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第12回 浦安市賢人会議議事録

１．開催日時 平成23年８月２日（火）14時～16時

２．開催場所 都市センターホテル604会議室

３．出席者 神野議長、鈴木委員、大日向委員、松崎市長

事務局 理事、市長公室長、財務部長、市長公室次長、企画政策課長、秘

書課長、企画政策課長補佐、行政経営室２名

４．会議の概要

(開 会）

①市長あいさつ

②議長あいさつ

③委員あいさつ

④議事：これからの自治体運営について

(１) 東日本大震災への対応について

(２) 復興に向けての提言

（閉 会）

●市長あいさつ

市 長： 本来であれば、早い時期に12回目の賢人会議を行うところでしたが、ご

承知のように、浦安は日本最大規模の液状化に見舞われた。現在、石井理

事のもとで液状化対策技術調査検討委員会を立ち上げたところである。

地方統一選の県議選問題は、浦安市にマスコミの目が向く大きなきっか

けになったと思うが、応急復旧が終わる４月15日までの約１カ月、多くの

市民が浦安から避難した。そのような中で、選挙はできないという結論を

出したことが、全国的な波紋を呼んだ。

昭和39年の新潟地震でも液状化があったと聞いているが、法的な整備が

ほとんど見過ごされてきた。今回、湾岸地区も含めると世界最大規模の液

状化ということで、国も、液状化のメカニズムの究明に初めて乗り出すこ

とになった。
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議長のご指導のもとでスウェーデン等を視察し、「オムソーリ」という言

葉をご教示いただいた。市では、震災後被災者の生活支援、生活再建のた

め独自の支援を打ち出した。これも悲しみの分かち合い、オムソーリに倣

いまして、戸建住宅、集合住宅ともに支援を手厚くした。一日も早く再建

をということで、今日は「復興に向けて」というのが大きなテーマ。

●議長挨拶

議 長： 今まで液状化があったにもかかわらず、対策が進んでいなかったという

ことであれば、「事後責任」を果たすことで「事前責任」を果たすこと、ま

た、教訓を残しておくことが重要なのではないか。

また、東日本大震災全体で多くの犠牲者を出し、日本国民は「人間の社

会というのは、人間の生命というものに最高位の価値を置くものとして形

成されなければならない」という生命意識を認識したのではないかと思う。

命が重要だということと、２つ目は、市長も「オムソーリ」という言葉

を使っていただいていたが、「生きる」ということを共にしていくことが重

要になるので、共生意識。３つ目は、自ら行動して何らかの解決に参加し

たいという参加意識が芽生えたこと。

つまり生命意識、共生意識、参加意識の３点を、未来に対して責任を果

たす意味で、伸ばしていかなければならない。

もう一つ感じるのは、都市における安心・安全の意識が重要だと認識さ

れたが、堤防を築いたり、物理的なもので対応していくのが安全ではない

かと思う。しかし、物的なものには限界があって、安心というのは、人間

と人間との結びつきがあって安心するという精神的なもの。両方必要だか

ら「安全・安心」と言っており、その両方が、こうした危機を乗り越えて

いく上で重要になってきた。

最近、寺田寅彦の言葉がよく引用されているが、寺田寅彦は「災害とい

うのは自然の鉄則だから、必ず来ると覚悟して生きろ」や、「巡り合わせの

よい年と巡り合わせの悪い年が必ずある。巡り合わせのよい年に、自然災

害への備えを怠ってはならない」というようなことを言っているが、この

機会に、人間の生活の場に役立つような教訓を残していただきたい。
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それから、先人の知恵から言うと「災い転じて福となす」という言葉が

あるので、こうした大災害も、浦安が生活の場としてよりよく復興してい

くために活かしていただければと思う。

「応急善後策段階」と「復興善後策段階」があり、国全体を見ていると、

関東大震災のときには応急善後策をすぐ打ち出した。法律と同じ効果のあ

る勅令を出すことができたということもあるが、戒厳令から始まって的確

に応急善後策を打った。

大災害が起きたときには、素早くやらなければならないこと、じっくり

熟慮してやるべきことを明確に分けて、焦らずにやることが重要。

●委員挨拶

委 員： 今回の震災ガバナンスで特徴的だったのは、１つは、民間事業者が非常

に活躍したということ。今回は全国規模の企業が非常に活躍して、例えば

コンビニは物資を供給し続けていて、復旧も非常に早かったと言えるかと

思う。

それから、浦安市も東京都などの自治体からの様々な支援があり、その

ような自治体間の横のスクラムが非常に機能したのが特徴だと思う。いず

れも災害対策基本法、災害救助法にはない仕組みが動いたという意味で、

法制度はほとんど機能しなかったのではないか。

これからまた東海沖や南海沖地震、あるいは東京直下型地震ということ

も考えられるので、民間企業と自治体間の横のスクラム関係というのか、

そういうものをもっと重視すべきではないかという意味で、私は「震災ガ

バナンス」という言葉を使っている。今までのガバナンスは非常に狭いと

いうか、自治体に関係している範囲でやってきたけども、今回は国際的な

援助もあり、そういう国際的な協力等も含めて、ガバナンスをもう少し広

目に考えていいのではないかと考える。

東北地方では自治体職員のマンパワー不足が起きている。他の自治体の

職員が引き継げるような業務にしておき、その業務をマニュアル化してお

くことも必要になってくる。

罹災証明には法律上の根拠はない。内閣府の通知なので、罹災証明のあ
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り方を是非検討していただきたい。私は、罹災証明届出書と罹災証明を別々

に分けた仙台市はうまくやったと思う。罹災証明届出書というのは結局、

被災証明と一緒で、自分が申告すれば被災したことになるということで、

一応罹災証明届出書を受理はする。ただ、肝心の罹災証明については、物

的な問題が絡んでくるので一応分けているということで、今後検討は必要

だろうと思う。

安全は物的なもので安心は精神的・心の問題だというのは、私もそのよ

うに思う。やはり「リスクコミュニケーション」というのが一つのキーワ

ードだろうという気がする。

リスクコミュニケーションというのは、情報を共有して意思疎通を図る

というのが本来の目的だが、その前提としては、信頼が必要になる。浦安

市におけるハザードマップ等、そういうリスクが市民の方にうまく伝わっ

ていたかどうかというのは、多分、液状化の問題とも絡んでくる話だろう

と思うが、そういう事前のリスクについてのコミュニケーションのあり方

というのが１つあろうかと思う。

原発の情報のあり方というのは議論すれば切りがないが、安心を得ると

いうことを、信頼という観点からどういうふうに情報を出していくか、信

頼できる情報とは一体何かということを考えていかなければいけない。リ

スクコミュニケーションというのは、「信頼」というものが間に入らないと

いけない。

もう一つは、先ほど議長から生命意識、共生意識、参加意識という話が

ありましたけれども、今回の震災を受けて日本人の価値観が大きく変わっ

たと思う。個人中心の考え方からコミュニティ中心の考え方に変わってき

たのではないかと思う。私も震災後まず家族の安否確認をした。誰しもが

皆家族の安否を確認して、安心して、その上で自分の行動をとる。それか

ら友人、地元などのコミュニティ、人的なネットワーク資源など、そうい

うものを非常に大切にするといった形で価値観が変わってきているように

思う。

最後に、避難所の生活について女性も災害弱者でありうるというレポー

トを読ませていただき、プライバシーも含めて、「災害と女性」というのも
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とても大切な視点なのではないか。

委 員： 震災から４日目に浦安市を訪ねた。第一印象として、未曾有の震災に遭

われたと感じたが、東日本大震災が一括りにできない難しさがあるなとい

うのが率直な印象。

まず、東西線浦安駅に着いたときに、平穏な状態に驚いた。

ところが、復興現場へ行くとすごい状況。ただ、浦安は、未曾有の液状

化を受けた新町でも一見、建物は建っている。被害が見えにくいだけに、

どのくらい共感が得られるかとても心配した。

案の定、メディアに注目されるまで日数がかかったと思う。深刻な被害

だが、それをどうやって見える形で訴えていくか、また、新町と元町との

一体感をどのように醸成していくのか、難しいと感じた。

「個からコミュニティに」というのはキーワードとして言われているが、

本当にそれが浦安に当てはまるだろうか。浦安も、新町と元町で地域差が

ある中、市民が一丸となって浦安愛に目覚めているだろうか。そのあたり

が本当に復興に立ち向かえるかどうかの、職員だけでなく市民力を活性化

していくための一つのポイントではないかと思う。

●東日本大震災の対応について

市 長： 液状化による被害が大きかったのは基本的に戸建て住宅。被害のなかっ

た元町も含めて約１万4,000世帯の戸建て住宅があり、そのうち8,500世帯

が被害を受けた。

今回、同じような被災自治体が国への陳情を繰り返し、災害救助法の被

災基準が見直された。今回の被災基準の見直しで「大規模半壊」という新

しい基準ができ、それまでは、半壊以上が41件だったが、新基準で約3,600

件が半壊以上となり、多くの世帯が救済されることになった。 液状化の

メカニズムの解明と、土木学会、建築学会、地盤工学会の先生方に委員に

なっていただいて、液状化の具体策を示していただければと思っている。

議 長： それぞれの地域で災害というのは共生していかなくてはいけないもの。

いかに災害と共生するかという知恵があるはずなので、浦安の場合には新
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しい知恵を蓄積していくことだと思う。

埼玉県の久喜市の一部でも液状化した。水田を埋め立てたそうだが、そ

もそも利根川は栗橋から浦和に流れて、見沼の大田んぼのほうに流れてい

たのを、江戸時代から明治時代にかけて流れを変えた。今は技術的に止め

ているが、私が幼少の頃は、水害と言えば利根川がもとに戻るように、古

利根の流れに変わる。それが流れてくると次の年のお米はおいしいぞとい

う知恵がある。

もともとの来歴を知っておいて、そして新しくそこで生活していく術を

考え出していく、それを伝えていくということだと思う。

浦安市も気を付けなければいけないのは、阪神・淡路大震災のときもそ

うだったが、必ず復興格差が出てくるので、それにどう対応するのか。

阪神・淡路大震災が起きた２年８カ月後に、神戸新聞がＥＵのジャーナ

リストたちを集めた復興検証のシンポジウムを主催している。２年８カ月

で道は全部整備され、街並みはもとのとおりに復興している。フランスの

ジャーナリストは、フランスでやれば10年かかる、日本は２年８カ月でや

ったのかと。しかしこの間、市長や知事、町長といった首長が中央政府に

陳情に行った回数は何百回を数えていることが信じられない、なぜ中央政

府にお伺いを立てなければいけないのかとＥＵのジャーナリストたちが言

っていた。

さらに、そのジャーナリストたちは、確かにハードの面、道路・街並み

は復興しているけれども、仮設住宅は３万戸残り、そこでは孤独死などさ

まざまな悲劇が生じていて、生活は一向に好転していない。これは開発復

興であって生活復興ではないと言っていた。

過去の経験に鑑みて、陳情復興ではなく、生活復興にしないとだめだと

いうことを、今回、東日本全体を通じて肝に銘じておかないといけないの

ではないかと思う。

委 員： 復興格差というのは、本当に小さな規模だけれども浦安でもあったと思

う。

ライフラインの復旧率を見てみると、１カ月の間に徐々に回復している

が、この１カ月の間に地域の中で、道路を隔てた隣のマンションは水道、
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下水が復旧しているが、うちはだめとなったときに、わずか１週間の差が

市民のメンタリティにずれを生じさせてしまう。最初は一致団結して立ち

上がろうとしていた自治会もなかなか一致できず、復興が遅れている人た

ちがだんだん鬱になっていくという状態が、浦安の中でも、あったのでは

ないかと思う。

委 員： 私が聞いた範囲では、仮設住宅には基準がないということで、落差が大

きいようだ。非常に住みやすい住宅もあれば、そうでないところもある。

今後の対策としては、非常用の市規格、例えば非常用トイレを考えてお

いて、下水道よりはトイレを先に考える。とにかく下水道の復活が非常に

遅かったわけですから、やはりそれを何とかしなければいけないなという

感じがする。

委 員： 海に近い地区は風が強く、非常用トイレは舞い上がってしまうので、女

性が入るのは厳しいと思う。

市 長： 工事用のトイレにすると和式しかないので、今度は高齢者等が使えない。

木で座いすを作り何とかカバーした。

委 員： 阪神・淡路大震災について、様々な文献を読んでみた範囲では、阪神・

淡路は当時の建設省を中心にした非常に素早い対応で、よかった面と、一

方で、一部の地区ではそれに乗れないという話で二分してしまい、地元は

必ずしも全面的に万歳というわけにはいかなかった。

議 長： 市町村中心というのもよいが、専門職に近い人たちを、少なくとも一、

二年は派遣すべき状況になっている。水道や下水道の復旧が遅れていて、

様々な台帳などもう一回復旧させなくてはいけないといったときに、現在

の仕組み、交付税措置から何から、対応できなくなっている。

この際、リタイアした職員にもとの職に戻ってもらう。戻ってもらうと

市の職員が浮く。その職員を被災地に二年程度派遣する。そうしないと専

門職が必要なところは、無理ではないか。

被害が大きい、岩手県等では住民基本台帳なども流れてしまっている。

その取扱いなどについて、いろいろなところで課題が炙り出されてきてい

ることが非常に多い。

委 員： 国内のある自治会では災害訓練でトリアージを実施し、自治会の会長に



8

トリアージの権限を与えたようとしたことがあると聞いた。訓練をして、

そういう権限を一部、市民に与えるのは一つのやり方ではないか。

議 長： 浦安では市域が割と同質。宮城以北は完全に合併が裏目に出て、塩釜市

長が各地に連絡したいが、連絡がつかない。支所をつくっておけばよかっ

たと言っても遅く、連絡がつかずに何もできなかったという状況。

福島も合併の弊害が出てしまって、もともと地形で区域が自然に分かれ

ていた。計画避難させると言ったときに、完全に合併が裏目に出た。

つまり、合併前の市町村ごとにうまく対応できればよかったということ

もあり、同質性があるかどうかが復興では非常に重要になる。阪神・淡路

大震災も関東大震災も大都市の災害なので、コミュニティが割と同質。東

北とはコミュニティの性格が全く違う。

●復興に向けての提言について

市 長： これから液状化についての解明と、その具体策をベースに数年かけて復

興していこうと思っている。復興に向けての理念、原則をご教示いただき

たいと思う。

公室長： 昨年の取りまとめで復興にかかわる内容についてご提言をいただいたが

それを踏まえ、賢人会議から緊急提言を出していただきたい。また、それ

は復興計画策定に当たり、基本方針のたたき台とさせていただく。

議 長： 今回の震災もそうだが、様々な機能が集中している地域が災害でやられ

てしまうと何もできない。例えば、電子分野を集中して作っている所が被

災すると、他の部門もストップしてしまう。したがって、すべての機能が

完結しているというのが幾つもできていたほうがいいのか。

公室長： 浦安市は４キロ四方の市域だが、人口は16万強。そういうときに１つ拠

点で考えるか、幾つかに分けて考えるか。これまでの浦安市は、機能を１

カ所に集めてきた。

委 員： 市外のある場所に住民はここに避難する、いうことを決めている自治体

があるそうだ。ツアーも組んだりしているため、自分の避難先がわかり、

安心して避難でき、さらに地域交流もできる。浦安市は支援協定を結んで

いるのか？
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市 長： 支援協定は、基本的には結んでいない。今回の新潟、福島の水害も、３

月の地震で様々な支援をいただいたということもあるので、でできること

はないかと、小千谷市長に連絡をとった。他の自治体もそのような形で広

がっている。

これからはインターナショナルではなくてインターシティ構想、基礎自

治体のネットワークを全国で張りめぐらせれば強い国になる、もう都道府

県ではないと言っておられる先生もいる。

今回の緊急提言も、余り災害復興というのではなくて、新しい浦安のま

ちづくり、災害復興というよりも、復興に向けた、新しいまちづくりに向

けたという視点に変えられないかなと思っている。

議 長： 再創造みたいな形にしたほうがいいと思う。

市 長： 「再生と創生」という言い方をしている。

議 長： ３つの理念、３つの原則くらいにしたほうがいいかもしれない。例えば

分かち合いをとるのであれば分かち合い、伝承は最後に、協働・参加・共

生が真ん中。

もともとの浦安の理念を生かしたほうがいいと思う。こどもたちが住み

たくなる、育ちたくなるといったことを含めた標語で３つぐらい。そして

具体的な原則として伝承とかこういうものが出てくるのがわかりやすい。

委 員： 理念は、注釈がなくてもわかる標語がいい。「市民全体による分かち合い」

では何を分かち合ったらいいかわからない。そうすると、議長がおっしゃる

ように「痛みと悲しみの分かち合い」のように、解説しなくていいような言

葉がよい。

議 長： ３つの原則がよい。最初に悲しみの分かち合い、２番目に、みんなで一

緒にやっていこうというような標語、最後は、物的な意味での安全なまち

という標語が必要なのではないか。

市 長： その中に「今回の被災を忘れず」を入れれば、伝承がそのまま生きる。

委 員： 被災という点では、東北３県と連帯していいと思う。気持ちの上で、や

はり日本の復興という意味合いもあって、そういう悲しみと痛みの分かち合

いということであるならば、これはもう少し広げてもいいかもしれないなと

いう気がする。
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議 長： いずれにしても分かち合い。つまり、今、痛みを出すか悲しみを出すか

ということで議論がまとまらないのであれば、「市民全体による分かち合

い」と。

「地域コミュニティ主体の復興」は前向きでよい。やっていくときはみん

なで、地域コミュニティでやっていこうというのでいいと思う。「市民協働

による豊かさの共有」を生かすと、「地域コミュニティ主体の復興」とを適

切な言葉で１つにすれば、５原則。

市 長： 「被災教訓の伝承」は一番最後。先ほど議長が言われた物的な安全の部

分で、その冒頭に、例えば「被災を忘れず」はどうか。

議 長： 「災害に強い都市」というのを言い換えることはできないか。

そして「再生」よりも「再創造」。もとに戻すのではなくて、つくり変える

というニュアンスの言葉のほうがいいかもしれない。

委 員： 「起債に頼ることなく」というのは、意味があるのか。

公室長： これから多大な財源が必要となるので、我々の戒めとして入れている。

議 長： 「災害」とか「強い」ということを、「安心して暮らせるまち」というニ

ュアンスの言葉で置き換えられるとありがたい。

国の復興会議などで抜けているなと思うのは、被災者は生活のリズムを

中断されてしまっている。生活のリズムを取り戻したいというのが切なる

願いで、仮設住宅に入りたいとかそのような話ではない。いかにもとの生

活リズムを、自分の生活の歴史を早く取り戻すか、それをサポートしてあ

げるという気持ちがなかなか伝わらない気がする。自分の家に戻りたいと

いうのは、むしろ生活のリズムを取り戻したいからで、終のシェルターに

戻りたいという話ではないと思う。いかに立派なシェルターであろうと、

そういう話ではないと思う。

公室長： 自然エネルギー活用型地域というのは、余り触れていないが、今後の復

興のイメージで言うと、環境共生とか、いろいろな自然エネルギーを使っ

た都市づくりなどというのが一つのイメージに出てきているので、その辺

を打ち出すかどうか。

議 長： 先程申し上げた「地域内で完結する」というところでいくと、私が見て

いるものだと、やはりエネルギーと廃棄物、これは地産地消させたほうが
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いいかなと。なるべく浦安なら浦安でエネルギーが完結できるということ。

公室長： このような提案もいただいているが、浦安はどちらかというとエネルギ

ーは皆もらってきたもの。上水道も県水、自前でどうしていくかは大きな課

題だと思っている。

議 長： 家を建て直すのであれば、太陽光とか風力発電が考えられる。

エネルギーの地産地消というのは電力ではない。つまり、熱エネルギー

には第１法則と第２法則があって、熱エネルギーの第１法則は、エネルギ

ーは生産することも消費することもできない。第２法則が、これはスウェ

ーデンの産業政策のすべての基礎になっているが、エクセルギーの法則で、

エネルギーは生産することも消費することもできないけれども、仕事の能

力に差がある。熱エネルギーというのは極めて質の低いエネルギーで、電

気エネルギーというのは質の高いエネルギー。コンピュータを起動させる

ことができるし電気分解もできるし、さまざまな仕事ができる。

世界的なエネルギー学者であるエイモリー・ロビンスが「部屋を暖める

のに電気を使うのは、電動のこぎりでバターを切るよりも愚かなことだ」

と言っているくらい、質に応じて使いわければいいので、スウェーデンの

住宅を見てみれば、わざわざ電気に変えない。黒い屋根をつくり、そこで

低温のお湯をヒートポンプで高温にして部屋を全部暖める。それから、そ

の集落の明かり、これはバイオマスの本当に小さな発電所でできてしまう

ので、規模の大きな発電でやらなければならないものについては水力とか

火力とか、一応今のところ脱原発になっている。

気を付けておかなくてはいけないのは、今、日本では電力の30％を原発

に依存しているが、今よりも30％電力が少なかった時代というのは今から

20年前でバブルの時代。あのときは多くの電気を使っていた。何が30％増

やしたかというと、全部ＩＴ関連。

浦安市役所でも、20年前は１課に１つパソコンがあればいいくらいで、

皆パソコンを持っていなかった。パソコン関係でエネルギーが増えている。

今、世界では１日に2,000億通のメールが行き交っている。そのうち1,800

億通は迷惑メールなど不必要なメール。それを消すために１通あたり３秒

間の電気を使う。ある先生の計算によると、メールを消すために１年間に
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110兆円の電気を使っており、これは世界のＧＤＰの2.1％に当たる。

公室長： もう一つ、論点では掲げていないが、国はやはりこの大震災の復興と日

本再生とを結びつけている。当市の復興というのは今後、他の地域から見

てどういう意味を持つのか。

議 長： モデルになるようなものをつくるという様に、それは掲げていいのでは。

委 員： 神戸も危ないとか言われており、液状化の問題は全国に山積している。

議 長： それは教訓でいいのではないか。過去の教訓に学ばないというのが日本

の悪いところで、第１の開国、日米和親条約が締結されたのが1854年だが、

その1854年に２つの重要な出来事が起きた。１つは、1854年11月４日の安

政東海地震。これは150年周期だと言われており、今、東海地震が来るので

はないかと懸念されている。２つ目は、11月５日の南海安政大地震。1854

年はプレート型の大地震が連続して起きた年だった。

その翌年何が起こるのかというと、江戸で直下型の大地震が起きて、江

戸は完全に焼かれた。「そのときの教訓を忘れたから、関東大震災で東京は

焼き払われた」と言っていた人もいる。

委 員： 東海大地震が起きた場合の予測は出ているのか。

公室長： 今まで我々が予測しているのは首都圏直下型。それも阪神・淡路大震災

の規模を想定している。やはり市民も津波のことを随分心配されている。

今回の地震では船橋港で観測されていて、2.4ｍくらいなので、東海にな

った場合は逆方向で入ってくると思われるが、どうなるのか。

理 事： 東海地震では、中央防災会議で１ｍから２ｍが東京湾の予測値。今回の

津波では、2.4ｍ。

公室長： 直下型はそれより少ないと言われて、我々は50cmぐらいのイメージしか

持っていない。

議 長： 被害が大きかった宮城の平地がある。あの辺りでどのぐらい来ているの

か。

理 事： ５km程度だったと思う。

議 長： １波が地震の10分後で２波が30分後だった。今回、２波が大きかった。

市 長： 当市のような平らな土地では、どこまでも走らなければいけない。

議 長： 津波が来たときはどういうマニュアルになっているのか。
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市 長： 東京湾で三浦半島と富津岬が出ているのでほとんど減衰され、来ても50

～60cmと言われているため、想定しづらい。狭い所から湾が広がるので、

高い波も下がり、奥まで来ると50～60cmと言われていて、今回も50～60cm

だった。

東京湾の中で地震が起きたら、それでも50～60cmだと、県の防災課長が

言っていたとのこと。

ただ、今回も、木更津港では２ｍ強の津波で漁船が転覆している。水の

作用というのは、狭い所に時間をかけて入ってくるとどんどん高くなって

しまう。東京湾の奥まで来ると減衰されると言われている。

市 長： 緊急提言は、浦安の復興に向けて絶えず発信されるものになりますので、

これからもお知恵を拝借いただきますようお願いしたい。


