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1．研究の背景と目的             

2011 年 3 月 11 日(金)午後 14 時 46 分に宮城県沖を震

源とする M9.0 の東北地方太平洋沖地震が発生した。震

源から 300km 離れた東京湾沿岸部では、約 42 ㎢の広域

なエリアで液状化被害をもたらした。本研究ではヒアリ

ング調査を通して東日本大震災による浦安市の被害状況

と住民組織の復旧活動を調査し活性化要因を抽出する。 

2．対象敷地の概要              

千葉県葉県浦安市は東京湾最奥部に位置し、17.29 ㎢

の面積に人口 161,509 人が暮らすベッドタウンである。 

また市の 4 分の 3 は埋め立て地である。埋立ては千葉

方式（進出企業に土地造成費を予納させ、埋立地完成後、

予納分に見合った土地を企業に譲渡する方式）による。

その工法としてはポンプ吹上式工法が取られた。第 1 期

埋立事業は 8.73 ㎢を A・B・C に区分し昭和 40 年から

50 年 11 月に完了した。第 2 期海面埋立事業は、昭和 46

年 7 月の漁業権の全面放棄を受け、第 1 期同様、県の事

業として行われた。埋立面積 5.63 ㎢を、D・E・F に区

分し、47 年から 55 年に完了した。この結果町の面積は

埋立前のほぼ 4 倍、17.29 ㎢になった。（右図 3 参照） 

3．浦安市の被災状況             

浦安市の被害概要を示す。（表 1,図 1,図 3 参照）埋立地が

液状化被害を受け、建物被害は木造住宅に集中している。 

4．震災後の行政の対応            

 市は、3 月 11 日 15:50 に浦安市災害対策本部を設置し、

現況把握や復旧活動などの業務にあたった。(右表 2 参

照)今後、被害額の捻出策として、サービス低下による削

減・基本財源の 2 割カット、新規事業の見直しなどを挙

げている。7 月 22 日には、「液状化対策技術検討委員会」

という外部専門家による委員会を設置し、液状化対策工

法の分類・整理などを行なっている。また、11 月 22 日

に「浦安市復興計画検討委員会」を設置し、復興計画に

学識経験者や関係団体などの意見反映を目指している。 

5．戸建住宅地の住民活動           

5-1．戸建住宅ヒアリング概要 

住民活動を調査するため自治会長を中心にヒアリング

を行った。この章では 9 つの戸建自治会について述べる。 

5-2．被害の状況に関する考察 

被害が全世帯に渡っている入船や舞浜三丁目では震災

直後から復旧活動への積極的な参加が見られ、建物復旧

期においても説明会など自治会として住民支援に努めた。

一方被害が小さいまたは偏りがある今川と美浜 15 では

住民の参加意識が低く次第に活動が衰退している。（図 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2．行政の対応 
対応項目 対応

ライフラインの応急復旧
上下水道・ガスの復旧、上水道の圧力調整、
道路の補修工事、泥の回収作業、など

被害状況の把握・調査 液状化や道路などの被害状況の把握

情報の公開
市内の被害状況、復旧進捗、給水者の位置、
など（広報車、防災無線、広報誌、災害メーリ
ス、HP、twitterなどの各媒体により発信）

国・県への対応 災害救助法適用申請、選挙の延期申請など
市民ボランティアの誘致 センターの設置、希望者の振分け、など

避難所の運営 避難所の設営、避難者に対するケア、など

被災者数 96473人（59％） 下水破損面積 約820ha（48％）

被災世帯数 37023世帯（51％） 下水使用制限 11908世帯（16％）

液状化面積 約1455ha（86％） 応急危険度調査 8878戸（40％）

道路被害延長 111.8km（48％） 建物被害 9092世帯（12％）

表 1．浦安市被害状況（市内割合） 

図 1．各地の被害写真 

図 3．埋立ての変遷と被害状況 

図 2．地区別建物被害の割合（戸建住宅地） 



住居タイプ 建物形式 LL被害 建物被害 主体 初動 自治会設立 平常時活動 世帯数 65歳以上

1 入船 木造(60.1%) 大 沈下多 自治会 3月12日 昭和49年 5回以上 331 15.5%
・アパートが多く自治会加入率は低い

・アパート暮らしの若者が力仕事に尽力

2 今川 木造(55.3%) 大 沈下多 復興委員 3月27日 昭和53年 2回 797 13.7%
・地域に学校がなく付き合いは少ない

・自治会と復興委員会の連携に苦労

3 さつき苑 木造(90.4%) 大 沈下多 自治会 3月19日 昭和54年 3回 129 20.5%
・高齢化が進み世帯数も少ない自治会

・専門家が震災翌日から尽力

4 弁天 木造(82.9%) 大 沈下多 自治会 3月12日 昭和55年 3回 593 18.9%
・役員は一年でほとんどやめてしまう

・自治会域が広く被害状況に偏りあり

5 美浜15 木造(94.0%) 中 沈下少 自治会 3月12日 昭和57年 3回以上 199 26.5%
・自治会がイベント開催。住民組織多数

・初動は早いが仕事が自治会に集中

6 美浜三丁目 木造(93.7%) 中 沈下多 自治会 6月初旬 昭和59年 なし 400 29.7%
・毎年くじ引きの輪番制で役員が決まる

・高齢者数が浦安市内トップクラス

7 舞浜三丁目 木造(90.4%) 大 沈下多 復興委員 3月12日 平成4年 5回以上 463 16.7%
・平常時から様々なイベントを実施

・専門家と住民共同による復旧を検討

8 高洲 木造(68.4%) 中 沈下多 自治会 - 昭和63年 3回以上 520 10.5%
・元町から移り住んだので知人が多い

・元町から支援を受けていた住民が多

9 碧浜 木造(90.1%) 小 沈下多 復興委員 3月12日 平成17年 3回以上 188 4.6%
・イベントや協定があり交流が多い

・分譲したハウスメーカーから支援あり

10 今川団地 RC2F 大 軽微 自主防災組織 3月11日 昭和53年 5回以上 230 24.5%
・普段から自主防災組織がイベント開催

・本部のテントを建て窓口を一本化

11 入船北エステート RC3F 小 軽微 自主防災組織 3月11日 昭和61年 5回以上 319 24.6%
・自治会と権利組合の協力体制を形成

・被害軽微、開発前の地盤改良効果か

12 富岡エステ－ト SRC8F 大 軽微 住民組織 3月11日 昭和63年 5回以上 256 28.1%
・住民団体が復旧作業に尽力

・早くから業者に依頼し上下水道を普及

13 エルシティ SRC14F 小 軽微 管理組合 3月11日 平成元年 3回以上 1260 13.5%
・平常活動に参加していない若者が活躍

・安否確認シートやスピーカーで情報共有

14 入船タウンハウス 2×4　3F 大 沈下甚大 復興委員 3月11日 平成2年 5回以上 70 21.4%
・平常時から様々なイベントを実施

・建物の修復に際して合意形成に苦労

15 海風の街 RC5－12F 中 軽微 自主防災組織 3月11日 平成3年 3回以上 387 5.3%
・UR賃貸と分譲住宅によって構成

・震度５以上の場合、災害対策本部設置

16 パークシティ新浦安 SRC8－25F 小 軽微 自治会 3月11日 平成15年 3回以上 256 5.0%
・子育て世代のネットワークが復旧に貢献

・専門家の判断により輪番制で水道利用

No. 自治会・団地名

戸建集合
共存

戸建住宅

集合住宅

自治会・団地情報
備考

被害状況市街地環境 復旧活動

5-3．平常時の活動に関する考察 

平常時活動が 3 回以上の自治会は既存の連絡網等によ

る情報伝達などによって震災翌日には組織として活動を

行なっていることがわかった。また比較的年齢が若い今

川,舞浜,碧浜は復興委員会を組織しブログなどによって

住民に情報を発信している。一方、高齢化が進んでいる

自治会は土砂撤去作業においてボランティア支援が必要

であり復旧活動が円滑に進まなかった。また復興委員会

などの組織づくりにも消極的である。（下表 4 参照） 

5-4．専門家の存在に関する考察 

住民組織に専門家が存在した自治会はさつき苑,舞浜

三丁目,碧浜,高洲の 4 自治会である。さつき苑においては

専門家が震災翌日から自宅および周辺の被災状況調査を

開始した。自邸の水平化工事後、約 40 軒の工事が行われ、

他自治会の 2 倍以上の復旧率となっている。また舞浜三

丁目は住民から各分野の専門家を選出している。同組織

では専門家の判断によって再液状化を考慮し、水平化工

事は見送り独自の地盤調査や改良方法などを検討した。

どの自治会においても専門家の判断が活動の方針決定や

住民の精神的ケアなど影響を与えている。（下図 4 参照） 

6．集合住宅地の住民活動           

6-1．集合住宅ヒアリング概要 

7つの集合住宅自治会に対してヒアリング調査を行った。 

6-2．被害の状況に関する考察 

集合住宅では復旧箇所が共通しており戸建に比べ住民

協力があった。集合住宅の建物の被害は軽微であるが、

唯一入船リバーサイドは不同沈下が発生し建物復旧に際

し合意形成が進まない状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-3．平常時の活動に関する考察 

集合住宅は戸建住宅に比べ平常時の活動が多く初動も

早かった。富岡エステートは「RAN の会」という 60 歳

以上の高齢者による社会貢献を目的とした団体が水の確

保や配布など実働部隊として活動した。パークシティ浦

安においては子育て世代と専門家によって情報収集を行

なった。平日昼間の震災であったため、どの集合住宅に

おいても自治会や管理組合などの組織が存在するだけで

なく、平常時からの交流が復旧活動を活性化させている。 

6-4．組織運営に関する考察 

役員を輪番制で運営している自治会が多い中、歴任者

を残すなど継続的な運営を行なっている組織は初動が早

く、住民への支援も多いことがわかった。今川団地は平

常時から防災訓練を行なっていた自主防災組織が中心と

なって復旧活動を行なった。入船北エステートや海風の

街などでは災害時、管理組合と自治会が合同で防災委員

を設置することがマニュアル化されており初期対応は自

治会、本格復興は管理組合という役割も確立されていた。 

7．まとめ                  

住民組織による復旧活動は震災規模の大きさ、均一性

に影響を受けることがわかった。また、平常時の活動が

活発な住民組織は初動が早く、住民組織に専門家が存在

すると専門的なアドバイスが意思決定の手助けとなり復

旧活動が活性化する傾向にある。 

今回、平常時に継続性のある運営をしていた住民組織

による復旧活動が活性化していることがわかった。今後、

マニュアルの作成や自治会役員の輪番制を見直すことで

継続性のある運営を行うことが危機管理上重要である。 

 

 

 

 

 

図 4.さつき苑活動時系列と表 4.ヒアリング対象自治会（ライフライン被害判定：上下水道使用制限あり 3／31 時点：大  3／21 時点：中 それ以下：小 ）  

 


