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はじめに
本リサーチペーパーは、今年度、科研費研究「東京臨海部における液状化災害の実態と社
会的対応策の研究」（平成 25～27 年度）の一環として取り組んだ、実地ヒアリング調査結
果をまとめたものである。
本研究については、すでに 2012 年に、リサーチペーパーNo.21 として、「東京湾岸地
域域における臨海部開発と液状化災害に関する研究－2011 年度特別プロジェクト研究報告
書」（（公財）政治経済研究所液状化問題研究会編、2012 年 10 月）、及びリ
サーチペーパーNo.22「日本大震災における液状化災害の展開－千葉県湾岸地域・茨城県鹿
嶋地域を中心に－」を公刊している。したがって、本報告書は、その第三弾ということにな
る。
本年度は、パイロット調査「液状化によるくらしの被害と対応についての聞き取り調査」
ならびに、それに向けての予備調査をおこなったが、液状化対策事業への姿勢が、住民の被
害状況、人生将来設計、不動産の利用・処分意向等によって異なり、したがってこうした条
件が似通った街区は合意形成をしやすいということを、具体的に把握することができた。
さらにコミュニティへの帰属意識・価値評価の地域的差異が合意形成の成否に大きく関わ
っていることが判明したことも大きな成果であった。
パイロット調査のサンプル数は予定より若干少なくなったが、液状化被害－生活困難－液状
化対策事業への参加意向の関係性が、個人属性、地域特性をふまえて立体的に、リアルにつ
かむことができた。
本リサーチペーパーでは、以上の研究調査の成果をできるだけ盛り込むよう心がけるとと
もに、2015 年度実施する本調査につなげるため、それぞれ、試論的に一定の理論的な枠組
みづくりも試みた。
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第 1 章 液状化対策と公共場
岩見良太郎
本稿では、〈公共場〉という新たな概念を導入し、浦安市における液状化対策事業をめぐ
る住民の動きを分析する。
なお、〈公共場〉は、昨年度発表した、拙稿「石油コンビナートの液状化災害―〈災害場〉
概念の導入とその適用」（『Seikeiken Research Paper Series No.21』所収）で展開した
〈災害場〉の一構成要素をなすものである。
１．公共場
１－１ 定義
公共場は「ある共有された課題の達成のために、相互行為がなされる場」と定義されよう。
ここで、課題とは、くらしに困難をもたらしている問題の解決、ないしは、くらしをよりよ
いものにすることに他ならない。こうした課題そのものが、外部からではなく、相互作用に
由来し、したがって、課題としての効果の創造ないしは問題解決に相互作用が不可欠な場合、
典型的公共場といえる。いわゆる、まちづくりは典型的公共場のわかりやすい事例であろう。
公共場の、概念としての新規性を支えるのは、〈場〉にほかならないが、ここでいう場と
は、
「一つの全体の中で構成要素の相互依存の関係が生じ、そのために全体がその構成要素の
単なる集合以上のものになるということが起こる。そのように相互に依存すると考えられる
共存する事実の全体が『場』と呼ばれるのである。」（池上嘉彦『意味論』大修館書店、1984 年、281
頁）

言い換えれば、相互依存関係にある要素が、その単なる集合以上の一つの全体をかたちづく
り、そこから、構成要素に還元し得ない、新たな質を創発するような要素集合が〈場〉なの
である。
〈場〉を現実の社会問題の分析に適用するためには、その分析目的に即し、概念の具体化
がなされねばならないが、筆者は次のように、〈場〉を定義する。すなわち、
場：意味づけられた空間ネットワーク（場所）＋意味づけられた社会ネットワーク（縁）
場所と縁は相互行為の主体が関与する限りのそれであって、したがって、主体が能動的にし
つらえるものである。
公共場では、縁は、課題への関心の共有によって創造される。場所は、課題対象の場所、
課題達成に向けての活動空間として設定される。
意味づけは、主体によってなされるから、場は主観的存在である。しかし、活動という相
互行為を通じて、意味形成はなされるがゆえに、間主観的存在である。
公共場における創発効果は、認識された課題の生成であり、認識された課題達成効果であ
る。
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１－２

公共場の特性

特性を列挙すれば下記のとおりである。
① 公共場の領域は、行政区域等、空間的に区切られるのではなく、課題に関心を持つ人々
の集合の密度に応じて定まる。したがって、人々の共有・関心の程度において流動する。
② 公共場は、客観的基盤を持ちつつ、個人の主観によって構成されるという二重性を持つ。
③ 公共場は、単一の場ではなく、個別の相互行為に対応する場の集合＝融合として形成
される。
④ 公共場は相互行為の蓄積とともに変容していく。
⑤ 公共場の最深部の基盤は「そこで共にくらす」であり、「そこ」という場所、暮らし
を通じて育まれる縁である。場所と縁への思い入れ・愛着の強弱に応じて公共場形成
ポテンシャルの大きさに差が生じる。
２ 公共場と公共性
課題が人々の間で共有され、達成のために共同行為が求められ、相互行為の中から生み出
される効果・意味が外にも開かれているとすれば、それは、公共性の概念にも通じるといえ
る。
そこで、公共性と対比し、その異同が説明されねばならない。
２－１

公共性の基準

公共性はきわめて論争的なテーマであり、必ずしも、一般的に共有された概念があるわけ
ではないが、大きくは、市民的公共性と公民的公共性の対立として顕現している。
公共性を定義する場合、一般的には、それが備えるべき、いくつかの基準を列挙するとい
う方法がとられるが、公共性の概念の違いによって自ずと違ったものになる。
筆者は、市民的公共性に与するが、その基準として一般的に示されているのは次の 3 点で
ある。
① だれもがアクセス可能（非排除性）
② 公開性
③ 諸個人の対等・自律性
これに、
④ 価値の複数性
⑤ 人々の間に生起する出来事への共通関心にもとづく統合
が加えられよう。
２－２

公共圏と公共場

ハーバーマスによって提起された公共圏は、一定の領域性をもった概念であり、その意味
で公共場と重なる。
そこで、ここでは、公共圏と公共場の異同について検討したい。
（１）公共圏
公共圏は私的領域と国家の領域の間にある、公権力から自由な、市民の自律的領域であり、
自由対等な市民によって理性的討議がなされる圏域である。コーヒーハウスやサロンや読書
会といったかたちで、18 世紀前後における近代市民の誕生とともに形成された。そこには、
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政治権力への批判性が見られたが、資本主義の発展とともに進行した社会国家化（福祉国家
化）、マスメディアの発達、大衆民主主義化によって失われ、公共圏は解体していった（「公
共性の構造転換」）というのがハーバーマスの見解である。
しかし、1960～1970 年代にかけて誕生した広範な市民運動は、「公共圏の再生」を目指
す運動と解釈する論者も多い。
以上、きわめて粗雑ではあるが、公共圏の概念を紹介した。では、公共圏と公共場の異同
は、いかなる点に求められるのか。
（２）公共圏と公共場の差異
公共圏は、不特定多数から構成されるのではなく、問題関心を同じくする人々によって構
成される。その点で、縁をベースに構成される公共場と近似的である。
また、公共圏は抽象的・一般的な広がりを持つ公共空間とは違い、特定の場所をかたちづ
くる。この意味においても、場所をベースとする公共場と共通性をもっている。
しかし、次の点において、公共圏と異なる。
① まず、公共場は、活動・実践の場である。これに対し、公共圏は、「合意形成に向け
ての討議の空間」という、限定された実践の場である。ここに、公共圏との根本的違
いである。公共場では、討議のみでなく、街角の立ち話での意見交換、話し合いのた
めの場所と人集め、集会・行動を呼びかけるビラの印刷、配布、課題達成のための金
銭的、労力的負担、行政・議会への働きかけ・・・等々様々な活動がなされるのである。
② 公共場は、公共圏に比して、地域性がより強い。したがって、アクセス、課題達成効
果の享受は、地域的に限定される度合いがより強い。
③ 公共場は生活場の一構成部分であり、活動は生活と一体である。生活場の有り様が公
共場のありようを規定する。親密圏という用語を用いれば、公共場は親密圏と切り離
しがたく結びついているのである。
しかし、公共圏は、具体的日々の生活との結びつきを断ち切り、討議の空間として抽
象的に構成される。したがって、親密圏とも連続性を持たない。
④ 公共場の構成員は、具体的生活を営む諸個人であり、市民的理性の行使主体としての
理想的市民ではない。理性の合理的行使は生活事情によって、制約され、また、能力・
権力・資力において対等・平等ではない。
⑤ 討議・対話は公共場における中心的活動の一つであることは、自明である。しかし、
課題達成に向けての方法の確定・個人間の諸利害の調整等を含む、完全な合意は、理
性の行使による一定の討議によって達成なされるものではない。それは、共同学習の
積み重ねよる知識・能力の発展を通じて見出されるものであり（共同学習課程として
の公共場）、個人的な満足の対立は、個人的条件に基づくものである限り、容易に解
消されるものではない。しかし、公共場が限られた時間何に課題の達成が求められる
実践的空間である以上、生活の知恵としての「暫定的妥協」（多数決による複数性の
切り捨て）が覚悟されなければならない。
３ 公共場からみた液状化対策
３－１ 液状化対策と公共場
液状化対策の場所的基盤は、液状化災害をもたらす地盤であるが、それがそのまま液状化
対策の場所を形成するのではない。実際、液状化災害を経験するか、そうした地盤が液状化
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災害を引き起こす可能性があるという、情報を獲得したとき、「液状化の危険がある⇒ な
んらかの対策が必要だ」という意味が付与され、場所となるのである。そしてそうし
た意味・関心が共通のものになったとき、液状化対策の場所が形成されるのである。
液状化対策の縁は、液状化災害の危険性をはらんだ地盤の上に居住し、共同的液状化対策
の必要性を共有する、一定エリアの人々のつながりとして形成される。液状化への共同対応
の必要性は、液状化災害の原因である地盤は連続したものであり、したがって、液状化対策
の効果的な達成は、単独対応では困難であるという認識から生まれる。
３－２ 浦安市における液状化対策に係る公共場の形成
（１）液状化対策公共場の基盤
液状化対策についての公共場の空間的基盤は、液状化災害を引き起こす可能性が危惧され
る埋め立て地盤である。浦安市の約 86％は埋立地である。埋め立て時期に即して、エリアを
区分すれば、図表１のようになる。見るように、埋め立ては、70 年までにほぼ半分強が、残
りが 80 年までに完了している。
しかし、基本的に今回の地震を経験するまで、それは液状化対策公共場（場所）ではな
かった。
浦安市における埋め立て地盤の特徴は、民間ディベロッパーによって分譲住宅として 販売
されたことから、整然とほぼ同じ面積の街区、区画割りがなされていることである。これは、
浦安市が採用した格子状地中壁工法の適用を可能にした要因であるが、液状 化対策の公共
場（縁）の形成をより容易にしたと判断される。公共場（縁）の基盤はコミュニティである
が、ほぼ同じ大きさの街区・区画割りから、住民の基本的属性は似かより、均質性が本的属
性は似かより、均質性が高いこ
図表 1

とが推測され、それはとりもな

埋立時期別区域区分

おさず、公共場が成立しやすい
条件をかたちづくっていると考
えられるからである。
ただし、ヒアリングによれ
ば、震災がおきるまでは、それ
ほど、強いつながり（縁）は存
在していなかったようである。
液状化対策公共場を顕在化さ
せたものは、今回の大震災であ
る。同大震災によって、埋立地
全域にわたって、液状化現象が
引き起こされたが、図表 2 から
読み取れるように、とりわけ、
70年までの埋立地における液
状化被害が著しい。それは、液
状化対策がほとんどなされな
かったからである。

出所：「平成 23 年度 浦安市液状化対策技術検討調査報告書」
（浦安市液状化対策技術検討調査委員会 公益社団法人地
盤工学会・公益社団法人土木学会・一般社団法人日本建
築学会、平成 24 年 3 月）より作成。
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図表 2

液状化被害の状況

出所：図表１と同じ

（２）公共場の形成
東日本大震災によって広域にわたり、液状化被害をうけたことによって、液状化対策が、
埋め立て地域の広範な住民の関心事となるに及んで、公共場形成への動きが出てきた。そ
れを主導したのは浦安市であった。浦安市は、面積比で、液状化被害地域の 50％を超える地
区（図表 3 参照）を対象に、「道路と宅地の一体的な液状化対策事業」を打ち出し、同事業
への、市民の参加を訴え、説明会を開始した。合わせて、自治会主催の説明会、住民の自主
的勉強会もかなりの頻度で取り組まれた。
市が説明会で示した主要なポイントは、
・事業規模として、概ね 100 宅地程度の連続したまとまりが望ましいこと
・住民の負担は、100 万円から 200 万円程度
・個別勉強会の立ち上げにあたっては、2 街区以上で少なくても公共道路 1 本以上を含む
地区であること
また、「工事実施までの住民合意形成のステップ」を次のように説明している。
「工事実施までの住民合意形成のステップとして、第 1 段階が地権者から市への『液状化
対策事業計画案』作成調査依頼書の提出（期限は平成 26 年 6 月 30 日）、第 2 段階が『事業
実施（工事）』への同意取り付け（最終が平成 28 年初旬頃）となります。なお、『液状化
対策事業計画案』の作成期間は、概ね 1 年半を想定しています。」
（「道路と宅地の一体的な液状化対策事業に係る平成 25 年度の取り組み状況と今後の方針」、浦安市、平
成 26 年 4 月)

第一段階の「液状化対策事業計画案」作成調査依頼書の提出に対する合意は、各地区地権
者の 9 割以上がおおよその目安であったが、図表 4 が示すように、地区によって合意スピー
ドは区々であり、最終的に合意にいたったのは、20 地区であった。
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図表3

液状化対策事業の対象面積等
被災状況

事業対象

1,455

面積(ha)

204.8
8,930

住宅戸数
37,023

世 帯 数

12,079

出所：「道路と宅地の一体的な液状化対策事業に係る平成25年度の取り組み状況と今後の方針」
（浦安市、平成26年4月）
、
「浦安市復興計画～すべての力を結集し、再生・創生を～」
（浦安市、平成24年3月）より作成

図表 4

「液状化対策事業計画案」作成調査依頼書提出に対する合意状況
合意時期 区域面積 宅地数（a） 全戸数
(注)
(㎡)
(戸)
(b)

丁名

街区
16〜31

4

美浜４丁目

1〜5、7〜15

4

計

美浜３丁目

1～14

1

19〜20

4

16〜18、21〜32

4

計
入船４丁目

34〜46

3

富岡１丁目

2〜21

3

東野３丁目

12〜27、29〜40

4

富岡４丁目 1〜8、11〜14、19〜22

4

比率
(a/ｂ)

備考

243
56,200

215

48,900

458

480

95.4

429

427

100.5

140

1,271

11.0

224

306

73.2

397

659

60.2

？

288

191
7,700
42,300

34
204

49,200
34,800
50,000
？
94,500

弁天１丁目

6〜20

3

7,700

34

565

6.0

弁天 1 丁目と合算(計 489 戸)

今川２丁目

13～15

1

21,000

73

855

8.5

面積が 100 宅地相当

2～17

2

54,500

236

舞浜２丁目

18〜46

3

100,800

416
840

77.6

652

計

弁天２丁目

25～31

1

5～6

2

22,200

28

15～16

2

6,600

32

32～38

2

90

3〜4、7〜12、14、17〜24

4

7,200
？
20,600

98
宅地数：150 戸

？
248+？

計

667

3718.0

弁天４丁目

1〜12、14〜20

3

？

492

今川３丁目

13

1

3,800

18

536

3.4

舞浜３丁目

全街区

1

122,000

546

548

99.6

注：合意時期：1：平成 26 年 4 月 8 日以前
4：平成 26 年 11 月末以前

2：平成 26 年 4 月中旬以前

弁天 1 丁目と合算(計 489 戸)
範囲の拡大が不可能

3：平成 26 月末以前

出所：「道路と宅地の一体的な液状化対策事業に係る取り組み状況と今後の方針」､浦安市、平成26年7月14日、
同8月21日、11月28日）より作成。
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図表 5 合意地域の分布

注:
合意地域の数字は合意時期を示す（図表４の注参照）

合意地域を地図に落とすと図表 5 のようになる。その分布は、湾岸道路にそった、一定地
域に偏っていることがわかる。
では、こうした合意形成に地域差・地域的偏りが生じた要因はどこにあったのか。
(３)

公共場形成における地域的差異

【被害状況】

図表 6

そのもっとも強力な要
因は、被害状況であろう。
液状化対策事業への合意
形成は、液状化被害程度
がより深刻で、かつ地区
内のばらつきが少ないほ
ど、容易であると推測さ
れるからである。
建物の損壊程度を指標
とした被害状況図と合意
形成状況図を重ねてみる
と図表 6 のようになり、
一定程度、合意形成と液
状化被害の強度・ばらつ
き程度が相関しているこ
とが、確かめられる。
9

建物被害状況

【土地利用】
しかし、合意形成を左右する、もっとも大きな規定要因は土地利用状況にあると推測され
る。これは、合意形成地域を土地利用図と重ねてみれば明らかである。
図表 7 (1) ～ (3) がそれである。
合意形成を達成した街区は、ほとんどが整然と区画割りされた戸建住宅地である。それは、
同時に持ち家が支配的な地域である（図表 8）。ほぼ同じ面積に区画化された戸建て持ち家
地区という住宅条件が、液状化対策へのモチベーションを与え、また、浦安市の採用した格
子状液状化対策工法に最も適合する条件をかたちづくり、さらに、生活・意識構造をも均一
化させ、合意形成をしやすくしたものと推測されるのである。

図表 7 (1)

図表 7 (2) 土地利用と合意地域

土地利用と合意地域
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図表 7 (3)

図表 8 持ち家比率との相関

土地利用と合意地域

注：合意地域の数字は合意時期を示す（図表4の注参照）
出所：『平成22年国勢調査』小地域集計より作成

【未知の要因】
しかし、合意形成について、以上の仮説では説明できない街区も多数みられる。たとえば、
A 地域である。このエリアは、整然とした一戸建て住宅地域とはほど遠く、宅地割りは不規
則であり、おそらくアパート、マンション等も混在していると思われる。技術的にも困難が
予想され、かなり生活条件も多様であることが推測される、このような地域の一部の街区で、
なぜ合意形成できたのか。
逆に、たとえば B、C に見られるように、整然とした一戸建て地域の一部住宅街区が、合
意形成地域から脱落することになったのは何故なのか。そこには、場所的要因に還元できな
い、目には見えない他の要因が働いていると思われる。たとえば、その一つとして、年齢・
所得・職業・学歴等の構成といった、地区の居住者特性があげられよう。それによって、液
状化対策への関心のベクトル（強度・方向）が規定されると考えられるからである。
しかし、それらが、どのようなメカニズムで、合意形成に作用しているのか、そもそも、
規定力をどれだけ持っているのか。これらの点に関し、説得力ある説明をなしうるためには、
やはり、個々人の意識におりたった分析を避けることはできない。
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４ おわりに
以上の考察から明らかになったように、合意形成の地域的差異を、説得力を持って説明す
るためには、合意形成にいたる個々人の意識内のメカニズムまで踏み込んで解明することが
不可欠である。個々人における合意形成にかかわる決断は、将来の生活設計を含む個人的事
情、思想・性格、液状化対策事業に関わる知識の多寡・理解力、行政・コミュニティへの信
頼の度合い、隣人の動向等、様々な要因の複雑な絡まりあいの下になされ、しかも、それは
きわめてダイナミックに進行する。その様相を知るためには、個々人の内面まで立ち入らな
ければならないからである。
〈意味〉を不可分の構成要素とする〈公共場〉は、こうした個々人の内面の探査をも含む
分析ツールとして有効である。昨年度、その一端を知るために、パイロット調査を試みたが、
今回の報告では、それを生かすことができなかった。本年度、パイロット調査の知見を踏ま
え、詳細なヒアリング調査を実施するが、公共場の本格的分析は、その調査結果をまって行
いたいと考えている。
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第 2 章 千葉県浦安市における市街地液状化対策事業とコミュニティ―
－第 1 期埋立地区を中心に－
山本

唯人

１ はじめに
千葉県浦安市で、市街地液状化対策事業の準備が進められている。市街地液状化対策事業
とは、液状化の再発を防ぐために、国の復興交付金を受けて、道路と宅地の一体的な整備を
行うものである。浦安市は、市の採用する工法を格子状地中壁工法と定め、2014 年 6 月 30
日までに、事業の前提となる、計画案調査に参加する街区を募集した。ところが、この調査
に応募した街区は、対象地区面積の約 47.1％にとどまり、その対応には、ばらつきが生ま
れた。
対策事業を行わない場合、その地区では、震災時における再液状化の可能性がそのまま残
されることになる。それにもかかわらず、面積にして半分以上の街区が、工事の前段階であ
る調査にすら参加を見送ったことは、あらためて、被災地における合意形成の難しさを浮き
彫りにした。では、なぜ、多くの地域で、液状化対策への参加は見送られたのか。このこと
もまた、今回の市街地液状化対策事業において、検証されるべき事項のひとつになるだろう。
こうした観点から、本稿では、液状化の被害が集中した第 1 期埋立地区の戸建住宅地に属
し、大きな被害が出たにもかかわらず、ほとんどの街区が対策事業の調査に参加しなかった、
A 地区の状況を検討する。
２ 分析視角―災害脆弱性への対処とコミュニティ
社会学者の室井研二によれば、近年、ハード中心の防災対策が見なおされ、災害時の応急
対応やその後の生活再建といった局面への政策的関心が高まり、ソフトの施策を支える地域
コミュニティへの期待が高まっている（室井 2011）。地域コミュニティには、住民の合意
をとりまとめる「公共的意思決定」の機能があり（名和田編 2009；丸山 2014）、実際、多
くの復興や防災対策の事例において、自治会などのコミュニティ組織は、行政の施策を進め
る上で、地域の承認を引き出す何よりのよりどころとなっている。
ところが、地域コミュニティの役割に、過剰ともいえる期待が寄せられる半面、ではいっ
たい、地元のどのような組織に、何をゆだねるかという点について、十分な整理がなされて
いるとはいえない。結果として、施策を実現できずにいる地域や自治体も多い。
こうした観点から、災害を、その背景となる地域社会の歴史的形成のプロセスや、日常的
な社会構造とのつながりのもとで、理解する必要性が主張されている。
室井は、2003 年、福岡県太宰府市における集中豪雨災害の研究から、とりわけ、① 高度
成長期における「開発」と災害脆弱性との関係、② 都市化に伴う新旧住民の混住化が引き
起こす社会関係の変化を、地域社会と災害の発生の仕方をつなぐ重要な要因として指摘した。
② について、具体的には、都市化を通じて、農村集落や市街地の伝統的自営業層が担っ
ていた災害対処能力が減退し、一方、新住民がそれにかわる仕組みを作り出すわけでもない
ことによって、全体として、地域課題に対処する能力が失われていくことが指摘されている。
③ 旧住民が生産活動を結節点として土地の「共同管理」の枠組みを持っているのに対して、
居住機能に特化した新住民の住宅地では、土地利用の問題に関与する余地が少ないために、
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防災活動の実質化が阻まれているという指摘も重要である 1。そして、宅地化を地域の発展と
同一視する開発政策が、地域全体として、災害対処能力の弱体化を助長していくというわけ
である。
こうした視点は、まさに、高度成長を背景に、人工的な埋め立てと住宅地の建設という「開
発」によって、物理的環境の大枠がつくられた浦安市の地域課題を捉える上で、基本的な重
要性を持つといえる。また、「埋立地に建つ住宅地」という独自な環境のなかで、その環境
に由来する地域課題を、住民の側がどのように認識し、社会関係や土地の共同管理の枠組み
を作ってきたのか、それが、東日本大震災までに間に、どのような変容を遂げていたのかを
検証することも、基本的な観点になるだろう。
本稿でも、「開発」と地域コミュニティにおける「社会関係」の変容－この 2 つの視点を
軸に、A 地区の事例を見ていきたい。
一方で、浦安市の被災地は、埋立地であるがゆえに、先行する市街地がなく、伝統的な社
会関係が希薄であること、共有地などの物理的な共有財産があまりなく、私的所有の原則が
コミュニティの奥深くまで浸透しているという特徴がある。こうした条件の違いが、図表 1
のように災害への対応や防災対策のなかで、どのように表れてくるかが、関心のポイン
トになるだろう。
このように、マクロな社会経済的条件の変化と災害脆弱性の発現とを結びつける室井のア
プローチは、自然環境的要因と社会的要因が結びつくことによって、災害脆弱性が社会的に
創り出されることを主張した、災害社会学における「脆弱性（vulnerability）」の理論と、

響き合うものがある2。
そこで、本稿では、筆者が、鹿島臨海工業地帯の液状化を論ずる際に提示した、「3 層の
要因モデル」（山本 2014）のなかに、室井が論じた都市社会学におけるコミュニティ研究
の視点を融合させるかたちで、災害脆弱性のモデルを再構成したい（図表１）。
浦安市における液状化災害は、海底の地盤と人工的な埋め立てによって、液状化の危険を
含む土地が造成され、そこに、十分な対策を施さない宅地開発が行われたことに由来する。

図表1

浦安市における災害脆弱性の形成モデル
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特に、液状化対策の不十分な戸建住宅地に、東日本大震災の巨大な物理的ショックが加わり、
それまで、潜在化していた液状化に対する脆弱性が、一気に噴出したものと捉えることがで
きる。
通常、脆弱性のモデルは、特定の地域における災害発生のメカニズムを説明するものだが、
ここでは、ある地域コミュニティにおける災害脆弱性は、同時に長期的な復興や防災対策へ
の対応力にも影響を及ぼし、それが、引いては、地域開発や社会関係のあり方に影響を与え、
災害前における脆弱性の度合いやその要因となる社会経済的な条件を組み換えていくこと
を表している。
また、当然のことながら、開発やコミュニティ組織のあり方は、全体社会の変動を規定す
る社会経済的要因によって、左右される。
「社会関係」という項目のなかには、コミュニティ組織だけでなく、政府や自治体、専門
家など、物理的環境の上に展開する様々なアクターも含めることにし、社会関係的要因の内
部における政府・自治体とコミュニティ、専門家との関係なども、扱っていく。
３

調査方法
本稿が主に用いるのは、2014 年 12 月から 2015 年 2 月にかけて、筆者が参加する、公益

財団政治経済研究所液状化問題研究会が実施した聞き取り調査と、浦安市によって公開され
た資料、各種の文献などである。
聞き取りは、市街地液状化対策事業の対象地区のうち、比較的被害が大きく、市の対策事
業に対して、地域の側から、何らかの取り組みが見られた 4 つの地区、10 人の住民を対象
にした。いずれも、液状化対策についての関心が高く、地区内の意見調整や市役所に何らか
の働きかけを行うなど、合意形成のリーダー的役割を果たした住民である。対象者の選定は、
事情に通じた住民からの紹介のかたちをとった。
本稿で用いたデータは、本格的な地域コミュニティの分析という目的からは、かなり限定
的なものである。研究会では、今回の聞き取りをパイロット調査と位置付けて、近く本格的
な調査の実施を計画している。その意味で、本稿は、あくまでも中間段階の考察にとどまる
ことを断っておきたい。
図表 2 は、聞き取り対象者と地区の概要である。ここで、「地区」とは、行政区分の「大
字」の単位を表す。「街区」はその下位カテゴリーで、ここでは、液状化対策の調査に参加
する住宅地の単位を表している。浦安市によれば、対策工事を申請する「街区」は 100 戸
が標準とされているが、何戸を単位とするかは、応募する住民の側にゆだねられているので、
実際の戸数はかなりの幅がある。
A 地区は、一部の住民によって、市の選定した格子状地中壁工法に対する反対運動が展
開された地区である。聞き取りした a 氏はその中心人物のひとりである。その背景には、地
区の形成過程に由来する、合意形成の難しさがあり、市内で最大規模の被害を出したにもか
かわらず、ほとんどの街区が調査への参加を見送った。
B 地区は、A 地区と対照的に、格子状地中壁工法の積極推進グループが住民により組織さ
れた地区である。e 氏はその中心人物のひとりである。B 地区では、市の取り組みに住民が
答えるかたちとなり、結果として、ほとんどの街区が調査に参加した。液状化の被害は、A
地区と並んで大規模なものだった。
C 地区は、A・B 地区と同程度の大被害を出した地区だが、両地区のように、地区内の世
論を引っ張る住民グループが生まれなかった。知識の豊富なB地区のe氏が、情報提供する
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図表 2
地区

聞き取り対象者と地区の概要
調査対象者

液状化
対策調査

埋立時期／被害状況
第 1 期埋立地区／
応急危険度調査対象

備考

・格子状工法の反対グループあり
・C 地区住民の b 氏と連携（聞き取りに同席）
・地区内の一部に参加街区あり

A 地区

a氏
（b 氏）

参加

B 地区

c 氏・d 氏
（夫婦）
e氏

第 1 期埋立地区／
応急危険度調査対象

参加

道路大被害
建物被害多数

f氏
g氏
h氏
i氏

参加
参加
参加
参加

第 1 期埋立地区／
・B 地区住民の支援で格子状工法の積極
応急危険度調査対象
推進グループ形成
道路大・中・小被害
・地区内に集合住宅地と戸建住宅地が混在
戸建住宅地に建物被害
・戸建住宅地ではほとんどの街区が参加
多数

C 地区

不参加

道路大被害
建物被害多数

第 2 期埋立地区／
応急危険度調査対象
D 地区

J氏

参加

道路中被害
戸建住宅地に建物
被害多数

・格子状工法の積極推進グループあり
・地区内のほとんどの街区が参加

・地区内の大部分が集合住宅地
・一部に戸建住宅地があり被災、その街
区は対策事業に参加

など支援した結果、少し遅れて、調査参加の可能性を模索するグループが生まれた。f・g・
h 氏はそのグループの中心人物である。しかし、結果的に、大部分の街区が調査に参加する
には至らなかった。
A・B・C 地区は、市内の液状化被害が集中した、第 1 期埋立地区の戸建住宅地に属する
が、D 地区だけは、第 2 期埋立地区に属する。D 地区は、ほとんどが集合住宅で覆われてい
るが、一か所だけ、戸建住宅地があり、その一画が液状化の被害を受けた。j 氏はその戸建
住宅地の住民で、この一画が、D 地区では唯一、調査に参加した街区になった。

以上の状況から、A・B・C・D 地区を、浦安市の進める液状化対策事業への対応の仕方
を軸に整理すると図表 3 のようになる。
A 地区と B 地区では、市による対策事業の提案に、賛成であれ、反対であれ、積極的
に関与しようとする住民グループが生まれ、コミュニティ内部で、対策工法をめぐる議
論が行われた。ところが、対象地区の全体としては、市による対策工法の提案が、あら
かじめ、専門家の審議を受けた決定事項として提示されたため、工法のあり方にまでさ
かのぼって議論する機運はあまり広がらなかった。
1 宅地当たり 200 万円程度の負担が予想され、参加する街区では全世帯同意を必要と
する対策事業の枠組みは、合意形成のハードルがきわめて高く、はじめから無理と判断
する人の多い地区では、おのずと参加は見送られた。こうしたなか、A 地区では、住民
の一部が、合意形成の可能性を追求するため、市の採用する格子状地中壁工法を、個別
費用負担のない地下水位低下工法に変更すべく、運動を展開した。その過程で、工法の
決定プロセスや専門家の役割、合意形成を阻む地域社会の課題などの論点が、浮き彫り
になった。
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図表3 市街地液状化対策事業への対応の仕方（地区別）

この A 地区の状況に注目することで、合意形成の困難を引き起こす要因が何であるかを
具体的に検討してみることが、本稿の課題である。
４ A 地区の概要
A 地区は、1962 年から 1975 年にかけての第 1 期埋立事業によって誕生した「中町」エリ
アの大字の一つである。1968 年 6 月 24 日、行政区域に編入され、公式な「大字」として A
地区が設立された。
第 1 期埋立地区は、(ⅰ) 住宅用地、(ⅱ) 住宅用地・準工業用地、(ⅲ) レジャーランド用
地・住宅用地・準工業用地へと 3 分割され、レジャーランド用地には、1983 年、オリエン
タルランドによって、東京ディズニーランドが開発された。
A 地区は、(ⅱ) のなかの住宅用地に属している。
第 1 期埋立地区の住宅用地の大部分は、オリエンタルランド、三井不動産、京成電鉄、日
本住宅公団などによって大規模かつ計画的に開発された。一方、A 地区では、一部が日本住
宅公団の団地や民間企業の社宅として開発されたが、大部分は個別に宅地化が進められた。
特に、A 地区は、漁業権放棄に対する補償代替地として開発されたところに特徴がある。
第 1 期埋立地区では、大規模住宅地として開発された地域でも、約 54％は戸建住宅地に
なっている。一方、第 2 期埋立地区の住宅用地は、中部と東部の一部を除いて、ほとんどが
大規模な集合住宅として開発されたため、埋立地全体でみると、第 1 期埋立地区には戸建住
宅地が集中するかたちになっている。
ただし、戸建住宅地であっても、大規模に開発されたところでは、街区が整然としている
のに対して、A 地区のように、地元の区画整理によって、個別に宅地化が進行したところで
は、街区も不整形で、住居形態にもばらつきがある。
こうした A 地区の特徴が、合意形成の難しさにどうつながるかという点にはついては、
のちに詳述したい。
第 1 期埋立地区は、JR 京葉線によって北部と南部に分かれる。A 地区は、京葉線と、1971
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年から 1980 年にかけて造成された第 2 期埋立地区に挟まれたエリアであり、北側が京葉線
の線路に接し、南側は第 2 期埋立地区との境界線に接する。第 2 期埋立地区との境界には、
いまも、ここが海岸線だった時の堤防が残っており、液状化時には、水がせき止められて地
区内に滞留する現象も起こった。A 地区の東側は境川に、西側は鉄鋼団地に接している。
５

液状化の被害と浦安市の市街地液状化対策事業

５－１

A 地区の被害状況と住民の対応

A 地区では、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災を受けて、同年 1 月 31 日現在の世帯数 2691
世帯（住民基本台帳）に対して、2672 世帯が液状化により被災、事実上、地区全体がその
被害を受けた。被災者数は 5296 人に上った。域内の全戸で、上水道の断水、下水道の使用
停止、ガスの停止、停電が生じ、全道路が何らかの被害を受けた。
浦安市は、道路の被害程度、応急危険度調査の対象地か否か、特に建物被害の多い所の有
無という三つの指標で、市内の被害状況を地図にまとめているが、それによると、A 地区は、
大字の単位で、地区全体が最高の水準（道路の被害大・応急危険度調査の対象地・建物被害
の多い所あり）を示した二つの地区のうちの一つとなっている。
ところで、こうした被害の状況と、自然条件、開発の方式はどのように関係していたのだ
ろうか。
2012 年 3 月に発表された『浦安市液状化対策技術検討調査報告書』によれば、その概要
は以下のようになる。
浦安市域の地盤は、自然堆積層である沖積砂質土層（A 層）の上位に、浚渫埋立土層（F 層）
が堆積し、さらに上位に盛土層（B 層）が堆積する構造になっている。
浦安市液状化対策技術検討調査委員会の調査・検討から、今回の液状化は、海底の砂を浚
渫して埋め立てた F 層が 5m 以上に達しているエリアや、地下水位が地表から 1m 未満のよ
うに高いエリアで、大規模な被害を引き起こした。
埋立地の深部を調査すると、「工学的基盤」と呼ばれる、沖積層のさらに下位にある洪積
層の上面標高は複雑に入り組んでおり、谷部・山部の分布は、第 1 期・第 2 期の埋立範囲と
は一致しない。
測量によって明らかになったデータを用いて、被災程度の大きかったエリアと、洪積層（工
学的基盤）の標高の分布を照らし合わせてみると、浚渫埋立土層が厚くなる洪積層の谷部の
分布と、激しく被災したエリアの分布は、大まかに重なっていることが分かる。
ただし、被災程度の大きいエリアでも、大規模な集合住宅の場合には、ほとんどのケース
で、支持層である洪積層、あるいは、その上の沖積層まで杭打ちされていたため、大きな被
災を免れた。
こうしたメカニズムによって、被災しやすい地盤の上に建てられた戸建住宅に、液状化の
被害が集中したのである。
被害の復旧状況や住民・行政の対応を見よう。
A 地区では、電気は 3 月 13 日、ガスは 3 月 30 日、水道は 4 月 6 日に復旧した。しかし、
下水道が土砂で詰まっていたために、台所、風呂、トイレを使えない生活が長く続いた。ト
イレは、配給された便袋を使い、燃えるごみと一緒にゴミ収集日に回収した。公園などに設
置された仮設トイレを利用する人もいたが、風呂とともに、公共施設や市内ホテルの入浴支
援を多くの人が利用した。
自宅から一時的に脱出する人も多く、市内外のホテルに宿泊、あるいは、親戚・知人宅で
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避難生活を送るなどのケースが見られた。
下水道は 4 月 15 日に復旧した。
A 地区では、震災後の混乱で、自治会による情報伝達が機能しなかったため、住民のフラ
ストレーションが極限に達し、3 月 27 日、地区内の自治会館で、松崎秀樹市長が出席する
市の説明会が開かれた。これによって、市は復旧工事などの状況を、直接住民に伝えると共
に、住民同士の間でも、被災の状況や今後に向けた課題を共有する機会が生まれた。
この説明会のあと、自治会長の呼びかけがあり、自主的な取り組みの必要を感じた、約 20
名の住民有志がその場に残り、3 月 30 日、第 1 回の会合を経て、A 地区の復興に取り組む
有志の組織「グループ A」が結成された。
グループ A は、住宅の復旧や液状化対策の工法について情報提供する「住宅班」と、ホー
ムページや臨時の広報紙を通じて随時の情報を流す「情報班」、泥かきボランティアやトイ
レなどを手配する「生活班」に分かれて活動した。
住宅班の活動は、専門業者を招き、4 回のセミナーを開催し、延べ 520 人の住民が参加す
るなど、情報の乏しかった初期の住宅修理や専門的知識の提供に、重要な役割を果たした。
また、緊急時には、下水の使用ルールなど、自治会の会員であるかいなかにかかわらず、イ
ンフラを共有する全世帯に伝達しなければならない情報も多い。その点、自治会のルートと
は別に、有志のグループ A によって、ポスティングなどを通じて、全世帯への情報伝達がな
されたこともあった。グループ A の開設したホームページのアクセス数は、約 20 万件に達
した。
泥かきについては、都心からの大学生ボランティアが地区 A に拠点を置いて、継続的に活
動した。その他、近隣の住民、中学・高校生などによる支援も行われた。
グループ A の会合は、全体会議 9 回、班長会議 17 回、班内会議 37 回が行われた。人数
も最盛期には約 50 人に達した。
このように、グループ A の活動は、市長による説明会のあと、きわめて活発に展開され、
その様子は、マスコミなどでもとりあげられた。
グループ A は、2011 年 4 月 17 日、自治会総会で、自治会の一組織として承認され、5 月
7 日には臨時役員会において、グループのリーダーが特命事項担当委員長として役員会への
出席も認められるなど、初期には、自治会の組織として位置づけようとする動きが見られた。
しかし、やがて、その独自性が強まると、自治会との関係が問題化し、2011 年 11 月 14 日、
グループ A の会議において、応急復旧の段階から平時に戻りつつあること、自治会との協力
関係がうまくいかなかったこと、次の災害対応は自治会が主体となることなどを理由に、
2012 年 3 月末日での解散が決定された。
５－３

浦安市の市街地液状化対策事業の展開

浦安市は、2011 年 7 月 22 日、今回の液状化と地盤特性の関係を調査すると共に、将来の
地震に備える液状化対策工法の検討などを目的として、浦安市液状化対策技術検討委員会を
設立した。その報告を受けて、2012 年 6 月 25 日、液状化対策実現可能性技術検討委員会を
設立し、より直接的に、国の復興交付金を受けた市街地液状化対策事業を進めるため、具体
的な対策工法の検討を開始した。
2012 年 11 月、同委員会の報告書が提出され、2013 年 3 月 29 日、地下水位低下方法の有
効性をテストする実証実験（通称高洲実験）の解析検討が終了したのを受けて、2013 年 4
月 24 日、住民説明会において、事実上、「格子状地中壁工法」の採用を前提とする市街地
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液状化対策事業の枠組みを発表した。
その概要は以下のようになる。
対策事業のメニューは、(ⅰ) 道路と宅地の一体的な液状化対策（市街地液状化対策事業）
と、(ⅱ) 立て替え時等に行う個別対策に分かれる。
(ⅰ) は復興交付金を活用し、一定の区域において道路と宅地の一体的な液状化対策工事を
行うものである。実施の条件として、事業区域内の住民（土地権利者）全員の同意と 1 宅地
あたり 100～200 万円の負担が必要になる。このハードルが越えられない、あるいは、そも
そも、(ⅰ) のメニューを選択しない場合は、自動的に（ⅱ）の個別対策のシナリオとなる。
(ⅱ) はそもそも公的資金の使用を伴わず、対策を行うかどうかも個人の判断によるとされて
おり、事実上、自己責任にゆだねることを意味している。
(ⅰ) の枠組みは、私有財産である住宅地の対策工事に、公的資金を投じる手段として案出
された。道路で囲まれた住宅地を想定した場合、道路部分の工事と、私有地である住宅地部
分の対策工事を一体的に行うことによって、道路部分の対策工事の効果を高めることが名目
とされている。工法としては、液状化しやすい砂の地盤中に、セメント系の固化材で宅地を
碁盤の目のように囲む「格子状地中壁工法」を採用する。効果を上げるのに、一定の宅地が
まとまる必要があることから、約 100 戸を標準単位とする。
ただし、具体的に、どの街区がどのようにまとまるかは地域の実情に応じるため、2013
年 4 月以降、自治会ごとの説明会を行い、その後、事業に参加する単位を想定した、より小
規模の勉強会を地元の要望を受けて開催し、復興交付金の期限である、2015 年度中の事業
の着手を目標に、準備が進められた。
一方、もうひとつの有力な対策工法である「地下水位低下工法」については、実証実験の
結果、通常の目安とされる 3m より深い 5m の地下水位低下が必要とされ、5 年間で約 20
センチの地盤沈下が推定されたため、市としてはこの工法を「推奨しない」ことにした。
ただし、海底の地盤に起伏があり、3m 程度の地下水位低下で間に合う地区もあるのでは
という疑問がぬぐえないこと、そして、何より、この工法の場合、公有地の道路部分にポン
プを埋設する工事が中心のため、個別世帯の費用負担がほとんど発生しないというメリット
がある。
それにもかかわらず、市による工法の発表は、専門家の検討を経て、動かせない決定事項
として住民に示されたため、費用負担に不安を感じ、合意形成の難しさがあらかじめ予想さ
れる地区の一部では、対策事業の枠組みに強い疑念が示された。
2014 年 5 月 28 日、C 地区の b さんを中心に、被害の大きかった 3 地区・7 人の有志で、
市議会宛に地質調査の実施と液状化工法に関する情報開示を求めて陳情、6 月 26 日、本会
議において 10 対 9 で否決された。A 地区の a さんもこの陳情に参加した。また、a さんは
独自にも、「市長への手紙」制度を使って、対策工法のあり方を市長に質問、格子状地中壁
工法で合意できない地域は、市の対策から「見捨てられる」のかと訴えたが、市の方針変更
はなかった。
この間、市は、2013 年 5 月から自治会単位の説明会を開催、それに続いて、事業への参
加を想定した、街区単位の個別勉強会を実施して、知識の提供と事業への理解を促した。対
策事業に参加する街区は、2014 年 6 月 30 日を期限として、液状化対策事業計画案調査依頼
書の提出を求め、原則として、街区全戸の同意を条件とした。この同意は、対策工事そのも
のへの同意ではない。工事の際には、再び、全戸同意を得ることが事業実施の条件とされた。
こうした経緯から、この調査依頼書の提出に、被災地区全体のどれくらいの街区が参加す
20

るかが、対策事業の社会的な有効性を占う最初の関門になった。
浦安市は、2014 年 4 月 8 日、7 月 14 日、8 月 20 日、11 月 28 日と 4 回にわたって調査
への参加街区を発表した。結果として、参加を選んだのは 20 街区、区域面積で対象地区の
約 47%にあたる 964600 ㎡、戸数で約 46%にあたる 4103 戸が参加を表明した。
対象地区の反応は、ほぼ半々に分かれたことになる。
また、参加する街区の割合も、地区によってばらつきが生まれた。
建物・道路被害の両面で最大の被害を受けた A 地区では、2014 年 4 月 8 日、最も早い時
点で 2 街区が参加を表明したものの、合計した面積は 24800 ㎡、91 戸であり、A 地区面積
の約 4.6%にとどまった。約 95%の地域は不参加となった3。
A 地区と同程度の大被害を受けた B 地区では、3 街区、277300 ㎡、1198 戸、戸建て住宅
が建っているすべての街区が参加した。
建物被害では最大だが、道路被害が大・中程度の街区を含む C 地区では、5 街区、204300
㎡、887 戸、戸建住宅が建っているすべての街区が参加した。
建物被害では最大だが、道路被害が中程度だった E 地区では、6 街区、238300 ㎡、975

戸

が参加、戸建住宅が建っている地域に限定すれば、ほとんどすべての街区が参加した 4。この
ように、いずれも、第 1 期埋立地区に戸建住宅地として開発され、液状化の大きな被害を受
けた地区であるにもかかわらず、B・C・E 地区のように、被災した街区がほぼ全面的に調
査に参加した街区と、A 地区のようにほとんどが不参加となった街区に、対応が大きく分か
れたのである。
６

土地利用の細分化―漁業権補償と自治会の設立
それでは、なぜ、このような対応の違いが現れたのだろうか。

ここでは、A 地区で対策事業への参加が広がらなかった要因について、地元で早い段階か
ら警鐘を鳴らし続けていた a さんの聞き取りをもとに検討する。
a さんの指摘した第一の要因として、A 地区が漁業権補償の代替地として開発されたため、
開発単位が細分化し、土地利用の複雑化をもたらしたことが挙げられる。
1988 年に刊行された自治会誌の記述によれば、1962 年、浦安にあった二つの漁業組合が
漁業権を放棄、県から組合を通して現金約 7 億 2600 万円、土地約 54 万 7800 ㎡（1 人平均
約 330 ㎡）が渡されることになった。
土地は埋め立て前で存在しないので、代わりに「漁業権補償土地配分証書」
（別称「地券」）
が渡された。この段階では、いつ実際に土地が手にできるかまったく不明で、「漁民達が抱
いた将来に対する不安を払拭する安心材料とはなりえませんでした」という。
1968 年、地券の譲渡を受けた人たちが、土地の配分や開発の進め方について千葉県と交
渉するために「浦安町漁業補償用地開発促進会」を結成。この時までに、漁民の半数以上に
あたる 954 人が地券を不動産業者や企業、個人に転売。地券を購入した企業や個人に呼びか
けて、550 人が所有者名簿に名前を連ねた（1970 年時点）。
1968 年、A 地区の埋め立て工事が終了、1972 年、漁業補償用地の所有権移転登記が終了
して、1973 年、A 地区の「土地区画整理組合」が設立された。換地設計に当たり、組合で
は、「串刺し型」の区画割りを決定。道路が必ず突き当たる構造で、通り抜けはできないが、
その分、住民以外の車が進入してこないメリットを取った。
この道路デザインは、長方形以外の不整形な街区を生み出すため、格子状地中壁工法を実
施する上では、不利な条件になった。
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1978 年、不動産会社による分譲住宅が完成し、A 地区の人口も急増した。そこで、同年 3
月 5 日、区画整理組合員から 12 人が選出され、「自治会設立準備委員会」を結成。7 月 2
日、会員 85 人、住民ではないが土地所有権を持ち、A 地区に関心を持つ地主 51 人を特別会
員として、A 地区の「自治会」が設立された。会員は当時の住民をほぼ網羅していた。
自治会設立には、ひとつの思惑があった。
区画整理が終わり、組合に余剰金が残ることが明らかになった。そこで、組合が解散する
前に、住民として残った組合員と新たに住み込んだ住民を一丸として居住者の組織をつくり、
地区内に集会場を建設するため、余剰金の提供を区画整理組合に求めたのである。
このねらいは功を奏し、1979 年、地区内に A 地区の自治会館として集会場が建設され、8
月 4 日、浦安町に寄付された。同年 4 月 19 日、建物の竣工に先立って、区画整理組合は解
散した。
この経過から、A 地区が漁業権補償の代替地として開発されたことと、土地利用が細分化・
複雑化していることとの間をつなぐ、いくつかの興味深い事実を読み取ることができる。第
一に、A 地区は、漁民をはじめ地券を譲り受けた地主たちによって開発されたものだが、そ
こに生まれた「自治会」は、はじめから、地主たちの組織とは異質な「居住者」の組織とし
て設立されたことである。余剰金を活用した集会場建設の企図がきっかけとなり、区画整理
組合に結集した地主たちに対して、居住者の利害を代表して、声を出すことが求められた。
この事業の成功を受けて、自治会は、会報の発行、共同清掃、地域防災運動、くらしの合
理化運動、オイルショックに対応する石油の共同購入など、そこで住み暮らしていく上で必
要な事業に、精力的に取り組んだ。
第二に、その裏面として、区画整理が終了してしまうと、地主たちを結びつけていた共通
の課題はなくなり、居住者にとって、地主たちは見えない存在になっていった。その結果、
一旦開発された土地を、どのように活用するかは、基本的に個別の地主にゆだねられた。こ
のことが、土地利用の単位の細分化をもたらし、引いてはアパート、マンションと戸建住宅
の混在を引き起こす土壌になった。
この点は、開発会社によって、大規模な土地が一体的に開発され、その後、居住者に分譲
された B 地区や C 地区、E 地区などとは異なる特徴である。
土地利用が細分化され、さらに、地主の一存によって、多様な土地利用の形態が展開され
れば、その分、地主間の利害も多様化し、何か課題が生じた場合の、合意形成の難しさにつ
ながるだろう。一方、埋立地のコミュニティには、先行する社会関係もなく、生産機能に依
拠した地域共同管理の仕組みからも切断されているために、開発当初の段階で、全体を包括
する共同管理の仕組みを強固に構築しておかないかぎり、コミュニティ・レベルで、土地利
用のあり方を規制することは、きわめて難しい状態になる。
A 地区は、コミュニティ形成の経緯から、こうした枠組みの脆弱な地区だったといえる。
それでは、自治会が、開発を規制する枠組みから、一切疎外されていたのかというと、そう
でもない。自治会の設立以降、「地主」と「住民」というふたつの集団を媒介する役割を果
たすために設けられたのが、自治会の「特別会員」という制度である。特別会員とは、自治
会設立時に、A 地区の住民ではないが、土地の権利を持つ者を、自治会の準メンバーとして
受け入れたものである。現在の会則では、「当地区内に居住しないものであっても、地区内
に宅地又は建物を所有するか、当地区内において事業を行い、本会の趣旨に賛同する者、又
は法人」が特別会員とされる。特別会員は、会議に参加できるが、選挙権、被選挙権、議決
権は持たない。
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祭の際に寄付を募るなど、地区内の行事の際などに、コンタクトをとり、特別会員を広げ
る働きかけは、現在でも行われている。土地所収者を網羅することはほぼ不可能なので、限
界があるのは確かだが、住民の立場から、物理的環境の維持に一定程度、影響力を確保する
仕組みとして、注目すべきものである。
７

住居形態の複雑化―バブル期以降の開発
A 地区では、元々、土地利用が細分化する素地があるところに、バブル期以降、アパート

やマンション建設のブームが重なって、戸建住宅と集合住宅が複雑に混在する状況が生まれ
た。
一体的に開発された戸建住宅地では、良好な住環境を維持する観点から、集合住宅の建設
を嫌う傾向がある。実際、B 地区のように、大規模に開発されたあと、居住者に分譲された
戸建住宅地では、同じような区画の宅地が立ち並び、集合住宅はほとんど見られない。
a さんによれば、個別に宅地開発された A 地区にも、集合住宅を歓迎しない考え方が根強
くあった。会則上は「今川地区内に居住する世帯」が自治会の会員資格であるにもかかわら
ず、アパート、マンションの住民には、はじめから声をかけないため、事実上、自治会のメ
ンバーからは除外されてきた。
こうした状況に、大きなインパクトを与えたのが、バブル期以降のアパート、マンション
開発ブームである。
例えば、1980 年代以降、浦安市における集合住宅開発を牽引したディベロッパーのひと
つに、U 不動産がある。U 不動産は、1938 年に創業。戦後は新宿に本社を置いていたが、
1988 年、浦安市に本社を移転、浦安エリアに投資を集中させる「一極集中」方式で、様々
な様式の集合住宅を供給した。
1983 年、浦安にディズニーランドがオープンし、若者が集まってくると、その受け皿と
して 2 階建ての木造ワンルーム・アパートを建設した。バブルの時期になると、それまで、
ばら貸ししていた方式を改め、ワンルーム・マンションを大企業の社宅として一棟貸しする
ビジネスを展開した。当時、都心部での取引から生まれた巨額の資金が、償却先を求めて浦
安に流入し、マンション建設の目的で仕入れた土地が、飛ぶように売れた。バブル崩壊後は、
需要が縮んだものの、立地条件の良さから法人は必ず借りに来た。U 不動産は、こうした事
業展開で十分な資金を蓄積し、現在は介護事業に進出しつつある。
こうした、アパート、マンションの建設ブームは、地元の意識も変えていった。新たなビ
ジネスの登場は、元々、小規模なアパート経営を手がけていた地主や不動産業者にとって、
新しい資産運用や投資機会を増やすことであり、利益をもたらすものであることが、理解さ
れてきた。また、アパート、マンションの住民が増えると、自治会としても無視はできなく
なる。集合住宅の住民は、地域の祭には参加するが、掃除のように負担を伴う活動には参加
せず、会費も払わない。それよりも、彼らを自治会に取り込んで、会費も納めてもらった方
が得策ではないかという議論が登場する。
このようにして、バブル期のアパート、マンション建設のブームは、戸建住宅地を中心と
して、集合住宅に拒否感を持っていた人びとの意識を変え、コミュニティのあり方に変化を
もたらした。開発単位が細分化され、もともと、戸建住宅とアパートの混在の度合いが高
かった A 地区でも、バブル期を境に、宅地のアパート化、マンション化が進行し、住居形
態の複雑化を一層促進した。
こうした、地域コミュニティの変容は、東日本大震災や液状化対策への対応についても、
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新たな課題をもたらした。
例えば、日常生活に深刻な影響を与えた下水道の問題では、戸建住宅と集合住宅に関わら
ず、インフラは地区全体で共有しているため、全世帯が情報を共有し、対応を合わせないと、
工事がストップしてしまう。ところが、戸建住宅しかカバーしていない自治会の組織では、
こうした、災害時の協力に対応できない。
アパート、マンションの増加は、土地の権利関係という面でも、地元からは見えない地主、
管理会社の増加を促す。自治会にとっては、液状化対策のように、土地所有者の同意を伴う
案件のためには、連絡先のリストがないために、意見調整の大きな障害となる。
A 地区では、漁業権補償の代替地であったことから、開発単位が細分化されていただけで
なく、バブル期以降のアパート化、マンション化が加わることによって、居住者同士、およ
び、権利関係者との調整がきわめて困難な状況が生じていたのである。
これが、A 地区の住民に、液状化対策への参加を見送らせた第 2 の要因である。
８

コミュニティ組織の変容―有志組織の意味

液状化対策への対応を左右する第 3 の要因として、震災後、それぞれのコミュニティで活
動を展開した有志組織の役割に注目する。
A 地区では、2011 年 3 月 27 日、市長による説明会をきっかけに、「グループ A」という
自治会を触媒にしたものではあるが、従来の自治会そのものとは区別される、住民有志のコ
ミュニティ組織が設立され、災害後の緊急対応や復興に関する取り組みを行った。グループ
A は、ボランティアの受け入れなど緊急の課題に対処すると共に、広報紙の全戸配布や、災
害の直後は、切実な課題になっていた住宅の補修工事に関する専門的な知識を提供した。
ここでは、こうした活動が、1970 年代、埋め立てに伴う街区の誕生と、バブル期以降の
地域社会の変化の中で、顕在化しつつあった課題に、潜在的にではあるが、一定程度答える
質を持つものであったことに注意を喚起したい。
災害は、日常的には意識されないが、一定の土地空間に居住するすべての住民が、物理的
インフラを共有している事実を顕在化させる。震災後、多くの液状化被災地では、下水道な
どの問題がきっかけになって、戸建住宅か、集合住宅か、自治会の会員か否かに関わらず、
すべての「居住者」と情報共有する必要性が生まれた。その活動は、会員組織である自治会
ではカバーしきれないことが多く、自治会と関連を持ちながらも、それを越えた範囲に情報
を届ける有志のコミュニティ組織によって、取り組まれた。
また、グループ A の住宅班の活動は、住宅の応急的な補修の課題に答えるものであったが、
その関心は、長期的な液状化対策につながっていく。とりわけ、グループ A の活動が活発に
展開された 2011 年 6 月ごろには、市の液状化対策技術検討調査委員会の動きも視野に収め
ながら、従来から A 地区が抱えていた、建築についての申し合わせ事項の問題や用途地域、
地盤改良の問題、液状化対策の観点から、第一種低層住居専用地域の指定を見直し、複数住
民の共同によるマンション建築を許容する提案、市の復興政策に提言する必要など、地域形
成の将来に関わる根本的な課題が議論されていたのである。
ところが、2011 年 7 月ごろを境に、グループ A と自治会本体との関係が悪化し、11 月に
解散を決定することで、その活動はしぼんでしまう。
地区 A と並ぶ大被害を受けて、事実上、すべての街区が液状化対策の調査に参加を決めた
地区 B でも、震災後、「チーム B」という有志組織が設立され、同様の活動を展開した。
「チーム B」は、かたちを変遷させながらも組織を継続し、市街地液状化対策事業への対
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応では、市の構想と住民のニーズを媒介する中核的な役割を果たしている。
液状化対策の公的な枠組みを決める自治体、居住者、開発の決定権を持つ土地所有者、こ
の 3 つの利害集団のニーズをきめ細かく調整する組織が、コミュニティのなかにたちあがり、
十分な力を発揮する活動を展開できたかどうかが、液状化対策へのコミュニティとしての対
応を円滑に進める条件のひとつだったといってよいだろう。
地区 A でもそのような可能性を持つ組織が、立ちあがっていたが、コミュニティ内部の要
因で、液状化対策の議論が本格的に始まる 2013 年 4 月よりも 1 年以上早い時点で、活動が
終息してしまった。これが、地区 A において、約 95%もの街区が対策事業の調査に参加を
決定できず、また、ほかの可能性を追求する動きにもならなかった要因の一つであったと考
えられる。
一方、チーム A の活動自体は終結したが、その影響は、自治会内部の自主防災組織の位置
づけをめぐる議論などに継続している。自主防災組織とは、自治会のなかに、平時から、あ
る程度恒常性を持って防災活動にあたる組織をつくろうとするもので、1970 年代の自治会
設立時から、繰り返し立ち現われてきた課題だった。
自治会の役員は、原則として任期が 1 年のため、経験の蓄積が難しく、運営の継続性がは
かられにくい。ところが、災害対応には、活動の実質性が求められ、通常の役員組織では、
いざというときの対応が難しい。一方、自主防災組織は、役員とは独自のメンバーによって、
長期に活動を展開することから、自治会との調整が求められる。このジレンマのなかで、必
要性を認めながら、なかなか定着できなかったのが自主防災組織なのである。
自治会誌の記述によれば、A 地区における自主防災組織の構想は、A 地区が埋立地にでき
たことによる災害の危険と密接に結びついていたことが分かる。
住民がそれを意識したきっかけとして、1979 年、浦安町一帯で、今後 15 年間地盤沈下が
続くという千葉県公害研究所地盤沈下研究室の調査結果の報道があった。また、自治会誌が
刊行された 1988 年時点で、すでに液状化の危険も意識されており、それは、「国、県、市
はもちろんのこと、誰よりもここに居を構える人々が確固たる認識持って対処にあたらなけ
ればなりません」、「基礎工事に入念な注意を図るべきである」と述べている。そして、年
表には、1981 年、自主防災組織づくりを開始との記事がある。
この組織は、いまは消滅しているが、自治会の創立者たちは、A 地区が埋立地であること
からくる災害の危険を深く認識し、後世に継承を鳴らしていたのである。
a さんによれば、まだ公式の動きにはなっていないものの、震災後、自治会ではじめて、
アパート住民を、どのように自治会に加えるか議論されたという。
このように、震災をきっかけに生まれた、有志によるコミュニティ組織の活動や、恒常的
な自主防災組織、自治会のメンバーシップをめぐる議論は、単なる震災対応にとどまらず、
A 地区が埋立地であることに由来し、バブル期以降の開発によって助長された、地域共同管
理の構造的な課題に対処する、潜在的可能性を持っているのである。
９

世帯の要因―高齢化
最後に、事実上、合意形成の可能性が奪われてしまうと、高齢化が進んだ世帯では、負担

を背負ってまで、液状化対策をするという動機付けそのものが薄れてしまうという要因を指
摘しておこう。
a さんの例で見ていこう。
a さんはインタビューした 2015 年 1 月時点で 83 歳。奥さんとふたりで暮らしている。
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子供は 2 人いて、震災時にはすでに独立していた。
a さんは、大阪生まれ、元銀行員だったが、途中で U 不動産に転職し、定年後も嘱託とし
て 80 歳まで勤続した。1983 年、横浜から浦安市の元町エリアに引っ越し、1989 年から A
地区の現在地に住んでいる。
今回、液状化対策に参加しなかった A 地区のほとんどの街区では、再び、震災があれば液
状化する可能性が高く、資産価値は下がる一方になると予想される。a さんは、それでも、
今から多額のお金をかけて、個人で液状化対策を行うつもりはない。
それよりも、住宅はこのままにして、自分と妻が亡くなったあとの住宅の処分は、子ども
たちに一任したいと考えている。
このように、高齢世帯の場合、液状化対策のコストは、個人で負担するにはあまりにも大
きく、それを相殺する何らかの動機づけが与えられないと、対策工事への関心があったとし
ても、経済性の論理で打ち消されてしまう。現在、コミュニティ活動のリーダーになってい
る、A 地区の開発当時や、バブルの時期に住み込んだ世代は全般的に高齢化している。A 地
区にとって、公的支援を受けられるオプションが、ハードルの高い格子状地中壁工法のみに
絞り込まれてしまった結果、そこに乗れなかった大部分の高齢者にとっては、コストの論理
によって、液状化対策が展望できない状況になっているのである。
このことは、液状化対策の問題が、それぞれが、個人にとって合理的な選択をした結果、
全体にとって必要なサービスを負担する人が誰もいなくなってしまうという「公共財」のジ
レンマと同じ構図になっていることを示す。
市の対策事業の枠組みは、金銭的な負担に加えて、一人でも不同意者が出れば成立しない
ため、調整コストが極めて高く、個人の立場から見れば、選択することの難しいオプション
になっている。ところが、こうした負担の論理に従って、各個人が対策事業への参加を回避
すると、結果として、誰も液状化対策のコストを負担するものがいなくなり、コミュニティ
の全員にとって不都合な、液状化の危険が残されてしまう。
ただし、同じ高齢者でも、次世代への相続を考えている人、あるいは、若い世代で、今後
長く住み続けることを考えている人たちにとっては、次の災害を防ぐことは切実な課題であ
り、負担を負ってでも、いま、その対策をしておくことには、十分な動機づけがある。
世代や経済的状況など、世帯単位で抱えている要因が、コミュニティ全体では、どの程度、
液状化対策への対応や対策工法の選択に影響を与えているか。この点も、今後の検討課題に
なる。
10

おわりに

10－1 開発と液状化の関係
本稿の第 2 節で示した脆弱性モデルに即して、「開発」と「液状化」の関係について整理
しよう。
浦安市の液状化は、自然堆積層である沖積砂質土層の上に、海砂を浚渫して埋め立てた結
果、液状化の危険のある土地が出現し、その上に、液状化対策の不十分な住宅地を開発した
ことによって引き起こされた。大規模マンションでは、十分な深さまで杭打ちなどの基礎工
事がなされていたのに比べて、戸建住宅では十分な対策がなかったために、第 1 期埋立地区
で大規模に開発され、地盤の揺れに戸建住宅地を中心に、液状化の被害が集中したのである。
高度成長期に着手された開発が、その後の宅地開発と結びついて、災害に対して脆弱な居
住環境をつくりだし、そこに、地震などの外的ショックが加わることで顕在化するという基
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本的な構図は、浦安市の液状化災害の事例についてもほぼ当てはまることが明らかになった。
10－2

埋立地コミュニティにおける地域共同管理の脆弱性とその変容

次に、社会関係の側面についてはどうだろうか。
室井研二の研究では、地方都市の事例を中心に、都市化によって、従来、居住環境の維持
管理を担っていた伝統的な社会関係が薄れていくことで、災害脆弱性が高まることが指摘さ
れた。とりわけ、伝統的な地域社会においては、生産機能を結節点として地域共同管理の仕
組みが残っていたが、居住機能に特化した住宅地では、防災にとって欠かせない土地利用の
管理に関わる余地が少ないために、住民たちが災害に対して脆弱な状態に置かれてしまうと
いう指摘があった。
埋立地においては、人工的な土地空間に、伝統的な社会関係から切断された住宅地が一挙
に建設される。そこには、生産機能に依拠した地域共同管理の仕組みもないために、全体を
包括する地域共同管理の枠組みが、宅地形成の当初の段階で構築されないと、個別に開発が
進行した後で、その枠組みを構築することはきわめて難しい。
一般に、埋立地の宅地開発は、街並みの整った大規模マンションや整然とした戸建住宅地
のイメージが強い。今回の災害でも、地域全体が一体的に開発された分譲戸建て住宅地では、
比較的多くの街区で合意形成が成立し、対策事業の調査に参加した。
しかし、個別にみていくと、浦安市の埋立地は、すべてが同じように整然と開発されたわ
けではない。
A 地区のように、漁業補償の代替地だったため、開発の単位が細分化した地域では、土地
利用が複雑化し、土地の権利も個別に転売されていくために、地域の共通課題について、意
見調整の難しいコミュニティが形成された。
室井研二は、新興住宅地における土地の共同管理の仕組みの不在と災害脆弱性の関係を指
摘しているが、埋立地コミュニティは、先行する地域共同管理の仕組みが一切不在であるた
めに、地域形成の過程で、弱い共同管理の仕組みしか構築できなかった地区では、新興住宅
地と同様の問題が、きわめて先鋭的なかたちであらわれやすい場所といえる。
A 地区の場合には、そこに、バブル期におけるアパート化、マンション化による、コミュ
ニティの変容がさらに加わった。
A 地区においても、1970 年代の自治会成立当初、建築ルールをつくるなど、一定の共同
管理の仕組みを模索する動きはあった。しかし、バブル期の変容は、こうした初期のルール
の前提になっていた、戸建住宅住民中心のコミュニティのあり方を大きく変えていった。
東日本大震災は、こうした、開発初期につくられたコミュニティの原則が崩れ始め、そう
かといって、それに代わる枠組みが確立されているわけではない、社会関係の再編過程に
あったコミュニティを直撃し、巨大な混乱を引き起こした。
開発過程で生み出された災害への脆弱性、および、合意形成の難しい社会関係とバブル期
の開発によるその変容。この二つの要因の結合が、A 地区における合意形成の難しさの背景
になっていたといえる。
10－3

重層的な地域共同管理の取り組みに向けて

では、災害脆弱性を縮減する、地域共同管理の取り組みは、一切なされないままだったの
か。コミュニティ組織の歴史に目を向けると、住民たちは、それなりの模索を続けてきたこ
とが分かる。
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1970年代から、浦安が埋立地であることに由来する地盤沈下や液状化の問題は、地域に
とって深刻な課題として意識されていた。A地区に関していえば、1978年の「自治会」の設
立、そして、居住者だけでなく、地主もまた「準会員」として迎え入れる「特別会員」の制
度は、「居住者」コミュニティと「地主」コミュニティをつなぎ、いざというときの調整を
図る、下からの地域共同管理の萌芽として、貴重なしくみといえる。
震災後、自然発生的に立ちあがった有志のコミュニティ組織は、緊急事態のなかで、コ
ミュニティの構造的な課題を発見し、自治体や地主、集合住宅の住民など、自治会が十分に
カバーできていない利害関係者を、一時的に連絡調整する機能を果たそうとした。自治会本
体との関係で、この試みは収束してしまったものの、その後の自主防災組織や自治会の会員
資格をめぐる議論などのかたちで継続している。
問題は、こうして、下から積み上げられてきた地域共同管理の取り組みと、今回の液状化
対策をめぐる自治体の目線が、うまくかみ合っていないことにある。
第一に、市の決定した、格子状地中壁工法は、A地区のように、開発単位が細分化し、土
地利用や居住形態も複雑化した地域では、そもそも、合意形成のハードルがきわめて高い。
第二に、それに加えて、対策事業の枠組みは、コミュニティの結節点になっている「自治会」
に足場を置いたものにも必ずしもなっていない。自治体による調整は、自治会よりも、事業
の単位である「街区」が中心であり、工事の必要から同意をとりつける対象は、土地の「権
利者」となっている。
自治体とコミュニティが、日常から何らかの回路を通じて問題意識を共有し、重層的な地
域共同管理の仕組みをつくりあげていくことが、今後の課題になるだろう。
世帯単位で見たときに、高齢化や貧困などの要因が、どの程度、今回の対策事業への対応
に影響を与えているか。この点は、今回の調査では十分見ることのできなかった、今後の検
討課題である5。
6

1

2

「地域共同管理」は、中田実によって提唱された概念で、次のようなものとして把握されている。「地
域社会とは、人びとの生産と生活にかかわる、さまざまな範域（領域）と程度における地域共同管理
組織である。地域社会が多様な範域のものの重層によってなりたつが、それぞれの層において相対的
にまとまった共同（自治）の単位をなして地域を管理し、そのことによって構成員の生活の再生産を
保障するとともに自己の組織化をはかっている。また管理とは、ここでは、当該地域共同組織の性格
（構成員の階級構成と地域権力の構成）にそって、地域内の土地（利用のあり方）とそこでの「共同
社会的消費手段」を中心とする地域生活（生産）諸条件に働きかけて、構成員が継続して、有効に利
用しうるように、これを適切な状態に維持・改良し、さらにそのために構成員（これらの生活（生産）
諸条件の所有・利用にかかわる共同組織の関係者）を秩序づけることである」（中田 1993: 38）。中田
は、農村社会学から出発し、中田の地域共同管理論では、農漁 村、混住化によるその変容、都市の町
内会・自治会、コミュニティ政策など、幅広いタイプの地域社会が論じられている（中田 1993；中田
ほか 1998）。近年では、地域社会全体のなかでの都市社会のウエイトの増加にともなって、都市社会
における地域共同管理の課題をとりあげる研究が、さまざまな事例や理論的視点と交差させながら、
展開されている（田中 2004；高村 2012）。
脆弱性（vulnerability）の定義をあらためて挙げておこう。
「脆弱性（vulnerability） とは、自然の物
理的インパクトである「ハザード（hazard）」と対比され、「自然のハザードの衝撃に対し、備え、対
処し、立ち向かい、そしてそれから立ち直る能力という点での個人や集団の特徴」を意味する。それ
は、
「ある人の生命と生活が、自然あるいは社会における個々の特定できる事象によってどの程度リス
クにさらされるか、それを決定する諸要因が組み合わさったもの」と定義される（Blakie et.al. 1994:9）。
室井研二の視点は、地域の災害脆弱性を、いわば、負の公共財として捉え、その共同管理の枠組みが
災害の発 生、再発の防止、地域における社会関係のありようにどのように影響を与えるかというかた
ちで、災害研究における脆弱性の議論と、地域社会学における地域共同管理の議論を架橋するような
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射程を持っていると思われる。
3

4
5

分母となるA地区の面積は、国勢調査の小地域境界データ（2010年）によった。
B・C・E 地区の参加状況は、浦安市が発表した参加街区と、浦安市の地図を照らし合わせて把握した。
田中志敬は、京都市都心部のマンション建設問題を事例に、「都市混住化」の状況における地域共同管
理研究の課題を、① 来住層側要因の研究（コミュニティ形成論）、② 旧住民側の研究（コミュニティ
変容論）、③ 両者の媒介過程の研究（近隣交流・地域管理の形態など）と分類し、先行研究では、②
が手薄になっていること、調査手法がアンケート調査による個人属性の抽出を基本にしており、地域
の歴史文化的要素や地域構造的な規定要因を視野に入れる必要があること、新旧住民の接触によって
地域管理の実態や意識が変容していく局面を把握する必要などの論点を提示している。これらは、本
稿を通じて、抽出された課題を深めていく上でも、有益な視点といえる。この田中の指摘に従えば、
本稿は、
「液状化対策の枠組みの形成」という媒介過程を従属変数として、それが形成／阻害される要
因を、主に旧住民サイドにおけるコミュニティの形成・変容・災害対応の過程に焦点をおいて分析し
たものと捉えられる。また、調査手法においては、聞き取りと文献調査を中心に、地域の歴史文化的
要因、地域構造的要因を視野に入れた。一方、来住層側の要因分析や、オーソドックスな調査手法で
ある、住民の個人（世帯）属性から合意形成の規定要因を抽出していく作業は、今後の課題に残され
た。また、田中のとりあげた京都の都市部が、社会関係の分厚い歴史的蓄積があるのに対して、浦安
市のような埋立地コミュニティでは、比較的近い過去に、一挙にコミュニティが新設されるという旧
住民側の性格の違いもあり、こうした、コミュニティ形成過程の違いが、地域共同管理の枠組みにど
のような違いをもたらすかという点も、重要な論点になるだろう。
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第3章

浦安市の戸建住宅地域の形成
小宮

昌平

１ 液状化と戸建住宅団地
浦安市の液状化対策事業は、現在、格子状地中壁工法によって進められようとしている。こ
の工法は、液状化しやすい砂の宅地地盤を、セメント系の固化剤でそれぞれを碁盤の目 のよ
うに囲むものであり、一定のまとまった宅地群（浦安では約 100 戸を標準単位としている）に
適合的である。比較的均等な土地付き戸建住宅集団の存在が有利な前提となる。
東日本大震災の液状化災害では、地盤強化がおこなわれている大型集合住宅＝マンションは、
道路、上下水道などの公共的インフラの損傷による被害は別として、住んでいる建物自体の液
状化被害は少なく、大きな被害を受けたのは戸建住宅であった。東京圏の住居の戸建からマン
ションへという傾向に関しては、浦安市も例外ではないが、1964 年から始まり 1975 年にその
第 1 期埋立事業が終了した浦安市の住宅地開発では、戸建土地付き住宅の開発が今日よりもず
っと大きなウエイトを占めていた。
２ 第 1 期埋立地の戸建住宅開発
浦安の埋立事業は千葉県の事業としておこなわれた。
1959 年の千葉県の「京葉臨海工業地帯造成計画」では、用地造成のために 6610ha の埋立計
画が立てられた。この計画には浦安の埋立は含まれていなかった。
その年、浦安町では、「大三角」といわれる海面下の土地（満潮時には海面下に没し、干潮
時に姿をあらわす土地）に東洋一の大遊園地をつくるという構想が町総合開発審議会に諮問さ
れ、町は県に対して遊園地を主とする埋め立て工事促進の要請をおこなった。これにこたえて
県は、浦安の遊園地と住宅用地の土地造成事業を埋め立て計画に組み入れた。
1961 年には漁業協同組合との間で埋立事業による漁業補償交渉が開始され、62 年には漁業
権の一部放棄がおこなわれた。
第 1 期埋立事業は 1964 年に県による浦安地区土地造成事業として始まり、1975 年 11
月に約 8.7 ㎢の埋立が完了した。これらの地区は現在の地区名でいうと、JR 京葉線（西か
らディズニーランド最寄りの舞浜駅と新浦安駅）の北側の海楽、美浜、東野、富岡、弁天、
見明川、同南側の入船、今川、鉄鋼通り、舞浜である。
第 1 期埋立地の土地利用計画は図表 1 の通り、
その半分弱の 3.99 ㎢が住宅用地であり、
レクリエーション用地（ディズニーランド）が 26％、鉄道関連を含む公共用地が 21％で

図表 1 第 1 期埋立事業土地利用計画（㎢）
面積（㎢）
住
宅
用
地
3.99
工 業 用 地
(注 )
0.67
レクリエーション用地
2.27
公
共
用
地
1.80
計
8.73

構成比（％）
45.7
7.7
26.0
20.6
100.0

注：「工業用地」について：1964 年のオリンピックをひかえ、東京都による大型トラックの交通規制が計画され、そ
れによって打撃を受ける都内の鉄鋼流通業者による東京都鉄鋼取引改善連合会（「東鉄連」、後に東鉄連浦安団
地協同組合）が、1962 年に集団移転地として浦安の埋立地の払い下げ運動を開始した。町はこの要請を受け入れ
1964 年に県は土地分譲協定に調印した。第 1 期および第 2 期埋め立て工事の進展を通じて 1980 年に鉄鋼団地は
日本最大の鉄鋼流通基地として完成した。しかしその後の経済情勢の変化により団地には未利用地が残り、1988
年には未利用地の関わる業種を「鉄鋼流通業務」から「流通加工業務」に広げる結果となった。
出所：浦安市史編さん委員会［1985］『浦安市史』
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図表 2

戸
建
住
宅

集
合
住
宅

第1期埋立地の大規模住宅開発

開発総件数
事業者（件数）
三井不動産
京成電鉄
三井不動産+京成電鉄
その他
開発総面積（㎡）
総戸数
１戸当たり面積（㎡）
〃
平均面積（㎡）
竣工年度
開発総件数
事業者（件数）
住宅・都市整備公団
京成電鉄
三井不動産+オリエンタルランド
その他
開発総面積（㎡）
総戸数
竣工年度

16
6
3
2
5
1,065,538
4253
226～294
251
1976～86
16
9
2
1
4
873,509
8,476
1977～89

出所:『浦安市史』、「第1期埋立地の大規模住宅開発等」より作成

あった。
第 1 期埋立事業の利用計画で住宅用地とされた 3.99 ㎢での住宅開発が浦安の地域として
の性格を大きく変えることになる。その住宅開発の経過・状況を子細にあきらかにするこ
とはできないが、一定の標準的規模の戸建住宅団地の開発という点からみると、この地域
での大手ディベロッパーによる住宅開発の状況が大体の状況を示唆してくれる。
この地域の大規模住宅開発は、大型遊園地（ディズニーランド）と関連して当初から積
極的に活動してきたのは、(株)オリエンタルランド、三井不動産(株)、京成電鉄(株)の民間
3 社である。それに当時、公的住宅建設を促進していた国の政策もあって日本住宅公団（住
宅・都市整備公団）が、三井不動産、京成電鉄から住宅用地を取得して、集合住宅開発に
参加してきた（図表 2）。
「浦安市史」に示されている「第 1 期埋立地の大規模住宅開発等」（図表 3）によれば、1976
年から 1989 年度にわたって、第 1 期埋立地で民間大手ディベロッパーと住宅公団による大規
模な住宅開発がおこなわれた。そのうち戸建住宅団地開発の総面積が約 1 ㎢、集合住宅開発の
総面積が 0.9 ㎢、合計して約 2 ㎢になるので、単純計算で計画住宅用地面積約 4 ㎢の約半分に
あたる。したがってこの大規模住宅開発がこの地域の住宅開発の要点を相当程度代表するもの
とみて良かろう。
この戸建住宅の大規模開発は 16 件、集合住宅開発が同じく 16 件おこなわれ、
それぞれ 4253 戸、8476 戸が供給された。戸建住宅の開発をみると、1 戸当たりの宅地面積は
226 から 294 ㎡で、平均 251 ㎡（約 75 坪）であった。第 1 期埋立地における戸建住宅の大規
模開発（16 件、4253 戸）は 1976 年から竣工し始め、1979 年までにそのうちの約半分にあた
る 1980 戸が竣工し、1986 年までに 4235 戸がすべて竣工した。また同じく集合住宅の大規模
開発（16 件、8476 戸）も 1977 年に竣工し始め、1980 年までにその半分以上が竣工し、1989
年までに 8476 戸すべてが竣工した。
３ 第 1 期埋立地の住宅への入居
大規模戸建住宅開発の進行状況から見て、埋立事業の進行とともに第 1 期埋立地での住宅建
設・入居は 1976～1986 年に集中的に進んだ。その点を埋立の進行と浦安の地区別人口増加状
況から観察する。浦安の人口増は埋立の進行とともに急激に進んだ。埋立開始当時の浦安の人
口は 2 万人に満たなかったが、埋立とその開発の進行とともに急激に増加し、特に第 1 期埋立
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図表 3 第 1 期埋立地の大規模住宅開発等の詳細
開発名称

開発区域

事業者名

開発面積

計画戸数

（㎡）

(戸）

竣工年度

戸建住宅
1

三井パークシティ
星和オリエンタル
パークシティ
三井パークシティ

弁天 6-2

三井不動昧(株)

富岡 3-14、15

11

三井パークシティ
京成ローズタウン
京成ローズタウン
日本電建
海楽パークシティ
名鉄さつき苑
美浜ホームタウン
三井パークシティ

12

パークシティ美浜

美浜 16

13

コモンシティ

東野 2690-76

14

京成ローズタウン
アベニュー舞浜
京成ローズタウン
アベニュー舞浜
京成ローズタウン
16 件

舞浜 36

2
3
4
5
6
7
8
9
10

15
16
計

139,627

576

1976

星和住宅(株)

33,150

129

1978

弁天 6-10、18

三井不動産(株)

45,101

187

1977

弁天 6-20
富岡 3-9、10
富岡 3-8
弁天 2690-10
海楽 54-1、3、4
入船 38
美浜 15
美浜 8、10、11

三井不動産(株)
京成電鉄(株)
京成電鉄(株)
日本電建(株)
日本都市開発
名鉄不動産(株)
新潟臨港海陸運送(株)
三井不動産 (株)
日本新都市開発(株)
日本信販(株)
積水ハウス(株)
他3社
京成電鉄(株)
三井不動産 (株)
京成電鉄(株)
三井不動産(株)
京成電鉄(株)

20,988
24,580
22,139
49,583
58,269
31,863
54,217
114,783

93

1978

186

1978

203
250
140
216
436

1979
1979
1979
1979
1979～80

56,518

244

1981

99,162

397

1982

69,279

236

1981～82

105,062

408

1983

141,217

552

1986

1,065,538

4,253

舞浜 21-1
舞浜 8-1

集合住宅
1
2
3
4
5
6

京成サンコーポ(12F)
今田団地
見明川団地
入船中央エステート
京成サンコーポ(5F）
美浜西エステート

富岡 3-3
今田 15-4
弁天 5-3
入船 44
富岡 3-2
美浜 4

京成電鉄(株)
住宅・都市整備公団
住宅・都市整備公団
住宅・都市整備公団
京成電鉄(株)
住宅・都市整備公団

79,346
4,518
96,587
90,995
44,798
62,337

1,101
230
481
519
410
910

1977～78
1977
1977
1979
1979
1979～80

7

美浜東エステート

美浜 14

住宅・都市整備公団

82,441

975

1979～80

8

入船北エステート

入船 40

住宅・都市整備公団

70,929

319

1981

9

入船西エステート

入船 51-1

住宅・都市整備公団

67,934

789

1981

10

三井タウンハウス

入船 41

三井不動産(株)

19,834

90

1981～82

11

入船東エステート

入船 39-1

住宅・都市整備公団

69,225

807

1982

12

富岡 エステート

富岡 3-4

住宅・都市整備公団

23,140

256

1982

13

エルシティ

美浜 6-1

長谷工不動産他 9 社

58,935

1,167

1984～87

14
15
16
計

日生富岡住宅
日生今田住宅
エル・キャビン
16 件

富岡 3-13
今田 2-1
入船 1-46-3

日本生命保険(相)
日本生命保険
長谷工不動産他 9 社

62,809
24,725
14,956
873,509

137
10
183
8,384

1983
1986
1989
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事業が完了しその開発が進んだ 1975～1980 年の 5 年間には 3 万人を超す増加で、人口は倍加
した。その後も 2 万人を超す増加を続け、現在にいたっている（図表 4）。
第 1 期埋立事業の最初の地域 A の埋立は、事業開始の 1964 年から 4 年後の 1968 年に完了
し、次いで 1975 年 11 月までに第 1 期事業はすべて完了した（図表 5）。
埋立事業完了後に、住宅開発が進行し、人口が急増する。住居表示整備にともなって多数の
新しい地域名が生まれた（図表 6－1）。
1975 から 1980 年にかけては 5 年間で 3 万 2000 人という爆発的な人口増があったが、その
図表 4 浦安の国勢調査人口
年
1965

人口
18,463

指数
1.0

1970

21,880

1.2

3,417

18.5

1975

32,251

1.7

10,371

47.4

1980

64,673

3.5

32,422

100.5

1985

93,756

5.1

29,083

62.9

1990
1995

115,675
123,654

6.3
6.7

21,919
7,979

23.4
6.9

対前期増加数
－

同 率（%）
－

1964 埋立事業開始
1969 営団地下鉄東西線開通
1971 漁業権全面放棄
1975 第 1 期埋立事業完了
1977 大規模住宅開発開始
1978 年第 2 期埋め立て工事開始
1981 第 2 期埋立事業完了
1983 市制施行
1984 東京ディズニーランドオープン
1988 JR 京葉線一部開通
1991 JR 京葉線全線開通

図表5 埋立の進行
埋立完了
年
月
第１期埋立
A
B
C
第２期埋立
A
B
C
D

1968
1971
1975

6
8
11

1978
1979
1980
1981

9
9
3
3

埋立面積（㎢）
6.91
2.34
1.88
2.69
5.64
2.43
1.64
1.25
0.32

表6－1 地域別人口の推移
1975年

1980年

1985年

1990年

1995年

旧 市 域

29,477

36,765

45,716

54,695

56,446

第 1 期埋立

1,704

26,896

47,767

55,135

55,961

A

899

14,831

20,449

23,020

23,728

東野、富岡、弁天、今川、鉄鋼通り

B

805

12,065

美浜、入船、海樂

25,833

29,350

28,591

C

1,485

2,765

3,642

第 2 期埋立

303

5,770
4,861

11,147
8,022

B

24

13

14

C

279

896

3,111

A

D
計

新地名
当代島、北栄、猫実、堀江、富士見

舞浜
日の出、明海
港、千鳥の大部分
高洲
千鳥の一部

31,181

63,661

93,786

115,600

出所：付表 2 から作成
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123,554

うちの約 80%にあたる 2 万 5000 人が第 1 期埋立地での増加であり、次の 1980～85 年の増
加 3 万人の内容も同様であった。1985～90 年になると第 1 期埋立地の人口増はそれまでの 2
万人以上から 7 千人の水準に下がった。第 1 期埋立地への入居は 1975 年から 1985 年までの
10 年間がピークであった（表 6－2）。
表6－2 地域別人口の増減
増減実数(人)
旧 市 域
第 1 期埋立地
A
B
C
第 2 期埋立地
A
B
C
D

増加人口の地域別構成比（%）

1975～80

1980～85

1985～90

1990～95

1975～80

1980～85

1985～90

1990～95

7,288
25,192
13,932
11,260
－
－
－
－
－

8,951
20,871
5,618
13,768
1,485
303

1,751
826
708
△759
877
5,377
3,161
1
2,215

22.4
77.6
42.9
34.7
－
－
－
－

29.7
69.3
18.6
45.7
4.9
.1.0

24
. 279

8,979
7,368
2,571
3,517
1,280
5,467
4,861
△11
617

41.2
33.8
11.8
16.1
5.9
25.1
22.3
△0.1
. 2.8

22.0
10.4
8.9
△9.5
.11.0
67.6
39.7
0
27.8

32,480

30,125

21,814

7,954

100

100

100

100

－

－
0.1
0.9

－

出所：前表に同じ

付表 1 浦安の第 1 期埋立事業と開発に関する年表
1959 年

千葉県「京葉臨海工業地帯造成計画」（浦安埋め立てを含まず）
浦安町、埋立による大遊園地造成を県に要請
千葉県が浦安の遊園地と住宅地用の土地造成計画を組み入れ

1962

漁業協同組合が埋めてて計画について漁業権一部放棄

1964
1969

第 1 期埋め立て工事開始
営団地下鉄東西線全面開通（浦安駅開業）

1971
1972

漁業協同組合が漁業権全面放棄
第 2 期埋立事業開始

1975
1976

第 1 期埋め立て工事完了
第 1 期埋め立て地の戸建住宅の大規模開発竣工始まる

1977
1978

第 1 期埋立地の集合住宅の大規模開発竣工始まる（入居開始）
第 1 期埋立地の戸建住宅の大規模開発完了

1981
1989

浦安、市となる
第 1 期埋立地の集合住宅の大規模開発完了
出所：浦安市史編さん委員会［1985］『浦安市史』
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付表 2 地域別人口の推移
1975 年

1980 年

1985 年

1990 年

1995 年

欠真間 (注 1)

2,926

2,741

－

－

－

当代島

6,846

8,861

8,370

8,543

8,276

北栄 (注 2)

－

9,888

12,325

12,991

猫実

11,747

12,471

9,177

9,229

9,134

堀江

7,958

12,692

12,373

14,068

14,036

5,908

10,530

12,009

富士見 (注 3)

－

－

－

東野

249

1,193

3,645

5,186

5,770

富岡

411

6,587

8,014

7,697

7,523

弁天

9

4,906

5,779

5,554

5,179

1,965

2,883

4,489

5,199

今川

－

鉄鋼通り

230

180

128

94

57

海樂

671

3,574

5,151

6,333

6,177

美浜

－

5,735

10,315

12,507

12,106

入船

134

2,756

10,367

10,510

10,308

舞浜

－

－

1,485

2,765

3,642

日の出

－

－

－

4,861

6,203

明海

－

－

－

－

1,819

港

－

－

24

13

14

高洲

－

－

279

896

3,111

注：各年10 月1日現在（国勢調査）。ただし、1975年は 10 月末現在の住民基本台帳人口
1：1981 年 10 月の住居選示整備より消滅。その後は猫実・当代島に含まれる
2：1981 年 10 月の住居表示整備により猫実・当代島から分かれて誕生したため、1975、80 年
の人口は猫実・当代島に含まれる
3：1982 年 10 月の住居表示整備により堀江から別れて誕生したため、1975、80 年の人口は堀
江の人口は堀江に含まれる
出所：浦安市史編さん委員会［1985］『浦安市史』
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第4章

浦安・液状化対策事業における「合意」をめぐる政治
北村

浩

１ はじめに
千葉県浦安市は、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災によって、大規模な液状化の
被害を受けた。周知のように、その被害の大半は、経済の高度成長期以後に埋め立てられた、
新たに形成された市街地に集中しており、都市機能がかなりのダメージを受けることとなっ
た。同時に、これらの地域には、多くの住宅地が含まれ、そこに暮らす人びとの日常生活に
も、相当程度の影響をおよぼすこととなった。
本稿では、この浦安市における液状化被害をめぐって、市が主導する形で、現在計画が進
行している、住宅地域での液状化対策事業について、一方の当事者、主体である住民の観点
から、若干の検討を加えてみたい。とりわけ、この事業の進行に際し、いわば前提条件とな
っている当事者による、事業への合意に関して、それをめぐるさまざまな論点をまじえて考
察していくこととする。それによって、多くの住民・当事者による、一定程度の同意を必要
とする、公共性を有する、いわゆる公共事業などの、そこの内在する問題が、少なからず明
らかとなっていくと考えられる。このようなパースペクティブ、問題意識から、当事者によ
る合意をめぐる論点に焦点を当ててみたい。
このような課題に接近するために、その前提として、まず、近年の政治学などでなされて
いる、合意をめぐる理論的な諸点を整理し、どういった議論の方向性が可能であるのかを示
してみたい。次に、それをもとに、浦安での液状化対策事業という、具体的な事例にそくし
て、このような問題連関が、実際にどのように機能しているのかを検証していく必要がある
だろう。ただし、ここでの作業は、こうした問題意識にもとづいてなされる一連の考察のプ
ロセスにおける端緒となるものであり、試論的なものの域を出るものではない。
その意味で、本稿は、あくまでも、予備的な考察と、論点の整理にとどまる。より一層の
議論の展開については、今後のさらなる蓄積を待つ必要があるだろう。この点をあらかじめ
断っておかなければならない。具体的には、本稿において、理論的な課題の整理と、それが
浦安のケースでは、どのように展開できるのかの、そのパースペクティブを示すこととなる。
おもに、議論の前提となる作業が、ここでの主たる役割である。
なお、本稿のベースとなるのは、液状化被害と対策事業の当事者に対する、数件の聞き取
りであり、このほか、浦安市・行政側などからの情報を加え考察したものである。前半の理
論的な考察などについては、特に、関連する文献などによる議論を、適宜、補足的に取り入
れた。これらはすべて、そのおおもととなる研究プロジェクトの枠内に位置づくものであり、
予備的な調査として実施された知見をもとに構成されている。
２ 「合意」の政治学－議論の前提となる理論的観点
近年のトレンドとして、政治学の分野、とりわけ政治理論、それも規範的なものを取り扱
う分野において、熟議や熟議民主主義をめぐる議論が盛んになされている。政治哲学などの
隣接領域を含め、1970 年代、80 年代以降、こうした実践的な問題関心が、常に議論の中心
であったが、ここ 20 年ほどの間に、市民社会をめぐる議論とともに、民主主義についての
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議論、民主主義論が、そうした傾向において、ひとつの軸として、確たる地位を占める状況
となっている。そこで焦点化されている問題として、民主主義的な意思決定プロセスにおけ
る合意の調達の方途としての、熟議や、討議という事柄があり、それをめぐる規範的有効性
などが論議の的として注目されてきた。
英語圏やドイツ語圏などを中心とした、欧米で、こうした潮流は、おもに、展開されてき
たのだが、日本においても、こうした動向の影響を受ける形で、また、それに触発されなが
らも、内発的な観点を交えた議論がなされてきた。ここで焦点となっていることのひとつと
して、議会制民主主義など、制度的な民主制と政治参加などが、一定程度機能しつつある、
その意味で民主政といえる先進資本主義国の社会において、どこまで実質的に民主主義が浸
透しているのかが、そのことが検討に付されることとなった。
そこでは、政治的・社会的な意思決定のプロセスにおいて、そこに参与する個々人がどの
程度まで参加することが可能なのか、その際に、その個々人それぞれが、状況を理解 し、
判断の主体として機能できるのかなどが問われることとなった。つまり、参加の規模や、そ
れがどのように拡大されるべきなのかといった、技術的な側面と、それを受け止 め、具体
的な判断をする主体としての、個々の人びとの判断力や、潜在的に事態を把握するする能力、
リテラシーといった、質的な事柄との両面で、議論が深められていった。これらの傾向は、
その意味で、より多くの民主主義、底辺民主主義、民主主義の深化などといったフレーズに
集約ができるだろう。それは同時に、実際の政治的な動向にも、さまざまな形で影響を受け
る一方で、それへのフィードバックをしていった。
こうした動向のもとで、熟議や討議といったキーワードが着目されることは、ある意 味、
自然なことといえるであろう。個々の主体の力量に着目しても、規模や程度などの技術的な
側面においても、これらの概念が、問題の理解を促進するうえで、鍵になる。現代民主主義
論の文脈において、それゆえ、これらを軸に論議が展開され、一定の蓄積が積み重ねられて
きた。加えて、理論的な考察をベースに、実践的にも、さまざまな方法が考案され、実際に
それが試行されてきた。欧米で開発されたモデルを軸に、日本でも、それらを受容しつつ、
一定の試行が積み重ねられるようになっていった。
３ 熟議と合意をめぐるさまざまなとりくみ
それでは、これらの熟議民主主義論や、それをもとにした実践事例などから、抽出された
論点などを、浦安でのケースで検討すべき事柄などを念頭におきながら、いくつかの事柄を
軸に、若干の整理を試みてみたい。なお、コンパクトに日本における試行例を概観 し、ま
とめ、紹介しながら、その前提となる理論的問題、および課題を提示したものとして、篠原
一編『討議デモクラシーの挑戦－ミニ・パブリックスが開く新しい政治‐』
（岩波書店、2012
年）がある。本稿においても、これらを参照しながら、議論を進めたい。
３－１ ミニ・パブリックスのこころみ
熟議民主主義論、討議民主議論にもとづく、参加の手法として考案されたものとして、計
画細胞会議、コンセンサス会議、討論型世論調査、市民陪審などといったものがあげられる。
これらは、その参加の仕方や、議論をまとめ上げ、集約する方法など、それぞれに特徴があ
り、性格の異なる側面もみられる。参加の規模や参加者の募集法などの技術的側面に加え、
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一定の帰結を求めることの有無など、内容上の差異、力点やトーンの濃淡があり、必ずしも、
完全に一致するものとはいえないが、それでも、意思決定により多くの 声、観点をふまえ、
多様性を確保するという点で、同質の試みといえる。
共通する事柄として、それらはいずれも、ミニ・パブリックスという形で、仮想的な世論、
熟議の空間を構成するところに特徴がある。このミニ・パブリックスとは、それぞれ具体的
な形成方法は異なるが、当該の社会、コミュニティを、いわば縮減する形で再現 し、でき
るだけ人口動態や、社会的な構成、世論の配置など、実際の形に沿うよう、近似的に、人員、
参加者を布置していくものである。こうした人工的にではあるが、現実にある社会を反映す
る形での熟議、討議の空間を実験的に作り出し、そこでの議論をもとに、論点をより深める
形で、何らかの意見の集約や、議論の過程を明示し、どこに対立点がみられるのかを可視化
するなど、集合的な意思決定のプロセスの透明化と、公正かつ平等といった観点からの民主
性を担保しつつ、その成立条件を探るものといえる。
総じて、これらの試みは、ミニ・パブリックスという、相互的な議論と意見交換によって、
さまざまな見解にふれる、多様性と多元性に開かれた場である、討議体としての空 間、そ
れも人為的に形作られた仮想的な性格を有する空間を通じて、熟議、議論の深化を図るとい
う点で、実験的な性質の強いものといえるだろう。それゆえ、通常は、同時並行的に、複数
の討議体をつくり、論議を進行させることがスタンダードとなっている。多くは、これに加
え、顔の見える範囲の、比較的小規模な集団をいくつか作成することによって、議論をうな
がし、促進をするというスタイルとなっている。
３－２ 熟議、合意の形成と内在する論点
こうした実験的な性格や、人工的な仮想空間での討議といった形態が想起するように、こ
れらの手法の現実的な有効性や、妥当性が問われるということができるだろう。とりわけ、
議論の参加者に関連して、その当事者性をめぐる問題は、どのような方法を採用するのかに
かかわらず、いずれにしても、焦点化を避けることはできないであろう。浦安でのケースで
も、この点に関しては、日常生活に直結する、その意味で、より切実な問題であり、かつ当
事者性の度合いも高いイシューであることを考えるならば、確かに、そのような仮想的で実
験的なものとは、齟齬をきたす可能性や、次元の異なる問題と把握される可能性を否定する
ことはできない。このような認識を排除できないリスクを抱えながらも、それでも、この熟
議民主主義と討議の試みが示唆する事柄は、決して少なくはない。
そのことの証左とはいえないまでも、すでにいくつかの実践が、これらの手法を用いてと
りおこなわれている。欧米での先進的な事例はもとより、日本における実際の応用例として
も、都市の再開発やまちづくりなどのイシューや、科学・技術をめぐる政策決定などの問題
に、これらの手法が適用され、一定の意思決定過程のメカニズムの解明と、透明性を確保す
るために貢献をしているといえるだろう。ただし、現実の政策決定において、これらの試み
による結果がどれだけ、またどのように反映しているのかということについては、十分な論
拠となるものは、材料的にも乏しく、依然として、留保しておく必要があるだろう。具体的
な政策判断への影響は未知数であり、潜在的可能性にとどまっている。
それというのも、日本における実際に行われた実施例では、これらの実験的な特質という
側面だけではなく、そこで得られた成果を、現実の政策決定にどのように取り入れていくの
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かについて、その点で、政策形成主体の側にも、明確な方向性が定まってはいない場合が散
見されるのである。すなわち、仮想的な空間構成などといった方法論上の技術的な事柄に加
えて、それを意思決定過程にどう位置づけるのかという点においても、思考実験的な試みの
域を出ていないと評価する必要がある。この意味では、ある程度技術的には確立した方法で
あるということができるとしても、課題は残されているのである。
いまだに脆弱な部分を抱えながらも、熟議民主主義の取り組みは、エネルギー政策や、ま
ちづくりの領域において、萌芽的なものながら、実用的な応用のための蓄積がなされている。
こうした可能性を秘めながら、実際の政策形成過程にどのようなフィードバックをしていく
のかという点を軸に、理論的な検討がなされているといえるだろう。そのままの形態ではな
くとも、将来的には、さまざまなプロジェクトに、こうした考え方を反映させることは、あ
ながち飛躍とはいえないだろう。今後も、いろいろな用いられ方が考えられるとしても、い
ずれにしても、ある程度の応用への期待が、そこには存在するだろう。
熟議や討議を深め、それを前提に、意思決定のプロセスの可視化を図るという意味で の、
これらの手法の応用としては、再開発や区画整理などの開発、一定の公共性をおびた事業に
おける合意調達の方法、手段としても適応できるのではないだろうか。また、社会的に最適
な技術や、さらには、具体的な工事方法の選択にさいしても、有効な知見をえるための視角
として機能するのではないだろうか。この点が、浦安での事例を検討する場合に、焦点のひ
とつになるのではないだろうか。ダイレクトには、政策形成、意思決定に直接結びつかない
としても、選定された工法に対する判断材料としての役割を果たすなど、その有益な側面を
活用しながら、それを応用するという方向を模索することもできるだろう。
確かに、技術的な合理性と、社会的な合意形成の関係は、簡単なものとはいえない。最適
解を見出すことには、それ相応の困難が付きまとう。しかしながら、このむずかしさこそ、
熟議や討議が求められるゆえんともいいうるであろう。いわば、合意とその調達と、ある程
度の妥当性を有した技術的合理性とは、セットで考えることが重要となる。
４ 熟議における専門知のはたす役割
このことに関連して、熟議民主主義、討議民主主義にもとづく、これらの合意形成のメカ
ニズムにおいて、いずれも、専門家による知見の提供というプロセスを、そのなかに組み込
み、それを重要視するという形態を採用している。多くの場合、具体的な判断の素 材、熟
議の材料に対して、それについての科学的な知見、専門的な知識を伝達することによって、
より適切な選択が可能となるように、それを助け、うながすという目的で、こうしたやり方
がとられることとなる。科学者・専門家の関与の仕方は、それぞれ異なるとはいえ、通常は、
アドバイス、助言に徹し、より望ましい結果を導き出すための仕掛けと位置づけられている。
こうしたミニ・パブリックスでの取り組みは、依然として実験的なものにとどまるとはいえ、
科学的知識や、技術的な問題など、より専門的な観点が求められる論点や、それらをふまえ
た判断が生かされるようなテーマが好まれる傾向にある。
それというのも、今日の政策決定の多くが、このような科学的な知見や、技術的な専門性
をもとにしてなされるという事実を反映しているのだろう。複雑に機能分化した現代の社会
においては、政策判断に際しても、そうした専門知が不可避的に前提となり、それが官僚制
などのテクノクラート化を推し進めてきたことは否定できない。多くの人びとの日常生活に
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も密接にかかわる、その意味で身近な事柄でさえ、通常の市民にとって、縁の薄い、どこか
遠くの問題であるような感覚を持ってしまうといえよう。
このような事態を打開するという目的のために、熟議民主主義、討議民主主義の要求は生
まれてきたといえる。それゆえ、こうした取り組みは、なかば必然的に、テクノクラートが
独占している専門知を、より広範な、通常の、普通の市民に開かれたものとするよううなが
すものといえる。そこでは、参加の拡大というイッシュ―と、より複雑化し、容易には対応
が困難である問題への対処という、量的なものと、質的なものとの二つの側面が追及される。
それはまた、政策形成のもう一つの、別のチャンネルを確保することにもつながることとな
り、民主主義の一層の深化につながると考えられる。
意思決定、政策決定の過程で、判断のベースとなる科学的知識や知見が前提とされること
が一般的になっているという基本的な構図に加え、さらに状況は、現状では、困難の度合い
がましているということができるだろう。いわゆるトランスサイエンスの問題として把握で
きる事柄である。高度に複雑化した状況では、状態のアセスメントについては、科学者コ
ミュニティでのみ実行可能であり、それでもその内部でのコンセンサスを得るのに高いハー
ドルがともなうことも少なくないが、そうした性格の問題を政策決定や意思決定に反映させ
るのは、どのような方法によるのかが問われる。科学者とそれらによって形成されているコ
ミュニティで、ある程度の客観的に確定可能とみなしうる事実認定を、広く社会的合意をふ
まえた意思決定へと導く方途が問題となる。つまり、科学的に確定した事実をどこまでスト
レートに政策化が可能であるのかが焦点となる。
この関係を問いなおすことが、熟議民主義、今日の民主主義をめぐる議論にとって、切実
な課題であることはいうまでもないことだろう。科学的事実をそのまま政策とすることは、
テクノクラートの専制を意味し、民主主義的であるとはいいがたい。ここではまた、専門家、
科学者による知識の占有と優位を、暗黙の前提としているが、それが適切な対処法であるの
かを保証しているわけではない。少なくとも、多くの人によって、そうみなされる可能性は
ある。合意とは、それを受け入れる側も、主体として認識されねばならず、決して、客体と
して、単なる対象として把握されるべきものではない。
しばしばこうした事実誤認が見いだされるが、実際に、政策決定の主体は、代議制のよう
な間接民主主義においても、テクノクラートといえる立場にではなく、専門性を有しない人
たちによるのであり、これを広範な市民社会に浸透させることは、それ相応の努力が必要と
なるといえる。こうした課題を熟議や討議をもとにした民主主義論は、同時に提起している
といいうるだろう。そこには、高度に複雑化した現代の社会における、科学的知見のありか
た、技術の妥当性などといった、いわゆる科学・技術上の問いだけではなく、それをどう公
共的な意思決定のもとに、政策として遂行していくのかという、込み入った問題系に対して、
より望ましい、適切な解を与えることができるのかが課題となる。
科学、技術、そして社会との関係について、これ以上、深入りすることは難しい。そもそ
も、あまり日本ではなじみが薄いのかもしれないが、これらをめぐる議論は、かなりの蓄積
があり、簡単には論じられないうえに、問いとしても、非常に膨大なものであり、関係性の
整理だけでも、相当の分量を費やすことになり、それに加え一定の妥当性のある論拠を提示
するのは、さらなる労力をともなうことになるだろう。それゆえ、ここでは、結論的な議論
と論点を、ごく簡単に提示することにとどめておきたい。
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４－１ 科学的知見と社会、政策決定との関係
ここで議論されている科学に対する見方は、一定の科学的事実が客観的に存在しうるとい
う、その意味で、科学実在論的なものに近いといえるだろう。そのような前提に立つからこ
そ、専門家による事実の提示、それを受ける形での、市民的な討議という構図が成立するの
である。このような科学観の是非にはふみこまないが、そこにはいくつかの検討すべき課題
があると思われる。熟議の過程を経たうえで、なおテクノクラートの専制を回避することの
むずかしさと、科学と、その知見にもとづく応用、実用としての技術の関係の問題である。
これらの点について、再度整理し、簡単に言及しておきたい。
熟議におけるテクノクラシーの問題は、こうした図式を前提とした場合、専門家と判断の
主体である市民との間に、単純に知識の量という意味で、非対称な関係があり、そのことを
ふまえたとしても、自立した政策決定が可能かという問いへとつながる。くりかえしになる
が、テクノクラートが自らの企図する方向へと誘導するだけで、決定そのものは、ただ、そ
れを追認し、正当化するだけのプロセスでは、熟議の点からは十分とは言いがたい。その点
では、矛盾するようだが、アポリアの存在があるといえるだろう。一定の科学的合理性を有
しつつ、判断の主体による、自立的な判断をどのように確保するのかが、ここでは問われる
ことになる。そうしたジレンマが内在している。
理想的には、ひとつのモデルとして、専門家のコミュニティによる科学的知見の共有化の
過程を通じて、科学者コミュニティのコンセンサスが形成され、それをベースに政策決定が
はかられ、決定の主体的判断が保障されるという関係であろう。その際、科学的知見の形成
と、意思決定の過程は、別のチャンネルのことであり、双方、次元の異なったものであると
の認識が重要といえる。気候変動枠組条約での、気候変動に関する政府間パネ ル、IPCC の
関係などが、具体的なものとして、例示できるかもしれない。
いずれにしても、専門家・科学者による知見の占有や優位を前提としながらも、政策決定
としては、主体的な判断と自立性が担保された状態が理想的なものということができるだろ
う。その際に、確かに、ある程度客観的な科学的事実を現前化することが可能であるとの、
そういった意味での科学実在論的な見方が、支配的なものといえる。こうした関係が、熟議
や討議による意思決定において、専門知との関係で、鍵となるだろう。
４－２ 社会的に最適な技術についての問題
熟議民主主義と科学的知見の関係に加えて、さらに、それへの具体的対処法としての、技
術の問題が、次に問題となるだろう。一般的には、技術は、科学的な知見を応用し、それを
道具的に活用する行為ということができるが、そのために、より実用的な性格が強まるので、
科学的な知見とは異なり、中立的なものと捉えにくくなり、実在論的な観点が薄まり、構築
主義的な視角が前面に出てくることとなる。技術は、科学のように、客観的に把握される事
実の体系という側面よりも、状況に応じて作り上げられる、それも社会的になされるものと
理解される傾向があるということができるだろう。
もちろん、こうした整理は、かなり単純化されたものといえ、当然ながら、多くの異論が
あるところだろう。そもそも、技術は、確かに、社会的な適応の過程で構成されるという意
味では、社会構築主義的な観点の妥当性が、その限りで主張できるが、一方で、技術の体系
性の認識という側面においては、体系性や実在性を指摘することができ、簡単にどちらであ
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るかを決めることは困難といえる。ここではむしろ、問題をクリアーにし、論点を提示する
ために、あえて図式的な対比を用い、議論を促進する役割を企図した。
これ以上、技術の概念を規定するような、技術論的議論の必要性はないと思うが、そこで
も問われるのは、熟議と合意の過程での、この科学と技術の関係性をふまえた、相互の関わ
り合いということになるであろう。というのも、熟議をうながし、合意を形成する過程で、
技術的な側面の持つ意味は大きいといえる。技術に対する信頼が合意の前提となりうると同
時に、合意の過程で技術への信頼も形成されるということができるだろう。
こうした科学と技術の性格上の差異や、その存在形態の違いからくる問題なども、浦安の
ケースを考察するにあったっても、重要な論点となりうるであろう。この関係は、とりわけ、
最適といえる工法の選択と、その理解の広がりに関して、論議することとなるといえるだろ
う。実際、浦安における液状化対策事業でも、工法の選定それ自体は、熟議や合意の対象と
はならなかったが、その過程では、やはり技術的観点が、その進行に影響をあたえているこ
とは否定できないであろう。合意のキーポイントといえる。
公共的な性格を多分に有している事業において、よりそれに適した、ふさわしい技術との
帰結をえるためには、社会的な側面での認識を共有化するプロセスが求められるとしたなら
ば、必ずしも熟議や討議の過程で、その最適なものが必然的にもたらされるわけではないと
しても、このことは重要な要因であるということができるだろう。科学的知見の応用として
の技術にとって、社会的なコンテキストをふまえた議論が必要となるだろう。
５ 液状化対策における「合意」の諸相
これまで検討してきた論点をもとに、それでは、実際に、浦安における液状化対策事業に
際して、その妥当性、有効性がどこまで当てはまるのかを概観し、今後の調査へとつながる、
検証する必要のあるポイントを提示していきたい。同時にそれは、これらの理論的な課題に
ついての議論を展開する際に、浦安のケースが有効な事例として機能することを示唆するも
のとなるだろう。その意味で、理論というメタレベルでの問題と、具体的な事例という
フィールドでの実践的な知との相関関係が問われることにもなる。
さしあたり、ここでは、それぞれ、熟議のアクター、成立の条件、さらには、そこからこ
ぼれ落ちる問題の諸点に整理し、それについての簡単なスケッチをすることで、問題の可視
化を試みることとする。この作業によって、今後のさらなる調査のポイントを明示すること
へとつなげ、それをもとに論議が展開できればと考えている。実際の調査に際しての補助線
を引くことになると同時に、理論化の端緒へと広げていきたい。
５－１ 熟議の諸アクター
浦安の液状化対策事業では、主要なアクターとして、住民、行政、専門家の三者を、とり
あえず、あげることができる。住民は、いうまでもなく、被災者・当事者であり、熟議と合
意の主体といえる存在である。行政は、ここでは主に市役所、事業の実施者であり、事業主
体という意味では、住民と同様、主体的位置にあるといえる。三番目の、専門家については、
ここでは、委員会や審議会などを構成する、いわゆる有識者、専門的知見を有する学者・研
究者であり、工法の選択に際し、判断のもととなる知見の提供をする役割であった。これら
の関係を軸に、事業をみていく必要があるだろう。
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具体的には、市を核に、これらの関係が形成される。まず、液状化という事態を受け て、
市が専門家を中心となる委員会を設置し、そこで対策について議論し、実際の工法について
の提案を受けることになった。工法そのものの最終的な決定は、市がおこない、それを住民
に周知することによって、合意を得るというプロセスをたどっている。この過程で、事業実
施に際して、ほぼすべての同意が必要であるため、住民に対して、熟議が求められて、それ
にもとづく合意がめざされた。市は、そのために、知見の提供と、合意を醸成するための条
件整備の役割も、同時に担うことになったといえる。それぞれの立場や役割、その関係性が
問われることが重要であろう。そこがポイントといえる。
とりわけ、住民における合意において、工法については、その選択に関与してはいないが、
少なくとも、それへの理解が前提となるといえるだろう。この点で、知見がどこまで共有さ
れているのか、それについて理解可能かといった事柄は、合意ができるのかを考えるときに
重要なファクターとなるであろう。また、工法の選択の妥当性や、市の決定プロセスの透明
性などについても、当然、問われることになるであろう。
これらがずれると合意が難しくなる。こうしたずれの存在や、潜在的にそれがあるという
可能性があっても、また、主観的な次元で、そのように感じられる場合でも、それらが合意
を困難にしている要因となることは考えられるといえる。こうした齟齬に関しては、これら
をコミュニケーションにかかわる問題としても把握することができるが、求められる知見、
住民が必要としている情報や知識を、行政や専門家の側から、提供しているのかが重要とな
る。おそらく、その際に、提供に仕方も問われるだろう。
それと関わって、そのほかのアクターである、コンサルタントの存在も考慮に入れておく
必要があるだろう。一般的に、熟議や合意を形成していく過程で、専門知が関わるようなと
きには、特に、中間的な媒介者、メディエーターの存在と、その役割を重視することも考え
られるだろう。実際、浦安でも、コンサルタントが関わり、市の説明に際して、技術的なア
ドバイスや情報提供のセッティングをしている。表面化しにくいところではあるが、それが
果たす事柄も、合意を考えるのに、大きなところではないだろうか。
５－２ 成立の基盤と条件
熟議が成り立ち、討議することが可能となるためには、そのための基盤が、やはり検討さ
れる必要があるだろう。そうした状況のうえに、合意の条件が、明らかになってくるという
ことができるのではないだろうか。これは一方的な説得の過程とは異なる、その意味で、自
立的、自発的イニシアティブを確保するためのものでもあるということができるだろう。た
だ単に、合意するためだけに、形式性を担保するということではなく、実質的なものを保証
するためのことといえる。これらも重要な検証のポイントになるだろう。
これらについて検討するには、コミュニティの状況など、その地域の置かれた前提を考察
していくことが求められ、さらには、社会経済的な問題もそこに深くかかわるといえるだろ
う。また、それに加えて、個々の住民の、科学に対する認識といったことを含む、判断の能
力や、それのもとになるリテラシーなどの、ミクロの次元の事柄も、問われることになるだ
ろう。この集合的なレベルと、個別的なものは、相互に関連しながら、展開されるものとい
えるのであり、そうした連関も考慮に入れながら、考察していく必要があるだろう。これら
を丁寧にケアしていくことが求められるといえるだろう。
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浦安のケースでは、対象が住宅地という事業であることもあり、また、高度成長期以降に
宅地開発、埋め立てをされた地区であることもあり、興味深いケーススタディの事例という
ことができ、その意味では、熟議のモデルを考察するさいにも、有益な知見をもたらすもの
ということができるだろう。比較的、社会経済的な条件が均質な地域もあり、熟議や合意の
過程が可視化しやすいところも、見受けられるということができる。こうした基盤や条件を
考慮し、検証を進めることが求められているということができるだろう。
こうしたことの例証として、浦安のケースでは、一部の地区にとどまったとはいえる が、
自発的な事業についての理解を促進する努力や、その妥当性を検証する試みなどが、かなり
に専門性を有しながら、住民のイニシアティブによって、展開されてきた。かなりのものが、
相当の専門性を持ち、専門家の果たす役割とそん色のないものが多数あり、それが合意の過
程に、多大な影響をあたえたということは否定できない。こうした要因も、無視することは
できない。これらについても注視していかなければならないだろう。
５－３ そこからこぼれ落ちる問題
以上の事柄について考慮に入れつつ、浦安での事例を検証していく必要があるが、それで
も、いくつかのものが、そこからこぼれ落ちる可能性があるだろう。最後に、これらの点を
指摘しておきたい。とりわけ、熟議や合意の過程で、見過ごされやすく、表面化しにくい性
質のものではあるが、その基盤や条件を掘り崩す可能性のある問題点といえる。これらにつ
いても、少なからず意識しておくことが肝要となるだろう。
通常、熟議や討議が成立するのに際して、比較的、同質の人びとから構成される協議体で
なされると、それがスムーズに進行するということができるだろう。その点では、浦安の場
合は、この条件に対して、恵まれたものがあるということができるだろう。それが、ここで
の事業について、その合意の側面に焦点を当てた研究がされる際に、その利点があるという
ことにつながる。このことは、基本的には、揺るがない事実であると指摘することはやぶさ
かではない。だが、それでも、こうした条件から、さまざまな事由によって、こぼれ落ちる
かのように、それを満たすことが困難な事例も想定することも、同時に可能ではないだろう
か。こうした問題をどのように理解するのかが問われる。
おそらく、個別的な事情から、熟議に参加することができず、また、合意に加わることが
難しいようなケースがあった際に、そのような人たちに、どのようによりそうことができる
のかといったことが問題となろう。高齢などの問題だけではなく、合意の基盤となる、コミ
ュニティにおける関係性の問題とか、リテラシーなどに難点を抱えていたりする場合には、
こうしたことが熟議や合意へのハードルを高める作用を果たすことになるだろう。これらの
事柄に、どう対処するのかが問われることになるだろう。
そこにケアの視点の重要性が提起されることになるといえる。個別的に、丁寧な対応が求
められる、こうした状況に対して、どのようにふるまうのかは、その当該コミュニティその
ものの在り方を、同時に問うことにもつながるのではないだろうか。このあたりが、あまり
意識されることは少ないかもしれないが、熟議や討議というにこととっても、重要な問題提
起をはらんだ問いということができるだろう。
さらに、そもそも、熟議や合意のプロセスを開始する以前に、この事業スキームには乗ら
ないという、そのような判断をアクターがしたときには、どのような問題があるのだろうか。
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住民間の対話というモデルが、成り立たず、事実上のものではあるとはいえ、それは拒否権
を行使したという意味になるだろう。このようなケースは、どのようにとらえることができ
るのだろう。この場合、ほぼ全部の合意は必要であり、少数でも参加者が抜け落ちたら、そ
れによって、事業そのものの不成立の確率は高まるといえる。
このことは、もしかしたら、原理的な問題の提起ともいいうる事柄であり、深刻に考察す
る必要があるだろう。場合によっては、その当事者が、そのコミュニティにおいて、他の成
員との関係が壊される要因ともなりうるものといえる。あるいは、そのようなふるまいに
よって、表面的には、このことによって、社会的排除のリスクにさらされる一方で、その当
事者が抱え、顕在化することのなかった、問題を見過ごすこともありうる。
６ おわりに
本稿では、まず、浦安における液状化対策事業を念頭に、その実行に際して求められる合
意の達成プロセスに関連して、そこに内在する問題点などを、熟議や討議などをめぐる理論
的パースペクティブをもとに、議論を整理し、問題の検証への手がかりをさぐってきた。こ
れに関連して、実際に、浦安での、今後の調査において、どのような問いへと注視すること
ができるのか、その事項を列挙することを試みた。これは、これからの調査に対して、少な
からず、方向性を与えるための示唆を得るためのものであった。
ここでの議論のベースとなったのは、はじめに述べたように、これまでの予備的な調査に
おける、さまざまな聞き取りの結果でもあるといえる。この意味では、こうして形成された
知見を、さらに深める形で、より広い観点からの検討が求められるだろう。実際的な調査と
いう点でも、下敷きにすることが可能なところがあるといえよう。これから、この方向で、
作業を進めてみることによって、一定の知見が獲得できればと思う。
同時に、それによって、単に事実のレベルでの知見が増すだけではなく、理論的な事柄も
深められるのではないだろうか。政治理論としての熟議民主主義論や討議民主主義に関する
議論にとっても、これは有益な貢献といえるのではないだろうか。ファクトとそれへの抽象
的な次元での展開の関係に、もっと関心を抱いていく必要もあるのではないだろうか。この
ことは、純粋に、政治学と、その理論の課題ではあるが。
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第 5 章 液状化対策の現状と課題
―千葉市と我孫子市布佐東部地区の事例に見る―
合田

寛

１ はじめに
東日本大震災による液状化被害は、関東地方だけでも茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東
京、神奈川の 1 都 6 県におよび、96 市区町村にまたがっている。液状化被害はとくに埋立
地の多い東京湾岸地域や利根川下流域に集中しており、あと川崎・横浜方面、那珂川や久慈
川方面、利根川中流、鬼怒川・小貝川流域、古利根川流域に散在している。これらの液状化
被害の現れ方は地域によって異なっており、それに対する取り組み方もさまざまである。私
は前稿 17において千葉県浦安地域を事例にあげ、被害の現状と対策の在り方について論じた
が、本稿では千葉市と、布佐市の事例をあげ、その比較検討を試みるとともに、液状化対策
事業の背景にある問題を探りたい。
２ 千葉市の事例
２－１ 東京湾岸地域の埋立と液状化
関東地方の液状化はとくに東京湾岸一帯で広範に生じた。図表１から明らかなように、液
状化は東京湾岸地域の比較的新しい埋立地に集中して現れている。
図表 2 は東京湾岸地域の時期別の埋立状況を示している。一見して明らかなように、湾岸
地域では液状化地域は埋立地域と重なっており、しかも昭和 40 年代以降の比較的新しい埋
立地に被害が集中している。
図表 3 は東京湾岸地域の 1965 年以降の埋立を、規模別、時期別に調査したものである。
埋立規模別にみると、トップは横浜で千葉市はそれに次いで第 2 位となっており、いずれも
埋立面積が 30 ㎢（3000ha）を越えている。千葉市の場合、現在の国道 14 号線（千葉街道）
がほぼ元の海岸線で、それより西はすべて海面埋立によって陸地となった。
図表１

出所：国土交通省関東地方整備局、公益社団法人地盤工学会「東北地方太平洋沖地震による関東地方の地
盤液状化現象の実態解明」平成 23 年 8 月

46

図表２

出所：遠藤毅「東京都臨海域における埋立地造成の歴史」、『地学雑誌』113 (6)

図表３

出所：小荒井衛・中埜貴元「面積調でみる東京湾の埋立の変遷と埋立地の問題点」、国土交通省国土
地理院［2013］『国土地理院時報センター』124

47

２－２ 千葉県の埋立事業と海浜ニュータウン計画
千葉県の埋立事業は 1950 年代末、京葉臨海工業地帯のための用地造成の目的で本格的に
始まった。1959 年の「京葉臨海工業地帯造成計画」では 6610ha の埋立計画が立てられた
が、その後計画改訂のたびに規模が拡大され、1970 年の「千葉県第 3 次総合 5 カ年計画」
では埋立計画面積は 15177.7ha と膨らんだ。しかしその後、環境問題などの発生、低成長時
代への対応などから、埋立計画の転換も余儀なくされ、73 年の「千葉県第 4 次総合 5 カ年
計画」では、臨海工業誘致から都市基盤整備への方向転換がはかられ、埋立計画面積も
13373ha へと縮小した 28。
臨海埋立による急速な臨海工業地帯の形成は人口の集中を招き、無秩序な市街化を進行さ
せ、既存の都市環境を悪化させた。さらに拡大する首都圏の人口の急増を受けて、増加した
人口を吸収し、公共施設を配備するために、大規模住宅市街地を形成する必要に迫られた。
そこで千葉県では内陸部に成田ニュータウン（計画面積 482ha、計画人口 6 万人）、千葉
ニュータウン（計画面積 2912ha、計画人口 34 万人）を造成、整備するとともに、海岸埋立
による大規模市街地形成として、海浜ニュータウン（計画面積 1480ha、計画人口 24 万人）
の建設を計画した。
1968 年に計画された海浜ニュータウン計画は、千葉市北部の東京湾岸の稲毛（高洲、高
浜）、検見川（真砂、磯辺）、幕張（幕張西、打瀬）の 3 地区を広域的に埋立、造成するも
ので、計画人口 24 万人という大規模なニュータウンの創出を企図するものであった。
同じ千葉県下の埋立でも浦安市の場合は、海浜ニュータウンに先んじて、1964 年から 2
次にわたって埋立られたが、埋立によって市の面積は 4 倍化したとはいえ、埋立面積は約
1255ha であった。海浜ニュータウンはこれを上回る規模の埋立計画であった。
千葉市北部の湾岸の海浜埋立は終戦直後から計画があったが、当時は食糧増産の必要から
農業用地確保が目的とされた。その後 50 年代末以降高度成長時代に入るとともに、工業用
地のための埋立へと目的が変更され、さらに 1967 年に住宅用地としての計画に変更される
など、目まぐるしい変遷を重ねた。
さらに幕張地区のうちの A 地区として区分された地区は、オフィスを中心とする業務核都
市、新都心としての土地利用に転換され、住宅地区は海岸部の一部、打瀬地区に幕張ベイタ
ウンとして整備された。その結果海浜ニュータウン全体の計画人口も 15 万人と規模を縮小
した。ニュータウンは 1973 年ごろ、高洲・真砂地区から入居が始まった。
1992 年に千葉市が政令指定都市に移行した際、海浜ニュータウン計画によって埋立られ
た地域は美浜区とされた。美浜区は面積 2116ha で、すべてが埋立造成によってできた土地
である。現在の人口は 14.8 万人である。
２－３ 液状化被害と対策事業
東日本大震災による住宅地への液状化被害は海浜埋立地に集中して被害を及ぼした。とく
に地盤被害では、被災世帯 1672 世帯のうち 1591 世帯が美浜区で、被害世帯全体の 95％を
占めた。美浜区は全体が東京湾の海水の浚渫による埋立地であったため、地下水を多く含ん
だ砂質の軟弱な地盤であった（図表４）。液状化被害はとりわけ真砂地域、磯辺地域、幕張
西地域に集中した 39。
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図表４

出所：千葉市「東日本大震災による被害及び千葉市の対策について」

図表 5

出所：千葉市液状化対策推進委員会「第4回資料（2013年12月25日）」

市は液状化対策推進委員会を設置し、2012 年 1 月から 2014 年 8 月まで 6 回にわたる委
員会を開催し、液状化対策の工法などについて検討を行うとともに、モデル地区を設定し地
質調査を開始した。対策事業は特に被害が著しく、戸建て住宅の集中している磯辺、真砂、
幕張西の三地域、あわせて 143ha（1.43 ㎢）を対象として行われることとなった（図表 5）。
事業のモデル地区として磯辺 4 丁目、検討地区として磯辺 8 丁目、真砂地区が選ばれた。
地質調査の結果、たまたまモデル地区として選ばれた磯辺 4 丁目は、地下のシルト層が一
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定で地下水を遮断することができることから、地下水位低下法による工法が可能と判断され
た。
地下水位低下工法による液状化対策は地盤沈下の副作用があり、一定のシルト層があれば、
その遮水効果で地盤沈下を軽減する効果を持つが、シルト層が厚すぎると、逆に地盤沈下を
促進するという弱点もある。モデル地域に選ばれた磯辺地区以外の地区では、シルト層が一
定ではなく、切れ目もあり、地下水位低下工法は無理と判断され、格子状地中壁工法につい
ても検討を進めることとしている。
市が地下水位低下法についてモデル地域で 1 年間の実証実験を行った結果、現在 1m 程
度の地下水位を地下 3 メートルまで下げた場合、地盤沈下は約 1.5cm 程度で、沈下量、傾
きともに生活に影響を及ぼすものではないとの結論を得た。
地下水位低下法は道路の下に暗渠管を埋設するので基本的には公的負担で行うものであ
るが、維持管理費として関係住民に 1 ㎡あたり 634 円の負担を求めることにしている。
200 ㎡程度の宅地だと一戸当たり 12～13 万円の負担となる。これは 30 年分の維持管理費
とされている。
市はこの案をもとに関係住民の合意を求め、すでに 3 分の 2 以上の合意を得ているが、一
部の反対もあり、さらに 100%近い合意に持っていきたいとしている。
たとえこの地区がまとまったとしても当該地域の面積は 7.1ha であり、対象地域全体
（143ha）の 5%にも満たない。
住民の負担が比較的少ない地下水低下工法ですら、100%の合意を得ることが困難である
のに、その他地域で行おうとしている格子状地中壁工法では、住民負担は公的補助があって
も一戸当たり 200 万円（地下水低下工法の 15～16 倍）であり、100%合意という壁は一層
厚いと言わなければならない。
３ 千葉県我孫子市布佐東部地区
３－１ 地盤の特徴と液状化被害
我孫子市布佐東部地区は我孫子市の東端にあり、利根川に面した地域である。この地域は
明治3年（1870年）の利根川決壊によって生じた「切れ所沼」を、昭和27年（1948年）の利
根川改修の際に、その浚渫土砂で沼地を埋立形成され、その後宅地として整備された土地で
ある（図表6）。さらに遠く歴史をさかのぼれば、この地域は縄文時代には霞ヶ浦とつな
がった古鬼怒湾にあった（図表7）
布佐東部地区の液状化被害はちょうど「切れ地沼」の跡、及びその周辺に集中しており、利
根川の河川からくみ上げた砂土によって形成された軟弱な地盤がその原因であったことが
うかがえる。この地域は地下水位が約 1 メートルと低く、その下部に約 3.5 メートルの埋め
られた砂の層（液状化層）がある。
液状化によって集中的な被害を受けた地域は面積 12.5ha で、地域内にある 243 棟の住宅
のうち 212 棟が被害を受け、うち 119 棟が大きく家が沈下し傾く「全壊」と判定された。我
孫子市全体で「全壊」の判定を受けた世帯のうち、85％以上はこの布佐東部地域に集中して
いる（図表 8）。
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図表 6

出所：我孫子市液状化対策検討委員会「第１回検討委員会資料（2012年12月3日）」

図表 7

図表 8

出所：我孫子市液状化対策検討委員会「第１回検討委員会資料（2012年12月3日）」
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３－２ 液状化対策事業
我孫子市は現地に布佐東部地区復興対策室を設置するとともに、
「布佐東部地区復興通信」
（第 1 号 2011 年 10 月 18 日）
を発行するなど、
地域住民との対話による復興を進めてきた。
また一体的液状化対策に関して検討委員会を立ち上げ、2012 年 12 月から 2014 年 9 月まで
合わせて 9 回の委員会を開催し、あわせて住民説明会を開催してきた 4 。
10

委員会は液状化対策の工法を検討した結果、最終的に地下水位低下法を選択した。ただ し
布佐東部地区は道路下に埋設物が多いことから、暗渠管を埋設することが困難であった。そ
こで地域内の約 150 か所に揚水井戸を埋設し、汲み上げ方式によって地下水位を低下させる
方法が選択された。
この工法によって、現在 1m 前後の地下水位を 2.5m 下げる目標で実証実験を行ったとこ
ろ、それにともなう地盤沈下は、建物周辺で約 5cm、建物が影響しない地盤で約 1cm と予
測された。日本建築学会の基準では、建物に亀裂がほとんど発生しない沈下量は 10cm とな
っていることから、地下水位低下による地盤沈下は、既存の建物に有害な影響をもたらさな
いと判断された。
またこの工法にかかる費用は総額約 10 億円、一戸当たり 400 万円となり、維持管理費に
ついて個人負担を求めると、一戸あたり年間 0.9 万～1.8 万円の負担となる。
市はこの結果を踏まえ、2014 年 8 月、住民に対して最終意向調査を行った（図表 9）。
図表9

出所：我孫子市液状化対策検討委員会「第9回資料（2014年9月30日）」
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地域内の土地所有者・借地権者 261 名に対する調査に対して 207 名からの回答があった。
その内容は事業に同意したものはわずか 43 人で、その 3 倍以上の人（147 人）が同意しな
いという結果となった。同意しない最大の理由は費用負担ができないというものであった。
そう考える理由はいろいろあるが、第一にもともとこのあたりの地価は安く、坪 5 万円（50
坪で 250 万円）の宅地に対して。数百万円の対策費の個人負担は割に合わないこと、第二に
震災直後、ここには当分住めないと判断して 8 割くらいの人は生活の拠点を他の場 所に移
しており、元の場所は売却したいと考えている。維持管理費がかかるとますます売れなくな
る恐れがあること、第三に、残っている人は高齢者が多く、独立した子供も将来帰ってくる
見込みは少ないことから、新たな負担をしてまで対策しようとは考えないこと、などがある。
市はこの結果を踏まえ、布佐東部地区における「市街地液状化対策事業」の事業化を断念
し、液状化対策については、道路など公共施設と宅地をそれぞれ別におこなうこととした。
個人が行う液状化対策について、液状化対策工事補助金制度が設けられ、建物を取り壊した
後の土地について液状化対策を行う場合、工事費の 2 分の 1（最高 50 万円）が支給される
補助制度が設けられた。
復興対策事業として市はこのほか、液状化した地区の一部に市営住宅および復興支援セン
ターを建設した。
４ 小括
震災から4年を過ぎた今もまだ、液状化対策事業はまだ緒についたばかりで、実現の見通
しはなお遠い。それは本稿で取り上げた千葉市海浜地区、我孫子市布佐東部地区だけではな
く、浦安市など液状化被害を受けたどの地域についてもいえる。その背景にはいくつかの解
明すべき問題が伏在しており、さまざまな課題を提起している。いくつかの問題を指摘し、
本稿の結びとしたい。
第一に、現代資本主義において土地やその上に立つ個々の建物などは私有制の下におかれ
ているいっぽう、それらの集合体である街並みあるいは都市は誰の所有物でもなく、公共性
の高い空間である。それは宇沢弘文氏がいう社会的共通資本ともいうべきものであり、その
管理・運営は、本来社会的に行われなければならない。その矛盾は平時には見えないが、
いったん災害が発生し、都市基盤の基底をなす地盤の液状化のような事態が生じれば、その
矛盾が一気に現実の問題となって表面化する。
第二に、土地は、自然の土地であれ、海面の埋め立てによって新たに造成された土地であ
れ、もともとは自然によって与えられた共通の財産であり、社会的共通資本の一部である。
現代資本主義の下で、土地は私有制の下におかれ、任意の大きさに区切られ、商品化され市
場で売買される。しかし震災によって土地が広域的に液状化するといった事態が生じた場合、
その復旧に当たっては、区分された私有地の狭い範囲にとらわれず、私有地の制約を乗り越
えて、道路や下水管など地下埋設物を含め、地域全体を一体的に復旧することが合理的であ
り、かつ共通の利益にかなう。
第三に、海浜埋め立てによって造成した土地は、自然の土地と違ってもともと軟弱であり、
地震によって液状化するリスクは予見可能なことであった。土地は社会的共通資本の一部で
あるので、私的資本に造成・開発・販売を任せる場合であっても、その管理・運営は社会的
でなければならず、営利のみにもとづくものであってはならない。液状化など将来のリスク
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も織り込んだものでなければならないことは当然である5 。必要な対策を怠って造成し、リ
11

スクを示さないで販売した責任が問われなければならない。
第四に、海浜埋め立てなどによって新しい都市が形成されれば、そこに移り住む人たちの
間にコミュニティが形成される。そして形成されたコミュニティが都市を支えるという相互
依存関係が成立する。埋め立て地に建設された住宅団地はその典型である。しかしそこに形
成されたコミュニティは世代や目的に関する共通性など、一定の条件の下で成立したコミュ
ニティであり、時間の経過とともにその条件が失われると、壊れるもろさを持っている。コ
ミュニティが壊れると、コミュニティによって支えられている都市はその足場を失う。
第五に、災害によって壊された都市機能の再生のためには、コミュニティの再生を不可欠
の要素としている。都市の復旧と再生にあたっては、国や自治体が第一義的な責任と役割を
有しているが、その際、コミュニティの再生と住民の合意形成のための努力が伴わなければ
ならい。同時にまたコミュニティも都市再生の担い手としての新たな課題に立ち向かわなけ
ればならない。

1

（公財）政治経済研究所液状化問題研究会 Seikeiken Research Paper Series No.21「東京湾岸地域に
おける臨海部開発と液状化被害に関する研究 2011 年度特別プロジェクト研究報告書」第 4 章「震災に
よる地盤の液状化と宅地・住宅の再建の課題」、同 Research Paper No.22「東日本大震災における液
状化災害の展開―千葉県湾岸地域・茨城県鹿島地域を中心に―」第 2 章「液状化対策の現状と課題―浦安

市の現状にみる―」
2 千葉県企業庁［2013］『千葉県企業庁 30 年のあゆみ』
3 千葉市における液状化被害とその対策については、千葉市市街地整備課からのヒアリング（2014 年
10 月 1 日）をもとにしている。
4 我孫子市布佐地域の液状化被害とその対策については、同市都市部布佐東部地区復興対策室からのヒ
アリング（2014 年 9 月 22 日）をもとにしている。
5 宇沢弘文氏は社会的共通資本の管理・運営は、本来フィデューシャリーな性格を持つものであるとして、
「職業的専門家によって、専門的知見にもとづき、職業的規律にしたがって」行われなければならないとしている。
（宇
沢弘文［2000］『社会的共通資本』、岩波書店）
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