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１.市民生活の早期の復旧・再建

(2)都市基盤施設や公共建築

物の復旧推進

施策の方向性 事業概要

・被災者住宅等再建支援金などの給付
・戸建住宅等の修復工事に対する情報提供や相談体制の充実 など

・ライフライン補修補助事業の実施

・復旧工事に必要な用地の確保 など

・ワンストップの相談体制の実施
・HP などを活用した各種支援情報の効率的・効果的な提供 など

浦 安 市 復 興 計 画 （素 案） 概 要

Ⅱ．浦安の被害状況と復旧への取り組み

１ 地震および被害の概要
（１）地震の概要
（２）被害の概要

１）噴出土砂・地盤沈下
２）住宅・宅地の被害
３）都市基盤施設の被害
４）公益施設の被害
５）公共交通の被害

２ 復旧への取り組み
（１）応急復旧完了までの経緯
（２）液状化対策への取り組み

Ⅰ．復興計画の策定にあたって

１計画の趣旨

「復興に向けた基本方針」（H23.9）を踏まえ、市の総力をあげて復
興に取り組むための共通の指針・計画

２計画の性格・役割
復旧・復興のための行政計画、被災者の自立復興支援のための計画
国・県などの関係機関に対しての復旧・復興事業の推進や支援など
の要請、浦安市の新たなまちづくり方向性を示す計画

３計画の位置づけ
第２期基本計画（Ｈ20～29 年度）を補完する計画

４計画期間
基本構想の目標年度である平成 32年度を目標とする

Ⅲ．復興に向けて

(1) 市民生活の早期

の復旧・再建 早期

の本格復旧

(2)復興の礎となる
災害に強いまちづ
くり

(3) 新生浦安に向け

た復興まちづくり

・千葉県制度融資や浦安市制度融資などの活用

・商業振興・活性化に対する支援 など

・良好な住環境再生に向けた地域まちづくり活動への支援

・地域コミュニティ同士や市内各団体の情報共有や連携の支援 など

１）公共主体による都市基盤施設の

復旧推進

(3)こころやからだの継続的

なケアの充実

２）災害時要援護者への支援の充実

１）被災した市民のこころとからだ
のケアの実施

・保育カウンセラーや子育てケアマネージャーによる相談

・高齢者や障がい者への健康相談や安否確認の実施

・ＨＰなどを活用した的確な情報提供

・ストレス対策などに関する講座やイベントの実施 など

３）連携体制の強化 ・地域イベントや活動などを通じた地域コミュニティ強化の促進

・情報共有や見守り、支援体制の連携強化 など

Ⅳ．復興まちづくりの展開

２）民間主体による都市基盤施設の

復旧促進

３）都市基盤施設の円滑な復旧に向

けた調整

４）教育施設の復旧推進

５）福祉施設の復旧推進

６）その他公共施設などの復旧の推進

・主要な幹線道路や駅前広場、橋梁などの本復旧

・下水道施設の本復旧と重要な管渠などへの耐震化対策 など

・電気･ガス･電話･通信網などの本復旧

・復旧に併せた耐震対策、液状化対策の促進 など

・各施設の復旧計画の策定

・調整会議の開催 など

・小中学校の本復旧、幼稚園の本復旧 など

・保育園、児童育成クラブの本復旧 など

・消防施設の本復旧 など

(1)液状化対策に向けた的確な

取り組み

(2)大規模災害に備えた対策の

強化

(3)震災復興を契機とした新た

な魅力・価値の創生をめざし

た取り組み

復興に向けた課題 復興の基本方針

・減災を基本とする防災の再構築
・安全で安心な暮らしの基礎となる先導的な液状化対策
・災害に備えた市街地の防災機能の強化
・自立と協働による防災体制の強化

・被災者の総合的な支援
・都市基盤施設や公益施設の被害の本復旧

・環境と共生した新たな都市・生活システムの創生
・水辺や地域特性を活かした魅力の創生
・誰もが住みやすく、住み続けられる地域コミュニティの実現
・防災・環境教育の推進
・多彩な産業・観光と市民文化による浦安の魅力発信
・大災害時を想定した地域内自治体制の整備

(1)被災者の生活再建支援

４）事業者への支援

１）被災した戸建住宅などの再建支
援

３）被災者支援の対応と相談体制の
充実

２）被災した分譲集合住宅への支援

５）地域コミュニティの自主的な活

動の支援

復興の礎となる災害に強い防災まちづくり
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(4)災害に強い住宅・住環境

の形成

２）過密市街地の整備

(3)治水・高潮・津波への対

策

１）治水施設の機能強化の推進

２）治水・排水能力の向上

(5)防災拠点や防災ネット

ワークの機能強化

１）災害対策拠点等の強化

３. 災害時に支えあう体制の構築

(1)震災の検証を踏まえた

防災体制の確立・強化

(2)市民・事業者・行政な

どの連携強化

(3)情報収集・発信のしく

みの強化

(4)避難対策の強化と円滑

な避難所運営体制の確

立

２. 災害に強い市街地の形成

(1)公共公益施設の液状化

対策の強化

１）都市基盤施設の液状化対策工法の分
類・評価と対策

２）液状化対策などの実施による災害に
強い公共公益施設の整備

(2)宅地の液状化対策の促

進

１）液状化被害の調査結果の公表

２）宅地の液状化対策工法の分類・評価の
検討結果の活用

施策の方向性

施策の方向性 事業概要

事業概要

１）地震とそれに伴う火災・液状化と
洪水・高潮・津波などの各種災害
を想定した避難対策

１）住宅の耐震診断・耐震改修などの
促進

３）避難所・避難場所機能の強化

２）災害に強い道路ネットワーク・緊
急輸送路の確保

・自主防災組織のネットワーク化の推進

・地域コミュニティ・ボランティア・NPO の連携強化 など

・避難所解説・運営マニュアルの作成

・地域コミュニティにおける日常的な交流・協力体制づくり

・狭あい道路の拡幅

・公園・広場などのオープンスペースの確保 など

・護岸の液状化対策や水門整備について県への要請
・排水機場の整備についての国・県との協議、など

・雨水排水施設の整備
・緊急冠水対策として雨水貯留槽の整備

・市役所庁舎の建て替え
・消防出張所の整備

・被害状況・復旧状況などのデータベース作成

・液状化対策技術の開発支援

・緊急輸送路や駅前広場などの路床など改良整備

・橋りょう耐震補強や長寿命化修繕計画に基づいた維持管理 など

・液状化被害の調査結果の公表

・震度分布や液状化危険度マップの作成と公表

・液状化対策工法の検討結果の公表

・液状化対策工事実績やボーリングデータ収集やデータベース化など

・耐震診断・耐震改修を支援する「浦安市既存建築物耐震改修助成制
度」の周知、など

・避難所の指定や機能向上、一時避難場所の確保

・過密市街地での一時的な避難場所の確保 など

(5)医療救護体制の強化 １）災害時の病院・診療所の機能強化
の推進

・病院・診療所の耐震化の促進

１）市の防災体制の確立・強化

２）市民や地域コミュニティの防災体
制の確立・強化

３）事業者の防災体制の確立・強化

４）ボランティアの要請・受入体制の
強化

１）市民・事業者・防災関係機関などと
の連携の強化

２）ボランティア、ＮＰＯなどとの連携
の強化

３）大学・専門家との連携の強化

４）広域的な自治体との連携体制の強化

１）情報収集・発信機能の強化

２）避難所施設や地域の特性を考慮し
た避難所運営対策

３）防災備蓄の定期点検・運用訓練

３）医療救護体制の充実

２）救護所の機能の充実

・緊急輸送路となる日の出橋や都市計画道路 3･3･8 号の早期開放

・都市計画道路 3・1・7号と若潮通りを結ぶ道路の整備 など

・地域防災計画の改定

・地域防災対策マニュアル等の改訂 など

・自治会の自主防災組織の設立・活動支援、地域防災ﾘｰﾀﾞｰの育成支援

・災害時要援護者の把握と支援体制づくりの推進 など

・事業者による防災体制の確立

・各事業所における事業継続計画の作成 など

・災害ボランティアセンターの運営体制などの見直し

・災害ボランティアコーディネーター養成講座の実施 など

・総合防災訓練への参加

・地域防災訓練の実施 など

・大学との災害時応援協定の締結推進 など

・災害時おける相互応援協定の締結

・自治体との継続的な交流の推進 など

・情報発信手段の強化

・情報通信システムの可用性の確保

・内容、対象者、手段などの検討

・防災関係機関等との情報共有体制の強化 など

・避難場所の周知及びサインの整備

・保育園・幼稚園における幼児の避難誘導、安全確保に関する行動指

針の見直し及び作成 など

・防災備蓄倉庫の資機材を使った自主防災訓練の実施

・受水槽の緊急遮断装置の設置支援、運用訓練の実施 など

・救護所の活動体制づくり

・医療救護計画の具体化
・医師・看護師の受入及び活動支援体制の強化 など

３）宅地の液状化対策の促進 ・液状化や地盤対策の促進

・専門家や宅地開発事業者などの参加による相談体制・支援体制の構築 など

４）帰宅困難者対策 ・帰宅困難となった場合の対応方法の周知

・県・市・事業者の連携強化
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１. 震災を乗り越え持続可能な都市づくり

(1)震災を乗り越え持続可

能な都市づくり

１）産官学連携による環境共生都市へ
の展開

(2)地域特性や資源を活か

した魅力の創生

施策の方向性 事業概要

２）災害時にも自立して生活継続でき
る仕組みづくり

・産官学が一体となった「浦安環境共生都市構想」の検討
・企業の先端技術やノウハウを活かした環境共生都市構想の推進

・省エネルギー化の推進・促進

・再生可能エネルギー（太陽光など）の活用検討 など

・住み替え支援制度の導入検討
・住み替えに関する情報提供

・過密市街地における交流スポットづくり

・地域資源をつなぐ散策路の整備 など

・戸建住宅地の魅力づくり、保全のための誘導・支援

・マンションの新たな環境技術や生活サービス機能の導入促進など

・噴出土砂を活かした市民協働による緑の防潮堤や丘づくり

・三番瀬や河川沿いの緑地整備

１）元町地域の資源の再認識と有効活
用

２）中町・新町地域の住宅地の魅力の
創生

３）治水機能の強化と調和した、魅力
ある水辺空間づくり

４）シンボルロードなどの公共空間の
景観の再生

３）ライフステージに合った住み替え
の促進・支援

１）福祉基盤の充実(3) 誰もが暮らしやすい

地域づくり

３）復興の姿や浦安の魅力の情報発信 ・復興イベントの開催

・市民参加型観光イベントの実施 など

(4) 多彩な市民文化と産

業・観光振興による浦

安の魅力発信

１）産業の活性化

２）地域の資源を活かした都市観光の
推進

・地域ブランド品開発とＰＲ

・来訪者への観光情報のネットワーク化の促進
・無料公衆無線ＬＡＮシステムの導入促進 など

１）震災の経験を風化させない震災教
訓の継承

(5)震災の経験を後世にも

伝える防災・環境教育

の推進 ２）防災・環境教育の推進

・地域活動団体とＮＰＯによる、地域内協働事業の試行

(6)災害時でも粘り強く対

応できる地域内自治体

制の整備

１）様々な地域・組織との連携による
災害時対応のためのガバナンスの
形成準備

２）日頃からの市民力の醸成と情報共
有による問題解決

３）日頃から様々な地域社会との絆を
大切にする地域間交流の展開

４）地域内協働事業の推進による市民
サービス向上の追求

・復旧事業・液状化対策にあわせた景観・環境に配慮した幹線道路・
河川護岸の整備の推進 など

・介護、福祉、医療体制の充実、関係機関の連携強化
・子育て支援サービスの充実 など

・震災の検証・記録の活用
・震災の記憶を伝えるモニュメントの整備

・保育園、幼稚園、小中学校における新たな防災環境教育の推進
・うらやす市民大学や出前講座等における防災環境教育の推進

・プラットフォームづくりの促進

・地域内の情報共有の体制づくり

・地域における人材活用の仕組みの強化 など

新生浦安に向けた環境共生都市

４）文化・スポーツの振興による健康
づくりの推進

・市民主体の文化活動・イベント等の開催支援

・運動公園陸上競技場・野球場などの本格整備 など

２. 地域特性や資源を活かした魅力の創生

施策の方向性 事業概要

３. 誰もが暮らしやすい地域づくり

施策の方向性 事業概要

４. 多彩な市民文化と産業・観光振興による浦安の魅力発信

施策の方向性 事業概要

５. 震災の経験を後世にも伝える防災・環境教育の推進

施策の方向性 事業概要

６. 災害時でも粘り強く対応できる地域内自治体制の整備

施策の方向性 事業概要
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Ⅴ．復興計画の推進に向けて

(1)復興事業計画と財源

・市民サービスの低下や次世代への負担増加

を招かない財政運営

・徹底したコスト削減、公共サービスの受益

者負担の適正な見直し

・復興交付金等の国や県の支援の活用と長期

にわたる復旧・復興事業の継続的な財政的

支援の要請

・中・長期の財政見通しを持って、効率的・

計画的な行財政運営

持続可能な復旧・復興財源の確保

(2)国・県・他自治体との連携や

国・県への要請

・国・県・他自治体と連携した取り組み

・国や県管理の道路や河川、海岸等の早期復

旧や液状化被害への対策などの要請

・将来発生が想定される災害への対応を要請

・復興事業に対する継続的な支援などの要請

他自治体との連携、国・県への要請

(3)市民・事業者などとの協働による

復興まちづくりの展開

・市のみによる対応には限界

・市や市民、自治会などの様々な主体による

知恵と力の結集

・それぞれの主体の災害対応力の向上及び相

互連携の強化

主体のそれぞれが自ら果たすべき役割と

責任を自覚し対等な立場で協力・補完しあう

協働によるまちづくり


