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 On 11th March 2011, the liquefaction happened in Urayasu city in Chiba prefecture, which is far from the focus of 
the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake. That interfered with the residents’ toilet. This study aims to 
propose the ways to defecate more comfortably under disasters in the future by considering the state of toilet issues 
and residents’ ways to defecate in Urayasu city in time of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake. This 
study shows the measures to tackle toilet issues which administration should implement and the ways to defecate 
based on the questionnaire survey and interview in Urayasu city. 
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1. 研究の位置づけと目的及び研究手法 
震災時の被害としてトイレ問題が挙げられるが、地震の多い日

本において震災時の被害の対策としてのトイレ対策に関する研

究 1)は限られている。そこで本研究では2011年3月11日に発生
した東日本大震災において、震源から遠く地震動による建物の倒 

壊・破損による損害が少なかった地域でも、液状化現象で上下水

管の破損による断水やトイレ・風呂の使用ができなくなった浦安

市の震災以後の対策を調査し、ヒアリング・アンケート調査の結

果と照らし合わせ、行政の対処と市民の要求の違いを明確化する

こと、さらに、今後の震災において液状化現象で下水管が破損し

トイレが使用できなくなった場合の対処方法などを考察し、人間

の生理的欲求である排泄を行う環境の改善点を提案することを

目的とする。 

	 本論文の執筆にあたり用いた手法は下記の通りである。 
・ヒアリング調査：東日本大震災時の浦安市役所の対応及び、震

災以後の対策について把握するために、ヒアリング調査を浦安市

市長公室長に行った。 
・アンケート調査：東日本大震災での浦安市の被害・対処及びそ

の後の対策について、浦安市中町地区住民にアンケート調査を行

った。 
 

2. 浦安市中町地区の震災時におけるトイレの実態 

2-1. アンケート及びヒアリング調査の基礎情報 

	 アンケート調査は、浦安市市長公室長長峰敏幸氏（震災時：都

市環境部長）、市長公室企画政策課野村彩氏への事前のヒアリン

グ調査の結果及び、震災時のトイレ問題についての既往研究を元

に作成した選択式のアンケートを用いて2015年10月の一ヶ月の

間に千葉県浦安市中町の6地区（今川、入船、富岡、舞浜、弁天、
美浜）において戸建て住宅の住民を対象として、筆者が日中に個

別訪問し、収集した。アンケート調査と同時に、アンケート回答

者との対話を行い、アンケート項目に関係の深い事項についての

ヒアリング調査も同時に行った。 

 

2-2. 震災時に自宅トイレが使用できない場合の対処 

	 震災時に自宅トイレが使用できない（使用を控える状態も含

む）場合のトイレの選択肢として考えられるものは、市販の簡易

トイレの使用、仮設トイレの使用、外部施設のトイレの使用、ト

イレが使用できる知人宅のトイレの使用等である。 

	 「自宅のトイレが使用できない時、どう済ませましたか？」と

いう問いに対しての回答は図2-1のようになった。（複数回答可）

一番多かった回答は、「（会社など）外出先で済ませた」（35件）

であり、次いで多かった回答が、「（トイレのために）外出した」

（34 件）である。それぞれに仮設トイレを使用したという回答

も含まれている。また、会社勤め等、日中働きに出ている人は、

会社や帰宅途中に駅のトイレや仮設トイレを使用するという回

答が多く見られた。 

	 対照的に主婦など、日中在宅していることが多い人は、仮設ト

イレの使用の為に外出する傾向が見られた。また、スーパー等の

トイレの使用といった回答も中には見られた。 

	 高齢者に関しては、息子・娘等親族と同居している人はその住

宅に留まっていることが多かったが、そうではなく単身や高齢の

夫婦だけで居住している人で被災地以外の地域に親族が居住し

ている場合、そちらに避難する傾向があり、それらは「その他」

（21件）に含まれている。 

	 「その他」（21件）は自宅のトイレを使用したという回答が多
かった。上水管の被害が無く、トイレの水が出た人はそのままト

イレを使用していた。一方で、トイレの水が出ない人は、公園に

水を汲みに行き、その水をトイレに足して流したという回答があ

った。また、備蓄してあった水や購入したペットボトルの水をト

イレに足して流していたという回答が多かった。自宅のトイレを
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使用しなかった人は、介護用のおむつやペット用トイレシートの

吸水材の部分や新聞紙を、ビニール袋の中に入れ、それを簡易ト

イレとして使用していたという回答もあった。 

 

図2-1	 トイレが使用できない時の対処方法(n=84	 複数回答可) 

 
	 図2-1の質問では、排泄の方法について、図2-2の質問では排

泄欲を催す前段階での対策について、それぞれ調査した。 
	 「自宅のトイレが使用できない時、どのように済ませました

か？」という問いに対しての回答は図 2-1のようになった。（複

数回答可） 
	 自宅のトイレが使用できない場合、日常生活にも支障が出てく

る。すなわち、正常に使用できる場合には、トイレのことなど意

識はしないが、自宅のトイレが正常に使用できない場合には、通

常時とは異なり排泄欲を催してすぐに排泄行為を行うことがで

きるというわけではなく、仮設トイレまで行くのにかかる時間や、

仮設トイレでの待ち時間も考慮しながら生活しなければならな

い。また、簡易トイレ等自宅で排泄行為を行う場合でも、その備

蓄は有限であるので、できるだけ回数を減らすように意識しなけ

ればならない。そのような場合には、ぎりぎりまでトイレを我慢

することや、トイレの回数を減らすために水分の摂取を控えるこ

ともあると考えられる。そういった状況では、脱水症状や膀胱炎、

循環不全といった病気の危険性がある。そのような病気等を回避

するためには、物資の面以外にも、震災時のトイレの対応などを

日頃から考え、備えておくことが必要である。 

 

 

図2-2	 トイレが使用できない時の対策(n=78	 複数回答可) 

	「自宅のトイレが使用できない時、どのような対策をしました

か？」という問いに対しての回答は図 2-2のようになった。（複
数回答可）一番多かった回答は、「外出中に済ませた」（39 件）

であり、次いで多かった回答が、「市販の簡易トイレなどを使用

した」（34件）である。 
	 日中に外出している人の多くは、そのときにできるだけ済ませ、

帰宅してからトイレに行く必要がないようにしていた。その理由

としては、後載の「仮設トイレの何が問題でしたか？」という問

いの回答で多かった仮設トイレが暗いということであった。特に、

夜間は暗いので、女性はそのような状況での仮設トイレの使用を

なるべく控えたいという回答が多かった。また、男性に関しても

同じ回答が少なからずあった。さらに、仮設トイレの設置場所が

主に公園など夜間に人通りの少ない場所だったことから、夜間の

使用に関して警戒していたと考えられる。 

	 簡易トイレなどの使用については、市販の完成品の簡易トイレ

の使用だけでなく、犬などのペットを飼育している住宅では、ペ

ット用のトイレシートを使用したという回答が多かった。また、

自宅のトイレにビニール袋をかけてその中に吸水材代わりに千

切った新聞紙などを入れて使用という、自作の簡易トイレを工夫

し、使用したという回答も多かった。既存の製品を使用するとい

うよりは、各々が所持しているもので代替品を工夫し、使用した

ようである。 

	 市販の簡易トイレを使用したという回答のなかには、高齢者は

一人で使用することが難しいという回答もあった。そのため、自

宅のトイレにビニール袋を掛けて、その中に吸水材等を入れ、自

作の簡易トイレを工夫することで、排泄を行う際の状態が、通常

のトイレと変わらない自作の簡易トイレの使用が好まれたよう

である。その際に浮上した問題としては、排泄物のゴミとしての

収集法がわからなかったという回答や収集が行われるまでの保

管に困っていたという回答があった。 

 

4-4. 仮設トイレについて 

	 震災時に下水管の破損によりトイレが使えなくなった場合の

対処方法として、まず仮設トイレが挙げられる。仮設トイレを使

用したか否かに関する質問への回答は図2-3の通りである。 

	 実際に仮設トイレを使用した人は半数弱（45％）であった。そ

の理由としては、上述の通り会社など外出先で済ませてしまった

人や自宅で簡易トイレを工夫した人、また他地域へ避難してしま

った人が多かったからであると考えられる。また、仮設トイレが

清潔でなかったという回答が多かったこと、仮設トイレが暗いと

いった問題点により仮設トイレの使用を控えたいという人が多

かったのも事実である。 

 
図2-3	 仮設トイレの使用状況(n=100) 
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	 仮設トイレに関しての重要な事項として挙げられることは、設

置場所とその個数である。例え仮設トイレを設置したとしても、

住民の家から遠い場所に設置しては、住民が排泄欲を催してから

すぐに行けないので、常にトイレのことを考えながら生活を送ら

ないといけなくなり精神的に負担になる。また、トイレを我慢し

て病気を発生するリスクも高くなる。そのため、できる限りすべ

ての住民にとって遠くない場所に設置することが求められる。個

数に関してもその仮設トイレを使用することを予想される人数

に対して適切な数でなければならない。数が少ない場合は、仮設

トイレの設置場所に行っても待ち時間が発生するので、できるだ

けぎりぎりにならないようにとトイレを常に意識することにな

る。一方で数が多い場合は、その管理が困難になる。 

	 その仮設トイレの設置場所と個数の適切さに関して、本アンケ

ートでは、仮設トイレまでの所要時間と仮設トイレでの待ち時間

という質問によって調査した。まず、仮設トイレまでの所要時間

は図2-4に示す通り「5分以内」（81％）、次いで「10分以内」（13％）
という結果になった。これは仮設トイレの設置場所として、自宅

からの所用時間という観点で見ると、適切な設置場所が選ばれて

いたと考えられる。 

	 しかし、市役所からの仮設トイレの配置地図のようなものは、

各住宅に配布されていなかったために、初めは 寄りの仮設トイ

レがわからず遠くの仮設トイレまでいってしまったという回答

や、昼間に浦安市におらず仮設トイレの場所を確認していなかっ

たので夜間の使用に戸惑ったという回答があった。そのため、仮

設トイレの設置場所と水など支援物資の配給場所を記した地図

を各住宅に配布してもらえると助かるという回答があった。 
 

 
図2-4	 仮設トイレまでの所要時間(n=47) 

 

 
図2-5	 仮設トイレでの待ち時間(n=46) 

 

	 また、仮設トイレの待ち時間では図 2-5 に示す通り「0 分」

（68％）「5分以内」（26％）という回答で9割強を占めているの
で、設置個数という観点でもおおむね適切であったと考えられる。

しかし、朝の女性トイレは混み合うことがあり、「それ以上」（15

分以上）と答えた人もいたので（2％）、その点に関しては対策が
必要と考えられる。 

	 震災時に仮設トイレを設置した後の問題として、その管理が挙

げられる。震災後は、震災による住宅の被害や死傷といったこと

が原因で住民は混乱状態にある。さらに、精神的にも疲労困憊し

ている状態において、日頃から意識していない限り仮設トイレの

清掃を行い、衛生状態を保ことは難しい。過去の震災時にも、仮

設トイレの便器は排泄物であふれ、それは便器内だけでなく床に

まで及ぶこともあった。また、それにより仮設トイレ内部には臭

いが籠もり、使用に支障を来していた。震災の季節によっては、

排泄物の腐敗等で疫病の蔓延につながる可能性もある。それを防

ぐためには適切な管理が必要である。 
	 仮設トイレの設置は自治体や民間企業、ボランティア団体等も

行うが、基本的には行政が行うことが多い。また、その管理はボ

ランティアが行うこともあるが、行政が清掃業者に依頼して行わ

れる。そのため、清掃業者の手配に支出が割かれることになる。

そのような状況は震災時の共助の観点からすると芳しくない状

況である。仮設トイレの設置は、金銭的に見ても住民には不可能

であるが、その管理、特に清掃による衛生状態の向上は可能であ

る。そこで、仮設トイレの衛生状態と自主清掃についてのアンケ

ートを行った。 

 

図2-6	 仮設トイレの状態(n=46) 

 

	「仮設トイレの状態はどうでしたか？」という問いに対しての

回答は図2-6のようになった。グラフの通り、「やや不潔」（33％）、

「不潔」（41％）とネガティブな回答が 7 割強であった。また、

「今後、震災などで仮設トイレを用いる際に、自治会など住民の

人々で清掃を行おうと思いますか？」との結果と比較してみると、

仮設トイレの状態は不潔であるが、それを理由として自主的な清

掃を行うという共助の意識はなく、あくまでも仮設トイレは行政

が設置・管理するものであるという意識が根付いていると考えら

れる。 
	 一方で「清潔」（4％）、「やや清潔」（22％）とポジティブな回

答が 25％以上もあった。その理由として、浦安市が清掃業者に

委託した成果と考えられるが、図2-7に示すように「今後、震災
などで仮設トイレを用いる際に、自治会など住民の人々で清掃を

行おうと思いますか？」という本アンケート調査の中で「はい」

と回答した人のなかに、東日本大震災当時に仮設トイレの自主的

な清掃を行っていたという住民が数名いたので、その成果とも考

えられる。自主的な清掃に関しては、今後の震災時に自主的な清

掃をすると考えている住民も半数強である。市役所へのヒアリン

グ調査では、今後の震災時の仮設トイレの管理・清掃は共助の意

識に基づいて、住民自ら行うことを期待しているという回答が得

られたが、図2-7の回答を見るかぎりでは、その意識は住民に十
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分に共有されておらず、その共有の拡大が今後の課題と言える。 

 

 
図2-7	 仮設トイレの自主清掃の意識(n=100) 

 

 

図2-8	 仮設トイレの問題点(n=61	 複数回答可) 

 

	「仮設トイレの何が問題でしたか？」という問いに対しての回

答は図2-8のように「臭いがひどかった」（33件）が も多い回

答となった。「その他」（5件）という回答は使用済みの紙が汚か
ったという回答が多かったが、使用済みの紙の処理に関して市役

所にヒアリングを行ったところ、し尿とともにバキュームで吸い

上げて処理をしていたということであった。また、仮設トイレ自

体の構造としての問題として回答があったのが、高齢者が使いづ

らいというものであった。 

 
3. 自作の簡易トイレの工夫方法 

	 本論文を執筆するにあたり参照した文献 2)及びアンケート調

査での住民からの回答をもとに手順を記す。 

1. 自宅トイレの便座を上げ、便器に直接大きめのビニール袋

をかぶせる。 
2. 便座をおろし、その上から別のビニール袋を再度かぶせる。 

3. 便座の上からかぶせたビニール袋の中に吸水材として、新

聞紙や広告紙等の紙類を細かく千切って入れる。（もし自宅

に介護用おむつやペット用のトイレシート等吸水性の高い

ものが有ればそれに同様の処理をして袋に入れる） 
4. 排泄を行った後、ビニール袋の口を閉じておき、再度使用

する際に口を開ける。 

5. ビニール袋内の新聞紙等の吸水材が排泄物で浸る程度を目

安に便座の上からかけているビニール袋を新しいものに交

換し、再度吸水材を入れる。 

 
 

4. 結論 

	 震災時のトイレ対策として、市は仮設トイレの設置をしたが、

仮設トイレは高齢者や幼い子どもにとっては使い勝手が良くな

く、仮設トイレの構造自体の問題も明らかになるとともに、設置

場所が夜間に使用しづらい暗い場所を選択してしまったことや、

仮設トイレの清掃及び管理については住民への共助を期待して

いたが住民はその意識がなく、結局清掃業者に依頼することにな

ってしまったということも課題の一つである。今後の震災時には、

住民の自主的な清掃及び管理を期待しているというヒアリング

調査により明らかにされた市の対策についても、共助の意識を住

民に普及させていくことが、その対策には必要不可欠である。 

	 仮設トイレの他に挙げられるトイレの方法には、市販の簡易ト

イレがあるがその備蓄をしていた人は限られていて、また、震災

後にも備蓄しているという人は数少なかった。しかし、市販の簡

易トイレを用いずとも、各々が工夫して簡易トイレを使用してい

たという住民が数多くいたことが本アンケート・ヒアリング調査

では明らかになった。その自作の簡易トイレの工夫は、日常的に

家にあるものでできたという回答が多かった。そこで、その工夫

の方法を体系化して、市のホームページに記載することで、今後

の震災時にトイレが使用できなくなった場合でも、排泄の方法が

仮設トイレだけではなくなり、より住民の負担も軽減されると考

えられる。また、共助の観点からの住民による仮設トイレの清掃

に関しては、現在では住民に共助の意識があまり共有されておら

ず、その共有をより拡大して行くことが必要であると考えられる。

以上のことをふまえて、今後の震災時のトイレ問題への対策とし

て2点挙げられる。 
	 1点目は仮設トイレの管理について、市や自治体のHP、市で

行う防災訓練、自治体の活動で、共助の意識を徹底的に共有する

ことが必要である。特に防災訓練においては、仮設トイレの展示

を行っていることから、清掃用具の種類や設置場所を参加者にし

っかりと伝えることや、仮設トイレを使用した後の自己処理等の

方法を周知しておくことが、住民自らが仮設トイレを管理してい

くという共助の意識を根付かせることに繋がると考えられる。 

	 2点目は自作の簡易トイレについて、こちらも1点目と同様の
場で、その工夫の方法について住民に伝えることが必要である。

その方法については本論中にまとめておいた。震災時には自作の

簡易トイレを各々の自宅で工夫することで、排泄の際のストレス

をいくらか軽減することができると考えられる。 
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