
　東日本大震災が発生した3月11日
から、半年が経ちました。これまで
何度か申し上げていますが、震災直
後から関係機関や市内の建設業協力
会をはじめとする関係諸団体、東京
都の下水道局や県内外の自治体なら
びに関係事業者の皆さんの特段のご
支援のお陰で、４月15日に応急復
旧を完了できたことを改めて心より
お礼申し上げます。
　９月１日号の広報うらやす「こん
にちは市長室です」でも書きました
が、本市の今の最優先課題は復旧・
復興であり、すぐにでも仮復旧、本
復旧へと工事を進めていかなければ
ならないのですが、現在、復興に必
要な国庫負担金などの取得に向け
て、国土交通省や文部科学省などの
「災害査定」を受けている最中で、
これまでに下水道の査定は完了して
いるものの、現在のスケジュールに
よると、全体の査定が終わるのが
10月下旬の予定となっていて、工

事を進めていくための設計作業は、
査定完了後に行うことになります。
　市民の皆さんから私に、直接、ラ
イフラインの本格復旧はいつになる
のか？市はいま何をやっているのか
？といった多くの問い合わせが寄せ
られている状況です。また一方で、
これから台風や高潮が心配される季
節に入ってまいりますので、大きな
被害を受けた河川護岸や日の出地区
の海岸護岸については、とりわけ緊
急性が高い問題であるとして、特別
な手立てをしてでも早く復旧してほ
しいと管理者である千葉県に強く要

望しているところです。
　また、災害査定と平行して、液状
化のメカニズムの究明と対策のため
に設置した「液状化対策技術検討調
査委員会」の活動がすでに7月22日
から始まっており、併せて、浦安市
ふるさとづくり推進協議会が母体と
なって、わが街浦安の復興と再生に
向けて、市民はこれからどうしてい
くべきか、市民として何ができるの

かを市民が中心となって話し合って
いくための｢ふるさと復興市民会議」
が設立されました。こうした市民会
議で寄せられる皆さんの意見や提言
は、今後、復興計画を策定していく
うえで参考にさせていただきます。
　こうしたさまざまな取り組みの現
状や今後の予定をきちんと皆さんに
お知らせしなければならないと考
え、今回、震災復興の特集号を発行
することにしました。
　今後も、災害査定の状況や復旧工
事の見通しなどについては、広報う
らやすや、市ホームページなどでお
知らせしてまいります。皆さんとと
もに、この苦難を乗り越え、復興に
邁
ま い

進していきますので、引き続きご
理解とご協力をお願いします。

浦安市長

復興への取り組みの
現状と今後の予定

市民の皆さんへ

３月11日に発生した未曽有の大震災から半年がたちました。
市では、これまで、震災からの復興へ向けてさまざまな取り組みを行ってきました。

今号では、復興へ向けた市の取り組みと
今後のスケジュールなどについてお知らせします。

震災からの復興
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あ

来
す

に向かって
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復興計画

液状化対策
技術検討調査

復旧期

公共施設や
都市基盤施設
の復旧期

※ おおむね25年度を
目指す

創生期
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住宅支援

東日本大震災の復旧事業に係る災害査定の状況

【問】　企画政策課

　戸建住宅地内の生活道路の計画高は、震災後の現状の道路高を基本とし、
雨水排水処理の観点から、震災前と同様に地区外周の主要道路よりは高く設
定する予定です。現在のところ、おおむね11月ごろから、被害の程度の大き
い地域から順次、道路高について市民の皆さんとの話し合い、設計作業を行
っていく予定です。（道路管理課）

区　　分 施設名 施設数 概算被害額（円）

公共土木施設
災害復旧

道路・
橋りょう 　　　 28 約296億3900万

下水道 下水道事業
雨水排水（都市災害）

13
13

約268億4000万
約145億9400万

公園 公園、緑道、
球技場など 81 約22億7000万

道路・橋りょう、下水道、公園分 約 734億円

発災時における被害想定見込み額

応急復旧に関わる経費 約 25億円

発災後の応急復旧に関わる経費
（8月31日現在の支出済み額）

・公共土木施設 約 21億900万円
・公立学校施設 約 ２億2800万円
・社会福祉施設 約 2300万円
・社会教育施設 約 4900万円
・消防施設 約 300万円
・自治会集会所などそのほかの施設 約 7900万円

復旧事業に係る災害査定申請額　約 243億円 査定額　約 189億円

復旧事業に係る災害査定に関する状況 （８月31日現在）
区　　分 施設名 施設数 申請額（円） 査定結果（円） 査定率 補助率※ 備　　考 担当課

公共土木施設
災害復旧

道路・
橋りょう 　　　 34 約46億259万 約40億6447万 88.3% 2/3 　　　 道路管理課

下水道 下水道事業 35 約153億977万 約119億3602万 78.0% 2/3 　　　 下水道課

公園 公園、緑道、
球技場など

31 約9億469万 約8億5187万 94.2% 2/3
1/2 31施設が査定済み。４施

設は９月以降に査定予定
みどり公園課・
市民スポーツ課4 約1億8451万 　　　 　　　 2/3

公立学校施設
災害復旧 学校

小学校、中学校、
幼稚園、

給食センター

11 約17億6097万 約15億3322万 87.1%
2/3 11施設が査定済み。19施

設は査定中 教育施設課
19 約5億1537万 　　　 　　　

社会福祉施設
等災害復旧

保育所 　　　 5 約1億8348万 　　　 　　　 1/2 9・10月査定予定 保育幼稚園課
特別養護老人
ホームなど 　　　 5 約6777万 　　　 　　　 2/3  査定日は県と調整中 高齢者支援課

社会教育
関連施設

公民館・
文化施設

　　　 3 約818万 約709万 86.7% 2/3 美浜公民館、市民プラザ、文
化会館が査定済み 生涯学習課

　　　 3 約2億2700万 　　　 　　　 2/3 10月上旬予定
消防施設 消防施設 出張所 1 約1577万 　　　 　　　 2/3 今川出張所 消防本部総務課
都市災害
復旧

堆積土砂排除 宅地分 30400㎥ 約1億7209万 約1億7209万 100% 1/2 　　　 都市計画課
雨水管 　　　 22 約3億4394万 約3億1986万 93.0% 1/2 　　　 道路管理課

※補助率は激甚災害指定による上積み分を含んでいません

応急復旧から復興へ

浦安市の復旧・復興スケジュール

復興計画の策定

中間報告 報告書まとめ

中間報告 計画の策定

反
映

反
映技術検討調査

施設別復旧計画の策定

応急・仮復旧工事

本復旧事業

実施設計

※ 災害復旧費・国庫負担金額の決定

※ 新たな魅力と活力ある浦安として再生・創生していく期間

【問】　企画政策課

【問】　災害復興生活支援
プロジェクト

　☎３５１・３００３

住宅・生活再建
支援制度の
申請状況
　住宅・生活再建にかかる各種支援制度
への申請状況（8月31日現在）は右記の
とおりです。なお、住宅支援のうち、県
・市の支援の対象世帯数は、自ら所有す
る戸建て住宅の再建を行うことにより対
象となり得る世帯数です。また、生活支
援の対象世帯数は、被害認定基準により
被害判定があったすべての世帯数です。

制度 8月1日現在対象世帯数 ８月31日現在
申請世帯数 申請率

住
宅
支
援

被災者生活再建支援制度
（全壊・大規模半壊） 国 全壊

大規模半壊
26

1995 2021 1191 58.9％
千葉県液状化等被害住宅再建支援
事業補助金（半壊・一部損壊） 千葉県 半壊

一部損壊
2037
4599 6636 58※ 0.9％ 

浦安市液状化等被害住宅
再建支援事業補助金
（全壊～一部損壊）

浦安市
全壊

大規模半壊
半壊

一部損壊

7
1511
2037
4599

8154 103※ 1.3％

生
活
支
援

義援金
（全壊100万円 半壊・大規模半壊
50万円）

国・千葉県
全壊

大規模半壊
半壊

26
1995
2920

4941 3026 61.2％

千葉県災害見舞金
（全壊10万円） 千葉県 全壊 26 26 17 65.4％

日本赤十字社浦安市地区見舞金
（半壊以上5000円）

日赤
浦安市地区

全壊
大規模半壊

半壊

26
1995
2920

4941 2986 60.4％

千葉県共同募金会見舞金
（半壊以上3000円～1万円）

共同募金会
浦安市支会

全壊
大規模半壊

半壊

26
1995
2920

4941 2981 60.3％

災害援護資金貸付
（半壊以上170～350万円）

千葉県市町村
総合事務組合

全壊
大規模半壊

半壊

26
1995
2920

4941 50 1.0％

　政府は、東日本大震災を激甚災害に指定し、
東北地方を中心に災害救助法の適用を決定し、
その後、浦安市も被害が発生した３月11日に
遡って災害救助法の適用を受けました。市は、
この適用を受ける際に公共土木施設の災害復旧
に係る被害想定見込み額を約734億円と試算し
ましたが、このたびの復旧事業に係る災害査定

申請額は約243億円でした。この見込み額と申
請額の違いは、例えば主なものをあげると、①
道路の被害状況では、見込み額の算定の際に路
床からの舗装打ちかえなどの経費を見込んだも
のの、災害査定では復旧の対象にならず、②雨
水管も全体的に沈下してしまったものの復旧の
対象にならないなど市の考え方と大きな隔たり

があったことや、③下水道については当初の被
害想定よりは下水管の破損が少なかったことな
どによるものです。この申請額に基づき、国土
交通省や文部科学省などの査定を受け、国の国
庫負担金などが決定します。なお、申請額は、
復旧に係る費用のみで、液状化対策費などは含
まれていません。

浮上

破損

継手ズレ・脱却

躯体ズレ管路（本管）
土砂流入

たるみ・蛇行・滞水

マンホール

施設数

管路被害内容 マンホール被害内容

被災数

たるみ・蛇行

破損・クラック・変形

継手ズレ・脱却・浸入水

土砂流入

0 （km）20 120 210

施設数
被災数

蓋関連の異常
破損・クラック・変形

躯体ズレ
マンホールの浮上
マンホールの沈下
管口突出し・抜出し

滞水
土砂流入

0 （個）500 4000 6000

道路高の調整

災害査定※

国の被害認定基準の緩和
県・市独自の支援制度決定

◆市内23地点でボーリング調査
　 埋め立て砂層、沖積砂層を対象に、地盤強度や砂粒の大き
さ、液状化の起こりやすさを調べました

◆三成分コーン貫入試験を実施（53地点）
　 地盤強度や地下水圧を測定して、地盤の性質を調べました

元町・中町・新町で地盤調査を実施

地盤調査

再・創生事業

　市は、３月11日の大震災の発生から約１カ月間、市内の建設業協力会や事業者、各地の自治体、特に東京都下水道局や関連事業者の支援などを
受け、４月15日に応急復旧を完了し、その後、住宅・生活再建支援など各種支援事業を展開してきました。さらに現在は、復興に必要な国庫負担
金などの確保のため、国土交通省や文部科学省などの災害査定を受けています。市が予定している復旧・復興スケジュール、現在までの住宅・生活
再建支援の各種制度への申請状況、国による災害査定の状況、さらに復興に向けたその他の取り組みの現況などについてお知らせします。

道路高の
基本的な
考え方

下水道施設の被害状況

液状化対策技術検討調査委員会を設置
　市では、今後、浦安のまちを復興させ、新た
なまちづくりを進めるうえで、液状化対策を適
切に実施することが重要な課題だと認識してお
り、復興計画の策定に先駆け、地盤工学会、土
木学会、日本建築学会の協力を得ながら、「浦
安市液状化対策技術検討調査委員会」を設置
し、液状化対策などの検討を行っています。
　液状化対策技術検討調査委員会では、液状化
の被害状況と地盤特性の相互関係の取りまと
め、直下型地震や海溝型大規模地震が発生し
た場合の液状化の被害程度の予測をするととも
に、市民生活に混乱を生じさせないために必要
な社会基盤施設の性能を満たすための液状化対

策の検討や、公共建築物や小規模建築物の液状
化対策工法の分類・整理などを行います。
　液状化対策技術検討調査委員会の検討成果
の一部は、平成24年度予算に反映させる考え
で、10月下旬を目

め

途
ど

に中間の取りまとめ、年
内に検討の取りまとめを行う予定で、第１回を
７月22日に、第２回を９月12日に開催しまし
た。委員会の議事録や会議資料は、市ホームペ
ージでご覧になれます。
　なお、この液状化対策技術検討調査委員会で
の検討を円滑に進めるための情報や資料の整理
を行うとともに、この委員会の検討状況を今後
策定する復興計画に反映させるため、庁内に

「浦安市液状化対策技術検討タスクフォース」
を7月11日付けで設置しました。

※ 市・県の住宅支援の申請は補修などの工事終了後となることや、関連工事が集中し、施工業者の手配に時間がかかることな
どから、８月31日現在での申請世帯数が少なくなっているものと考えられます
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使用しています。

見やすく読みまちがえにくい
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を採用しています。

「ふるさと復興市民会議」がスタート
　ふるさとづくり推進協議会では、わが街浦安
の復興・再生に向けた活動として、「ふるさと
復興市民会議」を設立し、市民がこれから浦安
の復興に向け、どうしていくべきか、何ができ

るかを話し合っていきます。
　この会議では、ふるさとづくり推進協議会に
加盟している378団体に参加を募り、市民の皆
さんの意見を取りまとめていきます。

　市では、取りまとめられた意見を、今後策定
する復興計画に反映させていきます。

開催期間 ９月上旬～平成24年３月末（予定）、月１～２回程度

【問】　協働推進課

大 学
ふるさとづくり推進協議会

ふるさと復興市民会議ふるさと復興市民会議

情報収集・集約・整理
各団体への情報提供など情

報
提
供
な
ど

市　民

浦安市

災
害
復
興
本
部

復興計画策定

378 団体

事業者

市民活動団体

復興計画
検討委員会

（10月設置予定）

液状化対策技術
検討調査委員会

情報発信

情報提供、意見・提言

Ｕモニ、ツイッター、
パブコメなど意見聴取

シンポジウム参加など

「ふるさと復興市民会議」の概要

【問】　広聴広報課

　市では、復興計画を策定し、本
格的な復興業務に取り掛かるた
めに、広く市民の皆さんの意見
を伺い、復興計画に皆さんの声
を反映させる手段の一つの方法
として、t

ツ イ ッ タ ー

witterを利用して、意
見交換会を予定しています。
　日時など、詳しくは、決定し
だい市ホームページや市の公
式ツイッター（http://twitter.
com/urayasu_koho）でお知
らせします。

twitter de 
復興参加

「復興に向けた基本方針」の策定

【問】　企画政策課

　３月11日に発生した東日本大震災では、東北地方を中心に、地震発生に伴う大津波により未曽有の被害がもた
らされました。東京湾にも平均で１m程度の津波が到達し、浦安市でも、日の出護岸付近では１m程度の津波
が到達しました。また、津波は猫実川を遡

そ

上
じょう

し、同日午後６時40分ごろに、猫実排水機場で、高さ約2.1mの津
波を計測しました。
　今後、首都直下地震や東海・東南海・南海地震などの大地震
発生に伴い、浦安市での津波による被害を心配されている市民
の皆さんも多いようですが、政府の中央防災会議では、これま
でのところ、東京湾で発生する津波高について、首都直下地震
で50cm、東海・東南海・南海地震で１～２mと予測している
ことから、市では、津波による浸水の危険性は低いと考えてい
ます。
　また、同会議では、現在、東海・東南海・南海地震につい
て、従来の震源域を拡大したマグニチュード９クラスの大規模
地震を想定して、津波や長周期地震動に着目した被害想定の見
直しをしているところですが、市では、中央防災会議における
津波の被害想定の見直し作業の進

し ん

捗
ちょく

状況などを見ながら、東日
本大震災による経験を踏まえつつ、地域防災計画の見直し作業
を実施する予定です。

　市は、浦安市賢人会議からの「復興に向けた
浦安市への提言」を踏まえ、9月11日に「復興
に向けた基本方針」を定めました。今後は、こ

の基本方針をさらに深化させ、復興に向け、市
民全体で共有化を図っていきます。基本方針の
要旨は以下のとおりです。なお、基本方針の全

文と賢人会議からの提言は市ホームページでご
覧になれます。

基本理念

津  波 首都直下地震で50㎝、東海地震などで１～２m

⇨ 

市
公
式
ツ
イ
ッ

タ
ー
二
次
元
バ

ー
コ
ー
ド

荒川荒川多摩川多摩川

東京湾東京湾

隅田川隅田川

隅田川 小台
15.0キロメートル
0.75メートル
（最大偏差）

鶴見川 芦穂橋
1.8キロメートル

３月11日 午後５時50分
第２波

1.15メートル
（最大偏差）

荒川 南砂
-0.63キロメートル

３月11日 午後７時10分
0.82メートル
（最大偏差）

江戸川 妙典
0.71キロメートル

３月11日 午後６時30分
第２波

1.07メートル
（最大偏差）

鶴見川鶴見川

江戸川江戸川

浦安市浦安市

多摩川 河口
0.09キロメートル

３月11日 午後５時50分
第２波

0.95メートル
（最大偏差）

東北地方太平洋沖地震による東京湾内各地の津波到達状況
（国土交通省 水管理・国土保全局資料より） 【問】　防災課

◯ 復興に向けた基本理念を定め、今後はこれをさらに深化させ、市民全体
で共有化を図っていく。

○ 東日本大震災の経験は、私たち日本人の意識の奥底で大きな変革をもた
らしている。生命の尊厳を自覚し自ら守らなくてはならないこと。畏敬
の念をもって自然災害と共生していかなければならないこと。災害時に
は地域社会に参加し共に生きていかなければならないことなどである。

復興に向けた基本方針（要旨）

理念２
　将来への備えと市民サービスの向上に向けて、全市民が持てる全て
の力を結集し、来たるべき時代の先駆けとなる地域社会を追求する。

市民協働による豊かさと幸せの共有

理念１
　大災害を、今を生きる浦安市民全てが自らのこととして受け止め、
痛みと悲しみを皆で分かち合う心をもって、復興に邁

まい

進する。

痛みと悲しみの分かち合い

　これまでの行政運営を徹底的に見直し、災害に強い都市へ再構築し
ていくとともに、災害時には、様々な地域・主体が相互に連携して的
確に対応できるよう災害対応型のガバナンスの形成を目指す。

安全で安心な暮らしの再構築理念３

○ この被災の経験を市民全体で分かち合う心を持って、全ての市民力を結
集させて復興を目指していく。

◯ 市はすべての市民に対して明るい未来と希望を示し、物理的な安全と人
と人との関わりから生まれる安心感で築ける、より豊かで幸せな暮らし
の姿を示していく。

◯ 市民、産業界、行政などが集まって議論できる場を設置し、多くの知見
を結集させ、その成果を市政に継続的に反映させて行けるよう取り組ん
でいく。


