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第３回浦安市復興計画検討委員会議事録

１ 開催日時 平成 24年 1月 30 日（月） 午後６時 00分～８時 30分

２ 開催場所 浦安市民プラザ Wave101 大ホール

３ 出席 者

（委 員）青山委員長、阪本副委員長、佐々木委員、中井委員、小林委員、

関谷委員、宮﨑委員、柏女委員、内苑委員、岩室委員、柳内委員、

清水委員、上西委員（代理：鈴木氏）、細川委員、上野委員

（欠席：柳委員）

（傍聴者）17名

４ 議 事

復興計画について

１）市民協働による災害に強い地域づくり

２）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

５ 配付資料

資料 3-1 第２回浦安市復興計画検討委員会議事録

資料 3-2 第２回委員会における指摘事項と対応方針

資料 3-3 各種意識調査結果の概要（その２）

資料 3-3-1 震災復興に関する市民アンケート集計結果

資料 3-3-2 職員意識調査結果

資料 3-4 復旧・復興に向けた施策の方向性について（その２）

参考資料 3-1 耐震化の状況について

参考資料 3-2 各種意識調査など

６ 開会

事務局より、委員の出欠状況の報告、傍聴上の注意、資料確認を行った。次いで、市長

の挨拶が行われた。

７ 議事の概要

１）第２回委員会における指摘事項と対応方針について

事務局より、資料 3-2 に沿って、第２回委員会における指摘事項と対応方針について説

明し、質疑応答を行った。

２）復興の目標「３．市民協働による災害に強い地域づくり」及び、「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」について

事務局より、初めに資料 3-3、資料 3-3-1～2、参考資料 3-1～2 に沿って、各種意識調

査結果の概要、耐震化の状況について説明した。その後、資料 3-4 に沿って、「３．市民
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協働による災害に強い地域づくり」及び、「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」の課題や施策の方向性等について説明を行い、質疑応答及び意見

交換を行った。

３）その他

以下の点を確認した。

・今回の議事録（案）について、2 月 10 日（金）までに確認し、必要があれば各委員

から市事務局へ連絡していただき、最終的には委員長の承認をいただいてホームペー

ジに公開する。

・次回の検討委員会は、平成 24 年 2 月 20 日（月）、午後６時から、Ｗａｖｅ１０１大

ホールで開催する。

【質疑応答】

１）第２回委員会における指摘事項と対応方針について

（青山委員長）「対応」の欄に書かれていることは、何らかの形で報告書に書かれていく

ことになる。ｐ５の「(3)治水・高潮への対策」について、「対応」の欄はこれでよ

いのだが、首都直下型地震への対応はこれから何年にもわたって見直しをされてい

く。堤防高だけでなく強度等も問題になっていくと思われるので、継続的な点検だ

けでなく「見直し」という表現を入れると良い。

２）アンケート調査や意識調査について

質疑なし。

３）復興の目標「３．市民協働による災害に強い地域づくり」について

●説明に対する質疑、意見

（上野委員）今回の地震に関する活動を通して、行政と市民の協働を確立していく防災組

織の重要性を痛感した。防災を鑑みて、自治会等を中心とした自主防災組織の設立

を推進するとともに、市も横断的な組織を作ってもらいたい。市と連携したといっ

ても毎日連絡を取り合うわけでなく、また情報の伝達方法も限られていることもあ

り、特に情報伝達のあり方については見直していくべきだと思う。これを機に、市

民と行政の連携を明確にした防災組織を作ることを提案させていただきたい。

（青山委員長）ｐ２(1)２）に「・災害時要援護者の把握と支援体制づくりの推進」とあ

るが、個人情報保護法の問題について法的な解決がなされていないので、浦安市の

条例等によって個人情報の扱いを決めないと、地域の自主防災組織が対応する時に

壁にぶつかってしまう。いずれ国が個人情報保護法を変えていくと思うが、浦安市

として自主防災組織が困らないように、踏み込んで検討してもらいたい。

（清水委員）ｐ２(1)の「３）事業者の防災体制の確立・強化」について、鐵鋼団地では

各企業がＢＣＰ（事務局注：事業継続計画）を今年一年かけて取り組んでいきたい
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と考えている。資料には「首都直下型地震が起きた時」という表現が多く出てくる。

今回の地震は、震度はそれほどではなく火災も発生しなかった等、被害はそれほど

でもなかった。首都直下型地震でより大きな被害になった場合に備えて、例えばボ

ランティア等の外からの支援が来ることができないような状況を想定して、「最低

限、自分達でここまでやって下さい」という目標を、市民、事業者、行政みんなで

共有する事が必要だと思う。復旧が早く明るく前向きな浦安という話と相反するが、

最悪のことを考えて共有する目標をつくることも必要だと思う。

（佐々木委員）委員長から個人情報保護法の話があったが、今回の地震でも要援護者の情

報を自治会等に事前に届けられず、地震が起こった後に日頃から支援を受けている

人があそこにいたと分かったことがあると思う。そういうことがあると計画の中に

盛り込んで、国に法律を変えるように働きかけていくべきで、そのような提言を入

れてはどうかと思う。

また、災害時要援護者について、外国人の方が市内には多くいらっしゃるが、ｐ

３(4)に外国人の方に関する記述が無いので、加えてもらいたい。

（細川委員）首都直下型地震について、先日、東大の研究所から４年以内に 70％の確率

で発生するとのニュースがあった。防火訓練は相当の回数を行ってきたが、防災訓

練はまだ数がこなせていない。規定を見直して数多くの訓練をしようとしていると

ころだが、４年以内となると急いで対応を考えないといけない。今は、浦安市の復

旧・復興を進めていこうというところだが、次の災害が４年以内に 70％となると、

できるだけ早い対応が必要になってくる。何か考えがあれば教えてもらいたい。

（内苑委員）明海大学が避難場所の一つになっており、現在事務レベルで市と振り返りな

がら協議を進めているが、早く防災体制を作っていかなければならない。今回の地

震で市民の方々が集まってきたので、どこで明海大学が避難場所であるとの情報を

得たか尋ねてみると、巡回しているパトロールカーのアナウンスで知ったとのこと

だった。避難してきた人は３階より少し下にいたので、もし 5～10ｍの津波が来て

いたら流されていた。大学でも避難方法について検討していくが、市と連絡を取り

合いながら対応を考えていかなければならない。

また、大学構内に防災備蓄倉庫があるが、鍵は市が持っていると職員から聞いた。

例えば、どのような時に大学が鍵を開けるのかといったこと等、話し合いながら対

応を詰めていけるとよい。

（柏女委員）一つは個人情報保護に関して、本日の資料では「こうしよう」といったこと

が書かれているが、検討していく上で、今は気づかない制度的な阻害要因が出てく

ると思う。例えば、要援護者の情報を事前に伝えようとすると個人情報保護法が阻

害要因になっていることや、新町の高いマンションに避難できるようにする場合に

オートロックをどうしたらよいのか等の阻害要因が考えられる。これのようなこと
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を一つ一つ集めて、どのように阻害要因を取り除いていくかを検討していくことが

大事であり、その都度、国に要望していくべきだと思う。

二つ目に、上野委員の発言に関連して、浦安市で防災組織を司る拠点はあるのか。

防災教育等も集中的に統制できる仕組みが無ければ、今後考えてよいのではないか。

（市長公室長）いくつか補足をさせて頂きたい。市庁舎の近くの集合事務所に防災課を置

いており、そこを防災拠点として活用したが、ご指摘のような市全体の司令塔にな

る防災センターの機能は持っていない。

今回の首都直下型の震災にどう対応していくかについては、復興計画の策定後、

地域防災計画の修正に入る予定である。

防災備蓄倉庫の鍵については、大学側と十分連携できなかったと思うので、今後

調整していきたい。

（関谷委員）住民と行政の協働と住民相互の協働があるが、住民相互の協働で考えなけれ

ばならないのはコミュニティの縦割りだと思う。例えば、自治会、民生委員・児童

委員、社会福祉協議会、ＮＰＯ・ボランティア等があり、それぞれ履歴や考え方、

方法等の違いがある。これらの連携をどのようにつくっていくか、踏み込んで書い

ていきたい。それぞれが日々一所懸命に活動しているが、その一生懸命さが壁にな

ってしまうことがコミュニティづくりのネックだと思う。横の相互理解、どのよう

なことをどのような時にできるのかを、日頃から考えていくことが重要である。例

えば、自主防災組織の立ち上げや見直しを契機として、日ごろ交流が無い組織の市

民同士が意見を交わすことが大事である。

二点目は住民と行政の協働について、各担当課の所管で付き合いのある団体や地

域があると思うが、各課が連携しないと結局住民との協働といってもバラバラな対

応になってしまう。各課が連携して地域に関われるように、体制・組織や手続きの

面から整備していくことが必要である。個人情報について、国に要望していくこと

も必要だが、一方で、今ある情報から共有してよい情報を一件ずつ確認して、市民

が相互に情報を共有する環境を整える動きもあり、市がこのような動きとどのよう

に連携するか、合わせて考えていくことが望ましい。

三点目は情報について、ｐ３の提案で基本的にはよいが、今回の地震に係るアン

ケート等で情報の不足が指摘されており、大きな反省点と言える。地域に市の情報

を綿密に伝えることが必要で、様々な媒体を充実させることはよいのだが、一方で、

例えば被害情報を職員の方が奔走して情報を集めたものの把握しきれなかったとい

う実態があった。市から地域に発信することと、地域から市等への発信の両方を考

える必要がある。ツイッターや地域に特派員を置く等、様々な方法で双方向的に共

有する体制づくりを盛り込むとよい。

（青山委員長）市民が活用した媒体に市のホームページがある。今回の地震の特徴で、通
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信手段がダウンしてもホームページはダウンしなかった。サーバーが東北でも内陸

部にあって無事で、関東方面への直接の通信手段が途絶しても新潟等を経由して活

用できた。ツイッターに応じてボランティアが活動したという話もあった。浦安市

としてはホームページを双方向にしておくと相当活用できると考えられる。「(3)情

報伝達のしくみの強化」で、防災無線とホームページの活用は強調してよいと思う。

また、内閣府と国交省で行っている首都機能のバックアップに関する検討会があり、

そこでＮＨＫがどのような対応をするのかという議論があった。そこで、いざとい

う時にＮＨＫはどのような危機管理体制をとるのか尋ねた。今回の地震での反省点

は、７つの電波を持つところがどれだけの人命を救えたのか、ということである。

津波は時間をおいて次々に来たが、それをどれだけ伝えることができたのかという

と大変不十分だった。テレビ等のマスコミが思ったほど機能してなかったことと、

今までローカルなものと思われていた自治体のホームページが相当機能したことが

明らかになった。既定概念にとらわれず、自治体も防災無線やホームページ等の持

っている手段をより活用していくことが必要だと思う。

（岩室委員）「『防災』と言わない防災」という考え方がある。普段から防災や災害時の対

応を意識しながら活動するということである。例えば、普段から市のホームページ

に難病を抱えた方や高齢者が必要な情報を載せたり、日頃から当事者や関係機関の

方々と情報交換、情報共有をし続けていれば、いざという時にもそのまま活かせば

よいだけの話になる。日頃から「防災」と言わない防災対策を考えてもらいたい。

先ほど連携の話があったが、確かに市民も縦割りの面があり、仲良くしようといっ

ても難しい面もあるので、日頃から防災だけでなく全ての市民活動の中で緩やかな

連携を考えていかなければならない。市民大学で、浦安のいいところを発見するこ

とをやったところ、素晴らしい意見が出るのだが、意外に他の人が知らないことが

多い。市民同士知らないことを共有する場を市の中で行っていくとよい。

宮城県女川町など関わっているが、職員が被災すると行政が動かなくなることを

念頭に置く必要がある。市に頼らない、コミュニティ単位で動ける、市民が自信を

持って動けるようにする取組、プライドのあるまちづくりが必要である。ブランド

イメージを高めようという時に防災ばかり言っていては、ブランドイメージが下が

ってしまう。元々よかったところを強化していく姿勢を打ち出してもらいたい。

（阪本副委員長）生活情報などの身近な情報はホームページに載りにくい。そのような情

報には地域の住民や組織の役割が大きいことから、掲示板の整備も相変わらず重要

である。また、自治会を対象に行ったアンケートで、自治会活動が機能した理由と

して、よく知っている人がいることという指摘が多かった。自治会はそれ程重層的

な組織ではなく脆弱な面があるので、市がどのように連携し、バックアップするの

か、切り込んでいかなければならない。
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（上野委員）今回の地震で、私の自治会でもすぐに対策本部を立ち上げた。みなさんが来

てくれるのだが、「うちにいるから何かあったら声かけて」と言われることが多か

った。実際には、何かあってから物事を伝えることは不可能であり、対策本部は人

がいないとできないものと言える。連携の話で言えば、市の拠点となる新庁舎をし

っかり作ることが絶対に大事である。現庁舎を耐震補強しても許容量は同じであり、

今のまま集合事務所を使うと行くだけで５分かかってしまう状況であり、このよう

に庁舎がバラバラではいざという時に問題になる。この震災を機に、議会では資金

面で反対意見もあるようだが、一カ所にまとめた新庁舎を早く実現してもらいたい。

（青山委員長）東京都にいた時の話だが、東京都には火山島が多く、砂防工事等には国費

が必要となる。そこで都議会議員と一緒に現地を視察し、都議会議員に国会議員を

動かしてもらい、国の予算を確保していった。一般論だが、地域の主体的な動きも

重要だが、市全体の視点で議員の方々に協力してもらうことも重要である。

（佐々木委員）ＩＴ技術の導入について、被災状況の把握とＩＴ化を結び付けてほしい。

道の陥没等、各地域の被害情報を集める場合、行政には限度がある。中越地震の際

に、地元の方が写真を撮って行政に送ると、文字で書くよりも話が早かったという

例もある。地元の方が発見したことを市の活動に結び付けるような取り組みができ

るとよい。

また、橋や小さな道路に名前が無いため、行政に直してほしいと伝えられなかっ

た例がった。そこで、地元で名前を付けたのだが、これにより行政との意思疎通が

し易くなった。お金のかからない取り組みの一つと言える。

最後に、個別の事業者がつくる事業計画を有機的に結び付けることが大事だと思

う。その会社に社員が集まることができても、メンテナンス業者がいないため動か

せなかった例がある。浦安市の中でも、例えばある会社があり、そこのメンテナン

スをする会社があり、更に石油卸の会社があって、それぞれのＢＣＰが有機的に結

びついているかまでみる枠組みがあると、より実効性のあるＢＣＰとなる。

（青山委員長）４つ目の柱になるが、生活道路にも名前を付けることは考えてみるとよい。

三宅島の復旧でも沢に名前を付けた。また、東京都では 30 年程前に都道の名称を

検討して整理した。浦安のイメージ向上を考えて、しゃれた名前を考えていけば、

地番とは違った便利さがあり、また、文化の面からもよいと思う。

（岩室委員）メールを使う方は増えているが多数の人とメールを共有できるメーリングリ

ストは市民レベルではまだ浸透していない。市民大学の講座では、そのようなもの

に慣れてもらう取り組みを行っており、市としても自治会単位のメーリングリスト

の活用、メールで写真を送る等のトレーニングを日頃からしておくと、災害に強い

まちになる。

（上野委員）自治会は長く携わっている人が多く、要援護者で市が教えてくれるのは、高
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齢者や教えてもよいという人だけだが、十数年携わっていると地域の方の顔が見え

てきて、どこに困っている人がいるのか頭の中で理解している。そのように、あま

り法律改正というところまでは考えておらず、機器を使うことも大事だが、顔が見

えることが大事だと思う。

（青山委員長）様々な自治会があるので、できることはやっていくとよいと思う。

ここまで、ＢＣＰの作成に関する意見が出されたが、ｐ２(1)３）に加え、ＢＣ

Ｐを作ることができない中小企業に作り方を助言したり、ライフラインの回復手順

との関係等の情報提供など、具体的に踏み込んで書いていくとよい。

また、津波との関連で避難についての意見があって、ｐ２(1)の施策の方向で避

難の大切さに触れているが、発災直後は地域で避難行動をとることになるので、そ

の点についても触れておく。

なお、前回の２の「(3)広域な治水・高潮への対策」で、高潮が強調されていた

が津波対策を明記しておくべきである。具体的には、カミソリ堤防では高さがあっ

ても津波には対応できないといったことや、高さだけでなく強度も点検した方がよ

いということがある。

（柳内委員）税収が不足することについて、商工会議所に加盟していない大きな会社もあ

り、東京に本社があっても浦安で商売をする限りは加盟してもらうか、復興が終

わるまで期限を切って、例えば、東京ディズニーランドやホテルで入園税のよう

な、浦安市民に貢献することをしてもらうことができるとよいと思う。

（青山委員長）東京都は銀行税を作ったが、特定会社を狙い撃ちしたことが違法と判断さ

れた。先の意見は様々な方法があるので、財源が必要なら特定期間の災害復興目的

で、特定会社ではなく幅広く対象として検討する余地はあると思う。表現を考えて

検討するとよい。

（松崎市長）ご存じない方もいらっしゃるかもしれないので補足させて頂きたい。浦安市

は県内で唯一都市計画税を徴収していない。法定外目的税を検討する場合、総務省

の許可が必要だが、都市計画税を課税した上での話になると思われる。

（中井委員）津波について、東京湾は外洋よりは心配しなくてよい。東京湾は岩盤ではな

いので海底が大きく持ち上がる断層運動による地震は考えにくく、外からの津波が

どうなるかが問題になる。県が津波について、気象庁がいう東京湾口に高さ 10ｍ

の津波があった時にどうなるかを検討中であり、それを待って検討するとよい。
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４）復興の目標「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」

について

●説明に対する質疑、意見

（小林委員）目標像の設定が大事である。浦安の特性を考慮して「海浜環境都市」はどう

か。海風の街などの名称もあり、海浜がキーワードになっており、住宅地のブラン

ドイメージの回復にも繋がる。具体的な方法として、みどりの防潮堤と中高層集合

住宅を避難ビルにする政策を展開すべきである。今回の地震でも東北で中高層マン

ションが近隣住民の避難場所になった事例も報告されており、停電するとオートロ

ックは解除され、来た人を追い返すことはありえないので、可能性はあると思う。

うまく位置づければ、海浜の良さと安全性を同時両立した目標像がつくれると思う。

（阪本副委員長）浦安が従来魅力的だったのは、県やＵＲが大きな基盤整備をしたものを

受け継いだり、ディズニーランドの進出や東京に近い立地等、幸運に恵まれた面が

あったのかもしれない。これらの魅力はあるが、少し傷んでしまって、これからど

うするかといった時、浦安らしい今まで蓄積したものが発揮できることを言わなけ

ればならない。私が思う浦安らしさに市民協働がある。例えば約 200 名の市民会議

で基本計画の下地を作ったり、元町の密集市街地で区画整理を長期間にわたり、計

画を見直しながら進めているのは素晴らしいことである。このようなことが浦安市

の魅力になると思うので、強く打ち出すとよい。

基本計画には、「住み易い」「住みたい」ではなく、「住みがい」のあるまちと書

いている。これは、今何かが悪い状態にあっても、市民が将来良くなる絵を描ける、

又は市民の働ける場がある、つまり、市民が何を期待され、何ができるのか、どう

いう場所にいたらよいのかがはっきりしているというイメージである。これは、市

が全部用意するものでなく、市民とともに作り上げていくものである。このような

「住みがい」を持てるまちというものが、今まさに問われている状況にあり、市民

と市が協働できるまちを売りにし、そのようなところに住みたい人が入ってくると

思う。住みがいや生きがいを持てる場所をつくることが浦安には重要で、これを打

ち出していくべきと思う。

（上野委員）浦安は「安心して暮らせるまち」、つまり「子育てできるまち」と「お年寄

りが暮らしていけるまち」であることが非常に大事である。仕事で市外に出ていく

人が多く、子どもを預けられる、守ってくれるまちにして、子育て世代をとことん

応援してもらいたい。また、市民大学や市民会議のように、いくつになっても意見

が言えるまちも浦安のブランドであり、市民が活気を持って、安心して暮らせるま

ちであってほしい。

（柏女委員）以前、浦安市は子育てしやすいまちとして関東で１位に選ばれたという話を

聞いたことがある。「海浜環境都市」の話を踏まえれば、「(2)地域特性や資源を活



9

かした魅力の創生」を「(2)“立地条件”と地域特性や資源を活かした魅力の創

生」として、子育てしやすいまちを考えるとよいと思う。浦安市は今後共働き家庭

が増えていくと思われるので、若い方に魅力を感じて入ってきてもらえるような、

子育てのためのインフラ整備が大事だと思う。

（宮崎委員）津波の被害を少なくするには、自助努力が最も大事であり、そのためには教

育が重要になる。「(4)震災の経験を後世にも伝える防災・環境教育の推進」の中に

防災教育についての記述があるが、子どもへの教育をしっかりやることが重要であ

る。釜石市では、群馬大学の先生がしっかり子どもへの防災教育を行っていたので

被害を防げた。浦安は若いまちであり、小さな子どもがこれからの浦安のまちを支

えていくことになるので、しっかり正しい知識を教えなければならない。首都直下

型地震で考えるべきは、阪神・淡路大震災のような圧死等の被害であり、津波の印

象が大きすぎて地震のイメージが正しく伝わっていないと思う。正しい知識を伝え

て自分で自分を守る取組が必要である。

また、浦安に新しく移り住むようになった方が多い。東北では今回の震災で、こ

れまで人が住んでいなかったところに新しく移り住んだ人が大きな被害を受けた。

浦安でも、新しく移り住んだ方を対象に、浦安でどのような被害があって、どのよ

うに自分を守るのかといった防災教育を行っていくことが必要である。

（阪本副委員長）「持続可能な都市づくり」とあるが、持続可能の視点が弱い。例えば、

企業の後継者や住民はどうなるのか、新町・中町は人もまちも年をとって人が変わ

らないという問題がある。若い人が入ってくるまちにすることが重要な問題であり、

子育てを支援する取り組みは一つの方法である。魅力ある住宅地をつくるだけでな

く、新しい人を受け入れるまちをつくることが持続可能の視点から大事である。

（関谷委員）「(5)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」の中で、「地

域内統治」と「地域内自治」の表現があるが、「統治」はどのように捉えるとよい

か難しい用語なので、市民協働のことを考えても「地域内自治」の方がよいと思う。

また、地域圏域については学区等を前提として(5)で様々な取り組みを例示的に

挙げているが、現在、地域圏域のあり方については様々な意見が出されているとこ

ろである。学区単位で連携し、各々の地域なりの横のつながりを考えるのはよいが、

意思決定機関を地域ごとにつくっていく場合と、市域の学区全てを横並びにつくる

場合があるが、後者の場合は大体失敗しており、どのような形の意思決定機関がよ

いかは地域住民と考えていくべきである。

なお、防災リーダーの養成について、要請された防災リーダーが地域で実際にど

のように活動できるか、その人材を活かすことができるかが問題である。地域にと

けこめないケースもよく見られるので、力を発揮できる環境づくり、リーダーと地

域の架け橋になる取り組みやしくみが大事である。
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（青山委員長）協働、情報の公開・共有、市民参画の三要素を合わせて、「協治」の議論

を詰めていく話の流れだが、ここはそれを詰める場ではなく、防災の議論をすべき

なので、ここでの表現は「地域内自治」か「地域自治」のどちらかにするとよい。

もし、協働を発展させていく「協治」の理論では、「統治」は合法的で正当性ある

権力をどう治めるかを「統治」といい、地域自治を示す場合は「協治」という考え

方もある。いずれにせよ「統治」はやめた方が良い。

（柳内委員）浦安市に特徴的なスポーツを文化・教育の一環として強化できたらよい。習

志野のシンフォニーや船橋のサッカーがあるが、浦安では何になるのか。スポーツ

は観光にも役立つものであり、浦安市は観光都市を目指す部分もあることから、そ

れらを結びつけて、また元町の観光資源とも結びつけて、地域の活性化ができると

よい。

（青山委員長）(3)の「２）地域の資源を活かした都市観光の推進」で、文化・スポーツ

の振興といった内容を加えるとよい。また、第１回の検討委員会から意見が出され

ていたように、水辺の活用や埠頭の親水性等、都市観光の推進を強化していくべき

なので、観光資源の充実・強化・活用といった項目も加えてもらいたい。

（岩室委員）前に災害時に元町と新町の自治会が連携したという素晴らしい話があったが、

このような浦安の魅力をもっとＰＲするとよい。浦安のいいところとして、例えば

市民大学、図書館等がある。子育ても大事にしつつ、退職後にこそ住みたい、仕事

の後も楽しい、全てにおいて浦安市はいいところなのだということをＰＲしてもら

いたい。

（青山委員長）ｐ４「(3)産業・観光振興の促進」で、「震災によりそのイメージは損なわ

れましたが、」の表現は言い過ぎであり、「大きな被害を受けましたが、」程度に修

正してもらいたい。また、「一方で」の後のＴＤＲの話の前に、元町と新町をはじ

めとした市民の助け合いの話を入れる方が良い。

（佐々木委員）学校区単位や町丁目単位で様々な取り組みを進めていくと思うが、都市計

画や教育等の分野によって、防災をテーマとしても町丁目や学校区等の様々な単位

で活動していることが多い。特に防災については、どのような単位で取り組むと効

率的に政策運営ができるか検討してもらいたい。

（上西委員（代理：鈴木氏））産業・観光振興の促進については、浦安の資源を活かして

浦安に訪れる人を増やしていくという方向だと思う。その場合、市外から来訪する

方々に安全安心をどう提供するかがベースとなるので、その点について検討しても

らいたい。

また、情報インフラについては、今回の地震を例にとると、ＪＲ等の公共交通機

関に関する情報は得られ易かったが、道路の通行状況は入手が困難な状況があった。

情報入所経路の確立・整備と情報伝達機能の強化によって情報をどう提供していく
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のかが課題であり、安心して訪れることができる情報面のライフラインづくりが大

事である。

（宮﨑委員）防災リーダーの養成に関連して、市民全体が防災リーダーになるというくら

いの考え方を持って、防災教育を目指して推進してもらいたい。

（清水委員）持続可能性に関連して、入船の団地をみていると、１家族で住む形の家を建

てたものの、独立した子どもが戻ってくる様子に見えない。アンケートでは愛着が

高いとあるが、１戸建ての家に高齢で一人で住むのは大変な面もあるので、まちの

中で住み替えることができるようになると、幸せに老後を過ごせるのではないかと

思う。

また、ペットにもやさしいまちづくりもイメージ向上によいと思う。

（細川委員）ｐ４「(3)産業・観光振興の促進」に関連して、我々のホテル群はアーバン

リゾートに位置するが、当初、このエリアの開発について、砂浜のある浜辺やヨッ

トハーバー、海路で羽田と結ぶ等の話があった。しかし、今は立ち消えになってお

り、形を変えてもよいので検討してもらいたい。

（青山委員長）ｐ４(2)「１）元町地域の資源の再認識と有効活用」について、「・浦安駅

周辺の交通環境、景観整備」とあるが、これについてはもう少し具体的に書いても

らいたい。

（上野委員）平成 16 年頃に防犯課ができ、現在は防犯支部は 100 以上にもなり、子ども

達も防犯パトロールを行う等により、非常に大きな効果が得られている。平常時は

防犯、非常時は防災といった組織をしっかりつくり、そこに子どもを巻き込んで、

防災意識を高める取り組みの必要性を感じている。市民ぐるみで防犯・防災の組織

を作り直すようなことも必要かもしれない。

（岩室委員）子どもを防犯・防災の取り組みに巻き込むことは別の意味からも素晴らしい。

子ども達が人との関係性を拒否するような育ち方をしていることが様々な思春期の

問題につながっている。自殺が増え続けているのも男である。子ども達、特に男の

子を取り組みに巻き込むことは、浦安に住めばストレスに強い子ども達が育つこと

に繋がるなど、様々なことにリンクさせて、魅力ある浦安を打ち出したい。

（小林委員）ｐ６「１．復興事業計画と財源」について、液状化地域は土地の固定資産税

評価額が下がると思われる。その影響は今ではなく今後出てくる。それに対して都

市計画税をかけることは一つの方法だが、液状化しなかった地域は評価額が下がら

ないので、より多くの税を負担することになる。かつ、今ある一戸建とマンション

の固定資産税の負担の不公平も温存される。このようなことから、単純に都市計画

税をかけるだけでなく、それに加えて、下水道負担金のように、道路や下水道の液

状化対策を行った場合にその利益を受ける敷地には負担金を求める仕組みを導入す

るとよい。そのような意味で「公平に配慮した増収策」といった表現を加えるとよ
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い。

（中井委員）液状化被害がこの検討の大きな契機になっている。次に地震が発生した場合

に液状化の被害を全く無くすことは難しいと思うが、どのくらいのレベルの地震が

あった時に、同じ液状化が起こる前提なのか、あるレベルまでは液状化に対する抵

抗を高めるのかが分かりにくいので、どこかで言及してもらいたい。

（柳内委員）財源について、浦安市のために税金を払いたいという思いがある。それにメ

リットがあるとよい。市民等が浦安市に寄付する受け皿をつくってはどうか。

（青山委員長）今回の震災で、日本の寄付税制はほぼ国際標準に至った。浦安市に寄付し

てもらう仕組みを提言に入れることはできる。


