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Tokyo Declaration on Enhancing Urban Resilience 

The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 was 

adopted in 2015 at the Third UN World Conference on Disaster Risk 

Reduction, as an international guiding instrument for disaster risk 

reduction through 2030. The aim of the Framework is “the substantial 

reduction of disaster risk and losses in lives, livelihoods and health and in 

the economic, physical, social, cultural and environmental assets of 

persons, businesses, communities and countries.” Nations, local 

governments (including cities), international organizations, and other 

stakeholders are tasked with implementing its four Priorities for Action, 1) 

understanding disaster risk, 2) strengthening governance to manage 

disaster risk, 3) investing in disaster risk reduction for resilience, and 4) 

enhancing preparedness for effective response and to build back better in 

recovery. Cities, which directly face the risk of damage and losses from 

earthquakes, climate related hazards including storms which are 

intensified by climate change, and other hazards, will be increasingly 

expected to play a specific and proactive roles to build resilience. 

 

As the leaders and representatives of the world’s capitals and/or major 

cities, we have made determined efforts, according to the circumstances 

of our respective cities, to address the issue of disasters caused by natural 

and human caused hazards, which can strike any time. Despite the 

differences in regional characteristics, we believe there are also many 

best practices that we can share and learn from each other. 

 

At the Urban Resilience Forum Tokyo, held in Tokyo on May 20-22, 2019, 

we discussed the responsibility that cities share and various measures to 

ensure urban resilience, reduction of disaster and climate risks, and 

achieving sustainable development with the aim for cities to better 

protect the lives and property of their citizens from the impact of 

disasters. 

 

The following shared vision was adopted at the forum: 
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Our Vision 

• We aim to realize a shared concept of the “mainstreaming of disaster 

risk reduction” for the creation of resilient cities. 

• We strive to increase understanding of disaster risk, not only by public 

institutions, but by all citizens - including women, youth and children, 

people with disability, the elderly and culturally and linguistically 

diverse communities, as well as nongovernment stakeholders - and the 

strengthening of disaster resilience per each group’s respective needs, 

perspectives, and circumstances. 

 

To realize this vision, we, the leaders and representatives of the world’s 

major cities, have agreed to the following: 

 

Initiatives to Realize the Vision 

• We will enhance urban resilience to protect the lives and property of 

citizens as a priority issue and will actively consider and implement 

globally accepted tools and measures, taking into account the 

geographical characteristics, social and economic environments, and 

other attributes of our respective cities. 

• To enhance resilience to disasters, we will develop infrastructure in 

accordance with the disaster risks specific for each city, such as the 

earthquake resistant structures, and flood‐control measures. 

• For the implementation of measures, we will pursue a comprehensive 

program that includes raising awareness and interest among citizens, 

working in cooperation with private companies in possession of 

exceptional technologies, formulating effective systems and policies, 

and coordinating among multi sectoral agencies, in order to enhance 

the understanding of disaster risk throughout communities, encourage 

individual and cooperative measures, and mainstream disaster risk 

reduction and resilience into the development of our cities. 

• Acknowledging the importance of community leadership, we will 

design and develop support frameworks that simplify bureaucratic 

processes, provide appropriate technical expertise and otherwise 

enable community groups to engage in understanding of risk and 

undertaking adaptive planning so they are better prepared for the 



3 

 

future. Support arrangements and training programs that build the 

capability of community leaders will also be developed and shared. 

• We will share best practices in order to enhance the overall disaster risk 

management and resilience capabilities of cities. Also, when disasters 

occur, we will provide mutual assistance to support a swift and more 

effective recovery to build back better from disasters.  

 

Participating Cities 

Tokyo, Bangkok, Buenos Aires, Christchurch, Durban, Hanoi, Jakarta, 

Mexico City, New Orleans, Paris, Rotterdam, Santiago, Seoul, Tashkent, 

Tirana, Ulaanbaatar, Wellington 

May 21, 2019 



Tokyo Declaration on Enhancing Urban Resilience 

Attachment Regarding Mutual Support 

 

This attachment, in accordance with the Tokyo Declaration on Enhancing 

Urban Resilience adopted at the Urban Resilience Forum Tokyo held in Tokyo in 

May 2019, is intended to raise awareness for mutual support and cooperation 

among the participating cities with regard to disasters that can be expected to 

occur in the future. 

 

The support and cooperation among the participating cities are presumed to 

comprise the following and may be voluntarily provided or accepted as per the 

free will of the participating cities. 

 

1) Provision of information that contributes to urban resilience by reducing 

disaster risk or mitigating the potential impact of a disaster, and 

contributes to recovery 

2) Presentation of funds for disaster relief 

3) Dispatch of professional staff and other human resource support 

4) Provision of relief supplies 

 

The support and cooperation provided per this attachment will be determined 

through direct coordination between the cities offering aid and individual cities 

stricken by disaster. There is no obligation of support or cooperation. 

 

May 21, 2019 

 



都市のレジリエンス向上のための東京宣言（参考和訳） 

 

2015 年の「第 3 回国連防災世界会議」において、2030 年までの国際的な防災

の取組指針として「仙台防災枠組 2015-2030」が採択された。そこでは、「人命・

暮らし・健康と、個人・企業・コミュニティ・国の経済的・物理的・社会的・

文化的・環境的資産に対する災害リスク及び損失を大幅に削減する」の達成を

目指し、国家、（都市を含めた）地域機関、国際機関、その他関係のあるステー

クホルダーは、以下の４つの優先行動を進めることとされている。１）災害リ

スクの理解、２）災害リスクを管理する災害リスク・ガバナンスの強化、３）

強靱性のための災害リスク削減への投資、４）効果的な災害対応への備えの向

上と、復旧・復興過程における「より良い復興（Build Back Better）」。地震や

気候変動等に由来する風水害をはじめとした様々な災害リスクに直面する都市

が、今後、具体的かつ積極的に役割を果たしていくことがますます求められて

いる。 

 

私たち世界の首都及び大都市の首長及び代表者は、これまでも、いつ起こるか

わからない自然又は人為的なハザードによってもたらされる災害という課題に

対して、それぞれの都市が置かれた環境の中で最善の取組を行ってきた。そし

て、その対応のあるべき姿は、地域の特性により異なるものであるが、共有し

学びあえるベストプラクティスも多くあると考えている。 

 

私たちは、2019 年 5 月 20 日から 22 日まで東京で開催された「都市の防災フォ

ーラム Tokyo」において、都市のレジリエンス確保、災害や気候のリスク軽減

及び持続的な発展に資する都市共通の責任と多様な取組について議論し、災害

から市民の生命と財産を守る都市の実現を目指していくこととした。 

 

会議において共有された目指すべきビジョンは次のとおりである。 

 

目指すべきビジョン 

 

・災害リスク削減に向けた「防災の主流化」の概念が共有され、強靭性のある

レジリエントな都市づくりが実現されている。 

・公的機関のみならず、女性、若者や子供、障害者、高齢者、多様な文化や言

語を持つコミュニティも含めた市民や民間ステークホルダーが災害リスクを

理解し、それぞれの立場で災害への対応力を強化している。 

 



このビジョンの実現を目指し、私たち、世界の首都及び大都市の首長及び代表

者は、以下のことに取り組んでいくことに合意した。 

 

ビジョン実現に向けた取組 

・市民の生命と財産を守るためのレジリエンスの向上を都市の最優先課題の一

つに位置付け、各都市の地理的特性や社会・経済環境などを踏まえながら、

世界的に使用可能なツールや施策を積極的に検討し、実施する。 

・災害へのレジリエンスを高めるため、建築物の耐震化や水害への備え等、都

市の災害リスクに応じたインフラの整備を進める。 

・施策の実施に当たっては、住民の共感の喚起、優れた技術を持つ民間企業と

の連携、効果的な制度構築、多部門の連携などを総合的に進めることにより、

地域全体の災害リスクの理解を高め、自助・共助の取組を推進するとともに、

防災やレジリエンス強化を都市の主要課題とする 

・地域のリーダーシップの重要性に鑑み、地域自らが未来に備えられるよう、

行政手続きの簡素化、適切な技術支援の提供及びリスクを理解し計画を実行

できる支援枠組の作成及び展開を進める。地域のリーダーの能力向上プログ

ラムの作成及び共有も進める。 

・各都市のベストプラクティスの共有により、都市全体の災害対応力及びレジ

リエンスを高めるとともに、災害に見舞われた際には、迅速により良い復興

を実現できるよう互いに支援する。 

 

参加都市 

 

東京都、バンコク、ブエノスアイレス、クライストチャーチ、ダーバン、ハノ

イ、ジャカルタ、メキシコシティ、ニューオリンズ、パリ、ロッテルダム、サ

ンティアゴ、ソウル、タシュケント、ティラナ、ウランバートル、ウェリント

ン 

 

 

2019 年 5 月 21 日 

 



都市のレジリエンス向上のための東京宣言 相互支援に関する付属文書（参考和訳） 

 

 この付属文書は、2019 年５月に東京で開催された「都市の防災フォーラム Tokyo」

で合意した「都市のレジリエンス向上のための東京宣言」の趣旨を踏まえ、今後、予

測される自然災害に対し、参加都市間で相互に支援・協力する意識の向上を目指すも

のである。 

 参加都市間における支援・協力は、以下のものが想定され、参加都市の自由意思に

より自発的に提供・受入れができるものとする。 

 

（１） 防災・減災に資する、あるいは、復興に資する情報の提供 

（２） 災害見舞金の贈呈 

（３） 専門職員の派遣をはじめとする人的支援 

（４） 支援物資の提供 

 

 なお、本文書による支援・協力は、支援を申し出た都市と被災都市との直接的な調

整により行われるものとし、支援・協力が義務付けられるものではない。 

  

2019年5月21日 

 


