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【市職員アンケート調査・実施概要】

①目的 市職員が、震災発生後に担った様々な活動・取り組みにおける経験の中で得た教訓や知

見、さらにそれらを踏まえた今後の本市のまちづくりの目標や取り組むべき施策・事業

等への意見・提案を把握する。

②期間 平成 23 年 10 月３日（月）～10月 26 日（水）

③対象 浦安市職員（※教職員、再任用職員、臨時的任用職員、非常勤職員を除く）

④方法 電子申請サービスを利用して実施。

⑤回答 783 名

【調査内容】

■属性：年齢、職（管理職・管理職以外）、居住地、性別（※無記名で実施）

■設問

Ｑ１．発災後の応急・復旧対応について、あなたが実際に担った役割や取り組んだ活動を下表から選

択して下さい。（複数回答可）

①応急活動体制の立上げ・運営

②発災時の情報収集・伝達対応

③広報・相談対応

④応援派遣の要請

⑤応急医療救護活動・消防活動

⑥市民の避難対策

⑦災害時要援護者への支援

⑧自治会・管理組合との連絡・調整

⑨飲料水・食料・物資等の供給

⑩防疫・清掃・環境対策

⑪ライフラインの復旧対策

⑫道路の復旧対策

⑬公共施設対策

⑭応急教育対策

⑮緊急輸送対策

⑯災害警備・交通規制

⑰被災建物の調査・対策

⑱被災者の生活再建支援

⑲ボランティア活動の支援・要請

⑳帰宅困難者対策

21その他

Ｑ２．あなたが実際に担った役割や、取り組んだ活動の内容を具体的に記述してください。（発災後

直後～１ヵ月以内）【1,000 文字以内】

Ｑ３．あなたが実際に担うことになった役割や活動を円滑に取り組むことができましたか。

①円滑にできた ②ある程度できた ③あまりできなかった ④全くできなかった

Ｑ４．「あなたが取り組んだ活動及び、本市の応急・復旧体制・仕組み」について、課題や改善が必

要な点、不足したもの、今後首都直下型地震や海溝型地震等が発生した場合に備える必要があ

るものについて、具体的に記述してください。【1,000 文字以内】

Ｑ５．「Ｑ４」で記述した課題や改善が必要な点について、どうすれば改善できるのか、意見・提案

を具体的に記述してください。【1,000 文字以内】

Ｑ６．あなたが取り組んだ活動のなかで工夫した点や良かった点、効果的だったもの（設備や器材の

使用含む）について、具体的に記述してください。【1,000 文字以内】

Ｑ７．市民から多かった問い合わせ・意見・苦情などを記述してください。【1,000 文字以内】
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Ｑ８．市民が日ごろから自主的に取り組んでおく、又は備えておく必要があると感じたことを記述し

てください。【1,000 文字以内】

Ｑ９．あなたの個人的な事情（性別・居住地（市内在住・市外在住）・育児・介護等の有無・自身の

被災の有無等）により、災害復旧に関する職務を遂行するにあたり、感じたことがあれば、具

体的に記述してください。【1,000 文字以内】

Ｑ10．３月１１日の震災前と震災後で、あなたの意識はどう変わりましたか。今後の災害対策へのあ

なたの関わり方を踏まえて記述してください。【1,000 文字以内】

Ｑ11．市の公共施設や、道路・下水道等の都市基盤施設の復旧事業を進めるにあたって、あなたはど

の程度、復旧する必要があると考えますか。今後の本市の厳しい財政状況を踏まえて、該当す

る項目を選択してください。

①震災前の状態に戻るよう、原状復旧を目指す。 ⇒Ｑ１２へ

②新たな機能や付加価値を加えた復旧を目指す。 ⇒Ｑ１３-１以降へ

Ｑ12．「Ｑ１１」で「①震災前の状態に～」を選択された方に伺います。原状復旧で良いと思った理

由を具体的に記述してください。【1,000 文字以内】 ⇒Ｑ１４以降へ

Ｑ13-1．「Ｑ１１」で「②新たな機能や～」を選択された方に伺いします。新たな機能や付加価値を

つけた復旧を目指すために、今後、どのような施策・事業に重点的に取り組んでいく必要があ

ると思いますか、あなたの業務にかかわりなく、下表から施策の項目を選択してください。（複

数回答可）

①震災被害のこころのケア体制の充実

②震災時緊急医療機関の防災体制の充実

③高齢者や障がい者の見守り体制等の地域福祉基盤づくり

④市民の自助・共助による防災まちづくりや地域コミュニティ、防災リーダーの育成

⑤震災の記憶を風化させない防災教育（学校防災教育等）、震災アーカイブ（保存記録）作り

⑥省エネルギーや再生可能エネルギー利用の促進

⑦噴砂の再利用、処理対策

⑧放射性物質の観測体制の強化

⑨更なる災害に備えた防災・減災まちづくり

⑩液状化対策への取り組み

⑪広域的な道路・交通網の充実（交通リダンダンシー（代替手段）確保）

⑫良好な住環境・高質な都市空間の再生

⑬アーバンリゾートゾーンの観光振興支援

⑭鉄鋼団地の産業振興支援

⑮浦安ブランドの再生・創生

⑯地域協働の仕組みづくり

⑰復興総合特区制度の活用

⑱復旧・復興財源の確保

⑲その他

Ｑ13-2．「Ｑ１３-１」で回答した内容と理由を具体的に記述してください。【1,000 文字以内】

Ｑ14．本市の復興計画（方針）を策定するにあたって、復興テーマ（基本的な考え方）があれば、提

案してください。【1,000 文字以内】

Ｑ15．その他、ご意見等、何でも構いませんので感じたことがあれば記述してください。【1,000 文字

以内】
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【回答者の属性】

○年齢層

○職

○居住地

○性別
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Ｑ１．発災後の応急・復旧対応について、あなたが実際に担った役割や取り組んだ活動

を下表から選択して下さい。（複数回答）
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Ｑ２．あなたが実際に担った役割や、取り組んだ活動の内容を具体的に記述してください。

（発災後直後～１ヵ月以内）

《参考：職員１人が担った災害対策業務の種類の数別にみた職員数の分布》

Ｑ３．あなたが実際に担うことになった役割や活動を円滑に取り組むことができました

か。
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Ｑ４．「あなたが取り組んだ活動及び、本市の応急・復旧体制・仕組み」について、課題

や改善が必要な点、不足したもの、今後首都直下型地震や海溝型地震等が発生し

た場合に備える必要があるものについて、具体的に記述してください。

Ｑ５．「Ｑ４」で記述した課題や改善が必要な点について、どうすれば改善できるのか、

意見・提案を具体的に記述してください。

Ｑ６．あなたが取り組んだ活動のなかで工夫した点や良かった点、効果的だったもの（設

備や器材の使用含む）について、具体的に記述してください。

【主な意見】

１．応急活動体制の立上げ・運営について
（災害対策本部の設置、職員の参集・配備、関係機関との連絡調整等）

■ 防災対応マニュアル等の見直し・充実による行政の初動体制の再構築、及びマニュアルに基づく

実践的訓練等による災害時の各職員の役割・行動の継続的な確認が必要

●災害発生時の各課・各職員の役割や行動について職員の認識不足があった

●マニュアル通りの初動体制の構築が困難であった

●災害対策本部と各部署との連絡・情報共有に遅れや混乱があった

●各部署における指揮命令系統に混乱があった、等

■ 応援職員の派遣・職員管理体制の確立が必要

●応援職員の動員・配置体制に偏りが生じた

●長期にわたる災害対応業務に備えた職員の管理体制・仕組みができていなかった

●夜間の災害発生等に対応できる職員参集体制、より大規模な災害に際しての行政バックアップ体

制の検討が必要、等

■ 災害時に災害対策本部組織の体制が構築できる庁舎機能の整備が必要

●集合事務所では、災害対策本部の組織・体制等に対応できなかった

●災害活動を担う職員のための備蓄・設備が不足した、等

２．発災時の情報収集・伝達対応について
（災害情報、被害情報等の収集・伝達、等）

■ 各部署や各施設で職員が迅速に災害情報を得られるシステムの構築が必要

●各職場で災害情報が得られなかった、等

■ 市役所（災害対策本部）と避難所への直行職員や市内各施設、関係機関等との連絡手段・体制の

再構築が必要

●市役所（災害対策本部）と避難所への直行職員や各施設（出先機関）等との連絡手段が途絶・不

足した

●災害対策本部と各部署との情報共有、各部署内部での職員間の情報共有がうまくできなかった、

等

３．広報・相談対応について
（市民への広報、報道機関への対応、被災者等からの問い合わせ・相談・苦情、等）

■ 市民への迅速・正確な情報伝達手段・体制の再構築が必要

●防災行政無線（防災うらやす）が聞こえにくかった

●今回の震災では、インターネット・携帯メールでの情報提供が可能で効果的だった
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●インターネットや携帯電話も使えないケースでの市民への情報提供手段の工夫が必要

●市民への情報発信の管理責任体制の早期構築が必要、等

■ 災害時の市民の問い合わせ・苦情への対応体制・仕組みの強化が必要

●市民の問い合わせや苦情への初動対応に混乱がみられた

●問い合わせ等の対応マニュアル化などの工夫があった、等

■ 上下水道・道路等の復旧情報の迅速・正確な情報提供体制・仕組みの強化が必要

●水道・電気・ガス等の関係事業者との役割分担・連携体制が不十分

●避難所や給水所等の現場への上下水道・道路等の復旧情報の伝達が遅れた

●ホープページのグーグルマップでの情報提供等の工夫があった

４．自治会・管理組合等との連絡・調整対応について

■ 自治会等との連絡・情報共有体制の強化が必要

●自治会や協力事業者、関係機関との地域防災無線での連絡もうまく機能しないことが多かった

●自治会等との日常的な連絡・情報共有体制の強化が必要、等

■ 地域における自主防災組織の災害対応体制の再構築が必要

●自治会を中心とした地域活動団体の日常的な連絡・情報共有体制の強化が必要

●自主防災組織における災害対策マニュアル作成や災害時の実践的訓練が必要、等

５．応急医療救護活動・消防活動について
（初動医療、避難所医療、被災者への医療、消火活動、救助・救急活動、等）

■ 消防と災害対策本部や医療機関との連絡手段・体制の再構築が必要

●消防と災害対策本部や医療機関、警察等との連絡手段が不足した、等

■ 医師会の協力で 24時間以内に急病診療所が開設された

■ 消防の緊急通報回線の確保が必要

●市民からの問い合わせで市役所や関係機関の電話回線が麻痺し、消防の 119 番緊急通報に市民の

苦情が殺到した、等

■ 消防・救急体制の強化が必要

●大規模災害に備えて消防・救急体制（消防・救急車両や職員のマンパワー、等）の強化が必要

●液状化により各種の消防水利が被害を受けた

●消防庁舎の機能充実が必要

●消防団の活躍は大きな力となり、地域コミュニティにおける消防力の育成が必要、等

６．市民の避難対策
（避難活動、避難所の開設・運営、災害時要援護者への配慮、等）

■ 避難所となる小中学校における円滑な避難所開設体制の構築が必要

●小中学校等の避難所となる施設の現場で、適時に災害情報が得られないケースがあった

●避難所開設における市職員（直行職員、避難所対応職員、等）と学校施設の教職員等との役割分

担・連携手順が不明確で連携がうまくできなかった

●避難所開設に際して直行職員のマンパワーが不足したケースもみられた

●市職員（直行職員、避難所対応職員、等）が避難所開設手順や担当する学校施設（防犯解除方法、

体育館や備蓄倉庫等の鍵の所在、防災無線の所在・使用方法、等）の状況に理解不足があった

●避難所の開設を担う市職員や教職員が防災備蓄の内容や使用方法を理解していなかった
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●小中学校における児童・生徒の安全確保と避難所開設について、対応職員の役割分担や学校施設

利用の調整が必要、等

■ 避難所となる施設と災害対策本部との連絡手段・体制の再構築が必要

●避難所における地域防災無線を市職員等がうまく使えなかった

●災害対策本部における避難所中継本部の機能ができていなかった

●市職員が小中学校のパソコンで市役所にメールできなかった、等

■ 避難所の運営体制の構築が必要

●避難所運営における市職員、教職員、避難住民の役割や運営を指揮するリーダーの位置づけが不

明確であった

●避難者の管理・支援、ボランティア受入体制ができていなかった

●避難所運営等における配置職員の引継・交代体制ができていなかった

●地域による避難者の特性を想定した避難所開設・運営体制の検討が必要

●市職員、教職員、避難住民の避難所の開設・運営マニュアルづくりと実践的訓練が必要

●避難所における要援護者の支援体制が必要

●避難に際してのペット対策の検討が必要、等

■ 避難所の備蓄の定期的検査や備蓄内容の見直しが必要

●防災備蓄で使えないもの、不足するものがあった

●職員等が備蓄の資機材等の使用方法がわからないことがあった

●避難生活、給水支援、噴砂処理等に必要な備品や資機材等について現場での様々な工夫があった、

等

■ 学校施設の避難所等としての設備の充実や施設利用のルールづくりが必要

●震災後の学校施設等の安全確認の体制や時間的余裕がなかった

●校庭等の液状化で避難や仮設トイレ設置等が困難なケースがあった

●長期の避難生活を想定した避難所となる施設・設備の改善が必要

●職員や避難者が災害情報を得られる設備の確保が必要

●避難所等としての学校施設利用のルールづくりが必要、等

■ 津波等の複合災害を想定した避難誘導対策の検討が必要

●今回、震災発生後の津波警報発令に際して、幼稚園・保育園の園児の二次避難に混乱があった

●津波に対する避難場所や避難誘導体制の明確化が必要、等

７．災害時要援護者への支援対策について

■ 災害時の要援護者情報の充実が必要

●要援護者の把握、情報整理がまだ不完全

●要援護者情報の共有に困難な面がある、等

■ 災害時の要援護者の支援体制の充実が必要

●要援護者の支援組織間の連携強化が必要

●地域コミュニティにおける支援体制の強化が必要

●災害時要援護者の安否確認、避難等の支援手順のマニュアル作成や支援体制の確立が必要

●避難所における要支援者に必要な備蓄の確保等が必要、等

８．飲料水・食料・物資等の供給対策について
（給水所運営、飲料水・食料の確保、食料の供給、物資の供給、救援物資の受入・管理等）

■ 給水所と災害対策本部との連絡手段・体制の再構築が必要



9

●給水所の配置職員と災害対策本部・給水車との連絡体制ができていなかった

●市民への情報提供と給水所配置職員への情報の食い違いがあった、等

■ 給水所の運営体制の構築が必要

●給水所を運営する配置職員のリーダーの位置づけが不明確であった

●給水所運営における配置職員の引継・交代体制ができていなかった

●地域コミュニティやボランティアによる給水所支援体制の充実が必要

●給水所運営手順のマニュアル作成や実践的訓練が必要、等

■ 水道施設の被害状況・復旧状況の変化に対応できるよう給水支援計画の立案体制が必要

●被災状況や復旧状況の変化に応じて給水支援量が迅速に計画立案できる体制づくりが必要

●公用トラックの給水補完車としての運用による給水車補完体制の支援、等

■ 給水支援のルールづくりや給水支援に必要な備品などの工夫

●給水所運営に際して必要な備品整備等について現場で様々な工夫があった

●１人あたり給水量の制限、給水整理券発行など現場での給水所運営ルールづくりの様々な工夫が

あった、等

■ 避難所等への円滑な緊急物資の調達・輸送体制の構築が必要

●避難所の箇所数、避難者数等の把握・集約と必要量に応じた物資調達計画の立案体制が必要

●緊急物資の調達・輸送体制の強化が必要、等

■ 家庭や事業所、自治会・管理組合等の自助のための備蓄の促進が必要

●家庭や事業所での備蓄の促進が必要

●自治会・管理組合等の各種団体での備蓄の促進が必要、等

９．防疫・清掃・環境対策について
（ごみ・廃棄物処理、トイレ対策、ペット対策、等）

■ 簡易トイレ・仮設トイレや便袋の確保体制等の再構築が必要

●下水道の使用停止に際しての仮設トイレ等の確保体制の充実が必要

●自治会・管理組合での簡易トイレ・便袋の備蓄促進は必要

●自宅における便袋の備蓄や市民への便袋作成・廃棄方法のＰＲ等が必要

●効率的な便袋配布体制等の構築が必要、等

■ 下水道使用停止に際しての簡易トイレ等の設置方法や設置場所、使用方法等について市民・職員

に周知が必要

●備蓄の簡易トイレの設置方法や風に弱い等の特徴、和式トイレの使用方法等についての市民等へ

の周知、簡易トイレの規格等の見直しが必要

●女性の利用や夜間使用等を想定した設置場所や管理体制への配慮が必要、等

■ 簡易トイレ・仮設トイレの維持管理体制の再構築が必要

●給水支援とトイレの維持管理の担当者の分離など衛生管理への配慮が必要

●地域コミュニティによるトイレの維持管理体制づくり等が必要、等

■ 廃棄物対策の再構築が必要

●災害による大量の廃棄物を想定した廃棄物処理対策の検討が必要

●廃棄物の仮置き場となる空地確保が必要

●災害時のクリーンセンター機能の確保対策が必要（クリーンセンターの中水補給体制等）、等
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10．公共施設対策について
（公共施設利用者の安全確保・避難誘導、公共施設の点検・復旧対策、等）

■ 各施設における避難誘導マニュアル作成や実践的訓練の実施など、災害時の各施設における利用

者の避難誘導対策等の再構築と継続的訓練が必要

●各施設で災害情報が得られないケースがあった

●震災発生に際しての各施設の利用者避難誘導手順のマニュアルや訓練による再確認が必要

●各施設と災害対策本部や所管部署との連絡・情報共有体制の再構築が必要

●市民等の避難も想定した各施設における防災備蓄の整備が必要、等

■ 災害発生後の各施設の復旧・再開に向けた優先順位等の検討が必要

●震災後の施設の安全確認体制の確立が必要

●各施設の復旧・再開に向けた優先順位や職員の応援業務との調整方法の検討が必要

●各施設における避難誘導や復旧・再開等における指揮命令系統の確認が必要

●各施設の復旧対応体制の確保が必要、等

11．応急教育対策について
（学校・幼稚園・保育園等における児童・園児の安全確保等初動対策、応急教育・応急保育、等）

■ 災害時の保育園・幼稚園、学校・児童育成クラブにおける園児・児童・生徒の安全確保・避難誘

導、保護者との連絡・引き渡し手順等の検証・確認と継続的訓練が必要

●立地や施設状況を踏まえた各種の災害発生に際しての園児・児童の安全確保、避難誘導手順の検

証・確認が必要

●保護者との連絡手段や引き渡しまでの手順の検証・確認が必要

●災害時の園児・児童の安全確保、避難誘導等における近隣の保育園・幼稚園・小学校・児童育成

クラブ間の連携方策の検討が必要

●近隣の小中学校における避難所等の運営に際しての協力体制の検討が必要、等

■ 災害対策本部や所管部署、各施設相互の連絡・情報共有体制の再構築が必要

●各施設と災害対策本部や所管部署との連絡・情報共有体制の再構築が必要

●保育園・幼稚園相互の連絡・情報共有体制の再構築が必要、等

■ 園児の引き渡しまでの安全確保や避難生活が可能な各施設での備蓄等の確保が必要

●園地の液状化対策、飲料水や簡易トイレ等の備蓄や非常用電源等の設備が必要

●災害時の幼稚園・保育園のバックアップ体制の構築が必要、等

■ 早期再開に向けた施設・備蓄対策や運営体制の検討・確立が必要

●早期再開に向けた施設の安全確認や復旧体制の構築が必要

●応援業務と再開業務の職員配置体制の再構築が必要

●地域コミュニティや保護者、ＮＰＯ、ボランティア等との連携体制の構築が必要

●学校施設の早期再開には給食センターの機能確保が必要

●今回の震災後の早期再開に向けた職員の取り組みに様々な工夫があった、等

12．災害警備・交通規制対策、緊急輸送対策について
（被災地の防犯・災害警備、交通規制・緊急物資輸送路確保、車両及び燃料の確保、等）

■ 防犯パトロールは市民の安心確保に効果的

●警察や自治会等と連携した青色防犯灯パトロールカー等での防犯パトロールは、市民の安心確保

に効果的だった

●防犯パトロールカーの増強が必要、等
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■ 迅速な公共交通・道路交通情報の収集と市民・事業所等への情報提供が必要

●鉄道・路線バスの運行状況の迅速な情報収集体制の確立が必要

●道路の被災状況、道路の通行止め箇所等の適時・正確な情報収集体制の確立が必要

●避難所等における帰宅困難者への交通情報提供手法や通行止め現地での交通誘導体制の検討が

必要、等

■ 緊急物資輸送等のための交通対策が必要

●緊急物資輸送のための道路交通確保のための交通規制等の対策検討が必要

●帰宅困難者等の緊急輸送対策等の検討も必要、等

■ 災害時に必要な各種公用車、及び燃料の確保と公用車運用体制の確立が必要

●災害時に必要な各種公用車の確保体制の構築が必要

●災害時の公用車の燃料確保が必要

●公用車の円滑な運用体制の再構築が必要

●道路の液状化被害や道路交通渋滞等に際して自転車利用が効果的だった、等

13．建物対策について
（応急危険度判定、家屋被害調査・り災証明書の発行、等）

■ 応急危険度判定調査の実施体制の強化が必要

●迅速な応急危険度判定士の確保体制の構築が必要

●災害時の応急危険度調査による専門家の立ち入り調査の仕組みについて市民に周知が必要

●液状化被害に対応した判定マニュアル整備が必要、等

■ り災証明に際しての家屋被害調査体制の強化が必要

●被災状況に応じた家屋被害調査のマンパワー確保体制が必要

●家屋被害調査における専門家育成・支援体制の確立が必要

●家屋被害調査に際しての居住者対応等の調査体制の構築が必要

●家屋被害調査における被災者の専門的相談体制の強化が必要、等

■ 被害判定・り災証明マニュアル等の整備が必要

●今回の液状化被害を踏まえた被害判定基準の見直しを踏まえた被害判定・り災証明マニュアル等

の整備が必要

●家屋被害調査・り災証明に必要なシステムや機器等の準備が必要、等

■ 仮設住宅対策についての検討が必要

●家屋倒壊等の被害の発生に際しての仮設住宅対策についての検討が必要、等

14．ボランティア活動の支援・要請対策について
（ボランティアセンターの開設、ボランティアの要請・受入・調整、等）

■ 災害ボランティアセンターの強化が必要

●多数のボランティア受入を想定した災害ボランティアセンターの開設場所の検討が必要

●災害ボランティアセンターと災害対策本部やボランティア要請現場との通信・連絡体制の構築

●ボランティアの要請と派遣の調整・マッチング体制の強化が必要

●ボランティア募集等にはインターネット活用が有効だった、等

■ ボランティア活動現場でのボランティアとの協力体制の強化が必要

●ボランティアリーダー等のボランティア作業体制や引継手順等のルールが必要

●ボランティア受入現場でのボランティアとのコミュニケーション・指揮体制の検討が必要、等
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15．帰宅困難者対策について
（駅・事業者・関係機関との連絡調整、避難所対応）

■ 帰宅困難者の対応について鉄道機関や事業所等との協力体制の強化が必要

●災害時の帰宅困難者対策の滞留対策等について、鉄道機関や事業所等との協力体制の強化が必要

●鉄道事業者等との連絡・情報共有体制の強化が必要、等

■ 帰宅困難者の一時避難の受入対応について検証・再構築が必要

●市内公共施設における帰宅困難者の受入・誘導体制等の検証・再構築が必要

●帰宅困難者の一時避難が想定される避難所における対応方策の検討が必要、等

16．ライフライン等の復旧対策について
（上水道、下水道、電気、ガス、電話、交通、等）

■ 道路や下水道等の被災状況調査体制や関係機関との連絡・情報共有体制の強化が必要

●道路や下水道等の被害状況の調査体制等の強化が必要

●道路・下水道等のインフラ情報の地図データベース等の構築が必要

●補修作業履歴・復旧作業の進ちょく管理が行えるシステムの整備が必要

●インフラ関係機関や復旧協力事業者等との連絡・情報共有体制の強化が必要、等

■ 泥水・噴砂処理等の復旧応援職員の配置体制の構築が必要

●被害地区の状況に応じて応援職員配置等ができるような災害復旧マニュアル等が必要

●復旧作業現場における作業体制、指揮体制や業務引き継ぎ体制の構築が必要

●誰もが噴砂除去等の作業ができるような作業マニュアル等が必要、等

■ 作業資機材や人材の確保

●噴砂等の除去作業に必要な重機・運搬車両や運転ができる人材の確保が必要

●応援作業に必要な備品や土のう袋の確保、簡易土のう作成方法の市民へのＰＲが必要、等

■ 噴砂の仮置き場となる空地等の確保

●今後の液状化等に備えた噴砂等の仮置き場などの検討が必要、等
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Ｑ７．市民から多かった問い合わせ・意見・苦情などを記述してください。

１．市の防災体制・対応について

●災害本部の場所はどこか

●今後の津波対策について

●市の対応が遅い、職員がこない、職員の対応が悪い

●対応した職員によって提供した情報の内容が異なる

●情報が公にされていたのに、職員が知らないことがあった

●はげまし、労り、感謝の声もあった

２．情報提供について

●防災無線が聞こえない、ハウリングして聞き取りづらい

●外国人向けのアナウンスをすべき

●インターネットが使えない、インターネット以外の情報提供をすべき

●市役所に電話がつながらない

●問い合わせ先がわからない

３．避難所、自主防災組織、ボランティアについて

●避難所でのペットの対応について

●避難所での寒さ対策について

●ボランティア活動の受付について

●防災倉庫の鍵の保管場所について

４．災害時要援護者・福祉サービス・施設について

●要介護者の入浴サービスに停止に伴う苦情

●要介護者のトイレについて

●要介護者の心のケアについて

●福祉施設の早期再開

●要介護者が自宅にいるので、物資の購入、給水を受けることができない

●給水所まで水を取りに行ってほしい、物資をとどけてほしい

●猫実デイサービスセンターの再開について

５．給水について

●給水の場所や時間の問い合わせ

●給水車の遅れ

●給水の量や待ち時間の長さ

●乳幼児の水の配布について

●給水の情報提供の方法について（防災無線・広報車をなぜ使わないのか）

６．トイレ対策について

●仮設トイレの設置（増設、位置）

●仮設トイレの管理（清掃、トイレットペーパー不足）

●便袋の使用方法、配布要望

●入浴施設、コインランドリーの場所

７．噴出土砂の処理について

●液状化による噴出土砂の回収（対応が遅い、いつくるのか）

●歩道の瓦礫の撤去

●罹災ゴミの収集について

●液状化への不安・不満
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●噴出土砂の処理方法

●液状化被害への救済方法、市の取り組み

●土嚢袋の配布について

８．保育園・幼稚園・小学校について

●保育園の再開時期について

●児童育成クラブの再開について

●給食の開始時期について

●学校施設の安全性

●給食の再開時期

●幼稚園小学校の卒業式、卒園式

９．公共施設について

●公共施設の再開時期

●被害を受けていない公民館・図書館がなぜ使えないのか

●市の施設の電話やトイレを使わせて欲しい

10．健康・放射能について

●噴出土砂の体への影響

●粉塵のひどさ

●放射能による食品・土壌汚染、除染対策について

●遠方からの浦安に住む身内の安否確認

●健康診断の問い合わせ

●医療機関の状況

●震災による子どものこころのケアについて

11．ライフライン・交通について

●計画停電の実施予定

●計画停電を実施することへの不満

●ライフラインの復旧時期（特に下水道）

●ガス管、水道管のはそうによるガス、水漏れ

●電線切断の通報

●鉄道の運行状況の問い合わせ

12．道路の復旧

●道路に水たまりができるので補修してほしい

●道路の段差でつまずき、転倒した

●道路の復旧の時期

●道路のレベルがいつ決まるのか

13．建物について

●建て替えのため法規制を緩和してほしい

●家屋の傾斜対策について

●開発者、開発許可者の責任（埋立地の地盤改良を義務化すべきだった）

●市営住宅への入居について

●屋根瓦の落下の危険性

14．住宅再建・生活再建支援について

●罹災調査の判定結果への不満、発行までの時間の長さ

●建物の被災についての支援制度について

●生活再建への支援策の要望

●被災したマンションへの支援内容

●医療費の軽減措置の問い合わせ
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●賃貸居住者への支援

●アパートオーナーへの支援

●一部損壊の人への補助が少ない

Ｑ８．市民が日ごろから自主的に取り組んでおく、又は備えておく必要があると感じたこ

とを記述してください。

１．飲料水・食料、生活用品の備蓄

●非常食の備蓄（2～3日分）が必要

●飲料水・生活用水の確保が必要

●避難袋の準備が必要

●給水に備えた備品の準備（タンク、ポリ袋、台車等）が必要

●懐中電灯、カセットガスコンロなどの準備

２．トイレ対策

●各家庭においても簡易トイレ、便袋の準備が必要

●トイレットペーパー、ウェットテッシュ、おむつ、生理用品等の準備

３．情報収集・伝達手段・体制の確保

●市民どうしの情報交換の方法を決めておく

●高齢者などに自治会から市の情報を伝達する

●地域の人と連絡をとりあい情報を共有する姿勢が大事

●市民の情報リテラシーを向上させる

●自治会と行政の連絡体制の強化（防災無線の貸与など）

●インターネットなどによる市民への情報提供の強化

４．建築・室内の安全対策

●家具の転倒防止、家屋の耐震補強が必要

●消化器を備えるなど火災対策をとることが必要

●今回の液状化を教訓に、今後のリフォーム時に液状化対策をとる

●建物の建築の際に地盤改良を行う

５.家族の安否確認方法、集合・避難場所の確認

●家族の安否確認の連絡方法を決めておく

●家族の緊急時の集合場所、避難場所を決めておく

●地域の避難場所、自宅からの避難ルートを確認しておく

●交通機関がとまった時の、職場、学校からの帰宅経路を確認しておく

●保育園等へのお迎えについて頼める人を決めておく

●帰宅困難になったときの家族への連絡方法を決めておく

６．近所づきあい、ネットワークづくり

●日頃からの近所づきあいが大切

●近所の人、保育園保護者などのネットワークづくり

●自治会活動に参加し、いざというときに助け合えるようにしておく

７．地域単位での助け合いの体制づくり

●災害時、自治会単位で助け合える体制づくり

●防災倉庫の位置・開け方を確認しておく

●自治会単位で役割を決めておく

●要援護者の把握、支援体制を決めておく

●自治会組織と行政との連携の強化
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８．防災訓練の実施

●施設単位ではなく、地域単位での防災訓練が必要

●学校、幼稚園、保育園など合同で行い、共通の認識を持つ

●液状化を想定した防災訓練が必要

●避難所設営及び運営を含む防災訓練が必要

●住民が可搬ポンプを使用できる体制の確保

●和式トイレを利用できるようになる（特に小学生）

●定期的な防災訓練の実施による自助意識の向上

９．防災意識の向上

●自助・公助についての意識をもつことが重要

●市が自助に対する情報を継続的に提供することが大事

●市・事業者による、新たな入居者に対する備蓄品の情報提供

Ｑ９．あなたの個人的な事情（性別・居住地（市内在住・市外在住）・育児・介護等の有

無・自身の被災の有無等）により、災害復旧に関する職務を遂行するにあたり、感

じたことがあれば、具体的に記述してください。

１．育児

・余震が続く中、子どもを家に残すことが心配だった

・子供を保護者なしで留守番させることが心配だった

・子供をみてくれる祖父母が近くにいて良かった

・生まれたばかりの子供がいるが、妻が体調を崩しても仕事にいかねばならなかった

・ずっと親がいなかったので子供は不安だったと思う

・幼児や児童がいる家庭に配慮すべき

・子供を保育園に迎えに行く人をきめておくべき

・幼児がいるので、長時間勤務の場合は心配だった

２．保育園・学童クラブ

・保育園の閉園が長く、未就学児の対応に困った

・日曜祝日は保育園が休みなので、子連れ出勤せざるを得なかった

・臨時的な職員の託児所があればよい

・学童が休みになり、子供だけで一日過ごさせた

３．介護

・高齢の両親を家に残すことの不安

・障害のある家族を家に残すことの不安

・介護状態の母親を自宅に残すこと

・両親が高齢で、救援物資や給水車がきても取りにいけない

・介護を優先せざるをえず、心苦しかった

・デイサービスが休みで心配だった

・実家が被災し父が痴呆が進み大変だった

・小さい子供や介護が必要な職員には配慮が必要

・高齢者が一人で給水に行くのは難しい。対応が必要

４．家族の安否確認、連絡

・家族の安否確認がなかなかとれず心配だった

・子供を小学校にひきとりにいかねばならず、実家に連絡がつかず大変だった

・家族の安否確認ができないと職務遂行に集中できない

・対応が大変で、家族の安否確認すらできなかった
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５．自宅の被災

・震災対応中、修繕の手配がとれなかった

・自宅が液状化の被災をしたが、妻と子供たちに対応を任せた

・自宅が被災したが、対応がとれず困った

・自宅が被災し、外の作業があったため、ホテルに泊まった

・自宅が被災し、水もトイレも出ない状態で勤務し大変だった

６．通勤・交通手段

・通勤時間が長く仮眠程度の睡眠しかとれなかったこと

・当初頻繁に泊り込みがあり、家と勤務地が近くて助かった

・市外在住のため交通機関がマヒすると通勤が難しい

・首都圏直下型地震では、人員不足にあり対応が遅れるのでないか

・帰れないときの宿泊施設がほしい

・給水の集合時間が早いため、市内に住んでいないと難しい

・大災害が起こると市外からの参集は難しい

・震災時に対応するため職員は市内等に居住すべき

７．宿泊施設

・当初は泊り込みで作業しており仮眠所がなく苦労した

・自宅が断水していたため市役所での寝泊りが多かった、夜はとても寒かった

・職員の食事と睡眠の確保

・職員のための宿泊施設の提供や食事の支援

８．休日確保・職場待機

・休みがなく働くのは体力的につらい

・休暇がとれず子どもたちが精神的に不安定になった

・休暇がとれず、水・食料も不足し、体調を崩した

・休暇がとれず、風呂や洗濯ができなかった。

・休みを交代でとり、自宅の復旧をする時間がほしかった。

・無駄な待機時間が多かったように思う

９．疲労・体調

・一日一食で職務をしていた日もあり疲労回復ができなかった

・勤務後に自宅の土石除去、食料や水の調達があり心身ともにきつかった

・自宅で風呂・洗濯ができない中、土嚢づくりはきつかった

・体力的に泥かきはきつかった

10．ライフライン

・水道が使用できず 5日も風呂に入れなかったが仕事をした

・計画停電により公共交通機関が利用できず大変だった

・市内に住んでいたため、使用した防災服の洗濯ができず苦労した

11．水・食料の確保

・自宅が市内にあり、業務のため給水にいけないので、水の調達に困った

・子どもたちに給水にいかせ、すまないと思った

・スーパーの開店時間内に買い物ができず食料確保に困った

・食材や食料品が売り切れ状態のなか、勤務があり、子供たちの飲物・食事が確保できなかった
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Ｑ11．市の公共施設や、道路・下水道等の都市基盤施設の復旧事業を進めるにあたって、

どの程度、復旧する必要があると考えますか。

Ｑ12．「Ｑ11」で「①震災前の状態に戻るよう、原状復旧を目指す。」を選択された方に

伺います。原状復旧で良いと思った理由を具体的に記述してください。

【主な意見】

○ まずは、市民の安心感や市民の日常生活を回復するよう早期の原状復旧が先決

○ 都市基盤施設の新たな機能や付加価値の付与は、長期的視点で財政状況等を踏まえ、段

階的な取り組みが必要

○ 震災前の状態（原状）は大きな不都合がなく、まずは原状復旧で十分

○ 復旧費用に莫大な財源が必要で、今後の財政状況を想定すると都市基盤施設の付加価値

等への投資余力はない

○ 将来の震災発生による被害の可能性も考慮しつつ、費用対効果を踏まえて都市基盤施設

の原状復旧が現実的

○ 都市基盤施設の復旧に付加価値を講じることに資金を投じるよりも他に実施すべき施

策がある

○ 液状化対策技術等の有効性が確立できないなか、都市基盤施設の安全性担保には限界が

ある
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Ｑ13-1．「Ｑ11」で「②新たな機能や付加価値を加えた復旧を目指す」を選択された方に

伺いします。

新たな機能や付加価値をつけた復旧を目指すために、今後、どのような施策・

事業に重点的に取り組んでいく必要があると思いますか。（複数回答）
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Ｑ13-2．「Ｑ13-1」で回答した内容と理由を具体的に記述してください。

【主な意見】

０．今回の震災による被害や災害経験で得られた教訓などを生かして、今後の災害に

対応できる、より魅力あるまちづくりへの取り組みが必要

○ 今後の災害に対応できる、より魅力あるまちづくりへの取り組みが必要

１．液状化対策への取り組みについて

○ 今回の震災被害の根本原因への対応は、浦安市の災害に強いまちづくりの基本として

取り組みを進めることが必要

○ 市民の安心感の回復には液状化対策は必須

○ 今後も起こる得る震災に備え、液状化被害を軽減する対策は必須

○ 安心して住めるまちとしての信頼回復には液状化対策は必須

○ 液状化被害を受けた市民への支援が必要

○ 技術検討結果を踏まえ、対策の優先順位等を考慮した液状化対策への取り組みが必要

○ ライフラインの復旧に際して、適切な液状化対策への取り組みが必要

○ 液状化被害に対して迅速に復旧できる体制づくりも必要

○ 液状化による被害を軽減する工夫も必要

２．市民の自助・共助による災害対応、地域協働への取り組みについて

○ 人と人、地域の絆づくりを重視した復興への取り組みが必要

○ 災害時の応急・復旧対応には行政対応（公助）だけでは困難で、市民の自助、地域に

おける共助との連携が不可欠

○ 各地域での応急・復旧活動の状況を検証し、災害時の地域防災体制づくりを進めるこ

とが必要

○ 自助・共助・公助の確立と相互の連携体制づくりを進めることが必要

○ 市民・事業者の自助・共助への意識啓発が必要

○ 地域の防災リーダーの存在が重要で、地域の防災リーダーの育成が必要

○ 地域での日常的なコミュニケーション・情報伝達体制の育成が必要

○ 災害時の共助の要となる地域コミュニティの育成が必要

○ 今回の震災を教訓とした実践的な地域防災訓練などの取り組みが必要

○ 自治会等を中心とした地域防災体制づくりが必要

○ 避難所開設・運営体制の再構築が必要

○ 自治会等の地域組織相互の連携体制の構築が必要

○ 市民・地域コミュニティ・関係機関との協働による復興への取り組みが必要

３．今後の災害に備えた防災・減災まちづくりへの取り組みについて

○ 今後の災害に備えた防災・減災まちづくりが必要

○ 安心して住めるまちとしての信頼回復、イメージアップには災害に強いまちづくりは

必須

○ 火災や津波等の水害を含めた複合災害を想定した防災・減災対策の検討が必要

○ ハード面での防災（被害抑止）対策とソフト面を重視した減災（被害を最小限に軽減）
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対策の充実が必要

○ 行政の応急・復旧体制の強化が必要

○ 停電時の市民への情報提供手法の充実が必要

○ 市職員や市民が臨機応変に対応できる力や体制の強化が必要

○ 市職員や市民の防災意識の高揚が必要

○ 公共施設の耐震性の再検証と強化が必要

○ 避難場所・避難所の役割の明確化と避難所機能等の強化が必要

○ 帰宅困難者対策の検証と強化が必要

○ ライフラインの被災を想定した水利などの確保対策が必要

○ 災害時の電力の確保対策が必要

○ 災害時の避難・輸送幹線道路の機能強化が必要

○ 治水施設の強化が必要

○ 災害に備えた備蓄の強化が必要

○ 消防体制の強化が必要

○ 災害時の広域的な支援・連携体制の構築が必要

４．復旧・復興財源の確保等について

○ 長期的視点での復旧・復興財源の確保が必要

○ 財政バランスを考慮した効率的・効果的な復旧・復興事業が必要

○ その他、歳出削減方策の検討、復興特区制度の活用、受益者負担の見直し、復興基金

の創設、復興を契機とした新たなガバナンスの形成など

５．災害時緊急医療体制の充実への取り組み

○ 災害時緊急医療機関の防災体制の充実が必要

○ 大規模災害に備えた医療体制の充実が必要

６．災害時にも助け合える地域福祉基盤の構築への取り組みについて

○ 災害時には特に重要となる地域福祉基盤の構築が必要

○ 今回の震災での高齢者や障がい者などの災害弱者への対応の検証が必要

○ 地域コミュニティにおける高齢者・障がい者等の見守り・支援体制の強化が必要

○ 情報の取得方法が限られている高齢者や障がい者への災害時の情報提供手法の強化

が必要

○ 住まい等の被災した高齢者等への支援体制の強化が必要

７．省エネルギーや再生可能エネルギー利用の促進への取り組みについて

○ 電力不足の経験等を踏まえて省エネルギーや再生可能エネルギー利用の促進が必要

○ 家庭や事業所における省エネルギー、再生可能エネルギー利用の促進が必要

○ 再生可能エネルギー利用のモデル的な取り組み、自然を生かした海岸保全へのモデル

的な取り組みも必要

○ 自立型エネルギー源の確保が必要

８．噴砂の処理・再利用対策への取り組みについて

○ 噴砂の処理・再利用への取り組みが必要

○ 噴砂の特性を活かした再利用・処理方法の検討・研究が必要

○ 噴砂の保管状況の改善、保管・活用にあたっての性状調査が必要
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９．震災の経験・教訓を今後の災害時に活かす防災教育等への取り組みについて

○ 震災の経験・教訓を忘れず、次の災害時に活かすことが必要

○ 災害発生時に、こどもひとりの時も自ら判断して身の安全を守る行動できる防災教育

が必要

○ 児童・生徒と教職員の防災教育が必要

○ 学校・家庭・地域が連携した防災教育が必要

○ 幼児と保育士の防災教育が必要

○ 保育園や学校以外での子どもたちの安全確保・避難誘導方策の確立が必要

○ 市民の実践的な防災教育・防災訓練が必要

○ 震災の教訓を風化させない継続的な取り組みが必要

○ 震災の検証・記録と継続的な活用・伝承が必要

10．震災被害のこころのケア体制の充実への取り組みについて

○ 被災者へのこころのケアの取り組みが必要

○ こどものこころのケアの取り組みが必要

○ 市職員のこころのケアの取り組みが必要

○ こころのケア等の支援体制づくりが必要

○ こころのケアにつながる市民の安心感の回復が必要

11．放射性物質の観測体制等の強化への取り組みについて

○ 放射性物質の観測体制等の強化が必要

○ 放射性物質の状況や影響に関する正しい情報・知識の普及が必要

12．災害時に備えた広域的な道路・交通網の充実への取り組みについて

○ 川や海で囲まれたなかで、災害時の緊急ルート確保のための道路・交通アクセス対策

が必要

○ 鉄道路線の災害対策の強化が必要

○ 市内の道路整備の取り組みの強化が必要

13．浦安の復興・再生のアピール等について

○ あらゆる観点から住みやすい住環境改善への取り組みが必要

○ アーバンリゾートや鉄鋼団地などを活かした産業振興・観光振興などによるまちの活

性化が必要

○ 浦安の復興・再生をアピールする取り組みが必要
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Ｑ14．本市の復興計画（方針）を策定するにあたって、復興テーマ（基本的な考え方）が

あれば、提案してください。

１．安心・安全

・市民が安心・安全に暮らせるまちづくり

・安全で住みやすいまち

２．液状化に強いまち

・液状化対策を講じて力強くなったまちを全国に発信したい

・液状化に負けない、道路および地盤の強化

・液状化に対する国の法整備（商店や工場、共同住宅への補償も加える）

・液状化をさせないという考えよりも復旧スピードに着眼点をおく

・液状化が発生しても早期に復旧できる体制づくり

・再液状化を可能な限り防ぐ、同じことを繰り返さない

・地盤改良を最優先にする

３．災害に強いまち、減災

・ライフラインの耐震化

・今回の地震を教訓に、他の自治体以上に災害に強いまちづくりを進める

・地震だけでなく、高潮、津波に耐えられるように

・さらなる災害に備えた防災・減災まちづくり

・防災より減災に重きを置く

４．災害があっても立ち直れる力

・すべての災害に対応することは無理。防災体制、システムなどのソフト面の対策を強化すべき

・起こった後の再生・支援についての体制強化

５．自然との共存、再生可能エネルギーの促進

・自然に逆らうのは難しい、自然と調和するまちが望ましい

・自然エネルギーを活用した都市

・日常生活の向上と省エネルギー、省資源化の促進の両立を目指す

６．自助・共助

・まず自立、そして協力。自分の身を守らなければ、人を助けられない

・災害に対して怯えず、生き抜く心を育てる教育や活動が大事

・住民が防災に自主的に取り組んでいくことが減災につながる

・職員が常に危険予測しながら職務にあたることが大事

・自助、共助、公助を明確にする

７．絆

・つながりの再構築

・地域のネットワークづくり

・住民どうしの支えあい

・今回の災害をバネに地域社会の活力を高める

・他地域からの応援協力の大切さ

８．交流、市全体のまとまり

・全市の交流により市民の絆を深める

・オール浦安で復興に取り組むべき

・元町・中町・新町の連携・連動できるシステムづくり

・歴史や雰囲気が違うまちでも同じ市民である、という意識
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９．協働

・市民、事業者、行政が連携した災害対応

・行政課題解決のためのより積極的な民間活用

10．イメージアップ

・埋立地はよくないという考えが改められるような復興を

・新たな機能・価値付加を

・地域のブランドを高め、全国から浦安に住みたいと思われるまちを目指す

・液状化対策を根底に、市民の心の拠り所となる付加価値のあるまちづくり

11．住環境・都市空間の再生

・住宅地の改善・再生

・綺麗な浦安にもどる

・道路の復旧にあわせた住宅地の外構の改修

・中町地域の活性化（世代交代策を加速させる）

・道路の改善、再生、電柱の地中化

・質素さを求めることも必要

12．産業・観光振興

・市内産業・観光振興がまちの発展に必要

・災害に負けない元気な姿を企業とともに発信できるまち

13．情報伝達

・情報インフラの厚みを生かた、浦安の今と未来の見える化

・民間サイトと連携したわかりやすい情報提供

14．福祉、子育て支援、医療

・医療・防災体制の充実

・安全に歩ける道づくり

・子育て支援というソフトの優位さをアピールすべき

・強くてやさしいまち

15．ふるさと・歴史

・ふるさと浦安の意識を高める内容に

・浦安をふるさとと思ってもらえるまちづくり（防災・治安のよさ、人と人のつながりなどの項目

を充実させるべき）

・古い浦安の歴史を前面に出す

16．災害の記憶

・震災の記憶を風化させない防災教育

・震災アーカイブ

17．復旧・復興の進め方

・復旧時間、コストが最小になるような方法で道路・ライフラインの復旧方法を選択すべき

・完璧な復旧は困難なので、ある程度のレベルで我慢し、新たな防災対策を加える

・優先順位をつけ、何をがまんする（又は市民に任せる）かを考える

・現在の行政サービスの必要性を検討する

・新たな地震が発生した場合も想定した計画を

・費用をあまりかけず、減災を基本にする

・復旧のレベルにとどめるべき


