横浜北部まちづくり交流会 2015
日時：2015 年 12 月 12 日（土） 10:00－12:30
場所：かけはし都筑 （都筑区）
幹事区：都筑区
主催：横浜北部まちづくり交流会：青葉区民会議、Tomodachi Club （港北くみんの会）、
まちづくりネットワーク緑、都筑魅力アップ協議会
参加者：45 名
横浜市会議員 5 名 青葉区：藤崎議員
都筑区：木原議員、草間議員、斎藤議員、長谷川議員、
（アイウエオ順）
細井都筑区総務課係長、岩嶋佐江戸加賀原地区連合自治会長
横浜市内各区の防災マップを比較し、まちの現状とばらつき・課題を摘出し、共通認識を得ます。
今後、さらに各区独自の専門マップ（防災・鶴見川・ガイド等）を出しあい、検討します。
その他、各区の活動状況を発表します。
司会 都筑区 山岸紀美江
●開会の挨拶 （発足経過、今日の活動）
●横浜１８区の防災マップの現状を知る
「横浜１８区防災マップ比較と課題」都筑魅力アップ協議会 秋山満（都筑区）
●横浜北部の情報交換
まちづくりネットワーク緑「良き部分を表す道具としてのマップ」
青葉区民会議「横浜北部のまちづくりを地図から考える」（ML で青葉区民会議配布ずみ）
都筑魅力アップ協議会「マップあれこれ」
●質疑とまとめ

第1部
1)横浜１８区の防災マップの現状を知る
「横浜１８区防災マップ比較と課題」都筑魅力アップ協議会 秋山満（都筑区）
≪市民のための防災マップ≫
横浜 18 区の防災マップの現状とどのようにすれば市民が求める市民のためのマップになるのかという
観点から話を進めます。14 年まえに都筑区に転入したおりに、区役所で一式の袋をもらいその中に生
活ガイドマップや、防災マップがありました。ガイドマップは良くできているなあと思いましたが、
防災マップは非常に簡単にできていたので、他の区ではどうなっているのかと思い横浜市 18 区の防災
マップを集めたところ非常に違っていた。違っていることは良いことなのですね。横浜市では市総務
局（危機管理室）1で作っているのではなく、各区の総務課で作っています。東京都も各区ばらばらに
作っています。区がばらばらに作っているのであれば、その良さを出す必要があります。
≪18 区の防災マップを 4 分類≫
横浜市 18 区の防災マップを見ると、おおよそ 4 分類に分けることが出来ます。
今日、用意したものは、地震マップ、わいわい防災マップ、液状化マップ、洪水ハザードマップ、内
水ハザードマップ、津波ハザードマップ、土砂災害ハザードマップ、さらに私も最近まで知らなかっ
たものに、スイスイまっぷ2という水道局の出したマップもあります。このスイスイまっぷは、今年の
10 月に横浜市危機管理室が発表した「横浜市民の危機管理アンケート調査3」によりますと、100 人中
2 人しかしらないという認知度の低いものです。そして区の防災マップ。
この 18 区の防災マップを 4 分類に分けてみました。
❶防災だけを表示したもの―表面に防災マップ 裏面に防災に関する危機管理情報
港北、神奈川、鶴見、保土ケ谷、磯子、栄
http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/
災害時給水所検索システム 「スイスイまっぷ」
http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/kyoku/torikumi/anshin-oishi/saigai/kyotenmap.html
3 http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/20151027165310.html
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❷表面は生活、裏面が防災 （逆もあり）
青葉、西、金澤、港南、南、泉、緑
❸生活と防災が同一面に一括
都筑、旭、戸塚、瀬谷
❹生活が主体のもの 中
（区役所やセンターなどの表示が中心）防災に関しては少しの表示。
≪一番多いタイプ≫ ❷
この中でどれが多いかというと、❷の表が生活で裏が防災というマップです。青葉、西、金澤、港
南、南、泉、では生活マップが主で防災マップが小さくなっていますが、緑だけは反対で防災が大き
く扱われています。
泉区の生活ガイドマップを見てみると、区役所や地区センター、駅が表されています。裏には、半分
程度の大きさの防災マップがあります。左半分には避難の際の注意事項などが書かれています。金沢
区の生活ガイドマップですが、同じように半分が防災マップになっています。
緑区は、表面が防災マップになり、空白に
避難場所などが記載。アイコンの説明も出
ています。一面を大きく使っています。
金沢区の表面の区民生活マップは詳しいで
すが裏面の防災マップは半分のサイズで
す。
≪二番目に多いタイプ≫ ❶
保土ケ谷区は南北に長いので区内を三等分
して表示しています。
❶のマップの課題
保土ケ谷区ではどのまちに住んでいますか？と聞かれ、その町だけのマップを渡されます。他の町の
マップは貰えないし、いうことは、限られた地域の情報だけしか分からないということです。
３分割しているので、情報がいろいろ入っています。土砂災害警戒区域や浸水の恐れのある区域など
が入っています。帷子川の洪水なども入っているので良いのです
が、詳しいことは、この地域以外の人は保土ケ谷区民でも分から
ない・・これがこのマップの問題だと思います。
このように分割したマップは、江東区のマップです。同じよう
に、どのまちに住んでいますか？と聞かれます。６つの地域に分
かれているのですが、江東区全体のマップも貰えます。両方合わ
せて、江東区全体の避難場所なども分かるようになっているの
で、保土ケ谷区の場合も、このようにすると良いです。
≪三番目のタイプ≫ ❸
❸のマップについて(生活と防災が同じ紙面で)
都筑区、旭区、戸塚区、瀬谷区です。 これまでは生活と防災マ
ップが一緒にはなっていなかったものです。その中でも戸塚区の
場合は防災に重点を置いている。マップの大きさですが、左側にあるのは大きいものです。これは町
会などの会館の壁に貼るのにはよいですが、家庭で貼れる大きさではない。手に取るにも大きすぎま
す。適当な大きさが望ましく、緑区のものが良いです。
都筑区のマップは、防災関係の記号と生活ガイドマップの記号が混在しています。生活マップの方は
何年も作られて来て改定ごとに区民としては提案をしてきました。例えば区内には、歩行者・自転車
専用道路があり、黄色く明示してほしいと伝えて、他の区にも「都筑区のマップは良いですよ」とい
えるぐらいのものだった。それらが全く生かされず、記号が多くなって見辛くなってしまいました。
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左の地図はセンター南です。歩行者・自転車専用道路とは書いてあるのですが、薄くて分かりません

このように防災と生活という、二つのテーマを一緒の地図に表現しない
で、別々に表現して欲しいというのが私の願いです。この生活マップと
防災マップを同じにしているというのは、市内で４区だけです。東京都
にもありません。23 区でもしていません。
町田市、藤沢市、横須賀市も別々のマップを作成しています。

≪四番目のタイプ≫ ❹
❹防災が極めて軽視されているマップ
これは、中区です。中区区民生活マップに、震災時避難場所と広域避難
場所のみが記載されています。他は記載されていない。総務課でなぜな
のかを尋ねたのですが、
「別々にしたいという議論はありますが、その
まま発行している」との回答でした。
中区の記号の説明です。震災時避難場所と広域避難場所があります。生
活マップですので、学校や郵便局などが表示されています。
≪市民として望ましいマップとは≫
・大きさ
防災と生活マップは別々にしたほうが良い。一緒にするとサイズが大きくなります。情報量も多く
なって読みにくくなります。適当なサイズは、港北、磯子、神奈川の大きさですね。都筑のマップ
はサイズが大きくなりすぎます。そして防災と生活マップを一緒にしないでください。
・用語
用語については、統一するほうが良い。各区バラバラになっています。記号は、見て分かるものが
良い。避難所だと○の中に避という字を入れるとかです。さらに、用語の説明をすることです。広
域避難場所とはどういう場所なのか―といった説明ですね。いっとき避難場所はどういう意味なの
かといった説明です。用語の例について。これは広域避難場所のサインです。斜線にしています
が、こちらは茶色にしています。緊急輸送路も色別。配水池、災害用地下給水タンク、特別避難場
所は、○
特 。ヘリコプターの場所を○
H と表示。帰宅困難者一時滞在施設-○
帰 になっています。 区
役所が被害を受けて移動する場合の代替場所も書かれてあります。

代
○

ついては

ボランティアセンターに
ボ
○

となっています。

見てすぐわかる記号が必要だと思
います。

(緑区防災マップの説明と凡例)
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・分かりやすさ
掲載されている情報の分かりやすさ
情報の意味が地図面にあると、すぐ
に行動に移すことができる。
これは磯子区の防災マップです。磯子
区の防災マップは、用語の説明がマッ
プ面にあるので分かりやすいです。情
報の説明がここにあります。記号はこ
こにあります
≪危険な地域について 記号は≫
地下状道路について。大雨の時にガード下などで道路が低くなっているところに水が溜まります。
（冠
水する）自動車が沈んでしまう。そういう危険な場所は、この記号であらわされます。大雨の時に通
行止めになるところです。また、東京湾からの津波の危険があるので、津波警報伝達システム4で、サ
イレンが設置されている場所が書かれている。各区共通の情報も掲載し、その区独特の情報は(津波や
河川の浸水地域)書かれ
ていると良いです。斜
線で書かれているとこ
ろは津波や河川氾濫な
どで浸水するところを
表しています。

≪望まし防災マップ≫
共通する用語はどの区にも掲載して欲しい。地域防災拠点、いっとき避難場所、広域避難場所、地域
避難場所、任意避難場所、特別避難場所など。緊急輸送路、ヘリコプター輸送拠点、ボランティア活
動拠点、帰宅困難者一時滞在施設、についてはどの区でも書いて欲しい。物資集配所、急傾斜崩壊危
険区域、土砂災害警戒区域、浸水の恐れがある区域、特別避難施設などについても記載して欲しい。
記号の工夫と説明をして欲しい。その点、緑区は親切にできています。
横浜は台地と谷からなり急な崖が多い地形なので、急傾斜地崩壊危険区域と土砂災害警戒区域を防災
マップに記載すると、かえって煩雑になるので、土砂災害と洪水ハザートマップにまかせたほうが良
い場合があります。ですので各区で判断をしてよいのではと思います。
特別避難施設5というのは、いったん避難した後、高齢者や障がい者等をさらに移動させる場所です。
AED の設置場所など。24 時間対応できる施設、警察署や病院、集合施設などもあります。また使用可
能な時間を表示している書き方もあります。区の HP にも AED の情報が出ています。
用語の整理が必要です。区の独特なものも検討しておい
て欲しい。
隣接する他区の情報も必要です。栄区の防災マップは区
外が真っ白になっています。これでは区境に住んでいる
人にとっては、隣接区の施設を使いたいと思ってもどこ
にあるか分かりません。
港北区の地図ですが、隣接する都筑区側の防災拠点の場
所が書かれています。神奈川区とも隣接していて、その
情報も一部書かれていいます。

4
5

http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/tsunami/20130401115812.html
高齢者や障害児者等、在宅要保護者のための二次的な避難場所です
4

≪外国人向けの防災マップ≫
日本語だけでなく、外国人にも分かる工夫が欲しいです。
外国人向けの防災マップもあります。他都市の地図を参考
に、横浜市でも作成する必要があります。
戸塚区では、凡例を英語、中国語で表示してあります。 港
北区では凡例を英語で載せています。
川崎市川崎区や、江東区では外国人向け、防災マップを作っ
ています。
藤沢市では、「外国の方のための多言語防災ガイド」6も発行し
ています。
最後に、東京足立区の防災マップですが、冊子状になってい
ます。あだち防災マップ＆ガイド 同じものが外国語でも発行されています。江東区では外国人向け
の防災マップがあり、川崎市の防災マップは、英語の他にポルトガル語スペイン語などもあります。
他では外国人向けの対応が行われているのに、横浜市ではリーフレット7だけの対応です。

★参考サイト8
横浜市地図情報ポータルサイト
各区の区民生活マップや防災関係マップ、施設案内マップ、その他のマップなど区が作成発行し
ているものが掲載されています。

■質疑
（佐藤さん）
都筑区でマンションに住んでいます。マンションが避難区域に入っていることを住民でも知っている
人と知らない人がいます。 協定書が必要ではないでしょうか？ 災害ボランティアセンターに所属
していますが、そこも区と協定を結んでいます。マンションの住民との協定があるのかというとあり
ません。発災時に地域の人がマンションに避難してきた場合、マンション住人はどうすればよいので
しょうか？ マンション自体は安全だと思いますが。マンション独自で防災準備はしているのです
が、地域の人が避難してきた場合、その人たちのためのものは用意していないとは言えません。どう
したら良いのでしょう？ 窓口はどこになるのか知りたい。区に要望を出すのが良いとは思うのです
が・・・・
⇒（山岸）防災に関しては区では総務課が担当しています。この地図上で、防災の避難所になってい
ますか？ 防災マップの中には自治会といった範囲で作成している場合もあります。協定書のことに
ついては、聞いたことがないのですが・・。秋山さん、ご存じですか？
(秋山) 協定書など聞いたことが無いです。
(佐藤さん)マンションの規約改定といったところでの話になるのか・・とは思うのですが・・。
⇒(山岸)協定書に関しては、総務課と相談して聞いてみましょう。
(鈴木さん 都筑区)
地域を 4 つぐらいにまとめて、中川小学校を地域防災拠点としているが・・マンション単位で人が来
たらといったことはないのですが・・
(諏訪さん 青葉区)
先回の交流会で、神戸市のマップの話が出ました。共通の表記が必要だと話されたのですが。横浜市
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/bousai/bosai/bosai/yobo/gaikokuguide.html
多言語防災リーフレット（英語・ハングル・中国語/スペイン語・ボルトがル語・タガログ語/ベトナ
ム語・タイ語・インドネシア語） http://www.city.yokohama.lg.jp/kokusai/multiculture/disast/
8 http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/gis/mapportal.html
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でも同じ動きになることは意味があることだと思いますか？
⇒(山岸)
都筑区では市会議員も防災に非常に関心があると思います。ただ、市会での減災対策推進特別委員会9
には都筑区選出の議員は一人も入っていません。横浜市がそのような方向（共通の表記）になってい
けばとは思います。
(諏訪さん)
横浜市でも各区共通の表記が進むことを願っています。
■市会議員の感想
●長谷川議員 防災専用のマップがあるとよいということですが、そうなると頭に入らないと思いま
す。都筑区の場合は、防災・生活が同じになっていて日頃のことをみながら防災のことも入るという
視点も必要かと思います。日頃から頭にある。災害の時に特別マップを見るというのではなくて。マ
ップが使えるマップであることが必要だと思います。
●藤崎議員 青葉区から選出されているので、自区のものを見てしまいがちですが、これほど区で違
っているのかと思いました。特に保土ケ谷区のように区を分割してより大きな縮尺で表示する。地域
の人により違いエリアを見てもらうというという取組もあると気づきました。全体を見ることが必要
だと秋山さんの指摘もありますが、生活圏内というのはどうしても限られますので、また青葉区のよ
うに広い区ではこういうエリアを分けたマップも取り組みの一つかなと感じました。AED に関してもど
こにあるのかはなかなかわかりにくいので地図にしておくというのも必要かと思います。記号の統一
がありましたが、あまり他区に行くことがないかとは思いますが、それでも統一しておけば住民とし
ては分かりやすいかと思います。こういった指摘は活かしていきたいと思います。
●斎藤議員 以前にもお話を聞き、なるほどと思います。分かりやすいマップが必要だと思います。
東京防災が、非常に評判が良いときいています。横浜市では災害時での情報伝達をまとめて市民に渡
すということを進めています。総務局の担当の常任委員10ですのでしっかり見ていきたいと思います。
●木原議員 防災マップについての課題として備蓄の問題を考えています。備蓄は限られた数しかな
いので、(地域で十分な量を備蓄してはいない)備蓄の表記を考えてはどうかと思います。拠点に行け
ば大丈夫だと思われては困るので対応を考えてはどうでしょうか。
●草間議員 18 区のマップの状況が違うということは、行政サービスが不均衡だと同じではないかと
思います。 HP 上でのマップについては、いっぱいあるので、手元にあるマップにしても多いです。
一元化していきたいと考えています。

第2部

各区報告

田中晃
まちづくりネットワーク緑 11
「地元の良き部分を表す道具としてのマップ」手元のマップを集めてみました・・・
緑区防災マップは秋山氏から褒めていただいたのですが、一年前は小さかったのです。今年は地図を
大きくしています。逆に反対側の生活マップ（みどり区ガイドマップ）では寺院の表示など情報量が
減って不便になっています。
1)

http://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/kiroku/iinkai/katsudogaiyo-h27-t-4.html
横浜市会 政策・総務・財務委員会
11 http://machinet7.blog.fc2.com/
6
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私は横浜市の行政地図情報提供システムを見
ることをベースとしています。これを拡大し
ながら使っています。被害想定では元禄型地
震の震度のマップがでていますが、県は横浜
市と話し合ってきめているといいながら、元
禄型は起きないと判断しています。地図情報
提供システム地区別のマップではどこが危な
いかとか避難経路などが表記されています。
子どもたちとまち歩きするときなどは、これ
を見て歩きます。
市民活動する立場としては、このような地図
の使い方をしています。
緑区洪水ハザードマップ12 150 年に一度の
災害状況が反映されています。想定外が起きる事を予測すると、さすがにここまで表示せざるをえな
いと思っています。田園都市線の田奈あたりでは青葉区側にあふれるようになっています。谷本川や
恩田川の周りは田んぼがあってそこにあふれるようになっている。一番深くなるところまで表示され
ています。これは全戸配布されていません。
内水ハザードマップ13です。

緑区周辺では青葉区や旭区の地域まで内容が見えます。緑区でも他区の状況が分かり良いと思う。
30 年に一度の規模 1 時間に 76.5mm。道路閉鎖される規模ですが、50cm 以下の水がでてくる・・という
ことだが、その時に使う土嚢の備蓄などはどうなっているのかが知りたいですね。
土砂災害ハザードマップ
・土砂災害については緑区・長津田方面では調査をする場所がたくさんあります。いずれにしても避
難行動の基になるマップで、全戸配布されています。
≪主要マップからのまとめ≫
・防災のデータは各種の情報システムの活用がベースですから、いろいろ調べて見るのが横浜市民の
ベースになれば良いと思う。防災マップもニーズにより一年で変わるという状況下にあります。
① 情報量で毎年マップは改善される
② 従って元のマップは年々変化している
③ 手元のマップは概要が分かるものとして使う。必要時には 詳細地図をさがす。
≪尺度によってマップは変わる≫
緑区の場合は 4 駅を中心にしたマップが多い。
・公園マップは緑区のウォーキングマップの図面がベースになっています。
・目的により図面に記入する内容が違っていますよね、子育て拠点関係のマップ。（子育て応援ガイド
ブック14掲載）緑区のは 50 ページぐらいの冊子になっていますが、その中にある子育て拠点が大事
な情報かなと思っています。地震が起きたら、子育て拠点は大丈夫かなと心配です。地域の活動に
協力的ではない処もあると評価されています。
12
13
14

http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/flood-hmap/pdf/midori-omote.pdf
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/gesui/naisuihm/map/midori1.pdf
http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/20mokuteki/26kosodate/kosodate/eriamapputeisei.pdf
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・図書マップ 青葉区ではどこの拠点でも借りた図書を返却できるらしいのでいいなと思っている。
≪尺度によってマップは変わる、まとめ≫
① 公共施設が目的別にまとめられています
② 元地図が使われており、目的により地図の内容を変えている。
地震の時は近くの公共施設に逃げ込めればよく、逃げる先として大事な拠点かなと思います。
隣接区の情報記入が増えていくと思う
≪リスク管理の情報例≫
・土砂災害警戒区域等指定図15
リスク管理の視点で。崖地の地図を見ると、崖地にマンションが出
来てしまった。その周りを今では防犯パトロールで回っています。
・古地図
東名道路と恩田川の流れているところの明治時代の様子を見ると、最近、変化してい
る。昔の地図の中には情報がある。
・横浜丘の手 湧水マップ16
・横浜市の雨量観測所、水位観測所・ライブカメラを表したもの（鶴見川管内図）
・自治会の管理マップ 家ごとをマップ化しているもので自治会内の情報が分かるようにしている。
・帰宅困難者一時滞在施設マップ17
・神戸ハザードマップ18
≪リスク管理をするマップを探します≫
・リスク管理の情報提供としてのマップがたくさんあるが、目次化が必要だと思う。
スマホを利用するとしても、地図の目次の作り方が、自分たちの課題と思っている。
・長津田に文化センターができ商店街と組んでお散歩マップを作成した。長津田駅周辺街歩きマップ
・緑区交流サロンマップ 元気づくりステーションや認知症カフェにも利用される。誰でも立ち寄れ
る場所を作れないか。
・長津田駅周辺の車椅子歩行案内図19 車椅子ガイドマップもあります。
≪まとめ≫
・オープンデータの時代にきて、データを利用した市民活動の時代ではないかと思う。地域で一般に
使えるマップができないかとおもっている。若者も年寄もスマホを利用して情報共有をできたらと思
う。
・白マップの電子データや誰でも使えるソフト（オープン化）を期待したい。
地元の情報を表記する道具として記入して利用したい
・現地で確認できる小型端末の時代が必ず来る。これに合わせてマップを作り普及したい。
2）小池由美
青葉区民会議
「横浜北部のまちづくりを地図から考える」
青葉区民会議ですが、残念なことに今や北部で一つ残る区民会議になっています。区民会議はまちの
課題を取り上げて、みなさんで考える場を設け、最終的に区や市へ政策提案をする、そういう活動を
している区民会議として、横浜北部のまちづくりを地図から考えるということで報告をします。
青葉区で現在始まっているのですが、青葉区まちづくり指針の改定がおこなわれているので提案を作
成しているところです。データ（アンケートの結果など）を基に、これと地図を使うことで課題を見
える化することの必要性を考え始めています。
今日は、地図を使って、区民会議として政策提案を作っていくのかということを紹介します。
≪まちづくりを地図から考える≫
都市計画マスタープランへ提案をだしました。その提案を出す際に、区民会議では 2 期にわたって

15
16
17
18
19

http://dosyasaigai.pref.kanagawa.jp/php/map.php?mapmode=kuiki
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000049526.pdf
http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/b-sp/
http://www.city.kobe.lg.jp/safety/prevention/map/ 神戸市洪水ハザードマップ
http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/kankou/miru/kurumaisu.html
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1000 人アンケートを実施し、その中から様々なデータを処理しています。単純に数字としてだすので
はなく、その一人ひとりがどのような地域に住んでいて、アンケートに対してどのように回答してい
るのか・・・データと地図を組み合わせた形で提案を作っていく。こういう手法を区民会議としては
取り入れ始めました。データも大事ですが、地図上に表すことで課題が見えてくることも重要だと考
えています。横浜市では今、オープンデータが進んでいます。ただ、横浜市のオープンデータといて
も非常に限られたものです。市の統計ポータル上でオープン化されたものはいろいろ出ていますが、
各区が持っているデータで出しているのは金沢区、西区、程度でそれ以外の区ではほとんどオープン
データ化されていません。毎年統計が公表されますが、あくまで紙ベースでだされているところが多
いです。
さて、提案についてですが、 この地図上で赤い線は東急で
すが、東急の沿線地域と周辺地域とに分け、各駅から 750M
半径の円を描き、その範囲内に重なる自治会を境に、駅沿線
と周辺に地域を二分しました。そこに、1000 人アンケート
から得た住居地別意見を落として、区域に分けてデータを処
理した。そういう取組をして提案を作成しています。
≪まちのあり方を地図情報から考える≫
高齢化率（250M メッシュ）とバス路線、コンビニを同じ地
図上に表してみました。配布したカラーの地図がそれです。
青葉区だけでなく、北部 4 区の地図を出しました。
高齢化の分布は横浜市統計 GIS から見ることができます。
コンビニの情報はコンビニマップから、またバス路線図は国土交通省 GIS サイトから得たものを、一
つのマップ上に重ねてみました。
さまざまなデータを置くことで、何が見えてくるかを考え
ます。 高齢化をメッシュで表すことで、北部 4 区のまち
の状況が見えてきます。
バス路線を置いたのは、コンビニが一体どういったところ
に配置されているのかを、見ていきました。
コンビニというのはバス停付近に非常に多い。ということ
はバス路線の無い地域にはコンビニ、ものを買う場所が少
ないということになります。そういう地域を高齢化率から
見ると、どうなっているのか・・を見てみます。高齢化が
進んでいる地域というのは、そこには生産者年齢層（15-60 歳）＝通勤・通学をする人たちがいない、
少ない地域になっています。バス会社はバスを走らせないということになります。そうするとコンビ
ニも遠くなる。
アンケート調査をした際も、青葉区役所の近隣や鉄町といったところは高齢化がすすんでいて、また
標高差も大きいところにも関わらずコンビニが無い。バス路線が真ん中に走っていない。そうすると
高齢の方は山の上から降りてきて下に走っているバスに乗って、市が尾駅まで出てきた買い物をす
る。こういったことがマップから読み取れるようになります。
バス停から 300m 圏内を円でくくってもらいました。 300m というのは、高齢の方たちが無理なく歩け
る範囲と言われています。その範囲にコンビニがどれぐらいあるか地図を見ながら、提案に作ってい
く。こういう手法を区民会議ではとっています。
≪My City Forecast を使って考える≫
もう一つの手法として、これはネット上にあるアプリです。東大の学生が作っている MycityForecast
というものです。誰でも使えます。都市計画がある程度インプットされており、現在ある地図情報と
都市計画マスタープランと自治体がもっている様々なデータを入れて、2015 年から 2040 年までの情報
を見ることが出来るものです。これを高齢化マップと掛け合わせてみていくと、また違うものが見え
てきます。
サンプルとして、青葉区で高齢化が進んでいるところを拡大しています。
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一つ目は、奈良の地域ですが、非常に高齢化しています。最近ここには UR が入って面白い取組も始ま
っています。二つ目は青葉台駅前です。駅前なの
ですが、ここも高齢化が進んでいます。環状 4 号
線に沿って高齢化が進んでいます。この地域を
MycityForecast で見て見るとこういう風になり
ます。赤枠のところが奈良の地域です。バス路線
がこういう風に走っています。2015 年だとこの
メッシュの中に 1660 人いますが、このまま都市
構造をほっておくと、1679 人、計画された都市
構造を入れると 1363 人となり減少していくとい
う風に読みます。問題は、スーパーマーケットや
コンビニが遠くなってしまうということです。こ
れはいったいどういうことなのかを考えたいと思っています。バス路線が無くなってコンビニが撤退
する。人口がさらに減って集約化が始まって駅そばまで行かないと買い物が出来なくなる。青葉台駅
付近でも同じようなことが起きてしまいます。青葉台のような青葉区内で中心地域であっても高齢化
が進んでいくことが見えてきます。
3 つ目は美しが丘 3 丁目、4 つ目は江田駅前。このあたりも高齢化が進んでいる地域です。ここでも買
い物行動がしにくくなります。
都筑区センター南も見てみました。それと少し離れたところと二か所見てみます。今の時点では同じ
高齢化率です。これがどう変わるかというと、センター南駅だとそれほど変化はありませんが、少し
離れるだけで、将来的に買い物行動がしにくくなるかもしれません。原因がどこにあるかは考える必
要がありますが、今でもこの地域はコンビニなんかが少ない地域です。バス路線からも外れている。
将来バス路線がさらに減っていくとコンビニがさらに撤退するかもしれない。そういったことが組み
合わせで見えてきます。
≪統計 GIS から 高齢化 H17→H22 変遷の状況≫
これは国勢調査からの高齢化の変遷です。 平成 17 年のデータと平成 22 年のデータを比較して見て
みます。黄色い部分が減ってきます。周辺部が真っ赤になってきます。今年平成 27 年に国勢庁ががあ
ったのでまた新しいデータが出てきます。もっと赤くなる地域が増えてきます。高齢化とバス路線、
買い物行動から何がみえてくるのか、これからのまちづくりを考える上でとても大切になってくるか
と思います。
区民会議としては、こういったデータを机上でみているだけでなく、実際にたとえば防災に関しても
先日まち歩きを行っています。先ほどの美しが丘地域を歩いてみました。都筑もそうですが、青葉区
も高低差が非常にあります。この高低差が激しい地域に地域防災拠点が混在しています。中には山の
上にあります。また山の途中にある公園ですが、この公園の中に防災備蓄庫を持っている自治会なん
かもあります。上の通りと下の通りでこれほど（階段で）段差がある地域もあります。また、このた
まプラーザは隣が川崎市になり、川崎市の避難所の標識が立っていたりします。川崎市の人たちがた
まプラーザ地域の拠点の方へ避難してくるという話も聞いています。ですので、区境や市境での避難
所のあり方も自治体を超えて考える必要があるかと思います。
定点診療拠点の考え方ですが、これは青葉区独自の考え方です。この地域では美しが丘小学校です
が、川崎市の人たちもここに来るでしょう。
実際にまち歩きをした後、地図に落しています。たまプラーザ駅前から歩きだして（60m 標高）上が
ったり下がったりしてこの美しが丘中学校のあたりはこのあたり（80M 超え）です。中央の道路はこ
のあたりです（52m 標高）
。30m 近い標高差があるところの両側に拠点があったりします。こういった
ことから拠点のあり方も平面の地図からは分からないことも、標高を付けることで、本当にそこに人
は避難できるんだろうか・・高齢化が進んできたときに、そこに集めることがいいのだろうか。後の
生活をするにしても考えなくてはならないのでは・・と。地図とデータとさらに現場を歩くというこ
とで進めています。
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≪課題投稿サイトとの連携を考える≫マップ上に課題
を表すことで、見える化をし、それを地域の人と共有
する。そこから見えてきたものを提案していく。マッ
プを自分達で作っていく。課題を落とし込んだマップ
を公開していこうと考えています。横浜市では
LocalgoodYOKOHAMA と協力して、課題投稿サイトを作っ
ています。誰でも投稿することが出来ます。今回美し
が丘中学校拠点は非常に高いところにあるということ
を投稿してみました。
こういう投稿が青葉区に中でたくさん集まってきた
ら、防災に関しては地域でこんな風に考えている人た
ちがいる・・ここに課題があるのだ。課題が地域ごと
に見える化され、それを集約することで防災に関して
提案に結びつけることができるのではと、考えています。
まちづくりの課題を区民会議は集め、見える化を行い、課題として伝え、一緒に考える場と機会を
提供し、そしてまちづくり提案を行う。 データと地図を使って考えていきましょうということを進
めています。
今日は横浜北部のまちづくりを地図から考えました。
少し補足情報です：
≪区境に起きる災害≫
昨日大雨が降り続き、緊急の水位情報が流れたと思います。 落合
橋が氾濫注意水位を超えたという情報です。が、落合橋といっても
どこか分かりません。これは地図でみるとちょうど都筑区、青葉
区、緑区が隣接する所になります。このあたりです。右側のココが
新横浜の遊水地です。この落合橋のところがあふれそうになってい
ますという情報です。
ここに中山小学校があります。たくさんの避難所があります。中山
小学校はところが浸水域に入っています。青葉区内にもこういった
ところがたくさんあります。浸水ハザー
ドマップをみると、避難所に指定されて
いる小中学校ですでに浸水域にあるとこ
ろが何か所かあります。これをどう考え
るのか。小中学校は地震の際には避難所
になり運営委員会がありますが、浸水、
洪水の際はだれが動くのかはあまり明確
にはなっていません。基本は区役所が人
を派遣し、自治会が対応することになっ
ています。が、拠点（運営委員会）は、
まったく知りません。これからの取組と
して、こういうことも必要になってきま
す。地図を見て分かってくることです。
この地図は地域防災拠点のエリアごとの 65 歳以上
の状況です。拠点ごとの高齢化も今後問題になっ
てきます。
この地図は、港北区の過去の災害分布を区内の
等高線で表しています。こうなりますよといった
情報がすでにオープンになっています。今後北部
としては、災害がどこに起きるのかということ
と、等高線＝３D で見ていくということが災害対
策には必要になってくると思います。紙媒体で情
報をもらっても標高差は分かりませんので、見過
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ごされることも多いと思います。
追加情報ですが、防災マップに関しては横浜市ではタウンページ
と連携して、各区の防災マップを全戸配布し
ていると思います。この冊子版は大きなマッ
プと違って使いやすいかと思います。
防災タウンページ20

3）福富洋一郎 都筑区 都筑魅力アップ協議会（早渕川ファンクラブ 恩田の谷戸ファンクラブ）
今日の話は防災マップについてです。 去年までの都筑区防災マップです。平成 7 年あたりからの
毎年のものをコレクションしています。これは都筑のガイドマップですが、非常に評判が良いので
す。大きさも適当で、毎年でているものを集めてきました。最初の頃は使いにくいと市民の側からの
意見がありました。具体的にいうと緑道、15 キロあるのですが、これは緑でよく表れているのです
が、もう一つオレンジ系列といいますか、歩行者自転車専用道路が網の目のように張り巡らされてい
るのです。それが最初はわかりにくかったので散策する側としてはぜひ入れて欲しいとお願いをし
て、区役所の方でも採用してもらえました。どんどん進化するガイドマップがあったのです。去年突
然防災・生活マップ21というのが出来上がっていました。私としては大き過ぎるし、見にくいので総務
課に行ってどうしてこういうのを作ったのかと尋ねました。前の担当者が作ったので知りませんとの
返事でした。
都筑区も特色のあるエリアの防災マップというのがた
くさんあります。そのうち二つを紹介しようと持って
きました。一つは「東山田工業団地防災マップ」22で
す。表と裏をここに貼りだしています。団地の中に工
業団地だけでなく、住民も住んでいます。地震が起き
た時に住民とどうするかとうことで防災マップが出来
ています。また東山田コミュニティスクールが近くに
あり、地域で子どもを育てようということで、東山田
中学校、東山田小学校が連携しています。そこの中学
生が工業団地なので就職の時のこともあるので、工場
をインタビューをして、そこにこういう防災設備があ
るとかヒアリングをして全部書き込みました。完成し
たのは 2 年前です。話題になりました。ポイントは、工業団地が自分たちの防災をアピールするため
にマップを作ったということと、近くの中学生にハートでボランティアという授業の中で、さらに都
筑マイプラザとのコラボレーションで作り上げた工業団地マップです。都筑区公式 HP にも掲載されて
います。都筑区がみなさんに伝えたい事例の一つです。

20
21
22

http://www.ntt-tp.co.jp/bousai/contents/publish.html#area_syutoken
http://www.city.yokohama.jp/me/tsuzuki/map2/zooma/map_recto/map_recto/
http://threehigh.co.jp/tsuzukids_data/bousai_map.pdf
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もう一つは自治会エリアでの防災マップです。川和町内会でのマップです。3 年ほどかけて作ったもの
です。各戸配布したそうです。全体がこういう形になっています。川
和地区連合町内会そなえマップ23という名前です。そのうちの川和台地
区はこうですというものです。川和地区連合町内会のマップとその中
の一部のマップです。昨年できた時に非常に評判になり、タウンニュ
ースにも掲載されました。3 種類作成したそうです。減災を目的とした
災害危険回避マップ、災害発生時の災害対応マップ、災害時に支援を
望む人の要援護者支援マップです。そなえちゃんという制度が都筑区
にはあります。これは非公開です。平成 25 年の 6 月に各戸配布したの
ですが、その時に備えガイドも付けて配りました。大きさもそんなに
大きくなく、A3 版の大きさで自宅でも使えます。
そのほかに、ハザードマップを 18 区そろえました。市全体で作成した
ものを自分の区だけ取り上げて作っています。
≪鬼怒川の常総市での問題≫ 上流で堤防決壊した時に、避難所をど
こにするかということで、市内にすることになり、川下の市役所に集まって駐車場に対策本部を設
置。あとからその駐車場も水浸しになったという映像をみなさんもご覧になったかと思います。ほん
の少し西側のつくば市に行けば、流域を超えるので洪水にならなかったと思われます。まさに洪水は
流域で勝負しなくてはならないという良い事例が起きたのです。そういうことを言うと、鶴見川流域
について非常に関心を持ってもらえる。慶応大学の岸由二さんの話が 2 月にありますので、ぜひ聞い
てください。鶴見川の流域図を貼りましたが、これ
は横浜市に言っても出来ないですよね。横浜市では
なく東京都町田市が鶴見川の上流になるのです。鶴
見川は一級河川として国土交通省が全体の管理をし
ています。流域マップをしっかり作っているのは、
神奈川県の横浜川崎治水事務所です。そこでマップ
を貰えます。貝塚があるのが分かりますが、海岸線
が分かる。赤いのは横穴墓とかもあるのですが、古
墳時代。 早淵川は今でこそ鶴見川の支流に甘んじ
ていますが、縄文時代にはどうどうと本流として東
京湾に注いでいました。鶴見川も本流だと現在は言
っていますが、氷河期には東京湾の真ん中で多摩川
と合流して、東京湾の先で太平洋にそそいでいました。平らな土地に鶴見川ができた。水と緑は流域
で出来たものです。水と緑の散策マップ24は都筑区が誇るマップです。横浜丘の手、丘のまち横浜に集
まって来た人たちが、今日は集まっています、まちづくりについて話し合いを持てたことはすばらし
いと思います。

その他 参考

23
24

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/chiiki/chiiki/jichikai/jichi10.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kusei/kikaku/20141023173539.html
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