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１.復興再生ビジョン策定の趣旨 

 

3 月 11 日に発生した「東日本大震災」は、マグニチュード 9.0 という我が国観測史上例を見

ない大地震と過去最大級の大津波による自然災害、さらに、これに起因する原子力発電所の事故

による原子力被害が加わった大規模複合災害であり、東日本地域に甚大な被害を与えました。 

 

本市においても、市全域に被害が生じ、特に市の東南部（東地区）では大きな被害を受ける結

果となりました。 

今回の地震は、激しい揺れが継続したことで、地滑りや液状化現象を誘発し、約 500 棟以上

の建物が全壊もしくは半壊したほか、道路や上・下水道をはじめ、農地においては、作付できな

い農地を含め、500ha にも及ぶ甚大な被害を受けています。 

それに伴い、最大 16 箇所の避難所が開設され、一時は他県民の避難者を含む 1,193 名の方々

が避難をされました。 

また、福島第一原子力発電所の事故は、環境汚染や健康被害が危惧されており、これに起因し

て、本市においても、農産物の出荷停止などの実害や風評被害が大きな問題となっています。 

 

このような状況の中で、自らが被災者であるにも係らず避難所での炊き出しや震災によるガレ

キ撤去などに協力を惜しまない方、あるいは消防団などが被災現場で支援活動、さらには、市外

の市町村などからの支援などを含め、様々な“絆（きずな）”の大切さを改めて認識させられまし

た。 

 

今後、「稲敷市復興再生ビジョン」は、稲敷市がこのような甚大な被害からの復旧、そして復興

を成し遂げていくため、市民の方々をはじめ、地域や行政、さらには市外の関係機関などとの“絆”

を大切に、市の総力を挙げて、震災前よりもさらに魅力や活力のあるまちづくりに向けて策定す

るものです。 
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２.復興再生の理念 

 

稲敷市は、自然の実りが溢れんばかりの稲穂が広がる水田をはじめ、豊かな水辺が数多くあり、

都心に近いながらも、これら多くの自然や古来からの農業をはじめ、まだまだ多くの“ふるさと

らしさ”を有する地域です。 

 

今回の災害は、市の東南部を中心に、この豊かな故郷の人々の生活に大きな被害をもたらした

ばかりではなく、この豊かな恵みを創出する農地においても、甚大な被害をもたらしました。 

しかしながら、その一方で、地域の助け合いや市民同士の絆（きずな）の大切さを、再度実感

する契機となったとともに、稲敷市に住む市民だけでなく、稲敷市に縁のある方々からの励まし

や支援をはじめ、他の機関や自治体などの非常に多くの支援があったことも事実です。 

そのように多くの方々の助け合いや励ましの大切さとともに、失ってから実感させられたこの

稲敷市のこれまでの営みは、まさに、被災を受けた方々の“故郷（ふるさと）”そのものであった

ように思えます。 

 

今後、本市の復興再生にあたっては、みんなで新たな稲敷市を創造するという意識に基づいて、

被災の有無や大小に関わらず、稲敷市が一丸となって、市民・地域・行政など、それぞれの立場

と役割を認識し、お互いに連携し合って取り組まなければ成し遂げられないものです。 

そこで、稲敷市の復興再生にあたっては、稲敷市総合計画に掲げる「みんなが住みたい素敵な

まち」を目指し、以下の復興再生のスローガンを掲げ、その実現に向けた様々な取り組みを推進

します。 

 

「みんなが住みたい素敵なまち」の実現化 

 

 

 故郷“いなしき”の再生と創造 

 

 

 

 

 

 

  

市民生活の再生 産業・経済の再建 

災害に強いまちづくりの推進 
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３.復興再生ビジョンの目標 

 

本復興再生ビジョンを策定するにあたり、復興再生の理念を踏まえ、以下に示す３つの基本目

標を掲げ、稲敷市の総力を挙げて、震災前の活気を取り戻し、さらに活力のあるまちづくりに取

り組みます。 

 

Ⅰ.市民生活の再生 

 

（1）被災者の生活再建支援 

 

（2）安全・安心な市民生活の支援 

 

（3）社会基盤施設の復旧 

 

Ⅱ.産業・経済の再建 

 

（1）次世代につながる農業の再生 

 

（2）地域の産業・経済の再建支援 

 

（3）省エネ化と新エネルギーへの取り組み 

 

Ⅲ.災害に強いまちづくりの推進 

 

（1）災害対応の検証と地域防災計画の見直し 

 

（2）地域コミュニティの活性化と多面的な連携強化

 

（3）防災まちづくりの推進 

 農業の早期再生を図るとともに、産

業全体の活性化を推進し、雇用の創出

や失業者への対応に努めます。また、

今回の震災をバネに、従来の産業・経

済の課題や問題点を克服できるよう

な新たな取り組みを仕掛けていくと

いう積極的な姿勢で取り組み、産業・

経済の再建を図ります。 

 被災状況や災害対応を十分検証し、

行政機構やまちづくりを含め、現行の

地域防災計画の見直しを行うととも

に、安全・安心という視点から行政・

地域・市民の役割やあり方について、

住民参画などを前提にきちんと議論

し、それぞれの地域にあった災害に強

いまちづくりを推進します。 

 被災された市民の方々の生活再建

とともに、道路や上・下水道の被害

をはじめ、家屋や農地・農業用施設

の早期復旧など、一日も早い市民生

活の再生を図ります。また、長期化

が懸念される放射性物質に対し、市

民の不安感の払しょくや安全性の確

保が図られるよう、きめ細やかな対

応を図ります。 
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４.復興再生ビジョンの位置づけ 

 

本復興再生ビジョンは、本年度に策定作業を進めている「総合計画後期基本計画（平成 24 年

度～平成 28 年度）」をはじめ、各種個別計画等の指針となるものです。 

また、本ビジョンを早期に策定・提示することにより、国や県への要望とともに、国等での災

害復興基金の早期設立を求め、これからの本格的な復旧・復興を迅速かつ円滑に進める役割も担

うこととなります。 

 

  ▼本ビジョンの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.復興再生ビジョンの期間 

 

本市の復興にあたっては、復旧・再生、発展を見据え、平成 28 年度を目標年次とします。 

なお、本ビジョンに基づいて策定された各種計画や事務事業については、総合計画後期基本計

画に位置付け、その進行管理については、復旧・復興の進捗状況をはじめ、社会経済や経済情勢

等の変化に鑑み、総合計画実施計画により、適正な計画進行や事務事業の進捗管理を図っていき

ます。 

 
▼本ビジョンの期間 

区分 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

復興再生 

ビジョン 

      

（参考） 

総合計画 

      

  

前 期 
基本計画 

後 期 
基本計画 

復旧・再生 発 展

《総合計画後期基本計画》 

《個別の震災関連事業等》 

各論（施策・事務事業レベル） 

《復興再生ビジョン》 

基本方針（政策レベル） 
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Ⅰ.市民生活の再生 

 

今回の地震被害は、揺れそのものより液状化による被害が甚大であったことが特徴であるとと

もに、その液状化発生が本市の東南部に集中しているのも大きな特徴です。 

そのため、市の東南部地域では、住宅被害とともに、道路や上・下水道等の社会基盤施設の被

害も多発しており、被災者の中には、さらに農地等の被害も受けるなど、二重三重の被害にあわ

れている方もいる状況です。 

したがって、市民生活の再生においては、これらの重層的な被災者の方々の状況を念頭に、一

日も早い生活再建を目指すことが非常に大切です。 

 

（１）被災者の生活再建支援 

 

今回の地震被害では、4,000 件を超える住家被害があり、そのうち大規模半壊以上の被害は

260 件に及んでいます。また、本市の特徴的な被害である液状化によるものも 240 件以上とな

っています。 

 

これまで稲敷市においては、住家被害認定制

度である「り災証明」の認定基準の見直しなど

について、液状化被害が著しい利根川下流の４

つの自治体（鹿嶋市、神栖市、潮来市、香取市）

と協力して、国等に対しての要望活動を行い、

５月１日には、液状化被害認定の新たな基準が

適用されることとなりました。 

 

▼住家の被害状況 

区分 計 全 壊 大規模半壊 半 壊 一部損壊 

江戸崎 
１,２９３ 

（６） 

３ 

（２） 

５ 

（４） 

１８ 

（－） 

１,２６７ 

（－） 

新利根 
６０６ 

（４） 

１ 

（１） 

６ 

（３） 

５ 

（－） 

５９４ 

（－） 

桜 川 
６０８ 

（２） 

４ 

（２） 

３ 

（－） 

５ 

（－） 

５９６ 

（－） 

東 
１,５９２ 

（２３０） 

１２３ 

（７３） 

１１５ 

（５８） 

２６８ 

（９９） 

１,０８６ 

（－） 

計 
４,０９９ 

（２４２） 

１３１ 

（７８） 

１２９ 

（６５） 

２９６ 

（９９） 

３,５４３ 

（－） 

※（ ）内は、当該被害件数のうち、液状化による被害件数を示したもの。 

【出典：「り災証明書」より作成、平成 24 年１月１日現在】 

▲液状化被害認定の要望活動（右：国土交通大臣） 
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また、被災者の方々の生活再建を早期に支援するため、稲敷市では、市独自の「稲敷市災害見

舞金」をいち早く創設し、「り災証明」による被害状況に応じた見舞金支給を行っているとともに、

半壊以上の住家被害を対象に、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険などの減免や、固

定資産税・市民税・軽自動車税などの市税の徴収猶予などを行っています。 

 

現在は、各種支援等により一定の生活再建支援などが行われていることもあり、被災者の方々

の支援ニーズが潜在化している状況であると考えられ、今後は、きめ細やかなニーズ（要望）調

査と併せて、的確な支援策の創出・実施をすることが求められます。 

また、住宅再建においては、市だけの支援では抜本的な対策等が難しいことから、今後、国等

の既存制度の活用に加え、東日本大震災に対する新たな制度創設に向けた要望活動を積極的に行

うとともに、本市の被害特性を踏まえた、支援制度の創設などにも取り組む必要があります。 

さらに、住宅再建等に伴い発生する災害により発生したガレキ等においても、震災直後からそ

の受け入れを行っていますが、住宅等の再建とともに、今後ともそのニーズがあると推測される

ため、そのガレキ等の発生量や見通しなどを把握しながら、継続的な受け入れを行っていく必要

があります。 

 

 

《被災者の生活再建支援における方針》 

 

 

◆被災者再建支援制度による支援金の支給をはじめ、本市特有の液状化被害に対して、国

等と連携しながら、被災者の方の住宅再建を支援します。 

 

◆被災者の方々に個別の状況調査などを継続的に実施し、被災者ニーズの把握に努めなが

ら、きめ細やかな生活支援メニューの創設を図ります。 

 

◆被害のあった住環境の早期復旧を支援するため、引き続き、災害によるガレキ収集を継

続するなど、被災者の生活再建の支援に努めます。 
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（２）安全・安心な市民生活の支援 

 

本市特有の液状化被害や住家被害など、震災そのものの直接的な被害への対応などとあわせて、

福島第一原発事故に起因する放射線問題や、今後の震災等への不安感など、直接的な被害だけで

なく、市民の方々のメンタル部分などにも十分配慮した対応にも取り組んでいく必要があります。 

 

災害後の市民生活においては、災害に伴う精神的ストレスをはじめ、今日では、福島第一原発

事故に起因する放射線による飲食を含めた不安感の増大や安全性の確保を求める声が大きくなっ

ているところです。 

そのため、稲敷市においては、いち早く災害に伴う精神的ストレスを受けた市民に対し、災害

の翌月から県と連携して「心のケア相談」を実施しており、今後は、心のケアについても、子ど

も達や一人世帯の高齢者などに拡大するなど、そのニーズ（要望）や状況を踏まえながら、きめ

細やかな対応が求められると推測されるため、継続的な対応が必要と考えられます。 

 

▼子ども・一人世帯の高齢者における住家被害状況 

区分 

市 内 の 
園児等※ 

（3～6歳）

うち半壊
以上の被
害家屋の
該当人数 

市内の 
児 童 

 
（小学生）

うち半壊
以上の被
害家屋の
該当人数

市内の 
生徒数 

 
（中学生）

うち半壊
以上の被
害家屋の
該当人数

市 内 の 
一人世帯
の高齢者 

（65 歳～）

うち半壊
以上の被
害家屋の
該当人数

江戸崎 ４０８ ３ ９７８ ３ ５３１ ３ ７３３ ３ 

新利根 １６９ ０ ４２１ ０ ２５５ １ ３１４ ３ 

桜 川 １１６ ０ ２６４ １ １５４ ２ ２４５ ０ 

東 ２２８ ２８ ５５７ ６３ ３１２ ３６ ３５６ ２２ 

計 ９２１ ３１ ２,２２０ ６７ １,２５２ ４２ １,６４８ ２８ 

※園児等は、平成 17 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日の期間に生まれた市内の子どもを対象。 

【出典：「稲敷市住民基本台帳」より抽出、平成 23 年８月１日現在】 

 

また、放射線等の対策として、本年８月に組織された震災復興対策本部の中に「放射線対策検

討委員会」を設け、本年 10 月には、放射線等に対する本市の取り組みを明確にした「放射線等

に関する基本方針」を作成し、公表しております。 

さらに、本年 12 月には、市民生活部局内に専門セクションを新たに設け、専任の職員を配置

し、作成した「放射線等に関する基本方針」に基づき、正確な状況の把握と適切な情報発信をは

じめ、多様化する放射線対策に取り組み、不安感の払しょくや安全性の確保に努めているところ

です。 
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▼４地区（４庁舎）における放射線量の状況（マイクロシーベルト／時） 

庁舎 5 月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

江戸崎 ０.２３８ ０.２０５ ０.２１４ ０.２３０ ０.２００ ０.２０７ ０.２１７ ０.２１５ 

新利根 ０.２４８ ０.２３４ ０.２５５ ０.２６５ ０.２３３ ０.２２８ ０.２２７ ０.１８３ 

桜 川 ０.２２４ ０.２１５ ０.２２４ ０.２４６ ０.２２７ ０.２２１ ０.１９１ ０.１７７ 

東 ０.１７４ ０.１７６ ０.１７３ ０.１９５ ０.１６７ ０.１８６ ０.１６２ ０.１３９ 

※各月の測定された結果の平均値を記載。測定位置は各庁舎屋外の地上１ｍ地点。５月の測定は 24 日からの平均値。 

 

今後は、放射線に対する正しい知識の啓蒙を図りながら、継続的な放射線量の測定に加え、測

定箇所を増し、市域全体の放射線量の正確な状況把握とともに、多様な情報媒体を活用し、広く

その情報発信を行っていくことが必要と考えます。 

また、放射線の影響が相対的に高いと言われる子ども達に対しては、１月より学校給食などの

放射性物質の測定を行っているとともに、子ども達が一定時間過ごす学校施設の除染作業を計画

的に進めるなど、市民の方々の放射線等に対する不安感の払しょく等に、きめ細やかな対応を進

めてまいります。 

 

 

《被災者の生活支援における方針》 

 

 

◆放射線に対する正しい知識の啓蒙を図りながら、新たに設置した専門セクション（市民

生活部局内）を中心に、市内全域の正確な放射線量の把握とその情報発信に努めます。 

 

◆「放射線等に関する基本方針」に基づき、放射線量の測定や特定地域の除染など、多様

化する放射線対策等へのニーズに、きめ細かく対応することにより、市民の方々の放射

線に対する不安感の払しょくなどに努めます。 

 

◆「心のケア相談」を継続するとともに、精神的な弱者と考えられる子ども達や一人世帯

の高齢者への拡大など、その状況やニーズに応じたきめ細やかな対応に努めます。 
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（３）社会基盤施設の復旧 

 

道路や上・下水道などの社会基盤施設の応急復旧は、災害発生から概ね１ヶ月後には完了し、

現在は、本復旧に向けた作業に取り組んでいる状況です。 

 

本市における社会基盤施設の被害特徴は、液状化による道路被害とともに、埋設物である上水

道や下水道等の管路等が破損するなど、複合的な被害を受けていることです。 

本復旧にあたっては、このような複合的な被害であるが故に、複数の課等に跨る事業となるた

め、本年５月より横断的な調整機能を持つ新たなセクションを設けて取り組んでいるところです。 

 

 

 

▼社会基盤施設等の被害状況 

区 分 被害箇所・施設 主な被害状況 

道 路 施 設 ８５０ 路面の陥没など 

上 水 道 施 設 ４０５ 給配水管破損による漏水など 

下 水 道 施 設 ※ ２９ 管渠の破損、マンホールの浮上など 

学 校 施 設 ２４ 
校舎・給排水設備の破損など 

（学校給食の２施設被害を含む） 

その他公共施設 ２８ 給排水・空調設備等の破損、建物の亀裂など 

※下水道施設は、公共下水道及び農業集落排水を合わせた結果。 

  

▲液状化により埋設物までの被害が及んでいる ▲住宅地内の生活道路の被害状況 
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今後は、この複合的な被害に対し、如何に“円滑”かつ“迅速”に対応していくのかが求めら

れており、新設されたセクション等を中心に、関係機関が参画した「東日本大震災復旧連絡会議」

などの開催をはじめ、横断的な連携を図ることで、被害を受けた社会基盤施設の一日も早い本復

旧を目指してまいります。 

 

 

《社会基盤施設の復旧における方針》 

 

 

◆新たに設置した「東日本大震災復旧連絡会議」の継続的な開催をはじめ、国や県等と連

携・協力し、被害を受けた社会基盤施設（道路・上水道・下水道等）の一日も早い本復

旧を進めます。 

 

◆現在不通の県道等をはじめ、国や県等の社会基盤施設においては、所管する国や県等に

対する要望活動等を継続的に展開し、一日も早い本復旧に努めます。 
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Ⅱ.産業・経済の再建 

 

今回の震災は、市の東南部を中心に、基幹産業である農業をはじめ、操業継続ができない企業

等が出現するなど、地域経済においても大きな影響を及ぼし、引いては、地域活力の低下を招く

ことも懸念される状況です。 

そのため、まずは震災前の活力を取り戻すとともに、今後の可能性を見出していく新たな領域

に取り組んでいくことが必要です。 

したがって、産業・経済の再建においては、従来からの課題や問題点を克服できるような新た

な取り組みを仕掛けていくという積極的な姿勢が大切です。 

 

（１）次世代につながる農業の再生 

 

農業の営みは、古くから人々の生活の糧として存在しており、単なる生産活動ということだけ

でなく、地域文化の形成に大きな影響を与えたものの一つです。 

本市においては、この農業が基幹産業であることは周知の通りですが、この農業の基盤でもあ

る農地、特に市の東南部の水田において、液状化による大きな被害が生じており、その規模は、

県内でも最大のものとなっています。 

 

▼農地・農業用施設の主要な被害状況（災害査定結果より） 

区 分 被害対象
被害の概要 

被害箇所 被害規模 被害額※ 被害状況 

農 地 田 
 

９地区 
※  

１７８ (ha) ３３２,７０３ 
液状化による砂噴出・亀裂・

不陸など（直接的な被害） 

農業用 

施 設 

水 路 １３３ ５３,３７０(ｍ) １,０３１,６５１ 
排水路の隆起・沈下・柵渠破

損、パイプライン漏水など 

用水機 ２４ － ３７１,５７４ 
機場本体傾き、樋管傾き、樋

管亀裂、地盤沈下など 

※農地（田）の９地区は、余津谷・上須田・上須田新川・結佐六角・佐原下手・西代・流作・三次・上馬渡。 

※被害額は、災害査定結果（平成 23 年 10 月 24 日に完了）からの査定額（単位：千円）。 

 

そのため、稲敷市では、迅速な復旧を図るため、関係機関との協力・支援を求めていくととも

に、被害のあった農地をはじめ、用水機場やパイプラインなどの農業用施設の復旧に対して、市

が事業主体となることを早期に判断しました。 
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また、国や県等の支援制度と併せて、市単独でも、本市の農業被害の状況に鑑み、既存の転作

作物の補助金制度を拡大し、災害を受けた用水困難対策を図っているとともに、液状化被害水田

への見舞金の支給を新設・実施を行ってまいりました。 

 

今後は、震災前のように作付できる農地の状態に復旧することが最優先であり、これが被害を

受けた農業従事者の方々の元気を取り戻す一番の特効薬と考えています。 

加えて、今後の本市の農業が次世代につながる稲敷らしい魅力的な産業に育っていくためには、

新たな取り組みも併せて行っていくことが大切です。 

さらに、現在も今後の見通しが不透明な福島第一原発事故に起因する放射能問題は、農業を基

幹産業とする本市においても、検査状況の裏付けを持った形で、農産物等の安全・安心の確保や

ＰＲに努め、いわゆる風評被害対策を講じていくことが必要です。 

 

 

《次世代につながる農業の再生における方針》 

 

 

◆一日も早い農地及び農業用施設の復旧を図り、被害を受けた農業従事者の方々に元気を

取り戻してもらうことを最優先で取り組みます。 

 

◆国や県などの新たな農業被害への支援制度に注視しつつも、本市の農業被害の実態に即

した市独自の支援制度の創設も視野に、きめ細やかな農業支援に努めます。 

 

◆農業への民間企業の参入や農業の大規模化をはじめ、農産物の六次産業化(※１)や環境

農業(※２)の推進など、新たな農業施策に着手し、産業として自立した農業の育成に努

めます。 

 

◆いわゆる風評被害等における賠償請求を速やかに進めていくとともに、積極的に放射能

検査等に取り組み、消費者に対する安全・安心な農産物の提供等に努めます。 

 

◆安全性が確認できている農産物においては、その安全性をＰＲしていくため、農産物直

売イベント等を開催していくとともに、参加依頼等のある市外イベント等にも積極的に

参画を推進します。 

 

※１）六次産業化：農産物の生産だけでなく、加工・流通・販売などを複合化し、付加価値を高める考え方。 

※２）環境農業：土づくりなどを通じて化学肥料や農薬を低減し、環境負荷に配慮した農業生産方式。 
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（２）地域の産業・経済の再建支援 

 

地域の産業・経済の再建支援は、今後の本市の復興を成し遂げるため、基幹産業である農業の

再生とともに、非常に重要な分野です。 

 

今回の地震により、被害が甚大であった市の東南部においては、操業を一定期間中断せざるを

得なくなった企業も出現し、多くの雇用が無くなったという状況があります。 

また、市全体の中小企業においても、震災に関連する融資制度への申請も一定量生じているな

ど、震災前の景気低迷もあり、地域経済の低下が震災を期に顕在化している状況にあります。 

 

そのため、本市における地域経済対策として、これまで好評を博している「稲敷スーパープレ

ミアム商品券」を商工会と協力し、震災復興支援事業として７月に販売を行いました。 

加えて、市内企業の雇用情報の調査を実施し、市のホームページ等でその情報の提供に取り組

んでいます。 

 

また、震災発生の３月 11 日から本市におい

ては、毎年恒例のチューリップまつり（４月）

やいなしき夏まつり（８月）について、その開

催をやむを得ず中止してまいりましたが、本市

の災害復旧の見通しが立ってくる秋口頃からは、

復興に向けた各種イベントなども開催していく

こととしています。 

 

  

 

  

▲アピタ（東地区）での復興支援イベントへの参加 

▲震災復興支援事業“プレミアム商品券”の販売風景 

▲ＪＲ亀有駅前の復興支援イベントへの参加 
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今後は、企業活動の低迷化による地域雇用環境の悪化に対し、緊急的な雇用機会の創出を図る

ことが必要です。 

また、圏央道（首都圏中央連絡自動車道）が成田まで延伸される予定（概ね平成 27 年頃の見

通し）であり、企業誘致や観光交流を推進していく絶好の時期を迎えることとなります。 

そのため、第１期分譲を始めている「江戸崎工業団地」への企業誘致を中心に、新規企業の誘

致活動と併せて、既存立地の企業支援に努めることが重要です。 

さらに、数年後に控えた圏央道の延伸とともに、供用開始となる見込みの「（仮称）江戸崎パー

キングエリア」の活用をはじめ、被害のあった観光交流施設の復旧等と併せて、稲敷市の資源を

活かした観光交流事業の展開を図ることも大切です。 

 

 

《地域の産業・経済の再建支援における方針》 

 

 

◆市内企業をはじめ、緊急的な雇用機会の創出を図り、災害の影響により失業された方々

への支援に努めます。 

 

◆成田への圏央道延伸等を見据え、「江戸崎工業団地」への企業誘致を積極的に推進し、新

たな雇用創出をはじめ、地域経済の活性化を図ります。 

 

◆被害のあった観光交流施設の復旧等とともに、圏央道の「（仮称）江戸崎パーキングエリ

ア」の供用開始を見据えた観光交流事業を展開します。 

 

◆震災等の影響を踏まえながら、市内企業の支援ニーズの継続的な把握に努め、国や県等

との連携を図りながら、市内企業の支援に努めます。 
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（３）省エネ化と新エネルギーへの取り組み 

 

福島第一原発事故を発端に、原子力エネルギーへの不安感の高まりなど、エネルギー問題が国

家レベルの大きな課題になっています。 

現在も全国的な規模で、原子力発電所の問題は、一定の方向性すら見出せない状況にあり、電

力不足問題は、長期化の様相を呈している状況です。 

 

このような状況の中、全国 35 道府県が協力して太陽光や風力などの発電を普及させる「自然

エネルギー協議会」が７月に発足するなど、新たなエネルギーへの取り組みが地方発の形で進も

うとしている状況もあり、この中には、各種調整する事項は少なくありませんが、遊休農地を活

用した太陽光発電など、本市にも導入が可能と思われる施策も含まれています。 

 

このような電力不足に対し、現在、東京電力等の管内では、15％の節電協力が求められていま

すが、市役所においても、グリーンカーテンの設置やクールビズ（上着等の未着用）の期間拡大

等により、節電に取り組んでいる状況です。 

また、市民の皆様にも節電協力と併せて、過度の節電により予見される体調不良やその対策に

対しての情報の収集と提供に努めている状況です。 

 

▼行政（４庁舎）における節電状況 

区 分 
電力使用総量（４月～12月末期） 

削減率 
平成 22 年度  平成 23 年度 

江戸崎庁舎 ２６１,８８４（kwh） １７７,７５９（kwh） ３２.１％ 

新利根庁舎 ２１２,００６（kwh） １６０,４１６（kwh） ２４.３％ 

桜 川 庁 舎 ２６８,９２２（kwh） １９６,３０９（kwh） ２７.０％ 

東 庁 舎 ３０６,９９０（kwh） ２５３,０７４（kwh） １７.６％ 

 

さらに、東京電力等の管内で 500kw 以上の電力需給契約を行っている企業においては、15％

削減が義務化され罰則規定が設けられており、製造業を中心に市内企業においても対象となって

いる企業があります。 

今後は、前述の市内企業の支援ニーズの継続的な把握の中で、これらの企業に対しても、国や

県等の連携・協力のもと、電力以外の部分も含め、その企業の支援に努め、健全な市内企業の活

性化を推進し、地域産業・地域経済の支援に努めることが大切です。 
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今後は、本市においても、社会動向に注視しながら、自然エネルギー分野等への取り組みに着

手し、エネルギー確保という観点だけでなく、新たな産業の創出という観点でも積極的な姿勢で

取り組むことが必要です。 

また、環境負荷の軽減や省エネルギー化を推進するため、まずは行政から、照明の LED 化や低

エネルギーの公用車の拡大などに取り組んでいくことが大切です。 

 

 

《省エネ化と新エネルギーへの取り組みにおける方針》 

 

 

◆新たな産業創出を目標に、関連する社会動向に注視し、太陽光パネルなどの自然エネル

ギー分野への取り組みについて、地域状況に鑑みながら積極的に行っていきます。 

 

◆社会動向に注視するとともに、国や県等の連携・協力のもと、太陽光パネルの設置助成

の創設など、自然エネルギーへの取り組みを促進します。 

 

◆公共施設等の省エネ化・節電への協力を推進するとともに、過度の節電による健康被害

の防止に努めます。 

 

 

 

  ▲太陽光パネル（東中学校） ▲発電量等を示すサイン（東中学校） 
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Ⅲ.災害に強いまちづくりの推進 

 

今回の震災は、多くの課題を本市に投げかける結果となりました。言い換えれば、安全・安心

という非常に基本的な部分で、多くの教訓を与えたものと認識しています。 

そのため、この教訓をきちんと理解し検証した上で、今後の安心・安全をどう創造していくか

が最大の課題であり、現実の中で、行政にできることとともに、地域でできること、さらには、

市民の方々の協力内容などを明確にしながら、市が一丸となって創り上げなければ、本当の意味

での安全・安心が得られないことが、最大の教訓であったと考えます。 

したがって、災害に強いまちづくりを進めるためには、安全・安心という視点から再度、行政・

地域・市民生活を見つめ直すことが大切です。 

 

（１）災害対応の検証と地域防災計画の見直し 

 

今回の震災は、「想定外の震災」というような

表現がしばしば使われています。市役所において

も、災害直後から、災害対策本部の設置をはじめ、

概ね 1 ヶ月での応急復旧完了など、全庁をあげ

た対応を進めてきました。 

しかしながら、本市においては、甚大な被害が

あったものの、市の東南部に集中しており、仮に

この被害が、全市的なものであったら、これが夜

間に生じていたらなど、現在の防災体制で万全か

というと、いくつかの課題や問題点が出てきてい

ることも否めない事実です。 

 

 

 

▲災害発生直後に設置された“災害対策本部” 

▲避難所の方々や夜間対応職員等への炊き出し ▲災害発生直後から概ね１ヶ月間行われた給水活動 
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▼本市の災害対応の状況（災害発生から３月末まで） 

区 分 災害対応の内容 対応延べ職員数

避難施設等 

市民避難 
ふれあいセンターをはじめ、最大 15 ヶ所を開設し、

４月 12 日まで設置し、24 時間対応を行っていた。 
４８１名 

県外から 

の 避 難 

避難希望に応じ、福祉センターを指定。４月 28 日ま

で開設し、24 時間対応を行っていた。 
２８４名 

上水道施設 

給水活動 
災害発生翌日から給水車等を含め、市内９ヶ所（一

部 24 時間対応）にて給水。総量 246.5 ㎥を提供。 
２２３名 

応急復旧 
災害発生直後から応急復旧作業に着手したが、被

害の甚大な地域では、４月上旬まで時間を要した。 
２１４名 

道路施設・ 

下水道施設 
応急復旧 

災害発生直後から道路の安全対策をはじめ、応急

復旧に着手。下水道では一部４月上旬まで。 
８２５名 

災 害 窓 口 夜間対応 
各庁舎及び水道局等の夜間の対応や問合せなど

のため、職員を配置。 
１６４名 

そ の 他 
ガレキ対応・

仮設トイレ等 

ガレキ処理の対応や仮設トイレの設置をはじめ、各

種生活支援の対応を継続的に実施。 
４３４名 

 

現在、本市の防災体制は、平成 19 年３月に策定した「稲敷市地域防災計画」に基づいて、市

職員の初動体制をはじめ、マニュアルなどが整備されているところです。 

したがって、今回の震災対応などについて、一つずつ課題や問題点を抽出・検証し、見直すべ

き点は直ちに見直し、“市民の生命と財産を守る”という行政の使命を十分認識した対応を進めま

す。 

 

 

《災害対応の検証と地域防災計画の見直しにおける方針》 

 

 

◆全庁的な災害対応状況の収集・整理などによる災害対応の検証を踏まえ、行政機構のあ

り方も視野に、早急な地域防災計画の見直しを行います。 

 

◆地域防災計画の見直し作業にあたっては、通信手段や備蓄のあり方をはじめ、行政・地

域・市民の役割を協議しながら、今回以上の大災害・複合災害などにも十分対応できる

柔軟かつ明確な防災体制の構築を目指します。 

 

◆電気・水道・ガスのライフラインのうち、市が所管する唯一のライフラインである水道

サービスについて、給水車両の適正配備などをはじめ、有事の際の水道・給水サービス

の強化を図り、更なる市民生活の安全・安心の向上に努めます。 
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（２）地域コミュニティの活性化と多面的な連携強化 

 

今回の災害で、大きく注目されたのは、“地域コミュニティ”や“地の利”という「地域性」と

いうものでした。 

 

今回、甚大な被災を受けた市の東南部地域は、日頃から近所付き合いがあり、今回の震災の際

には、ご近所の助け合いなどの地域コミュニティが発揮されました。 

また、行政の災害対応の中でも、地域の地理等を熟知した職員が、その地域で行った災害対応

は迅速なものであり、庁内においても“地域性”というものの重要性が認識されたところです。 

しかしながら、合併以降これまで、行政運営の中では、様々な分野で集約化や効率化に重点が

置かれ、地域コミュニティの形骸化とともに、地域と行政のつながりも希薄化してきている状況

があります。 

さらに、今回の震災では、一部に防災協定を締結した企業や市内企業などからの品薄となった

飲料水等の提供をはじめ、他県の自治体からの給水車や支援物資の提供など、地域と行政だけで

なく、他の機関などからも、多くの支援を受けたことも特筆する事項としてあげられます。 

 

今回の震災においては、市民・地域・行政の連

携・協力をはじめ、それぞれの役割やあり方など、

今後の市政運営を進める上での課題や問題点を

明らかにしたものと考えられます。 

また、市民・地域・行政という市内部という視

点だけでなく、市外の市町村や企業等との関係づ

くりにおいても、今回の震災で得られた課題の一

つと言えます。 

 

 ▲ボランティアの方々による炊き出し作業 ▲ゴールデンゴールズの選手による避難所への訪問 

▲災害直後から行われた消防団活動 
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そこで、今後は、自助・共助・公助という視点に加え、他助による多面的な連携強化を推進し

ていくことが重要です。 

 

したがって、まずは、市民の方々の防災意識の維持・向上をはじめ、市民・地域・行政などが

参加できる全市的な防災訓練等を実施することが必要です。 

また、本市の有事の際に機能する地域コミュニティの形成を図るため、普段からの近所付き合

いをはじめ、希薄化や形骸化の傾向が見受けられる地域コミュニティを活性化するための機会の

創出など、一定の支援が必要と考えます。 

さらに、行政と地域・市民の方々をつなぐ地域の消防団・行政区長・民生委員などとの連携・

協力とともに、行政内部においても、十分な地域支援を推進していくための体制強化を図ること

が必要です。 

加えて、既存の国内の市町村との交流等の中から、防災協定を含めた地域交流を促進していく

とともに、市内外の企業や関係機関等との連携を促進するための協定等についても積極的に推進

していくことが求められます。 

 

 

《地域コミュニティの活性化と多面的な連携強化における方針》 

 

 

◆行政・地域・市民の方々が参加する全市的な防災訓練の実施をはじめ、防災記録の継承

と活用を図り、防災意識の風化防止に努めます。 

 

◆有事の際にも機能しうる地域コミュニティの再生を目指し、地域の実情に応じた普段か

らの地域コミュニティの活性化のための支援・協力を図ります。 

 

◆地域と行政との連携・協力を高めるため、地域の消防団・行政区長・民生委員などとの

連携強化とともに、行政内部においても地域担当など、地域との連携・協力を最大限支

援できる体制強化を図ります。 

 

◆自助・共助・公助だけでなく、他の市町村や市内外の企業及び関係機関との防災協定等

の締結など、“他助”による多面的な連携強化を促進します。 
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（３）防災まちづくりの推進 

 

今回の震災において、防潮堤を超える津波の発生や住宅地の液状化など、世界最先端の我が国

の土木・建築技術に対しても、大きな衝撃を与える結果となりました。 

本市においても、河川堤防の被害をはじめ、古来より住み続けてきた住宅地の液状化など、ま

ちづくりの基盤を支えてきた土木・建築技術に対する信頼性が低下した事実は否めないところで

す。 

そのため、これらまちづくりの基盤を支えてきた施設面、つまりハード面の強化だけでは、市

民の方々の安全・安心は確保できず、今回しばしば言われるような「想定外の災害」には対応で

きないことは明確です。 

 

そこで、防災まちづくりにおいては、住宅をは

じめ、道路や上・下水道等など、ハード面の本復

旧整備とともに、土地利用の適正誘導をはじめ、

まちづくりの骨格や配置される各種機能のあり

方など、ハード面では補えない部分を克服し、あ

る程度の規模以上の被害が生じても、柔軟に対応

できるソフト面の整備を加えた、総合的なまちづ

くりの視点が大切です。 

 

 

 

 

 

  

▲液状化により大量の土砂が噴出した被災地域 ▲複合型ショッピングセンター地域における被害 

▲宅地・生活道路など面的な被害を受けた被災地域 
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今後は、防災まちづくりの観点から、避難所となっている各学校においては、既存の学校再編

整備計画を踏まえた施設の耐震化を促進とともに、市の防災拠点の中枢となる統合庁舎（新庁舎）

の建設を促進し、「想定外の災害」にも十分対応できる防災機能の強化を図ります。 

また、著しい被害を受けた地域を中心に、国や県等からの協力・支援を見据えながら、ハード

及びソフトの両面からの防災まちづくりを促進していくことが必要であり、今回大きな被害が生

じていない地域においても、防災まちづくりの観点から、地域のあり方を検討・協議していくこ

とも求められます。 

これらの防災まちづくりにあたっては、地域住民の意向をはじめ、地域の実情にあった検討・

協議を、地域住民自らが参画し考えることが非常に大切であるため、専門家の派遣なども含め、

その支援にあたることが必要です。 

さらに、個別の「ハザードマップ」や「揺れやすさマップ」などを含め、各地域や市民の方々

が有事の際に混乱することなく、避難などの対応ができるような「（仮称）稲敷市防災総合ガイド

ブック」の作成・配布を行い、市民自らが住む地域の災害リスクをきちんと理解してもらうこと

も大切です。 

 

 

《防災まちづくりの推進における方針》 

 

 

◆防災まちづくりの観点から、学校再編整備計画を踏まえた学校施設（避難所）の耐震化

を促進するとともに、市の防災拠点の中枢となる統合庁舎（新庁舎）の建設を促進し、

防災機能の強化を図ります。 

 

◆被害の著しい地域を中心に、地域の実情等を踏まえ、国や県等との連携・協力により、

面的な再生支援を図るとともに、市内全域での各地域のハード・ソフトでの防災まちづ

くりを推進します。 

 

◆地域の安全・安心を向上させるため、国や県等と連携・協力し、専門家の地域派遣をは

じめ、地域住民の意向や地域の実情に応じた防災まちづくりや地域住民の防災マニュア

ルづくりなどを支援します。 

 

◆ハザードマップや揺れやすさマップなどの防災リスク情報とともに、有事の際に市民の

方々が混乱することなく災害対応ができるよう、一元化された地域防災情報の提供を行

います。 

 

 


