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第４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 2月 20 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、小林委員、関谷委員、宮﨑委員、岩室委員、

柳内委員（代理：高木氏）、清水委員、上西委員（代理：鈴木氏）、

細川委員、上野委員

（欠席：佐々木委員、中井委員、柳委員、柏女委員、内苑委員）

（傍聴者）16名

４ 議 事

復興計画（素案）について

５ 配付資料

資料 4-1 第３回委員会における指摘事項と対応方針

資料 4-2 浦安市復興計画（素案）

資料 4-3 浦安市復興計画（素案）概要

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。なお、第３回

議事録は、既に市のホームページ上で公開していることを報告した。次いで、市長の挨拶

が行われた。

７ 議事の概要

１）浦安市復興計画（素案）について

事務局より、資料 4-2 のⅠ～Ⅲについて説明を行い、質疑応答及び意見交換を行った。

ついで、Ⅳ～Ⅴについて説明を行い、質疑応答及び意見交換を行った。

２）その他

以下の点を確認した。

・今回の議事録（案）は、まとまり次第、メールで委員に送付し、修正があれば 3 月 8

日（木）までに市事務局へ連絡して頂く。

・次回の検討委員会は、平成 24 年 3 月 28 日（木）、午後６時から、美浜公民館大集会

室で開催する。
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【質疑応答】

１）浦安市復興計画（素案）のⅠ～Ⅲについて

●説明に対する質疑、意見

（岩室委員）目次のⅡのタイトルが「Ⅱ 震災の経験」だが、文中は「Ⅱ 地震及び被害

の状況と復旧の取り組み」となっており、統一してもらいたい。

ｐ３「３ 計画の位置づけ」で、復興計画の先に関連計画がある形になっている。

従来から行ってきた様々な取り組みが復興計画に非常に有用であり、それらが復興

計画に絡むような位置づけにしてもらいたい。そうすると、職員も普段行っている

ことが復興にも大きく関与するという意識が持てると思う。

ｐ５からの被害についての記述について、ほとんどがハード面の被害である。以

前の委員会で、震災を契機とした廃業や失業等を言及されたことがあったように、

ソフト面の被害も取り上げる必要がある。そうでないと、浦安にはハード面の被害

しかなかったと思われてしまう。

ｐ２０（３）「３）誰もが住みやすく、住み続けられる地域コミュニティの実

現」について、“住み続けられる”でなく“住み続けたくなる”という、よりポジ

ティブな表現にすると、復興計画の意気込みが伝わると思う。

（阪本副委員長）ｐ７「２）住宅・宅地の被害」について、個人の財産価値の低下、復旧

費用の負担の発生、浦安の街全体としての環境の水準の悪化等、人々が感じている

ことについての表現が弱いと感じる。物の被害に表現が偏っているように感じられ

るので、リアリティが増す表現を工夫してもらいたい。

（小林委員）これだけのことをやるとなると様々な負担を伴うが、この点について基本方

針で触れることが望ましい。「あとは国に要請する」というストーリーになってい

るのはおかしい。ｐ２１「（３）新生浦安に向けた復興まちづくり」の最後に、例

えば「７）自助と公平を基本とし、共助や公助を組み合わせた復興負担のあり方」

といったタイトルで、負担をどうするかという問題に関する理念を掲げることがで

きれば、美辞麗句だけでない実のある計画になると思う。

（青山委員長）ｐ７７「Ⅴ．復興計画の推進に向けて」で、復興計画と財源の問題や国・

県への要請、市民・事業者の役割等の大事な内容があり、今後充実していくと思う

が、そのためにも「２ 復興の基本方針」は後に繋がる記述にする必要があるとい

うご指摘と思うが、同感である。

（関谷委員）地震及び被害の状況としてはこのような形でよいが、行政組織として、今ど

のような物理的な限界が出てきているのかということの記述が少ないように思う。

今後の復旧・復興の行政としての取り組みができるのか、又はできないのか、組

織の現状をまず明らかにすると、地域との連携等の内容も活きてくると思う。逆に

言うと、行政組織としての限界が明らかにならないと説得力のある計画にならない。
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行政組織としてのポイントを加えてもらいたい。

また、「協働」の用語の使い方について、市民と行政の連携と、市民相互の連携

という意味で使われる場合があるが、この素案では後者は謳われているものの、前

者のトーンが弱いという印象を受けた。私は、浦安市は今後「協働」を様々な意味

で柱の一つとしていくと理解しているのだが、記述を強めた方がよいと思う。

今回、「地域内自治」という用語があるが、定義がないので、どのような意味で

使われているのか確認したい。恐らく、行政が何においても仕切るのではなく、地

域の個性を尊重する、自立の度合いを高めていく、行政は様々な形で権限を地域に

委ねていくことも含めて、ここでいう「地域内自治」を理解していくとよいと思う

が、そのような内容でよいのか、定義を明確にした方が良い。

（宮﨑委員）ｐ１１「（１）応急復旧完了までの経緯」について、市の対応が中心に書か

れているが、例えば１日単位で停電や断水した世帯数等のグラフを入れると、どの

ように復旧していったのかが分かりやすいと思う。

（柳井委員（代理：高木氏））例えばｐ６に液状化発生の範囲の図面が記載されているが、

住宅や宅地の被害件数などのデータを盛り込むと分かりやすくなるとともに、興味

を持ってもらえると思うので、数字的なものを入れ込むことを検討してもらいたい。

（青山委員長）ｐ１９「１）減災を基本とする防災の再構築」について、「ハード・ソフ

ト両面からの多重の備えを強化し、～」とある。液状化の問題を考えると、インフ

ラを災害予防の見地から強化・充実していくことを書いておくとよい。

液状化対策について、現在、被災した宅地の事後処理のための補助は出る。今後

液状化が生じないための国や県の補助が厳しいというのは、東日本大震災に伴う被

害が広域に及び、財政的に厳しいという現実的な背景は理解できるが、理屈として

はおかしい。本来、災害対策は、復旧にあたって旧に復するだけでなく、今後同種

の災害が起こった場合でも、それに耐えうるインフラ等を作っていくことは当然で

ある。それを全て独自財源で整備しなければならないというのは、理屈に合わない。

現に災害対策基本法は災害対策を事後措置だけで行うのではなく、その立法趣旨に

も災害予防が言及されている。過去において、三宅島の砂防ダムの整備は、災害予

防という観点から国費が投入された。このようなことからも、復興の基本方針にお

いて、インフラの災害予防の見地から復旧・復興に言及すべきである。

また、Ｐ２０（３）「１）環境と共生した新たな都市・生活システムの創生」で、

「災害時にもライフラインに頼らず自立した～」とある。ライフラインは電気や電

話、上下水道等市以外が提供するものもあり、早期に復旧すべきものであることか

ら、「一日も早い復旧を目指すとともに～」等、表現を工夫した方が良い。

（上野委員）「市民との協働」を基本方針に入れてもらいたい。「市民との協働」は、これ

からの浦安の柱となる方針だと思うので、そのような章立てにしっかり起こしても
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らいたい。

（青山委員長）Ⅳ以降の考え方がⅠ～Ⅲにフィードバックされて、今後手厚く表現される

ことになる。特にｐ２０～２１「（３）新生浦安に向けた復興まちづくり」が、

１）～６）だけでなく、更に充実していくと思うので、事務局で整理してもらいた

い。

２）浦安市復興計画（素案）のⅣ～Ⅴについて

●説明に対する質疑、意見

（上野委員）優先順位が明確でない。「これをしっかりやりたい」という柱が見えないの

で、検討してもらいたい。

（青山委員長）見せ方、重点の置き方、表現等、工夫していく必要がある。

（小林委員）ｐ３６～３７「（2）宅地の液状化対策の促進」について、市民一人一人の自

己決定と自己責任の尊重を明確に示すべきである。第２回検討委員会で、戸建てと

マンションの被害が大きな差があることを述べた。その後、次のような考えに至っ

たので述べたい。

基本的には、住宅を所有する方の自己決定を尊重すべきで、例えば危険な地域に

戸建住宅を所有していても自己責任であり、いけないことではない。その自己決定

をできるようにするには、包み隠さずに情報を公表することが重要である。ｐ３６

に「液状化危険度マップを作成し公表します」とあるが、このような情報を提供す

ることで自己決定を尊重するべきである。

また、戸建住宅については客観的な情報を開示することが必要である。ｐ３６に

「液状化被害の調査結果を公表する」とあるが、建物構造別の被害状況を細かく公

表し、市民がそれを見て自己決定するという考え方が望ましいと思う。

そのために、計画の全体を通して、自己決定と自己責任の尊重ということが、も

う少し強く出されてよいと思う。自己決定と自己責任があって、初めて助け合う

「共助」が行われるのであり、自己決定と自己責任が基本にあるべきである。

（青山委員長）被災者生活再建支援法に関する国会での議論にもあったが、私有財産が災

害で被害を受けた時に行政が助けると、損害保険制度が崩壊してしまう。日本は地

震保険法があり、共助で成り立たないことを政府が２兆円の公費を用意して再保険

を掛け、制度を担保している。国会での議論を経てできた制度であり、できる限り

加入して頂きたいという意味で、自己責任について言及するところに、浦安市民が

どの程度加入していたかを示してみるとよいかもしれない。当然、経済的に加入が

困難な方には、社会政策等で方法を講じることが必要であるが、基本的には、自己

責任の考え方が共助の制度を成立させることに繋がるので、自己責任に言及するこ

とは私も賛成である。

（岩室委員）事前送付資料からページ番号の変更がある場合は、最初に説明してもらいた
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い。

公助について、特に健康づくりの分野では、最も優先順位が高いとされるのは、

地域のコミュニティづくりである。これは、自助でできることもあるが、公的機関

が様々な形で仕掛けていかなければ、関係性が喪失した現代社会においてコミュニ

ティづくりは進まない。復興計画では、これを第一の柱として据えてもらいたい。

例えばｐ３０「（３）こころやからだの継続的なケアの充実」の施策のねらいで

は「～地域コミュニティや市民相互の関わりの中で克服できるような環境づくりを

進めます。」とあり、これは良い。しかし、事業では「３）連携体制の強化」とし

て表現が変わっており、これは最初に挙げて「１）地域コミュニティの強化」とし

てもらいたい。

また、今の「１）被災した市民のこころとからだのケアの実施」も、「１）地域

コミュニティ、市民相互の交流による～」というように、首尾一貫した表現であれ

ば、共助を促進するための公助の役割が見えてくると思う。

ｐ４５「３ 災害時に支えあう体制の構築」とあるが、「災害時に役立つ平常時

から支えあう体制の構築」が重要であり、平常時の取り組みの促進がいざという時

に役に立つという基本的な考え方を表題に盛り込んで強調しておいてもらいたい。

ｐ５３「（３）情報収集・発信のしくみの強化」について、次の災害の際にはス

マートフォン等が更に普及していると思う。今は、スマートフォンからＨＰを見る

と非常に見づらいことが多い。単に携帯メールだけではなく、スマートフォンを基

にした発想も必要だと思う。

ｐ５６「（４）避難対策の強化と円滑な避難所運営体制の確立」とｐ６０「（５）

医療救護体制の強化」に共通することだが、避難所は誰が運営することを想定して

いるのか。今回の地震で関わった岩手県の状況をみると、避難所運営は市民自治で

あり、この計画で考える避難所運営も同様だとすると、その確立のために何をする

のか。自主防災組織等を想定していると思うが、それ以上に自治会やボランティア

が活躍した実態があるので、より突っ込んで、表現してもらいたい。

ｐ６０「（５）医療救護体制の強化」の施策の方向性で「○大規模災害時に派遣

される医師や看護師の受入態勢を確保するとともに」とあるが、市役所も医療機関

も被災した中で、これは不可能である。ＤＭＡＴは全国的に展開しているが、ＤＭ

ＡＴは勝手に現地に入らざるを得ず、誰がどこにいるか分からない、地域的に偏っ

たりするという課題がある。受入態勢については、浦安だけで議論すべきではなく、

指揮命令系統を持って、被災地の状況を分かった上で入ることができる体制を国に

求めるといった形にしないと、被害が甚大な時にはうまくいかない。指揮命令系統

については国と共に議論を深めてもらいたい。

（関谷委員）自助・共助・公助の境界線が流動化したことを、この計画の出発点にしない
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と、様々な点で考え方のずれが出てきてしまう。それがまだ、この素案には反映さ

れていない。進めていく事業は書かれているが、行政組織にどのような問題があっ

て、これをどのように進めていくのかについては一貫して欠如している。その点を

明らかにしないと、結局は従来の縦割りの事業の進め方になり、ここに描かれてい

ることは本当の意味で具現化していかないということを強く申し上げたい。従来型

の方法ではだめだったということが、今回の震災を通じて明らかになったことを押

さえながら、その上でどのような横の連携を役所で、又は地域で作っていけるかと

いうことを全体のベースに据えないと、様々な事業を本格的に展開できないと思う。

ｐ３０～３１「（３）こころやからだの継続的なケアの充実」については、新し

く始めることだけでなく、これまでの活動の蓄積がある。これまでの活動がこの復

興計画とどのように繋がるのか描かないと、全く新しいことを始めると受け取られ

かねない。言い換えれば従来の蓄積をどのように活かしていくのかということを踏

まえないと、連携強化に繋がらないと思う。

ｐ４２～４３「（５）防災拠点や防災ネットワークの機能強化」について、先の

基本方針等の部分で「地域内自治」について書かれていたが、防災拠点というもの

は、１か所に集中させて統合的にすべきものと、極力住民に身近なところで分散的

に整備すべきものがあり、これらを巧みに組み合わせないと、いざという時に機能

しないということも今回の震災で明らかになった。このような点について、もう少

し丁寧に書く必要があると思う。

例えば、避難所の問題をとってみても、いざという時は、その場にいた人が上か

らの指示を待つことなく、必要なことをこなしていく、連携していくことは間違い

なく必要である。マニュアルをつくっても、まずその通りになることはなく、そこ

にいる職員が、指示がないために動けなかったという事例は至る所で見られた。指

示待ちをしている場合ではないならば、避難所でどのように一定の自主性を認める

のかをマニュアルの中に組み込んで、いざという時に活きるマニュアルとし、その

ような避難所運営ができるようにしておくことまでが問われている。

ｐ４７「（１）震災の検証を踏まえた防災体制の確立・強化」について、地域防

災計画の改定等、住民参加型で行わないといけない。例えば、今回の地震を契機に

ハザードマップがどの程度活かされたのか、至る所で検証が行われているが、この

ようなことも、住民参加型で行わなければ私たちのものにならない。他人が作った

マップでは住民は使えない訳で、そのようなことも加味して見直しや作業を考えて

いかなければならない。

ｐ６９「３ 誰もが暮らしやすい地域づくり」について、先に行政の組織の課題

を明らかにすることを述べたが、この部分もその上で事業をどのように推進してい

くのか書かれないといけない。地域は分野を超えた結節点だが、市民と行政との協
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働を基本的な考え方として言及するのであれば、縦割りでなく、組織の横の連携を

しっかりできるかどうかが重要で、それを明記しなければならない。

ｐ７５「６ 災害時でも粘り強く対応できる地域内自治体制の整備」について、

「地域内自治体制」の内容がよく分からない。言葉の定義が問題である。また、今

回「協働」の言葉がトーンダウンしている印象があるが、地域内の自治を本気でど

のように考えていくのか、住民相互の壁を越えるため、行政が側面的な働きかけを

どのようにしていけるのかに踏み込まないと、自治体制の整備に繋がらないと思う。

（阪本副委員長）どのようにして実現していくのかという観点からの議論が続いていると思

うが、その観点から述べると、計画に関して、実施したことの報告および計画の見

直しが必要になるであろうが、その点が書かれていない。計画の実現のために、出

来たことと出来なかったこと、変更したこと等を議論できる機会が必要となるので、

計画の中に組み込んでもらいたい。

（岩室委員）ｐ３「３ 計画の位置づけ」に推進評価体制を入れないといけない。市民の

委員も入って推進評価していかないといけない。

例えば、本日の市民大学で、ある方が公園のマップをもらいに行ったところ、予

算が削減されて残部が少ないということがあった。事情があって削減されるのはや

むを得ないが、この計画はどのような予算を削減するべきなのかの指標にならなけ

ればいけない。市民同士が、この予算は必要か、必要でないかを議論する時代にな

った。市民にそのようなことも投げかけながら推進評価が進むとよい。

（細川委員）ｐ３８「（３）治水・高潮・津波への対策」について、アーバンリゾートゾ

ーンは道路が海面から高さ約 4.1ｍである。護岸は高さ 8.2ｍにすべく、２ｍのか

さ上げの工事中である。現在工事していないところは高さ 6.2ｍであり、県が工事

を再開しているが、当初計画より２～３年遅れている。せっかく工事をするのであ

れば、今回の地震を踏まえた見直しをした上で工事をしてもらいたい。この計画の

中に、県への要請について、「早期の要請」としてもらいたい。施策の方向性に

「～機能の強化について管理者である県に要請していきます。」とあるが、更に

「早期の対応を要請していきます」といった表現にしてもらいたい。

また、護岸だけでなく、復興に向けた工事が行われているものがあれば、今回の

地震を踏まえた見直しを早期にした上で対応するという内容を加えてもらいたい。

（青山委員長）国や県に市が要請するという表現に違和感がある。「要請」はへりくだり

過ぎている感じがする。当然のこととして求めるので、「求めていきます」でよい。

地方自治法が改正されて以降は、国や県と市町村は基本的に対等関係であり、「Ⅴ

復興計画の推進に向けて」等、強く言いたいところは表現を工夫すべきである。

（小林委員）私は施策の優先順位は議会や政治が決定することと考えており、あまり重視

していない。しかし、計画で最も大事なことは、どのようなメニューを示すのかと



8

いうことと、それに対してどのような負担があるかを示すことだと考えている。

ｐ７７「Ⅴ 復興計画の推進に向けて」について、前回申し上げた、道路等の液

状化対策を行う場合、一部受益者負担を導入すべきであることをもう一度主張した

い。適切な自己負担を伴わない公共負担はモラルハザードを引き起こす、というの

が私の信念である。例を挙げると、地震保険の給付状況について、マンション学会

等の調査によると一部焼け太りが発生している。一部損で５％の保険金が出るが、

甚大な災害の場合、保険金額の 95％を国が負担し、５％を積み立てた保険料が負

担することになっている。保険料が負担するのは、保険金額の５％の更に５％とい

う僅かな額になる。市場原理として、保険会社はわざわざ調査の手間と費用をかけ

るよりは一部損の判断をした方が負担が軽い。このため、多くの一部損が発生し、

その給付が非常に増えている。これがモラルハザードの典型である。

インフラの液状化対策にも適切な自己負担を組み込まないと、モラルハザードが

起きてしまう。「液状化対策における受益者負担の検討」といった内容を入れた方

が良いと思う。

（宮﨑委員）ｐ２４「（１）被災者の生活再建支援」で、中小企業に対する支援が書かれ

ているので、タイトルに「（１）被災者の生活と産業の再建支援」等、修正すると

よい。

また、「Ⅳ 復興まちづくりの展開」には、「復興の礎となる災害に強い防災まち

づくり」と「新生浦安に向けた環境共生都市」の２つの柱があり、時間軸で考える

と前半は短期、後半は長期と思われる。個別の事業は期間が明記されているが、

「１ 市民生活の早期の復旧・再建」のレベルで、どのくらいの期間で実施するか

記載するとわかりやすいと思う。

（阪本副委員長）浦安市の構造的な問題で、以前に計画的に造られた市街地の高齢化の問

題や、水辺にありながらうまく水辺が使えないという問題について述べたが、もう

一つ、浦安の交通は横の東京方向に向いていて、浦安市内に向いた浦安が一体とな

ったまちづくりがなかなかうまくできていないという課題がある。ｐ６６「２ 地

域特性や資源を活かした魅力の創生」の施策の方向性に「元町地域と中町・新町地

域の人々が交流できるスポットづくり」や、ｐ７１「４ 多彩な市民文化と産業・

観光振興による浦安の魅力発信」で元町地域の観光について書かれている。元町に

は多様性があるのだが、中町・新町の人が元町に行かず、中町・新町の人が元町に

行ってモノを買う等の交流がうまくいっていない。交流を可能にするためには、ソ

フト面の問題もあると思うが、駐車場や駐輪場、自転車での南北の移動等のハード

面の問題もあり、その点の記述が弱い印象がある。少なくともｐ６６で、元町と中

町・新町の交流について、もう少し多様に書いてもらいたい。

（小林委員）個人的な意見として聞いて頂きたい。千葉大の一員として、千葉県の中でみ
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た浦安の位置づけについての話である。千葉県の中で浦安市は、一番裕福な自治体

と思われている。そのような背景から、計画を作るにあたって、国や県に要求しな

いと実施できないという組み立てにするべきではないと思う。浦安ですら国や県に

頼らなければならないとすると、他の県内の自治体はどうなるのかという印象があ

る。そのようなことから、復興計画では、足りないところは国や県に応援してもら

うが、「浦安は自分達でこれだけのことをやる」ということを見せる計画がよいと

思う。

（青山委員長）関連して、ｐ７７のⅤの「１ 復興事業計画と財源」について、この検討

委員会では、新しい税を考えてはどうか等の積極的な意見が出されているが、簡単

には表現できない。

ただし、言えることの１点目として、復興計画の推進のために、浦安の経済活動

を活発化することで自然増収を図ることは書かなければならないと思う。つまり、

復興計画の目的として新しい浦安の輝いた明るいイメージがあり、それによって所

得のある市民が移り住み、経済活動も活発になって自然に増収になるということで

ある。

２点目は寄付税制についてで、寄付税制を活用した復興計画のための基金の設置

のような内容を入れるとよい。これは市が基金条例を作ればよく、ふるさと納税制

度と復興減免税制度を活用して、市民からの復興に役立ててほしいというお金を受

け入れる機運を醸成することを検討してもらいたい。

３点目は、Ⅴの「１ 復興事業計画と財源」の末尾に、「～効率的・計画的な行

財政運営を行い、復旧・復興財源の確保を図ります。」とあるが、増収策が一切打

ち消すようにも受け取れる。誤解されないように、効率的・計画的な行財政運営は

大事だが、それだけで復旧・復興財源が確保できるかは断言できないので、復旧・

復興財源が確保とは分けて書く方が良い。

その上で、新税の話だが、特定事業者を対象にできないが、新税については復

旧・復興事業費の不確定要素があるので、肯定も否定もしない表現を工夫した方が

良いと思う。

（小林委員）東京都豊島区でワンルームマンション税と放置自転車等対策推進税を実施し

ている。増収目的ではなく、公共目的であれば新税は可能だと思う。様々な負担の

可能性は表現を工夫して入れてよいと思う。

（宮﨑委員）自己負担は必要だと思う。また、地方自治体が国や県に頼らないで復旧・復

興を図ることも重要だと思う。私は、浦安市が歳出の削減等により復旧・復興費を

捻出していた、その後、復興交付金等により、市の財政的負担が小さくなったと聞

いて、財政的に切り詰める必要がなくなってきた印象を持っていたので、あまり増

収に関して強く発言をしてこなかった。当初は、浦安市が地方交付税の不交付団体
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ということで、国や県に頼らない復旧・復興のモデルとなるのではないかと考えて

いた。その後、それは難しい状況になってきたが、なるべく国や県に頼らない浦安

市独自の復旧・復興を進めて頂きたいと思う。

ｐ７７のⅤの「１ 復興事業計画と財源」について、「効率的な復旧・復興事業

を行う」ことも書いた方が良い。焼け太りの議論もあるが、震災後は復旧・復興で

歳出が膨張し、５～10 年後の財政が厳しくなることが繰り返されてきている。こ

のような時に効率的に行うことは難しいかもしれないが、不交付団体である浦安市

ならできると思うので、入れてもらいたい。

また、「～中・長期の財政見通しを持って～」ということも大事だと思う。浦安

市は高齢になっても住みやすさが全国で一番であるようにしていくという話も出て

いたように、10～20 年後を見据えた事業実施をしてもらいたい。

（阪本副委員長）市の負担と市民の負担を書くべきというのは同感だが、国や県に要求す

べきことはそうすべきだと思う。特に液状化対策のように、対応がうまくとれてい

ないものについては、問題提起をして必要な資源配分を国や県がすることは重要で

ある。国や県が考えるべきことは、浦安市が遠慮なく言うべきで、むしろ市や市民

がどのような負担をするのかをちゃんと書くべきという趣旨で小林委員の意見に賛

成である。

また、ある意味で市の評価は固定資産税に表れる。これは、市場における土地や

建物の評価であり、市場価格が下がっているのか心配がある。固定資産税がそれほ

ど下がらない仕組みを作るということは、浦安市が魅力あるまちであり続けること

であり、全ての施策が関連する。固定資産税が下がらない、上昇するような施策が

大事であり、財源の内容に活かせる文章を入れられるとよい。

（清水委員）ふるさと納税や寄付税制の話に関連して、市民も企業も震災直後は市に対し

て何かしたいという思いがあったと思うが、時間が経つとその気持ちも薄まってし

まう。3 年位はまだ気持ちが高まっていると思うので、寄付を集められる仕組みや

意識を醸成できるとよい。

鉄鋼団地は、従業者も経営者も市外在住が多いので、ふるさと納税のキャンペー

ンをしているが、ふるさと納税のしくみを理解してもらうのが難しい。確定申告し

なければならないので、経営者はよいが、従業員に広めることが難しい。もう少し

軽い気持ちで出来るようにすることや、例えばそのような気持ちを醸成するために、

市内にポスターが貼ってあったりすると広めやすい。

先程、思ったよりも財政負担が少なくて済みそうな話があったが、それならば

10 年かかるところを 8 年で行うというように、スピードを上げて進めてもらいた

い。

（岩室委員）ｐ７７「Ⅴ 復興計画の推進に向けて」について、「自助」「共助」「公助」
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「協働」をどのように具体的に表現すると分かりやすいのか、定義を示さないと市

役所の中でも言葉を使うだけで終わってしまう。

（関谷委員）明確な定義はしておいた方が良い。これまで議論されてきた資料の中での使

い方と、素案での使われ方は明らかに異なっている。市役所内で「協働」という言

葉がどのように浸透しているのかが問題で、各セクションが「協働」という言葉を

横串で使われてないといけないことは明確に言える。使われ方を含めて、明確な定

義と考え方を盛り込んでもらいたい。

（青山委員長）Ⅲの２の「（３）新生浦安に向けた復興まちづくり」の内容が１項目増え

たことの中で検討してもらいたい。

ｐ４２「（５）防災拠点や防災ネットワークの機能強化」の市役所庁舎の建て替

えについて、「災害対策拠点となる市役所庁舎」では表現が弱いので、例えば「市

役所庁舎の災害対策拠点化のための建替え」等、表現を強くした方が良い。

ｐ５６「（４）避難対策の強化と円滑な避難所運営体制の確立」の帰宅困難者対

策について、ｐ５７ではやや細かく「帰宅困難になった場合の対応の周知」等が書

かれているが、周知以前に各鉄道駅や大規模な集客施設はどうするのか、またそれ

らの施設からにじみ出る移動中の人達の問題が大きい。ｐ５６の施策の方向性の最

後の文章は、「各鉄道駅と大規模集客施設ごとに対策を検討する」といったことも

書いた方が良い。特に東西線浦安駅は駅周辺の整備をしないと、帰宅困難者対策も

改善しないので、どこかで触れてもらいたい。

Ⅳの１つめの柱の「復興の礎となる災害に強い防災まちづくり」だが、「災害に

強い」と「防災」で意味合いが重複しているが、「災害に強い」だけでは表現が弱

い印象があるので、検討してもらいたい。

２つめの柱の「新生浦安に向けた環境共生都市」については、「環境共生都市」

が１～６の内容にあまり出てきていないので、次回までに考えてみてもらいたい。

プライオリティやどのようにアピールするか等の話題に関連して、復興計画で浦

安のイメージやブランドを高めることが主眼にあるので、副題でキャッチフレーズ

を考える等の工夫をするとよい。基本構想の「人が輝き躍動するまち・浦安」とい

うのは非常に良いキャッチフレーズだと思うので、基本構想の延長線上で復興計画

を出した気持ちを一言で表せるようなものを考えてみてもらいたい。

Ⅲの「２ 復興の基本方針」に、各論で出てくる内容が凝縮されていることが大

事なので、この部分を充実させることが必要だというのが、本日の委員の方々の大

方の共通認識と思う。

次回が最後の検討委員会であり、パブリックコメントで出された意見も含めて修

正されると思うが、次回も活発な意見をいただいてもよいと思うので、よろしくお

願いしたい。
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（柳内委員（代理：高木氏））ｐ５４のふるさと復興市民会議報告書（案）に「大規模な

災害が発生した際、市民にとって最も必要になるのは情報である。～（中略）～、

情報を取得するための仕組みを市民・自治会等・市とで確立しておく必要がある」

とある。一方、ｐ５７の市民アンケート調査では、情報入手のための様々な手段や

手段の年代別の違いが分かる。

浦安市はこれから高齢化が進み、成熟社会になっていく。そうであれば、65 歳

以上の高齢者の方や子育て世代の方に対しての情報発信手段が大事だと思う。ｐ５

７のグループインタビューでは、子育て世代の方からも「自治会がマンションの１

階に掲示した文字情報が役に立った。」との話があるが、今でも回覧のようなもの

も必要なのかもしれない。例えば、事業所や商店街が情報発信拠点として活用でき

るとよいと思う。更に情報提供体制の構築のための補助金があれば、早く整備でき

るかもしれないので検討していただきたい。

（岩室委員）高齢者の方のインターネット利用者が少ないイメージがあるが、例えば、市

民大学では可能な限りメールアドレスを作ってもらい、メーリングリストを作り、

情報交換をする提案をしている。それによって、それまでメール等を使ったことが

ない方が、メールを使ってレポートを入稿されている。このように、他の事業の中

でも情報共有体制の強化をやるなど、市が取り組んでいる全ての事業が連動するよ

うに意識してもらいたい。

また、市民大学での議論だが、様々な課題を抱える高齢独居の方等がいるが、個

人情報保護のハードルが高く、民生委員の方もなかなか情報が得られない状況があ

る。市レベルでどのように解決していくとよいのかについて、個人情報保護法につ

いては市単独では対応できないと思うが、地域コミュニティを広げていけば、その

ような方々をおのずと拾い上げることができる。個人情報の問題に関係なく、この

問題を乗り越えられるので、「地域のネットワーク化によるハイリスクな方々への

支援」といった形で入れることを検討してもらいたい。

（青山委員長）今、ご指摘があった個人情報の扱いについては宿題だった。にわかには結

論的なことを書けないが、言及しておいた方がよい。

（清水委員）いざという時のエネルギーの確保の内容があったと思うが、具体的でなかっ

た。例えば、太陽光等、具体性のある表現にして、非常用の電源等に内容が繋がる

とよい。

（青山委員長）ｐ６４「１ 震災を乗り越え持続可能な都市づくり」の施策の方向性の３

点目を具体的に項目立てをして記述することだと思う。


