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１．ふるさと復興市民会議これまでの経緯

東日本は平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震により未曾有の

被害に見舞われた。浦安も液状化により広範囲に及びインフラが損壊し、多くの

市民の日常生活は困難な状況に置かれた。

現在も、インフラの本格復旧が進行中の状況で生活に支障を抱えている市民は

少なくない。

私たち「ふるさとづくり推進協議会」は、市内の 370 を超える団体で構成され、

市民が、心のふれあう明るく住みよい地域社会の建設に参加することを目的とし

て活動している。

私たちはこのような目的のもと、わが街浦安の復興・再生に向けた活動として

平成 23 年 9 月に 63 団体 73 名からなる「ふるさと復興市民会議」を設立し、市

民がこれからどうしていくべきか、何が出来るかを中心に話し合っているところ

である。

ここに、ここまで議論してきた内容について自助・共助を除き、市に提言する

もののみを中間報告するものである。

なお、今後は、震災前よりも住みよいまちづくりを目指す“創生”について

会議を行い、平成 24 年３月末に、これまでの議論をまとめた提言書を作成する

こととしている。
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２．市への提言

（１）地域コミュニティの醸成

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。

市には、地域コミュニティを醸成するために、自治会等に対し

様々な角度から支援を要望する。

取り組みの方向

○ 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

○ 自治会等への要支援者等の情報提供
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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ものは情報で

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こ

とから、市には情報提供の強化を要望する。

取り組みの方向

○ 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、避難所等の施設を、災害時には地域における

情報発信拠点とし活用
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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・道路等の損壊、大量の土砂の

噴出、上下水道などライフラインの寸断などが発生し、日常生活や生活基

盤に大きな影響を与えた。

ライフラインについては、市には防災だけでなく減災を強く意識した対

策を要望する。

取り組みの方向

○ 液状化を想定した災害に強いインフラ整備

○ 特に、下水道は市民生活上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を実施
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（４）消防体制の充実

消防体制については、液状化、水害、火災、建物被害そして負傷者の発

生など様々な形も想定した対策を要望する。

取り組みの方向

○ 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

救護にあたれるように体制を強化
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（５）帰宅困難者問題（市内滞留者・市外帰宅困難者）

帰宅困難者については、行政の対策に従っていただくことを基本原則

に行うよう要望する。

取り組みの方向

【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・在学して帰宅困難者となる市民に、交通機関

が途絶した場合には勤務先や学校等にとどまるように周知

○ 帰宅できない市民の家族を支援できる体制を整備
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（６）森の防潮堤の設置※

※森の防潮堤の設置：

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。

森の防潮堤の設置に関しては、下記のように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、長期的な計画作りを願いたい。

【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

める効果も期待される。

【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。
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（７）水門の設置※

※水門の設置：

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課題となって

いる。

水門が高潮や津波、洪水などの水害に対して有効であり、浦安市の防災

強化につながるのであれば、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つけた整備などを考

慮した計画作りを願いたい。

特に、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、財政負担が市民に多くかからないように要望する。
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（８）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、更には市民及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。

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

いただきたい。

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していただきたい。
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３．これまでに出た主な意見

（１）地域コミュニティの醸成

・自治会への加入促進や自治会の設立を支援するなど、地域コミュニティの形成を

促進する取り組みを強化する。

・医療等の分野における住民の多様なニーズに応えられるよう、市の医師、助産師

等の専門職と自治会等が連携できる防災組織を整備する。

・助け合いのできるまちづくり

・自治会ごとの災害時の体制づくり

・各自治会が所有している防災機材の情報交換の場の提供

・要支援者の支援体制

・避難所へ、老人･病人用のベッドの設置

・市･指定の避難所以外にも｢水｣等の供給を検討

・避難場所への災害電話の設置

・要支援者や一人暮らしなど孤立状態の方へのライフラインへの対応

・日常からの交流活動の活発化

・夏祭り等イベントの活発化

・平日在宅者を中心にした活動を行う。

・防災訓練の充実

可搬式消火ポンプ指導試験を定期的に実施

安否確認訓練のための情報の提供（要支援者）

・自治会への防犯関連の助成等による支援

・市内の防犯カメラの設置の増設

・市内のスポーツ施設の早期復旧

・防災訓練のメニューの再考

（２）情報提供の強化

・県をはじめとする関係機関との連携を密にし、正確な情報を適時、市民に発信す

る。

・市は情報を、より多くかつスピーディーに発信する。

・防災無線などの市の情報伝達媒体を、災害時に確実に活用できるように整備する。

・市内の滞留者に対して受け入れ避難場所について適切な誘導を行う。

・市の防災放送のスピーカーが、全域でなく地域ごとに使用できるように。

・市のスピーカーが、全く聞こえなかった。改善策を考えて欲しい。

・地域防災無線の使用方法の研修

・簡潔でわかりやすい防災行政無線の放送

・市のシステムによるホームページ設立や運営

・情報キーステーションを設置し情報を一元化(ツイッターや市民活動センターの活用)

・災害発生時、公民館・学校・避難所等を情報の中間拠点として活用
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・停電時の情報提供のあり方について検討

・最悪の場合をはじめ様々な事態を想定した訓練の実施など防災訓練のあり方について

検討

・人命救助と個人情報保護の兼ね合いについて優先度合を考えて弱者情報を自治会に提

供する方向で検討

・防災行政無線について災害時の警報が分かりやすくなるように、通常時と違う警告音

を鳴らすなどのソフト面での工夫を検討

・戸建てやマンションなどの住居形態、住民の年齢構成など地域の特性に応じた自主防

災マニュアルを自治会等が作るための支援

（３）ライフラインの復興

・避難所等の防災備蓄倉庫における防災用品に簡易トイレ、土嚢袋、スコップ等も

備蓄する。

・避難所等への浄化槽などの防災設備の整備について検討する。

・避難所等における仮設トイレの設置をより迅速に行う。

・県との連携を強化して、上水道と下水道の復旧状況を的確に把握して市民に使用

可能な状況について情報発信する。

・幼稚園や保育園、学校など子どもが活動する場所の復旧をもっと早くする。

・液状化に伴うインフラの復旧を早急に行う。

・避難場所の見直し（津波の想定はなかった）

・災害時に強い病院等の公共施設を整備する。

・防波堤の不安

・液状化による道路変形の防止ができる道路構造へ。

・避難場所に指定してある各公園は、液状化の恐れがあるので再検証を。

・津波の場合の緊急避難場所の確保と現在の避難場所の安全性を再確認する。

・耐震化について、市民を啓発する。

・土嚢袋等の復旧作業に関わる備品や消耗品の備蓄の再確認

・防災から減災への考え方の転換

・どのレベルまで予算を使うかについての市民参加での検討

・応急、復旧工事について、市の要請無しに近い民間企業が動ける体制づくり

・人命に関わる応急復旧の費用補償を市に求められるようにするための災害時協力ガイ

ドラインの策定

・他市の協力が得られない状況を想定して、ボランティアの活用方法を検討（自己完結

型）

・道路の修復に合わせて電柱の地中化、更には電線・下水道などのインフラの共同溝化

・下水道処理場の分散化

・減災を念頭に、災害が発生した場合生活を復旧させるまでの１週間の生活を体験する

ような早期生活復旧キャンペーンを行うことにより、備えておくべき物資等や、行政･

自治会･住民の役割分担のあり方を明確化してルール化
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（４）消防体制の充実

・消防団の重要性を再認識し、啓発を強化

・軽可搬ポンプや発電機の数が足りないと感じているので整備を推進

・水害に備えて、排水ポンプの充実

・備蓄倉庫、防災倉庫の中身や開け方等が広く知られていないため、管理及び使用方法

の確立

・災害時派遣医療チーム及び医師会と市や自治会等との連携を推進

・自主防災組織間の連携の促進

・新町地区に消防署を設置

・元町地区で、避難ルート・避難場所等をしっかり把握できるように避難訓練を強化

（５）帰宅困難者問題（市内滞留者・市外帰宅困難者）

【帰宅困難者問題（市内滞留者）】

・ＴＤＬ等、観光客の避難場所の確保

・ＪＲ及びメトロと連携し、交通手段や避難所の情報を提供

・勤務先や学校などと連携し、避難場所を集中させないように対応

・避難場所を明確化し、日頃から市民が避難場所を確認するよう支援

・交通情報の提供を一元化

・避難場所で医療・トイレ・水・食糧の確保

・市の窓口がどこであるか問い合わせ先を明確化

・駅構内に入れなくなることを想定して駅近くの施設を避難所に設定

・ＪＲの駅に最も避難者が集まることを想定して駅の開放ができないか。

・市内の私立学校からの生徒が公立小学校に避難してきて避難所があふれる事態が発生

【帰宅困難者問題（市外帰宅困難者）】

・勤務先･学校で待機する仕組みの検討

・帰れない方の子ども･家族への支援体制の構築

・帰宅困難者に対する情報提供

・交通渋滞が発生することから水路を活用できないか

・公共交通機関がストップした場合の湾岸道路の歩道の整備

・橋の耐震化

・浦安橋と舞浜大橋の間の橋の新設を。（旧江戸川）
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（６）森の防潮堤の設置

【進めるべき理由（メリット）】

・津波などの防災対策に有効である。

・液状化により大量に噴出した土砂や瓦礫を有効に利用でき、処理費用の軽減となる。

・木を植えることにより緑化対策となり、ＣＯ2の削減に効果的である。

・市民が共に植林することにより、地域コミュニティを育成できる。

・堤防の後ろに森ができれば、減災につながる。

・市民参加ができる。市民が植樹することで、街に愛着が生まれる。

・市のシンボルになる。

【付け加えられる価値】

・１株主を募り、市民の名前を入れるなど、市民参加を促すことができる。

・今後の発展として、林道や公園などをつくり緑に触れる機会につなげる。

・温暖化防止

・復興、浦安のシンボルとなる。

・子どもたちを中心に市民が植林をはじめとする森づくりに関わったり、木に寄附をして

くれた市民の名前入りの札をかけるなど、絆や未来志向に向け市民参加の森づくり・ま

ちづくりに資することができる。

・コンクリート護岸より場所によっては景観がよくなる可能性も。

・ベンチを設置するなどして憩いの場所になる。

【懸念する事項（デメリット）】

・一人の専門家の意見のみを聞くことへの懸念、不安

・膨大な時間と費用への懸念

・現在の総合公園のような、海にひらかれた浦安のイメージが消えるのではないか。

森に閉じ込められる気がする（閉塞感）

・大きな津波が来ないのならそもそも森をつくる意味はないのでは。

・防潮堤は一箇所だけなのか。

・中央防災計画とあうのか。津波の心配をしているのであれば、他の津波対策も検討する

べき。

・不審者や不法投棄などの防犯上の問題

・海などの眺望、日照への影響

・鳥、虫等の害

・火災の心配

・土地の問題

・防潮林の高さは、どの位になるのか。

・年間の管理費は、どの位になるのか。
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【クリアするための方法】

・多くの専門家の意見をとりいれる。さらに、専門家だけでなく市民の意見も参考にする。

・市民ボランティアを活用しコストの削減をはかる

・市民で防犯組織をつくる

・長期計画の策定

・防犯カメラ・街灯の設置

・がれきに混ぜる土の必要性

・土地と予算の確保

・子どもをはじめとする市民への継続的な啓発

・苗代を市民から募る（寄附）

（７）水門の設置

【進めるべき理由】

・高潮、大雨、津波対策に有効

・防災強化につながる

・堤防も震災で傷んでいるだろうから、新たに作ることで市民が安心。

・川の逆流を震災時に防げるのでは。

・水門の開閉で水の浄化にもつながるのでは。

・東水門がなくなくことになるのでは？その場合、道路を拡張できるのでは。

【付け加えられる価値】

・水をきれいにする取り組みが増える

・川を観光資源にする。屋形船や水上バスを目玉にする。

【懸念する事項（デメリット）】

・莫大な費用への懸念

・管理体制の不安（３．１１の震災時、市内の一部の水門が開かなかった）

・水質に影響が出ないか。

・護岸の耐震

・目的、必要性に関する更なる情報提供が必要

・市民税の負担増にならないか。

・県主体で進めて欲しい。

【クリアするための方法】

・費用対効果の検証

・市民に情報提供を行う。

・停電した場合の水門制御

・生活排水の改善

・設置主体となる県との調整が必要
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（８）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

・防災訓練を年１回でなく定期的に開催

・自主防災組織間の情報交換の場が必要（自分達だけでは意見交換が難しい）

・市民の声を取り入れた防災計画の策定

・防災訓練に小・中・高校生が参加して一緒に訓練

・自主防災組織の事業費として防災訓練費用の増額

・参加者を増やす施策の推進

・防災訓練だけでなく他のイベントと同時に開催など参加しやすい雰囲気づくり

・回答を求め続ける場が必要

・新しい場を作る必要

・市民活動センターを情報キーステーションとして活用

・様々な集会の実施やネットを活用した話し合いの場づくり

・市民大学などを活用した防災リーダーの養成

・市民会議は有効。専門・分野別で継続して話し合える場が必要
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４．資料

（１）議論の経過表

年 開催日 会議名 テーマ 参加数

平成

23 年

9 月 15 日

(木)

第 1 回ふるさと

復興市民会議

・震災後何が課題であったか、それをクリ

アするためにはどうしたらよかったか

54 団体

59 名

9 月 26 日

(月)

第 1 回とりまと

め会議

・グループごとに議論された内容を全体意

見としてまとめる

6 団体

6 名

9 月 28 日

(水)

第 2 回ふるさと

復興市民会議

・安全・安心な街にしていくために、自分

たちができることは何か、行政に求める

ものは何か

52 団体

55 名

10 月 5 日

(水)

第 2 回とりまと

め会議

・グループごとに議論された内容を全体意

見としてまとめる

9 団体

9 名

10 月 17 日

(月)

第 3 回ふるさと

復興市民会議

・震災に関する全体討議(自由テーマ）

・市長からの今後のまちづくりに対する課

題提起

47 団体

51 名

10 月 27 日

(木)

第 4 回ふるさと

復興市民会議

・これまで出された議論をふまえて、市に

対して提言する内容を考える

44 団体

48 名

11 月 2 日

(水)

第 4 回とりまと

め会議

・グループごとに議論された内容を全体意

見としてまとめる

9 団体

9 名

11 月 14 日

(月)

第 5 回ふるさと

復興市民会議

・これまで出された議論をふまえて、市に

対して提言する内容を考える

39 団体

42 名

11 月 17 日

(木)

第 5 回とりまと

め会議

・グループごとに議論された内容を全体意

見としてまとめる

・第 1回～第 5回までの意見を中間報告と

してまとめる

9 団体

9 名
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（２）議論の概要

第１回ふるさと復興市民会議 【9 月 15 日】

○テーマ：震災後何が課題であったか、それをクリアするためにはどうしたらよかったか

○概 要：課題は「情報」、「ライフライン」、「地域の連携」の３つに分けられた。解決

の取り組みの全体的な方向としては、自助・共助の強化、日頃からの地域づくり、

更には市民及び行政が効果的に連携できる体制づくりの重要性について意見が出

された。

第２回ふるさと復興市民会議 【9 月 28 日】

○テーマ：安全・安心な街にしていくために、自分たちができることは何か、行政に求める

ものは何か

○概 要：今後想定される災害に備え、安全で安心な街にしていくためには、今回の教訓を

活かし、課題解決に取り組んでいかなければならない。

取組みの方向として、助け合いのまちづくりを目指した「地域コミュティの醸

成」、有事の際に正確な情報を把握するための「情報取得のための仕組みづく

り」、日常から災害を意識した自助・共助・公助による「防災体制の強化」に取

り組んでいくことが出された。

第３回ふるさと復興市民会議 【10 月 17 日】

○テーマ：・震災に関する全体討議(自由テーマ）

・市長からの今後のまちづくりに対する課題提起

○概 要：市長から、災害復旧に関する市の財政負担、高潮・津波対策、噴出土砂と瓦礫の

処理、液状化対策、下水処理などの課題について説明があった。

第４回ふるさと復興市民会議 【10 月 27 日】

○テーマ：これまで出された議論をふまえて、市に対して提言する内容を考える

○概 要：第３回にて市長からプレゼンテーションで説明のあった「森の防潮堤」と「水門

の設置」について、賛否及び懸案事項の議論をした。

第５回ふるさと復興市民会議 【11 月 14 日】

○テーマ：これまで出された議論をふまえて、市に対して提言する内容を考える

○概 要：これまでの議論を踏まえ、更に検討が必要な項目である「帰宅困難問題」及び

「消防体制の充実」を含めて、市に対して提言する内容を議論した。
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（３）各回の意見・まとめ

第 1回 ふるさと復興市民会議 グループ別発表要旨

Ａグループ

１．出席者

上野菊良（司会）、富山勝夫、亀山美穂子（記録）、佐々木規仁、井戸直行、大師堂武、

佐藤伸、角間信義、丸茂満枝、杉村直、田村正博、樋口正、今西美和子、

瀧井健次（発表）、荒井道男

２．発表要旨

課題 自助 共助 公助

メンタル面（例：イベント

の相次ぐ中止→元気がなく

なった）

・民生委員

・自治会近隣

コミュニティ、組織網

の構築

上水（重たい水を一人で運

ぶのは大変、近くに助けて

くれる人がいない、給水こ

ない、貯水槽使用不可）

高齢者や障害者の弱者

対策

★下水（★付箋一番多）

（トイレが使えない）

被害が少なかった元町

の活用

帰宅問題（市から出る人、

市に戻る人）

避難場所の明確

化、指示の明確化

市の情報（市のスピーカー

が使用不可）

各家庭に市の情

報が入る機器が

あるとよい

・連絡体制の確立（自
治会 PC などで情報を
管理できるとよい、ペ
ーパー紙の活用）
・メールが役立った←
しかし、全員ではない
ので、いかに全員に迅
速に伝えるか

商売の売上げ減 地域の活性化

食料（必要なところにまわ

らない）

大型店スーパーへの申

し入れ

市 の 食 料 は ど こ

に？誰が管理して

る？（管理体制）

子ども（活動する場所の復

旧の遅さ）

子どもの安全確保

液状化（道路のデコボコ、

家の破損）

早期対策を

停電 行政からの詳しい

情報を！
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３．発表内容

（１）メンタル面（元気がなくなった）例 イベントの中止

→民生委員の問題もあるが、近くのコミュニティの構築が必要

（２）上水の問題

高齢の方＝重たい水を一人で運ぶのは大変

近くに助けてくれる人がいない→弱者対策の必要性

なかなか給水こない、貯水槽が使えなかった

（３）交通

市に入ってきた人をどうする？

避難場所に人がいっぱいでたらいまわしにされた→指示の明確化（市への要望）

市に入る人、市から出る人の問題

（４）市の情報

・市の広報スピーカーが役立たなかった

・メール情報がすごく役に立った←！でも全員が使えるわけではないから、どんなふうに全員

に迅速に情報を伝えるかが課題

例）マンションで情報を紙で配った→連絡体制の確立

（自治会のパソコンを管理できるとよい。各家庭に機器があればよい。）

（５）下水

★付箋が一番多かった

被害が少なかった元町を活用する必要性あり

（６）商売

商売の売り上げ減→地域の活性化

（７）食料品

・スーパーが協力的だった

・今後、震災時に食料品の確保の申し入れが必要

・どこにどんな備蓄があるか→管理体制の徹底

（８） 下校時の子供の安全確保

・幼稚園や保育園、学校など、子どもらが活動する場所の復旧がおそかった

（９） 液状化

・道路のでこぼこ、家の破損→家の購入ができない不安。

・市に対して：早期対策を。
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(10)停電

計画停電の情報がまわらず困った。行政から詳細情報を。

まとめ

① 地域の連携の大切さ（自助・共助）

② ライフラインの強固（今回はこれで済んだが、もう一回液状化が起きたらどうするか。

安心に家を建てられるようにしてほしい。）

Ｂグループ

１．出席者

小川純一朗（進行）、深作寛（進行）、江澤勇一（記録）、肘井哲也（発表）、

清家省二（発表）、川口英樹、福田敏明、牧野芳子、辻純一郎、毛利勇、黒濱百合子、

竹内文男、折本肇、増山満、阿部皓子

２．発表要旨

課題 自助 共助 公助

上水道 ・日ごろからの備蓄 ・防火水槽の活用 ・県との連携

下水道 ・県との連携

情報 ・自ら取りに行く ・情報弱者をなくす ・正確な情報の発信

様々な課題が出されたが、大きな課題は組織運営、ライフライン、情報、防災、無関心など

があげられた。時間がなく、すべてを議論することはできなかったので、上下水道と情報につ

いて中心的に議論を進めた。また。多くの課題に共通するのが、情報の問題点であるとの意見

が多く出た。

（上下水道の課題解決）

自助：備蓄を常に心がける

共助：水の確保のため、自治会で火事の心配が無いと判断して防火水槽の水をトイレなどに

使用するように、配布した。

公助：県との連携を強化して、迅速な対応をとれる体制作りを望む

（情報の課題解決）

自助：自ら情報を受け取りにいくことが大切である。

共助：市や民間からの情報を収集し地域住民へ発信することで、情報弱者をなくす。具体的

な方法として、ホームページの作成や臨時携帯などをデジタルコンテンツを活用する

とともに、紙での掲示板やチラシなどのアナログも併せることが有効である。

公助：正確な情報をわかりやすく迅速に発信することを望む
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Ｃグループ

１．出席者

石神巌、林正雄、浅田真三、望月薫、仲谷きせ子、木澤盛、伊能隆男、神野紳一郎、

亀山大二郎（記録）、来田美鈴、山田順子、相馬英行、栗林邦夫、三井裕、鈴木康年（進行）、

奥村千佳（発表）、杉山かおる

２．発表要旨

課題 自助 共助 公助

情報通信 ・隣り近所の関係を密に

する。

・ネットの活用

・テレフォンカード、ラ

ジオ、10円玉を携帯。

・隣近所の関係を密にす

る。

・市の情報をより多く、か

つスピーディーに出す。

・市の防災無線をデジタル

化して聞こえやすいよう

にする。

安否確認 ・伝言ダイヤルの利用方

法を習得する。

・安否シールの活用（玄

関先に家族の安否状況

を貼るなど）

・要支援者リストを非常時

には自治会にも提供す

る。

ライフラ

イン

・水、トイレ、食料、コ

ンロ等の備蓄（３日～

１週間程度分）

・簡易トイレの備蓄 ・避難所の防災備蓄品・施

設（浄化槽など）の充実

・非常時における地下水の

活用の検討

防災組織 ・自治会への加入の促進

・自治会の活動への参加

・日頃の訓練の強化

・非常時に防災組織が機

能するように、震災の

経験を踏まえ役割を見

直す。

・100 世帯以下でも自治会を

持てるように基準を緩和

する。

・市の専門職（医師、助産

師等）と自治会等とのつ

ながりを持てる横断的な

防災組織をつくる。（こ

のような組織や連携体制

があれば、もっとできる

ことがあった）

噴出土砂

の片付け

・ボランティアの活用

・隣近所の助け合い

・自衛隊の派遣の充実

病院、学

校等の公

共機関

・救急箱の準備

・持病薬の準備

・学校への迎えの支援な

ど隣近所のつながりの

強化

・災害時に強い公共施設・

機関（病院等）をつく

る。

まとめ 隣近所のつながり、「きずなづくり」が重要
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（１）情報通信について

【自助】

・隣近所と日頃からお話をするなど関係を密にしておくことが重要である。

・非常時にはネットを活用するよう心がける。

・公衆電話を使用することも想定して、テレフォンカードや 10円玉を携帯しておく。

・情報を取得しやすいように小型ラジオを携帯しておく。

【共助】

・自助と同様、隣近所と日頃からお話をするなど関係を密にしておくことが重要である。

【公助】

・市の情報をより多く、かつスピーディーに出す。

・防災無線が聞こえなかった所もあったので防災無線をデジタル化する。

（２）安否確認について

【自助】

・安否確認の伝言ダイヤルの利用方法を習得しておく。

【共助】

・玄関先に家族の安否状況などを知らせるような安否シールを活用する。

【公助】

・要支援者リストは公開することが難しいものではあるが、非常時には地域が支援しやすいよ

うに自治会にも提供する。

（３）ライフラインについて

【自助】

・水、トイレ、食料、コンロ等などを３日から１週間程度備蓄しておく。

【共助】

・自治会等で簡易トイレを備蓄しておく。

【公助】

・避難所の防災備蓄品を充実するとともに、浄化槽などを設置しておき、トイレや生活排水を

処理できるようにしておく。

・非常時における地下水の活用の検討

（４）防災組織について

【自助】

・助け合いがしやすくなるように、自治会への加入や自治会の活動への参加を促進する。

・防災訓練に日頃から参加する。

【共助】

・今回の震災で防災組織がうまく機能しなかった。実際に震災が行った場合に機能するように

今回の経験を踏まえ、防災組織の役割を見直す。

【公助】

・100 世帯以下でも自治会を持てるように基準を緩和する。
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・市の専門職（医師、助産師等）と自治会等とのつながりを持てる横断的な防災組織をつくる。

グループの助産師の方からこのような組織や連携体制があれば、もっとできることがあった

との意見があった。

（５）噴出土砂について

【自助】

・なし

【共助】

・ボランティアの果的な活用方法を検討しておく。

・隣近所の助け合いを強化する。

【公助】

・自衛隊による支援を強化する。

（６）病院、学校等の公共機関

【自助】

・救急箱、持病薬等を常備しておく。

【共助】

・学校への子どもの迎えを近所の方が支援するなど隣近所のつながりを強化する。

【公助】

・災害時に強い病院等の公共施設を整備する。

（７）まとめ

・隣り近所のつながり、「きずなづくり」が重要
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Ｄグループ

１．出席者

長 浩幸（進行）、大塚 三枝子（記録）、加藤 里行（発表） 岡本 正行、軽部 美冶、
斉藤 正伸、西岡 純二、彦田 一夫、藤岡 暉生、藤塚 一久、三輪 哲朗、和田 恒子

２．発表要旨

（１）ライフラインについて

【自助】

・ペットボトルやトイレシートなどの備蓄。風呂の水を残しておく。

【共助】

・マンションの受水層を活用する。但し、戸建てとマンションでは対応が異なる。

【公助】

・給水情報が少なかったので、積極的な情報の提供を求める。

・簡易トイレを長期間使用するのは、衛生上、耐え難いので仮設トイレの設置を求める。

（２）通信について

【自助】

・市の重要なお知らせメールの登録。

【共助】

・住民の安否確認。近所の声がけが重要。

・携帯の重要なお知らせメールは、大変に立ったので、普及啓発を。

【公助】

・防災無線が聞こえず、機能していない。

（３）土砂について

【共助】

・土砂かきの際のスコップや土嚢袋が足りなかったので、備蓄する。

【公助】

・土砂かきの際のスコップや土嚢袋が足りなかったので、備蓄を求める。

課題 自助 共助 公助

上水道 ・３日間の備蓄 ・マンションの受水層の活用 ・給水情報

下水道 ・仮設トイレの設置

通信 ・携帯メールの

登録

・住民の安否確認 ・防災無線が聞こえない

・携帯メールの啓発

土砂 ・土嚢袋やスコップ等の備蓄 ・土嚢袋やスコップ等の

備蓄



- 25 -

第 1回 ふるさと復興市民会議 意見まとめ

テーマ：発災後、何が大きな課題であったか

総 括：課題は「情報」、「ライフライン」、「地域の連携」の３つに分けられる。解決の取り

組みの全体的な方向としては、自助・共助の強化、日頃からの地域づくり、更には市民

及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｣を推進することが重要

である。

課題１ 情 報

課題２ ライフライン

課題３ 地域の連携

発災時から発災後、市民にとって最も必要なものは情報である。

正確で迅速な情報が提供できれば、冷静な行動に導くことができ、人的被害を最小限に抑

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る。

そのために、市民は自らが多様な情報媒体を活用し、情報収集にあたらなければならな

い。高齢者や障害者などの情報弱者には、自治会等がその役割を担わなければならない。市

は多様な情報・通信システムの整備を図らなければならない。

★その他の意見

○イベントの中止による活力の低減や、地域において売上が低減しているところもあり、

地域が元気になるようなコミュニティを中心とした活性化策が必要。

○比較的被害が少なかった元町地域との連携を図る。

解決のための取り組みの方向

発災後、本市では液状化を主とした要因により、上下水道の損壊、土砂の噴出や家屋・

道路等の損壊などにより、日常生活や生活基盤に大きな影響が生じた。

今回の影響を踏まえ、市民は自ら生活する上で必要な水や食料等を備蓄しなければなら

ない。自治会等は土嚢袋、スコップ等の防災用品を充実しなければならない。市は、避難

所等における防災用品の充実化をはじめ、仮設トイレの早期設置や学校等の早期復旧、損

壊したインフラの復旧を早急に行わなければならない。

解決のための取り組みの方向

発災後、地域における生活支援や復旧活動を推進したのは自治会を中心とした地域住民

の連携・協力である。

市民は日頃から近隣との関係を密にするとともに、自治会活動に参加しなければならな

い。自治会等は、震災における運営の反省点を踏まえ、防災組織の体制を見直すととも

に、地域住民への支援を強化しなければならない。市は、自治会活動を促進するととも

に、市の専門職と自治会が連携できる体制を整備しなければならない。

解決のための取り組みの方向
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第２回 ふるさと復興市民会議 グループ別発表要旨

Ａグループ

１．出席者

富山勝夫（進行）、亀山美穂子、佐々木規仁（発表）、井戸直行、

大師堂武（記録）、角間信義、樋口正、今西美和子、瀧井健次、鈴掛壽子、江藤誠士

２．発表要旨

課題 自助 共助 公助

ラ イ フ

ライン

・ 水（ペットボトル）

・ 電気（乾電池）

・ ガス（卓上コンロ）

・ トイレ（便袋・簡易）

・ 自治会

・ 管理組合

・ 近隣（友人、知

人）

・ 上下水道

・ 防災用品の確保

・ 倉庫鍵の確認

情報 ・ 電話（充電確認）

・ 行政メールの活用

・ 自治会広報（掲

示板）

・ 地域の連携

・広報活動の見直し

（市の防災無線、スピーカ

ーの反響）

・民間への呼びかけ（ＮＴ

Ｔ通信会社等の開発）

救助 近隣の連携 ・ 自治会

・ 民生委員

・ 自衛隊

・ 消防警察

避難

場所

近隣高層住宅の位置の把握 自治会、民生委員

での誘導

・避難所の見直し

（高層住宅のオートロック

解除要請）

水 害 ・

津波

・事前（想定）シュミレー

ション

・堤防、護岸の強化

（１）ライフラインについて

【自助】

・自分たちで用意できるものは常備しておく。

【公助】

・上下水道が破損しても、すぐに修理してほしい。

・防災倉庫があっても鍵の場所がわからなかった→運用体制の見直しの必要性。
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（２） 情報について

【自助】

・普段から携帯電話の充電をしておく。

・行政メールの活用

【共助】

・自治会の掲示板で市からの情報を流す

【公助】

・広報活動の見直し

・市のスピーカーが全く聞こえなかった。改善策を考えてほしい。

・携帯電話が繋がらなかった。（9/21 の台風時にも au が繋がらなかった）市から、ＮＴＴなど

の民間の通信会社へ、災害に強い回線、電話をつくるよう呼びかけてほしい。

（３）救助について

【自助】

・日頃から隣近所との連携をつくっておくべき。

【共助】

・自治会や民生委員で、弱者の把握をしておく。

・災害時に、自治会や民生委員が中心となって避難場所への誘導をするべき。

（４） 避難場所について

【自助】

・日頃からどこに逃げたらよいか、場所や避難経路を確認しておくべき。

・津波が来た時に備え、近隣の高層住宅の位置の把握をするべき。

【共助】

・自治会や民生委員が中心となって避難場所への誘導をするべき。

【公助】

・避難場所の見直し（津波の想定はなかった）

・高層住宅のオートロックの解除の必要性

（５） 水害・津波について

【自助】

・とにかく逃げるしかない

【公助】

・現在の避難場所の見直し

・起こりうる被害のシミュレーション→堤防や護岸の強化

まとめ 広報活動と避難場所の見直しが必要
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Ｂグループ

１．出席者

小川純一朗、深作寛、辻純一郎（進行）、黒濱百合子（記録）、川口英樹（発表）、

増山満（発表）、肘井哲也、清家省二、牧野芳子、毛利勇、江澤勇一、服部丈夫、

丸茂一城

２．発表要旨

心配・不安・

危険なこと
自 助 共 助 公 助

火災

家屋の倒壊

ガスタンクの爆発

東京湾の炎上

・消火器

・風呂の水をため

る

・家屋の耐震診断

・各種保険に加入

・バケツリレー

・可搬式消火ポンプ

・各自治会での消防

組織の確立

・防災訓練

・ジャッキ(自治会)

・チェンソー(自治

会)

・日頃の共助の指導

の強化

・市の補助

・ハザードマップの

市民への周知

・防災組織の情報共

有

・軽可搬式消火ポン

プ

・市と自治会との情

報共有

情報･安否

電話が止まる

パニック

要介護者の安否確

認

・テレビ･ラジオ等

の公共メディア

の活用

・家族の連絡シス

テムを作ってお

く

・日頃から自分で

考える

・防火組織の確立

・高齢者や障害者の

弱者対策

ライフライン

護岸、

津波、高潮

内水の氾濫

電気・ガス・水道の

寸断

トイレ

・避難場所の確認

・自分で用意

・避難誘導・運営
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【自助】

１）火災について

・自分で初期消火できるように、防災訓練などに参加し、消火器の取り扱いを体験しておく。

・家屋の耐震診断をするなど、耐震対策を行う。

・地震保険など、加入しておく。

２）情報について

・情報の確認システムをつくっておく。

・日頃から、想定して、自分で対策を考えておく。

・家族間の安否の確認のためのルールを決めておく。⇒被災地の電話での安否確認が困難で、

被災していない他県を経由した方がスムーズにできたので、他県に連絡場所を作っておく。

３）ライフラインについて

・日頃から避難場所を確認しておく。

【共助】

１）火災について

・バケツリレーでの消火や、可搬式消火ポンプを使った消火活動の実施

・各自治会で防災部を組織しておく。

・自治会ごとに防災訓練の実施（消火器の取り扱い訓練の実施）

２）情報について

・自治会にソーラーパネルを設置し、電源の確保

３）ライフラインについて

・避難場所の共有化

・生活情報の収集伝達（自治会）

【公助】

１）・２）・３）共通

・日頃からの共助への働きかけの強化

・家屋の耐震診断の受診の際の補助

・ハザードマップをわかりやすく、市民へ周知

・防災組織の情報を共有化できるように。

・先進的な防災組織の運営方法等を学習できるように紹介する

・「自分のことは自分で守る」
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Ｃグループ

１．出席者

石神巌(進行)、林正雄、望月薫、仲谷きせ子、木澤盛、伊能隆男、神野紳一郎、

亀山大二郎、来田美鈴（発表）、山田順子（記録）、相馬英行、栗林邦夫、三井裕、鈴木康年、

奥村千佳、杉山かおる

２．発表要旨

課題 自助 共助 公助

津波 ・訓練に参加する ・避難対策

・避難場所の確認

・津波情報発信

・護岸堤防補強

・避難場所の整備・

確認

火災・再液状化 ・橋の確認・強化

物資 ・個人備蓄 ・防災倉庫の備え

鍵の保管

・水・プールの利用

情報 ・安否確認 ・安否確認

医療 ・常備薬

・情報共有

・病院の耐震

・専門家とのネット

ワーク

弱者 ・独居・高齢者･子ども･

障がい者の情報把握

住宅 ・耐震補強 ・耐震補強 ・啓発

・補助金

交通 ・公共機関がとま

った時

・隣近所のケア ・夜間照明

・道路確認

・子ども保護

その他 ・日本が心配･治安対策・雇用・原発事故・犯罪

（１）津波について

【自助】

・防災訓練に参加する

【共助】

・避難場所や対策を自治会単位で決めておく

【公助】

・津波情報を市として的確に提供する

・堤防強化を関係機関に要請する

（２）火災・再液状化について

【公助】

・避難経路としての橋の確認と強化をする

（３）物資について
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【自助】

・個人備蓄をしておく

【公助】

・防災倉庫を充実させるとともに、カギの所在を明確にしておく

・非常時におけるプール等の水の活用を検討する

（４）情報について

【自助】

・安否確認の方法を作っておく

【共助】

・地域での安否確認の方法を作っておく

（５）医療について

【自助】

・日頃服用している薬を備えておく

・情報を共有する

【公助】

・医療施設の耐震化を図る

・助産師などと連携して地区を必要とする人を巡回するシステムを構築する

（６）弱者について

【共助】

・独居・高齢者･子ども･障害者の情報把握しておく

（７）住宅について

【自助】

・倒壊に備え耐震補強をする

【共助】

・耐震補強についての情報を共有する

【公助】

・耐震化について市民を啓発する

・補助金制度を強化する

（８）交通について

【自助】

・公共交通機関が止まったときの帰宅手段を検討しておく

【共助】

・公共交通機関が止まったとき子どものケアなど隣近所で助け合う

【公助】

・夜間照明を整備し帰宅困難者の歩行を確保する

・道路確認を早急に行う

・学校などは親が帰宅していない子どもの保護を行う
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Ｄグループ

１．出席者

長 浩幸、大塚 三枝子、岡本 正行、軽部 美冶(進行)、斉藤 正伸(書記)、藤岡 暉生
（発表）、藤塚 一久、三輪 哲朗、和田 恒子、中島 純子、大塚 有子、鹿野 新一郎
鈴木 和子、高田 昇吾

２．発表要旨

課題 自助 共助 公助

地域コミュ

ニケーショ

ンの醸成

・ 近所づきあいの活

性化

・ 地域活動への積極

的参加による意識

改革

・ 自治会運営方法

の改善

・ 近所同士で助け

合いのできるま

ちに

・ 助け合いのできるまちづ

くりに

災害時の対

応力の強化

・ 非常用品の備蓄

・ 避難場所の確保

・ 防災、防犯活動

の強化

・ スコップ、土嚢

袋、給水袋等の

備蓄

・ 備蓄品の見直し

・ 防災体制の強化

環境の安全

化

・ 家具等の転倒防止

・ 見通しの良い住環

境構築

・ 幼児と一緒に集

ま れ る 場 を作

る。

・ 避難場所の確保

・ 避難場所の安全化検証

・ ハザードマップの作成と

周知

・ 通学児童の安全確保

・ 橋、道路、下水道の強化

・ 学校の安全確保

・ 津波、高潮対策のための

防波堤、護岸の強化

・ 液状化対策

情報 ・ 安全な避難場所を

知る。

・ 地域住民への情

報提供

・ 災害弱者の安否

確認

・ 家族、自治会員

の安否確認

・ 学校にいる子ど

もの安否確認

・ 震災時のマナー

啓発

・ 正確な情報の提供

・ 情報の迅速化

・ 地区ごとの行政無線での

放送

・ 災害弱者の情報提供

防災訓練 ・ 自治会活動に参加

する。

・ 新しいプログラ

ムが必要

・ 自 治 会 で の防

災、防犯巡回

・ 自治会長以外の

防災リーダーが

必要

・ 防災訓練の抜本的な見直

し

・ 全市での防災訓練
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（１）地域コミュニケーションの醸成について

【自助】

・ 住民同士の認識、誰が何処に住んでいるかを把握する。

・ 道行く人にあいさつをする。

・ 地域の方々が顔見知りになる(お互いが知り合う）。

・ 隣近所との人間関係を確立しておく。

・ 家の中にこもらず、外に出て広く見聞する。

・ 隣近所で助け合いをする。

・ ご近所がお互いに協力、助け合いながら協働で作業を行うような自治会活動を組み入れる。

・ 積極的に自治会活動に参加し、コミュニティづくりをする。

・ 自治会、老人会等の組織を利用した人と人とのつながりの確保。

【共助】

・ 自治会組織をしっかりと運営。

・ 転居が多く、自治会が機能しない。

・ 近所同士で助け合いのできるまちにする。

・ ふるさとづくり推進協議会及び自治会連合会が中心となり被災地へのボランティア活動を積

極的に進める(今回は、元町等被害の無い地区から団体等の応援は、殆どなかった)。

・ 災害時、市が不動産屋と連携し、転居せざるを得ない人を公的資金をもって援助する。

・ 被害家屋の補修方法については、市民は分からないので、市が音頭をとりブロックごとに専

門家を集めた説明会を開催。

【公助】

・ 助け合いのできるまちづくりにする。

・ 行政が一歩前を進み、ライトをあててくれると GOOD

（２）災害時の対応力の強化について

【自助】

・ 災害に備えて、3 日分の水、食料を備える。

・ 飲料水等の生活関連備蓄品は、最低 3 日間は各家庭で備蓄しておく。

・ 自分ができることは、ちょっと頑張ろう。例えば、3～6 日分の食料・飲料、簡易トイレなど

を購入しておく。

・ 避難場所を知っておく。

・ 救急救命講習を受ける。

【共助】

・ 自治会の防災組織を強化する。

・ 自治会組織を活用して、災害時の対応をする。

・ 昼間の防災組織をつくる（現役世代は、仕事で不在。高齢者で組織する。今川の教訓）。

・ 緊急時の防犯の強化

・ スコップ、土嚢袋、給水袋等の備蓄

・ 次にくる直下型地震が起きた時、震度 7強となる。現在の建物の耐震性のチェック
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・ 耐震補強の事前チェック

・ 次にくる直下型地震に対する予測と対策。

・ 震災シミュレーションの再確認。

・ ハザードマップの作成と周知。

・ 自治会での防犯巡回を行う。

・ 日頃から、震災時のマナーの啓発。

【公助】

・ 防犯監視カメラを増やし、犯罪未然防止と犯罪を許さないまちにする。

・ 第 3 次救急は、これで良いのか。

（３）環境の安全化について

【自助】

・ 震災による家具等の転倒。

・ 隣近所から、見通しの良い住環境にして、犯罪を未然に防止する。

【共助】

・ 幼児と一緒に集まれる場をつくる。自分で声をかけ運営。行政は、場の提供（今回、避難場

所で集まりたいと相談したら、断られた）

【公助】

・ 避難場所に高い場所も確保して欲しい。

・ 津波の場合の緊急避難場所の確保と今の避難場所の安全性を再確認する。

・ 津波時に避難できる高台の避難場所の設置。

・ 避難場所に指定してある各公園は、液状化の恐れがあるので、再検討する必要がある。

・ 避難場所に指定してある学校等の校庭は、至急液状化対策を実施する必要がある。

・ 学校等の安全確保。

・ 学校校舎での子ども達の安全性。

・ 火災に備えて、道を整備する。

・ 通学児童の安全確保。

・ 道路の整備。

・ 道路を直すための工事のたび、家が壊れている。

・ 液状化による道路変形の防止ができる道路構造へ。

・ 道路の確保。

・ 元町は、道が狭い所がある。消防車が入れない。

・ 道路、橋、下水道のハード面の整備。

・ 橋の落下、もしくは交通止め。

・ 公共交通機関の確保。

・ 防波堤の不安、津波。元町は、中町新町に比べ低くなっている。

・ 境川最東端に津波、高潮防止のための水門の建設。

・ 堤防及び恒久的な改築の実施。

・ 旧江戸川の堤防の安全性。
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・ ライフライン等の埋設物の工事は、今後液状化防止の措置を講じて実施する必要がある。

・ 液状化対策の抜本的な対策の構築。

・ ライフラインは、地上に出せるものは出すべし。

・ ライフラインの応急工事の敏速化を徹底する必要がある。

・ 復興の順序について、地域差がありすぎるので、検討。

・ 乳児が沐浴できる場所の確保（今回、ホテル等では難しかった）。

・ 仮設トイレの囲いがシートのため、外から見えるので再検討する必要がある。また、設置場

所については、周辺自治会と協議して決定する必要がある。

（４）情報について

【自助】

・ 安全な避難場所を知る。

【共助】

・ 自治会の連携を密にし、市内の情報を早く得て、各自が対処できるもの、援助を頼むものを

選別する。

・ 身近な方々からの要望を聞く。それを他に伝えていく。

・ 地域住民に情報提供するために、自治会が広報活動を積極的に行う。

・ 安全確認方法の確立。

・ 弱者の確認。

・ 学校にいる子ども達の安否確認。

・ 家族、自治会等の安否確認。

【公助】

・ メール、防災無線等での情報提供。

・ 正確な情報を知らせて欲しい。

・ 信頼できる情報の提供。

・ 市の防災放送のスピーカーが全域でなく各地域ごとに使用できるように。

・ 情報の迅速化を図る必要がある。

（５）防災訓練について

【自助】

・ 自治会活動に参加する。

【共助】

・ 従来の防災訓練では、今回の災害に役に立たなかった。新しいプログラムが必要。

【公助】

・ 全市で防災訓練。

・ 防災訓練の抜本的見直し（現実的な防災訓練）
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第２回 ふるさと復興市民会議 意見まとめ

テーマ：安全・安心な街について（安全・安心な街にしていくために、自分たちが出来ることは

何か。また、行政に求めるものは何か）

総 括： 今後想定される災害に備え、安全で安心な街にしていくためには、今回の教訓を活か

し、課題解決に取り組んでいかなければならない。

取組みの方向として、助け合いのまちづくりを目指した「地域コミュティの醸成」、

有事の際に正確な情報を把握するための「情報取得のための仕組みづくり」、日常から

災害を意識した、自助・共助・公助による「防災体制の強化」に取り組んでいく。

課題１ 防災体制の強化

課題２ 情報取得のための仕組みづくり

解決のための取り組みの方向

災害に強い街を築くためには、防災組織の強化・インフラの整備・日常から災害を意識した防

災訓練を行うなど、防災体制を強化しなければならない。

市民は、ライフライン断絶を想定し、数日間の食料や水、簡易トイレを備蓄しておく。また、

火災などの被害を最小限に抑えるための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する。

自治会等は、スコップや土嚢袋などを備蓄するなど災害時の対応に備える。また、組織が効果

的に機能するために、先進的な防災組織の運営方法を取り入れるなど、組織体制を再検証する。

市は、インフラを災害に強いものにするほか、市民の生命に関わる津波について、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を行う。

解決のための取り組みの方向

災害時における正確な情報の発信・収集は最重要課題である。そのためには、情報を取得す

るための仕組みづくりを確立する必要がある。

市民は、家族の安否に関する連絡方法を決めておくことや、行政からの重要なお知らせメー

ル、伝言ダイヤルの活用方法の取得、また、最寄りの避難場所を知っておくなど、日頃から自

分で対策を講じておく。

自治会等は、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、災害情報の提供や自治会員の安否確認などを行う。また、生徒・児童などの安否確認

についての学校との連絡体制を確立しておく。

市は、停電による電源喪失を想定したうえで、多様な情報媒体を活用し、正確な情報を市民

に発信する。加えて、高齢者や障がい者などの要支援者情報を自治会へ提供する。

また、行政無線については、その機能の改善を図る。
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課題３ 地域コミュニティの醸成

安全で安心な街とは、災害が発生した際、市民・地域組織・行政が共に助け合う街にしてい

くことであり、そのためには、地域コミュニティの醸成が重要である。

市民は、隣人とのあいさつを心がけるなどして、信頼できる関係を築き、防災訓練などの自

治会活動等に積極的に参加していく。

自治会等は、防災組織を強化するなど、災害時における地域力を向上させる。また、民生委

員等の活用により、日頃から災害弱者を把握しておく。

市は、地域コミュニティ醸成のための支援を行い、共助への働きかけをしていく。

解決のための取り組みの方向
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第３回 ふるさと復興市民会議 （会議概要）

１ 全体討議

インフラについて

・今後の復興、防災対策の中で、特に重視すべきは、道路と考える。上下水道・瓦斯・電力・

通信の要になってくるので、地盤改良などを考えるべきである。

・道路について補助金制度もあるようなので、一度調べてみるのもよい。

・水路の活用も考えてみてはどうか。

・液状化は、今後どうなるのか専門家に意見を聞くべきではないか。

・排水ポンプについて使用不可になる基準等、機能を把握する。

災害全般について

・震度別の対策が必要なのではないか。震度５、６、７、８の震災時に浦安市の想定される状

況を専門家に聞いていてはどうか。

⇒全てにおいて考えることが重要であり、想定して災害を絞っては対応しきれない面がでてく

る。

⇒具体的なイメージを作ることも必要であり、専門家の話を聞くことも有効である。

⇒市民目線で考えるのが優先である。

・情報が散在してわかりづらかった。情報のキーステーションを作り、情報の収集と発信を一

元化したほうがよいのでは

・水害の場合は避難所にも行けなくなってしまうと予想される。キティ台風などの水害にあっ

た過去の経験を活かして、浸水が目視でわかるバーの設置なども考えてみてはどうか。

・市民で過去の災害について勉強することも必要なのかもしれない。

・自治会の重要性を改めて感じた。情報の共有化を進めたい。

会議について

・会議で話した内容を、より具体的にしていかなければならないと感じている。

・若者が住みやすい（住宅支援など）新生浦安に向かって、よい再生に進みたい。

・具体的な案を出していくことが必要。例えば、防犯の補助制度を市に持ちかけるなど。

財政について

・財政的にも厳しくなってくるので、市民が協力できることも考えるべきである。

・どんな復興するのもお金がかかる。収税方法など、お金作りに関しても市民意見を入れた方

がよいのでは。
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２ 市長プレゼンテーション

１.財政について

・税の減収

平成 22 年度の末に被災をして、すでに、その時点では、平成 23 年度予算が議会の承認を

得ていた。

災害救助法の適応にもなったが、まず行ったのは新規事業の停止、そして補助金等も含め

て経費の 20％削減を行った。39 億 4000 万円の支出に対して、復興資金の捻出は 55 億 6000

万円を出せたが、来年度以降については減収などもあり大変厳しい。

・災害査定

現在、災害査定の最中であるが、災害査定に関する国の考え方は、あくまでも現状復旧で

あり、液状化対策や復興経費は認められないので、液状化対策なし、復興費を入れないと、

当初考えていた 700 億円とは異なり、申請額は 240 億円くらいになった。理由としては、下

水に関しても液状化した地域の全域で断裂していると考えられたが、ずれているだけや、配

管に土砂が溜まっている箇所が多くあったことなどがあげられる。

道路についても液状化して沈下しているところは全て直すつもりで考えていたが、国土交

通省の査定では被災した部分のみが対象となることから、査定額 189 億円となっている。

・今後の復旧費

数字については、現段階でわかっている状況であり、今後変わってくることが前提である。

さらに査定対象にはならなかったものの、復旧に必要なその他の費用などを含めると、凡

そ 300 億円程度が必要になってくる。また、査定結果に補助率をかけ、激甚災害指定による

上積み分を加えると国からの補助額は約 170 億円になる、その差額が、130 億円になり、不

足する 130 億円を起債に頼ると、５年後から年間 9 億円の元利返済が必要になってくる。さ

らに、液状化対策などの復興費が加わることで、さらに市の負担が増えていくことが予測さ

れている。

質疑

・700 億円と 300 億円の大幅な違い

・189 億円と査定額は聞いているが 170 億円で記載されていた理由は

⇒現在、災害査定中であり、常に数字は変わっている。査定は 10 月末までかかる。

被害総額が 734 億円と市では考えているが、査定官が認めない部分（申請を出しても意味

が無い）、例えば、下水道を全てやり直すわけでないため、数値の違いがでている。

・液状化対策の費用はどのように考えているのか

⇒現状では費用は入れていない。公共部分だけでなく、市の税金だけ使ってすむ問題ではな

い。自治会、管理組合、市などを含めて考える必要がある。また、芦屋市は翌年 800 億円

くらいの費用が出てきたと思う。
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・液状化対策の具体的な案はあるのか

⇒液状化対策技術検討調査委員会の中間報告を期待していたが、まだ時間がかかる。報告が

出てきたら再度、市民の意見を聞きたい。

・査定の差の内容はどのようなもの

⇒すべて査定官の考えによるものである。市の職員だけでなく、江戸川区の職員も応援にき

て、査定率を上げるため、毎日取り組んでいる。復旧などは、予算主義でなく決算主義で

やるべきと思っているが、現状では無理。また、仮復旧に入れないのは査定が終わってな

いためである。

・液状化現象

⇒本日も午前中に議論をしたが、専門的すぎてこの時間で説明はできない。委員会には、市

民にわかりやすい説明を出来るようにお願いをしている。アメリカの研究者の多くも関心

をもっている。液状化のメカニズムについては、まだ解明されていない部分が多数ある。

財政については、提案ではなく、理解していただき一緒に取り組んでいくことで、費用

対効果を高めていきたいと考えている。

２.高潮・津波対策

保育園、幼稚園、小中学校のＰＴＡを中心に防災訓練（津波対策）をやりたいと考えてい

るようだ。その中で保育園・幼稚園の子どもをマンションの 5 階以上にあげることを考えて

いるようだ。また、誰が上にあげるかが問題にもなっている。

・過去

浦安では過去２ｍ以上の津波はきていない。現在、河川護岸では、ＡＰ（荒川水準点）５．

６ｍで守っており、海岸護岸では７．１ｍで守られている。これは、過去の伊勢湾台風で３

ｍの高潮が発生した経緯から高潮対策を行っているものである。国の指示であり市が独自に

やっているわけではない。東京湾では津波がきても三浦半島と富津岬で殆ど減水してしまう。

これが、浦安を守っており、これまで守りきってきていると考えている。

・現状

今回の地震では猫実川の排水機場で２．１ｍの波が溯上しており、西の水門 90ｃｍ、今

川 70ｃｍであった。東京湾で発生した津波（国土交通省のデータ）は、木更津港で２．８

ｍあり船の転覆が発生したが、水の逃げ場がなかったためと考えられている。

地震を起こす原因の１つになっているプレートは日本列島の至るところで交差している。

東海、東南海、南海の３連動の地震に対して起こると予測される１０ｍクラスの津波だが、

東京湾では４ｍほどになると考えている。中央防災会議が見直しをするとの報告をうけてい

るので、地域防災計画も考え直す方向である。

浦安に限った話でみると、1703 年に発生した元禄関東地震（Ｍ８．２）に２ｍの津波が

きている。これは町史、市史からのデータであるが、「浦、安かれ」との語源もこのデータ

をみるとわかる。
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日の出の護岸部分を菅元首相、森田知事にも見ていただいているが、護岸に亀裂、断裂が

見つかっており、台風時にはこのような場所から高潮などによって浸水してしまう危険性が

ある。千葉県にも亀裂の入った護岸を直して欲しいと訴えている。

・噴出土砂と瓦礫

横浜国立大学名誉教授であり国際生態学センター長を務めている宮脇明先生と鎮守の森に

ついて話をしていきたいが、宮脇先生には、明海地区の総合公園にビオトープの試験植栽の

ときにも手伝っていただいた。日本は元来、タブ、カシ、シイなどの直根型の木によって守

られていた。浦安市では、今回の地震で噴出土砂が 79,000ｍ3 出ており、１０数億円の処分

費がかかる。陸前高田市の防潮林として植えた松では守れるわけがない、松はそのような木

ではない。しかし、タブ、カシ、シイの木であれば根がまっすぐに生えているので、このよ

うな潜在自然植生と呼ばれる木で守っているところは、引き潮のときも木に引っかかって守

られている。1975 年に新日鉄の君津製鉄所にある森でもおこなっている。

そこで、浦安で噴出土砂と瓦礫を使って新しい防潮林を作るべきだと提案を頂いた。日本

の国土にあった木を植えることが大切。浦安でもタブの木が入船と日の出の護岸側に生えて

おり、タブの木は暴風や火に強く防災林の元になる強い木である。

これが１つ目の「緑の防潮堤」構想の提案である。

質問

・海面の高さはどのくらいと考えているのか

⇒場所によって違いはあるが、朔望平均満潮位で２．１ｍくらいである。伊勢湾台風並の高

潮で考えると３ｍなので、波の高さも考慮して、７．１ｍの護岸を作っている。舞浜では

８．４ｍの護岸になっている。

・エチゼンクラゲの活用も考えてみてはどうか

⇒宮脇先生に伝えてみる

・未工事のまま残っている護岸でやっていただきたい

⇒河川護岸は千葉県の持ち物なので難しい。

⇒5 年、10 年でできる話ではないので、日の出の護岸修復をした後、植樹から緑の防潮林を

少しずつ市民と協力してやっていきたい。

・ＵＲで木を植えて緑道整備はやらないのか

⇒やらないと思う

・山下公園は瓦礫でつくり、大変良いものができた。浦安も市民と協力してやっていただき

たい。

３.液状化対策

・豪雨対策、排水対策、地下水対策

浦安市ではゲリラ豪雨（５０ｍｍ/時間）に対応するべく、整備を進めており、鉄鋼団地

を除く全てで完了している。そんな中、県から排水溝が市に移管されたが、いたずらかわか

らないが、捌け口ゲートが１台閉じてしまっていたため、浸水被害がでてしまった。このよ
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うな理由から、裁判をしている状況である。所有者に支払うのではなく保険会社に市は保障

金を支払うので、そこを納得していただけない方がいる。

境川について、総合公園にポンプ場の用地を確保しているが、市と県の間で長年の懸案事

項となっている。しかしながら、県に、問題解決するべく市が予算措置してもよいと意見を

言った。

美浜南小学校の校庭の下に一度雨水を貯める貯水槽を設けている。境川の河口部分に、新

しい水門を作り、東水門と西水門の部分だけでなく境川全体を貯水槽にしてしまうことが可

能となる。そして干潮になったら水を流せばよい。

50ｍｍ/時間の雨水対策を 100％近く対策している自治体は浦安市以外殆どない。市川で

も 40％くらいだろう。これを 60ｍｍ/時間の対応に変更すると 600 億円かかり 100 年計画に

なってしまう。

現在、地下水の水位が下がってきているが、2ｍ下がれば液状化になる可能性が 30％下が

ると言われているが、一時的なものなのかわからないため、水門の設置は有効であると考え

ている。

ポンプ場や水門はかなり高額であり負担は大きいが、これが効果的であれば、猫実川河口、

見明川の旧江戸川沿いや東京湾沿いに作ることも有効であると考えている。

また、以前から、考えていたことで、「おさんぽ船」があるが、境川の水位が一定になれ

ば可能性がある。テムズ川のナローボートを参考に、新しい浦安の水上交通が出来上がるの

ではないかと考えている。

以上のことから、水門、ポンプ場の提案とさせていただきたい。

質問

・住宅地には私道が含まれているが、そこに共同溝をつくることでより強固なまちになるの

では無いか。

⇒現在、液状化対策委員会ではそのような案は出ていない。

⇒壁を作ることで液状化に強くなるが、大きな枠では意味がない。細かな壁を沢山作ると強

いが、道路が強すぎると住宅に影響がでるのではないか。一戸あたり 1000 万円の持ち出

しをしていただければ出来る可能性はあるが、現実的ではない。

４.下水道について

・江戸川左岸流域下水道

行徳地区に下水道の終末施設が一極集中している。もし、この施設が破損していたら 36

日ではとてもトイレが使えるようにならなかった。一極集中の怖さを改めて実感した。

・会津坂下町モデル

会津坂下町では、独自の下水道方式を取っている。今後視察をして、勉強していき、また

市民にお伝えしたい。予算が少なく、都市部でも対応可能とうかがっている。
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５.環境共生未来都市

・サスティナブルシティを目指して

ハウスメーカーや明海大学と協力して、産・官・学で災害に強いまちづくりを目指した

い。生活の利便性、環境の質の高さをよりいっそう深めて行きたい。まだ具体的に何か決

まっているわけではないが、協働で一緒に考えて行きたいと考えている。

全体を通しての質疑

・液状化対策について具体的に決まっていることはあるのか

⇒ 液状化対策技術検討調査委員会の中間報告を待ちたいと思っているが、以前から液状化

対策をしていたところは、被害が少なかった。例を挙げるとディズニーランドなどがある。

同委員会には出来ることを考えていただいている。

また、モデル地区を作ることは想定しておらず、全体的にやる方向で考えている。

先ほど、水門をつくる提案をしたが、水門の機能を使って、境川の水位をなるべく低く

抑え、地下水の水位を下げることができれば、液状化対策にもつながってくる。さらに、

豪雨対策、津波対策にもつながりコンセンサスを得られるのではないかと考えている。こ

れは、議会にも提出していない、新しい提案である。市民と一緒に考えたいと思っている。

花火大会の会場は戸建住宅しか建てられないことになっている。浦安は三番瀬が埋め立

てられることを想定してまちづくりを進めてきた。パームファウンテンホテルのあたり

は商業施設を予定しており、市川と道がつながることを予測していた。しかし、その計

画は望めなくなってしまい、各ハウスメーカーに売られた経緯がある。各ハウスメーカ

ーは違約金を払って土地をＵＲに返すのかと思っていたら、浦安のポテンシャルは落ち

ないと判断して、液状化に強い家をつくりたいとの意向だ。さらに、新しいエネルギー

なども視野にいれ、付加価値の高い住宅地を産、官、学で作っていきたい。まだ、正式

に決まっていることが少ないので、改めて報告していきたい。

・下水道処理施設について、以前東野にもあったが改めて作るということか

⇒詳しく決まっていないのが現状であるが、公園の地下につくることも会津坂下町ではやっ

ている。

・それは緊急時なのか、それとも常設なのか

⇒常設と緊急など色々な選択肢を作れると考えている。まだ、聞いた話の段階ではあるが、

一極集中をなくすよい方法の１つとして考えている。危機管理対応を含めて視察したい。

・希望のあふれる話である。元町、中町、新町の特性を活かしたまちづくりを皆で進めてい

きたい。単なる便利なまちでなく魅力あふれるまちになる。

⇒市民と一緒にやることが重要と考える。

・仙台でも防潮林の有効性もでているので、緑の防潮林は大変よい案だと思う。

・総合公園に行った際に見たが、電柱がなく大変すっきりしていた。震災によって電柱が倒

壊した地区もあるので、市内の電柱をなくす計画を出していただきたい。

⇒国から半分の支援があった。これを市だけでやるとかなりの費用になる。復興市民会議で
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考えていただきたい。

・高齢化が進むなかで、若い世代が住みたいと思うコンセプトでまちづくりを進めていただ

きたい。自ら行動するまちにしていただきたい。

⇒浦安市は高齢化格差がすごい。弁天、美浜 3 丁目 29％、日の出４丁目 4％。

世代交代のしやすいまちにするのが課題である。

・緊急時、災害時に自立して生きていくためには、このまちをどうするべきかを我々は話し

合うということか？

⇒災害時のみならず、持続可能なまちであり、財政、快適性、環境の質の高さの３つのバラ

ンスがよいまちをつくっていきたい。これを可能にするための対策として水門、ポンプ

場があるが 50 億以上もかかってしまう。県だけでなく市もやる、国からも補助があると

考えている。これらを、市からの提案だけでなく市民からの提案も含めて考えていきた

い。できるだけ多くの市民が納得していただける方向を一緒に考えていきたい。

・避難場所は今後変わる可能性があるのか

⇒基本は小中学校である。一般的な建物に比べて非常に強い建物になっているので、変更す

ることは考えていない。

・全員が小学校にいったら入りきらない、その場合は市はどのように対応を考えているのか。

⇒まず、自助、共助、公助を考えていただきたい。

・復興に関して国、県、市はいつからどのようにおこなうか

⇒災害査定の最中で、市が手を出せない状況である。

・防災課は浦安市民をどのように守っていくか

⇒まず、自助、共助を考えていただきたい。市の防災課だけで 16 万人の市民を全て助ける

ことは不可能である。

・会議にはシニアは集まりやすいが、若い世代を取り組むことが難しい。ソーシャルネット

ワークなどを有効活用して若い力を新しいやり方を考えていきたい。

・水門が早くできれば災害により強いまちになる。一日でも早い対応を考えていただきたい。

⇒先日、習志野市が２級河川に３つの水門を立てると 90 億円という金額を出していた。今

まで 1 つの水門をたてるのに 100 億円で考えていたので、再度考えていきたい。また、

復興市民会議からも意見があがっているとのことで、積極的に考えていきたい。

・復興については、財源がかかることは良くわかる。市民も負担を考えてもよいのではない

か。このことをふるさと復興市民会議で議論していくことを考えて欲しい。
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第４回 ふるさと復興市民会議 グループ別発表要旨

Ａグループ

１．出席者

杉村直、樋口正、田村正博（発表）、瀧井健次（進行）、大師堂武（記録）、佐々木規仁、

荒井道男、江藤誠士、小林恵子

２．発表要旨

賛否
進めるべき理由

（メリット）

懸念する事項

（デメリット）

クリアする

ための方法

森の

防潮堤

概ね賛成

（賛成７人、
保留２人）

・防災に有効

・土砂や瓦礫の有

効利用

・緑化対策

・ＣＯ2削減

・地域コミュニテ

ィの育成

・一人の専門家に賛同

することへの懸念

・浦安で成功するのか

・時間

・費用

・犯罪

・森の使い道

・閉塞感（浦安のイメ

ージの低下）

・本当に安全なのか

・防潮堤の範囲

・多くの専門家の意見

をとりいれる

（専門家＋市民）

・他自治体の見学

・業者ではなく市民ボ

ランティアの活用

・市民で防犯組織をつ

くる

水門 現段階では判断

できない

※判断するための

情報が不足。

・高潮、津波対策

に有効

・地下水位の低下

・ゲリラ豪雨対策

・観光資源

・費用

・管理体制の不安

・地下水位は本当に

下がるのか

・費用対効果の検証

・他自治体の見学

（１）「森の防潮堤」について

【賛否】

・概ね賛成（賛成７人、保留２人）

【進めるべき理由（メリット）】

・ 津波などの防災対策に有効である

・ 液状化により大量に噴出した土砂や瓦礫を有効に利用できる

・ 木を植えることにより緑化対策となる

・ ＣＯ2の削減に効果的である

・ 市民が共に植林することにより、地域コミュニティを育成できる

【付け加えられる価値】

※ 特に枠は設けられなかった。全て【進めるべき理由（メリット）】として討論された。

※ 水門も同様
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【懸念する事項（デメリット）】

・一人の専門家の意見のみを聞くことへの懸念・不安

・防潮堤の案は果たして浦安に合うのか、成功するのか

・膨大な時間への懸念

・莫大な費用への懸念

・犯罪が起こる可能性あり

・防災以外の森の使い道

・現在の総合公園のような、海にひらかれた浦安のイメージが消えるのではないか。

森に閉じ込められる気がする（閉塞感）

むしろ、市長が言うように大きな津波が来ないのならそもそも森をつくる意味はないのでは。

・本当に安全なのか

・防潮堤はどこまで設置する予定なのか（海に面する所だけでなく川の護岸にもつくってほし

い）

【クリアするための方法】

・多くの専門家の意見をとりいれる。さらに、専門家だけではなく市民の意見も参考にする。

・成功している他自治体の見学に行く

・業者ではなく市民ボランティアを活用しコストの削減を図る。

・市民で防犯組織をつくる

（２）「水門」について

【賛否】

・現段階では判断できない。※判断するための情報が不足。

【進めるべき理由（メリット）】

・高潮、津波対策に有効

・地下水位の低下

・ゲリラ豪雨対策

・テムズ川などを参考にして、川を観光資源にする。屋形船やボートを目玉にする。

【懸念する事項（デメリット）】

・莫大な費用への懸念

・管理体制の不安（３．１１の震災時、市内の一部の水門が開かなかった）

・地下水位は本当に下がるのか

【クリアするための方法】

・費用対効果の検証

・他自治体の見学
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Ｂグループ

１．出席者

阿部皓子、小川純一朗、折本肇（記録）、黒濱百合子、清家省二（発表）、辻純一郎（進

行）、服部丈夫、肘井哲也、深作寛、牧野芳子、増山満、毛利勇

２．発表要旨

賛否
進めるべき理由

（メリット）

付け加えられ

る価値

懸念する事項

（デメリット）

クリアする

ための方法

森の

防潮堤

賛成 ・減災に有効

・浦安に森が出来て

環境が良くなる

・市民参加

・鎮守の森

（神社の設置）

・土地の有無

・景観への影

響

・森への塩害

・長期計

画策定

・市民参

加

水門 概ね賛成

※判断する
ための情
報 が 不
足。

・河川の氾濫に有効

・防災強化につなが

る

・高潮対策

・水質改善

・水上バス

・護岸の耐震

性

・水流の悪化

・環境の悪化

・水門の

開閉

（１）「森の防潮堤」について

【賛否】

・賛成

成功事例を皆で見にいきたい。

【進めるべき理由（メリット）】

・減災につながる

・がれきや残土の有効活用

・浦安の緑化につながる

【付け加えられる価値】

・市民が植林し森づくりに関わる。

・１株主を募り、市民の名前を入れるなど、市民参加を促すことができる。

・今後の発展として、林道や公園などをつくり緑にふれる機会につなげる。

・子ども達に自然を体験させることができる

・温暖化防止

【懸念する事項（デメリット）】

・海辺のまち浦安が遠のく

・中央防災計画とあうのか。津波の心配をしているのであれば、他の津波対策も検討するべき。

・不審者や不法投棄などの防犯上の問題

・空いている場所があるのか。一部に作っても意味がないのでは。

・管理は誰がやるのか
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【クリアするための方法】

・市民の意識共有

・地域が一体となって植林する

・長期計画の策定

（２）「水門」について

【賛否】

・おおむね賛成だが、判断するための情報が不足している。

【進めるべき理由（メリット）】

・境川の美化につなげる

・防災強化につながる

・ゲリラ豪雨対策

【付け加えられる価値】

・水をきれいにする取り組みが増える

・水上バスの検討

【懸念する事項（デメリット）】

・費用はどれくらいになるのか

・水質に影響が出ないか。

・護岸の耐震

【クリアするための方法】

・市民に更に情報提供を行う。

・停電した場合の水門制御

・生活排水の改善
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Ｃグループ

１．出席者

石神巌、林正雄、浅田真三(進行)（記録）、望月薫、仲谷きせ子、木澤盛、

神野紳一郎（発表）、亀山大二郎、来田美鈴、山田順子、相馬英行、栗林邦夫、

鈴木康年、奥村千佳、杉山かおる

２．発表要旨

賛否
進めるべき理由

（メリット）

付け加えられる

価値

懸念する事項

（デメリット）

クリアする

ための方法

森の

防潮堤

賛成

※ただし右記のよ

うな課題をクリ

アすることや復

興関連施策の優

先順位を考慮す

る必要がある。

・津波対策に有効

・がれきや土砂の

有効活用という

面で低コスト

・シンボル

・市民参加

・青少年の参加

・日照

・景観への影響

・鳥、虫等の害

・火災

・犯罪

・防犯カメラ・

街灯の設置

・パトロール

水門 現段階では判断

できない

※判断するための

情報が不足。

・高潮、大雨対策

に有効

・情報提供の必

要性

・税等の負担増

・水質への影響

・情報提供の

強化

・設置主体と

なる県との

調整が必要

（１）「森の防潮堤」について

【賛否】

・賛成

※ただし上記のような課題をクリアすることや復興関連施策の優先順位を考慮する必要がある。

【進めるべき理由（メリット）】

・津波の力を低くしたり、引潮被害を減少させるなど津波対策に有効

・がれきや土砂の処理費用を減少させるとともに資源として活用するなど、コスト及び資源の有

効活用という面で効果がある。

【付け加えられる価値】

・復興、浦安のシンボルとなる。

・子どもたちを中心に市民が植林をはじめとする森づくりに関わったり、木に寄附をしてくれた

市民の名前入りの札をかけるなど、絆や未来志向に向け市民参加の森づくり・まちづくりに資

することができる。

・コンクリート護岸より場所によっては景観がよくなる可能性も。

・べンチを設置するなどして憩いの場所になる。
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【懸念する事項（デメリット）】

・海などの眺望、日照への影響

・鳥、虫等の害

・火災の心配

・犯罪など防犯上の問題

・土地の問題

【クリアするための方法】

・防犯カメラ・街灯の設置

・パトロール

・がれきに混ぜる土の必要性

・土地の確保

・子どもを始めとする市民への継続的な啓発

・予算の確保

（２）「水門」について

【賛否】

・現段階では判断できない。※判断するための情報が不足。

【進めるべき理由（メリット）】

・高潮、大雨対策に有効

【懸念する事項（デメリット）】

・目的、必要性に関する更なる情報提供が必要

・市民税の負担増にならないか。

・水質に影響が出ないか。

【クリアするための方法】

・設置主体となる県との調整が必要

・市民に更に情報提供を行う。
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Ｄグループ

１．出席者

大塚 三枝子、軽部 美治、斉藤 正伸、鹿野 新一郎（発表）、鈴木 和子、高田 昇吾、長 浩幸

(記録)、西岡 純二、藤岡 暉生、藤塚 一久、三輪 哲朗（進行）

２．発表要旨

賛否
進めるべき理由

（メリット）
質問・疑問

懸念する事項

（デメリット）

クリアするた

めの方法

森の

防潮堤

概ね賛成 ・ 費用対効果

・ 環境改善

・ 緑化・粉塵

・ 減災

・ 市民参加

・ 場所は？

・ 管 理 費 用

は？

・ 高さは？

・ 時間がかか

る。

・ 景観

・ 防犯

・ 市民参加

・ 寄附

・ 植樹

水門 現段階では

判断できな

い

・ 川の逆流を防ぐ

・ ゲリラ豪雨にも

対応

・ 水門が有ること

の安心感

・ 川の堤防の安全

性

・ 水面公園の可能

性

・ 水の出し入れで

水の浄化ができ

る。

・ 県が設置す

べきではな

いか

・ 川の流れを

止めてしま

うのでは

・ 完成時に東

水門を無く

して、道路

が拡張でき

るのではな

いか。

・費用問題

１．「森の防潮堤」について

【賛否】

・概ね賛成

※進めるにあたり、質問・疑問がある。

【進めるべき理由（メリット）】

・ 土砂の有効活用と処理費用の軽減。

・ 緑化推進につながる。

・ 堤防の後ろに森ができれば、減災につながる。

・ 市民参加ができる。市民が植樹することで、街に愛着が生まれる。

・ 市のシンボルになれば、うれしい。
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【質問・疑問】

・ どこに植栽するのか。

・ 植栽後、外灯などの管理費用がかかるのでは。

・ 木の高さは、どの位になるのか。

【懸念する事項（デメリット）】

・ 海などの眺望など、景観が心配。

・ 犯罪など防犯上の問題

・ 防潮林の高さは、どの位になるのか。

・ いつ森になるのか見えてこない。

・ 年間の管理は、どの位になるのか。

【クリアするための方法】

・ 市民参加による植樹。

・ 苗代を市民から募る（寄附）

２．「水門」について

【賛否】

・ 現段階では判断できない。

【進めるべき理由（メリット）】

・ 堤防も震災で傷んでいるだろうから、新たに作ることで市民が安心。

・ 川の逆流を震災時に防げるのでは。

・ ゲリラ雷雨にも対応する（冠水がなくなるのでは）。

・ 水門の開閉で水の浄化にもつながるのでは。

・ 東水門がなくなくことになるのでは？その場合、道路を拡張できるのでは。

【質問・疑問】

・ 復旧作業に費用がかかる中で、新たに費用がかかる。県主体で進めて欲しい。
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第４回 ふるさと復興市民会議 意見まとめ

テーマ：これまで出された議論をふまえて、市に対して提言する内容を考える

総 括：第３回にて市長からプレゼンテーションで説明のあった「森の防潮堤」と「水門の設

置」について、賛否及び懸案事項の議論をした。

結果としては、「森の防潮提」は賛成多数、減災やコスト削減の良い方法である。市民

参加によるまちづくりを進めるうえで、よい取り組みになるとの意見が多かった。「水

門の設置」については、情報が少ないため、現段階では判断しかねる。

項目１ 森の防潮堤の設置

項目２ 水門の設置

提言内容

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。また、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。さらに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も期待される。

森の防潮堤の設置に関しては、賛成と判断するが、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、市としては、拙速な設置計画でなく、費用

や防犯、景観などを熟慮し、総合的に判断しながら、長期的な計画作りを願いたい。

浦安の歴史は、様々な災害に立ち向かう歴史であり、特に水害に関しては、幾度となく街に甚

大な被害をもたらしたことは、町史や市史にも残されてる。そのような歴史の中、元町地区では、

境川の東・西水門の設置により、水害の被害を大幅に減らしてきたことは、明らかであり、水門が

高潮や津波、洪水などの水害に有効であるものと考える。

境川には東水門より先には水門が無く、中町、新町地区を水害から守るために、水門の必要性

について問われているところであるが、現段階において、水門についての情報があまりにも少な

いため、必要性について判断することは難しい。しかしながら、水門が高潮や津波、洪水などの

水害に対して有効であり、浦安市の防災強化につながるのであれば、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つけた整備などを考

慮した計画作りを願いたい。

特に、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、財政負担が市

民に多くかからないように要望する。

提言内容
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第５回 ふるさと復興市民会議 グループ別発表要旨

Ａグループ

１．出席者

富山勝夫（進行）、今西美和子（記録）、樋口正（発表）、田村正博、鈴掛壽子、角間信義、

荒井道男、大師堂武、瀧井健次、佐々木規仁、小林恵子

２．発表要旨

分類Ⅰ

①

これまで検討し

た公助

その他追加する内容や特に

市に力を入れて欲しい内容
市に提案する内容

地域コミュニ

ティー醸成

・市は自治会等

に対して支援

を行い、自助

( 自 立 及 び 自

律)、共助への

働きかけをし

ていく。

１．災害に対する体制づくり

(1)自治会ごとの災害時の体制づくり

(2)防災機材（各自治会所有機材情報）

(3)要支援者の支援体制

(4)避難所へのベットの設置（老人･病人）

(5)市･指定の避難所以外にも｢水｣等の供給を検討し

てほしい(避難所がすぐに満杯になる可能性があ

る)

(6)避難場所への災害電話の設置

(7)孤立状態でのライフラインへの対応

２．日頃のコミュニティーづくり

(1)日常からの交流活動の活発化

(2)夏祭り等イベントの活発化

(3)平日在宅者を中心にした活動

(4)自治会への加入促進

３．災害に対する啓蒙活動

(1)防災訓練の充実

可搬式消火ポンプ指導試験

安否確認訓練（住民名簿）（要支援者）
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②

問題点 対策 市に提言する内容

帰宅困難者問

題 ( 市 内 滞 留

者)

・ＴＤＬ等、観光客の避難場所の確保

・ＪＲ、メトロとの市の連携

・勤務先、学校との連携

・避難場所の明確化

・交通情報提供

・医療・トイレ・水・食糧の確保

・問い合わせ先の明確化

帰宅困難者問

題（市外帰宅

困難者）

・勤務先･学校での待機

・子ども･学校の支援

・帰宅困難者に対する情報提供

③

【その他】

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

・定期的に防災訓練（年 1 回でなく）

・自主防災組織間の情報交換の場をつくる

・市民の声を取り入れた防災計画

・防災訓練への小・中・高校生の参加

・防災訓練費用の増額

・参加者を増やす施策の推進

・他のイベントと同時に開催

分類Ⅱ

①「地域コミュニティー醸成」について

【追加する内容や特に市に力を入れてほしい内容、市に提案する内容】

災害に対する体制づくりが大切であり

(1)自治会ごとの災害時の体制づくり

(2)各自治会が所有している防災機材の情報交換の場の提供

(3)要支援者の支援体制

(4)避難所へ、老人･病人用のベッドを設置してほしい

(5)市･指定の避難所以外にも｢水｣等の供給を検討してほしい

(避難所がすぐに満杯になる可能性がある)

(6)避難場所への災害電話を設置する

(7)要支援者や一人暮らしなど孤立状態の方へのライフラインへの対応

日頃のコミュニティーづくりを進める

(1)日常からの交流活動の活発化

(2)夏祭り等イベントの活発化

(3)平日在宅者を中心にした活動を行う

(4)自治会への加入促進の取り組みをしてほしい
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災害に対する啓蒙活動

(1)防災訓練の充実

可搬式消火ポンプ初動試験を定期的に実施

安否確認訓練のための情報の提供（住民名簿）（要支援者）

②帰宅困難者問題

【市内滞留者に対しての対策・市に提言する内容】

・ＴＤＬ等、観光客の避難場所の確保が必要

・ＪＲ、メトロとの市が連携し、交通手段や避難所の情報の提供を行う

・勤務先、学校と連携し、避難場所を集中させず対応してもらう

・避難場所を明確化し、日頃から自分の避難場所は確認する

・交通情報の提供は、一元化する

・避難場所では医療・トイレ・水・食糧の確保を

・市の窓口がどこであるか問い合わせ先を明確化する

【市外帰宅困難者に対しての対策・市に提言する内容】

・勤務先･学校で待機する

・帰れない方の、子ども･家族への支援体制をつくってほしい

・帰宅困難者に対する情報提供を

③「【その他】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」について

・防災訓練を年 1 回でなく、定期的に開催してほしい

・自主防災組織間の情報交換の場をつくってほしい。自分達だけでは意見交換できない

・市民の声を取り入れた防災計画の策定を

・防災訓練に、小・中・高校生が参加して一緒に訓練してほしい

・自主防災組織の事業費として防災訓練費用の増額を

・参加者を増やす施策の推進

・防災訓練だけでなく、他のイベントと同時に開催など参加しやすい雰囲気づくり
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Ｂグループ

１．出席者

折本肇、黒濱百合子、川口英樹（記録）、辻純一郎（発表）、肘井哲也、深作寛（進行）、

牧野芳子、増山満

２．発表要旨

①

これまで検討した公助 追加したい内容や市に提言する内容

ライフライン

の復興

・液状化しても壊れない

または、早急に復旧さ

せるライフラインの整

備

・防災から減災

・費用の効率的運用

・復旧のための応急工事

・電柱の強化

・他市の協力隊が来て貰えない状況化を想定し

て、ボランティアの活用方法を検討する（自

己完結型）

情報提供の強

化

・多様な情報通信システ

ムの整備を図り正確な

情報を迅速に提供する

・防災無線

・防災放送・情報ルートの確立

・ＨＰ（市がシステム提供）

・市内情報の共有

②

問題点 対策 市に提言する内容

消防体制の充実 ・軽可搬消防ポンプや発電機等の配備

・排水ポンプの充実

・消防団の活用や自主防災組織の勉強会

・備蓄倉庫、防災倉庫の管理及び使用方法の確立

③

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

作るべき

・市民活動センターの活用

・緊急医療体制の整備、構築

・戸建住宅における液状化被害を極小化するための条例の制定等の必要性
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分類Ⅱ

①

「ライフラインの復興」について

【追加したい内容や市に提言する内容】

・土嚢袋等の復旧作業に関わる備品や消耗品の備蓄を再確認して欲しい

・防災から減災に考え方を変えていく

・どのレベルまで予算を使うか、市民参加で考えるべき

・応急、復旧工事について、市の要請無しに近い民間企業が動ける体制つくり

・災害時協力ガイドラインを策定し、人命に関わる応急復旧の費用補償を市に求められる

ようにする

・他市の協力隊が来て貰えない状況化を想定して、ボランティアの活用方法を検討する

（自己完結型）

「情報提供の強化」について

【追加したい内容や市に提言する内容】

・地域防災無線の使用方法を再度研修する

・防災放送は簡潔にわかりやすく行うこと

・ホームページ設立や運営を市のシステムで行う

・情報キーステーションを設置し情報の一元化を行う

※ツイッターや市民活動センターの活用

②「消防体制の充実」について

【市に提言する内容】

・消防団の重要性を再認識し、市内に広める。

・軽可搬ポンプ車や発電機の数が足りないと感じているので整備を進める

・水害に備えて、排水ポンプの充実を望む

・備蓄倉庫、防災倉庫の中身や開け方等が市民に知られていないため、管理及び使用方法

の確立

③「【その他】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」について

・回答を求め続ける場

・新しい場を作る必要がある

・市民活動センターを情報キーステーションとして活用すべき
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Ｃグループ

１．出席者

石神巌、林正雄、浅田真三、望月薫、仲谷きせ子、木澤盛、

神野紳一郎、亀山大二郎（発表）、来田美鈴、山田順子、相馬英行、栗林邦夫、

鈴木康年（進行）、奥村千佳（記録）

２．発表要旨

分類Ⅱ

①

これまで検討した

公助

その他追加する内容や

特に市に力をいれて欲

しい内容

市に提言する内容

ラ イ フ

ラ イ ン

の復興

・液状化しても壊れ

ないまたは、早急

に復旧させるライ

フラインの整備

・インフラの地下・共

同溝化

・下水道処理場の分散

・早期生活復旧キャンペーン

（行政･自治会･住民の役割分担）

・インフラの地下・共同溝化

（電線含む）

・下水道処理場の分散化

情 報 提

供 の 強

化

・多様な情報通信シ

ステムの整備を図

り正確な情報を迅

速に提供する

・情報の拠点作り(公民

館、学校、避難所)

・停電時の情報提供方

法の検討

・弱者情報の提供(自治

会へ)

・防災訓練のあり方を再検討

（最悪の場合を想定して実施）

・弱者情報と個人情報保護の兼

ね合いについて優先度合を考

える

・防災放送の警報音の区別

・防災マニュアルの改訂

②

市に提言する内容

消防体制の充実 ・災害時派遣医療チーム(医師会)との連携

・自主防災組織間の連携の推進

・新町地区に消防署の設置

・元町地区の避難訓練の強化(避難ルート、避難場所)

③

【その他】

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

作るべき

・集会

・ネットの活用
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分類Ⅱ

①

「ライフラインの復興」について

【追加する内容や特に市に力をいれて欲しい内容】

・道路の修復に合わせて電柱の地中化、更には電線・下水道などのインフラの共同溝化を

進める。

・下水道処理場を分散化する。

【市に提言する内容】

・減災を念頭に、災害が発生した場合生活を復旧させるまでの１週間の生活を体験するよ

うな早期生活復旧キャンペーンを行うことにより、備えておくべき物資等や、行政･自治

会･住民の役割分担のあり方を明確化し、ルール化する。

・道路の修復に合わせて電柱の地中化、更には電線・下水道などのインフラの共同溝化を

進める。

・下水処理場を分散化する。

「情報提供の強化」について

【追加する内容や特に市に力をいれて欲しい内容】

・災害発生時、公民館・学校・避難所等を情報の中間拠点として活用する。

・停電時の情報提供のあり方について検討する。

・自治会に弱者に関する情報を提供しておく。

【市に提言する内容】

・最悪の場合をはじめ様々な事態を想定した訓練の実施など、防災訓練のあり方について

検討する。

・人命救助と個人情報保護の兼ね合いについて優先度合を考えて、弱者情報を自治会に提

供する方向で検討する。

・防災行政無線について災害時の警報が分かりやすくなるように、通常時と違う警告音を

鳴らすなどのソフト面での工夫を検討する。

・戸建てやマンションなどの住居形態、住民の年齢構成など地域の特性に応じた自主防災

マニュアルを自治会等が作るための支援を行う。

②「消防体制の充実」について

【市に提言する内容】

・災害時派遣医療チーム及び医師会と市や自治会等との連携を進める。

・自主防災組織間の連携が進むように市がリードする。

・新町地区に消防署を設置する。

・元町地区で、避難ルート・避難場所等をしっかり把握できるように避難訓練を強化する。

③「【その他】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」について

・作るべきと考える。

・様々な集会の実施やネットを活用した話し合いの場づくりなどを行う。
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Ｄグループ

１．出席者

軽部 美治（進行）、斉藤 正伸(記録)、高田 昇吾、藤岡 暉生(発表)、岡本 正行、和田 恒子、

加藤 里行、大塚 有子

２．発表要旨

分類Ⅰ ①

これまで検討した

公助

その他追加する内容や特

に市に力を入れて欲しい

内容

市に提言する内容

地域コミュ

ニティ醸成

市は、自治会等に対

して支援を行い、自

助 （ 自 立 及 び 自

律）、共助への働き

かけをしていく。

・ 防犯設備に対する助

成

・ 防犯カメラの設置

・ 市のｽﾎﾟｰﾂ施設復旧を

・ 自治会の加入促進啓

発（ｻﾎﾟｰﾄ）

・ 魅力ある防災訓練の

メニューを

「地域コミュニティ醸成」について

【その他追加する内容や特に力を入れて欲しい内容】

・ 市では、防災関連について自治会に助成金を交付しているが、防犯関連についても同様に助

成して欲しい。（自主防災設備は 30 万円/年限度で 2/3 を市が補助、これと同じで良い。）

・ 市内の防犯カメラの設置を増設して欲しい。マンションにも設置しているが、有効である。

（災害時の犯罪を防ぐため、日頃から積極的な防犯都市にする。）

【市に提言する内容】

・ まずは、市内のｽﾎﾟｰﾂ施設を復旧して欲しい。

・ 地域コミュニティ醸成のためには、自治会の加入率を上げるべき。市内全体の加入率が 50％

を割っているとのことである。（今回の地震復旧活動において自治会の役割が重要であるこ

とがはっきりした。）

・ 防災訓練のメニューを再考すべき。

現行の防災メニューでは、住民を集めて訓練する魅力あるメニューが少ない。
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分類Ⅰ ②

問題点 対策・市に提言する内容

帰宅困難

者（市内

滞留者）

・京葉線が動かず、東西線

浦安駅があふれた。

・避難所である公立の小・

中学校があふれた。

・ 駅近くを避難所に設定。駅近くの耐震建物は避難場

所の協定を結んでおく。

・ 学校や企業は自分達でできることは自分たちで行え

るよう訓練しておくべき。

（市外滞

留者）

・交通渋滞

・道路が危険

・ 東京から帰宅するための水路の確保（船便の利用が

できるように）

・ 震災後、すぐに動かないよう啓発（マニュアルづく

り）

・ 湾岸道路の歩道の整備（海側歩道が一部通れない）

・ 橋の強化（耐震補強）

・ 橋の新設（江戸川に３本目の橋を）

「帰宅困難者（市内滞留者）」について

【問題点と対策・市に提言する内容】

・ 京葉線が動かず、東西線浦安駅に人があふれた。災害時には駅構内に入れないので、駅近く

の施設（安全な建物）を避難所に設定してほしい。ＪＲの駅に最も避難者が集まるので、駅

の開放ができればより有効。

・ 市内の私立学校からの生徒が公立小学校に避難してきたことから、避難所があふれ近隣住民

が困惑した。

「帰宅困難者（市外滞留者）」について

【問題点と対策・市に提言する内容】

・ 交通渋滞が発生するので、水路を活用できないか。

・ 公共交通機関がストップした場合の、湾岸道路の歩道の整備。（新木場→浦安の海側歩道が

途中で切れている）

・ 橋の耐震化をする。

・ 浦安橋と舞浜大橋の間の端の新設を。（旧江戸川）

分類Ⅰ ③

【その他】

市と市民の防災につい

ての継続的な話し合い

の場作り

・ 防災リーダー養成をつくる場づくり（若手・高齢者・主婦な

ど）⇒プロフェッショナルでなければ、できない。

・ 自治会を調整できる場と人（今後の復旧工事の窓口として）

・ 市民会議を継続して欲しい⇒その際に専門・分野別に話し合い

ができるように

※自治会（高層マンション・戸建）・会社・団体など

【主な意見】

・ 市民大学などを活用して、防災リーダーを養成して欲しい。

・ 市民会議は有効である。専門・分野別で継続して話し合えることが望ましい。
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第５回 ふるさと復興市民会議 意見まとめ

テーマ：これまで出された議論をふまえて、市に対して提言する内容を考える。

総括：これまでの議論を踏まえ、更に検討が必要な項目である「帰宅困難問題」及び「消防

体制の充実」を含めて、市に対して提言する内容を議論した。

災害時には、市民の主体的な取り組みが重要となることから、市の公助としての役割とし

ては、自助と共助を促進するための支援や仕組みづくり、更には今後も防災について市、

市民が話しあえる場づくりを求める意見が多かった。

項目１ 地域コミュニティの醸成

項目２ 情報提供の強化

提言内容

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、災害時の減災

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。

市には、地域コミュニティを醸成するために、自治会等に対し様々な観点や角度から支援

を要望する。

地域住民が日頃から協力関係が築けるよう、自治会への加入促進や自治会等の事業への支

援、更には自治会等の連携強化に向けた支援をお願いしたい。また、災害時における地域力

を向上させられるよう、自治会等の防災組織の体制づくりや充実した防災訓練実施に向けた

支援を強化していただきたい。そして、災害時に地域で助け合えるよう、要支援者等の情報

を自治会等に提供していただきたい。

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ものは情報である。正確な情報を

迅速に入手できれば冷静な行動をとることができ、被害を最小限に抑えることができる。

市には、多様な情報通信システムの整備を図り、正確な情報を迅速に提供していただきた

い。また、停電時の情報提供のあり方や、防災行政無線の災害時の運用方法についても検討し

ていただきたい。そして、公民館、学校、避難所等の施設を、災害時には地域における情報発

信拠点として活用していただきたい。

提言内容
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項目３ ライフラインの復興

項目４ 消防体制の充実

項目５ 帰宅困難者問題（市内滞留者・市外帰宅困難者）

発災後、市内では液状化現象による上下水道や家屋・道路等の損壊、土砂の噴出などが発

生し、日常生活や生活基盤に大きな影響を与えた。

ライフラインについては、市には防災だけでなく減災を強く意識した対策を要望する。

液状化を想定した災害に強いインフラ整備を進めていただきたい。

特に、下水道については市民生活上困窮する問題であるため、市としては自立した下水道

処理施設を設けるなど、抜本的な対策を講じるべきである。

提言内容

地震や台風などの災害による影響は、今回のような主に液状化によるものを始め、今後の

災害の状況によっては、水害、火災、建物被害そして負傷者の発生など様々な形も想定され

る。

全市的な消防体制の充実を図るため、効果的な施設整備を要望する。

そして、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あたれるよう、体制を強化していただきたい。

提言内容

大規模な震災が発生した場合、交通機関等が途絶したために市内に滞留を余儀なくされた

帰宅困難者対策としては、行政の対策に従っていただくことを基本原則に行うことが重要で

ある。

そのため、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に周知をしていただきたい。また、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していただきた

い。

市外の帰宅困難者が発生することも想定して、市民に交通機関が途絶した場合には勤務先

や学校等にとどまるように周知するとともに、帰宅できない市民の家族を支援できる体制を

整備していただきたい。

提言内容
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その他 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、更には市民及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。

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きたい。

なお、会議のあり方としては、市・市民・自治会等の組織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していただきたい。

提言内容
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（４）委員名簿

ＮＯ 班 委員名 団体名 団体種類

1 Ｃ 浅田 真三 ラ・フィネス新浦安自治会 自治会

2 Ｂ 阿部 皓子 浦安交通安全協会 その他

3 Ａ 荒井 道男 浦安市老人クラブ連合会 老人クラブ

4 Ｃ 石神 巖 浦安市保護司連絡協議会 福祉団体

5 Ａ 井戸 直行 サンライズクラブ 老人クラブ

6 Ｃ 伊能 隆男 舞浜三丁目自治会 自治会

7 Ａ 今西 美和子 浦安市婦人の会連合会 社会教育団体

8 上野 菊良 ふるさとづくり推進協議会 その他

9 Ｂ 碓井 達郎 浦安市鐵鋼団地協同組合 商工関係団体

10 Ｂ 江澤 勇一 富岡自治会 自治会

11 Ａ 江藤 誠士 入船つつじ会 老人クラブ

12 Ｄ 大塚 忠克 浦安市ウォーキングクラブ 社会教育団体

13 Ｄ 大塚 三枝子 浦安市赤十字奉仕団 福祉団体

14 Ｄ 大塚 有子 浦安市ジュニアゴルフ協会 社会教育団体

15 Ｄ 岡本 正行 シーサイド桜クラブ【高洲老人クラブ】 老人クラブ

16 Ｂ 小川 純一朗 浦安ライオンズクラブ 奉仕団体

17 Ｃ 奥村 千佳 浦安市子ども会育成連絡協議会 社会教育団体

18 Ｂ 折本 肇 江川第一クラブ 老人クラブ

19 Ａ 角間 信義 入船西エステート自治会 自治会

20 Ｄ 加藤 里行 浦安市鐵鋼団地協同組合 商工関係団体

21 Ｃ 亀山 大二郎 コモンシティ浦安自治会 自治会

22 Ａ 亀山 美穂子 浦安地区公立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会 社会教育団体

23 Ｄ 軽部 美治 ベイシティ浦安自治会 自治会

24 Ｂ 川口 英樹 浦安手をつなぐ親の会 福祉団体

25 Ｃ 木澤 盛 弁天クラブ 老人クラブ

26 Ｃ 来田 美鈴 ガールスカウト千葉県第80団 社会教育団体

27 Ｃ 栗林 邦夫 京成サンコーポ浦安自治会 自治会

28 Ｂ 黒濱 百合子 入船北の会 老人クラブ

29 Ａ 小林 恵子 入船中央エステート自治会 自治会

30 Ｃ 斉藤 憲二 海風の街 自治会 自治会

31 Ｄ 斉藤 正伸 浦安市社会福祉協議会 福祉団体

32 Ａ 佐々木 規仁 エアレジデンス新浦安オーナーズクラブ自治会 自治会

33 Ａ 佐藤 伸 浦安市ロータリークラブ 奉仕団体

34 Ｄ 鹿野 新一郎 浦安市自治会連合会 自治会

35 Ｃ 神野 紳一郎 浦安市商店会連合会 商工関係団体

36 Ａ 杉村 直 ボーイスカウト浦安第２団 社会教育団体
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ＮＯ 班 会議参加者名 団体名 所属

37 Ｃ 杉山 かおる 浦安市婦人の会連合会 社会教育団体

38 Ａ 鈴掛 壽子 浦安市体育指導委員連絡協議会 社会教育団体

39 Ｄ 鈴木 和子 サンコーポ浦安自治会 自治会

40 Ｃ 鈴木 康年 弁天自治会(自治会連合会） 自治会

41 Ｂ 清家 省二 海風の街 自治会 自治会

42 Ｃ 相馬 英行 江川第一クラブ 老人クラブ

43 Ａ 大師堂 武 美浜西エステート自治会 自治会

44 Ｄ 高田 昇吾 潮音の街自治会 自治会

45 Ａ 瀧井 健次 浦安創生ネット 市民活動団体

46 Ｂ 竹内 文男 エコフレンド浦安 市民活動団体

47 Ａ 田村 正博 サンコーポ浦安自治会 自治会

48 Ｄ 長 浩幸 浦安市小中学校PTA連絡協議会 社会教育団体

49 Ｂ 辻 純一郎 浦安創生ネット 市民活動団体

50 Ａ 富山勝夫 浦安市青少年補導員連絡協議会 社会教育団体

51 Ｄ 中島 純子 特定非営利活動法人 i-net 市民活動団体

52 Ｃ 仲谷 きせ子 社団法人 市川青色申告会 商工関係団体

53 Ｄ 西岡 純二 浦安市青少年相談員連絡協議会 社会教育団体

54 Ｂ 服部 丈夫 浦安市ロータリークラブ 奉仕団体

55 Ｃ 林 正雄 入船さつき苑 自治会

56 Ａ 樋口 正 富岡エステート自治会 自治会

57 Ｄ 彦田 一夫 千葉県宅建協会市川支部 商工関係団体

58 Ｂ 肘井 哲也 舞浜三丁目自治会 自治会

59 Ｂ 深作 寛 公益社団法人 浦安青年会議所 商工関係団体

60 Ｂ 福田 敏明 猫実東自治会 自治会

61 Ｄ 藤岡 暉生 コモンシティ浦安自治会 自治会

62 Ａ 藤澤 鐵雄 浦安市鐵鋼団地協同組合 商工関係団体

63 Ｄ 藤塚 一久 パークシティ弁天自治会 自治会

64 Ｂ 牧野 芳子 浦安太鼓潮稃連 社会教育団体 

65 Ｂ 増山 満 東野自治会 自治会

66 Ｂ 丸茂 一城 北部小学校ＰＴＡ 社会教育団体

67 Ａ 丸茂 満枝 浦安商工会議所女性会 商工関係団体

68 Ｃ 三井 裕 浦安市サッカー協会 社会教育団体

69 Ｄ 三輪 哲朗 シーガーデン・日の出クラブ 老人クラブ

70 Ｂ 毛利 勇 浦安市緑化事業協同組合 商工関係団体

71 Ｃ 望月 薫 堀江１丁目子供会 社会教育団体

72 Ｃ 山田 順子 安心して暮らしたい会 市民活動団体

73 Ｄ 和田 恒子 美浜しろがね会 老人クラブ


