゼン資料	 
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●2 班プレゼン資料	 
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●2 班プレゼン資料	 
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●2 班プレゼン資料	 
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●2 班プレゼン資料	 
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●3 班プレゼン資料	 
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●3 班プレゼン資料	 
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6-3	 意見交換	 

	 

戸塚地区住民	 本多氏	 

	 大変有意義に聞かせて頂いた。地元の人間は大きな視野で考えることができない。だ

から、職員が戸塚に来て、それぞれ考えてもらったのはよかった。３班はものすごい提

案であるが、我々も将来どういう町になるかお互いもっていないと合意形成ができない

と思っている。今住んでいる人間だけでなく、将来住む人のことも考えないと、物事は

進まない。今住んでいる我々が準備していくのが、まず重要となる。	 

	 

戸塚地区住民	 小久保氏	 

	 研修で終わらせないでほしい。新しいまちづくりに繋げられたらなと感じた。今回の

はなしは災害が起こったと想定して考えたが、災害を待つのではなく、新しいまちづく

りとしてどうやって進めていくかと、地元へ行政から協力して実現できたらと思う。1

班から課題を三点整理してくれた。その課題を危機意識として持てば、住民もどういう

風に取り組んでいけば良いかという起点になる。一つの案だけでなく、いくつかの案を

住民の方でも検討させて頂いて、災害が起きる前にできることがいろいろある。３点の

課題で、非常に細い道路をどう逃げやすくするかなど、今からできることがあるのでは

ないか。事前の話し合いに繋げられるように今後していきたい。	 

	 

戸塚地区住民	 古澤氏	 

	 グリーンベルトはいいと思う。1班のガーデンシティ構想もいい。２班は大胆な案だが、

実現性はどうか。ただ、駅前再開発をなんとか実現してもらいたい。アトムススクエア

も良い提案。しかし、中庭型提案は大規模過ぎで、角張った形は日本人にはなじまない

のではないか。	 

	 

戸塚地区住民	 根元氏	 

	 全てが未来志向ですばらしい。これにすぐに取りかかれない災害が来ないように願っ

ている。1班のブルーの木造地域は区の方で働きかけて、できることがあると思う。昭

和２０年代の家が立派に建っている。火災で火が出ないような方に持っていけたらと思

う。	 

	 

戸塚地区住民	 女性	 
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今の戸塚の現状では、避難場所が遠く、近くにないのが問題。アトムススクエアには避

難する場所はあるのだろうか？お手洗いもあるような公園などもつくってもらいたい。

中学校で訓練もあったが、その中には入りきらない。そういう場所も作ってもらいたい。	 

	 

早稲田大学	 阿部講師	 

	 きちっとまとまった提案になっていた。今、気仙沼で復興支援をしているが、そこで

は行政内部で行き詰まって様々な課題が出て来ている。応援職員が来て、議論している

が、地域を知らないため、技術はあるが、生活者の視点がうまく理解できないという問

題がある。かつ、スピードが求められており、合意形成がうまく行かないでいる。	 

３班は戸三小通りを整備する訳ではないと言っていたが、ループ道路にすることの効果

を科学的に検証することができるのであれば、事前に行うことができる。具体例として

は京島で4m未満道路を6mループ道路の整備済みである。しかし、下町の雰囲気がなくな

ってしまったという問題もある。	 

	 1班は、一番まともな提案。良い点は、ガーデンシティ構想で川・住宅・道路を一体的

に計画していること。気仙沼でも、防波堤・住宅・道路はそれぞれセクションが違うた

め、バラバラに検討されている。事前から色々な課に股がって計画をつくる準備をする

ことが重要で、プロジェクトの体制を事前に立ち上げることが重要。また、地域のコミ

ュニティーカフェの提案があったが、まちづくりはハード整備だけでは進まず、復興の

時期も暮らしているので、その方達の福祉の話、生活のサポート等の提案があったこと

は重要。	 

	 2班は、加藤さんもいて一番状況がわかっている。お金の話で、区負担96億円とあった

が、それでも相当な額。かつ、その復興交付金の公営住宅は7/8が国で出て、残りの1/8

は自治体負担。再開発も4/5という割合。ただし、自治体負担が少ないとは言え、国の

負担しているのは国民の税金なので、お金のバランスが重要。気仙沼でも当初全面区画

整理であったが、今その計画は縮小していっている。	 

最後に、各班でこれだけは事前に着手しなければならない点を言ってください。	 

	 

じんざい塾2班	 加藤班長	 

	 復興をするには地域協議会が必要。戸塚には分科会があり、大学と区が支援していく

のが第一歩となる。行政側の支援が不十分なので情報提供を厚くする。また、ミニ区画

整理など小さな事業を先行実施していくことで、まちづくりに親しみを持つことができ

るのではないか。そのような事例を分科会の中で深く学び、実践していくということが

必要。	 
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じんざい塾3班	 平野班長	 

事前にしっかり考えておくことが重要。1点目はまちづくり条例を事前に作っておく。

倒壊を防ぐ等避難対策。応急復旧をどう進めるか。災害の対策訓練をどう進めるか。総

合的な災害に強いまちづくり政策をどう建てるか。ということを盛り込んだ条例をつく

る。	 

2点目は仮設住宅等土地の活用について、震災後土地をどのように活用するかを事前に

住民と協定を結んだり、準備をしたりしておくことが重要。	 

3点目は備蓄を備える。	 

4点目は高齢者方等要援護者へ対応をどうするか。災害弱者の名簿はあるが、それを役

立てるようにしたい。	 

5点目は職員体制。マニュアル当で、自ら身に刻み、徹底しておく。	 

6点目は避難道路の整備等、事前に木造密集地域を考え、直しておくが大切。	 

	 

じんざい塾1班	 佐藤班長	 

	 ハードの面として、崖と木造地域と細街路・行き止まりが地域の課題として取り上げ

た。拡幅できる道路を拡幅する。避難場所を整備するなどは事前にできること。	 

組織的なこととして、復興する際に実際どこが担当部署になるのかと意見が出て来た。

やる部署は別々で、横断的な組織が必要ではないか。できない場合は、庁内横断的なPT

を立ち上げるといった組織について、今から考えることができるのではないか。	 

	 

新宿区	 中山区長	 

	 避難場所がどこにあるか。被災後作り上げるまちは逃げなくて済む町になるという提

案だった。	 

	 今回の被害想定については異論もある。しかし、今回の提案は震災という悲劇に対し

て、新しいまちづくりの機会として、考えたのだと思う。ただ、震災対策を現実に担っ

ている者として、命を落とさないようにすること。事前復興模擬訓練は8年前から各地

域で行って来て、今回戸塚で職員が入って行った。この取り組みの中で、区として現実

的に取り組んでいることは56年以前の耐震性が弱い建物に対して、可能な限り耐震化を

してもらうようにしている。区の耐震化率は89̃87%まで上がっている。しかし、残りの

10数%が問題。倒壊しなければ死なない、かつ火が出にくいため活動している。木造密

集地域では、建築基準法に違反している違法建築物（道路に突出・無接道）に対しても

今年度7月から踏み込んで、一定の条件を加えて（火器を使用する部屋は耐火性にする・

建替える際は適法な物にする）、通常の1/2助成を行っている。まず、耐震化して命を
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守り、燃えないようにする。そうすることで、財産を守り、他に迷惑をかけないように

してください。個々人の財産を守るのに、税金投入しているが、地域を守るという意味

で、その意味がある。始まりである平成16年は笛を吹けどもという状況だったが、昨年

の3.11をきっかけに申請が多くなった。東京都が緊急道路になる沿道建物に対して、耐

震診断を義務づけ、助成金も出している。区として、行っていることに加え、四谷若葉

では共同化を行っている。一部からは新宿区の耐震化は共同化を妨げるのではという意

見があった。共同化（まちづくり）を進めていくことは重要だが、なかなか進まない部

分もあるため、できることからという視点で耐震化を進め、両面で行っていく必要があ

る。職員の体制が載っている地域防災計画と復興の条例を持っている。職員だけでなく、

地域の皆さんも当事者になってもらって、改善に向かって動ければ良い。	 

2班の再開発は、お金に触れたことはいいが、戸塚だけで96億ということを考えなけれ

ばならない。	 

	 

【総評】	 

早稲田大学	 佐藤滋講師	 

じんざい塾の取り組みは地域が主体となって、行政・大学と一緒に事前に震災への取り

組みをする。計画を実現するには、行政として足かせになっていることがあるので、洗

い出し、次のステップにいく。まちあるきだけでなく、二度も住民とやり取りし、まと

めてきた。しかし、現在の行政組織で実現していくのは非常に大変。今回の班は福祉教

育などいろいろな人が入る意味が理解され、地元も福祉の視点等を取り入れるやり方の

必要性も理解していた。実際に計画を作ろうとしたとき、横に繋がる組織が機能するか。	 

東日本は全く機能していない。通産省経由、国交省経由等バラバラで実行している。高

台移転・道路計画等全て異なっている実態がある。いまから訓練をして、こういうこと

を行政の中でどういう風に日常化していくか。地域主権といっているが、予算は国が持

っていて地元でやれない。本当に地域主権を進めるには、横で繋がる組織を作っていく

ことを日常化していく。例えば、戸塚を担当してやる復興チームをつくるなどをすれば、

事前にやることができる。区の場合は都との関係が難しい。地域協働復興は恐らく都は

区がやりなさいというだろう。しかし、予算はないという。想定プランもできていない。

事前復興は地域の方で色々やっているが、行政の中でやっていかないと行けないことが

多くある。しかし、その準備ができていない。事前復興も国でも事前の計画をつくるな

ど使うようになっている。しかし、計画づくりだけでなく、計画を実現していくかとい

うプロセスを検討して、マニュアルにかいてあれば、被害の度合いに合わせてやり方を
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変える等準備をしておかないと混乱してしまう。計画づくりをやって、その意味・意義

がわかったので、それを突破していかなければならない。	 

新宿は微妙な位置にある。墨田は地元対応のみ、中野も面的。新宿は面的には考えにく

いため、すぐに動くことがやりやすい。さまざまな業務地区を受け持っている。区とし

て様々なものを抱えていて、新宿区が東京とのモデルになる気構えで行っていく必要が

ある。地元の体制もあるし、早稲田だけでなく工学院や医療系も区には揃っている。	 

今回はじんざい塾でおこなったが、これを基にして次に行うことを考えていかないとい

けない。法務の問題も含めて、やっていく。本当の意味の自治を行うこととなる。一つ

のチャンスと捉えてほしい。	 

	 地域も地域毎の連携がなかなか取れない問題がある。連携して、意思統一をしなけれ

ば、	 調整ができず、行政が決めた計画をしなければならなくなる。地区の中の自治だ

けでなく、横のつながりの中で考える習慣を付け、常に想定をして、組織的な連絡協議

をしていく。新宿区は町連と地区協議会はすばらしい組織。連絡会のようなものを立ち

上げて、平常的なものにして、万が一に備えておく。そうしなければ、利害対立になっ

てしまう。区で事前のモデルとなって欲しい。	 

	 

戸塚地区住民	 本多氏	 

	 本音の話。戸塚地区協議会として、協議会活動というのは区長の壮大な実験ではない

か。その実験に我々は取り込まれて、毎日苦労しているという被害意識をもっている。	 

実験の話は置いておいて、聞いて重要だと思うのは、普段からの取り組みしかない。我々

の力でできる範囲というのは限定されている。しかし、我々は地域のこういう事態の合

意形成を図るために、普段からどういう活動をしたらいいか、どういう仕掛けを作れば

良いか、ということを普段からやっていかないと良い計画がでてきても、実行に移すこ

とができない。合意形成は大変。絆は重要だが、一朝一夕でできる物ではない。それを

作りには、普段からつくっていくしかないという風に意を強くしています。	 

	 

新宿区	 中山区長	 

	 佐藤先生は国がいかに縦割りで進まないと言ったが、日常も同じ。どこから変えてい

くかというと現場である基礎自治体からしかできない。	 

新宿区はどうしているか。自治法条の基本計画と都市マスタープランなどそれぞれ作ら

なければならなかったが、新宿区の総合計画は自治法条の基本計画と都市マスタープラ

ンを一体化している。ところが、国はどれが都市マスタープランなのかと聞いてくる。

私が区に来たときには、いくつも計画をもっていた。自治体からよこで繋がって対応で
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できるシステムにして変えていかないといけない。区が一番お金かけてやっているのは

特別出張所と地域センターを１０地域でもっていること。課長級が所長になっており、

人件費がかかっている。単なるミニ区役所としては非常に高い経費であり、やっていな

い区が多い。地域に置ける協働の拠点（当事者に慣れる役割）が地域30万人の所には、

3万人に一つくらいは必要という考えで持っている。災害時の地域対策本部になり、復

興していくときの拠点になる。その際に、地域が専門的な知識を持って、判断ができる

ようにしておかなければならない、そうしなければ間違ったことが起きてしまう。全員

で起こる災害とその課題を想定し、それに対してどう対応するかを日常の中で事前にイ

マジネーションをしながら備えていくかが重要で、職員は専門知識を持つために勉強し

て、横に常に繋げて判断できるようにしたい。だから、早稲田大学がいるのはよい、横

に繋がることがしやすい。明治までは縦割り行政を作って来たが、そのメリットもある。

しかし、横で繋がらないと機能しない。	 

	 

早稲田大学	 佐藤滋講師	 

	 地区協議会のモデルは70年代地域会議だった。そのモデルはイタリアであったが、イ

タリアでは行動なしに、協議をするというだけであった。しかし、新宿で今花開いて来

ている。協議だけでなく、行動をしていかなければならない。出張所を行政のベースと

して、取り組んでいく。今回の活動も地区協議会があるからこそできた。	 

	 

【閉会の挨拶】	 

新宿区	 中山区長	 

	 じんざい塾の成功は地元の人と現場を歩いて、一緒に勉強したという点である。さら

に、専門性をもった佐藤研究室の支援があったことが大きかった。しかし、提案の認識

が少し違うのではないかという思いが合った。だから、日常の認識が私も含めて重要だ

と感じた。逃げないで住む新宿を考えていくのは、危機管理課ではあるが、全員でやっ

ていかないとできない。今震災がおこったとき、災害対策本部に自分がどこに所属する

かわかっているのか、というように災害が起こる前から行わなければならない。これは

防災だけではなく、まちづくりに繋がってほしい。まちづくりはハードだけでもない、

今回の提案はハードに偏り過ぎで、まちづくりは生活が基盤で、歴史もある。さらに、

制度などをどのように変えていくかが区としてやっていかなければならない。	 
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6-4	 第 6章のまとめ	 

	 模擬的に専門家の元で住民と区職員と協働して復興計画を作成したことで、復興まち

づくりの課題が明らかになりました。また、3者の間で事前復興まちづくりの必要性が
共有され、協働した事前復興まちづくりへと展開していくための議論がされました。
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第 7 章	 

 
復興模擬訓練開催地区による 

合同検討会 
 

平成 25 年 3 月 6 日 15 時半~17 時	 

参加者 24 人	 

場所：戸塚地域センター	 B1F	 集会室 1	 

 
7-1  合同検討会の目的 

7-2	 合同検討会の進め方 

7-3	 意見交換 

7-4	 第 7章のまとめ 
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第 7 章	 復興模擬訓練開催地区による合同検討会	 

7-1	 	 合同検討会の目的	 

	 過去に模擬訓練を開催した地区における活動の情報交換を行い、新宿区全体で、模擬

訓練やそこから展開した活動をどのように活かしていけばよいのかということについ

て話し合うことを目的としました。	 

	 

7-2	 合同検討会の進め方	 

	 模擬訓練以降、各地区で取り組まれて来た内容をスライドで紹介しながら、各地区の

代表者間で意見交換を行いました。戸塚地区以外の代表者は以下の方々です。また、じ

んざい塾職員から、平成 24 年度	 じんざい塾における取り組みを紹介しました。	 

	 

●榎町地区（平成 18 年度	 模擬訓練開催）	 

・中村廣子	 榎町町会連合会	 会長（中里町町会	 会長）	 

・桐生清人	 榎町地区協議会	 地域活性化分科会	 会長（鶴巻東町会	 会長）	 

●落合第二地区（平成 20 年度	 模擬訓練開催）	 

・谷口俊顕	 上落合 2・3 丁目地区まちづくりの会	 副代表（上落合 3丁目町会	 副会長）	 

・鈴木昭雄	 上落合中央町会	 防災部長	 

・栃本民夫	 	 落合第二地区事前復興まちづくりを考える会	 会長	 

●大久保地区（平成 21 年度	 模擬訓練開催）	 

・岡本佐内	 大久保地区協議会	 会長(新宿六丁目一新会	 会長)	 

・冨井敏弘	 大久保地区協議会	 まちの将来像分科会	 会長	 

	 

会議の様子	 
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戸塚地区古澤氏	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 戸塚地区	 本多氏	 

	 

榎町地区	 中村氏	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 榎町地区	 桐生氏	 

	 

大久保地区	 岡本氏	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 落合第二地区	 谷口氏	 

	 

新宿区	 米田氏	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 戸塚地区	 伊藤氏	 
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7-3	 意見交換	 

	 

戸塚地区	 古澤会長 
（あいさつ） 
今日はお忙しい中、第 4 回戸塚地区復興模擬訓練継続活動～復興模擬訓練開
催地区による合同検討会～ということで、榎・大久保・落合第二の遠いところ

からおいでくださいましてありがとうございました。私個人的な事でございま

すが、6，7年前に榎のまちづくり講座参加させていただきまして、その時は防
災まちづくりを佐藤先生が講演なさっていました。その後、落合第二の模擬訓

練の成果報告会に出まして、早稲田大学の学生たちが作られたグランドデザイ

ンが立派なので、これは戸塚地区で是非やっていただかなくては、ということ

で 3年前から模擬訓練をやっていただくことになりました。 
今日は 4 つの地区で合同の検討会ということで、今後今までの成果をどのよ
うに活かしてゆけたら良いかということでございます。今日は一つよろしくお

願いいたします。 
 
早稲田大学	 佐藤滋教授 
（あいさつ） 
皆様、こんにちは。いつも色々とお世話になっております、ありがとうござ

います。今古澤会長からありましたように、復興模擬訓練をもう 7 年間、新宿
区の各地区の町連・地区協議会の皆様方と一緒にやらせていただいて、ますま

すこういう事が重要になってきて、その成果をきちっと具体的な事に繋げてい

くことが非常に重要だと、私だけでなくここにお集まりの皆様もお考えだと思

います。区の方でも、震災が来た時にスムーズな復興が出来るように、こうい

う事を継続して次のまちづくりに繋げていくことをやって行きましょうという

ことでした。 
今日はこういうことで、今まで続けてきた地区の方々にお集まりいただいて

おります。戸塚地区では通常の模擬訓練から継続活動を行い、それがどんな風

に展開できるかをこの 2 年間やってきたわけです。今年は区の職員の方々と復
興計画をどのように作るかということもやりました。ですから、そういうもの

も活かしながら、今まで復興模擬訓練を開催した地区の中で話し合いをして、

全体のつながりも含めてどういう風に具体的な成果に結び付けていくのかとい

う事を今日話し合いが出来ればと思います。詳しい事はスライドをご覧になっ

ていただいて、前にやった事を思い出して、あるいはその後どんなものが展開

しているのかということを共有して区全体の取り組みに広げていけたらと思っ
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ています。 
今日はそんなに長い時間ではありませんけれども、実りのある議論、意見交

換ができればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。 
 
戸塚地区	 諏訪町会	 本多会長 
（戸塚地区復興模擬訓練の感想とその後の展開について） 

3年間関わっていたのですけれどもその中で感じたことは、これはあくまでも
仮想の空間で実態を預かっているのは我々なのです。ですからその格差みたい

なものはある訳です。というのも各地区・各町会で、やはり住んでいる人も違

うし当然姿勢も違うし、それから組織の実態・力も全部違うわけです。そうす

るとこれをそのまま私のところの町会に持ってくる事はとてもじゃないけど出

来ません、みんな死んでしまいます。だから我々にはこういう考え方があるの

だなという一つの勉強なのです。この勉強をしてわかったら、これを私の町会

でみんなにどのように説明してみんなに動いてもらうかという設計が必要なの

ですね。そういう事をこれから一つ一つやっていかないとまずいなという風に

思います。この活動は 3 年で終わったという事でなくて、これからが出発点と
いう感じで受け止めております。 

 
榎地区	 里中町町会	 中村会長 
（榎地区復興模擬訓練の感想とその後の展開について） 
榎地区復興模擬訓練は H18年の第一回目でしたけれども、なかなかその後続
くことが出来なくて現在に至っているのですが、一番危険度の高い地域ですの

でとりあえず復興に際してどういう風にしようと言う事ではなくて、地域の中

で訓練をしたことによって減災まちづくりをしていかなければならないのでは

ないかということに照準を合わせて、H21 年から今年までイベントを通して町
連と地域の色々な団体を結んで顔の見える関係をまず作るという事してまいり

ました。 
そうしまして町会や各団体が繋がったところで、本年度黄色旗による防災訓

練を行ってみました。約 17,000世帯ございますがまだマンション等が黄色旗に
ついてなかなかうまく連携が取れないものですから、とりあえず 10,000本購入
いたしまして約 8,000 本が配られたのだと思います。当日は 6 割方が「無事」
という旗を出していただいたという事と、町会によっては 9 割、それについて
はやはり色々な問題点がございまして、町会の温度差や、配る時にただ案内文

と旗をポスティングしたところときちっと理解した人が一つ一つ顔の見える関

係で手渡してきて説明してきたところでは数段の差が出ました。そういう細か
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いところまでする必要があるのかなと言うところが成果であり課題であったと

思います。 
また、出張所を地域本部とする本部と 7 つの避難所との防災無線を使った訓
練をした事が無かったのです。防災センターと各避難所の防災訓練はそれぞれ

にやっておりましたけれど、災害は一斉に起こる訳ですからそういった時にど

んな形になるのだろうか、本部の機能が果たせるのだろうか、あるいは無線が

うまく連絡が取れるのだろうかというようなものをシミュレーションしてみよ

うと言う事で、全部やりました。問題点もたくさん出まして、これからそうい

う問題点を一つ一つ細かに取り上げて対応策を考えて聞かなければならないか

なと思っています。 
やはり地域の意識を高めることとそれぞれの人が協力しなければいけないと

いうことが大切であるという事が訓練を通してわかってきましたので、これか

ら榎ではもっと努力をしなければならないかと思っております。 
それから先程の赤城下のまちづくりでございますが、昨年から新宿区役所の

方で力を入れてくださいまして、真っ赤になっている危険地域をなんとかしな

ければならないと言う事で関わって頂いているのですが、なかなか進まないの

です。やっぱり土地に関する事はぱっと決められるものではないし、なるべく

大勢の合意を得なければならないと言う事で難しかとは思うのですが、今のま

まにしておくと言うことは何百年たってもそのままになってしまいますので、

とりあえずまちづくりルールだけは作って、6m道路は確保するとか、そういっ
たものをしていかないと災害が起きて復興する時に今のままだとそのままの

4m弱の道になってしまう可能性もありますので、なんとかまちづくりルールま
では繋げたいと思っております。 

 
榎地区	 鶴巻東町会	 桐生会長 
（榎地区復興模擬訓練の感想とその後の展開について） 
私、地区協議会の地域活性分科会ということでワークショップを昨年と一昨

年の 2 回続けて行いました。一番問題なのは、防災部の活動がいざ地震の時に
本当活動できるかどうかが皆さんやはり心配で、先日の 3.11の大きな地震があ
った時も防災部員の部長が地元の町会にいなかったという例もかなりありまし

た。また実際に動ける人が働いて外に出ていて地元に帰れないというようなこ

ともありましたので、そう言った時にはどうしたらいいかということで話し合

いました。また、防災部が果たすべき役割と言う事でワークショップを開いた

のですが、これ神戸大学の先生を講師に招いて昨年の 9 月に開いたのですけれ
ども、その結果については今週の土曜日に反省会を開いて結論を出したいと思

っております。確かに私たちはああいう映像を見ても自分たちで備えておくっ
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てことはできないのですけれども、こういったワークショップをしながら自分

たちからで一歩出すという行動は地元に段々と浸透していくことになっていく

のではないかということで、とりあえずいつも自分のことは自分で守ろうって

いうことを私は伝えていおります。今、自助公助共助の他に、“近助”というこ

とで、近所の力というものが非常に叫ばれておりますので、先ほど中村さんの

言われたように、顔の見えるということで町会同士の会が本当に親しく普段か

ら挨拶できて、いざという時に助けられる体制をとっていきたいと思っており

ます。 
 
落合第二地区	 谷口さん 
（落合第二地区復興模擬訓練の感想とその後の展開について） 
平成 20年度新宿協働復興模擬訓練からは始まりまして、ずっと毎年継続で当
地域はまちづくり活動を行っております。具体的なものは各地域と似たような

活動をしていると思いますけど、違うところは震災が起きて火災が起きてまち

が焼けてしまったというところも考えつつ、燃えない町・つぶれない町・住民

の方々が安心して暮らせる町を今作るにはどうしたらいいかというところが一

番目メインにありまして、当然私たちでできることがあれば地域でできること

も、それと行政と一緒にと取り組まなければできないことがあり、これを踏ま

えて先月 2 月に中山区長に提言書という冊子をお渡しいたしました。大変嬉し
いことにここに見えました新宿区の都市計画部の方々にも出席をしていただき

まして、一緒にタッグを組んでやりましょうという力強いお言葉をいただきま

したので、これから本格的にどういう行政から、あるいは法規・建築基準法を

始め東京都の都条例、そういうものから安全なまちをどうやって作っていける

のかというというほとんど建築士がいないとできないようなところまで進んで

きてはいます。その辺もよく噛み砕きながら、地域のみなさんにご説明をしな

がら、一緒に考えましょう、というのが当地域でございます。 
 
落合第二地区	 防災部	 鈴木さん 
（落合第二地区復興模擬訓練の感想とその後の展開について） 

2008 年から 2012 年までという長い期間ずっと早稲田大学の先生がたと一緒
にやらせていただきまして、どっちかというと専門の知識・知恵を頂きながら

勉強しながら来たかなというところで、自分たちはおそらく何もできず、ただ

くっついて来たなという感じです。ここまで成果が出ているという現状で、ず

っと長く続けてくるということはこういう事なのかなという感じも若干致しま

す。これからも大きな結果が出ないか出るかわかりませんが、粘り強く根気強

くやっていきたいなというのが私たち上落合二丁目中央町会とメンバーの思い
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です。うちの町会の役員はみんな仲がよくて、お祭りでも盆踊りでも本当に仲

が良くて、また地域の人にその役員さんが繋がっていまして、こういう活動す

るときはすごく皆さん協力していただけるという土壌がありまして、それを大

いに活用してもっともっと広げていきたいという思いでおります。 
 
落合第二地区	 栃本さん 
（落合第二地区復興模擬訓練の感想とその後の展開について） 
実際に谷口さんや鈴木さんは大変苦労されていて、先だって区長さんに提言

させていただきました。今後とも頑張っていきたいと思います。佐藤先生、阿

部さん、よろしくお願いいたします。 
 
大久保地区	 新宿六丁目一新会	 岡本会長 
（大久保地区復興模擬訓練の感想とその後の展開について） 
二つの形で事前復興模擬訓練が行われたわけで、私が説明させていただきま

すのは、早稲田大学の先生をはじめ学生さんの皆様方にお手伝いを頂きまして

平成 21年に約 9カ月から 10カ月にかけてやって頂きました。最近、私どもの
ほうでも後の将来像ということで同じようなことやらせて頂いておりまして、

やっている最中は皆さん方もなんのために？何に役に立つのか？という感じで、

非常に先がわからないで言うとおりにやっていたという事をおっしゃっていま

したけれども、実際に完成してちゃんとした書類で拝見するとわかってきてく

れました。私も最後の御挨拶の時に、まちを将来復旧復興させる時にはこれを

たたき台として、区のほうにもしっかりと保存されていますので役立てていた

だくようになると思いますとおうご挨拶もさせていただきました。ただ最近考

えておりましたのは、家が燃えてしまった、あるいは倒壊してしまったために

仮設住宅に住むというようなことが御座いまして、数ヵ月後には段々と元の家

に戻れるというケースがありましたけども、阪神淡路もそうですし東日本大震

災に関してもそうなのですけれども、果たしてそれだけの資本的な力があるか

どうかということを考えますと、必ずしも自宅を再建できる人ばかりではない

ということが段々と出てきまして、こういったことも考えておかなければなら

ないと思っております。 
もう一つ、最近練馬区の方と話をしたのですけれども、こちらのほうでは袋

小路を災害時には広い通りに抜け出せるような方法を考えたらどうかっていう

話がでていたそうです。聞きましたところ、保育園と幼稚園が併設されている

ところでなかなか奥のほうに入っているために表の方に出ていくことができな

い、そこを裏の方から袋小路とつなげていくために交渉して避難路を作る手だ

てを考えたというようなことを言っていました。これも一つの災害時における
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避難路として復興の前に考えておくのも大事なことではないかなと思っており

ます。 
 
大久保地区協議会	 まちづくり分科会	 富井会長 
（大久保地区復興模擬訓練の感想とその後の展開について） 
平成 21年度には、南東の新宿 6，7丁目だけを行いました。大久保地区は西
の方に広がった百人町・大久保もあり、細街路が多くあります。歴史的な背景

として、武士が住んでいた場所なので南北の道はいくらでもあるが、横の道が

ほとんどありません。例えば、一番下は職安通りで真中が大久保通りで上が諏

訪通りとあるが、その間はほとんどが袋小路になっています。せっかくやって

いるのに、他の同じような危ない地域のまちあるきは全然されてないなという

ことで、早稲田の佐藤研究室に相談してミニ復興模擬訓練を一個ずつやってい

こうではないかということで、地区協議会が中心になって出張所と早稲田大学

とで去年から始めました。特に、地理的な木密問題と都心というには高齢者が

多いという問題があり、その上に大久保地区というのは外国人が 25%くらいで
すし、土日には人口の数倍の観光客が訪れます。そういった際に地震が来たら

どこに逃げるのだろうというような町の中にいる人たちの心配もあり、そうい

うのもひっくるめてまちづくりを考えなければいけないかなと思います。先ほ

ども言っていましたが、新宿 6，7丁目のところはどうやって逃げるのだろうな
って言う感じで、どう都市計画していけばいいのかなって言う事を考えていか

なければと思っています。 
 
 
～意見・質問交換会～ 
戸塚地区	 高田馬場三丁目戸三親和会	 原田会長 
（戸塚地区復興模擬訓練の感想とその後の展開について） 
私どもの町会を中心にして実際に見たところしか細かいところは申し上げに

くいのですが、私自身が直に各町内を回って歩きまして、何が危険かと、あま

り今まで気がつかなかったのは電信柱の上にあるトランスです。あれが前に一

回落ちまして、中に油が入っていますので、それに火がついて火災の原因にな

ったようなこともあります。あまり気がつかないのですが、電信柱 3 本か 4 本
に 1本ずつくらい変圧器がのっていまして、それも結構危ないです。それから、
消防自動車が入ることのできる道が一本しかありません。東西に一本あるだけ

でして、他は消火栓が町会全体に 16か所ありますが、大体 25所帯に 1つくら
いの割合で、消火栓の数自体は特別少なくはないなと思っております。昭和 56
年に建築基準法が改正になりまして、それ以前に建築された家もあるわけです。
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こういうところをなんとか不燃・耐震の家に建て替えていただければと思いま

すけれども、財産の問題なのでどういう理由でお宅は建てないのですかという

ことを聞くわけにもいきません。それは補助でもするとか考える必要もあるか

とは思いますが、実際阪神淡路大震災の時後片付けをするために国が出した費

用が平均すると一軒当たり 1300万円くらいかかっているそうです。一度にはで
きませんけれど、危険度の高いところから不燃耐震の家屋に建て替える補助金

でも出していければなと思いました。 
私としましては、まず自助と言いますか、自分のことは基本的には自分でや

ると。やはり阪神淡路とか見ましても、亡くなられた方の 8 割くらいは圧死だ
そうです。その圧死の中の 3分の 1くらいは 60歳以上の方が亡くなっているそ
うです。この間も町連で話がありましたけれども、倒れた家屋の下敷きになっ

て即死でなくても、怪我をされた方の手当てを早くしないと血液の循環が悪く

なって、本来なら死ななくてもいいような方が亡くなるケースが非常に多いら

しいです。そういうときには先ず隣の方が助けてあげるというのが必要じゃな

いかという風に思います。 
 
榎地区	 里中町町会	 中村会長 
（まちづくりのルールを考える上での課題） 
区役所の方からいろいろな提案してくださいました。6mの道路を確保したい
というところに、現在は 4m弱ですので、自宅の塀を作るのは中心線から 3m以
内には作らない、その代わり自分の土地はそのままですよ、そして道路斜線な

どを緩和して、建物は 1m 下がってもなるべく現在の建物位かそれ以上のもの

を建てられるように、というようなまちづくりルールが出来るのだというご説

明をいただきました。けれどもやはり土地というものが絡むと、ましてや田舎

のように大きな土地を持っているという事ではありませんので、その辺りが一

番ネックであるということです。みなさん出てきている方は、道を広げた方が

いいというのは解っているのですが、合意しようという話になると難しいのが

実情です。しかし、今着々と建て替えが進んで、今年に入って何人も建て替え

ています。ギリギリに建てている場合や、1mくらいは離れて 6mの道路が確保
できるかなという建て方をしている場合があり、ばらばらな状態です。以前火

事騒ぎがありまして消防自動車や警察の車が入ってきて 2 時間くらい通行止め
になったこともあります。やはりそういうものを見た人たちは、これは駄目だ

と頭の中では思っております。皆さん今そういうものを決めるとすぐそれをや

らなきゃならないって感じてお金がないとかいう話になってしまうのですが、

そのあたりがちょっと悩ましいところだなと感じております。 
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落合第二地区	 谷口さん 
（まちづくりのルールを考える上での課題） 
皆さん色んな考えをお持ちかとは思うのですが、中村さんがおっしゃったよ

うに道路が良いという考えも一つあります。ただ、大震災の時には、消防車は

絶対来ません。自分で何とかするしかない。なるべく少ない力で何とかなるよ

うにするには家が燃えない事つぶれない事。それを踏まえてお話したいのは、

燃えなければ焼け死なない、つぶれなければ圧死しない、じゃあつぶれないよ

うに、燃えないようにすればいいじゃないかと言う事が一番簡単なこと。ただ、

それをやるにはお金がかかる。今、新宿区では耐震診断という助成措置がござ

います。予備診断・耐震診断という二つの診断につきましては区役所に申し込

みをすれば昭和56年以前の建物に関しては7500円で出来る助成がございます。
なおかつ耐震診断をしていただいて、ここをどういう風に直せばつぶれにくく

なりますよ、あるいは燃えにくくするにはどうしたらいいか、そういうことも

できます。それも地域によってですが、新宿区内では上限 300万まで工事費が、
管理設計費も 20万位まで助成が出ております。これは来年度もやる予定であり
ます様なので、皆さんもご心配でしたらご相談して頂ければ良いと思います。

そういううまい助成金制度を利用して自分の家を各自守る事、お隣さんご近所

に迷惑のならない建物をつくりましょう、ということが、私たちが建築士とし

て考えていることです。そう言うものをもってこのまちづくりをやっておりま

すので、地元の詳しい方や区役所に色んな事を相談して頂ければ楽な考え方が

見つかるかもしれません。 
 
戸塚地区	 伊東さん 
（まちづくりのルールを考える上での課題） 
まず大きな流れと言うものがありまして、今回こういう風に 4 つの地域が一
緒になって話が出来たって言うのはそれぞれの抱えている問題とかが理解出来

て、また自分の地域でも使えそうなアイデアともあってなかなかいいなと、こ

ういう交流会をまた引き続きやらして頂けるといいなと思いますが、先生には

負担かもしれないですがぜひ続けていただきたいと思います。 
まず、災害に対しては生きてないといけないのです。生きてないと復興も何

もない、そういうことでまず建物を耐震化しましょうという話です、それと避

難できるルートを確保するとか。そう言う様に避難ルートを考えながら耐震化

していくと言うのが一つあるのかなと思います。大きな流れの中でルール作り

をしていくことが凄く大事じゃないかと思います。今少なくともここに参画し

てくれている人たちは防災に対する意識が非常に高い方ではありますけれど、
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逆にここにいない方には非常に無関心な方もいます。凄く批判的なことを言う

方もいらっしゃるのですが、でも本音としては生きていたいし、長く通常の楽

しい生活を送って行く環境を作って行きたいって思いがあるはずなので、是非

せっかく出来た一つのレールでありますので、真剣に取り組んでいければいい

なと思います。是非、それぞれの地域でルール作りが完成できれば良いと思い

ます。谷口さんが作成された提言書の中身も結構読ませていただきましたが、

非常に参考になりますので、各地域でそれぞれ作成してみたらどうかと思いま

す。色んな肉付けをしながら自分たちの地域に生きた形の提言書を作って区の

方に発信していけば、必ず帰ってくるのではないかと思います。そういうこと

を皆さんと一緒に頑張って行きたいと思います。 
 
戸塚地区	 高田馬場三丁目宮田会	 養田会長 
（今日の話を踏まえて） 
火災とか震災には非常に興味があります。この前も火事があり、耐火で作っ

ているところは、中は燃えるが延焼はそこで止まりました。この前、皆様がど

こで延焼が止まると言うような地図を作ってくれたことがあったと思います、

ああいうものをもっと大々的に詳しいマップを作って頂けたら我々も助かると

思っていました。それともう一つ、無事ですという旗ありましたね、あれは持

っていた方がいいです。無事ですという企画は本当に素晴らしいと思います。

これからこういうまちづくりをせっかく興したのですから出来れば興味ない方

も興味を持てるような復興まちづくりの提案を皆様で考えて頂けたら我々も町

会として色んな人を呼んで来られるため、良いと思います。 
 
早稲田大学	 佐藤滋教授 
（さいごに） 
熱心なご議論ありがとうございました。また我々も色々と考えて皆様方と一

緒に活動したいと思っております。最後に 3つあるのですけれども、1つはこう
いう復興模擬訓練を一緒にやらせていただいて我々も経験を積んで、その時に

中越沖地震が起きた。中越沖地震では、柏崎市えんま通り商店街と言う場所が

大きな被害を受けた訳です。我々はそこに支援を要請されて入りました。それ

で新宿でこういう復興模擬訓練をやっていると、これと同じことを模擬でなく

実際のところでやってみましょうとなりました。地元も良いと言う事でやって

みた結果、共同建て替えや裏に緑地を繋ぐだとか、商店の共同店舗を復興する

とかルール作りとか、全て出来ている。ここでやった模擬訓練が実際の不幸に

してそういうことが起きた時にきちっと役に立つものだと、その時我々も確信

しました。皆様方と一緒にやらせていただいたのは、我々にとっても凄く大事



 76 

な経験だったのです。 
それとここに先程ご紹介したように、復興のマニュアルを作りたいと言う風

に思っている。例えば、東京都はマニュアルを持っているわけです。区の中に

も行政的なマニュアルがあります。だけど、地区の復興まちづくりは、皆様に

も何度もお見せしたと思いますけれども、東京都が地区の地域力を活かした復

興って書いてあって地域で協議会を作ってみなさんで相談して計画作って、そ

したら行政は支援しますよ、としか書いてない。だからそれをどういう風にし

てやるのかというのをちゃんとマニュアルにしておく必要があると思う。地区

によって色々違うので、被害の様態も違う。だからそれを何種類か用意してお

いて、いざという時にそれを使う。あるいは、いざという前にこういうマニュ

アルに従って復興していくなら今何をしなくてはいけないか、また事前の話に

なりますけれども、その様なものとしてもっとわかり易い手順書を作りたいと

思っています。ですからそれについてもまた意見交換をさせていただいて、地

元版の復興マニュアルを作りたいと思っています。 
	 最後に、我々のところで都市・地域研究所と言う場所がありまして、模型を

作ったり映像を撮ったりする研究所のスペースで、これは大学が確保してくれ

ているのですが、最近大学もなかなか厳しくなってきています。これは地元の

方々と一緒にやっているのです、ということで大学の執行部とそう言う話があ

ったのですが、そういうことでこういうスペースが大事なので、大学も町連な

どと一緒になってやれると大学の中にもそういう場所が確保できたり、あるい

は人材も育てられたり出来ると思いますので、本当に我々とみなさまそれから

行政が一体となってやっていけば、大学もそんなに力は大きくないですけれど

も、やれることを継続できると思いますので、そういう折にはご協力を頂きた

いと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。 
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7-4	 第 7章のまとめ	 

	 スライドを用いた活動紹介により、各地区における活動内容を共有しました。また、

活発な意見交換が行われたことで、具体的なまちづくりの展開の必要性が認識されまし

た。	 
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第８章 

 
平成 24年度の活動のまとめ 

 
8-1  協働復興模擬訓練・継続活動のまとめ 

8-2	 今後の進め方の提案 
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8-1	 	 協働復興模擬訓練・継続活動のまとめ	 

	 平成 24 年度は首都直下型地震による被害を想定し、住民と区職員の協働の復興計画

を作成する過程を体験したことで、事前復興まちづくりの必要性を再認識することがで

きました。平成 24 年度の成果としては、以下のことがあげられます。	 

	 

【まちあるき・ガリバーマップと復興イメージづくりワークショップ】・・2章を参照	 
・最大規模の被害想定	 

・まちの課題や資源	 

・初期段階の復興まちづくりプロセス（線引きなど）	 

が共有できました。	 

	 

【復興まちづくり旗差しワークショップ】・・・3章を参照	 
・復興ビジョン（震災を期に整備をしたい危険箇所など）	 

・復興計画づくりの困難さ	 

が共有できました。	 

	 

【復興まちづくり計画の模擬協議ワークショップ 1】・・・4章を参照	 
【復興まちづくり計画の模擬協議ワークショップ 2】・・・5章を参照	 
・復興まちづくりの課題（混乱する中で十分な議論を行えないなど）	 

・住民と新宿区職員による段階的な復興計画づくり（複数案の復興計画など）	 

が共有できました。	 

	 

【区長プレゼン】・・・6章を参照	 
・住民、行政、専門家の三者による協働のまちづくり体制づくりの必要性	 

・事前復興計画の必要性	 

・耐震改修などの補助メニューによる改善方法	 

が共有できました。	 

	 

【復興模擬訓練開催地区による合同検討会】・・・7章を参照	 
・戸塚地区、榎町地区、落合第二地区、大久保地区における模擬訓練以降の活動展開	 

・事前復興まちづくり活動の具体的な取り組み方	 

が共有できました。	 
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8-2	 今後の進め方の提案	 
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●1班 

 
復興計画 
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時限的市街地の配置 
●２班 

 
復興計画 
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時限的市街地の配置 
●3班 

 

復興計画 
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時限的市街地の配置



 89 

＜戸塚地区協働復興模擬訓練の参加メンバー＞	 

福本	 弘	 早稲田親和会	 

古澤	 謙次	 高田馬場三丁目北町会	 

本多	 誠	 諏訪町会	 

日坂	 かよ子	 高田馬場南親睦会	 

山本	 重幸	 	 	 

堀内	 カホル	 都営百人町４丁目アパート連絡会	 

山本	 光寛	 高田馬場三丁目北町会	 

養田	 哲夫	 高田馬場三丁目宮田会	 

多賀	 宗紀	 戸塚町四丁目南町会	 

佐久間	 光之	 戸塚町四丁目南町会	 

国府	 寿一	 戸塚町四丁目南町会	 

根本	 一郎	 高田馬場南親睦会	 

安藤	 汎子	 高田馬場南親睦会	 

加賀谷	 春雄	 高田馬場三丁目光和会	 

原田	 英明	 高田馬場三丁目戸三親和会	 

中村	 輝久	 高田馬場親栄会	 

大坂	 紀子	 都営百人町４丁目アパート連絡会	 

伊藤	 衛	 早稲田早栄会	 

河田	 康江	 都営百人町４丁目アパート連絡会	 

塩谷	 ナオ子	 都営百人町４丁目アパート連絡会	 

高野	 光子	 高田馬場三丁目光和会	 

山崎	 昇	 高田馬場南親睦会	 
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＜じんざい塾職員＞	 

●1班	 

佐藤	 崇史、前田桂	 輔、中家	 学、米田	 真梨子、杉山	 泰正	 

	 

●2班	  

加藤	 伸宏、奥村	 幸夫、坂田	 弓子、大橋	 元太	 

	 

●3班	 

市川	 智之、古谷	 一誠、山田	 耕平、平野	 美恵子、中山	 恵里香	 

	 

	 

＜早稲田大学運営スタッフ＞	 

代表	 	 佐藤	 滋	 	 	 	 早稲田大学	 理工学術院	 建築学科	 教授	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 早稲田大学	 都市・地域研究所	 所長	 

幹事	 	 阿部	 俊彦	 	 	 早稲田大学	 都市・地域研究所	 客員研究員	 

	 

＜スタッフ＞	 

●早稲田大学大学院	 創造理工学研究科	 建築学専攻	 修士課程	 

	 北岡	 亮	 

	 新津	 瞬	 	 

	 Alba	 Zamarbide	 Urdaniz（アルバ	 ザマルビデ	 ウルダニス）	 

	 Nathanaël	 Laronche	 	 （ナタナエル	 ラロンシュ）	 

●早稲田大学 理工学術院 建築学科 
	 鷲田	 将也 
	 楠瀬	 朋葉 
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