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■ふるさと復興市民会議提言のポイント■

平成２３年３月１１日午後２時４６分、宮城県石巻市沖で発生したマグニチ

ュード９．０の巨大地震は、浦安市の市域の約４分の３に当たる１，４５５ha

を液状化させ、一般住宅や道路はもとより、上・下水道やガスなどのライフラ

インに甚大な被害をもたらし、ライフラインの復旧には、ガス１９日間、上水

道２６日間、下水道３５日間を要し、市民生活は困難を極めました。

私たちふるさと復興市民会議では、今回の被災を振り返り、近い将来に必ず

来るといわれている首都圏直下型などの大地震に備えるため「安全で安心なま

ちづくり」について、また「未来に向けて浦安がより魅力的になるためのまち

づくり」について、自助・共助・公助の観点から方針や要望を取りまとめまし

た。

なお、議論を重ねていく中で、参加者の多くが、これまでのどうすれば被害

を防ぐことができるかという考えでなく、どうすれば、何をしておけば、被害

を最小限に抑え、いち早く復旧・復興することができるかという「減災」に考

え方を切り替え、さらに自らの災害に対する備えが不十分であったことを反省

し、自らは自らで守るという防災対策の基本に立ち返り、議論を進めていきま

した。

安全で安心なまちづくりについては、「地域コミュニティの醸成」「情報提供

の強化」「ライフラインの復興」「防災・被災体制の強化・施設の整備」の４項

目を重要課題として捉え、また未来に向けて浦安がより魅力的になるためのま

ちづくりについては「市民参加によるまちづくり」「コミュニティの活性化」「経

済（観光）の活性化」「水辺資源の活用」が必要との結論に至っています。
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■ふるさと復興市民会議からの提言■
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Ⅰ.安全で安心なまちづくり

浦安が安全で安心なまちになるためには、「地域コミュニテ

ィの醸成」「情報提供の強化」「ライフラインの復興」「防災・

被災体制の強化・施設の整備」が必要である。
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１．地域コミュニティの醸成

日頃の地域のコミュニケーションに基づく地域力が、災害時及び復旧時に大

きな力になり、減災につながることを改めて認識させられた。住民同士が結束

して対応にあたることにより、住民の不安の軽減や、復旧・復興作業のスピー

ドを上げることに大きな効果があった。

地域コミュニティを醸成することは安全で安心なまちづくりの根幹であり、

減災についても自治会等※が果たす役割は大きくかつ重要である。

（※自治会、管理組合、老人クラブ、社会教育団体、商工関係団体、福祉団体、奉仕団体、市民活動団

体など様々な団体を含んでいる。）

そのため

■私たち市民は

○日頃から、隣人との挨拶を心がけるなど、近隣との関係を密にし、信頼でき

る関係を築きます。

○自治会等による防災訓練はもとより、日頃からの地域活動に積極的に参加し

ます。
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■地域では

○自治会等が、震災における運営の反省点を踏まえ、防災組織の強化や体制の

見直しなど行い、災害時の地域力を強化します。

○民生委員等の活用により、日頃から災害弱者を把握するなど、地域住民への

支援を強化します。

■市には

○地域コミュニティ醸成のため、自治会等に対し、様々な角度からの支援を求

めます。

取り組みの方向としては、

・自治会への加入促進や自治会等の事業への支援

・自治会等の連携強化を促進するための支援

・自治会等の防災組織の体制づくりへの支援

・自治会等が行う防災訓練の充実・強化を促進するための支援

・自治会等への要援護者等の情報提供

・市の専門職と自治会が連携できる体制の整備

などを要望します。
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２．情報提供の強化

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。

正確な情報を迅速に入手できれば被害を最小限に抑えることができる。また、

市民の不安感を取り除くのも情報であり、情報を取得・発信するための仕組み

を市民・自治会等・市とで確立しておく必要がある。

そのため

■私たち市民は、

○自らが多様な情報媒体を活用し、情報収集にあたります。

○家族の安否に関する連絡方法を決めておきます。

○行政からの重要なお知らせメール、伝言ダイヤルのなどを活用します。

○最寄りの避難場所を知っておくなど、日頃から自分で対策を講じます。

■地域では

○自治会等が、高齢者や障がい者などの情報弱者に対し、情報収集、提供など

の役割を担います。

○自治会等が地域住民に正確な情報を提供していくため、自治会掲示板や安否

シールなどを活用し、災害情報の提供や住民の安否確認をします。
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○自治会等は生徒・児童などの安否確認について、学校との連絡体制を確立し

ます。

■市には

○正確な情報を迅速に入手できれば被害を最小限に抑えることができること

から、情報提供の強化を求めます。

取り組みの方向としては、

・多様な情報通信システムの整備を図り、正確な情報の迅速な提供

・停電時等の情報の提供のあり方の検討

・防災行政無線の災害時の運用方法の改善

・公民館、学校、避難場所の施設を、災害には地域における情報発信拠点とし

ての活用

・必要に応じて、自治会等へ高齢者や障がい者などの要援護者情報の提供

などを要望します。
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３．ライフラインの復興

発災後、市内では液状化現象による家屋・道路等の損傷、大量の土砂の噴出、

上下水道などのライフラインの寸断などが発生し、日常生活や生活基盤に大き

な影響が生じた。

生活していくためには、ライフラインは欠かせぬものであり、災害に強いイ

ンフラを整備する必要がある。また、被災した際には、早急な復旧は当然であ

るが、復旧までの対応については、自助・共助の考え方も重要である。

そのため

■私たち市民は

○ライフライン断絶を想定し、生活するうえで必要な水や食料、簡易トイレな

どを備蓄しておきます。

■地域では

○自治会等がスコップや土嚢袋など災害時に対応するための防災用品を備蓄

します。

○困ったときに助け合えるよう、地域コミュニティ同士の情報収集・発信を行

い、普段から元町・中町・新町のつながりを深めます。
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■市には

○防災だけでなく、減災を強く意識した対策、被災した際の早急な対応を求め

ます。

取り組みの方向としては、

・液状化を想定した災害に強いインフラ整備

・下水道については、市民生活上特に困窮する問題であるため、市として自立

した下水道処理施設を設けるなど、抜本的な対策の実施

・避難所における防災用品の充実

・被災の際、仮設トイレの早期設置や、避難所になる学校等の施設・設備の早

期復旧

・被災の際、損壊したインフラの早期復旧

などを要望します。
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４．防災・被災体制の強化・施設の整備

今回の震災で、私たちは大きな経験をした。この経験を活かし、自治会等で

は防災体制の再検証や強化を図るとともに、市民個人においても、消火訓練や

普通救命救急訓練を受けるなど、いっそう大震災を意識した実践的な取り組み

をしていく必要がある。

市においても、災害に対する施設整備や、被災した際の体制の強化や対策を

講じることが必要である。

そのため

■私たち市民は

○火災などの被害を最小限に抑えるため、消火器訓練や身近な人の命を守れる

ようにするための普通救急救命講習会を受講するなど、防災訓練等に積極的

に参加します。

○建物の耐震診断や室内の防災対策を積極的に実施し、必要に応じた補強工事

の実施や家具等の転倒防止、ガラス類の飛散防止対策を行い、死傷事故の防

止に努めます。



- 14 -

■地域では

○地域での防災組織が効果的に機能するため、先進的な防災組織の運営方法を

取り入れるなど、組織体制を再検証します。

■市には

○液状化、水害、火災、建物被害そして、負傷者の発生など様々な形を想定し

た体制強化及び施設整備対策を求めます。

取り組みの方向としては、

・全市的な消防体制の充実を図るための効果的な施設整備

・災害時には医療救護の必要性が高いことから、災害時派遣医療チーム及び医

師会等専門家の連携を図りながら、市民の救護に当たれるように体制を強化

・津波について、正確な情報を把握し、それに対応した避難場所の再検証や堤

防の強化

などを要望します。

○帰宅困難者問題については、被災時に大きな問題であるが、個々で判断する

と混乱が生じるため、行政が対策を講じるよう求めます。

取り組みの方向としては、



- 15 -

[市内滞留者向け]

・市内の事業所や学校などと連携して、交通が途絶しているような場合には、

それぞれの施設において待機するよう周知

・帰宅困難者が適切に帰宅又は避難ができるよう、交通機関と協力して交通手

段や避難所などの情報を提供

[市外帰宅困難者向け]

・市外に在勤・在学して帰宅困難となる市民に、交通機関が途絶した場合には、

勤務先や学校に留まるように周知

・帰宅できない市民の家族を支援できる体制を整備

などを要望します。

さらに重要な具体的取り組みとして、次の３項目を求めます。

□水門について※

○水門については、その必要性や効果、財政負担などを市民に示し、理解を得

ながら、環境影響への配慮や付加価値を付けた整備などを考慮した計画づく

りを願います。

○設置主体となる千葉県とは十分な調整を行い、千葉県の責任を明確にし、財
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政負担が市民に多くかからないよう要望します。

（※境川の東京湾側の河口部分に水門を設置する計画があるが、高額な費用が想定されてき

たことから、設置について県と市で懸案事項となっている。）

□森の防潮堤の設置※

○森の防潮堤の設置に関しては、下記の通り有効と考えるので、設置する方向

で、総合的に判断しながら、全市的に対応できるよう、長期的な計画づくり

を願います。

[有効と考える理由]

・森の防潮堤を作ることで、津波や高潮などの減災に有効であると考える

・復興工事の瓦礫や液状化による噴出土砂を利用することにより、コストの削

減や資源の有効活用が見込まれる

・市民が森づくりに参加することで復興に向けた市民意識を高める効果が期待

される

[考慮すべき事項]

・管理者の問題、水辺の景観、鳥・虫等の害、不審者・不法投棄等の犯罪増加

が懸念されるため、費用や防犯、景観などを考慮すべき

(※液状化で発生した大量の噴出土砂と瓦礫を活用して、海岸沿いに盛り土をし、そこに浦

安の自然特性に合った木を植えて、将来、護岸を超えて陸域に影響を与える可能性がある津

波に備えるための防潮堤を設置する。)
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□市と市民の防災についての継続的な話し合いの場づくり

○今回の震災の経験から、災害発生に備えて、日頃から自助・共助・公助の強

化、地域づくり、さらには市民および行政が効果的に連携できる体制づくり、

すなわち「絆」づくりが重要であると考えます。

このことから、市と市民が防災について継続的に話し合う場を設けていただ

くよう要望します。

なお、会議のあり方としては、市・市民・自治会等の幅広い主体により、効

果的な連携が図られる仕組みを検討するようお願いします。
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Ⅱ.未来に向けて浦安がより魅力的になるために

浦安が創生に向けて前進し、浦安の魅力をさらに向上させ

るため、「市民参加によるまちづくり」「コミュニティの活

性化」「経済(観光)の活性化」「水辺資源の活用」が必要で

ある。また、それぞれを個別に行うのではなく、すべてを

連結して行っていくことが重要である。
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１．市民参加によるまちづくり

浦安は、元町、中町、新町のように特色ある地域に分かれていることや、様々

な世代によるニーズがあり、地域課題が多岐に渡っている。こうした課題に自

治会や市民活動団体等が積極的に取り組むことによって、市民本位の魅力ある

浦安を創生できることになる。

そのため

■私たち市民は、

○一人ひとりがまちづくりに参加するという意識を持ち、自分にできること

から始めることが重要であることを認識し、積極的に行動します。

■地域では

○自治会等が、世代や分野を超えて意見を交換できるように他団体と連携を

図るとともに、協力し合い、まちづくりを進めます。市内の市民活動団体

においても自らの活動を活性化させることで、多様化する地域の課題解決

に寄与していきます。
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■市には

○自治会等と協力し合い、更なる協働によるまちづくりを推進していくこと

を求めます。
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２．コミュニティの活性化

私達浦安市民は、震災によって助け合いの機運も高まり、地域コミュニティ

の重要性を改めて実感した。浦安には伝統的な祭（三社祭等）や花火大会があ

る。そのような機会を通じて、元町・中町・新町が一体となり、地域のコミュ

ニティを活性化させることが必要である。そして、つながりを深めていくこと

で、困ったときに助け合えるまちづくりができると考える。また、市民祭など

のイベントを定期的に行うことによって、街中にエンターテイメントが溢れ、

若者が多く集い、活気のあるまちにつながっていく。

そのため

■私たち市民は、

○地域行事に進んで参加、協力に努め、挨拶によって様々なつながりをつく

ります。

■地域では

○自治会等が、異世代間を交流・支援する様々なイベントの企画や開催、ま

た、地域コミュニティ同士の情報収集・発信を行い、蓄積した経験や力を



- 24 -

伝承していきます。

■市には

○自治会等の活動の支援及びその周知への協力を求めます。
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３．経済（観光）の活性化

浦安には多くの観光客が訪れるが、その多数がアーバンリゾートエリアに集

中している。浦安は元町地域や水辺空間など特性ある街並みを有しており、こ

れらを連携させ、観光客を市内で循環させることで、市内の経済を活性化させ

ることになり、魅力ある浦安につながっていく。

そのため

■私たち市民は、

○市内経済の活性化を図るために地元で消費し、市民自身が浦安市内で楽しめ

るよう、各自の持てる力を地域のために役立てます。

■地域では

○自治会等で、名所散歩コースづくりや水辺を活かした、浦安の地域資源によ

るブランドづくりを進め、浦安の経済活性化をしていきます。また、地域経

済の活性化には、若者の力も必要です。働く世代が安心して暮らせる街とす

るため、地域が一体となり、子どもの見守り活動や保育など子育て環境を整

えます。
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■市には

○環境に配慮した再生可能エネルギーの普及を推進するとともに、市内レンタ

ルサイクルなどの自転車の活用や路面電車、水上バスなどの新しい交通シス

テムの再検討を進め、観光を通じた元気で魅力ある浦安の創生を求めます。
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４．水辺資源の活用

浦安は、まちに境川や見明川などを有し、三方を海や川で囲まれている。し

かしながら、市民が水辺に親しみやすい環境とは言い難い。浦安が親水性を高

めるまちづくりを進めることが、まちの価値を高めていくことになる。

水辺資源を有効に活用するため、安全性を考慮し、観光船の就航や浜辺の造

成、水際のサイクリングコースの設置などを行い、浦安独自の魅力を創生して

いくことが、まちが元気になっていくことにつながるものと考える。さらには、

災害時の対応のため、物資の搬入や避難移動の拠点にも活用できる港の設置も

望まれる。

そのため

■市民や地域では、

○自然を守るという意識を高め、自治会などの地域において、水辺を活かした

イベントを通じ、浦安の水辺を大事にするという考えを育成し、市民中心の

水辺を活かしたまちづくりに繋げていきます。
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■市には、

○水辺の浄化などの環境整備を進め、親水性を考えた護岸づくりや浜辺の造成

などのハード面の整備を求めます。


