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第１回委員会における指摘事項と対応方針

復興の目標 施策の方向性 指摘事項 対応

●計画期間 － ・20 年～30 年又はそれ以上を見据

えた長期的な計画が必要だと思

う。

・東海・東南海地震の発生可能性等

を考慮して 25 年としてはどう

か。

⇒復興計画の計画期間については、被災した道路や上下水道等の社会基盤

施設の本格復旧を集中的に進めることを想定している当面３～５年の復

旧期間と震災を経験し新たな浦安の街づくりに取り組む再生・創生期間

で構成しています。この中の施策・事業によっては、10 年を超えた長期

にわたる取り組みが必要なものもありますが、それらについては本復興

計画の成果を検証・評価しつつ、次の総合計画検討の際に盛り込みたい

と考えます。

このため、この復興計画の計画期間としては、本市の基本構想の目標年

度である平成 32年度を見据えた計画期間としたいと考えます。

●復興の目標の

総括テーマ、

共通する視点

－ ・復興に向けた基本方針をみると、

マイナスイメージが強く出てい

る。「絆」や「関係性の構築」に

ついて浦安の姿勢を強くＰＲして

もらいたい。浦安は遊ぶところも

あり、絆も強いというところを示

し、ポジティブな打ち出しができ

れば心のケアにも繋がる。

⇒復興に向けた基本方針に示された「痛みと悲しみの分かち合い」とは、

今後の震災復興において、市民一人ひとりが今回の震災を自らのことと

受け止め、総力で復旧・復興に取り組む決意を意図したものです。この

理念をベースに市民同士の絆がさらに強化され、市民同士の新たな関係

性の構築にも大きく結びつくものと考えています。

市民の安心感を回復し、さらに震災で得た教訓をバネに、これまで以

上に災害に強い、魅力ある浦安への復興をよりポジティブにアピールで

きるかどうか復興計画の策定の中で議論できればと考えています。

・災害弱者の問題が共通する。グル

ープインタビューを丁寧に聞いて

いくことがヒントとなり、災害弱

者の共生社会の実現という視点を

復興計画に生かしてもらいたい。

⇒こども、高齢者、障がい者、外国人等の災害弱者が、災害時にも安全が

確保され、安心して生活が営めるまちであることは、市民生活の安全性

の確保や市民が安心して暮らせる地域社会の基礎であると認識していま

す。

なお、具体的な対応方針については、今回の震災における実施状況や
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復興の目標 施策の方向性 指摘事項 対応

課題を検証した上で、関連計画の中に盛り込みたいと考えます。

・高齢者が安心して暮せる、若い人

が入ってくるまちにしていく取り

組みがないと財政上回らない。

⇒浦安市では将来、高齢世帯が大幅増となることが予想されており、高齢

者が安心して暮せるまちづくりへの取組強化とともに、子育て世代など

若い世代にとっても住みやすい多世代共存型のまちづくりを更に目指し

て復興に取り組みたいと考えます。

・老朽化していく浦安の住宅地につ

いて、将来に起こりうる問題を解

決できるまちでなければならな

い。

⇒今回の震災では、住宅地の更新と保全のあり方など、被災前より浦安の

まちが抱えてきた都市課題が顕在化したといえます。復興計画では、こ

れら課題について十分配慮して策定を行います。具体的な施策のあり方

については、次期基本計画に向けて検討を進めます。

・復興計画には、計画住宅地の将来

構想づくりのようなものが入って

いないと、環境共生都市という文

言だけでは弱いと思う。

⇒浦安市では、新町地域の計画住宅地において、産官学連携による「スマ

ートシティ」構想を進めることとしています。復興計画では本構想を踏

まえ、災害に強く、環境に優しいまちづくりを進める旨を盛り込みたい

と考えます。

１.市民生活の

早期の復旧・

再建

(4)市民のここ

ろやからだの

継続的ケア

・今回の復興計画案では、被災され

た方をどう支えていくのか大事で

ある。岩手県で支援した際に「相

談に来なさい」といっても来な

い。何を相談してよいのかが分か

らないものである。

・まずは「ストレスとは何か」を共

有しないといけない。ストレスは

対人関係の中で生まれるものであ

り、市ができることとできないこ

とを明確にすべきである。

⇒発災後、災害時要援護者に対して福祉関係部署の職員が戸別訪問を実施

し、生活支援ニーズの把握を行いました。また「子育て相談室」「子育

て総合窓口」を開設し、こどものこころのケアへの対応を図ってきまし

た。このほか、「災害復興生活支援プロジェクト」を組織し、各種の被

災者生活再建支援制度に係る総合的な相談･支援窓口を開設しました。

また、学校では、児童・生徒の「こころのケア」対策として、学級担任

を中心に、各家庭への訪問や電話連絡により、児童・生徒の被災時にお

ける精神的な悩みや不安の状況を把握し、その後のスクールライフカウ

ンセラー等の相談員による継続的なケアに活かしています。

しかし、今回の震災を体験した市民、震災による被害を受けた市民に

対して、こころやからだのケアなどを進めるための情報共有や共通認

識、総合的な体制が、行政内で十分にできていないのが現状です。
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復興の目標 施策の方向性 指摘事項 対応

今後、様々なご意見・ご提案をいただきながら、被災者のケアに関す

るきめの細かい施策を検討していきたいと考えます。

・被害者意識が強くなってはいけな

い。自殺を含めたこころのケアに

関して、心を病んでしまう方とや

まない方の差は情報提供にあり、

この点を踏まえた復興計画にして

もらいたい。

・浦安は（東北地方のように）全国

からの支援を受けているわけでは

ないため、行政レベルで「こころ

のはけ口」をどのように作ってい

くか検討する必要がある。

⇒家屋等に被害を受けた市民においては、被害状況や世帯状況などが様々

で、被災者が抱える不安・悩みなども様々であることが想定されます。

このため、まず、震災後の各部署における関連する取組などによる情報

共有を図り、行政において支援できること、できないことを整理しつ

つ、被災者への的確な情報提供をはじめ、被災者の様々な状況や思いを

把握し、必要な相談･支援に橋渡しを行うような訪問相談体制を検討･構

築したいと考えます。

また、被災者のこころやからだの不安・悩みなどにも対応できるよ

う、社会福祉協議会や医師会、ＮＰＯ、保健師・精神保健福祉士や民生

委員など各種団体との連携した継続的な見守り重層的な支援体制が必要

と考えます。

特にこどものこころのケアについては、保健福祉･教育現場における

連携した継続的な見守りと、状況に応じた相談･支援体制を一層充実さ

せていく必要があると考えます。

また、震災後、自治会など地域コミュニティにおいては、市民が主体

的に情報提供や住民意向把握･相談活動を行うなど、被災住宅地の再建

に向けた取り組みのケースがみられました。こうした地域活動との連携

により、地区ごとの状況に応じた支援体制を検討していく必要があると

考えます。

加えて、将来の災害に備え、各地からのボランティア支援等を適切に

受け入れられる環境や体制を高めることも重要と考えます。
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復興の目標 施策の方向性 指摘事項 対応

２.より安全で

安心な暮らし

を支えるまち

づくり

(2)宅地の液状

化対策への支

援

・震災後における中古住宅の取引価

格推移のデータはあるのか。

⇒年明けで日程調整中の商工会議所のグループインタビューを年明けに

予定しており、この点について再度ヒヤリングさせていただきたいと考

えています。

・基礎構造（ベタ基礎、布基礎、杭

基礎）の違いによる被害の違いが

分かれば教えてもらいたい。

⇒液状化対策技術検討委員会の建築物ＷＧの調査結果から、以下のような

点が挙げられます。

・ベタ基礎や布基礎のような直接基礎建物では、沈下・傾斜が発生しま

した。

・杭基礎のうち、支持地盤に届かない摩擦杭基礎建物の場合は、周辺に

段差ありと段差なしが存在し、さらに沈下・傾斜したものも見られま

した。

・杭基礎のうち、支持地盤に届く支持杭基礎建物は、周辺に段差が発生

しました。

・戸建の液状化対策について技術的

に対処可能か。

⇒大規模な開発や建築物に適用される液状化対策工法は確立されています

が、戸建住宅では、安価な工法の開発が行われていないことや、既存家

屋直下に対策をする場合は技術的にも難しく、費用も必要となるのが現

状です。

このことから、液状化対策技術検討調査委員会の建築物ＷＧの調査で

は、12 種類の小規模建築物（戸建住宅）の沈下傾斜修復工法について、

その概要、適用条件、概算工事費用、留意点等を整理しています。

また、道路など公共施設と既存戸建住宅との一体的な液状化防止・軽

減工法について、技術開発の状況や住宅所有者の費用負担などの観点か

ら、実現可能性がある工法として「地下水位低下工法」を挙げていま

す。今後、この工法の課題を踏まえて、実現可能性を調査するととも

に、事業に伴うリスクや費用負担について、地域住民と意見交換を行い

ながら、事業の実施を検討していきます。
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復興の目標 施策の方向性 指摘事項 対応

・住宅市場のイメージ回復を図るこ

とが重要である。戸建住宅の液状

化対策について技術的に解決でき

るのであれば、それを伝えること

により回復に繋がる。また、マン

ションでは今回の液状化に強かっ

たようなので、このようなＰＲ戦

略も大事である。

⇒上記のような戸建住宅の液状化対策の取り組みを進めながら、ご指摘の

ような意識を持って、官民協働でのＰＲ等、住宅市場のイメージ回復を

図っていきます。

３.市民協働に

よる災害に強

い地域づくり

(1)災害応急・

復旧活動体制

の総合的な検

証と各種の防

災計画の見直

し

・復興計画の柱として自助・共助は

必要だが、今回誰が助けてくれた

かというと、下水は東京都などが

助けてくれた。やはり市がしっか

りしていないといけない。目先の

話ではなく 25～30 年で考えて、

市の機能をしっかり持って、市民

と協働できる組織になってほし

い。

⇒今回の震災による行政の対応については現在検証作業を進めています

が、各種計画やマニュアルでは想定外の事態が多数あったこともあり、

初動体制の構築等に多くの反省点があると考えています。

また、今回の震災では、幸いにも建物倒壊や火災、津波による被害はあ

りませんでしたが、将来は首都直下型地震等、近隣自治体からの支援が

得られないような広域的被害も想定されます。行政の初動体制のあり方

を検証し、広域的な行政間の支援体制などを含めた体制構築を図ってい

く必要があると考えます。

今後は、この検証結果を踏まえて、地域防災計画や地域防災対策マニ

ュアルの抜本的見直しを行い、全庁的な訓練の実施等、様々な災害に柔

軟に対応できる体制を実践的に構築する必要があると考えます。

・今のように庁舎がバラバラにある

状態ではなく、砦となって市民を

守っていけるように、市庁舎の整

備も盛り込むべきだと思う。

⇒今回の震災で、地域防災計画で位置づけたように災害対策本部を集合事

務所に設置しましたが、十分に機能を果たすことができないことがわか

りました。そのため、災害時における行政の応急･復旧体制が有効に機

能する新庁舎建設についても検討が必要と考えています。



6

復興の目標 施策の方向性 指摘事項 対応

・防災計画にも関連するが、ホテル

群は市民にどのような協力ができ

るのかについても復興計画に盛り

込んでもらいたい。

⇒今回の震災では、各リゾートホテルの震災当日のＴＤＲ来訪者受け入

れ、入浴施設の市民への提供など、多大なご支援を頂き、感謝していま

す。

市ではすでに、市内 14 ホテルと、緊急時の災害時要援護者受け入れ

についての覚書を締結しております。今後はこれを踏まえ、様々なご意

見・ご提案をいただきながら、災害時における市内事業者の役割や行政

等との連携のあり方について検討していきたいと考えます。

(3)地域コミュ

ニティにおけ

る自主防災対

策の促進

・表現について、今回、自治会の強

い連携の支援活動があり、この動

きを強化していくような表現にし

ていくべき。

⇒今回の震災では、被害の大きかった中町･新町を元町が支援するなど、

複数の自治会が連携した取り組みが非常に重要な役割を果たしました。

今後は、この取り組みを一層充実させ、将来の地震に備えた自主防災対

策を支援したいと考えます。

・液状化した地域は、マンションが

多く一部避難拠点として機能した

と聞いている。こうしたマンショ

ンを活用することが浦安にとって

特色ある実効的な復興計画になる

と思うので、マンションに関する

内容を特出しすべきである。

⇒ご指摘の通り、液状化被害の大きかった中町･新町はマンションが多く

立地しており、各マンションが自立した避難場所として機能することが

期待されます。今後、各マンションの建物状況やマンション居住者の皆

さんの意見を踏まえ、各種の方策を検討します。

４. 震災の教訓

をバネにした

次世代につな

ぐ持続可能な

都市づくり

(1)大災害時で

も粘り強く対

応できる地域

内統治体制の

整備

・人のつながりをつくるインセンテ

ィブが必要ではないか。

・横の繋がりがないので、市民組織

の強化に行政がうまく絡んで、住

民同士が手を携えていける仕組み

を作ってもらいたい。

⇒ご指摘の通り、今回の震災での教訓を踏まえて、特に災害時には、市民

の自助、地域コミュニティ等での共助、行政の公助それぞれが自立して

機能し、相互に連携できることが重要であり、各主体における体制や仕

組みの強化、相互に連携できる協働の体制や仕組みの強化が必要だと認

識しています。
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復興の目標 施策の方向性 指摘事項 対応

(3)非常時でも

暮 ら せ る 防

災・環境都市

への展開

・災害に強いまちという視点で、環

境基本計画を見直す必要があると

思われるが、そのような視点も復

興計画に加えられるとよい。

⇒今後、復興計画の策定において検討する施策や事業については、環境基

本計画や都市計画マスタープラン、地域防災計画など、本市の分野別計

画等の見直しにも反映していく予定です。

(5)地域特性や

資源を活かし

た魅力の創生

・浦安市の歴史的文化を今後どう生

かしていくのか復興計画に入れて

もらいたい。

⇒本市の復興に際しては、大きな被害を受けた中町・新町地域の復旧に止

まらず、元町地域を含めた市全体の魅力を向上させるよう、地域相互の

つながりや元町地域の持つ歴史・文化資源等を生かした内発的な産業活

性化等、市全体での復興に向けた取組をアピールするように検討しま

す。

５. 復興に向け

た取り組みの

進め方

１．復興事業計

画と財源

・復旧事業に係る災害査定の内容に

ついて百数十億円の負債をどうす

るのか。また、再生・創生期の財

政上の補填、担保する財源の問題

は避けられないので、復興計画で

どのような見通しを立てるのか検

討が必要である。

⇒ご指摘のように、今後の復旧・復興事業に際しては、財政規律を確保し

つつ進めていく必要があると認識しています。今回の震災で被害を受け

た都市基盤施設等の原状復旧を優先させて取組を進めるとともに、液状

化対策などの本市の災害に強い魅力あるまちのイメージアップにつなが

る復興事業については、事業費用を見積もり、事業の効果と財政バラン

スを考慮しながら優先性を判断して進めていくよう検討します。

・第２期基本計画の人口推計につい

ては、今回の人口減少により、財

政予測の見直しが必要ではない

か。

⇒震災後の人口減少は、賃貸住宅居住者の転出超過による影響が大きいと

考えており、都市基盤施設などの復旧とともに回復していくものと考え

ています。中長期の財政見通しについては、これまでも毎年度見直して

いますが、今回の震災による様々な影響要因を勘案しながら作業を進め

たいと考えております。

・必要な事業、不要な事業の選択が

大事である。復興段階は効率性が

重要であり、多少市民の方に我慢

してもらう部分があることを分か

⇒ご指摘の通りと認識しています。アンケート結果等を参考にしながら、

そのような意識を持って、復旧・復興を進めていきます。
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復興の目標 施策の方向性 指摘事項 対応

ってもらう必要がある。

２．国・県・他

自治体との連

携や国・県へ

の要請

・財源不足について、県はどのよう

に考えているのか示してもらいた

い。

⇒千葉県の 12 月補正予算で、「東日本大震災市町村復興基金」（23 年度予

算 30 億円）が創設されました。今後、市町村が地域の実情に応じて行

う住民生活の安定やコミュニティの再生等の取組を支援する内容となっ

ています。

被災者の生活支援や復興事業には継続的な支援が必要であることから、

市としても県に対して財政的な支援を要請していきます。

３．市民との協

働による復興

まちづくりの

展開

・資料 1-6 の復興の目標「５．復興

に向けた取り組みの進め方」は、

表現を工夫してもらいたい。

⇒ご指摘の通り、「５．復興に向けた取り組みの進め方」は、１～４の目

標を実現していくための進め方を整理する部分であり、目標の一部とす

るのではなく、構成を見直します。


