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災害対策トイレ情報ガイド刊行にあたって

 

 震災、津波、豪雨、洪水などの自然災害は突発的に発生し、私たちの生活を一瞬にして壊し

てしまいます。災害時には人命救助が最優先され、火災や土砂崩れなどの二次災害への対策、

そして生命を維持するための飲料水や食糧、衣類等の確保が求められます。このような状況の

中、精神的にも身体的にも非常に重要であるにもかかわらず、忘れられがちなのがトイレ対策

です。水や食糧はある程度我慢できても、排泄は待ったなしです。排泄を我慢したり、排泄回

数を減らすために水分を控えることは、健康を損なうおそれがあるだけでなく、新潟県中越地

震ではエコノミークラス症候群を誘発させる直接的な原因にもなりました。 

 私たちの生活空間を衛生的かつ快適にしている水洗トイレは、被災すると給排水管の損壊等

により使用できなくなるケースが少なくありません。このような事態に備え、私たちは日常的

に様々なトイレ・水まわり対策を講ずることが求められます。しかし、災害用トイレの設備や

製品は多種多様であるにもかかわらず、名称（仮設トイレ、簡易トイレなど）が統一されてお

らず、特徴や性能、使用条件などに関する情報も周知されていません。そのため、新潟県中越

地震の時には、避難所におけるトイレニーズと全国から届けられる簡易トイレや携帯トイレな

どをマッチングすることが非常に大変だったと認識しています。子どもから高齢者、障害者な

ど多くの人が共同生活する避難所の既設トイレは、設備やスペース等が充実していない場合が

多いため、日常的にバリアフリー対応、ユニバーサルデザインの導入を徹底することが求めら

れています。 

 そこで本情報ガイドは、災害時のトイレ対策を検討する際に、また災害に強いトイレを日常

的に整備する際に役立つ情報誌とすることを目的として、トイレ・し尿処理に関して国や自治

体が進める防災政策や実践事例、災害用トイレの設備・製品情報を集約いたしました。自治体

の防災担当者、企業の災害対策担当者、地域や家族を守る市民団体、建築設備関係者等の必携

書になるものと確信しています。 

 また、災害トイレに関する情報は常に変化していることから、状況に対応して、新しい情報

を随時提供すること、関係者間で情報共有・情報交換することを目指し、「災害対策トイレネット

ワーク」（http://www.toilet.or.jp/dtinet/）という WEB サイトも設置いたしましたので、併せてご利

用いただければ幸いです。 

 情報のご提供やご執筆いただいた関係府省、地方自治体、関係企業に感謝申し上げるととも

に、本情報ガイドが日本の隅々にまで行きわたり、減災にいささかでも貢献できることを願っ

ています。 

 

 

日本トイレ協会 

加藤 篤 
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災害時におけるトイレ・・減災的視点からみたその改善方策

総務省消防庁・消防研究センター所長
                  室﨑 益輝

                  

大震災の教訓 

 わが国においては、地球が活動期に入ったことを象徴するかのように、地震だけではなく大雪

や洪水など、長期間の避難生活を余儀なくさせる大災害が相次いでいる。こうした大災害あるい

は長期災害で共通する問題の一つに「トイレ問題」がある。ところでこのトイレ問題は、トイレ

が使えなくて不便だという生活障害のレベルを超えて、トイレを我慢することによって健康を害

するという健康破壊のレベルの問題として顕在化している。

阪神・淡路大震災や新潟中越大地震においては、避難所等で健康を害して死亡するという関連

死が目立った。その関連死の大きな原因の一つとして、トイレ問題があげられる。阪神・淡路大

震災では、約 900人が震災関連死として認定されている。その 900人の死亡原因を仔細にみると、
その 3 割程度が心筋梗塞や脳梗塞で亡くなっている。ところで、どうして心筋梗塞や脳梗塞にな
ったかというと、ストレスの蓄積もあるがそれ以上にトイレの我慢が関わっている。トイレを我

慢して水を飲まないことや食事を摂らないことなどが、血液の流れを悪くし心臓に負担をかけて、

死を招いたといわれている。中越大地震でも、それと同様のことが起きている。ということで、

震災などの災害時における死者の軽減をはかるためには、減災的視点からトイレの問題の解決を

はかっていくことが望まれる。

災害トイレのハードとソフト 

災害時のトイレ問題は上述したように、「トイレが使えない」あるいは「トイレを使わない」こ

とから生じている。この「使えない状態」が起きる理由は、トイレのハードウェアとソフトウェ

アの両面から説明することができる。ハードウェアというのは、トイレの施設や設備が災害に適

したものになっていない、という問題である。ソフトウェアというのは、トイレの管理や清掃が

災害に適したものになっていない、という問題である。このハードとソフトの 2 つの問題が複合
して、「使えない状態」「我慢する状態」を引き起こしている。

このうち前者のハードウェア問題は、量的問題と質的問題にさらに区分して考えることができ

る。量的問題は「災害時にはトイレの絶対数が不足してしまう」という問題である。学校など避

難所に使用される施設においては、もともとトイレが足りないところに、停電や断水でトイレが

使用不可となることから、常設トイレの量的不足が発生する。さらにそれに加えて、非常用の仮

設あるいは携帯トイレなどのストックがない、あるいは道路障害などでその配備が遅れることか

ら、仮設トイレの量的不足が発生するのである。ところでより深刻なのは、質的問題である。そ

れは「トイレが使いづらく用を足す気持ちにならない」という問題である。ところでこの質的問

題は多岐にわたる。汚くて不衛生である、寒くて居心地が悪い、バリアフリーになっていない、

プライバシーに欠けている、といった問題点が指摘されている。ところで、中越大地震では、量

的問題はほとんど改善され、また質的問題もある程度改善さていたが、トイレが体育館などの生

活スペースから切り離された運動場の片隅におかれたために、寒い外部空間を長々と歩いてまで
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トイレにいきたくないということで、結果的に「我慢する状態」が起きている。この質的問題に

は、装備や機能の問題だけでなく、配置の問題もあることを忘れてはならない。

後者のソフトウェア問題は、清掃問題と介護問題に分けて考えることができる。清掃問題は、

阪神・淡路大震災で最も深刻なものであった。バキュームカーが来てくれない、自己完結型のト

イレでないといったことで、し尿の処理がうまくゆかず「てんこもり」状態になって、その汚さ

を嫌ってトイレが使用できなかったからである。この汚さに関わって、トイレの清掃がなされな

かったというのがある。被災者が自発的にトイレを清掃しし尿を処理する取り組みをしなかった

ことを、反省材料として指摘しておきたい。さて、トイレの改良がなされたとしても、またトイ

レの清掃がなされたとしても、高齢者などの要援護者は簡単にトイレを使用することができない。

段差があるなどの物理的な問題もあるが、それ以上に仮設の環境になじめないなどの精神的な問

題もある。これらの要援護者の問題を解決する精神的なケナあるいは生活的なケアが欠けていた

ことで、高齢者等がトイレを敬遠していた事実も重大である。

問題解決に向けて 

 それでは、どうすればこうしたトイレ問題が解決されるのであろうか。

第１に指摘しなければならないことは、常設トイレの装備の充実をはかることである。地域に

おける学校や公民館などの公共施設をより安全により快適にすることが原点で、その中でトイレ

の快適化、耐震化をはかることが欠かせない。停電や断水時にも使用できるように、貯水設備と

非常電源を組み合わせた自立機能型あるいは自己処理型のトイレを、学校などの公共施設に導入

しなければならない。地域の安全性の向上ということでは、災害時だけではなく日常時において

も、学校が地域に開かれている必要がある。学校は、市民にとって身近な存在でなければならず、

コミュニティ形成の核でなければならないからである。そのためには、日常時おいても高齢者や

障害者の利用を考え、大人用や障害者用のトイレの整備にも力を入れておかなければならない。

 第２に、仮設トイレの性能の向上をはかることである。仮設トイレには、まずその設置の簡便

性や迅速性、またその利用の快適性や清潔性、さらにはし尿処理の環境性や回収性が求められる。

こうした性能については、阪神・淡路大震災以降において著しい改善がはかられているが、高齢

者や障害者にとっては利用しづらい、夜間や降雨時さらには寒冷期には利用が困難である、し尿

の処理や清掃については手間がかかるといった問題点が、まだまだある。和式の仮設トイレなど

は、高齢者にとって利用しづらいものであり、「誰にもやさしい仮設トイレづくり」に、より一層

努力しなければと思う。それに加えて、快適性ということでは、機能性だけではなく意匠性や居

心地性にも優れていることが大切で、「使いたくなる仮設トイレづくり」にもこころがける必要が

ある。

 第３には、仮設トイレや簡易トイレの備蓄をはかることである。ここでは、いつでもどこでも

必要なトイレがすぐに確保できるように、公的備蓄や流通備蓄はいうに及ばず、コミュニティ備

蓄や家庭備蓄を忘れないでほしい。「公助・共助・自助の連携」ということがよくいわれるが、災

害時トイレへの備えも例外ではなく、家庭では家庭用の簡易トイレや携帯トイレなどを準備して

おくこと、コミュニティでは簡易トイレに加えて、消毒剤や清掃用具などを準備しておくことが、

欠かせない。仮設トイレがすぐにやってくるとは限らず、また自宅周辺で避難生活をおくること

もあるので、家庭内トイレ備蓄の運動を進めなければと思う。
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そしてこれが一番大切なことであるが、最後にソフトウェア問題の解決をはかるという課題が

残されている。それは、災害時におけるトイレ利用のマナーの確立をはかるということである。

このマナーの確立は、利用者の自己責任の問題と相互扶助の問題として位置づけられる。災害時

だからこそ清潔に保たなければならない、災害時だからこそお互いに助け合わなければならない

ということである。個々人が「清潔に利用する、清掃を励行する」ことを災害時道徳として遵守

することは当然のこととして、被災者が当番を決めてあるいはボランティアと共同して、トイレ

掃除をしなければならない。さらに、高齢者などのトイレ利用や健康管理を支援する取組みを、

避難所コミュニティの責任において展開しなければならないのである。

おわりに 

被災者や避難者の自立と回復は、その生活の最も基本的なところから始まる。この点において、

トイレは食事と同様あるいはそれ以上に自立の根幹をなす最重要課題である。それだけに、災害

時のトイレ問題の解決をはかるには、行政と市民それに加えてコミュニティやボランティアさら

に企業も加わった「大きなつながりによる大きな運動」が欠かせない。

 





    

  

 
 
 
 
 

防 災 ト イ レ 政 策
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首都直下地震対策と自助・共助・公助

内閣府（防災担当）企画官

三浦 知雄

 

首都直下地震の切迫性 

南関東で発生した地震（Ｍ６以上、1600年以降）

関
東
大
震
災
（
一
九
二
三
）

２２０年

凡例
● j：マグニチュード８クラス
●：マグニチュード７クラス

● ：マグニチュード６クラス

Ｍ７クラ
スの地震
が発生す
る可能性

関
東
大
震
災
ク
ラ
ス
の
地
震

安
政
江
戸
地
震
（
一
八
五
五
）

東
京
地
震
（
一
八
九
四
）

丹
沢
地
震
（
一
九
二
四
）

活動期 静穏期 活動期 静穏期 活動期？

◆首都地域では、２～３百年間隔で関東大震災クラス(M8)の地震

７．０

２００～３００年

今後100年以内に発生する可能性はほとんどないことから除外

◆この間に、M７クラスの直下地震が数回発生 今回の対象

元
禄
関
東
地
震
（
一
七
〇
三
）

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

2050年

首都直下で発生する地震のタイプ

地震ワーキンググループ岡田委員提供資料を
もとに作成

（１）地殻内の浅い地震

（今回の検討の対象）

関東大地震

（２）フィリピン海プレートと北米プレー ト
との境界の地震

（３）フィリピン海プレート内の地震

（４）フィリピン海プレートと太平洋プレー ト
との境界の地震

（５）太平洋プレート内の地震

→結果的に（２）の検討で包含。

→（２）の検討で包含されるため、除外

→（２）の検討で包含されるため、除外
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Ｍ7以上の活断層

（１）地殻内の浅い地震地震動推計を行う対象地震

関東平野北西縁断層帯（Ｍ7.2）

立川断層帯（Ｍ7.3）

伊勢原断層帯（Ｍ7.0）

三浦半島断層群（Ｍ7.2）

神縄・国府津-松田断層帯（Ｍ7.5）

関東平野北西縁断層帯（Ｍ7.2）

立川断層帯（Ｍ7.3）

伊勢原断層帯（Ｍ7.0）

三浦半島断層群（Ｍ7.2）

神縄・国府津-松田断層帯（Ｍ7.5）

Ｍ6.9の直下の地震

（１）地殻内の浅い地震地震動推計を行う対象地震

さいたま市直下

立川市直下

川崎市直下

横浜市直下

都心西部直下、都心東部直下

成田空港直下

羽田空港直下

千葉市直下

市原市直下

さいたま市直下

立川市直下

川崎市直下

横浜市直下

都心西部直下、都心東部直下

成田空港直下

羽田空港直下

千葉市直下

市原市直下
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地震動推計を行う対象地震 （２）プレート境界の地震　

（第１回岡田委員提供資料をもとに作成）

：発生の可能性が
低い領域

：発生の可能性が
高い７領域

凡例

Ⅰ　関東地震
Ⅱ　地震活動低
Ⅲ　スロースリップ
Ⅳ　衝突域

Ⅳ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

茨城県南部

多摩

東京湾北部

Ⅳ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

茨城県南部茨城県南部

多摩多摩

東京湾北部東京湾北部

１９断層面の領域の整理

ある程度の
切迫性が
高いと考え
られる

近い将来
発生の可
能性が否
定できない

近い将来
発生の可
能性は低
い

地震発生
の蓋然性

首都機能
の重要性

首都機能集積その他の機能

プレート境界、プレート内の地震
（19断層面のうち発生可能性の低い領域に該当する12断層面の領域）

都心東部
都心西部

さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、立
川市、羽田、市原市、成田

地殻内の浅い地震M6.9

活断層M7.0以上（最近500年以内に発生したものを除く）

関東平野北西縁断層帯
立川断層帯
伊勢原断層帯

神縄・国府津-松田断層帯
三浦半島断層群

プレート境界、プレート内の地震（19断層面のうち東京湾北部などの７断層面の領域）

東京湾北部東京湾北部茨城県南部
多摩 ：応急対策の対

象とする地震

近い将来発生する
可能性がほとんど
ない地震は除外。中核都市等直下 都心直下

　
　

注１）　

：予防対策の対
象とする地震

「近い将来」とは、
今後100年程度を
いう。

注２）　

凡例

都心部周辺 都心部

今回検討対象とした地震

首都機能を支える交通網や
　ﾗｲﾌﾗｲﾝ等の機能
中核都市の機能
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■中野

■池袋

■新宿

■上野

■東京

■渋谷

■品川

■四谷

■中野

■池袋

■新宿

■上野

■東京

■渋谷

■品川

■四谷

東京湾北部地震（Ｍ7.3）の震度分布

：破壊開始点：破壊開始点
：アスペリティ（断層面内で強い揺れ：アスペリティ（断層面内で強い揺れ
を発生する部分）を発生する部分）

凡例凡例

・ある程度の切迫性。（フィリピン海プレートと北米プレートの境界の地震）・ある程度の切迫性。（フィリピン海プレートと北米プレートの境界の地震）
・都心部にダメージ。・都心部にダメージ。
・震度６弱以上の区域が都県を越えて広域に拡大。・震度６弱以上の区域が都県を越えて広域に拡大。

被害想定の前提条件

②４つのシーンを設定
　

①１８タイプの地震動を想定
　　　・地震発生の蓋然性や被害の広域性から検討の中心となる地震

③風速は２パターンを設定

・冬朝５時　　　　（阪神・淡路大震災、自宅就寝中）

・１５ｍ/ｓ　　（関東大震災）

・秋朝８時　　　　（朝のラッシュ時）

・夏昼１２時　　　（関東大震災、外出中）

・冬夕方１８時　　（火気器具の利用が最も多い時間帯）

・３ｍ/ｓ　　　（阪神・淡路大震災）

東京湾北部地震（プレート境界）
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首都の経済中枢
機能支障

首都の経済中枢
機能支障

交通ネットワーク
機能支障

交通ネットワーク
機能支障

人的被害人的被害

直接被害
（復旧費用）

　

直接被害
（復旧費用）

　

物的被害物的被害

間接被害（生産額の低下）間接被害（生産額の低下）

間接被害（交通寸断による
機会損失・時間損失）

６．２兆円
６．２兆円

間接被害（交通寸断による
機会損失・時間損失）

６．２兆円
６．２兆円

＜機能支障＞

■被災地域内 ■国内（被災地域外） ■海外

　
上段：冬夕方上段：冬夕方1818時、風速時、風速1515m/sm/s
下段：下段：冬夕方冬夕方1818時、風速時、風速33m/sm/s

経済被害（東京湾北部地震M7.3）

うち、建物被害が
５５．２兆円
４０．０兆円

約１１２兆円
約９４兆円

６６．６兆円
５０．１兆円

３９．０兆円
（１３．２兆円　　　　２５．２兆円　　　　０．６兆円）

３７．５兆円
（１２．７兆円　　　　２４．３兆円　　　　０．５兆円）

経済被害

　　

　

　　　　　　　　

　　　

※　１８タイプの地震動中、建物全壊棟数が最大となるのは東京湾北部地震（約
８５万棟）。死者数が最大となるのは都心西部地震（約１３，０００人）。

揺れ
18%

火災焼失
77%

構成比

15万棟

3.3万棟

65万棟

◇瓦礫発生量約９，６００万トン
◇負傷者数（重傷者含む）２１０，０００人
　重傷者数３７，０００人

建物倒壊
28%

急傾斜地
崩壊　8%

火災
57%

3,100人

900人6,200人

構成比

ブロック塀等
の倒壊等
57% 800人

交通被害　2%

200人

①建物全壊棟数・火災焼失棟数　約８５万棟 ②死者数　　　約１１，０００人

建物被害、人的被害（東京湾北部地震M7.3）

（１）冬夕方１８時　風速１５ｍ/ｓ

1.2万棟

液状化 4%

急傾斜地崩壊 1%
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経済被害想定の比較

首都直下地震は
間接被害の割合

が高い

６０%
４０%

間接被害
直接被害

約１１２兆円

（18時　風速15m/s）

６０%
４０%

間接被害
直接被害

約１１２兆円

（18時　風速15m/s）

２５%
７５%

約５７兆円

東南海・南海地震

間接被害
直接被害２５%
７５%

約５７兆円

東南海・南海地震

間接被害
直接被害

東海地震

３０%
７０%

約３７兆円

間接被害
直接被害

東海地震

３０%
７０%

約３７兆円

間接被害
直接被害

首都直下地震（東京湾北部地震）

５３%
４７%

間接被害
直接被害

約９４兆円

（18時　風速3m/s）

５３%
４７%

間接被害
直接被害

約９４兆円

（18時　風速3m/s）

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

１日後 ４日後 １ヶ月後

避難所生活者数 疎開者数

約 0

約 1,000,000

約 2,000,000

約 3,000,000

約 4,000,000

1 2 3

避難所生活者数 疎開者数

避難者　

避難所
生活者

約460万人

約700万人

　帰宅困難者

約６５０万人
（１都３県）（１都３県）

約３９０万人約３９０万人
（東京都）（東京都）

約３５０万人約３５０万人
（２３区）（２３区）

昼１２時昼１２時 朝５時朝５時

約１６万人約１６万人
（１都３県）（１都３県）

避難者数、帰宅困難者数

冬夕方１８時、風速１５m/s

冬夕方１８時、風速３m/s

避難所
生活者

約400万人

約610万人

東京湾北部地震
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首都直下地震対策の柱
「首都直下地震対策大綱」（平成17年9月）の構成

首都中枢機能の継続性確保首都中枢機能の継続性確保

膨大な被害膨大な被害へのへの対応対応　　～地震に強いまちの形成～～地震に強いまちの形成～

国民運動の展開国民運動の展開国民運動の展開

発災後３日程度を念頭に置いた目標と対策

（公助、自助、共助）

社会全体で取り組む

計画的かつ早急な予防対策

膨大な避難者、帰宅困難者の対応

地域防災力、企業防災力

広域防災体制の確立 復旧・復興対策

建築物の耐震化
火災対策
居住空間内外の安全確保対策
ライフライン・インフラの確保対策
長周期地震動の推進
文化財保護対策の推進

首都圏広域連携体制
救助・救命対策
消火活動
災害時要援護者
保健衛生・防疫対策
ボランティア活動環境整備

震災廃棄物処理対策
ライフライン・インフラ
の復旧対策
首都復興のための総
合的検討

住宅、学校、病院など建物の耐震化が最も重要

※冬夕方18時、風速15m/sの場合でも約３割

死者数の約８割約８割は建物倒壊建物倒壊が原因
冬朝５時、風速3m/sの場合

出所）神戸大学付属図書館震災文庫デジタルギャラリーHP

耐震改修に対する補助制度の活用
耐震改修促進に向けた税制度の整備の検討
公共施設の耐震化（数値目標の設定）
地震保険の活用推進（保険料率割引等）
耐震化促進制度の整備（耐震改修の指示、公表等）

推進方策

道路、鉄道、港湾、ライフラインなどインフラも耐震化を推進

出火、火災延焼
避難者の発生
救助活動の妨げ
がれきの発生

約8,300万ｔ～9,600万ｔ

膨大な被害への対応
１．建築物の耐震化

予防対策
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火災に強い都市構造、
初期消火率の向上 出所）東京都HP

風速によっては、火災被害が極端に増加

死者数の約６割約６割は火災火災が原因
冬夕方18時、風速15m/sの場合 密集市街地で

延焼が拡大

出火・炎上すると、延焼
を食い止めることは困難

密集市街地の改善
には時間を要する

自主防災組織の育成・充実
防災教育・防災訓練の実施
緊急消防援助隊の充実・強化
消防水利の確保
避難路、避難場所の整備

推進方策

出所）神戸市消防局HP

震度６の人口集中地区で４６％

被害想定における初期消火率の設定

２．火災対策、消火活動

応急対策への備え

火気器具等の安全対策
市街地の面的整備
都市の防災骨格軸の創出

予防対策

想定される避難所生活者の数が膨大数が膨大

避難所生活者数の軽減

避難所生活者数　約約400400万人～万人～460460万人万人

推進方策

ホテル等との提携疎開、帰省の奨励 既存ストック（空き
家、空き部屋）利用

阪神・淡路大震災で30万人、
新潟県中越地震で10万人

出所）神戸市HP

避難所の確保のほか・・・

多様なメニュー 東京都内の空き家数は67万戸

３．避難者対策

応急対策への備え

復旧・復興対策

応急仮設住宅の建設・提供体制の強化
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帰宅困難者の行動ルールの徹底

自社従業員を企業が収容
～むやみに移動を開始しない～

安否確認システム強化

想定される帰宅困難者の数が膨大数が膨大
帰宅困難者数　約約650650万人（昼１２時）万人（昼１２時）

一斉に帰宅行動をとろうとすると混乱

平日昼間の帰宅困
難者の多くは、企業
に所属

同時帰宅行動者の軽減
企業の協力による

推進方策

災害用伝言板サービス（携帯電話）
などの活用 被災地での救援活動の戦力に！

帰宅困難者

出所）新宿区HP

＝被災者

※朝５時の場合　約１６万人

食糧、飲料水の備蓄

４．帰宅困難者対策

徒歩帰宅支援

応急対策への備え

５．企業防災力の向上

事業継続性の確保

推進方策

予防対策 企業の防災に対する取組を自己評価できる環境の整備

応急対策への備え ＢＣＰ（事業継続計画）策定と実行

企業による社会貢献

推進方策

予防対策

顧客・従業員等の生命の安全確保
二次災害防止
減災技術開発／リスク・ファイナンシング
周辺地域の救援

応急対策への備え
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阪神・淡路大震災の教訓(1)　
耐震化の重要性

教訓(2)多くの人が近隣住民によっ
て救出された

要救助者約３．５万人のうち
警察、消防、
自衛隊救出

約８千人

約２．７万人

近隣住民等に
より救出

河田恵昭「大規模地震災害
による人的被害の予測」
（阪神淡路大震災教訓情報
資料集）

地震防災戦略に掲げる人的被害、経済被害を軽減する具体策の実践が必要
（住宅・建築物の耐震化　家具の固定　津波避難意識の向上　企業の業務継続・・・）

○行政による様々な支援、促進策の充実強化の必要性

○最終的には、個人や企業、地域コミュニティ全体が、自らのリスクととらえ、実際の
　行動に移さない限り、成果は現れない

個々人の自覚に
根ざした自助

地域コミュニティ
等による共助

行政による公助

基本は、国民一人ひとりの防災意識、地域コミュニティの防災力　

・災害の知識を事前に身につける
・家具の固定、非常持出しの用意や最低限３日分の食料や水の備蓄、避難場所や
　避難路の確認などの備えに努める
・災害時には自らの身は自ら守る、地震時には初期消火に努め、車では避難しない
　　等の適切な行動をとる

「減災目標」を社会全体で共有し、生命、財産を守る行動を実践する国民運動の展開へ

災害被害を軽減する国民運動
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はじめに　－安全・安心に価値を見いだし行動へ－

・自助、共助、公助の連携

・身近な家庭、企業、地域における息長い行動と投資

１　防災（減災）活動へのより広い層の参加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（マスの拡大）

・地域の祭りに防災のコーナーを

・防災訓練の際に家具備品の固定

・防災教育の充実
　　学校教育の充実､大学生の課外活動
　　の促進､公民館の防災講座の開催

２　正しい知識を魅力的な形でわかりやすく提供
　　　　　　　　　　　　　　　　　（良いコンテンツを開発）

・絵本や写真集、紙芝居、ゲーム等
多様な媒体の活用

・災害の体験談の活用
紙芝居「いなむらの火」

・安全､安心を得るために自助､共助､公助の取組が必要

・個人や家庭、地域、企業等が減災のための行動と投資
を息長く行う国民運動へ

・自助、共助、公助の連携

・身近な家庭、企業、地域における息長い行動と投資

３　企業や家庭等における安全への投資の促進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投資のインセンティブ）
・職場や自宅で安全への投資を促進

・ビジネス街、商店街における防災
意識の醸成（「守る防災から攻める
防災へ」）

・事業継続計画（BCP）への取組の促進

・自助、共助、公助の連携

・身近な家庭、企業、地域における息長い行動と投資

４　より幅広い連携の促進（様々な組織が参加する
ネットワーク）

・国の機関、自治体、学校、公民
館、ＰＴＡ、企業、ボランティア団
体などの連携

・自助、共助、公助の連携

・身近な家庭、企業、地域における息長い行動と投資

５　国民一人一人､各界各層における具体的行動の
継続的な実践（息の長い活動）

・地域ごとに防災活動の推進会議の
設置を促進

・地域、学校、職場等における防災
活動の優良事例の表彰 防災ﾎ ｽ゚ ﾀｰ ｺﾝｸｰﾙ

防災担当大臣賞

ぼうさい探検隊 ガソリンスタンドを使った
帰宅困難者支援訓練

耐震補強工事の一例

はじめに　－安全・安心に価値を見いだし行動へ－

・自助、共助、公助の連携

・身近な家庭、企業、地域における息長い行動と投資

１　防災（減災）活動へのより広い層の参加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（マスの拡大）

・地域の祭りに防災のコーナーを

・防災訓練の際に家具備品の固定

・防災教育の充実
　　学校教育の充実､大学生の課外活動
　　の促進､公民館の防災講座の開催

２　正しい知識を魅力的な形でわかりやすく提供
　　　　　　　　　　　　　　　　　（良いコンテンツを開発）

・絵本や写真集、紙芝居、ゲーム等
多様な媒体の活用

・災害の体験談の活用
紙芝居「いなむらの火」

・安全､安心を得るために自助､共助､公助の取組が必要

・個人や家庭、地域、企業等が減災のための行動と投資
を息長く行う国民運動へ

・自助、共助、公助の連携

・身近な家庭、企業、地域における息長い行動と投資

３　企業や家庭等における安全への投資の促進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投資のインセンティブ）
・職場や自宅で安全への投資を促進

・ビジネス街、商店街における防災
意識の醸成（「守る防災から攻める
防災へ」）

・事業継続計画（BCP）への取組の促進

・自助、共助、公助の連携

・身近な家庭、企業、地域における息長い行動と投資

４　より幅広い連携の促進（様々な組織が参加する
ネットワーク）

・国の機関、自治体、学校、公民
館、ＰＴＡ、企業、ボランティア団
体などの連携

・自助、共助、公助の連携

・身近な家庭、企業、地域における息長い行動と投資

５　国民一人一人､各界各層における具体的行動の
継続的な実践（息の長い活動）

・地域ごとに防災活動の推進会議の
設置を促進

・地域、学校、職場等における防災
活動の優良事例の表彰 防災ﾎ ｽ゚ ﾀｰ ｺﾝｸｰﾙ

防災担当大臣賞

ぼうさい探検隊 ガソリンスタンドを使った
帰宅困難者支援訓練

耐震補強工事の一例

災害被害を軽減する国民運動の推進に関する基本方針
中央防災会議専門調査会とりまとめ（座長：樋口公啓　東京海上日動火災保険（株）相談役）

災害リスクを知る①　ハザードマップの活用

対象約1,800市町村のうち、約25％（440市町村）洪水ハザードマップ

37火山（富士山、三宅島、浅間山、阿蘇山など）火山ハザードマップ

海岸線を有する657市町村のうち、約28％（184市町村）津波ハザードマップ

１都６市（東京都、横浜市、名古屋市など）地震ハザードマップ

対象約1,800市町村のうち、約25％（440市町村）洪水ハザードマップ

37火山（富士山、三宅島、浅間山、阿蘇山など）火山ハザードマップ

海岸線を有する657市町村のうち、約28％（184市町村）津波ハザードマップ

１都６市（東京都、横浜市、名古屋市など）地震ハザードマップ

地方公共団体におけるハザードマップの整備状況

青：公表済（浸
水予測区域、
避難場所の記
載あり）
黄：公表済（浸
水予測区域、
避難場所の記
載なし）
赤：未公表

津波ハザードマップの整備状況と具体例
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災害リスクを知る②　住民参加の防災マップづくり

（社）日本損害保険協会　「ぼうさい探検隊」

子ども向けの実践的な防災教育プログラムの普及活動

小学生による防災づくりのコンクール（２１９団体７８２作品参加）

地震から命を守る①　建築物の耐震化の現状

Ｓ56年以前 
建築の戸数 

 
約 1,750 万戸

うち耐震性が不足する 
と推計される住宅戸数 

 
約 1,150 万戸 

住宅の全体戸数 
 

約 4,700 万戸 

全体の２５％ 

全体の３７％ 

出典：地震防災施設の現状に関する全国調査最終報告（平成15年１月：内閣府）

うち耐震改
修不要
4.2%

うち要改修と診断され
改修済み1.2%

うち要改修と診断され
改修中0.5%

医療機関
19,573棟

昭和56年
以前建築で
耐震診断実施
10.4%

うち要改修と
診断されたが
未改修
4.5%

昭和57年以降
建築  50.2%

昭和56年以前建
築で耐震診断
未実施 39.4%

耐震性に疑問
43.9％

耐震性あり
56.1％

住宅

病院学校

耐震性未
確認48%

耐震性確
認済52%

耐震診断
未実施

Ｓ５６以降
Ｓ５６以前

耐震診断
実施

耐震性有
耐震性無

耐震性未
確認48%

耐震性確
認済52%

耐震診断
未実施

Ｓ５６以降
Ｓ５６以前

耐震診断
実施

耐震性有
耐震性無

平成17年度公立学校耐震化調査（文部科学省）
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日から始める私の防災「みんなで防災」のページ（内閣府防災担当ＨＰより） 

 

１．地震から生き残れ！ 

(1)いざ地震が起こったら：自らの命を守る行動 

(2)被害の拡大を防ぐ行動を  

(3)助け合いの行動を 

(4)安否の確認          

(5)災害発生前の備え 

 

２．避難生活のために 

(1)避難所を知ろう    

(2)３日分の食料・水の備蓄 

(3)トイレ          

(4)疎開 

 

地震から命を守る②　建築物の耐震化の促進方策

「建築物の耐震化緊急対策方針」（中央防災会議決定、H17.９）
建築物の耐震化を国家的な緊急課題と位置づけ

　　　　○住宅の耐震化率　７５％→９０％　（今後１０年間）
　　　　○公共建築物等の耐震化　具体的な数値目標の設定に努める

建築物耐震改修促進法の改正（H17.11）
○地方公共団体による耐震改修促進計画の策定
○耐震診断・改修指示の対象に学校や老人ホームを追加　
○違反建築物の公表制度

耐震診断・改修に対する補助事業の大幅拡充・増額
○住宅・建築物耐震改修等事業の拡充
　　・地域要件撤廃（全国に適用）、緊急輸送道路沿道建築物の補助率拡充（H17補正）
　　・２０億円（H17）→３０億円（H17補正）、１３０億円（H18)
○地域住宅交付金制度の活用

住宅、事業用建築物に係る耐震改修促進税制の創設（H18)
○住宅　：　所得税（工事費用の１０％（２０万円上限）控除）、固定資産税（３年間１／２減額）
○事業用建築物　：　所得税、法人税（工事費用の１０％特別償却）
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水道施設における災害対策と災害時のトイレ用水確保に向けた課題

厚生労働省健康局水道課給水装置係長

山崎 寿之

 

〔１〕上水道における災害の発生形態 

平成７年１月１７日未明に発生した兵庫県南部地震（阪神淡路大震災）によって発生した被害

は甚大であり、わが国における震災対策の必要性を再認識させるものであった。水道施設も例外

ではなく、その被災地域は兵庫県等９府県６８市町村にも及び、約１３０万戸が断水、仮復旧ま

でに約 3 ヶ月を要した。発災当初、被災地域では、全国の水道事業体からの応急給水支援がなさ

れたものの、交通事情による制限もあり、生命維持に必要最小限の飲料水の確保が精一杯で、生

活用水の十分な供給がなされるにはしばらく時間を要することとなった。 

その後も、平成１６年１０月の新潟県中越地震では最大約１３万戸が断水するなど、住民に大

変不便な生活を強いる結果となった。阪神淡路大震災では大都市臨海部が主な被災地になったの

に対して、新潟県中越地震では中山間部に点在する中小の水道が大きな被害を受けた。特に、山

古志地域をはじめとする山間部では、斜面崩壊や道路の法面崩壊などの地盤破壊に伴い、小規模

な浄水場、配水池等の構造物が移動したり、崩落した土砂に埋没して機能停止したりするなどの

被害が発生した。また、管路についても、破損・流失する被害が多発した。 

一方で、水害に対する対策も無視することはできない。平成１７年９月には台風１４号により

もたらされた豪雨により、宮崎市富吉浄水場の水没をはじめ、道路崩落により配水管が流出する

などの被害が発生し、復旧には約５０日を要した。 

〔２〕災害発生時におけるトイレ用水の確保について 

水道の普及率も９７％に達し、トイレの水洗化が進んでいる昨今では、災害時におけるトイレ

用水の確保は災害対策の重要な課題の一つである。 

災害発生時にはまず必要となるのが生命維持に不可欠な飲料水の確保であるが、災害発生後、

数日が過ぎた頃から洗濯等の生活用水への需要が高まり、下水道が復旧すれば水洗トイレ用水の

確保も求められる。 

水道によって供給される水は大腸菌や金属化合物等５０項目の厳しい水質基準により安全が確

保されているが、トイレ用水等、飲用に供さない場合には、ここまで厳しい基準をクリアした水

である必要がない。このため、学校のプールの水なども非常時の重要な水源となる。私自身、阪

神淡路大震災の被災経験を持ち、小学校での避難生活を余儀なくされたが、屋上に設置されたプ

ールの水をトイレ用水として使用したことは記憶に新しい。 

一方、受水槽も災害時に水のストック機能を有する設備として重要な役割を担っている。平成

18 年 8 月の広島県における導水渠の岩盤崩落事故による断水時には、医療施設において、受水槽

に給水車により給水し、通常通り水道を使用できた事例も見られた。 

このように使用目的に合わせて、ストック機能を有する設備を有効に活用することも重要であ

るであるが、本編では上水道によるトイレ用水の確保について述べることとする。また、上水道

における災害時の給水対策はトイレ用水の確保に限ったものではないため、次章以降、一般的な
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水道施設の災害対策について述べる。 

 

〔３〕水道施設における災害対策の必要性 

重要なライフラインである水道システムは、飲料水や生活用水のみならず、消防や医療等の救

援活動にも不可欠である。そうした観点からも、水道施設が災害により機能不全に陥ることは広

範囲における社会活動に大きな支障を来たし、その後の復興にも大きな影響がある。このため、

災害に強い水道システムの構築は急務といえる。 

地震等災害が発生した場合でも、生命の維持や生活に必要な水を安定して供給するには、水源

から蛇口まで、一貫した耐震化が必要であり、浄水場・配水池などの基幹施設の耐震化、導水管・

送水管・配水幹線といった基幹管路の耐震化、給水装置（配水管から分岐して設けられた給水管

及びこれに直結する給水用具）の耐震化、災害時の避難場所や医療施設等の重要施設への給水ル

ートの耐震性確保、各水道事業体における災害対策マニュアルの整備、近隣の事業者を含めた広

域的な応急給水・復旧体制の整備、被災した場合でも速やかに復旧できる体制の確保など、ハー

ド・ソフト両面から災害対策を進める必要がある。 

阪神淡路大震災等、大規模災害発生時には全国の水道事業体が応急給水等応援にかけつけるが、

住民にとっては給水車の前に並んで水をもらうという生活にも１ヶ月が我慢の限界といわれてい

る。また、病院では透析等医療行為に水が不可欠であるため、発災後の早期復旧が望まれる。 

 

〔４〕厚生労働省における水道施設の災害対策促進に向けた取り組み 

給水装置の耐震対策としては分岐部の耐震性の強化、異形管部の補強、伸縮可撓性の高い管種

への取替えが挙げられるが、給水装置は個人の所有物であるため、学校・病院等各施設、各家庭

において耐震性の高い給水装置の施工・布設替えを心がけてもらわなければならない。 

一方、水道施設の耐震化として、厚生労働省では、平成 9 年に各水道事業体が施設管理、運営

等において地震対策の計画を策定するにあたっての参考とするため、「水道の耐震化計画策定指

針」を策定し、都道府県を通して各水道事業体へ通知している。平成 17 年度からは、本指針の改

訂作業にも着手している。具体的には、新潟県中越地震では山間部での道路崩壊に伴う水道管の

損壊、崖崩れによる浄水場の損壊など、山間部特有の課題が示されており、これらの教訓から中

山間部における耐震化対策での留意点を追加、管路の耐震化対策として、「耐震性の高い管路の採

用基準」の明確化、対策のレベルアップとして、「医療用水の確保について対応策」の明確化、ま

た、近年、水害による被害が多発していることから「水道施設の水害対策」の追加などを行い、

近いうちに公表する予定である。 

また、広域連携は既存施設の有効活用を促進し、体制構築を図る上で重要な施策であり、厚生

労働省では市町村を超える連絡管、応急給水体制、応急復旧体制など各水道事業体間による相互

連携・広域化等、面的な総合災害対策を進める際の指針作成にも取り組んでいる。国庫補助事業

においても、広域圏域間や近隣の水道事業体間、または同一の事業体内においても異なる水系間

で応援給水が行えるよう、連絡管の整備に対し、経費の一部を補助している。 

 

〔５〕水道施設の耐震化の方向性 

厚生労働省が平成 16 年 6 月に公表した「水道ビジョン」は、わが国の水道の現状と将来の見通
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しをできるだけ定量的に分析・評価し、すべての水道関係者が今後の水道のあるべき将来像につ

いての共通の目標を持って、互いに役割を分担しながら連携して取り組むことができるよう、そ

の道程を示すことを目的として策定したものであり、その中で、｢災害対策等の充実｣を主要施策

の一つとし、基幹施設を中心とした水道施設の耐震化の推進などを挙げている。水道ビジョンに

掲げる目標である「基幹施設の耐震化率を１００％とする」、「基幹管路の耐震化率を１００％と

する」の達成を目指すには、各水道事業者においても、自らの事業を取り巻く環境を総合的に分

析した上で、経営戦略を策定し、それを計画的に実行していくことが必要である。このため、各

水道事業者の取組を推進するため、「地域水道ビジョン作成の手引き」を作成し、昨年 10 月に通

知している。 

しかし、地震に対し壊れない施設、あるいは壊れても機能をすべて代替できるレベルの水道シ

ステムを十分に整備することは困難である。このため、水道施設の耐震化を考える際には、水道

施設が被害を受けた場合も想定して、被災後の応急対策がやりやすいよう考慮し、対策を進める

ことも重要である。 

なお、現在、浄水場の耐震化率は約２０％、配水池の耐震化率は約３０％、基幹管路の耐震化

率は約１３％で、特に耐震性が非常に低いとされている石綿セメント管も全国で約２万ｋｍが残

存している。また、応急給水計画を策定している水道事業体も、全体の約３４％と決して十分な

耐震化が進んでいるとはいえない状況にある。こうした中、厚生労働省としても水道施設の耐震

化促進に向け、有効な施策を検討してまいりたい。 
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下水道分野における今後の地震対策と地震時のリスク評価

国土交通省都市・地域整備局下水道部流域管理官

稲田 修一

 

災害時の下水道 

・・・・数あるライフラインのなかで、ともすれば忘れ去られがちなのは下水道の重要性であ

る。特に災害直後に差し当たって緊急に復旧する必要がないと誤解される。常日頃より『スイ

ッチをひねって電気をつける』とか『蛇口をひねって水を出す』というような具体的な行為を

伴わない下水道は、私たちには見えにくいライフラインである。 しかし、これが被災すると

下流側に未処理の水を放流せざるを得ず、水質汚濁を引き起こす。・・・・このような環境負荷

を引き起こすライフラインは下水道だけである。・・・・・・   

      

河田恵昭 京都大学防災研究所所長・教授

２００６．８．２９日本下水道新聞 より

 

 

平成１６年　新潟県中越地震の概況

○　概況
　平成１６年１０月２３
日１７時５６分頃、新潟
県中越地方で震源深さ約
１３ｋｍ、マグニチュー
ド６．８の直下型地震が
発生。
　震度計による観測がは
じまって以来、初めて最
大震度７を観測。 各地の震度を示した図
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新潟県中越地震における被害状況

○　新潟県中越地震における下水道施設の被害
－　新潟県内７市１０町２村で処理場６箇所・管渠約１５２ｋｍで被害発生

＜被災市町村＞
　　長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、栃尾市、魚沼市、
　　中之島町、越路町、三島町、与板町、出雲崎町、川口町、川西町、
　　津南町、小国町、西山町、弥彦村、和島村

【被害状況総括表】

種別 管理者 処理場 管きょ マンホール

流域下水道 県 ２箇所 ０．５ｋｍ ２１３箇所

公共下水道 市町村 ４箇所 １５１．６ｋｍ ２，５０６箇所

６箇所 １５２．１ｋｍ ２，７１９箇所合計

新潟県中越地震における被害及び復旧状況

被害写真

魚野川流域下水道　堀之内浄化センター
流入渠からの漏水

新潟県中越地震における被害及び復旧状況

被害写真

信濃川下流流域下水道（長岡処理区）　幹線管渠の破損

新潟県中越地震における被害状況

＜浮上したマンホール＞（小千谷市）

被害写真
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自宅で下水道を使用できなかった世帯数の推移

　地震発生後、被害状況の把握とともに、迅速な応急復旧に向けて対応。

　「自宅で下水道を使用できなかった世帯数」には、避難指示等によって自宅で生活
ができなかった世帯等、下水道施設の復旧と直接関係のないものも含まれている。
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１１／１　小千谷市で上水道の復旧に
伴い多くの世帯で下水道使用可能に

長岡市・小千谷市で応
急復旧工事が進捗

１１／１７　川口町
で避難勧告解除

自宅で下水道を使用できなかった世帯数の推移

　地震発生後、被害状況の把握とともに、迅速な応急復旧に向けて対応。

　「自宅で下水道を使用できなかった世帯数」には、避難指示等によって自宅で生活
ができなかった世帯等、下水道施設の復旧と直接関係のないものも含まれている。
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１１／１　小千谷市で上水道の復旧に
伴い多くの世帯で下水道使用可能に

長岡市・小千谷市で応
急復旧工事が進捗

１１／１７　川口町
で避難勧告解除
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今後の下水道地震対策のあり方

下水道被害の総括

管路施設の被害 処理場・ポンプ場の被害

新潟県中越地震の特徴

○最大加速度が1700galを超える大きな地震動 ○震度５弱以上の余震が繰り返し発生 ○震源の深さが10km内外とかなり浅い

■被災管路延長：152.1km
■被災マンホール個数：2,719個
（震度５弱以上で被害が発生）

下水道施設の耐震設計のあり方

初動・支援体制、被災調査方法等の地震対策の課題

管路埋戻し土の液状化による路面陥没、 マンホール突出
が多数

○下水道の使用不可
○道路交通障害

■処理場被害：６処理場（流域２、公共４）
■ポンプ場被害：６ポンプ場（流域３、公共３）
（震度６弱以上で被害が発生）

堀之内浄化センターでは、処理機能が停止

○汚水が放流先河川に流出
（放流先河川は流量が多く水質影響は小）

管路施設の対策 処理場・ポンプ場の対策

○非液状化地盤における埋戻し土の液状化対策の強化
○重要な幹線等の定義に、交通障害による影響が大きい
道路下の管路を追加

処理場への流入管と処理水槽内伸縮継ぎ手が破損

○水槽内には伸縮継ぎ手を設けない
○配管により可とう性の大きな継ぎ手を設ける
○換気ダクト、脱臭ダクトの耐震化

下水道職員が少ない町村での支援のあり方
下水道台帳等の管理図書の整備・保管方法
復旧資機材の確保と復旧の迅速化

液状化の恐れのない地盤で埋戻し土の液状化被害が発生
交通障害により救援活動等に支障

兵庫県南部地震での教訓が活かされたが、次のような課題が残されている
早期に被災箇所を特定できる技術開発
災害時の通信手段の確保
他の汚水処理施設との連携

第Ⅰ編 新潟県中越地震の総括と新設施設の地震対策への提言
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第Ⅰ編 新潟県中越地震の総括と新設施設の地震対策への提言

今後の下水道地震対策のあり方

長期の目標（改築・更新時）
１）管路施設
・L1に対して設計流下能力を確保
・L2に対し重要な幹線等で流下機能を確保

２）処理場・ポンプ場
・L1に対して本来の処理機能確保
・L2に対し構造物の破壊防止（復旧に時間を要しない）

中期の目標（10年程度）
１）管路施設
・重要な幹線等の流下機能の確保
・下水道システム全体の信頼性向上

２）処理場・ポンプ場
・高級処理機能の確保、汚水ポンプ場の揚排水機能の確保

緊急の目標（５年程度）
１）管路施設
・重要な防災拠点等と処理場間の管路の流下機能の確保
・緊急輸送路下の管路の被災による重大な交通障害の防止
２）処理場・ポンプ場
・沈殿処理機能、消毒処理機能の確保
・１）管路施設に接続する汚水ポンプ場の揚排水機能の確保
・雨水ポンプ場の揚排水機能の確保
３）トイレ
・防災拠点におけるトイレの使用の確保

下
水
道
緊
急
地
震
対
策
計
画

（ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
）

構造面での耐震化、トイレ
の使用の確保により
「防災」を図る

○構造物の耐震化
○トイレ機能の確保
○段階的目標

ハード整備と一体となったソフト対策の充実

防

災

目

標

耐震診断の実施
地震ハザードマップの公表

１）管路施設
●マンホールと管路との接続部における可とう性継手の設置
●耐震性の向上について評価された管路更生工法の実施
●増補管路等の既存施設の活用によるネットワーク化
●他の地下埋設工事も視野に入れた埋め戻し土の液状化対
策の実施
２）処理場・ポンプ場
●流入渠から放流渠に至る池構造物との接続部における可
とう性継手の設置
●池構造物のエキスパンションジョイントの耐震化
●管理棟等建築物への耐震壁、ブレースの増設
●増設施設の先行整備や予備池等の設置
●機械電気設備の水没防止のための管廊のブロック化
３）トイレ
●防災拠点の仮設トイレの汚水受け入れ施設の設置

●二条化・バイパスなどのネットワーク化やバックアップ対応
等のシステム的な対応（合流改善対策・改築更新・浸水対
策等の整備計画と整合を図り効率的・効果的に実施）

●見直し後の指針に基づく耐震対策の実施

被害を最小限に抑制する
「減災」を図る

○今、地震が発生した場合の対応策
○被災時の暫定的対応

下
水
道
減
災
対
策
計
画

減災目標
・被災時の暫定的対応の想定（下水道減災対策計画
の策定）及び必要な事前措置
・下水道台帳の電子化、バックアップ

減
災
目
標

１）管路施設
●復旧資機材の調達方法の確保・備蓄
●可搬式ポンプや仮配管による流下機能の確保
●雨水貯留管等の既存施設の弾力的運用によるネットワー
ク化
●浸水危険度マップの作成による防災拠点のあり方の検討
２）処理場・ポンプ場
●非常用電力・水源の確保
●雨水滞水池等の既存施設の弾力的運用による簡易沈殿
及び消毒機能の確保
●仮設の沈殿池及び塩素混和池の設置場所・方法の想定、
必要な資機材の調達方法の確保・備蓄
●水道管理者と連携した、情報連絡や運転管理及び災害復
旧作業の実施
３）トイレ
●管路施設を利用したし尿の一時貯留
●関係部局と連携した仮設トイレの調達方法の確保・備蓄

下水道が有すべき機能
「生命を守る」

①公衆衛生の保全

②浸水被害の防除

③トイレの使用の確保

④応急対策活動の確保

住
民
の
視
点

●様々な状況を想定した支援体制の強化
●実践的な震災訓練の実施 等

下水道が貢献できる機能
地域防災支援

下水道施設の防災拠点化
下水道資源の有効利用

●ヘリポート、避難施設、消火施設の整備 等

第Ⅱ編 地震対策の現状と既存施設の地震対策への提言

国 の 支 援
●「選択と集中」の考え方により、対策地域の優先順位と対策期間の期限を定めて重点的に財政的支援
●学会等とも連携しながら、技術開発の調査・研究体制の強化、民間における技術開発の促進 等
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及び消毒機能の確保
●仮設の沈殿池及び塩素混和池の設置場所・方法の想定、
必要な資機材の調達方法の確保・備蓄
●水道管理者と連携した、情報連絡や運転管理及び災害復
旧作業の実施
３）トイレ
●管路施設を利用したし尿の一時貯留
●関係部局と連携した仮設トイレの調達方法の確保・備蓄

減災目標
・被災時の暫定的対応の想定（下水道減災対策計画
の策定）及び必要な事前措置
・下水道台帳の電子化、バックアップ

減
災
目
標

減災目標
・被災時の暫定的対応の想定（下水道減災対策計画
の策定）及び必要な事前措置
・下水道台帳の電子化、バックアップ

減
災
目
標

１）管路施設
●復旧資機材の調達方法の確保・備蓄
●可搬式ポンプや仮配管による流下機能の確保
●雨水貯留管等の既存施設の弾力的運用によるネットワー
ク化
●浸水危険度マップの作成による防災拠点のあり方の検討
２）処理場・ポンプ場
●非常用電力・水源の確保
●雨水滞水池等の既存施設の弾力的運用による簡易沈殿
及び消毒機能の確保
●仮設の沈殿池及び塩素混和池の設置場所・方法の想定、
必要な資機材の調達方法の確保・備蓄
●水道管理者と連携した、情報連絡や運転管理及び災害復
旧作業の実施
３）トイレ
●管路施設を利用したし尿の一時貯留
●関係部局と連携した仮設トイレの調達方法の確保・備蓄

下水道が有すべき機能
「生命を守る」

①公衆衛生の保全

②浸水被害の防除

③トイレの使用の確保

④応急対策活動の確保

住
民
の
視
点

下水道が有すべき機能
「生命を守る」

①公衆衛生の保全

②浸水被害の防除

③トイレの使用の確保

④応急対策活動の確保

住
民
の
視
点

●様々な状況を想定した支援体制の強化
●実践的な震災訓練の実施 等

下水道が貢献できる機能
地域防災支援

下水道施設の防災拠点化
下水道資源の有効利用

●ヘリポート、避難施設、消火施設の整備 等
下水道が貢献できる機能

地域防災支援

下水道施設の防災拠点化
下水道資源の有効利用

●ヘリポート、避難施設、消火施設の整備 等

第Ⅱ編 地震対策の現状と既存施設の地震対策への提言

国 の 支 援
●「選択と集中」の考え方により、対策地域の優先順位と対策期間の期限を定めて重点的に財政的支援
●学会等とも連携しながら、技術開発の調査・研究体制の強化、民間における技術開発の促進 等
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「下水道地震対策緊急整備事業」の創設

下水処理場
（地域防災計画
に位置付け）

管きょのループ化
（迂回ルート設置）

消毒施設の
耐震化

耐震性貯水槽の設置

防災拠点と処理場を
接続する管きょや緊
急輸送路・避難路・軌
道下にある重要危険
管きょの耐震化

マンホールに直接接
続する仮設トイレ

（下部構造物を補助）

処理場間をつなぐ
ネットワーク管きょ

備蓄倉庫の設置
（例：仮設ポンプを備蓄）

下水処理場
（地域防災計画
に位置付け）

管きょのループ化
（迂回ルート設置）

消毒施設の
耐震化

耐震性貯水槽の設置

防災拠点と処理場を
接続する管きょや緊
急輸送路・避難路・軌
道下にある重要危険
管きょの耐震化

マンホールに直接接
続する仮設トイレ

（下部構造物を補助）

処理場間をつなぐ
ネットワーク管きょ

備蓄倉庫の設置
（例：仮設ポンプを備蓄）

を現行の補助対象に追加

＜下水道地震対策緊急整備事業のイメージ＞

　地震対策に取り組む必要性が高い地域において、計画期間５年間以内の「下水道地
震対策緊急整備計画」を策定（計画策定期間は平成１８年度より３年間以内とする。）し、
下水道地震対策を緊急かつ重点的に推進する。

柔軟剤を充
填し弾性構
造に仕上げ

柔軟剤を充
填し弾性構
造に仕上げ

防災設備を備えた避難場所としての処理場利用

災害時には・・・
○処理水を防火用水として
　
　使用
○処理場上部を避難場所と
　して使用
○処理水を処理場周辺の
　火災家屋へ放水

川崎市公共下水道
加瀬環境センターの例

・普段は市民の憩いの場として開放

避難広場

放水

水幕



30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時水循環機能障害リスクの検討（平成１７年度調査）検討の背景と目的

●兵庫県南部地震，中越地震，福岡西方沖地震等が発生し，どの地域でも直下型大規模地震発

生の可能性があり，社会資本整備に対する地震への備えの必要性が強く認識。 

●大規模地震等により都市の給排水施設等が被災し下水道施設を含む水循環システムの機能に

障害が生じた場合、公衆衛生上、市民生活・都市活動に大きな支障が出るとともに、共用水

域の汚染も深刻な問題と予想。 

●地震等の緊急時においても国民の健康、公衆衛生の保全，公共用水域の水質汚染防止を図る

ため、都市及び流域における水に関わるリスクシナリオを想定した上で，それらを回避・低

減するため各機関による連携方策を検討。 

 

 

 

 

 

震災時においても「トイレ」を確保！

　震災に備え、下水道マンホールを利用した下水道直結式仮設トイレが設置
できるように、関係部局と連携しながら、整備を推進。

仮設トイレが設置可能なマンホールを
３．８ｍ間隔で設置

マンホール蓋に「震災用」と表示。 トイレ設置時の事故を防ぐために
転落防止器具を設置。名古屋市中村区平池町ささしま地区の例

緊急時水循環機能障害リスク検討委員会

厚生労働省
健康局水道課

国土交通省
都市･地域整備局下水道部

国土交通省
土地･水資源局水資源部

国土交通省
河川局

緊急時水循環機能障害リスク検討委員会

厚生労働省
健康局水道課

国土交通省
都市･地域整備局下水道部

国土交通省
土地･水資源局水資源部

国土交通省
河川局
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リスク発生の要因

大規模地震発生

水に関するリスクの発生

●都市インフラ被災

●火災発生

●交通施設被災

●避難者
　・帰宅困難者発生

●ライフライン被災
　・機能マヒ

●有害物質貯蔵施設
　被災

都市内の水に
関するリスク

東京都区部
ケーススタディ

●M7クラス
●大都市直下
●震度6～7

流域内における
水系リスク

淀川水系
ケーススタディ

●水道給水
　停止
●水洗トイレ
　使用停止　等

●汚濁・有害
　物質の水域
　への多量流出
●下流水道への
　影響　　　等

想定される
リスク
人々への影響

東京都区部におけるケーススタディ(1)
■対象地区
　●千代田区：業務集積地
　●江戸川区：住宅密集地

■想定条件
　●地震：区部直下震源，M7.2
　●水道，下水道施設被災し，機能に重大な障
　　害発生が発生
　●市街地で火災発生
　●自宅外避難者：千代田区約6千人，江戸川区
　　15.5千人(発災後1日後)
　●帰宅困難者：千代田区約604千人，江戸川区
　　　30千人(発災後1日後)

■必要水量
　●生活用水，業務活動用水について，緊急時
　　必要水量を想定

■供給可能量
　●水道による給水：断水率，復旧形態(停電)
　　を考慮して想定

■緊急時トイレ
　●自宅外避難者，帰宅困難者を対象に必要量
　　を想定

■下水管きょ被災の影響
　●地下水汚染，溢水を想定
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 淀川水系におけるケーススタディ(1)

■対象地区
　●淀川下流域
　●上流に大規模下水処理場
　●下流に水道取水口

■想定条件
　●地震：京都市内全域震度6強以上
　●下水処理場：京都市周辺の規模の大きい下
　　水処理場が被災し，未処理放流(3日目まで)，
　　消毒のみ(1週間程度)，簡易処理(100日程度)
　　の復旧と想定
　（水道は発災後45日後に完全復旧と想定）
　●京都市周辺の工場や事業場が被災し，有害
　　物質が流出するものと想定
　●京都市付近で汚水溢水に伴う不衛生な状況
　　下で，病原微生物により感染者が発生し，
　　水系を経て伝播する事態を想定
　●下水道施設の復旧途中に降雨発生し，合流
　　区域から未処理放流が発生(発災後7日目)す
　　るものと想定
　●下流側水道施設は「高度浄水処理」を導入
　●下流側水道施設等のインフラには甚大な被
　　害なしと想定
　●淀川流量が少ない冬季を重視

東京都区部におけるケーススタディ(2)

■都市内の水不足
　●生活用水・業務活動用水：停電により水道
　　の復旧に時間がかかる場合や避難所・帰宅
　　困難者が集中する地区で不足する。
　●防火用水：江戸川区で防火水槽では充足
　　しない地区がある。

【想定されるリスク】

■トイレの不足
　●江戸川区：初動対応では充足，後続対応
　　では不足する。
　●千代田区：帰宅困難者支援場所で著しく
　　不足する。
　※トイレ設置基準：初動対応250人/基，後続対応100人/基

■地下水への影響
　●下水管きょ破損位置から数10～100mの範
　　囲まで汚水が広がるが，地下水利用がなけ
　　れば大きな問題ではない。

■汚水の溢水
　●下水管きょが閉塞，汚水ポンプが揚水困難
　　となった場合，地表面に汚水が溢水する可
　　能性がある。

江戸川区：発災11日後

千代田区：発災0日後

緊急時におけるトイレ過不足分布
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淀川水系におけるケーススタディ(2)

■緊急時の河川水質悪化
　●想定した条件に基づき，淀川河川水
　　質を算出
　●水道の復旧に伴い増加する汚水量に
　　応じて，簡易処理は行うものの，発
　　災後45～100日程度は，水質が悪化
　　した状態継続
　●降雨が発生し，合流区域からの未処理
　　放流がある場合，一時的ではあるが水
　　質は非常に悪化

対象
地震

下水
処理場

工場

水道
浄水場

河川への放流
水質・負荷量

降雨

河川流入
水量・負荷量

対策
（除去率）

対策
（除去率）

リスク評価
対応策

河川
（淀川）

対象
地震

下水
処理場

工場

水道
浄水場

河川への放流
水質・負荷量

降雨

河川流入
水量・負荷量

対策
（除去率）

対策
（除去率）

リスク評価
対応策

河川
（淀川）

【想定されるリスク】

■下流側水道施設への影響
　●高度浄水処理で対処しても，一部の有害物質において水道水水質基準を
　　超過する場合があり，一時的水道水取水停止に陥る可能性あり
　●病原微生物感染者が上流域へ移動し，感染者が指数的に増大した場合でも，
　　高度浄水処理により対応は可能
　（除去率が低下した場合に限って，リスク発生の可能性あり）

緊急時の河川水質計算方法

事業場の
被災

地震
発生

下水管渠
の被災

下水処理場
の被災

水道施設の
被災

交通機関
の停止

断水

避難者の発生

都市内
の水不足
生活用水

雑用水の不足

都市内での下水の溢水

感染症リスクの増大溢水した下水への
接触機会増加

人々の
健康被害

下水処理機能
の停止・低下

未処理・簡易処理汚水の水域への流出

有害物質の水域への流出

降雨

水道の復旧

病原性微生
物含有水の
流出

帰宅困難者の発生

避難所等における水需要増（偏在化）

避難所等におけるトイレ需要増（の偏在化）

消火用水の需要増

トイレ
の不足

・使用制限

インフラ等被害 都市内の水に関するリスク

流域内における水系リスク

下流側都市
の人々の
健康被害

下流側都市
での水不足

取水停止

汚水排除機能低下

下流域公共用水域の水質汚染

上流域公共用水域の水質汚染

火災の発生

上流への
人の移動

給水

上流での病原性
微生物含有水流出

1日後 ～3日後 ～7日後 ～10日後 ～50日後 ～100日程度

家屋等
の被災

降雨

降雨に伴う一時的急増

人々への影響

発災後の経過時間

想定されるリスク(リスクシナリオと人々への影響)
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想定されるリスクへの対応策(1)

多様な水源の活用

都市内の水不足
生活用水
雑用水の不足

人々の
健康被害

トイレの不足
・使用制限

水道管路・配水施設・
浄水場の耐震化

応急給水体制の整備

マンホールトイレ等
の活用

下水管渠・ポンプ場・
処理場の耐震化

下水管渠のループ化
（う回ルート設置）

・河川水

下水処理場間をつなぐ
ネットワーク管きょの設置

都市内の
水リスク発生

【都市内の水リスク】

仮設トイレの汚水
受け入れ施設の設置

民間ビル内トイレ
の活用

・海水

・地下水（湧水）

・雨水

・再生水

・都市内水路等

被災施設復旧資材の
搬送に河川空間を活用

水源の多様化・ネットワー
ク化・予備力の確保

想定されるリスクへの対応策(2)

汚染物質・有害物質の
河川への流入防止

河川水の希釈

下水管渠・ポンプ場・
処理場の耐震化

合流式下水道の改善

都市内の
水リスク発生

【流域内における水系リスク】

河川水質の情報提供

リスク伝播

リスク伝播

水源の多様化・ネットワー
ク化・予備力の確保

取排水系統の再編

関係機関による情報連絡
体制の強化

下水処理場間をつなぐ
ネットワーク管きょの設置
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建築物の耐震化の推進～水洗トイレの継続使用につながるためにも～

国土交通省住宅局建築指導課

服部 敦

 

災害時における水洗トイレの継続使用について、建築行政の立場からの課題や対策について原

稿を求められたが、現時点で、まとまった調査・研究はない。建築物における地震対策の目下の

課題は、人命確保の観点からの住宅・建築物の耐震化の迅速な推進である。建築物の耐震化なく

して、水洗トイレの継続使用もないのだから、ここでは、建築物の耐震化の推進対策について紹

介させていただきたい。 

 

〔１〕住宅・建築物の耐震化の必要性

 平成７年１月の阪神・淡路大震災では、地震により６４３４人の尊い命が奪われた。このうち

地震による直接的な死者数は５５０２人であり、さらにこの約９割の４８３１人が住宅・建築物

の倒壊等によるものであった。 

 また、平成１６年１０月の新潟県中越地震、平成１７３月の福岡県西方沖地震など大地震が頻

発しており、我が国において、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識

が広がっている。 

 さらに、東海地震、東南海・南海地震及び首都圏直下地震については、発生の切迫性が指摘さ

れ、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定されている。 

 建築物の耐震改修については、中央防災会議で決定された地震防災戦略（平成１７年３月）や

建築物の耐震化緊急対策方針（平成１７年９月）において、１０年後に死者数及び経済被害額を

被害想定から半減させるという目標の達成ための最も重要な課題とされ、緊急かつ最優先に取り

組むべきものとして位置づけられている。特に切迫性の高い地震については発生までの時間が限

られていることから、効果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を実施する必要がある。 

 

〔２〕耐震化の現状

 我が国において、耐震性が不十分な住宅は総数約４７００万戸のうち約１１５０万戸（約２

５％）、特定建築物（一定規模以上の学校、病院、百貨店、事務所等）については総数約３６万

棟のうち約９万棟（約２５％）あると推計している。 

 このため、国土交通省では、これまで、税や融資制度の創設等により、耐震改修を行いやすい

環境を整備するとともに、重点的に耐震化を図るべき地域については、都道府県又は市町村と連

携して直接的に耐震改修に対する助成を実施してきた。 

 しかしながら、耐震改修はなかなか進んでおらず、このまま建替え等による更新を待っていて

は長期間を要してしまうため、施策の充実による耐震改修の促進が必要とされていた。 

 

〔３〕住宅・建築物の地震防災推進会議の発足と提言

 国土交通省においては、平成１７年２月２５日に学識経験者、地方自治体、関係業界の方々か

らなる「住宅・建築物の地震防災推進会議」を発足させ、耐震化の目標や目標を達成するために
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必要な施策についてご議論いただき、平成１７年６月１０日に提言としてとりまとめられたとこ

ろである。 

(１)耐震化の目標
提言においては、１０年後に東海地震等の死者数及び経済被害額を被害想定から半減させ

る観点から、住宅及び特定建築物（学校、病院、百貨店、事務所など）の現状の耐震化率７
５％を、平成２７年までに少なくとも９割にすべきとされた。 

 
 

 
平成１５年推計値 

 
平成２７年目標 

 
住宅   総数 

 
約4700万戸 

 
約4950万戸 

 
うち耐震性あり 

 
約3550万戸((75%) 

 
約4450万戸((90%) 

 

 
うち耐震性なし 

 
約1150万戸(25%) 

 

 
約500万戸(10%) 

 
 
特定建築物 総数 

 
約３６万棟 

 
約40万棟 

 
うち耐震性あり 

 
約２７万棟（（75%） 

 
約36万棟（（90%） 

 

 
うち耐震性なし 

 
約９万棟（25%） 

 

 
約４万棟（10%） 

        ※平成１５年 住宅・土地統計調査等の集計をもとに国土交通省推計 
 

なお、この目標達成のためには、建替えについて従来より増加させるとともに、耐震改修

のペースを従来の２～３倍で行うことが必要となる。 

 
    
 
 
    

 
 住宅 現状の耐震化戸数 
  改 修  約  5 万戸／年 
  建替え  約 40万戸／年 

  
目標達成に必要な戸数 
  改 修 約10～15万戸／年 
  建替え  約45～50万戸／年 

 
 
 特定建築物 現状の耐震化棟数
  改 修  約  １千棟／年 
  建替え  約  １千棟／年 

  
目標達成に必要な棟数 
  改 修 約３千棟／年 
  建替え  約２千棟／年 

 

(２)耐震化の基本的な考え方と実施すべき施策

また、耐震化に関する基本的な考え方として、所有者等が、自らの問題・地域の問題とし

て意識をもって取り組むことが必要であり、国及び地方公共団体は、これをできる限り支援

する観点から、環境整備を中心に以下の施策を強力に展開すべきとされた。 

具体的には、 

○全国の市町村等における相談窓口の設置や情報提供の充実 

○補助事業や交付金制度の活用促進及び耐震改修税額控除制度の創設の検討 

○耐震改修促進法等の制度の充実、強化 

○地震ハザードマップの公表等による普及啓発 

○町内会等を単位とした取り組みの支援 
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○専門家・事業者の育成・技術向上 

○建築物の敷地の耐震対策、非構造部材等の耐震対策の強化・充実 

○ブロック塀倒壊、窓ガラス落下、エレベータ閉じこめ等の防止対策の徹底 

等の施策を実施すべきとされている。 

 

〔４〕耐震改修促進法の改正

 耐震改修促進法（建築物の耐震改修の促進に関する法律）は、阪神・淡路大震災の教訓を踏ま

え、平成７年に制定された。この法律では、 

 ○多数の者が利用する建築物の所有者に耐震診断・改修の努力義務 

 ○認定された耐震改修工事について耐震関係規定以外の不適格事項の不遡及 

 ○特定行政庁による指導、助言、指示等 

を規定しており、指導等の実施状況は下記のとおりとなっている。 
    【耐震改修促進法の施行状況（平成１６年度までの累計）】 

 
指導・助言 

 
指示 

 
耐震改修計画の認定 

 
３１，７５０ 

 
１，９６９ 

 
３，０７６ 

 国土交通省では、地震防災推進会議の提言を踏まえ、耐震改修促進法の改正案を平成１７年の
特別国会に提出、可決され、１１月７日に公布、平成１８年１月２６日に関係政省令、告示と併
せて施行されたところである。 
 

＜改正法の概要＞ 

(１)国による基本方針の策定

改正法では、新たに、国土交通大臣が基本方針を定めることとなった。基本方針（平成１

８年国土交通省告示）には、耐震改修等の目標や都道府県耐震改修促進計画の策定に関する

事項等が定められている。 

(２)地方公共団体による耐震改修促進計画の策定

都道府県は基本方針に基づき耐震改修促進計画の策定が義務づけられた。都道府県耐震改

修促進計画では、目標を定め、耐震改修等の施策に関する事項、普及啓発に関する事項等を

定めることとされており、特に、公共建築物については、関係部局と連携し、速やかに耐震

診断を実施し、その結果等を公表するとともに、具体的な耐震化の目標の設定、整備プログ

ラムの策定等により重点化を図りながら着実に耐震性を確保していくことが重要となる。 

なお、都道府県には法施行後半年以内、遅くとも１年以内に計画の策定を完了するよう要

請しているところである。 

また、市町村についても、耐震改修促進計画を定めるよう努めることとなった。 

(３)特定建築物の拡充

特定建築物は、これまで階数が３以上、床面積の合計が１０００㎡以上の多数の者が利用

する建築物を対象としていたが、今回の改正により、危険物の貯蔵場・処理場や、地震によ

り倒壊し道路を閉塞させる建築物を追加するとともに、避難に配慮を要する者が利用する建

築物についてはその規模要件についても見直しを行った。また、特定建築物については、所

有者等に耐震改修の努力義務がかかり、所管行政庁による指導・助言の対象とされている。 
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なお、倒壊により道路を閉塞させる特定建築物については、対象となる道路（緊急輸送道

路、避難路、避難場所に通じる通学路等を想定）を都道府県耐震改修促進計画に定める必要

がある。 

(４)指示の対象となる建築物の拡大及び公表措置

所管行政庁による指示は、これまで劇場、百貨店、病院等不特定多数の者が利用する建築

物のみを対象としていたが、今回の改正により、幼稚園、保育所、小・中学校学校、老人ホ

ーム等の災害弱者が利用する建築物や、震災により万が一倒壊した場合に多大な被害につな

がるおそれがある危険物の貯蔵場・処理場を追加することとした。 

また、所管行政庁は、指示を受けた特定建築物の所有者が正当な理由がなく、その指示に

従わなかった場合はその旨を公表することができる措置を追加している。 

(５)耐震改修計画の認定の拡大

耐震改修計画の認定の対象となる工事に、形状の変更を伴わない改築等の工事を追加する

こととした。 

(６)その他の特例措置の整備

所有者等が耐震改修工事を行う際に仮住居の確保が必要となる場合に対応するため、都道

府県は耐震改修促進計画において、特定優良賃貸住宅の空家の活用に関する事項を定めるこ

とができることとした。 

また、都道府県は耐震改修促進計画において、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供

給公社による耐震診断・改修の実施に関する事項を記載した場合に、機構又は公社は建築物

の所有者等からの委託に基づき、一定の耐震診断・改修の業務を行うことができることとし

た。 

(７)耐震改修支援センターの指定

耐震診断・改修を支援するため、耐震改修に必要な資金の債務保証や、耐震診断・改修に

関する情報提供等の業務を行う営利を目的としない法人について、耐震改修支援センターと

して国土交通大臣が指定することができることとした。 

 

〔５〕耐震診断・改修を促進するための支援制度

（１）税制

平成１８年度の税制改正では、耐震改修に要した費用の一部を税額控除する耐震改修促進

税制が創設された。具体的には、住宅については所得税額からの控除、固定資産税額の減免

が、事業用建築物については所得税又は法人税について耐震改修工事費の一定割合の特別償

却が適用される。なお。所得税の特例措置については、地方公共団体による耐震改修に対す

る補助制度の整備が適用要件となっている。 

（２）助成制度

平成１７年度予算では、統合補助金（住宅・建築物耐震改修等事業）及び地域住宅交付金

が予算化された。 

統合補助金は、既存の補助制度をわかりやすくするとともに、地方公共団体の状況等に応

じた柔軟な対応を容易とするため、耐震診断及び耐震改修に係る補助制度の一元化を行った。

なお、この事業の補助対象としては、公共建築物（学校、病院、庁舎等）も対象となってお



39

り、活用することが可能である 

また、地域住宅交付金の提案事業として、民間住宅の耐震改修等を行うことが可能となっ

ている。 

また、平成１８年度予算では、住宅・建築物耐震改修等事業について、次の拡充を行うと

ともに、１３０億円（平成１７年度２０億円）の国費を確保した。 

 ○緊急輸送道路の沿道の建築物について補助率のかさ上げ 

  耐震診断：通常 １／３ →１／２（国・地方で全額負担） 

  耐震改修：通常 ６．６％→１／３（国・地方で合計２／３） 

 ○東海地震等の区域に限定していた地域要件を撤廃し全国展開 

  さらに、平成１９年度予算では、耐震性の劣る既存の分譲マンションの耐震改修を強力に

促進するため、国・地方合わせて耐震改修に要する費用の３３．３％（現行１５．２％）を

補助する制度の創設を要求している。 

（３）融資制度

住宅については、住宅金融公庫の「リフォーム融資」、「マンション共用部分リフォーム

融資」の活用が可能である。戸建て住宅の耐震改修工事が行われる場合、基準金利より０．

２％低い金利で借りることができる。また、建築物については、日本政策投資銀行の融資（環

境配慮型社会形成促進事業）の活用が可能である。 

 

さいごに

 耐震改修法の改正、耐震改修等の支援制度の充実を進めてきたところであるが、地方公共団体

の耐震改修促進計画の策定状況や耐震改修等の補助制度の整備状況については芳しいものではな

く、制度の普及、取組の強化がさらに必要である。 

 ここまで、建築物の耐震化の促進について述べてきた。その進捗に伴い、今後、震災後におい

ても継続して使用できる建築物の機能の維持が期待されることとなる。その中において、水洗ト

イレの継続使用の問題を現時点から議論することは、大いに意義があることである。 

 阪神淡路大震災の翌日、建築物の応急危険度判定のために現地に入った経験がある身として、

現地のトイレの惨状を思い出すとともに、現地に迷惑をかけまいと水を飲むのを我慢したことを

思い出し、水洗トイレの機能維持の議論が進むことを望んでやまない。 
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災害時におけるし尿処理と衛生対策

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課課長補佐

木村 直昭

 

〔１〕はじめに 

 阪神・淡路大震災や新潟中越地震でも明らかなように、大地震による災害は、被害が広い範

囲に及ぶほか、ライフラインや交通の途絶など社会に与える影響が極めて大きなものとなって

います。 

 また、近年は、異常気象や急速な都市化等によって集中豪雨による浸水被害が多発しており、

都市中心部では地下への浸水による被害、住宅地域などでは床上浸水など人的あるいは物的被

害が多数報告されています｡ 

 これら災害によるがれき等の廃棄物は発生量が大量であることに加え、交通の途絶等に伴い

一般ごみについても平常時の収集・処理を行うことが困難となります。 

 このため、自治体は事前に災害に対する対応策について準備しておくことが重要です。 

 災害により発生した廃棄物の処理を迅速かつ的確に行うためには、国、都道府県、市町村が、

それぞれの役割分担に応じて対応する必要があります。 

 すなわち、災害廃棄物の処理を担う市町村においては、一般廃棄物処理施設の浸水対策や耐

震化、災害時における応急体制の整備、災害発生時における応急対策の実施が求められます。

都道府県においては、市町村間における広域的支援体制の整備に関する指導・助言・災害発生

時における市町村、国との連絡調整、広域的な支援の要請・支援活動の調整といった役割が求

められることとなります。また、国においては、広域的な支援体制の整備に関する指導・助言、

災害発生時における情報収集、全国的な支援要請活動を行います。 

 そこで、環境省では「環境省防災業務計画」において災害廃棄物の処理・処分計画の作成、

廃棄物処理に係る応急体制の整備及び災害が発生した場合における応急対策の内容について明

らかにしているところです。この計画では、防災に関しとるべき措置、地域防災計画の作成の

基準となるべき事項等を明らかにしています。 

 

〔２〕環境省の役割（環境省防災業務計画）について 

 環境省では、災害対策基本法第２条に規定する災害に対処するため、「環境省防災業務計画」

を策定し、以下の内容の措置について総合的かつ円滑な推進を図ることを基本的施策としてい

ます。 

 ① 環境省の防災活動体制の確立に関する措置  

 ② 災害による環境への影響を未然に防止するための予防的な措置  

 ③ 災害による環境への影響が生じた場合における応急措置及び影響拡大防止に関する措置  

 ④ 復旧・復興に伴う環境への影響の軽減及び復旧・復興への環境配慮の組み込みに関する

措置 

 また、予防的な措置として、連絡体制を確保するための体制強化を図るとともに、次のよう

に「廃棄物処理に係る防災体制の整備」について地方公共団体に対し、指導・助言その他の支
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援を行うこととしています。 

 ① 一般廃棄物処理施設等の耐震化等  

   地方公共団体に対し、一般廃棄物処理施設等の耐震化、不燃堅牢化、非常用自家発電設

備等の整備や断水時に機器冷却水等に利用するための地下水や河川水の確保等の震災

対策を講じるよう指導を行うものとする。  

 ② 災害時応急体制の整備  

   地方公共団体に対し、廃棄物処理に係る災害等応急体制を整備するため、次の措置を講

ずるよう指導・助言その他の支援を行うものとする。  

  ・ 周辺の地方公共団体及び廃棄物関係団体等と調整し、災害時の相互協力体制を整備す

ること。  

  ・ 一般廃棄物処理施設等の補修に必要な資機材の備蓄を行うとともに、収集車両や機器

等を常時整備し、緊急出動できる体制を整備すること。  

  ・ 生活ごみや災害によって生じた廃棄物（以下「災害廃棄物等」という。）の一時保管場

所である仮置場の配置計画、災害廃棄物等の広域的な処理・処分計画を作成すること

等により、災害時における応急体制を確保すること。 

 

 次に、応急措置として、災害廃棄物等の処理対策を講じるため、収集した情報等に基づき「災

害廃棄物等の処理状況の把握」や「必要な資機材等の広域的な支援要請、調整」に関して、措

置の内容について至急検討し、講ずべき措置の迅速かつ的確な具体化を図ることとしています。 

 

  最後に、復旧・復興等にあたっては、 

 ① 一般廃棄物処理施設等の復旧に係る国庫補助を活用した支援 

 ② 広域にわたる災害廃棄物処理計画の総合調整 

 ③ 災害廃棄物処理事業に係る国庫補助を活用した支援 

  を実施することとしています。 

 

〔３〕 震災廃棄物対策指針・水害廃棄物対策指針について 

 廃棄物処理に係る防災体制の整備は災害時における廃棄物の迅速かつ的確な処理のために極

めて重要であることから、 

  ・ がれき等の広域的な処理・処分計画 

  ・ 他の地方公共団体や廃棄物関係処理団体との協力体制の整備 

・ がれき等の仮置き場及び最終処分場の把握 

を行い、廃棄物処理に係る防災体制の一層の整備を図るよう、市町村に要請しているところです

が、環境省では市町村が震災や水害に伴う廃棄物の処理計画を策定する場合の参考とするため、

平成１０年１０月に「震災廃棄物対策指針」を、平成１７年６月には「水害廃棄物対策指針」を

示しており、その対策メニューの概要は以下のとおりです。 

 

  ○ 廃棄物処理に係る防災体制の整備について 

    ＊ 一般廃棄物処理施設の浸水対策、耐震化等 
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    ＊ 災害時応急体制の整備 

      災害時の相互協力体制の整備、し尿処理体制の整備、緊急出動体制及び一般廃棄

物処理施設の補修体制の整備 

    ＊ 災害廃棄物の処理・処分計画の作成等 

      災害廃棄物の収集運搬体制の整備、災害発生時におけるがれき等の発生量の推計、

がれき等の仮置場の確保と配置計画、がれき等の処理・処分計画の作成、有害廃棄物対策等、

都道府県等の支援、住民への啓発・広報 

  ○ 災害発生時における災害応急対策 

    被災地の状況把握、災害による廃棄物の処理、仮設便所等のし尿処理、生活ごみの処

理、がれき等の処理 

  ○ 災害復旧・復興対策 

    一般廃棄物処理施設の復旧、災害に伴って発生した廃棄物の処理 

 

〔４〕し尿処理体制の整備 

 阪神・淡路大震災では、特に震災発生の初期段階では断水や避難者の集中によって便所の不

足が深刻な問題となりました。さらに、仮設便所に慣れていない人が多いことから、悪臭や汚

れに対する苦情が多く寄せられました。不足する仮設便所、バキュームカー等の機材について

は、他市町村、関係団体の支援、協力を求めて対処されたが、特に下水道普及地域ではバキュ

ームカーが少なく、必要台数の確保に手間取るなど混乱が生じました。 

 また、震災時には公共下水道が使用できなくなるなどの恐れもあり、震災発生後直ちに問題

となるし尿処理を被災住民の生活に支障が生じないよう迅速に対処するためには、あらかじめ

仮設便所、消毒剤、脱臭剤等の緊急資機材について備蓄を行う必要があります｡ 

 しかし、一市町村単独で大規模震災に対処しうる備蓄を行うことは合理的でないため、周辺

市町村と協力し、広域的な備蓄体制を確保するとともに、仮設便所を備蓄している建設業界、

レンタル業界等を把握し、調達に関する協力が得られる可能性について事前に協議し、支援協

定を締結する等により緊急時に迅速なし尿処理体制を確保する必要があります。 

 一方、水害時は、くみ取り便所の便槽や浄化槽は床下浸水程度の被害であっても水没するこ

とがあるので、公衆衛生上の観点から被災後速やかにくみ取り、清掃、周辺の消毒が必要とな

ります｡ 

 そのため、市町村では、事前にし尿関係の処理計画を策定しておくことが重要です｡ 

 ちなみに、し尿関係の処理計画を策定するにあたっては次の点に留意が必要です｡ 

ア 市町村は、地震被害想定から被災区域内における帰宅困難者を含む被災人口或いは、

避難場所数、避難人員からし尿等の回収量を想定し、また、水害の場合には洪水ハザ

ードマップ等から浸水被害想定区域の非水洗化人口及び浄化槽人口を割り出すこと

によってし尿及び浄化槽汚泥の回収量を想定し、想定した回収量から、必要な回収期

間、収集車両、作業員、薬剤などを計画し、確保する｡ 

イ 当該区域のくみ取りし尿や浄化槽汚泥の処理施設を確保するため、周辺市町村と協力

し、広域的な処理体制を確保することを検討する｡ 

ウ 収集車輌や消毒剤、脱臭剤等の緊急資機材についての備蓄にあたって、一市町村単独
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で大規模災害に対処しうる備蓄を行うことは合理的でないため、周辺市町村と協力し、

広域的な備蓄態勢を確保することを検討する｡ 

 

 なお、水害時であっても公共下水道の被災のため、あるいは家屋の浸水により水洗トイレが

使用不可能となる場合があります｡そのため、被災住民の生活に支障が生じないよう、市町村は、

仮設便所の設置、消毒剤、脱臭剤等の調達を迅速かつ円滑に行う態勢を整備することが望まれ

ます｡また、浸水の解消及び下水道や水道の復旧に伴い、既存便所が使用可能になった場合には、

周知し、仮設便所の撒去を行います｡ 

 

【事例】東海豪雨における仮設便所の設置状況（アンケート調査結果より） 

仮設便所設置数 その他設置数 設置期間
名古屋市 2基 移動トイレ車 4台 ―
大府市 4基 ― 17日
西枇杷島町 42基 ― 20日
西春町 4基 ― 3日
新川町 14基 ― 14日
甚目寺町 15基 ― 20日

 

  なお、仮設便所の設置計画では、以下の点に留意し、検討する必要があります｡ 

  ア 被災箇所数と被災人員 

  イ 仮設便所の必要数の確保 

  ウ 応援提供を受ける仮設便所の設置場所の確保 

  エ 他市町村からの応援も含めた仮設便所設置態勢の確保 

  オ 障害者への配慮 

  カ 周辺市町村や建設業界、レンタル業界等と協力し、仮設便所の広域的な備蓄態勢を確保 

 

  仮設便所の管理及びし尿の収集・処理の計画では、次の点に留意し検討します｡ 

  ア 仮設便所の衛生管理に必要な消毒剤、消臭剤の確保 

  イ 他市町村やし尿処理業者からの応援も含めたし尿の収集・処理態勢の確保 

  ウ 仮設便所の管理、収集・処理に要する期間の見込み 

 

〔５〕 まとめ 

 震災や水害時の廃棄物処理に係る防災体制の整備については、平成１０年１０月２２日付け

環衛第８６号「廃棄物処理に係る防災体制の整備について」及び平成１７年６月７日付け環廃

対第 050607001 号「水害廃棄物処理に係る防災体制の整備について」により、それぞれ震災・

水害発生時の廃棄物対策指針を示し、全国環境部局長会議や全国廃棄物・リサイクル行政主管

課長会議などの機会を通じ、防災体制の一層の整備を図るよう、繰り返し、要請してきたとこ

ろです。 

 しかしながら、昨年４月に、環境省において全国の市町村を対象に、震災廃棄物処理計画の

策定状況を調査した結果、全国の約２４％の市町村が計画を策定しているが、残りの４分の３
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の市町村においては、未だ策定されていない状況にありました。本年度については、現在集計

中であるが、震災廃棄物処理計画、水害廃棄物処理計画とも概ね３割の市町村で策定されてお

り、少しずつですが策定市町村は増加しているところです。 

 平成１６年に発生した台風２３号や新潟県中越地震、平成１７年に発生した台風１４号や福

岡県西方沖地震、さらには本年度に入ってからも集中豪雨による水害により甚大な被害があっ

たところであり、今後とも大規模な災害が発生した場合における円滑な災害廃棄物の処理が強

く求められる状況にあります。 

 災害発生時においては、迅速な対応が求められるため、事前に防災体制の整備を図ることが

重要であることを、本稿においても繰り返し強調してきたところですが、各市町村におかれて

は、早急に震災及び水害廃棄物対策指針に従い、がれき等災害廃棄物の発生量の推計や最終処

分場の確保等について災害廃棄物処理計画の策定を通じ、廃棄物処理に係る防災体制を整備い

ただくようお願いします。 

 



    

  

 
 
 
 
 

地方公共団体によるトイレ対策
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下水道管渠の耐震化と震災時のトイレ機能の確保

東京都下水道局計画調整部計画課調査担当係長

綿貫 英夫

地震豆知識（震度） 

ある地点における揺れの強さの程度を表したもの 

震度階級 加速度(ｶ ﾙ゙ ) 揺れの状態

３ 8.0～25 棚にある食器類が、音を立てることがある。

４ 25～80 つり下げ物は大きく揺れ､棚にある食器類は音を立てる。座りの悪い
置物が、倒れることがある。

５弱 80～ つり下げ物は激しく揺れ､棚にある食器類、書棚の本が落ちることがあ
る。座りの悪い置物の多くが倒れ、家具が移動することがある。

５強 ～250 棚にある食器類、書棚の本の多くが落ちる。テレビが台から落ちること
がある。タンスなど重い家具が倒れることがある。変形によりドアが開
かなくなることがある。一部の戸が外れる。

６弱 250～ 固定していない重い家具の多くが移動、転倒する｡ 開かなくなるドア
が多い｡

６強 ～400 固定していない重い家具のほとんどが移動、転倒する。戸が外れて飛
ぶことがある。

７ 400～ ほとんどの家具が大きく移動し、飛ぶものもある｡

 

かつて、震度は体感および周囲の状況から推定 

↓ 

平成８年（1996 年）４月からは、計測震度計により自動的に観測 

 

 従来の「震度５」および「震度６」は、発生する被害状況の幅が広すぎるため、 気象庁

では平成８年１０月から「震度５弱」、「震度５強」および「震度６弱」、「震度６強」とし

た。 

 

地震豆知識（マグニチュード） 

地震の規模を表わす尺度。１９３５年アメリカの地震学者リヒターが考案。震源から１０

０ｋｍの場所に置かれた、ある標準地震計が記録した最大振幅をミクロン（1/1000 ㎜）で

読み取り、その常用対数をマグニチュードとする。 

 M = log10X Ｍ：マグニチュード Ｘ：変位量μ 

マグニチュードとエネルギーの関係 

 log10E=4.8+1.5M （Ｅ：エネルギー（ジュール）Ｍ：マグニチュード）

 この式からＭが１増えるとＥが３２増加することがわかる 

・さまざまなマグニチュードの考え方があり、国際統一規格は存在しない 

・日本では気象庁マグニチュード（速度マグニチュード）を採用 
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地震豆知識（ガル（gal）） 

 加速度を表す単位。 重力加速度１g＝9.8ｍ/ｓ2＝９８０gal 

 ちなみに兵庫県南部地震は８１８gal、新潟県中越地震は１０００ gal 以上。 

 

地震に関する疑問 

①どうして、大昔の地震規模を推定できるのか 

 ・過去の被害記録から震度を予測 

 ・ある震度以上の面積とマグニチュードとの関係を示す実験式より算定 

②どうして、地震発生後すぐに震源や地震規模、津波情報などがわかるのか 

 ・縦波（4～9ｋｍ/ｓ）と横波（3～4ｋｍ/ｓ）の速さの違いから震源までの距離がわかる 

 ・津波の発生条件 

 

首都直下型地震による被害想定 

中央防災会議「首都圏直下地震対策専門調査会」報告（平成１６年度） 

東京都防災会議「地震部会」報告（平成１７年度）⇒東京都地域防災計画の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図：東京湾北部(ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 7.3)の震度分布

 

図：下水道の被害分布 
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表：下水道管きょ被害率（％）

東京湾北部地震 多摩直下地震 
 

Ｍ６．９ Ｍ７．３ Ｍ６．９ Ｍ７．３

東京都 19.9 22.3 19.6 21.3 

区部 23.6 25.4 20.7 22.2 

多摩 14.7 17.7 17.9 20.1 

 

 

表：被害率の推移及び復旧日数

被害率の推移及び復旧日数被害率

（％） １日後 ４日後 １週間後 １ヶ月後
復旧日数

Ｍ６．９ 119.9 2.1 1.6 1.1 0.0 ２１日東京湾

北部地震 Ｍ７．３ 222.3 2.8 2.4 1.9 0.0 ３０日

Ｍ６．９ 119.6 1.8 1.3 0.8 0.0 １４日多摩直下

地震 Ｍ７．３ 221.3 2.1 1.6 1.0 0.0 １９日

 

 

表：既存施設の耐震対策

耐 震 対 策 

管きょ 

・ 避難所、災害拠点病院、避難場所、合わせて約２０００箇所からの排

水を受ける管きょを耐震化 ⇒ 震災時のトイレ機能の確保 

 

・ マンホールと管との接続部分を可とう化（H16 末までに 509 箇所完了）
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現在の下水道局の取り組み～ハード対策～ 

１．施設の耐震化 

 ・土木施設（管きょ含む） 

 ・建築施設 

 ・機械・電気設備 

２．管きょの耐震化 

 ・避難所などからの排水を受ける管きょ 

 

 

～既設管きょの耐震化～ 

 

 

 

 

 

現在の局の取り組み～ソフト対策～ 

１．トイレ機能の確保 

 ・下水道を利用した仮設トイレ 

 ・し尿受入れマンホールの指定 

 

２．再生水(処理水)の活用 

 ・清流復活用水を消防水利として活用 

３．民間団体との協力 

 ・災害時の応急復旧について協定締結 
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トイレ機能の確保 

下水道を利用した仮設トイレ（震災時のし尿処理） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道のマンホール・ますを利用した仮設トイレの普及拡大（仮設トイレは区が設置） 

・仮設トイレが設置できるマンホールを指定（注意：仮設トイレは区が準備・設置） 

・し尿受け入れマンホールや各水再生センターの受入れ施設を指定（注意：し尿の運搬は

区の役割 下水道局は受け入れ及び処理） 

・「下水道管直結型仮設トイレ用汚水ます」の設置（千代田区丸の内地区） 

し尿受入れマンホールの指定（区とのし尿受入れ訓練実施状況） 

下水道管直結型仮設トイレ用汚水ますの設置

写真：指定後のマンホール
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再生水の活用 

・再生水を清流復活用水として供給 

・供給ルートに消火栓を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間団体との協力体制 

表：災害時の応急復旧について協定締結 

対象施設 内    容

土木・建築施設 (社)東京建設業協会

設備機器 (社)東京下水道設備協会

管きょ 下水道メンテナンス協同組合

 

 

側溝トイレは即効トイレ（Ｈ１６新潟県中越地震） 

 

 

震災時のトイレ機能の確保に向けた今後の取組 

最大約４４８万人とも云われる帰宅困難者などのトイレ機能の確保が大きな課題 

・下水道施設の耐耐震対策を推進 
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阪神・淡路大震災での災害時トイレの実態とその後の対応について

元・神戸市環境局業務部主幹/(財)こうべ市民福祉振興協会
大下 昌宏

1．はじめに 

阪神・淡路大震災が発生してから、早くも 10年が経過した。その後も新潟県中越地震を始め、
いくつかの地震が発生した。直近では宮城県沖地震が最も記憶に新しい。科学が発達した今日に

おいても地震予知は難しく、大地震の都度大きな被害が発生している。地震は無防備な状態の中

で突如発生するので、どうしても直後はパニックに陥る。阪神・淡路大震災は都市部において発

生したこともあってトイレパニックが起こった。これまでの災害対策は、どちらかというと水、

食料、毛布等の調達に目が向き、トイレの問題はあまり注目されていなかった。しかし、阪神・

淡路大震災のトイレパニックが契機になって、災害時のトイレ対策についての重要性が見直され、

現在は、ほとんどの自治体で仮設トイレについての対策が講じられるようになった。

２．阪神・淡路大震災でトイレパニックが起こった要因 

阪神・淡路大震災でなぜトイレパニックが起こったのであろうか。今改めて、その要因を分析

してみると次のように整理できる。

（１）避難者が集中したため１、大規模の避難所の既設トイレ数では不十分であった。

（２）断水２又は排水菅の損傷３により、既設のトイレが思うように使用できなかった。

（３）被災自治体に仮設トイレの備蓄がなかった。

（４）道路網の分断や極度の交通渋滞により、他都市等から提供された仮設トイレの設置に手間

取った。

（５）神戸市内の水洗化率４が高く、し尿の汲み取り体制が不十分であった５。全国環境整備事業

協同組合連合会の応援６を受けて何とか乗り切れた。

                                                 
１ 避難者数はピーク時で 236,899人であった。避難箇所数は 599箇所で、このうち 1,000人以
上の避難所が 33箇所、2,000人以上の避難所が 13箇所もあった。

２ 神戸市内で 65万戸が断水した。
３ 排水管は埋設深度が深く被害は少なかったが、配水管は埋設深度が浅く被害が大きかった。特
に、分岐部の損傷が多くあった。

４ 当時の神戸市内の水洗化率は 97％であった。
５ 当時、神戸市のバキューム車の保有台数は 20台程度であった。
６ 応援を受けた人員は延べ 244人、バキューム車は延べ 73台であった。
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３．パニックを回避するためにはどうすればよいか。 

阪神・淡路大震災でトイレパニックが起こった要因を分析すれば、パニックを回避するため

の方策が浮き上がってくる。

（１）仮設トイレの備蓄

自治体ごとにある程度の仮設トイレの備蓄が必要であろう。しかも、これを地域ごとに分散

備蓄しておくのが望ましい。ただ、仮設トイレにはさまざまな種類があり、それぞれ利点もあ

れば欠点もある。そのため、どのタイプのものが最もふさわしいかについては一概に論じられ

ない。地域特性等を十分考慮した上で、どのタイプのものを、どの程度、どこに備蓄するか、

などといったきめ細かい検討が必要である。要するに、仮設トイレの特性を十分見極め、備蓄

計画を立てるべきであるということである。

（２）汲み取り体制の確立

どこの自治体も水洗化率が高まりつつあるので、単独の自治体のみでは、とうてい汲み取り

体制が追いつかないであろう。従って、汲み取りを前提にしたシステムを構築する場合は、外

部の応援対策が不可欠となる。

（３）上・下水道の耐震化

上・下水道管の耐震化を図ることが必要である。これによって、既設トイレの使用が可能に

なり、大混乱が避けられるからである。都市によっては、ライフラインの強化のため、共同溝

設置への取り組をしている自治体もある。

（４）訓練等の必要性

仮設トイレを備蓄しているだけで安心はできない。少なくとも、年１回程度は（例えば、防

災の日などに）トイレの備蓄場所や保存状態を確認する必要がある。また、組み立て型トイレ

の組み立て訓練なども必要と考える。これについては、地域社会との連携が欠かせない。

４．阪神・淡路大震災後の神戸市の対応 

阪神・淡路大震災の経験を踏まえて言うと、仮設トイレ数は避難者数１００人に１基ぐら

い配置した時点で混乱が治まった。ただ、このことから短絡的に１００人に１基あれば良い

ということにはならない。なぜなら、通水率等の周辺環境によって大きく変わってくるから

である。強いていえば、当面の整備目標としては、避難者２５０人に１基程度７の備蓄を目安

にせざるを得ないであろうか。

                                                 
７ 仮設トイレの便槽の容量を約 350㍑、１人１日の排泄物の量を 1.4㍑と仮定すると、１基で
250 人使える計算になる（350㍑÷1.4㍑=250 人）。但し、この場合には汲み取りが１日 1回必
要となる。
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（１）神戸市の備蓄目標８

最終備蓄目標数 当面の備蓄目標数 現在時点の備蓄数

２０００基９ ８００基１０ ５３５基１１

（２）公共下水道利用型仮設トイレの整備

公共下水道利用型仮設トイレとは、小・中学校の校庭や公園に公共下水道に直結する下水

道管を引き込んだ構造を持ったトイレを指す。神戸市においては、水洗化率が高く、将来、

汲み取り体制の確保がますます難しくなるので、公共下水道利用型仮設トイレを計画的に整

備している。

ア．種類

①貯留型

・設置数 １箇所に５基（健常者用４基、身体障害者用１基）

・構造  プ－ル等の水を排水用貯留槽に貯めておき、汚物が溜まったら、貯留弁を開

け、汚水を下水道へ流す。

②幹線通過型

・設置数 １箇所に５基（健常者用４基、身体障害者用１基）

・構造  下水道の上流から流れてくる下水によって、汚物をそのまま下流に流す。

イ．整備計画

平成９年度から、市内 60 箇所に 300 基設置する。各区毎に見れば、概ね２～３校に１
箇所の割合で、それぞれ６～７校に設置することとしている。

ウ．これまでの整備実績

箇所数 基数

平成 17年 3月末での整備状況 45 225 
今後の整備予定 15 75 

（３）特徴等

①汲み取りが不要である。

②道路交通分断への対応ができる。

③衛生面への配慮ができる。

④汲み取り式に比較して、ある程度快適性が確保できる。

                                                 
８ 阪神・淡路大震災規模の避難者数を想定している。
９ 避難者数 250人に１基の想定である。
１０ 避難者数 100人に１基の想定である（なお、800基のうちには、公共下水道利用型仮設水洗
トイレ 300基を含んでいる）。

１１ 平成 17年 3月末では 600基の備蓄があったが、台湾地震や他市の災害応援として提供したた
め、備蓄数は減少した。今後、順次増強していく予定となっている。
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５．おわりに 

震災直後に行政がすぐに手を差しのべることができないのが実情である。従って、災害が発生

した時、被害を最小限にくい止めるため、住民がバラバラに行動するのではなく、住民相互の連

携によって防災活動をすばやく開始することが大切である。阪神・淡路大震災の教訓として、地

域コミューニティの果たす役割の重要性を学んだ。加えて、ライフラインの強化のみならず、ラ

イフスポット機能の強化も重要な課題であるということも認識させられた。

仮設トイレに関して言えば、災害弱者への配慮、衛生面への配慮（終末処理を含む。）及び快適

性の確保等まだまだ解決しなければならない課題が残されている。これら課題解決に向けて引き

続き研究していく必要があろう。

‐参考 公共下水道利用型仮設トイレのイメ－ジ図‐
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中越大震災での災害時トイレ対応の実情と課題について

新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課
米田 和広

 

１ 中越大震災の概要 

 ○ 中山間地を襲った大震災 

平成 16 年 10 月 23 日夕刻、新潟県中越地域の中山間地を襲った最大震度７の大地震は、負

傷者約 4,800 人、住宅損壊約 12 万棟もの被害をもたらした。 

その後も、震度６、震度５クラスの余震が幾度となく起こり、宅地や農地が山ごと大規模に

崩れ、道路は寸断され、生活や生産の基盤となってきた全てのものが一瞬にして崩壊すると

いう事態となった。 

 

 ○ 10 万人を超える避難者 

家屋の倒壊、度重なる余震の恐怖などから、最大で 10 万人以上が避難所や安全な場所に置

いた自家用車などに避難した。電気、ガス、上下水道などのライフラインが寸断する中で、

行政には生活必需品の支援等が求められた。 
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      図 － 中越大震災時の避難者数の推移（県災害対策本部の公表資料を編集） 

 

 

２ 災害時トイレ対策 

 県は地震発生と同時に災害対策本部を設置、人命の救助を最優先とした応急対策に万全を期す

体制を取った。トイレ対策は、県民生活・環境部が主体となって対応に当たった。 

 トイレ対策は、大きく分類して①仮設トイレ・携帯トイレの調達②し尿処理体制の確立③仮設

トイレの設置状況の把握（利便性の向上）、の３つの業務を実施した。 

 各業務の対策の実施状況は以下のとおりである。 

（１）仮設トイレ・携帯トイレの調達 
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 ○ 仮設トイレの調達 

県では、仮設トイレの調達はレンタル業者からレンタルすることを基本とした。災害発生の

翌 24日朝からレンタル業者に対して仮設トイレの手配を依頼し、市町村からの要請に備えた。 

市町村からは、24 から 26 日までに 798 棟、11 月１日に 50 棟、合計 848 棟の仮設トイレ調

達要請があり、それぞれ調達を行った。調達までに要した日数の内訳は、要請当日に調達し

たもの 306 棟（県の調達総数に占める割合 36％）、要請翌日の調達は 401 棟（同 47％）、要請

２日後の調達は 141 棟（同 17％）であった。 

県は、調達の具体的事務として、①市町村からの仮設トイレ調達依頼の受付、②仮設トイレ

の避難所別設置予定棟数の確認、③レンタル業者への仮設トイレの発注代行、④仮設トイレ

設置避難所までの進入経路の把握及びレンタル業者への情報提供、⑤レンタル業者による運

搬車両の災害時緊急車両登録等の支援、⑥その他のレンタル業者との連絡調整、⑦県災害対

策本部へのトイレ提供情報の受付及び受付状況の市町村への情報提供、⑧市町村の仮設トイ

レの設置状況の把握及び公表を行った。 

仮設トイレの設置については、このほか、国土交通省北陸地方整備局の依頼により社団法人

日本土木工業協会北陸支部、社団法人日本道路建設業協会北陸支部、社団法人プレストレス

ト・コンクリート建設業協会北陸支部の３団体が 869 棟（出典；「平成 16 年新潟県中越地震」

による被害と復旧状況＜第２報＞：国土交通省北陸地方整備局（平成 17 年１月））を調達し

たもの、自治体などから市町村に直接支援されたものなどを含め、総数 2,491 棟の仮設トイ

レが設置（市町村災害対策本部報告の集計）された。 

 

表 － 仮設トイレなどの斡旋状況 

 仮設トイレ設置数

うち県斡旋数 

ポータブル 

トイレ県斡旋数

便袋県斡旋数 

2,491 848 1,435 264,500 

 

 ○ 携帯トイレの調達 

 携帯トイレは、仮設トイレの利用を補完する形で以下の３つの用途で活用された。県では、

下水道の被害状況が明らかとなってきた 29 日に全国の都道府県防災担当部局に対して、備蓄

携帯トイレの無償提供を要請することにより、調達を行った。 

 

 ・仮設トイレが設置されるまでの緊急利用 

 仮設トイレ調達の初期段階で、運搬車両の確保ができないため、一部市町村で当日の調達

が困難であることが明らかとなった。そこで、その市町村に対して、新潟市が備蓄していた

携帯トイレ２万袋を緊急に調達した。 

 ・避難所において高齢者などを対象とした利用 

 仮設トイレは和式のものがほとんどであり、高齢者などの利用は不便なものであった。県

では、高齢者などが利用できる洋式トイレがない避難所には、介護用ポータブルトイレを配

置し、携帯トイレの活用を呼びかけた。 

 ・上下水道の未復旧地域での自宅利用 
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 避難所から自宅へ戻る住民の増加に伴い、避難所ではなく自宅近傍への仮設トイレの設置

要望が高まってきた。ニーズは上下水道が利用できないことにより生じるもので復旧に伴い

不要となるため、県では自宅トイレでの携帯トイレ利用を呼びかけた。その結果、27 都道府

県 66 自治体から支援・提供をいただいた。 

 

（２）し尿処理体制の確立 

 ○ し尿処理施設の被害状況調査 

被災直後から、市町村を通じて施設の被害状況の調査を実施した。震度５以上の余震が頻発

したことから、機器の点検を実施できない施設があり、24 日夕（被災１日後）時点で６施設

の調査・点検作業が終了しなかった。翌 25 日には１施設を除き、運転可能であることを確認

した。 

 

 ○ 広域処理によるし尿処理体制の確立 

24 日の時点で、仮設トイレの設置やし尿処理施設の被害に伴い、被災地で発生するし尿を

運転可能なし尿処理施設で処理する体制について検討した。 

その結果、発生し尿見込み量は、被災地周辺である中越地域のし尿処理施設の処理能力の約

28％に当たり、中越地域内での広域体制による処理が可能と考えられた。 

25 日には、近傍し尿処理施設での受け入れ応援体制を確立し、該当市町村へ通知した。 

 

 ○ 仮設トイレのくみ取り体制の確立 

24日に仮設トイレのくみ取りに要するバキューム車の必要台数を予測したところ33台が見

込まれたため、県内での広域応援体制が必要と考えられた。 

24 日、「新潟県環境整備事業協同組合」に対して無償応援協定に基づく要請を行い、市町村

からの要請があり次第、対応できるよう準備体制の確立を依頼した。 

27 日から仮設トイレのし尿収集の応援を開始、12 月６日までの間に延べ 145 台（うち県外

から応援 79 台）の派遣を行った。 

 

 ○ 下水道、農村集落排水施設復旧のためのバキューム車応援 

下水道関連施設の被害が次第に明らかになると同時に、管渠やマンホールが破損し、所々で

汚水があふれる状況となった。そこで、汚水を下流のマンホールまでバキューム車でバイパ

スする必要が生じた。応援要請数は 26 日の時点で日 100 台規模であり、県内の応援体制では

対応できないことが明らかとなったことから全国規模での応援体制を確立するため、27 日に

環境省を通じて全国へ応援要請を行った。その結果、全国８県から応援をいただき、27 日か

ら 12 月５日までの間に延べ 1,363 台（県外から 1,131 台）の派遣を行った。 
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（３）仮設トイレの設置状況の把握 

 ○ 市町村を通じた状況把握 

24 日、各市町村に対して県が仮設トイレの斡旋を行う旨を通知し、市町村の要請に基づき

支援を行う体制を取った。26、29、30 日にも市町村への通知を行い、避難所ニーズの概要を

周知するとともに県が仮設トイレを斡旋する旨の周知徹底を図った。 

また、27、29 日には市町村に対して、仮設トイレの設置計画などの聞き取り・意見交換を

行い、仮設トイレの不足実態を把握し、追加調達の要請を受け付けた。 

 

 ○ 県地域機関職員による現地調査 

28 日から、県地域機関職員が避難所を巡回し、避難者のトイレに関する要望等の把握に努

めた。また、11 月に２回の避難所実態調査を実施し、トイレ、食事など生活必需品の充足状

況などの把握を行った。 

避難者からは、「仮設トイレ不足」、「洋式トイレの要望」等設備の充実を求める声や「臭

い、汚れ」、「くみ取りの未実施」等維持管理上の不便の声が寄せられ、市町村と連携の上

必要な対応を行った。 

「仮設トイレ不足」に対しては、増設・移設などの対策を実施し、「洋式トイレの要望」

に対しては、介護用を含めたポータブルトイレを配置することにより避難者の利便性の向上

を図った。ポータブルトイレは延べ 1,435 個斡旋した。また、維持管理上の支障に対しては、

地域・ボランティアを活用した自主的な清掃等が行われるよう啓発する等の支援を行った。 

 

３ トイレ対策の留意点と課題 

 ○ 地域防災計画におけるトイレ対策の位置づけ 

新潟県地域防災計画（震災対策編）では、県のトイレ対策は①生活必需品等供給計画、②防

疫及び保健衛生計画、③廃棄物の処理計画、の各災害応急対策において位置づけされており、

各々別の部局が実施することとなっていた。中越大震災では、トイレ対策は「廃棄物の処理

計画」を所管する県民生活・環境部で一元的に実施（その後のトイレに関する弱者対策も含

む）した。この結果、県災害対策本部の窓口が明確となり市町村・住民からの情報が速やか

に伝達・対応できたこと、仮設トイレの調達時からし尿広域処理体制の確立を図ることがで

きたことなど多くの利点が生じたと考えている。 

 ○ 県による市町村支援の利点 

仮設トイレの調達などの業務は、原則として市町村事務である。県が市町村の仮設トイレ調

達支援を行ったことにより、①県が複数のレンタル業者の調達可能数・調達までの日数を常

時把握することにより、最も早く調達できる業者に設置依頼することができたこと、②市町

村の仮設トイレの設置計画見直しに対する対応が容易（キャンセルされたトイレに対して調

達先を別の要請市町村に振り替えることが可能）であったこと、③県は被災地域の広範囲な

道路不通情報を把握していたため、県外からの進入経路を輸送業者に確実に伝えることがで

きたこと、など調達の迅速化に効果があったと考えている。 
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 ○ 県、市町村との連携 

県がトイレ対策の支援を行う中で、市町村災害対策本部からの要請と現地調査による要請が

異なることがたびたびあった。市町村に対してはその都度現地状況の再把握を依頼し、住民

ニーズの把握に努め、必要な措置を講じた。 

しかしながら、県・市による現状認識の差異などにより、対策まで時間を要したケースなど

があり、住民ニーズの正確な把握方法の確立と対策実施担当者間の現状認識の共有の必要性

を感じた。 

 

 ○ 自家用車による避難者 

中越大震災では、避難者のプライバシー確保や他の避難者への迷惑となることの遠慮などか

ら避難所へ避難せず、自家用車の中で避難生活を行う避難者が多数いた。これらの避難者か

らも避難場所（駐車場所）付近への仮設トイレ設置のニーズがあったが、市町村災害対策本

部は、避難者の把握が容易であること、車内での避難はエコノミークラス症候群の懸念があ

ることなどから、避難所への移動を促したいとの意向から、仮設トイレの設置に消極的な場

合があった。避難者に対しては、自衛隊が設置する天幕への移動を促す対応を取った。トイ

レ調達によらない対応例の一つとして紹介する。 

 

 ○ 備蓄 

中越大震災においては、仮設トイレの調達を要請から２日後までには行うことができた。山

間地では、集落が孤立したことなどにより、避難者ニーズの把握に手間取り、県への調達要

請が遅れた地区もあったものの、トイレの備蓄量については、自治体全体で２～３日分の携

帯トイレを備蓄することで、災害発生直後から仮設トイレ調達までの間の対応は可能であっ

たと思われる。備蓄の方法については、住民個人による備蓄、市町村による備蓄、又は両者

の併用による備蓄が考えられ、各自治体の事情を考慮の上備蓄方法が検討されるものと考え

ている。 

 

 ○ 輸送車両の確保 

仮設トイレの調達において、仮設トイレ本体の確保はレンタル業者の全国ネットワークによ

り比較的容易かつ迅速に行われた。しかしながら、仮設トイレを被災地まで輸送する車両を

確保するのに時間を要し、結果として即日調達できなかった原因となった。 

災害後、運送業者やレンタル業者との災害時協定が全国各地で締結されていることから、今

後調達の迅速化が期待できるのではないかと考えている。 

 

 ○ 洋式トイレ 

調達した仮設トイレはほとんどが和式のものであった。避難所ニーズの調査では高齢者など

から洋式トイレの設置要望が多くあった。県では、洋式の仮設トイレは調達が容易でないこ

とに加えて、屋外設置となること、段差の解消が困難なことなどから仮設トイレの追加調達

は行わず、避難所の洋式トイレや介護用ポータブルトイレと携帯トイレとを併用することを

促し、これらの調達を行った。 
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また、学校などの避難所には、施設に和式トイレしか設置されていないところがあり、災害

時を考慮してあらかじめ洋式トイレを設置しておくことが有効と考えられた。 

 

 ○ トイレ使用の利便性向上 

避難所の運営において、「地域コミュニティー」をキーワードに、多くの避難所で敷地内洋

式トイレを高齢者などが優先使用すること、輪番制により清掃の実施又は洗浄水の確保を行

うことなど避難者自らがルールを定め、実施した例が報告されている。 

また、夜間トイレ使用のため照明設備を設置した避難所があったこと、トイレ使用のプライ

バシー確保のため早い段階からパーティションを設置した避難所があったことなど利便性向

上のためのいくつかの工夫をしたところもあった。 

今後、避難所の運営方法などを検討する場合、これらの例を参考にトイレに関する利便性向

上策についても十分議論されることが期待される。 

 

４ まとめ 

 中越大震災における県のトイレ対策は、市町村の要請を受けて計 848 棟の仮設トイレを調達す

るなど被災者のニーズに一定程度応えることができたのではないかと思われる。しかしながら、

被災者全員から不満のない状況であったかというと、それとは程遠い状況であり、反省し、改善

すべき点は多くあります。 

今後、多くの自治体において、今回の事例を生かした防災計画の見直しがされ、災害時のトイ

レ対策に万全が期されることを期待しています。 

 

 中越大震災のトイレ対策において、全国の自治体、団体・事業者、一般の方々から多数のご支

援をいただきました。厚く御礼申し上げます。 
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平成 16年新潟県中越地震に関する住民アンケート調査について

平成 16 年新潟県中越地震に関する住民アンケート調査（以下、「本調査」という。）は、内閣府が

小千谷市と川口町の住民（20 歳～75 歳 1000 人）を対象に実施したものです。

調査の詳細は、内閣府防災担当のホームページ上に掲載されておりますのでそちら

（www.bousai.go.jp/oshirase/h17/050808/shiryou5-2.pdf）をご参照下さい。

ここでは、本調査結果からトイレに関する内容の一部を引用しました。

●避難生活で当日困ったこと・・・“余震”と“ライフライン”

避難生活で困ったことは、「電気が止まったこと」76％強、「余震が怖くて家に入れなかったこと」、

小千谷市71.7％、川口町68.2％ と高く、次いで「トイレ」60%強、“ガス・水道”“電話、携帯電話”

は５５％前後と高くなっている。
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●避難所での体験

・・・トイレが心配で水を飲むのを控えた

不自由な避難所生活では、健康への影響も懸念

され、「トイレが不安で水を飲むことを控えた」小千

谷市33.3％、川口町13.8％となっている。

これに関連し、余震からくるストレスや水分不足に

よる脱水、車中避難などの窮屈な姿勢などの要因

が重なり、深部静脈血栓症(エコノミークラス症候

群)による、二次被害が確認されている。

また、「避難生活で体調を崩して医者にかかっ

た」は、ストレスや不眠、集団生活による感染症な

どが原因と思われる。

●避難所の不満・・・“過密”と“水まわり”

避難所に関する不満では、「なんとなく

落ち着かない」「プライバシー」など、多く

の人が収容されるために起こる不満が多

く、次いで「風呂」「洗濯」「トイレ」といった

断水に伴う水周りの不満が多くなってい

る。
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●車中避難での体験・・・トイレに行けなくて困った

車中避難者の感想では、「トイレに行けなくて困っ

た」（小千谷市 36.7% 、川口町 28.2％）となってい

る。

●避難の長期化での問題点

・・・ライフラインと入浴・トイレ

避難の長期化での問題点は、ガス・水

道・電気等ライフラインの停止が多くなっ

ている。

また、入浴は小千谷市 78.6%、川口町

75.4%。トイレは小千谷市 63%、川口町

64.7%と高くなっている。

●まとめ

この調査結果から、避難（所）生活における問題においてトイレの重要性の高さが伺える。

特に、生活上の利便性や不満等の問題のみならず、血栓症などの健康被害を誘発する恐れが

高いため、今後の地方防災計画等において“トイレ対策”は切り離すことのできない重要な課題で

あるといえる。
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災害対策トイレ情報ネットワーク ～適切なトイレ対策の実現に向けて～

 

〔１〕災害対策トイレ情報ネットワークとは 

 災害対策トイレ情報ネットワーク（以下、「ネットワーク」という。）は、災害に強いトイレ

設備や災害用トイレに関する製品情報、トイレ対策事例等を平常時から把握・共有することで、

地方自治体におけるトイレ対策を推進することを目的に設置する WEB サイトです。本ネットワ

ークは、「災害対策トイレ情報ガイド」と連動した情報の発信及び災害対策の主体となる自治体

等の担当者間における情報交換のために設置します。  

 

〔２〕WEB ページの概要 （URL http://www.toilet.or.jp/dtinet/） 

 ネットワークは、「トイレ設備・製品情報」「関係府省の動向」「地方自治体における取組み事

例」を中心に発信します。また、各情報へのアクセスはユーザー登録（ID とパスワードを発行

いたします）を必要とします。 

 さらに、自治体間の情報交換等に利用する部分については、別途 ID とパスワードによって制

限をかけ、発言（書き込み）と閲覧は、防災行政担当者、学識者、専門家、ネットワーク事務

局に限らせて頂きます。 

 

1.設備・製品情報 

災害に強い、もしくは役立つトイレ関連設備・製品の最新情報を入手することで、適

切な対策を打つことができます。また、製品調達先情報として利用できます。 

2.政策・研究・先進事例情報 

国の政策や専門家からの情報、地方自治体の先進的取り組みが把握でき、地域防災計

画や防災訓練に向けた具体的なトイレ対策として反映できます。 

3.災害トイレなんでも相談室 

自治体間の情報交換等を目的とした掲示板で、事務局が承認したユーザーのみが閲覧

及び書き込みをすることができる共有スペースです。必要とする情報を求める書き込

みや、それに対する他のユーザーからの回答で構成されます。 

 

 将来的にはＢＣＰ（事業継続計画）導入企業や災害対策をＣＳＲ（企業の社会的責任）として

実践する企業の情報の収集及び発信を行い、総合的な災害対策情報の受発信を行うことができ

るよう検討してまいります。 

 また、関連するアンケートも実施し、施策の推進状況に関する情報を収集・発信してまいり

ます。 
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トップページと解説 

本誌のＰＤＦ版をダ

ウンロードできま

す。

本誌記事のほか、ＢＣＰやＣＳＲ

活動における災害対策関連情報

を随時掲載してまいります。

本誌掲載製品（企業）情報のほ

か、企業ホームページ等ともリン

クしています。

なんでも相談室は、

情報交換用の承認

制掲示板です。

サイトの更新情報は

こちらでご確認下さ

い

サイトの閲覧は、こち

らからご登録をお願

いします。

● 製品ガイド、事例情報、なんでも相談室の閲覧及び資料のダウン

ロードには、ＩＤとパスワードが必要です。

● その他の部分についてはどなたでもご覧いただけます。

（2006/10/1現在）

（URL http://www.toilet.or.jp/dtinet/）





    

  

 
 
 
 
 

最新の災害用トイレ技術情報
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災害用トイレの特徴及び分類

分類 特徴 社名

携帯トイレ 既設トイレの便座等に便袋を設置し、使用後はし尿をパックし、処分
するタイプ。 株式会社総合サービス

株式会社エクセルシア

日本セイフティー株式会社

長島鋳物株式会社

不二サッシ株式会社

仮設トイレ
工事現場やイベント等で利用されている。洗浄方式は、簡易水洗方
式、泡式、非水洗の3タイプがある。いずれも、貯留し、汲み取りす
る。

－

関西ピ－・ジー・エス
株式会社

大央電設工業株式会社

株式会社地球環境秀明

株式会社東洋製作所

中富工業株式会社

ネポン株式会社

大興物産株式会社

ニッケン産業株式会社

株式会社クラフト

信建工業株式会社

関連製品 トイレ空間に必要な衛生・消臭関連製品、おむつ換え台、多目的
シート、ベビー専用チェア、汚物入れなどがある。 コンビウィズ株式会社

災害用トイレ施
設・設備

地中に便槽を埋設したタイプ、下水道に接続した汚水管を埋設して
その上にトイレを設置するタイプなどがある。

自己処理トイレ
トイレにし尿処理装置を備えており、移動可能なタイプと常設タイプ
がある。いずれも、洗浄水や汚水を排水しないクローズドタイプ。打
つ

車載トイレ 車輌にトイレ設備を備え、し尿を貯留するタイプや処理装置を備え
たタイプがある。車両でけん引する移動トイレも含む。

簡易トイレ 室内に設置可能な小型で持ち運びができるトイレ。し尿を貯留する
タイプ、介護用のポータブルトイレも含む。

組立てトイレ 災害発生時に組み立てる屋外用タイプ、便槽付と、マンホール対応
型がある。日常時はパーツまたは折り畳んだ状態で保管する。



TEL/FAX URL 掲載ページ

TEL：03-3271-2818
FAX：03-3274-2710 http://www.sservice.co.jp/ 88-89

TEL：03-5431-7341
FAX：03-5431-7021 http://excelsior-inc.com 90-91

TEL：03-5689-5953
FAX：03-5689-5965 http://www.wrappon.com 92-93

TEL：048-721-3311
FAX：048-722-9306 http://www.nagashima-imono.co.jp 94-95

TEL：03-5745-1237
FAX：03-5745-1296 http://www.fujisash.co.jp 96-97

- -

TEL：072-661-5385
FAX：072-661-5388 http://www.pgs.co.jp 98-99

TEL：0266-82-2233
FAX：0266-82-3200 http://www.daiobio.co.jp 100-101

TEL：055-981-7337
FAX：055-981-7340

http://www.yasuhide-
takashima.co.jp 102-103

TEL：087-879-1610
FAX：087-879-1609 http://www.toyomf.co.jp 104-105

TEL：0276-45-4357
FAX：0276-48-6151 http://www.nakatomi-cabin.com 106-107

TEL：03-3409-3131
FAX：03-3409-1374 http://www.nepon.co.jp 108-109

TEL：03-5251-1209
FAX：03-5251-1254 http://www.taiko.co.jp 110-111

TEL：0284-90-1139
FAX：0284-90-1234 http://www.rental.co.jp/ns_site/ 112-113

TEL：023-677-0520
FAX：023-677-0522 http://www.toilet.co.jp 114-115

TEL：054-276-2151
FAX：054-276-2154 http://www.shinken-kogyo.co.jp 116-117

TEL：03-5828-7631
FAX：03-5828-7630 http://www.combiwith.co.jp 118-119
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時間軸

バ
イ
オ
R
2
1
の
重
量

尿のみ尿タンクへ流れるように切替制御

バイオR21の使用限界までし尿が貯まって
使用不可能な状態

尿もバイオR21へ流すように切替制御

バイオR21のみで
処理できる期間

尿のみ尿タンクへ
流して処理できる期間

尿のみ尿タンクへ
流して処理
できる期間

バイオR21のみで
処理できる期間

使用
禁止
期間

パトライト点灯期間
バイオR21単体の処理能力を上回る
ことが無いように運用が可能となる。
尿タンクは交換・連結可能。

バイオR21重量と時間軸の関係

本　　　社 ： 〒391-0213 長野県茅野市豊平 1872 TEL 0266-82-2233 FAX 0266-82-3200
東京営業所 ： 〒153-0213 東京都目黒区下目黒3-4-2 ジャルダン目黒504 TEL 03-5768-5377 FAX 03-5768-5388

URL  http://www.daiobio.co.jp    E-mail  office@daiobio.co.jp

災害・多目的仕様バイオトイレ
MDBR 移動・常設・ログ調 意匠登録 第1236232号

特許・意匠出願中

MDBR-S-L型
SP-FWP-HWR-JSS-SBS
尿タンク（内部・300L×2個）-発電機

MDBR-MKY-SI-L型
HWR-JSS-SBS
尿タンク（内部・300L×1個）-発電機

バイオR21の処理能力を予測し、設定値に達
した場合にのみ、自動的に尿だけを尿タンク
へ流す。処理能力が回復した場合は自動的に
バイオR21本体へ尿が流れるように切替をす
るシステム（SBS）。

電動三方弁

SP （太陽光発電）
FWP （風力発電） 蓄電方式

HWR （雨水手洗装置） 150ℓ　竹炭浄化方式
JSS （重量センサーシステム） 4点和算方式　パトライト含む
SBS （し尿分離システム） セパレート便器・電動三方弁

オプション

特　　許 第3420573号
　　　　 第3578340号
意匠登録 第1176781号

特許出願　6件

尿タンクの連結可能。又、
切り離して交換も可能。

バイオR21の処理能力オーバー時に点灯
（点灯時は使用不可）　JSS



断面図

平面図

本　　　社 ： 〒391-0213 長野県茅野市豊平 1872 TEL 0266-82-2233 FAX 0266-82-3200
東京営業所 ： 〒153-0213 東京都目黒区下目黒3-4-2 ジャルダン目黒504 TEL 03-5768-5377 FAX 03-5768-5388

URL  http://www.daiobio.co.jp    E-mail  office@daiobio.co.jp

2台目トイレは災害対策
特　　許 第3420573号
　　　　 第3578340号
意匠登録 第1176781号
特許出願　6件

電気・上下水道
が止まってしまう災害

「バイオR21」は、水洗でもなく、汲み取
り式でもない自己処理型り式でもない自己処理型のバイオトイレで
す。し尿・生ゴミ・廃食用油をバクテリアによ
り発酵分解し、大腸菌等の有害な細菌のい
ない良質なコンポストにして、大地に還すこ
とができます。（自然のリサイクル）
「バイオR21」の菌床はおが粉30％、そば
殻70％で構成し、使用開始前にバクテリア
（特許出願）の生息するそば殻を投入します。
このバクテリアは自然界に存在するバチルス
属の中から、信州大学農学部と産学の共同
研究の結果発見したもので、外的環境の変
化により生殖できない状態になると胞子にな
り身を守り、生活環境が良くなると再度栄養
細胞となり復活します。

水分・酸素・温度、この3つをバランス良く設
定することで、好気性バクテリアの分解に最
適な環境を作ります。

エコロジカルサニテーション
尿タンクに分離した尿は、良質な液肥として
利用することをお薦めします。
人間の排泄物中の植物栄養素のほとんどは、
尿中に含まれ植物に吸収されやすい、理想
的な状態で存在します。
人間のふん尿の再循環は、CO2の総量を引
き下げることに繋がります。

※詳しくはホームページをご覧ください。

（廃棄有機物発酵分解処理器）

セパレート便器
（特許・意匠登録中）
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