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@urayasu_fukkou

最初のテーマは「痛みと悲しみの分かち合い」です。市では、市民、事業者、行政
がそれぞれの立場から復旧・復興を進めていく必要があると考えています。そこで
お聞きします。皆さんは、浦安を、これからも住み続けていくまちにするために、ご
自分は何ができると考えていますか。

@42195gawacchi
私有共有道路の復旧に多額の費用がかかります。援助の検討を希望します。（住
宅への支援はあるが共用部は無い。マンション共用部は支援制度あるのに、な
ぜ、）

@42195gawacchi 共用部分の支援はあくまでもライフライン復旧の支援に限ってい
ます。道路そのものに対する支援ではありません。

@ruriririri1

安全・安心な浦安のためには禁煙政策を進めて欲しいです。歩き煙草や規定の場
所以外での喫煙には罰金を！飲食店は全席禁煙を願います。子供の受動喫煙を
防ぐために。それに断水した際に煙草の火の不始末で火災になったら大変危険。
放射能も怖いですが安全の為にはまずは出来る事から！

@watarutae

誤解を恐れずいうと浦安の震災は人的被害や建物崩壊、火災など重篤の損害が
なかっためある意味リアリティの高い防災訓練だったと。コミュニティや行政は確実
に機能し自信を得た。非被災潜在的液状化危険地域に対策は困難。浦安は大き
なチャンスを得た。

@watarutae 地域防災計画では想定していなかった被害でありますが、人的被害
がなかったことは幸運でした。決して防災訓練とは思っていません。本格復旧に人
的金銭的に市民に迷惑をかけてしまう。

@oda1979

まず元気に暮らすこと。あとは寄付かなあ。 QT @urayasu_fukkou: 「痛みと悲しみ
の分かち合い」です。市では、市民、事業者、行政がそれぞれの立場から復旧・復
興を進めていく必要があるー略ーこれからも住み続けていくまちにするため何がで
きると考えていますか。

@ruriririri1

浦安の被害も大きいですが今回一番甚大な被害を受けたのは東北、中でも福島
である事は忘れてはならないかと。被災地同士の絆として東北との連帯を進めて
欲しいです。観光客や移住者を率先して受け入れる等。放射能を恐れるあまり忌
避して攻撃するような事はあってはならないと思います。

@ruriririri1 その通りだと思います。4月15日に皆さんのご支援を受け、応急復旧は
完了しました。その時点で皆様からのご支援で得た5tの白米、ペットボトルの水を
被災地同士の連帯として南三陸町にお届けしました。

@morimoriakky
その名の通りシンボルロードから先進的な復興を進めてほしい。最も沢山の市民
が利用する道でもあり、誇りとなる道であるべき。

@morimoriakky 人や車が集まる幹線道路から優先して復旧工事に入ります。

@watarutae

東京通いなので普段意識していなかったが「浦安は観光の街」だと改めて痛感。京
葉線に外国人や旅行者がいない、ホテルの灯りがない状態が続くにつれ次第に不
安感が募った。まず観光客の目にふれる所から優先して復旧を。気持ちよく帰って
もらえるように。

@watarutae お気持ちはわかりますが、やはり、市民生活の復旧を最優先に取り組
んできました。



@ruriririri1
東北から格安のディズニー観光ツアーとかどうでしょうか。西日本や海外の人はど
んなに説明されても警戒心が解けないでしょうから。

@urayasu_nobuta
自分は何ができるか？市民が協働できる具体的な復興活動の市からの呼びかけ
が大切なことの一つだろう。今まで以上のものを。そうゆう活動に積極的に参加す
ることかな？

@urayasu_nobuta そうですね。今日のTwitterもその一環ですが、様々なところで、
皆さんの意見をいただければとおもっています。

@watarutae

@urayasu_fukkou 今回元町の被害は軽微だったが首都圏直下地震は阪神型にな
るはず。やはり大きな被害は元町の方に集中するだろう。耐震化、不燃化、道路の
拡幅などは液状化対策に優先すべき。人的被害というのは今東北地方を見るまで
もなく取り返しのつかないのだから。

@watarutae これから皆さんの意見を聞きながら、復興計画を策定して行きます
が、その中では、中町・新町地区だけでなく、元町も含めたすべての地域での防災
を考えて行きたいと考えています。

@taaachen
@urayasu_fukkou 「自分に何ができるか」→子どもも親も健康であること。健康に暮
らせる町を自分の目線、身近なコミュ二ティからどうするべきか、考える場を作る。

@chaochocotora
復興市民会議に参加しています。財政など大きな視点と同時に高齢者や女性、子
どもなどそれぞれの視点で、よりきめ細やかに話し合うことの必要性を感じていま
す。今後の議論が深まることに期待しています。

@heart2030
市の進捗情報や議会の動きの収集と集会や活動団体を通して意見やアイデアを
発言していく。重要なことは元町の火災・浸水・倒壊による多数の死者の防止で
す。浦安創生ネットや復興市民会議等で発言していきたい。

@watarutae

@urayasu_fukkou 市庁舎建替え問題。リーマンショック時の延期判断は見識だと
思ったが今回は建替えに賛成。被災時庁舎の欠陥のため市民も職員も大変苦労
したと思う。必要性を痛感した。ただし新庁舎が被災時にどんな機能を果たすのか
具体的に明解に示す必要はあるが。

@watarutae おっしゃる通り、今回の被災時には、災害対策本部が集合事務所から
文化会館に移らなければならなかったことから、皆さんにご迷惑をおかけしまし
た。市役所庁舎は、有事の災害対策本部の拠点にならなければならないと、その
必要性を痛感しました。

@kohei1977

心の被災地。まずは子ども達が安全に、大人達が安心して暮らせること。目に見
えない場所にも配慮を。 RT @urayasu_fukkou:そこでお聞きします。皆さんは浦安
をこれからも住み続けていくまちにするために、ご自分は何ができると考えていま
すか。

@kohei1977 震災時、水道や下水道が通じない地区の方に洗濯機の提供をしてく
れた元町の自治会、貯水タンクの水を被災された方々に分けてくださったマンショ
ン管理組合の皆さんなど災害時のコミュニティの重要性を改めて実感しました。市
民が一体になった事に感謝しています。

@urayasu_fukkou 最初のテーマについては、これで終了します。



@urayasu_fukkou

次のテーマは「市民協働による豊かさと幸せの共有」です。復旧・復興にあたって
は、市民、事業者、行政が協力し合い、一丸となって進めていく必要があります。
そこで、皆さんは市や事業者と一緒になって復旧作業を進めるには何が必要とお
考えですか。

@kohei1977
同意。市役所に市内を一望できる展望台があると嬉しい。元町、中町、新町の市
民がより一体となれる気がする。 RT @watarutae: @urayasu_fukkou 市庁舎建替え
問題。リーマンショック時の延期判断は見識だと思ったが今回は建替えに賛成

@ruriririri1
被害の少なかった元町地区の整備、浦安駅と新浦安駅を繋ぐ手段を増やす事。
市内での格差の是正。

@ruriririri1 災害に強いまちづくりを目指し、新町・中町の復旧とともに、新中通りの
整備など、元町地域の再整備に取り掛かっているところです。

@renocre
@urayasu_fukkouniただの復旧ではなく、復旧後の未来像に浦安市民がワクワクで
きるプランを提示する事も必要だと思います。防災・普及、大切ですが、プラス発
展が感じられません。日本全体に言えることですが。。

@renocre そう言ったことも含めて、これから策定して行く復興計画の中で、考えて
行く必要があると思っています。皆さんもぜひ、ご意見をお聞かせください。

@yyuukkoo812
このようなリアルタイムで気軽に参加できる、意見交換&情報発信の場を定期的に
持ってくださると安心です。プラスの情報(ここの道路の復旧が終わりました！など)
ももっと知りたいですので。

@yyuukkoo812 今後の道路復旧スケジュールを市HPなどでお知らせしていきたい
と思います。

@711U_Mihama こういう場を定期的に持って貰うと良いですね。
@711U_Mihama 今後このような機会を設けることについては、検討して行きたいと
思います。

@yomu2yomu7
市や事業者と市民の協働に必要なことは、上下関係や利害関係のない対等な人
間関係づくり。

@kohei1977
うん！それが言いいたかった。 RT @yyuukkoo812: このようなリアルタイムで気軽
に参加できる、意見交換&情報発信の場を定期的に持ってくださると安心です。プ
ラスの情報(ここの道路の復旧が終わりました！など)ももっと知りたいですので。

@urayasu_fukkou

これからの行政は市民との協働がキーワードです。復旧・復興を実施することも、
市民との協働が重要です。それぞれが浦安を住みよいまちにしようと働くことも重
要ですが、「市がやる」「市民がやる」ということではなく、お互い手を取り合って進
めることも大切です。



@Woodruff_jp
Twitterにくわしくない市民も時代の流れから見ていると思うので｢ある程度見やすく
なる」アドバイスも必要があると思います。参加しやすい形をアドバイスする為にも
市民のサポートも必要かと。正しい情報を必要としますし。

@Woodruff_jp より多くの市民のみんなさんが参加できるような仕組みづくりを検討
していきます。

@renocre
今回の復旧に関して、例えばクリエイティブディレクターを採用することはどうでしょ
うか?防災の機能と外観のデザイン。「防災リゾート都市」を世界にアピールできる
未来都市スタイル

@Woodruff_jp
@renocre 自治体が情報発信する専用のタグなども必要があると感じます。
urayasuタグはつい最近まで見にくい(ボットや同じ内容のTweetなど）状態だったの
で初心者は離れていったのではないかと心配してます。

@taaachen
お互いの歩み寄りと信頼感。公正な情報開示が必要です。あとフットワークの軽さ
が欲しいので、各部署をあっちこっちさせない方法。

@Woodruff_jp @renocre 発展という見地でのデザインは同意します。

@varaprap

市民協働の理解が不足していると思います。行政側は協働事業を丸投げと誤解し
ている面もありますし、市民側は協働事業と市民活動の違いは予算（補助金）額だ
と誤解しているケースもあると思います。正しい理解を促すための取り組みが必要
だと思います。

@varaprap 協働の理念が定着するまでにはもう少し時間がかかると思います。地
道に努力していきます。

@urayasu_fukkou 2番目のテーマについては、これで終了します。

@urayasu_fukkou

最後のテーマは「安全で安心な暮らしの再構築」です。これは行政のあり方につい
てのテーマです。浦安市はご存知のとおり震災前は全国的にも若く財政力もトップ
クラスのまちでした。しかし、今後数年間は、復旧・復興に全力投球することから、
より厳しい行財政運営が求められてきます。

@urayasu_fukkou

市民の安全・安心な暮らしを守ることはもっとも重要な行政課題であり、そのため
の行政運営の改革は待ったなしです。そこでお聞きします。市が災害に強いまちづ
くりを進めるにあたり、皆さんが考える重要なこと、優先されるべきこととはどのよう
なこととお考えですか。



@ktanaka1999
@urayasu_fukkou #ura_f ああ、議論に参加する時間がない・・・。 ぜひ、足元を
照らす明かりを消さないでください。お願いします。

@ktanaka1999 今回の試みは、始めての試みであり、今後も皆さんの意見をお聞き
できるチャンネルを沢山用意して行きたいと思います。その際には、是非ご意見を
お願いします。

@taaachen

@urayasu_fukkou 子育てに優しい街だと聞いて浦安に来た家族も多いです。子供
たちの健康に『安心安全を構築したい。』給食・遊び場・学び場それぞれの安全と
安心のために国云々ではなく、市制で動ける事は動くという体制作りをお願いした
い。

@ruriririri1

浦安の魅力はクリーンさ、品の良さにあると思います。安全な子育ての為にも火災
を防ぐ為にも路上喫煙に罰則を設け禁煙の徹底を進めて欲しいです。浦安を世界
一綺麗で安全なまちに！条例によりディズニーランド内も完全禁煙が実現すれば
大きな功績になります。

@appleprin1
災害が発生した後に、市がその影響に対してどのような方針で、どう対応している
か市民にきちんと知らしめて欲しい。国の基準で動くのではなく、市民生活を守る
ためには何が必要か？市が主導して対応してほしい

@appleprin1 災害の内容によっては国の役割、市の役割が違います。市の役割に
ついては現場主義に則り独自支援策など最大限の努力をしています。

@advimg
「備蓄」のチェックです。高洲の貯水が機能しなかったことは、反省点だと思いま
す。

@advimg 今回の震災を受け、備蓄も含め、地域防災計画を見直して行きます。

@yomu2yomu7
最優先に取り組むことは、マイノリティに優しい町づくり。高齢者、障害者、日本語
を母国語としない人たち等々、が住みやすい町は大多数が住みやすい町。

@varaprap

必要なのは災害時に市民が手を取り合うためのコミュニケーション手段。安全・安
心を守るのは市民一人ひとりの力だと思います。行政はその手助けをするものだ
と思います。まず自治会の連絡機能が弱い地域や自治会への加入が進まない問
題をみんなで解決すべきだと思います。

@varaprap おっしゃる通りだと思います。

@appleprin1
ちょうど家事でばたばたと忙しい時間帯なので、次回はもう少し時間帯を広げてい
ただけるとありがたいです！Twitterなどでの意見交換は是非続けていただきたい
です。

@appleprin1 初の試みなので、今後は、時間帯やツールなどを検討していきたいと
思います。

@yanomiii 復興を進める時に、定期的に市民の声を聞く場を設けて欲しいですね。 @yanomiii できる限りこういった機会を設けたいと思います。



@taaachen
@urayasu_fukkou 縦割りの市の各部署という分け方ではなく『安全安心な暮らしを
考える』という部署を作るとか・・・

@Flatout4AG
土地の硬さのマップが欲しいです。現状を把握して何が必要か整理ないと…。災
害対策に必要な情報のひとつかと考える

@Flatout4AG 浦安市液状化対策技術検討調査委員会で地盤の情報も整理してい
ます。その情報をみなさんに利用して欲しいと思っています。

@varaprap

震災後は県と国との連携の不備が目立ったように感じます。市民が手を取り合うこ
とも大切ですが、復興の実現には行政が縦に連携することも大切な事だと思いま
す。市長、県知事、大臣、首相、各議員の連携が個人に左右されないシステムの
確率を望みます。

@varaprap よく言われることですが、事故や事件は現場で起きています。連携の不
備ではなく、現場を見ない国や県の対応の在り方に疑問を感じました。

@taaachen
もっと多くの（頻繁の）情報開示により市民もこのように意見参加できる体制がある
といいですね。市長への手紙とかは返信がとてもゆっくりなので。

@advimg
正しい情報発信。震災後は市のページと新浦安ナビが頼りでしたが十分ではなく、
市にソースの明確な正確な情報が伝わり一元発信できる仕組みがあれば、と思い
ます。

@korginzo
年寄りだから２件ほど書き込んだが、勝手がわからずうまく届いてないようだ。
#ura_f マークが必要なのか？

@korginzo @ktanaka1999 申し訳ございませんが、ハッシュタグ（ #ura_f ）がないと
発見が困難です。必ずハッシュタグを付けてツイートをお願いします。

@kohei1977

財源が鍵。2011/4/23付の日経によると５年後をめどに羽田空港と東京ディズ
ニーリゾートがある千葉県浦安市周辺を海上航路で結ぶ計画があるそうです。TD
RT @urayasu_fukkou: 復旧復興に全力投球することからより厳しい行財政運営が
求められてきます。

@kohei1977 この日経新聞の情報は正しくありません。

@varaprap
TwitterだけでなくFacebookも活用してください。平時からもっと情報発信に貪欲に
ならなければ災害時の連絡手段の確率も難しいと思います。

@varaprap 今回も検討材料になりましたが、今後、Facebookの活用も検討していき
ます。

@advimg
ついでに、「防災浦安」の放送は、中町、新町の高層建築では建物に反響して何を
言っているのか分からないことが多いので、頼りにできません。

@advimg 防災放送の聞き辛さは、本市だけではなく、都市部の共通した課題です。
他の代替手段も含め、現在検討中です。



@varaprap

保護者が帰宅出来なかった場合の幼稚園・保育園・学校・児童育成クラブ等から
のこどもの受け渡しに関して、市内で統一した誰もがわかるような受け渡し手順が
必要です。また、それに基づいた訓練も市街からの帰宅訓練と合わせて市内全体
で行いたいです。

@yumeon57

災害に強いまちづくりを進めるにあたり、本部となる市役所の耐震化、大型発電機
の導入等によるBCPの検討が必須と考えます。また、災害に強い医療施設確保の
ため、耐震化等の補助金の創設など、行政と医療機関とのリレーションシップが必
要と考えます。

@taaachen 市民にお願いしたいことも市制から出されてみては？

@yyuukkoo812
子供を安心して育てられる街に。今回の液状化イメージダウンをカバーするくら
い、子供まわりの災害対策を強化。給食ゼロベクレル宣言など。

@kohei1977
織田裕二さん（青島警部）も言っていました！ RT @urayasu_fukkou: @varaprap よく
言われることですが、事故や事件は現場で起きています。連携の不備ではなく、現
場を見ない国や県の対応の在り方に疑問を感じました。

@kohei1978
イイネ！ RT @varaprap: TwitterだけでなくFacebookも活用してください。平時から
もっと情報発信に貪欲にならなければ災害時の連絡手段の確率も難しいと思いま
す。

@watarutae

直後から本日に至るまでの市の対応はとても合理的で手順を踏み、かつスピー
ディだったと感謝しています。財政は厳しくなったものの絶望するほどではなく、将
来に禍根を残さずとも共有できる夢の持てる計画が作れると思う。市民は皆知見
の開示を。

@kohei1977
TDRも良いのですが、復旧や復興という共通の未来を描いた時、こういった他県と
の連携もありだと想うのです。 #ura_f RT[社会] 福島の「スパリゾートハワイアン
ズ」来年2月フルオープン （スポニチ）

@kohei1977
Σ（ﾟдﾟlll） RT @urayasu_fukkou: @kohei1977 この日経新聞の情報は正しくありま
せん。



@ambitious_mana

道路などの補修も重要ですが、それより先に、保育園や学校の給食のミキシング
検査や、食品や水道水のストロンチウムの検査をすべきだと思います。壊れた道
は避けられるけど、放射性物質は目に見えないから検査しないと避けられませ
ん！数年後、病人や死者が出たら責任取れますか？

@varaprap

@ambitious_mana そろそろ時間ですね。教育機関を通じて浦安のこどもたちが描く
未来の浦安について、絵に書く、文章に書く等のこどもなりの表現で作成したもの
を集め、参考意見として取り上げいただけないでしょうか。復興の先の未来はこの
子たちが受け継ぐ街です。

@varaprap いいアイデアですね。参考にさせていただきます。

@taaachen
とにかく、今元気な子供たちを将来も元気に浦安で過ごさせてほしいです。浦安を
ふるさととして。

@urayasu_nobuta

いいね！ varaprap そろそろ時間ですね。教育機関を通じて浦安のこどもたちが
描く未来の浦安について、絵に書く、文章に書く等のこどもなりの表現で作成したも
のを集め、参考意見として取り上げいただけないでしょうか。復興の先の未来はこ
の子たちが受け継ぐ街です。

@hidechan_jp
ツイッターではITに強い世代の意見に偏ってしまいます。たぶん、今回はそれも考
慮してらっしゃるとは思うのですが・・・。私のまわりの年齢が高い方はインターネッ
トもまったくできません。

@urayasu_fukkou
皆さんからは多くのご意見・ご要望などをいただきました。ありがとうございました。
今回初の試みとしてTwitterを活用させていただきましたが、こうした機会を多く設
けることも、「市民との協働」の第一歩だと考えています。

@urayasu_fukkou
今回、やり取りを静観されていた方も大勢いらっしゃると思います。次回はどのよう
なテーマで皆さんにご意見をいただくかは今の段階では申し上げられませんが、
近いうちに再度開催したいと思います。

@urayasu_fukkou
これから皆さんからいただいたご意見などをまとめて、ホームページなどで公開し
ます。

@urayasu_fukkou 本日はありがとうございました。



Twitter de 復興参加終了後のツイート集

@advimg
浦安は市域のどこからでも歩けば何とか市役所に行ける。適所に公民館がある。
通信インフラがやられた時は、市役所、公民館が正しく新しい情報が集まり発信さ
れる場として、ネットワーク構築

@advimg あ、８時半過ぎてた。(笑)

@varaprap こちらこそありがとうございました。

@oda1979
今回はこのような機会をいただきありがとうございました。次回はUstreamやケーブ
ルテレビなども活用されると面白いと思いました。

@korimichi1214

同感です。元町は避難場所の小学校の周囲も住宅が密集してるので、大規模火
災等があった時にそこまでいけるのかも不安。 RT @ruriririri1: 被害の少なかった
元町地区の整備、浦安駅と新浦安駅を繋ぐ手段を増やす事。市内での格差の是
正。

@hasshi49

子持ちだと、一番PCや携帯を見てられない時間帯なので、次回は夕方6時前まで
か、夜9時以降だと嬉しいです。検討お願いします。幼稚園小学校の高圧洗浄や、
給食の放射能汚染検査、液状化による歩道の段差の早急な補修をツイートした
かったので、残しておきます。

@urayasu_gun
まず、あんな短時間に意見を集めるという事がずれている。２～３日間で、集約さ
れた意見になるはず。これだけで、お役所仕事と取れた。仕事中はツイート控えて
ます。

@rbs0shinurayasu

市役所さんスルーしてはダメよ！ 時間切れなんて… 思ってた通り、浦中おやじ
と役人との元町カラーで終わってしまったようで残念です。 RT @ambitious_mana:
#ura_f 保育園や学校の給食のミキシング検査や、食品や水道水のストロンチウム
の検査をすべきだと思います。

@advimg
@rbs0shinurayasu @ambitious_mana 市役所の「中の人」、市の公式に掲出して始
めた以上は投げられたツイートは無視してはならないですよね。まさか、時間がく
れば仕事終わりなんて？



@otsuka_chieko
放射能検査は学校や保育園だけでなく、乳幼児がベビーカーで通る歩道もお願い
したいです。それから浦安と新浦安をつなぐ路面電車も賛成です！またこのように
短時間で募集を行うのであれば、せめて前日の告知が欲しかったです。

@yamamoto_tapur
ところで、私は『みんなのまち』というボランティアのプロジェクトを行っています。未
だ開発途上ですが、浦安を想定したものです。

@yamamoto_tapur
新浦安の住民として一番気になるのは、出来上がっている施設や道路の液状化
に対して根本的な対策が可能かどうか。次の地震で同じ被害を繰り返さない保証
がないと、新浦安は衰退していく気がします。


