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江戸川区災害（震災）時トイレ確保・管理計画（案）意見募集結果 

 

１ 意見募集手続の概要 

（１）意見募集期間 

令和３年 9 月１日から 9月 14 日までの間 

（２）周知方法 

ア 区公式ホームページに掲載 

イ 令和３年９月１日号の「広報えどがわ」に掲載 

※危機管理部窓口でも閲覧用の印刷物を設置 

（３）提出方法 

ア 区公式ホームページ 

イ 郵送、ＦＡＸ又は持込み 

（４）提出先 

危機管理部防災危機管理課計画係 

 

２ 意見募集手続の結果 35 名 40 件 

 頂いたご意見 区の考え方 

１ 素晴らしいと思います。 
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２ 

 

 

 

 

 

〇 災害時の備品(食品以外)の助成をお願いします。 

〇 災害時のトイレで困ることは男女分けされることと、障害者が安心して使えるトイレがどの

くらい確保できるのかという点です。トイレが狭いと介助者が入れないことや、介助者と対

象者の性別が違う時に困ることが多いです。ジェンダーフリーでどんな障害を持つ人も介助

者や親子も使いやすいトイレの確保をお願いします。 

災害時の備品（食品以外）の購入助成については、

携帯トイレ・簡易トイレの備蓄は自助として各家庭

で最低３日分の備蓄をお願いしていますので、ご理

解いただきますようお願い致します。 

区として、障害のある方等すべての方にとって使

いやすいトイレの整備は、重要な課題であると認識

しています。一方で男女兼用トイレは、性犯罪誘発

リスクへの配慮が課題となっています。どなたにと

っても安全で利用しやすいトイレ整備を目指しま

す。 

ご意見を踏まえ、３－２確保計画(4)配慮すべき

事項と方針「女性・子ども」項目を修正しました。 

３ 何処に災害時対応トイレがあってどうやって使用するのか、町内の皆さんや管理者の方々も知

らないと思います。数字だけの発表でなく、実際の行動をおこし、町内会や小中学生に実際に使

ってもらい実感してもらうことが大切だと思います。計画書にどこの地区で訓練をしてどんな成

果を上げたいという実践目標を掲げてほしいと思います。 

災害時対応トイレの活用方法を周知することは、

共助の面で重要であると考えます。本計画は基本方

針を示す計画となりますが、災害時におけるトイレ

運営のあり方について、地域主体で取り組んでいた

だくよう、様々な機会を通じて周知・啓発に取り組

んでまいります。 

４ 最近ではコンパクトに持ち運べる携帯トイレや糞尿処理グッズがあるようです。このようなも

のを避難所等に用意されるとともに、各戸に適量を配布するのがよいと思う。 

各学校避難所に携帯トイレを備蓄していますが、ス

ペースの問題もあり十分とは言えません。自助とし

て、携帯トイレの備蓄は各ご家庭で最低 3日分の用

意をお願いしております。ご理解いただきますよう

お願いいたします。 
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５ 貴区では、日常の区民生活の質の向上や要配慮者への便宜向上のために、江戸川、荒川河川敷

公園で「トワイレ」を使用いただき、また余暇健康施設駐車場で「トワイレ」の導入を検討され

た経緯があります。 

今回の計画（案）では、災害時対応トイレの中には自己処理型トイレは含まれていませんが、

マンホールトイレや仮設トイレ（組立型）の単純備蓄（保管）のみならず、清潔かつ快適に利用

することが出来る「トワイレ」を平常時に有効活用しつつ、災害時には指定避難所へ移動して災

害時対応トイレとして使用することを提案します。元々の開発思想で熊本赤十字病院が提唱した

「平時でも災害時でも、移動して使える、衛生的水洗トイレ」を具現化したのが「トワイレ」で、

平時に河川敷公園などで運用し、災害発生時には避難所へ運搬して活用される場合、緊急防災減

災事業債事業の対象商品となります。 

また、災害時における一日当たりの使用回数や下水道接続等、技術的な検討を要する項目に付

いては、今後、鋭意対応致します。 

 

自己処理型トイレについては、令和元年に江戸川

河川敷に試行設置しています。イベント時など利用

頻度が高くなると浄化能力などに課題があります。

ご提案の導入に際しては、課題改善等を見極めなが

ら、関係部署と連携の上、検討してまいります。 

 

６ トイレを確保するうえでぜひお願いしたいのが、男女別に、できれば少し離れた位置に設置し

ていただきたいということです。災害時でありますが、手洗い場も別にしていただけると助かり

ます。特に停電時の日暮れ以降の利用に不安を感じますので、この点を考慮いただけると幸いで

す。 

防犯を考慮したトイレの必要性は認識しており

ます。区では、民間の警備会社と災害時協力協定を

結び、避難所での常駐ないし巡回警備を行えるよう

にしました。今後もトイレの設置間隔や衛生面、性

犯罪防止のための照明など安全面にも配慮し、どな

たにとっても安全で利用しやすいトイレ整備を目

指します。 
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７ 以下、資料の読み込み不足による誤解がございましたら、どうぞご容赦下さい。 

〇避難者や被害等の想定について 

下水道被害率が 27.4%というのは低すぎるように感じますが、専門的知識があるわけでも、東

京都による推定の根拠を理解した上での疑問でもありません。ただ、「本当にその程度で済む

のか」という素朴な疑問です。また、トイレを利用する人の数の想定に（3 日以内も、4 日目

以降も）在宅避難者が入っていないようですが、入れるべきではないでしょうか。 

〇自助に関する想定 

各家庭で最低 3 日分の携帯トイレを備蓄している想定ですが、これは現状に照らして適切で

すか？恐らく現実はかなりの備え不足があるのではと推測しています。この計画を妥当なも

のとするためにも、もっと自助の必要性が理解されるよう、区の啓もう活動が必要だと思い

ます。私は 5 年程前に東葛西図書館で区の職員が行った江戸川区の防災に関するトークを聞

いて、避難所には全区民の 3 分の 1（でしたか）分の備えしかないことを知り大変驚きました。

こうした情報や、区の災害時トイレ計画が全員が 3 日分のトイレの備えをしていることを前

提に立てられていることを周知する必要があると思います。また、本計画と直接関係はあり

ませんが、たとえ断水していなくても、下水道に被害が無いことが確認されるまでトイレを

使用してはいけないことも併せてご周知頂ければと思います。江戸川区は外国人が多く居住

することに鑑みて、英語での防災情報の発信も日本語同様に力を入れて下さい。 

どうぞよろしくお願い致します。 

平成 24 年 4 月に東京都が公表した被害想定に基

づいて、本計画（案）を作成しました。実際の被災

状況によって想定された被害率と異なる場合があ

ります。在宅避難者のトイレ利用に関しては、様々

な要素があることから、定量的な分析は困難です。

公共手洗所だけでは、災害時のトイレ需要に応えら

れない可能性が高く、地域コミュニティとの両輪で

乗り切ることが肝要と考えます。本区としては、本

計画をきっかけに地域のみなさんと一緒に検討し

てまいりたいと考えます。 

 

携帯トイレの備蓄をはじめ、被災時のトイレの使

用方法については、みなさまに周知・啓発していく

必要があると認識しており、今後検討してまいりま

す。 

今年度から区のホームページの多言語化対応が

拡充され、3 か国語（英語、中国語、韓国語）から

108 か国の言葉に対応できるようになりました。外

国人に対する情報発信についても、引き続き検討を

続けてまいります。 
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８ 〇 主に公園で設置して利用するのであろうマンホールトイレが公園内のどこに設置するのか、

設置する設備がどこにあるのかわからない、（公園には案内があるのか？）実際に使うときに

設営は職員がやるのか。近年常設型にはトイレットペーパーがあるであろうし、近年は公立

中・高には生理用品もおいてある場合もあるだろうが、常設型以外にはそういう配慮がある

のか。常設型以外のトイレの場合、生理用品やトイレットペーパーの設置も必要だと思う。 

〇災害時におけるトイレ確保の基本方針に関し、区立公園の既設トイレからの置換えとあるが、

既設トイレはなくすのか知りたい。 

 

区立公園内のマンホールトイレについては、平時

にはベンチとして使用できるスツール型を導入し

ております。設置方法等については、公園の開園時

に、町会長や周辺地域の方に周知をさせていただい

ており、有事の際は、消耗品を含めて共助の一環と

して地域のみなさまにお願いしています。ご意見を

いただいた課題も参考にさせていただきながら、地

域での防災訓練等の機会を通じて、地域のみなさま

と相談しながら検討させていただきたいと考えま

す。 

区立公園における既設トイレからの置換えにつ

いては、必ず置換えるということではなく、関係部

署にて日常の使用頻度等の分析を前提に検討する

課題として考えています。 

９ 江戸川区内での地域人口に対しての比率を算出し、各地域に簡易トイレを準備されていたこと

には大変驚いております。備蓄してあるものを誰の指示で、誰が設置し、誰が管理し、し尿の処

理まで進めていくのか。計画概要としてだけのものではなく、実際に活用する際の進め方を区民

に明確にお示し頂きたいと考えます。どこにあるのかもわからない方がほとんどだと思います。 

学校内の備えのものであれば、学校長の指示で担任そして児童、生徒までもが扱えるものとなっ

ているものなのか、そしてそれは、近くの住民も使用が許されるものなのか。区の施設内の備え

であれば、その施設に従事、関わる方々が設営し扱える体制になっているのかどうかです。 

これだけの装備があるにも関わらず、いざという時に使えなければ、何もなりません。その先

の活用について、地域、自治会、ボランティア等で取り扱いの訓練を続けていくが必要があるべ

きと考え提言を致します。 

簡易トイレ等に関する運営・管理については、避

難所開設・運営マニュアルを基に、避難所運営協議

会が中心となって避難者のみなさんと協力しなが

ら対応していきます。なお、各避難所（区立小・中

学校等）では避難所運営協議会を立ち上げ、地域、

学校、区において運営について話し合い、避難生活

支援拠点としての運営準備を進めております。 

避難所運営準備に際し、災害時のトイレ対応に関

する訓練実施も重要な課題であると認識しており

ます。避難所運営協議会を通じて、地域のみなさま

と検討してまいります。 
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10 〇災害時においてトイレの重要性は理解しているが、各マンションに自らの費用で周辺住民に資

するのは問題ありと考えます。給水設備、排水設備、非常用電源の確保等またそれらのメン

テナンス費用等を考慮すると管理組合からの支出は厳しいものとなります。区の費用負担あ

るいは相当の費用援助が必要です。 

〇マンション敷地内に区設置の地下水槽があるが、これを利用し、災害時のトイレに利用すると

の考えですが、容量等について詳細な打合せが必要です。 

（1）地下水槽には給水配管及び排水用の設備が設置されていないためいわゆる死水の状態です。

このため、災害時には正常に利用できるのか疑問がある。 

（2）地下水槽の容量は 40 トン（40,000 リットル） 

トイレ使用 1 回につき 6リットル使用するとおおよそ 6,700 回の使用回数となる。マンショ

ン住民（1 世帯 2.5 人、585 名）が 1 日 4 回使用すれば、ほぼ 3 日で枯渇する。周辺住民と

の共用となれば、どの程度の容量が必要なのか検討が必要。 

〇地域住民への広報活動はどこで行うのか。（区 or 管理組合）を明確にする必要がある。敷地内

に住民以外のものが不定期に立ち入るのは防犯の面からも問題ありと思われる。 

本区内には、生活用水への利用を目的とした「防

災貯水槽（区管理）」を、一定規模以上の共同住宅

（50 戸以上のマンション等）や戸建て住宅の開発

等に際し、開発事業者の協力※のもと４６１箇所配

置しています。この４６１箇所の防災貯水槽は、標

識等を設置して地域のみなさまの使用も明記して

います。 

ご指摘のとおり、この防災貯水槽はあらかじめ貯

留されている水を使用していくこととなります。 

近隣の区立小・中学校には、防災井戸が設置され

ており、どのように補充しながら運用していくかな

どをあらかじめマンションや地域のみなさんで話

し合っていくことが重要です。 

管理組合、自治会などでの共助の取組みについて

あらかじめ「地区防災計画」を作成することで整理

可能です。本区では、地区防災計画の作成支援をし

ています。本計画をきっかけにぜひご検討くださ

い。 
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11 江戸川区災害（震災）時トイレ確保・管理計画（案）について賛成します。災害時に使用でき

るトイレの少ない小岩管内にあって、トイレ空白地域を重点対策地域として優先する方針を示さ

れている点を高く評価します。空白地域を解消する工程、時期を計画に加えるとさらに良くなる

と思います。計画に追加するためにはいくつかの検討事項もあるかと思いますので、以下を参考

にご検討いただければと思います。 

〇計画（案）１８頁の地図によると空白地域は北小岩２丁目を中心とした地域ではないかと思い

ます。この地域は公園の空白地帯にもなっており、地域住民は公園設置を強く要望していま

す。現在マンション建設が中断し、空き地になっている土地があります。江戸川区環境部水

とみどりの課の問い合わせに対し地主の西鉄は金額面で合意できれば売却も可能との意向を

示している。この地区住民は自治会の中に「住居地域環境を守る会」を組織しており、本計

画に示されている共助も可能と考えます。この地域に関係部署と調整され、災害時にも使用

できる公園を造っていただければ、トイレ空白地域、公園空白地域の解消が図られ、本計画

の基本方針である「徒歩５分でアクセスできるバランス配置（トイレ空白地域の解消」に寄

与するものと思料いたします。 

是非ご検討の上、計画（案）に加えていただきたくお願いいたします。 

本計画は、整備に関する基本方針を示した計画で

あり、実際の工程、時期及び個別の案件については、

担当部署で検討します。 

区としても、小岩地区のトイレ空白地については

課題認識をしており、整備をしていく上でも、配慮

すべき地域であると考えております。 

関係部署と連携をとり、検討してまいります。 
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12 災害(震災)時トイレ確保・管理計画～命を支える社会基盤サービス～を拝読し、私達の住む地

域が空白地帯である事を知りました。さらに江戸川区 6つの管内で、小岩地区のみが、既存の大

便器数が需要見込みより少ない事も知りました。私達の地域には設置場所が無いので、積極的に

土地を確保して空白状態を改善してほしいと強く要望致します。我が家は 65 歳以上の者が 3 名

暮らしており、内 1 名は 93 歳で車椅子でしか移動出来ず、現状を知り是非対応頂ければ、これ

からも安心して暮らせるものと思います。この地域は、半径 250ｍ内に公園も無い空白地帯とな

っていますが、地域内（北小岩 2-23-7、広さ 800?u 程）に、数年間空き地のまま活かされてい

ない土地があるので、是非取得して設置してほしいと希望します。長年この土地で生活しており、

江戸川区の施策や対応に満足感謝して暮らして来ましたが、この様な地域格差がある現状を知

り、公平性の面からも是非ご検討を頂きたくお願い申し上げます。 

区としても、小岩地区のトイレ空白地については課

題認識をしており、整備をしていく上でも、配慮す

べき地域であると考えております。 

関係部署と連携をとり、検討してまいります。 

 

13 大変よい計画と思い、推進していただきたく思います。 

小岩地区は昔からの住民が多く、公園の確保が難しかったものと思われます。トイレの配置バ

ランスから見ると全くの空休地です。近くに公園すらありません（北小岩２丁目）。これでは、

災害に対する地域格差が生じます。近隣の遊休地を何とか活用してくださる様、懇願いたします。 

14 私たちはこの計画に賛同したいのですが、作る場所がない地域に住んでいます。今この地域に、

ある程度大きな遊休地があります。その土地を取得していただいて、トイレを設置し、防災用具、

緑化のある公園として生かしてほしいと思います。 
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15 2 年前の大型台風の際、大雨の中、アーバンまで小さな子供の手を引き避難しました。ご高齢

の方はアーバンまで遠い為、避難を断念していました。北小岩 2 丁目付近は集会所、避難場所も

無い事を思い知らされました。幸い早めに避難した為、アーバンに泊まれましたが、人数制限で

避難所から追い返された方もいた。との事でした。今後の災害に備えて、近所に防災機能、公共

施設の設置をお願いします。 

16 我々の地区、北小岩 2丁目は、公衆トイレもありません。災害時対応トイレを是非とも確保し

てほしいです。それには、場所がありません。そしてこの地域には生かされていない土地がある

のでぜひ、所得をしてトイレを設置してほしいと思います。 
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17 私は小岩に居住している身体障碍者です。災害時トイレ確保計画はとてもいいと思うのです

が、小岩にトイレ配置バランスの空白地帯があることを知りました。公共用地には積極的に設置

を進められると思いますが、私の住む地域は半径 250m 以内に公園もない地域であり、災害時に

5 分で災害時トイレまで行くのはとても難しい状態になる気がいたします。この地域を区がトイ

レ空白地帯として認識していただける地域かどうかは HP 上の情報だけではよくわかりません

が、実情として空白地帯に等しいです。ただ、土地がなければ、災害時トイレ等の設置が難しい

のは理解しています。 

たまたま自宅の向かい（地番…北小岩 2 丁目 190 番地、広さ…800m2）に更地があります。（2020

年 3 月完了予定のマンション建設計画があると、掲示はありますが、いまだに更地のままです。）

もしこの土地を区で購入していただけ、災害時トイレを含めた防災等に必要な施設を作っていた

だければ、トイレ空白地帯の解消、縮小にもつながり、災害拠点にもなるのではないかと思いま

した。ぜひ検討していただけないかと思い、投稿します。（緑化もできれば、公園としても使え

ます。この地域は住民の仲がよい住みいい場所です。）土地の購入を検討してほしいというお金

のかかる話ではありますが、どうかご検討ください。よろしくお願いいたします。 

 

18 江戸川区災害（震災）時トイレ確保・管理計画（案）に賛同します。私の住んでいる小岩北部

は設置する場所（公園）がなく、設置空白地区でとても不安です。今、北小岩 2 丁目 23 番に空

地になっている場所があり、区で取得し、災害時のトイレ確保が出来る公園を整備して頂きたい。 
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19 総武線高架に伴う小岩駅駅舎の改装等、又南方面には地下鉄 2 本が通るようになり、公園、学

校、施設など次々新しく整備建設され、道路も広く、新しい街づくりがなされています。 

江戸川北部地域は公園が少なく、子どもや老人も利用できる緑の多い、あまり遊具の少ない公園

の建設をお願いしたい。特にライフラインがストップした場合を念頭において、平常時よりも非

常時に向けての公園建設を希望しています。そこで、災害時対応トイレの設置を切にお願いした

い。 

20 災害時、トイレが使えなくなるのは、とても不便と思います。是非、この周辺に作っていただ

けると、安心です。 

宜しくお願いいたします。 

21 北小岩２丁目２３番地近隣には公園・トイレがなく、災害時の不安を感じています。ぜひ近隣

に公園・災害時対応トイレ等を設置していただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。 



12 
 

22 住まいがトイレ空白エリアであることも分かりました。公園がない地域とは把握しておりまし

たが、今現在では公助に助けていただけるトイレがないと知りえたことは、備えにおいてはあり

がたく思います。この地域に、トイレの設置場所がない、として、「空白地」とクローズアップ

されてしまうことには、問題を感じます。南の地域と違い街が出来上がった後に策定された法律

や条例、計画を通していく事は難しいとは承知しておりますが、災害は待ってくれません。 

少し無理をしてでも、まずは土地確保を優先にしていただきたいと思います。その為には、計画

については地権者も含め、広く知ってもらうことも必要と思います。防災は、その地域に住む人々

を最優先に社会全体で取り組むべきことです。その理解も進めていただきたいです。 

この地域は戸建ても多いため、災害時は在宅避難者も多いと思われます。コミュニティが非常

によく構築されていますので、公共地があれば、それぞれの備蓄品を持ち寄っての共助ができ、

そこにトイレがあればこれ以上のない心強いエリアになります。その為、災害時トイレの計画が、

すでに土地や場所があるところをメインに先へ先へと進められていくのは、違和感を生じます。

空白地の新設公園についての記載がわずかでありましたので、ぜひ、前面に出していただきたい

と感じました。 

現在この地域には遊休地があります。企業が所有していますが、計画では 2020 年 3 月に完了

しているものです。地域の大事な貴重な資源を無駄にしている状態です。全く利用もせず放置し

ている土地は小岩にはありません。この企業がこの土地にこだわっての計画ではないと言えま

す。 

防災は社会全体で取り組まねばすすみません。災害時トイレがサービスとして位置付ける中

で、区民の公平性を鑑み積極的な公共地の取得についてご検討いただきたいです。 
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23 資料をみました。改めて北小岩２丁目、４，５丁目に災害時に使えるトイレなどの施設がない

ことを知ることができました。該当地域にある空き地を活用し、施設を用意してくださるようお

願いいたします。 

 

24 数年前に江戸川区の公園に災害時のトイレを設置しているテレビニュースを見ました。そのう

ち、我が家の近くにも設置されると期待していましたが、いまだにありません。昨今、大きな災

害がある中で不安を抱えた毎日を暮らしています。近くに、避難場所がなく、１番困るのはトイ

レと水です。すぐ近くに、空地があるので、何とかならないものかと、考えて投書いたしました。

ご配慮の上、宜しくお願い致します。 

25 5 分以内に行けるトイレのない北小岩二丁目地域に災害用トイレを作ってください。更地にな

っている場所を確保して公園を誘致し、トイレを設置してください。 

26 この地域にも、是非災害時トイレを設置して頂けると有り難いです。 

27 トイレ配置図を閲覧しましたところ、在住近隣に災害時対応トイレが少ないことが判明いたし

ました。避難場所としての公園も遠く、是非近隣への設置をお願いしたいと思います。ご検討く

ださいますようお願い申し上げます。 
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28 私の住んでいる地域は小岩なので、災害時のトイレの数が江戸川区の中でもワースト 1 位で

す。さらに住んでいる場所は近くに災害時トイレがありません。もし、地震等で自宅のトイレが

使えなくなったら本当に困ります。何とかこの地域にも土地を確保してトイレの設置をお願いし

ます。 

29 やはり、小岩地域のトイレの少なさが目に付きます。優先的に設置する必要があります。 

北小岩 2 丁目で、公園をつくってほしいとの住民の強い要望があることを承知しています。ぜ

ひ、具体化して、実現してほしいです。防災公園は必須です。よろしくおねがいします。 

今後とも大事な情報の発信を臨みます。 

30 北小岩 2 丁目にある共育プラザの裏にある空き地を公園にして共育プラザを広げて利用する。

区民の憩いの場所、子供たちの遊び場とトイレ確保に役立てればよいと思います。 

31 北小岩 2 丁目は、高齢者も多く住んでいます。北小岩 2 丁目 23 番地に遊休地があります。土

地の確保をお願いし、防災トイレの設置を希望します。災害時にはトイレ難民になりかねません。

よろしくお願いいたします。 

32 北小岩 2 丁目には公園や公共施設がまったくありません。西日本鉄道（北小岩 2丁目 190 番）

が所有する約 300 坪弱の土地が更地であります。この土地を防災公園にしていただきたいと住民

たちから切なる願いが出ています。この時を逃したら、今後これだけの広い土地の確保は困難だ

と考えます。是非この土地を取得していただきたいと思います。ご検討をよろしくお願い申し上

げます。 
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33 小岩管内ワースト 1位、住民としてこの上もない不安を感じています。自宅周辺にコミュニテ

ィもなく、災害時の避難場所も設けられていない現状を回避すべく、公園用地として区に土地の

御購入を懇願致します。 

34 近隣にコミュニティや公園もなく、災害時対応トイレ設置は早急に確保して欲しい。長年空き

地となり、活用されていない土地があるのでそちらを取得しトイレを設置して欲しい。住民とし

て、天災や震災に備えた生活を希望する。 

35 災害用トイレ、管理計画を進めていただくにあたって、小岩地区の住民数百人に１基と聞いて

いる。何分まてばトイレに行かれるのでしょう。転用できる用地があれば積極的に活用していた

だきたい。 

 
※頂いたご意見は、ご本人を特定されないよう、その概要を公表しています。 


