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各種意識調査結果の概要
復興の目標 施策の方向性 各種意識調査等からみた施策の課題等

●復興に向けた取り組みのス

タンスについて

【市民アンケート調査（※中間集計結果）】

○浦安市への『自分のまち』という愛着・親しみは、「感じている」77％、「感じていない」９％、「わからない」12％で、

・「市政に関する市民意識調査（平成 23年３月）」：「感じている」81％、「感じていない」７％、「わからない」12％、

・「浦安市市民意識調査（平成 22年１月）」 ：「感じている」75％、「感じていない」10％、「わからない」15％、

に比べて、大きな変動はみられない。

○浦安市への定住意向も、「ずっと住みたい」61％、「住みたくない（できれば引っ越したい）」６％、「どちらともいえない」32％で、

・「市政に関する市民意識調査（平成 23年３月）」：「ずっと住みたい」74％、「住みたくない（できれば引っ越したい）」３％、「どちらともいえない」23％、

・「浦安市市民意識調査（平成 22年１月）」 ：「ずっと住みたい」68％、「住みたくない（できれば引っ越したい）」３％、「どちらともいえない」29％

に比べて、大きな変動はみられない。

○目指す復興のレベルについて、「震災前以上に災害に強いまちにすることに加えて、より活力や魅力あるまちにする」が 56％、「震災前以上に災害に強いまちにする」と合わせて、

80％以上が震災前以上の災害に強いまちにしていきたいと考えている。

【市職員アンケート調査】

○復旧事業の目指すレベルについて、「震災前の状態に戻るよう、原状復旧を目指す」が 20％に対して、「今後の災害に対応できる、より魅力あるまちづくりに向けた施策・事業が必

要」との考えから、「新たな機能や付加価値を加えた復旧を目指す」の選択が 80％となっている。

○「震災前の状態に戻るよう、原状復旧を目指す」の選択について、次のような意見がある。

・二者択一ではなく、まずは、市民の安心感や市民の日常生活を回復するよう都市基盤施設等の早期の原状復旧が先決

・都市基盤施設等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

【Ｕモニアンケート調査（震災復興編）】

○本市の「復興」について、「震災前以上に災害に強いまちにすることに加えて、より活力や魅力あるまちにする」が 59％、「震災前以上に災害に強いまちにする」と合わせて、90％が

震災前以上の災害に強いまちにしていきたいと考えている。

１.市民生活の早期の復旧・再

建

【市民アンケート調査（※中間集計結果）】

○震災の影響により現在困っていることとして、「放射線による健康への影響が心配」（58％）が最も多いが、次いで、「道路・公園や学校などの被害からの復旧」（55％）、「震災による

精神的ダメージ」（29％）、「家屋等の被害からの復旧」（29％）が多くなっている。

(1)被災者の住

宅・生活再

建支援

【市民アンケート調査（※中間集計結果）】

＜「一戸建て持ち家」の被災状況と被害への対応意向について＞

○「一戸建て持ち家」に住む回答者の 75％は、今回の震災で敷地・建物・設備等に何らかの被害を受けている。

○「一戸建て持ち家」の被害内容は、「外構の被害」（55％）、「敷地内の地盤沈下等」（51％）、「泥水の噴出」（50％）、「家屋の傾斜」（43％）等となっているが、被害の改修について

は、「宅地内の設備配管の改修」や「外構の改修」、「基礎・外壁等の改修」、「家屋の傾斜改修」は 30～40％で「実施済み又は実施予定」となっている。

○「一戸建て持ち家」の改修等にあたっての問題点として、「特に問題を感じていない」との回答が 28％と最も多く、次いで、「必要な自己資金を確保できない」（23％）、「道路や公共

下水道等の整備方法等、再建の条件が確定しない」（20％）、「改修や建替え等、適切な家屋の再建方法や費用が妥当か判断できない」（19％）が多くなっている。「国・県・市の制度

が利用できない」（10％）、「ローン残債があり新たな資金借入ができない」（９％）等の指摘もある。

＜「分譲マンション」の被災状況と被害への対応意向について＞

○「分譲マンション」に住む回答者の 91％は、今回の震災で敷地・建物・設備等に何らかの被害を受けている。

○「分譲マンション」の被害内容は、「外構の被害」（66％）、「泥水の噴出」（64％）、「建物と地盤に段差」（62％）、「道路と敷地に段差」（57％）、「屋外設備配管等の被害」（57％）等と

なっているが、被害の改修の「実施済み又は実施予定」は、「敷地内の設備配管の改修」60％、「住棟と周囲の段差改修」59％、「外構の改修」55％、「道路と敷地の段差改修」48％、

「住棟の基礎や外壁の改修」44％等となっている。

○「分譲マンション」の改修等にあたっての問題点として、「特に問題を感じていない」との回答が 44％と最も多く、「管理組合で改修方法や改修費用が妥当か判断できない」、「管理組

合として必要な改修資金を確保できない」の回答が 10～15％ある。

【グループインタビュー】

○「仕事のある人が気軽に相談できる窓口や電話相談があるとよい」（介護事業者）

○「被災した家屋の傾きを直すことができないで暮らす高齢者のお宅に相談等の対応が必要」（介護事業者）

(2)公共施設や

都市基盤施

設の復旧整

【市民アンケート調査（※中間集計結果）】

○震災の影響により現在困っていることとして、「道路・公園や学校などの被害からの復旧」が 55％で第２位となっている。
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復興の目標 施策の方向性 各種意識調査等からみた施策の課題等

備の推進 【Ｕモニアンケート調査（震災復興編）】

○復旧を急ぐ必要がある施設として、「道路や上下水道等の公共インフラ」（97％）の指摘が最も多く、次いで「学校や幼稚園、保育園などの教育施設」（78％）が多くなっている。

【グループインタビュー】

○「道路の整備方法等の条件が確定しないため、車椅子利用者がリフト設置工事をできずに困っている」（介護事業者）

○「道路や公園の舗装が凸凹しておりベビーカーが押しづらい」、「転ぶことが怖くて外出を控えて引きこもる人がいる」、「自転車に乗っていて段差で怪我をした」（子育て世代、介護

事業者、中学生）

○「事業の操業環境面から、鐵鋼団地周辺の道路整備について早急に進めてほしい」（鐵鋼団地協同組合）

○「野球場や公園を早く直して遊べるようにしてほしい」（小学生、子育て世代）

【公立保育園フォーラムアンケート】

○「保育園の園舎を早急に復旧させる必要がある」、等

【市職員アンケート調査】

○都市基盤施設の整備等について、次のような意見がある。

・火災の発生を想定した消防水利の確保、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

・川や海で囲まれたなかで、災害時の避難・緊急物資輸送路となる道路の機能確保が必要

・災害時の避難場所やヘリポート等となる公園等の液状化対策や必要な機能の整備が必要、等

○公共施設の整備等について、次のような意見がある。

・災害時の児童・生徒の安全確保と避難場所としての機能が確保できる学校施設等の整備が必要

・災害時のこどもの安全確保と早期再開が可能な幼稚園・保育所等の施設整備が必要

・災害時の施設利用者の安全確保と災害情報等を把握・提供できる施設整備が必要、等

(3)こころやか

らだの継続

的ケア

【市民アンケート調査（※中間集計結果）】

○震災の影響により現在困っていることとして、「震災による精神的ダメージ」が 29％で第３位となっている。

【市職員アンケート調査】

○『新たな機能や付加価値をつけた復旧を目指すために重点的に取り組む施策』として、「震災被害のこころのケア体制の充実」をあげる職員が 21％あり、次のような意見がある。

・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

・こころのケア等の支援体制づくりが必要

・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

・こころのケアにつながる市民の安心感の回復が必要

・市職員のこころのケアの取り組みが必要、等

【グループインタビュー】

○「高齢者や障がい者を介護している家族への精神的ケアが欠けている」、「特に被災した戸建住宅の高齢者に対する相談体制の充実が必要」、「仕事のある人に対して、休日に気軽に相

談できる窓口や電話相談があるとよい」（介護事業者）

○「震災のストレスで日常生活動作の能力が低下したり、認知症になる要介護者が多い」（介護事業者）

○「災害時の要介護者の支援について、市施設、介護事業所、病院の協力・連携体制が不十分だった」（介護事業者）

【「0311 そのときあなたは？ 子育て世代の声」（子育て応援メッセ実行委員会）】

○全体の 40％の子どもが、余震におびえたり、一人でいることを怖がる等の何らかの影響を受けている。また、全体の 70％の母親が、子どもと離れることへの不安や、肉体疲労増等

の何らかの影響を受けている。

(4)地域コミュ

ニティが主

体となった

復興まちづ

く り の 促

進・支援

【市民アンケート調査（※中間集計結果）】

○宅地の液状化対策について、一戸建て持ち家の回答者の 80％が「隣接宅地や街区在住の世帯の合意により、ある程度まとまった地域を単位として促進すべき」と考えている。

【Ｕモニアンケート調査（震災復興編）】

○復興を進める手法として、「行政で進める」（９％）に対して、「ＮＰＯ活動団体の活用やＰＦＩ、ＰＰＰなどの導入により、効率的な行政運営を図る」（57％）や「行政主導による、

協働を主体とした行政運営を図る」（32％）が多くなっている。

【市職員アンケート調査】

○今後、『新たな機能や付加価値をつけた復旧を目指すために重点的に取り組む施策』として、「地域協働の仕組みづくり」をあげる職員が 20％あり、次のような意見がある。
・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
・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
・自治会等を中心とした地域防災体制づくりが必要
・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、等

【グループインタビュー】

○「皆が元気になるような祭りなどのイベントは中止しないでたくさんやってほしい」（小学生）
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復興の目標 施策の方向性 各種意識調査等からみた施策の課題等

２.より安全で安心な暮らしを

支えるまちづくり

【市民アンケート調査（※中間集計結果）】

○『東日本大震災後１か月の間』で困ったこととして、「上下水道が使えなくなったこと」が 83％と最も多く、次いで「食料品等の確保に苦労した」52％、「ガスが使えなくなった」

31％が多くなっている。

○復興に向けた施策として、『都市基盤施設の復興以外で重視すべき』ものとして、「将来の災害に備えた防災対策の強化（液状化対策を含む）」（78％）が最も多い。次いで「良好な住

環境・質の高い都市空間の再生」（41％）、「地域イメージの向上」（30％）が多くなっている。

○『将来起こり得る災害に備えた市が実施する対策』として、「道路等の耐震・液状化対策」が 87％と最も多く、次いで「非常用生活設備の確保（自立型発電機、災害時用汚水処理施

設の導入等）」が 59％と多くなっている。

【市職員アンケート調査】

○今後、『新たな機能や付加価値をつけた復旧を目指すために重点的に取り組む施策』として、「液状化対策への取り組み」（58％）、及び「市民の自助・共助による防災まちづくり、地

域コミュニティや防災リーダーの育成」（57％）、「更なる災害に備えた防災・減災まちづくり」（45％）が多い。次いで、「復旧・復興財源の確保」（37％）、「災害時緊急医療機関の防

災対策の充実」（34％）が多くなっている。

(1)都市基盤施

設の液状化

対策等の強

化

【市民アンケート調査（※中間集計結果）】

○『東日本大震災後１か月の間』で困ったこととして、「上下水道が使えなくなったこと」が 83％と最も多く、『将来起こり得る災害に備えた市が実施する対策』として、「道路等の耐

震・液状化対策」が 87％と最も多くなっている。

【市職員アンケート調査】

○今回の震災では、上下水道の液状化被害等による使用停止により、回答した職員の 64％が給水支援や便袋の戸別配布等の「飲料水・食料・物資等の供給」に従事している。

○今後、『新たな機能や付加価値をつけた復旧を目指すために重点的に取り組む施策』として、「液状化対策への取り組み」をあげる職員が 58％と最も多く、次のような意見がある。

・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

・技術検討結果を踏まえて、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

【グループインタビュー】

○「上下水道が使えない中、入浴サービスを継続することが困難だったが、利用者からはニーズが高かった」（介護事業者）

○「仮設トイレは障がいのある人は使えないので、紙おむつを配った」（介護事業者）

○「特別養護老人ホームでは半月間入浴ができなかった」「個室にトイレがあるので、感染症予防のためスタッフが一日に何度もトイレ掃除と消毒をし、疲弊した」（介護事業者）

○「計画停電時に、電動ベッド、暖房の再設定の支援が大変だった」（介護事業者）

○「計画停電時に、コンピューターのサーバーの電源の停止、機械の操業停止の対応が大変だった」（浦安鐵鋼団地協同組合）

○「液状化により工場の外周と内部が沈下した。現在応急措置で、本格復旧はこれからの課題」（浦安鐵鋼団地協同組合）

(2)宅地の液状

化対策への

支援

【市民アンケート調査（※中間集計結果）】

○「一戸建て持ち家」の宅地の液状化対策の問題点として、「自分の宅地だけ液状化対策をしても効果があるかどうか不安」（61％）、「液状化対策にあたり、どのような方法が有効か判

断できない」（59％）としており、次いで約５割の回答者が「液状化対策にかかる費用が分からない、費用が妥当か判断できない」（48％）の指摘が多くなっている。

○宅地の液状化対策について、一戸建て持ち家の回答者の 80％が「隣接宅地や街区在住の世帯の合意により、ある程度まとまった地域を単位として促進すべき」と考えている。

○「分譲マンション」の液状化対策の問題点においては、「特に問題を感じていない」との回答が 29％で最も多く、次いで「どのような方法が有効か判断できない」（27％）、「費用が分

からない、費用が妥当か判断できない」（27％）が多くなっている。

(3)広域的な治

水・高潮へ

の対策

【Ｕモニアンケート調査（震災復興編）】

○復旧を急ぐ必要がある施設として、「海岸や河川の護岸」（58％）の指摘が第３位に多くなっている。

【グループインタビュー】

○「鐵鋼団地の護岸も被害を受けたが、再整備は私企業だけではできない。公的な支援が必要である」（浦安鐵鋼団地協同組合）

○「震災前から地盤沈下しており台風時にも浸水する場所もあり、対策が必要である」（浦安鐵鋼団地協同組合）

○「今回の震災による液状化による地盤沈下により事務所機能を移転した」（浦安鐵鋼団地協同組合）

○「現在の護岸で津波に対応できるのか、ホテルの安全性をＰＲするためにも正確な情報提供がほしい」（舞浜リゾート協議会）

【市職員アンケート調査】

○『新たな機能や付加価値をつけた復旧を目指すために重点的に取り組む施策』として、「更なる災害に備えた防災・減災まちづくり」をあげる職員が 45％あり、次のような意見がある。
・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）対策の充実が必要
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復興の目標 施策の方向性 各種意識調査等からみた施策の課題等
・ハード面の防災・減災対策として、ライフラインの被災を想定した水利などの確保対策、災害時の電力の確保対策とともに、災害時の避難・輸送幹線道路の機能強化、治水施設

の強化、災害に備えた備蓄の強化、消防体制の強化等が必要

(4)安全・安心

な住宅・住

環境づくり

の促進

【市民アンケート調査（※中間集計結果）】

○復興に向けた施策として、『都市基盤施設の復興以外で重視すべき』ものとして、「良好な住環境・質の高い都市空間の再生」が 41％の第２位に多くなっている。

【市職員アンケート調査】

○中町・新町の住宅地の復旧・復興まちづくりとともに、今後の災害に備えた元町地域の防災まちづくりを強化する必要性について、次のような意見がある。

・元町地域における家屋倒壊や延焼火災等の災害に備えた防災・減災まちづくりが必要

・避難場所の充実や水害に備えたまちづくりが必要、等

(5)防災拠点等

の機能強化

【市職員アンケート調査】

○『新たな機能や付加価値をつけた復旧を目指すために重点的に取り組む施策』として、「更なる災害に備えた防災・減災まちづくり」をあげる職員が 45％あり、災害時の行政機能や

防災拠点等の機能強化について、次のような意見がある。

・行政の応急・復旧体制の強化が必要

・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

・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

・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

・帰宅困難者対策の検証と強化が必要

・災害時の広域的な支援・連携体制の構築が必要、等

○災害対策本部を置く防災拠点機能の整備の必要性について、次のような意見がある。

・地域防災計画で災害対策本部の設置が予定されている集合事務所では、災害対策本部の組織・体制等に対応できなかった

・発災直後の通信手段不足の中で、災害対策本部と各部署との機能分散は、本部と各部署との連絡・情報共有に少なからず支障となった

○避難場所となる学校施設等の機能強化の必要性について、次のような意見がある。

・児童・生徒の安全確保・避難者の安全確保のための機能強化が必要

・施設相互間の連絡・情報共有手段の強化が必要

・自立した避難生活が可能な設備・備蓄の見直し、強化が必要

○災害時の緊急ルート確保のための道路・交通アクセス対策の必要について、次のような意見がある。

・震災後の広域的な交通規制への対応を含めた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

・川や海で囲まれた立地条件のなかで、今回の震災における自衛隊給水鑑による給水支援などの状況を踏まえ、海上・航空交通による緊急物資輸送等の検討が必要

【グループインタビュー】

○「寒さ対策も食料もなく高齢者が避難できる状況でなかった」との指摘がある。（介護事業者）

○「震災時を考え公園にトイレや水飲み場を増やして欲しい」という提案がある。（小学生）

○「特別養護老人ホームでは、貯水槽を満たすのに手間がかかり水の確保が大変だった」「感染症予防のため職員はトイレ掃除に追われ疲弊した」（介護事業者）

【障がい者福祉計画ヒアリング】

○非常時の情報提供や避難所の体制などが多様な障がいに対して配慮されていない。障がい者は体育館に避難することが困難な場合が多く、支援学級の教室などを避難場所に指定する

などの対応が求められている。

(6)災害時の医

療救護体制

の強化

【市職員アンケート調査】

○『新たな機能や付加価値をつけた復旧を目指すために重点的に取り組む施策』として、「災害時緊急医療機関の防災体制の充実」をあげる職員が 34％あり、次のような意見がある。

・災害時にも緊急医療機関として有効に機能するよう、災害時緊急医療機関の防災体制の充実が必要

・災害時の消防署と医療機関等との連絡体制の再構築が必要

・大規模に被災者が発生する事態を想定した災害時緊急医療体制の充実が必要

【グループインタビュー】

○「災害時の救急医療の充実」を求める指摘がある（子育て世代グループインタビュー）

○「ゲストがショックで寝込んでしまったが、救急の電話が通じず、ホテルから直接病院に運ぶことになり困った」（舞浜リゾート協議会グループインタビュー）


