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復旧・復興に向けた施策の方向性について

【浦安市復興計画の施策体系と事業構成案（一部修正）】
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復興計画検討委員会

復興の目標

【仮】

市民の総力を結集した

豊かな地域社会と

安全で安心な暮らしの

創生

１．市民生活の早期の復旧・再建

２．より安全で安心な暮らしを支える

まちづくり

３．市民協働による災害に強い地域づくり

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

復興に向けた取組の進め方
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回
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員
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復興の目標 課題と施策の方向性 事業の例示

１．市民生活の早期の復旧・再建

今回の震災では、中町地域・新町

地域のほぼ全域において発生した液

状化現象と地盤沈下により、道路や

上・下水道などの都市基盤施設や公

共建築物に甚大な被害を受けまし

た。

住宅地等においても地盤沈下とそ

れに伴う戸建住宅等の傾斜や敷地内

で上・下水道の切断など甚大な被害

が発生しました。

こうした都市基盤施設や住宅地等

の被害に対し、応急復旧に取り組ん

できましたが、本格的な復旧には至

っておらず、早期に市民生活の再建

を図り、市民生活の安心感を回復す

ることが重要です。

今回の震災における経験や教訓を

生かして、今後の復旧・復興まちづ

くりに生かそうとする市民の活動

が、既に様々な主体と連携して始動

しています。

こうした様々な主体の活動を促

進・連携させ、市民力を結集した取

組により、早期に力強い復旧・復興

を成し遂げていくことが重要です。

(1)被災者の住宅・生活再建支援

（課題）

国・県などの制度の活用や市独自の制度創設など、震災後、本市の被害状況を踏まえて市民の住宅や生活の再建支

援に取り組んできましたが、今後も被災者の安定した生活の早期回復に向け、継続的に支援を図っていくことが重要

です。

（施策の方向）

○沈下傾斜した住宅等の再建や被災者の生活再建と安定を図るため、支援金の支給や資金融資・利子補給、市税の減免

等、国・県の既存制度の活用や市独自の制度による継続的支援を行います。

○住まいや生活再建に向けた各種情報提供や相談など、被災者の状況に応じたきめ細かな継続的な支援が行えるよう支

援体制を充実します。

○液状化及び地盤沈下により沈下傾斜した家屋の修復工法や地盤改良に関する情報提供や相談体制の充実を図ります。

○ライフラインが被災した分譲集合住宅管理組合に対する早期復旧への支援を行うともに、防災拠点としての機能を保

持できるよう支援を行います。

○旧耐震基準で設計・建設された一般木造住宅や分譲集合住宅の耐震診断と耐震改修を促進します。

１）被災者支援の対応と相談体制の充実

・義捐金、見舞金、支援金等の円滑な給付

・ワンストップでの相談体制の充実

・各種支援情報の効率的・効果的な提供

・経済的に自立再建が困難な被災者への支援の検討

２）被災した戸建て住宅等の再建支援

・傾斜した戸建て住宅の修復工事に対する相談体制の検討･構

築

・建築物の耐震性向上への取組の促進・支援

３）被災した分譲集合住宅の管理組合への支援

・被災したライフライン復旧への支援

・建築物の耐震性向上への取組の促進・支援

・防災拠点としての機能を保持できるよう、非常用電源や緊

急物資・防災資機材の自主的な取組の促進・支援

(2)公共公益施設や都市基盤施設の復旧整備の推進

（課題）

道路や上・下水道などの都市基盤施設や学校施設などの公共建築物について、計画的に段階的に復旧工事を進め、

早期に本格復旧を図ることが重要です。

本格復旧に際しては、液状化対策や耐震対策などの今後の災害への対応を踏まえた対策が効率的にできるよう、工

程管理が重要です。

（施策の方向）

○発災時から早期に復旧を図るため、近隣自治体や市内事業者との防災協定などの連携を図りながら、応急復旧に取り

組みます。

○道路や下水道、ガス、上水道の復旧にあたっては、それぞれの事業者間と調整を十分図りながら、計画的かつ効率的

に施工できるよう、復旧工事の施工管理を図ります。

○戸建住宅地内の生活道路の計画高について、道路の本復旧に向けた設計にあたっては関係権利者と協議・調整しなが

ら進めていきます。また、生活道路については、宅地との一体的な液状化対策の可能性を検討しつつ、周辺住民の合

意形成を進めながら、段階的に復旧整備を進めます。

○上水道施設、ガス・電気・通信施設もそれぞれ必要な耐震対策を講じながら、県及び各事業者により復旧整備を進め

ます。

○公共施設については、今後の震災への備えを考慮し、建築物の耐震性確保や災害時に各施設が担う役割に応じた機能

の整備等を図りつつ、段階的な復旧整備を推進します。

○各公共施設の復旧整備に際しては、災害時にも一定の自立した運営ができるよう、非常用電源や物資・防災資機材の

備蓄等を整備します。

１）都市基盤施設の復旧整備の推進

・各施設管理者の復旧工事を効果的効率的に施工管理するた

めの調整会議の開催

・各施設の復旧計画の策定

・橋りょうについては、道路整備とあわせて落橋防止対策や

橋台取り合い部の段差対策

・下水道施設の重要な管路等については、地震災害時におけ

る管路・マンホール等について耐震化対策などのハード対

策やソフト対策を講じつつ、道路整備にあわせた段階的な

復旧整備

・復旧工事に合わせて避難場所やヘリポート等の災害時にお

ける公園の機能に応じた液状化対策などの実施

・ハード対策やソフト対策を講じつつ、関係機関・団体の意

向を踏まえて段階的に復旧整備の推進

２）公益施設の復旧整備の推進

・小中学校等の教育施設の復旧整備

・保育所等の社会福祉施設の復旧整備

・公民館、文化施設等の社会教育施設の復旧整備

・消防施設の復旧整備

・自治会集会所や老人クラブの復旧整備

(3)こころやからだの継続的ケア

（課題）

震災による影響は、ハード面の直接的な被害のみならず、震災を経験した人々のこころやからだにも及びます。こ

の震災の経験を通して、市民のこころやからだの健康確保に向けた取り組みを充実していくことが重要です。

（施策の方向）

○福祉・保健医療・教育関係機関、地域コミュニティ等が連携して、こどもや高齢者・障がい者などを対象に継続的に

見守り、状況に応じて相談・支援する体制や仕組みの充実を図ります。

○災害に起因するストレス等への対応についての普及啓発を図る様々な機会を設けるとともに、誰もが不安や悩みを気

軽に相談できる体制を充実します。

○今後の災害時における支援体制づくりも考慮しつつ、関係機関や専門家と連携して、被災者のこころやからだの健康

確保に向けた継続的な見守り・支援体制の構築を図ります。

１）こどもや高齢者などの見守り･支援の充実

・幼稚園や保育園を巡回訪問する保育カウンセラーや小学校

のスクールライフカウンセラーを継続実施し、こども達の

こころのケアの体制を充実する。

・地域包括支援センターなどにおける高齢者等への相談体制

の充実

・民生委員や支部社協との連携による地域における要援護者

の見守りやふれあい活動の充実

２）被災者のこころやからだのケアの推進

・市外からの応援・援助体制を適切に受け入れるための仕組

みづくり

・被災者が安心して地域コミュニティの中で安心して相談で

きる環境づくりの推進
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復興の目標 課題と施策の方向性 事業の例示

(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

（課題）

今回の震災における経験や教訓を生かして、今後の復旧・復興まちづくりに生かそうとする市民の活動が、既に

様々な主体と連携して始動しています。こうした様々な主体の活動を促進・連携させ、市民力を結集し早期に力強い

復旧・復興を成し遂げていくことが重要です。

（施策の方向）

○被災した住宅地の復旧、及び復旧を契機とした良好な住環境の再生や防災活動の立ち上げ・強化について、自治会や

管理組合などの地域コミュニティが主体となった取組の促進・支援を図ります。

○良好な住環境の再生や防災活動の立ち上げ・強化等に向けて、自治会等の地域コミュニティが、情報共有や連携を図

ることができるように、市内各団体の継続的な連絡・協議を進めます。

○本市の復興に向けた取組を広く市内外にアピールするため、各種の交流イベントやＰＲの機会を充実させるととも

に、市民や様々な団体が行うイベント等を支援します。

１）地域コミュニティの自主的な活動の支援

・地域復興のためのまちづくり活動への支援

・震災の経験と教訓を活かした災害時活動計画の策定、実践

的訓練実施の支援、等

２）地域コミュニティなどの様々な団体の交流の促進

・市内各団体の情報共有、連携の支援

・民間企業や大学等との連携による復興まちづくり、等

３）復興に向けた運動の推進

・まちを活気づける復興交流イベントの実施、支援、等

２．より安全で安心な暮らしを支える

まちづくり

中町、新町地域のほぼ全域におい

て発生した、液状化現象や地盤沈下

は、道路や下水道等の都市基盤施設

や宅地に大きな被害を与え、現在も

都市基盤施設は、仮復旧の状況で

す。

また、近い将来に、内陸直下型地

震やプレート境界型地震の発生が懸

念されており、元町での備えも必要

です。将来にわたりより安全で安心

なまちとするためには、地震に強い

まちと体制をつくることが重要で

す。

液状化対策は、大規模な開発や建

築物に適用される工法は確立されて

いるものの、戸建住宅に対する対策

は、小型機械や安価な工法の開発が

十分に行われておらず、課題の一つ

になっています。

このため、都市基盤施設や公益施

設の液状化対策に取り組むととも

に、宅地の液状化対策への支援を進

めます。

浦安の人とまちを、津波や高潮か

ら守る護岸や水門等の早期復旧・整

備を県に要請するとともに、排水・

治水能力の向上を図ります。

耐震性の高い住宅や、過密市街地

の改善など、安全・安心な住宅・住

環境の形成を図るとともに、災害時

の本部や避難などの拠点、医療救護

のための施設の整備と、機能・体制

の強化を図ります。

(1)公共公益施設と都市基盤施設の液状化対策等の強化
（課題）

安全で安心な暮らしを支えるためには、被害の軽減が図られるよう、都市基盤施設や公益施設の液状化対策に取り
組むことが欠かせません。

（施策の方向）
○液状化対策や想定地震などの検討結果の活用や情報の提供など、まち全体での液状化被害軽減の取り組みを推進しま

す。
○道路、橋梁、下水道などの公共土木施設は、想定する地震規模に応じて確保すべき性能の検討を行い市民生活に混乱

が生じないために、ハード・ソフトの各側面から必要な性能を満たす都市基盤施設の液状化対策を進めます。
〇生活道路は、宅地との一体的な液状化対策が図られるよう可能性を検討するとともに、周辺住民の合意形成を支援し

ます。
○国・県と連携し海岸や河川の護岸や幹線道路の液状化対策に取り組みます。
○上水道や電気・ガス・通信施設は、関係機関や事業者と連携し液状化対策が促進されるよう、協議・調整を図りま

す。
○教育関係施設や社会教育施設などの公益施設は、災害に強く安心して利用できるよう、液状化の被害の軽減に取り組

みます。

１）液状化被害の調査結果の公表
・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、等

２）公共土木施設の液状化対策工法の分類・評価と対策
・被害状況・復旧状況等のデータベース作成
・液状化対策工法ガイドラインの作成、等

３）液状化対策等の実施による災害に強い都市基盤施設

の整備
・緊急輸送路や駅前広場などの路床改良整備、橋りょうの耐

震補強や橋りょう長寿命化修繕計画に基づいた維持管理の
実施

・下水道の管路の可とう継手やマンホールの浮き上がり防止
などの液状化対策の実施

・災害に強い上水道、電気、ガス、通信施設の整備の要請と
応急復旧の体制づくり、

・公園や運動場については、災害時のヘリポート設置予定地
の位置づけ等を踏まえて液状化対策の優先性の検討・整備
の実施、等

(2)宅地の液状化対策への支援

（課題）

安全で安心に暮らせるまちとなるには、都市基盤施設や公益施設だけでなく、まち全体で液状化対策に取り組むこ

とが重要です。
（施策の方向）
○傾斜家屋の復旧工事や建て替えを行う時の液状化対策の参考となるよう、液状化対策工法の分類・評価などの情報を提

供するとともに、液状化対策に関する国の住宅性能表示制度の見直しの検討を踏まえながら、良質な宅地を安心して

取得できる環境を整えていきます。

○液状化や地盤沈下の対策を図るため、支援制度を検討するとともに、液状化対策を進めるために参考となる情報提供

や相談など支援体制・仕組みづくりを進めます。

○国が創設した「液状化対策推進事業」等の動向を踏まえ、道路等と隣接宅地等との一体的な液状化対策工法の実現可

能性について検討します。

１）宅地の液状化対策工法の分類・評価の検討結果の活用
・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のデータベース作成
・住宅性能表示制度の普及・啓発、等

２）宅地の液状化対策の支援
・「液状化等被害住宅再建支援事業」による被災宅地の復旧支援
・専門家や宅地開発事業者等の参加による相談体制の検討・構築
・道路等と一体的な宅地の液状化対策工法の導入検討と体制

づくり、等

(3)広域な治水・高潮への対策

（課題）

東日本大震災による地盤沈下と護岸の被害は、大型台風に伴う高潮や頻繁に発生する都市型集中豪雨により水害の

危険性を高めています。
（施策の方向）
○地盤沈下等により水害の危険性が高まる中、治水機能の向上を図るため、護岸の液状化対策や水門の整備等について

県へ要請するほか、国・県との協議により排水機場の整備について検討します。
○雨水排水施設の整備や、道路や公園、学校施設の整備にあたって雨水貯留施設の整備を推進し、溢水の危険性を低減

するとともに、排水・治水能力の向上を図ります。

１）治水施設等の早期復旧と機能強化の推進
・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、等

２）地盤沈下宅地への対策
・雨水浸水への対策
・復旧における道路と宅地の計画高や側溝整備の調整、等
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復興の目標 課題と施策の方向性 事業の例示
(4)安全・安心な住宅・住環境づくりの促進

（課題）

震災以前の安全・安心な暮らしを取り戻し育むため、生活の基本である安全安心な住宅と住環境を形成していくこ

とが求められています。
（施策の方向）
○市民が生活の基本となる安全な住宅に住むことを目的として、耐震相談窓口等による普及啓発を進めるとともに、既

存制度による住宅の耐震診断・耐震改修等を促進します。
○住宅履歴情報の蓄積・活用について、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の認定を受けた住宅だけでなく、

新築・既存を問わず全ての住宅に備えられることが望まれており、住宅性能表示制度の普及・啓発を図ります。
○緊急輸送路の沿道建築物の耐震化を促進するなど、防災に配慮した道路ネットワークの形成を図ります。
○過密市街地について、狭あい道路の拡幅や公園・広場などの整備を図るとともに、地域の防火規制の見直しや未接道

宅地の解消などを検討します。

１）住宅の耐震診断・耐震改修等の促進
・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」の普及・啓発
・住宅性能表示制度の普及・啓発、等

２）防災まちづくりの促進
・緊急輸送路沿道の耐震化の促進
・過密市街地の整備、等

(5)防災拠点等の機能強化

（課題）

安心な暮らしを支えるためには、災害時に迅速な対応ができるような備えが欠かせません。万一に備え、災害対策

や防災拠点等における機能の強化が必要です。

（施策の方向）

○防災機能の向上を図るため、市役所周辺のシビックセンター地区の整備を図ります。

○防災に配慮した道路ネットワークの形成を図るとともに、海・空からの物資の輸送ルートを確保するなど、緊急時の

物資受入れ体制を強化します。

○避難所としての指定されている学校や公民館等は、液状化対策と耐震化の推進を図るとともに、備蓄物資等の改善や

充実、自主防災組織を中心とした運営体制づくりを進め、避難所としての機能の向上を図ります。

○過密市街地では、一時的な避難も可能なオープンスペースの創出を図ります。

○家屋の倒壊や延焼火災、津波など、中央防災会議の検討を踏まえ地域防災計画検討を進めます。

１）災害対策本部機能等の強化
・市有施設の安全対策の実施、災害対策要員のための備蓄の

推進、等

２）緊急輸送路の確保
・緊急輸送路となる日の出橋や都市計画道路 3･3･8号の整備
・信号や電柱、バス停留所等の道路上の構造物の耐震化
・海上からの物資受入拠点整備、ヘリポートの機能強化、等

３）避難場所機能の強化
・避難所の指定や機能向上、一時避難場所の確保、等

(6)災害時の医療救護体制の強化
（課題）

東日本大震災では、幸いにも人的被害は発生しませんでしたが、災害時の医療救護体制の備えは安全・安心な暮ら

しには欠かせません。大規模な災害に備え、災害発生時の救援救護・医療体制や機能の強化が必要です。
（施策の方向）
○市内の災害拠点病院が災害時も自立した医療活動を行うことができるための支援の検討や、一般の病院・診療所の耐

震化を促進するための普及・啓発を行い、災害時の病院・診療所の機能の強化を図ります。
○災害発生時の緊急通報受信及び消防署・医療機関等の連絡・情報共有体制の強化を図ります。
○救護所の活動空間の確保、活動体制づくりなど、機能の充実を図ります。

○各病院・診療所等との連携により即応できる医療・救護体制の強化を図るとともに、市民に向けた救護活動等に関す
る普及・啓発を行い、効果的に医療・救護が実施できる体制の充実を図ります。

１）災害時の病院・診療所の機能強化の促進
・病院・診療所の耐震化の促進、等

２）救護所の機能の充実
・トリアージや巡回医療等の活動空間の確保や機能の充
実、等

３）医療救護体制の充実
・医療救護計画の具体化、救急通報の啓発、等


