
 

 

 

 

 

「徳島県災害時快適トイレ計画」 

アクションプラン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年８月 

 

徳  島  県 

徳島県災害時相互応援連絡協議会 

 



 

 

目  次 

 

Ⅰ 趣旨････････････････････････････････････････････････････････ １ 

 

Ⅱ アクションプランの考え方････････････････････････････････････ １ 

 

Ⅲ 計画推進のための施策････････････････････････････････････････ ２ 

 １ 自助（１）県民自らによる備え 

 

２ 共助（１）地域による備え 

     （２）企業・事業所による備え 

 

３ 公助（１）組織的な対応 

     （２）避難所トイレの確保・調達 

     （３）自助・共助の周知・啓発活動 

     （４）避難所トイレの快適環境 

     （５）廃棄物処理 

     （６）県・市町村庁舎におけるトイレの確保 

 

Ⅳ 評価指標････････････････････････････････････････････････････ １２ 

１ 評価指標の考え方 

 

２ 評価指標 

 

Ⅴ ＰＤＣＡサイクル････････････････････････････････････････････ １３ 

 

Ⅵ 今後の課題･･････････････････････････････････････････････････ １３ 

 

＜参考資料＞････････････････････････････････････････････････････ １４ 

災害時快適トイレ計画アクションプラン 取組一覧表 

評価指標一覧 

 

 

 

 



 

 

Ⅰ 趣旨 

   大規模地震等の災害により被災したライフライン(上下水道)の途絶等によ

るトイレ環境の悪化は、避難者の水分摂取抑制などに繋がり、災害関連死を

招く一因となっている。 

災害時のトイレ問題は、被災者の生命や健康を守るために、最優先で解決

すべき事項であり、迅速で適切な対応が求められている。 

このようなことから、災害時のトイレ確保や環境改善のための取組みを、

自助・共助・公助が一体となって力強く推進することで、避難者が、安心して

快適に過ごせる環境を実現するため、「徳島県災害時快適トイレ計画」を平成

２９年３月に策定した。 

この計画を実効性あるものとするため、自助・共助・公助の別にトイレ対策

をとりまとめるとともに、平成３２年度までのロードマップとして、評価指

標を設定した「アクションプラン」を策定することで、災害時における総合的

なトイレ対策の調整や進捗状況の評価・検証を行い、適宜修正を図りながら

計画的かつ強力に推進する。 

   

 

Ⅱ アクションプランの考え方 

このアクションプランは、県民、地域、企業、医療機関・福祉施設、県・

市町村が、災害時におけるトイレの備えを理解し、安全・清潔・快適なトイレ

環境を創出するため、「『徳島県災害時快適トイレ計画』 Ⅲ 地震災害に備

えて」の項目毎に、トイレ施策関係部局の具体的な取組みをとりまとめた。 
 

※参考 

Ⅲ 地震災害に備えて 

１ 自助 

      （１）県民自らによる備え 

２ 共助 

（１）地域による備え（自主防災組織・自治会・マンション管理組合など） 

（２）企業・事業所による備え 

   ３ 公助   

    (１）組織的な対応 

    （２）避難所トイレの確保・調達 

（３）自助・共助の啓発活動 

（４）避難所トイレの快適環境 

  （５）廃棄物処理 

    （６）県・市町村庁舎におけるトイレの確保 



 

 

Ⅲ 計画推進のための施策 

１ 自助 

   

【方針】 

自助７割、共助２割、公助１割の教訓にならい、自助をトイレ対策の最重   

要事項として位置づけ、災害時トイレの周知・啓発用パンフレット配布、講

演会の開催等により、県民への災害時におけるトイレの知識の浸透と自発的

なトイレ対策活動の促進を図る。  

 

【評価指標】 

・県民の災害用トイレの備蓄率       （Ｈ３２  ５０％） 

・県民の災害時トイレに関する知識普及率  （Ｈ３２ １００％） 

 

【具体的取組】 

（１）県民自らによる備え 

① 災害時のトイレ対策リーフレット作成等 

災害時に備えたトイレ対策や、災害時におけるトイレの使用方法など

について記載したリーフレットの作成・配布及びＳＮＳを活用した情

報発信により、県民への周知・啓発を図る。 

            ＜とくしまゼロ作戦課＞ 

   

②  トイレシンポジウムの開催 

県民に対し、災害時におけるトイレの確保や衛生環境などの諸問題に

ついて周知・啓発するため「災害時快適トイレシンポジウム」を開催

する。 

      （年１回） 

                      ＜とくしまゼロ作戦課＞ 

  

③  家庭や地域における災害用トイレ備蓄の促進 

家庭や地域での災害用トイレの備蓄に関する内容について、防災出前

講座等において県民に周知・啓発を図り、家庭や地域での備蓄の促進

に努める。 

                               ＜南部総合県民局 西部総合県民局＞ 

 

④  洋式仮設トイレの周知啓発 

防災訓練等の開催時に洋式仮設トイレを設置することにより、洋式仮

設トイレの災害時での活用について、県民に周知啓発を図る。 

     （年１回）   

         ＜南部総合県民局 西部総合県民局＞ 



 

 

 

⑤  県民向け周知・啓発イベントの開催 

防災フェスタや各種周知・啓発イベント等において災害時における

トイレ対策に関する周知・啓発を実施する。 

       （年２回） 

                   ＜防災人材育成センター＞ 

 

⑥ 災害用トイレの展示 

携帯トイレや簡易トイレなど災害用トイレの展示を行い、来庁者や

職員に対し、災害用トイレの周知・啓発を図る。 

                  ＜南部総合県民局 西部総合県民局＞ 

 

⑦  県民への周知・啓発活動の強化 

商工労働観光部所管施設の通信訓練時などにおいて、来館者に災害

時におけるトイレ環境の重要性について周知・啓発を図る。 

         （年２回） 

                        ＜にぎわいづくり課＞ 

 

⑧  県営住宅団地住民への周知・啓発 

団地住民に配布している「県営住宅だより」等へ災害用トイレの備

蓄の重要性や災害時におけるトイレの使用ルールを掲載し、周知・

啓発を図る。 

         （年２回配布 ３６団地） 

                          ＜住宅課＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２ 共助 

 

  【方針】 

自主防災組織を中心とした地域のコミュニティや企業・事業所・団体等

の社会的な組織の災害時トイレ問題に対する理解を深め、地域単位での備

えを行うため、講演会の開催や訓練を行い、地域ぐるみでトイレ対策を推

進する。 

 

 【評価指標】 

 ・企業・事業所・団体等の災害用トイレ備蓄率（Ｈ３２  ５０％） 

・企業・事業所・団体等の災害時トイレに関する知識の周知・啓発活動 

実施率                 （Ｈ３２ １００％） 

 

【具体的取組】 

（１）地域による備え 

     ① 自主防災組織を対象とした研修会の開催  

自主防災組織を対象とした研修会を開催し、災害時におけるトイレ

問題について周知・啓発する。 

（年１回） 

                ＜防災人材育成センター＞ 

 

② 婦人防火クラブへの周知・啓発 

婦人防火クラブを対象とした説明会を開催し、災害時におけるトイ

レ問題について周知・啓発する。 

（年１回） 

                          ＜消防保安課＞ 

 

③ マンション管理を対象とした研修会の開催 

マンション管理組合等を対象とした研修会を開催し、災害時のトイ

レの備えについて周知・啓発する。 

（年１回） 

                           ＜とくしまゼロ作戦課＞ 

 

（２）企業・事業所による備え 

① 企業・事業所に対するトイレ対策の促進 

県内各商工会議所・徳島県商工会連合会・中小企業団体中央会の会員

企業に対して、災害時のトイレ問題について周知・啓発する。 

   （年１回） 

                        ＜商工政策課＞ 

 



 

 

 

② 病院事業所に対するトイレ対策の促進  

県内主要病院に対して、災害時のトイレ問題について周知・啓発する。 

  （年１回） 

                      ＜医療政策課＞ 

 

③ 農林水産部関係団体に対するトイレ対策の促進  

農林水産関係団体に対して、災害時のトイレ問題について周知・啓発 

する。 

（年１回）  

                              ＜農林水産政策課＞ 

 

    ④ 建設企業に対するトイレ対策の促進 

     建設企業に対して、災害時のトイレ問題について周知・啓発する。 

（年１回）  

                            ＜建設管理課＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３ 公助   

【方針】 

県・市町村が、組織一丸となった効率的なトイレ対策を推進することに 

より、防災拠点施設及び避難所におけるトイレの防災力の向上、災害用ト

イレの備蓄、避難所におけるトイレ環境の向上などを図り、災害時におけ 

るトイレ対応を円滑に推進するために必要な備えを行う。 

    また、平時から、既存施設におけるトイレの快適化やイベントでのトイ 

レの快適化に取り組む事で防災力の底上げを図る。 

 

【評価指標】 

・市町村のトイレ対策に係る総合窓口の設置率   （Ｈ３０   １００％） 

・市町村のトイレ確保・管理計画の策定率      （Ｈ３０  １００％） 

・市町村における災害用トイレの備蓄率        （Ｈ３２   １００％） 

・県内リース業者の仮設トイレの洋式化率    (Ｈ３２   ５０％) 

・全国からの仮設トイレ調達に向けた協定締結  （Ｈ３０   協定締結） 

 

【具体的取組】   

（１）組織的な対応 

   ① 市町村でのトイレ対策に係る総合調整の担当部局設置 

市町村はトイレ関連部局のトイレ施策総合調整部局を設置する。 

（Ｈ３０ 全市町村） 

                 ＜とくしまゼロ作戦課＞ 

 

（２）避難所トイレの確保・調達 

① 県地域防災計画へのトイレ対策の記載 

県地域防災計画にトイレ対策を記載する。 

（Ｈ２９ 県地域防災計画に記載） 

         ＜とくしまゼロ作戦課＞ 

 

② 市町村地域防災計画へのトイレ対策の記載 

市町村地域防災計画にトイレ対策を記載する。 

（Ｈ３０ 全市町村記載）  

      ＜とくしまゼロ作戦課＞ 

 

③ 市町村のトイレ確保・管理計画の策定 

市町村は災害時のトイレの必要数を算定し、「災害時のトイレ確保・ 

管理計画」を策定する。 

（Ｈ３０ 全市町村策定） 

             ＜とくしまゼロ作戦課＞ 

 



 

 

④ 県立学校における災害用トイレの備蓄 

県立学校における災害用トイレ（簡易・携帯トイレ）を備蓄する。 

（全県立学校で備蓄） 

                 ＜施設整備課＞ 

 

⑤ 全国からの仮設トイレ調達に向けた協定締結 

全国的規模の団体と調達協定を締結し、大規模災害時における仮設 

トイレを確保する。 

（Ｈ３０ 協定締結） 

               ＜営繕課＞ 

 

  （３）自助・共助の啓発活動 

      ※Ⅲ－１－（１）及びⅢ－２－（１）（２）（再掲） 

 

   （４）避難所トイレの快適環境 

        ① トイレ計画に基づく避難所運営マニュアル策定指針の改定  

トイレ計画に基づく避難所運営マニュアル策定指針の改定を行う。 

（避難所運営マニュアル策定指針改定） 

    ＜保健福祉政策課＞ 

 

② 県立学校避難所等トイレの洋式化 

避難所となる県立学校体育館等におけるトイレの洋式化を推進する。 

（洋式化率１００％） 

             ＜施設整備課＞ 

 

③ 建設工事現場における仮設トイレの洋式化推進 

仮設トイレの洋式化は、平時には建設工事現場の、災害時には避難所

の環境改善につながるため、設計金額１千万円以上の県発注工事に 

ついて原則適用することとし、仮設トイレを洋式化した場合は、積算

上、洋式トイレの設置等の費用を計上する。 

（建設工事現場の洋式化率１００％） 

＜農山漁村振興課 建設管理課＞ 

 

    ④ 林業現場におけるトイレ環境改善 

女性が就業している林業事業体に対する補助金の選択項目に『女性  

用仮設トイレ設置』を追加する。 

                            ＜林業戦略課＞ 

 

 

 



 

 

    ⑤ 仮設トイレの洋式化  

リース業者が実施する仮設トイレの洋式化への更新及び改修に要す

る経費に対する補助金交付事業や、リース業者に対する周知・啓発活

動等により仮設トイレの洋式化を促進する。 

            (Ｈ３２ ５０％)※H30 900基 

                   ＜営繕課＞ 

 

⑥ 避難所トイレの洋式化  

県は市町村が実施する避難所のトイレ設備の整備について補助制度

等により支援を行う。 

       ＜とくしまゼロ作戦課＞ 

 

⑦ 福祉避難所トイレの快適化 

福祉避難所に指定された児童寮を大規模改修時に、障がい者・高齢者

が利用しやすい多目的トイレを４箇所設置するとともに、オストメ

イト(人工肛門・人工膀胱の保有者)も利用可能な多目的トイレを設

置する。 

（Ｈ３０までに整備） 

                    ＜徳島学院＞ 

 

⑧ とくしまマラソンでの仮設トイレの快適性向上 

とくしまマラソンにおいて、洋式トイレの確保を行い、仮設トイレの

快適性の向上を目指す。 

（約６００基のうち１００基を洋式化） 

    ＜にぎわいづくり課＞ 

 

⑨ 総合防災訓練での快適トイレ設置 

県総合防災訓練において、快適トイレを展示・使用に供することで、

災害時における避難所での快適トイレ導入促進を図る。 

（年１回） 

             ＜とくしまゼロ作戦課＞ 

 

⑩ 県民向けトイレ情報の周知・啓発 

防災訓練時にトイレに関する情報について周知・啓発する。 

＜農林水産総合技術支援センター＞ 

 

 

 

 

 



 

 

⑪ 避難所運営支援の初動対応時におけるトイレ対策の周知・啓発  

避難所となる県立学校の施設管理担当者に対して、災害時における

避難所運営支援の初動対応時に必要なトイレ確保の対応や、災害時

における平時からのトイレの備えについて、学校防災研修会におい

てパンフレット等により周知・啓発を行う。 

       （年１回） 

             ＜体育学校安全課＞ 

⑫ 「道の駅」での災害時のトイレ確保 

「道の駅」のトイレに、被災者・復旧支援者への災害対応トイレや耐

震性貯水槽の機能を備え、災害時のトイレ不足や手洗い水の確保を

行う。 

（Ｈ３０ 道の駅１０箇所） 

         ＜道路整備課＞ 

 

⑬ 県営住宅団地の災害時におけるトイレ機能の確保 

下水道に接続した県営住宅団地の浄化槽について、既存浄化槽を撤

去せず残すことで、災害時に下水道施設が使用できない場合、汚水処

理施設のバックアップ機能として活用する。 

                               ＜住宅課＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  （５）廃棄物処理 

    ① し尿処理や浄化槽汚泥の収集運搬体制の構築 

     「災害時におけるし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬の協力に関する協 

定」を徳島県環境保全協会、徳島県環境整備事業協同組合と締結し、

災害時の市町村におけるし尿処理活動の支援を行う。 

       （Ｈ２６ 締結済） 

                ＜水・環境課＞ 

 

② 市町村のし尿処理や浄化槽汚泥の収集運搬体制の構築 

市町村は「市町村災害廃棄物処理計画」を策定し、災害時における市

町村のし尿処理体制を構築する。 

（Ｈ２９ 全市町村策定） 

           ＜環境指導課＞ 

 

（６）県・市町村庁舎におけるトイレの確保 

  ① 県庁ＢＣＰへのトイレ対策の記載 

県庁ＢＣＰにトイレ対策を記載する。 

（Ｈ２８ 記載済） 

           ＜危機管理政策課＞ 

 

② 市町村ＢＣＰへのトイレ対策の記載  

市町村ＢＣＰにトイレ対策を記載する。 

（Ｈ３２ 全市町村記載） 

                    ＜危機管理政策課＞ 

 

③ 病院ＢＣＰへのトイレ対策の記載 

県立病院ＢＣＰにトイレ対策を記載する。 

（Ｈ２９ 記載）                 ＜病院局＞ 

 

④ 災害対応にあたる職員用の携帯トイレの備蓄  

大規模災害時、災害拠点病院等に参集する災害時コーディネーター

が使用する携帯トイレを備蓄する。 

                     ＜保健福祉政策課＞ 

 

⑤ マンホールトイレ、簡易トイレの整備、備蓄 

大規模災害時における救出・救助活動等を円滑に実施するため、災害 

対策要員（来庁者を含む）用のトイレの確保に努める。 

（Ｈ３２ 警察本部庁舎及び警察署等で整備） 

        ＜警察本部＞ 

 



 

 

 

⑥ 県立病院施設における災害用トイレの備蓄促進 

患者や医療関係者のための簡易トイレの備蓄やマンホールトイレの

整備等を行い、災害時のトイレ不足に備える。 

（Ｈ３０ 県立３病院で整備） 

                         ＜病院局＞ 

 

⑦ 中央こども女性相談センター保護所のトイレの備蓄促進 

一時保護所入所者のための簡易トイレや携帯トイレの備蓄を行い、 

災害時のトイレ不足に備える。 

               ＜中央こども女性相談センター＞ 

 

⑧ マンホールトイレの設置訓練 

庁舎防火訓練において職員がトイレの設置訓練を行い、職員が、保管 

場所、設置場所、設置方法、運営方法を理解する。 

                              ＜西部総合県民局＞ 

 

⑨  医療・保健衛生等関係者向けのトイレ研修会の実施 

各保健医療圏で開催されている会議で災害時におけるトイレに関す

る研修を行う。 

（年１回）                

 ＜保健福祉政策課＞ 

 

⑩  保健衛生関係者向けの災害時におけるトイレ研修会の実施 

各保健医療圏で開催されている会議で災害時におけるトイレの保健

衛生に関する研修を行う。                  

            （年１回） 

  ＜健康増進課＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  災害用トイレの「備蓄」については、家庭での災害用トイレ（携帯・簡易トイレ）

を最低 3 日間分備蓄するものとする（人数分×5回×3 日間で１人あたり 15 回分） 

※家庭の災害用トイレ備蓄率１６．６％ 

（Ｈ２８ 日本トイレ協会 全国アンケート調査） 

H29  51,164 世帯（全体の 16.6%）⇒約３倍 H32 154,109 世帯(全世帯の 50％) 

全世帯 308,217 世帯（徳島県推計人口 H29.7.1） 

 

 

 

 

 

 

※企業の災害用トイレ備蓄率 33.8％ （Ｈ26 東京都 帰宅困難者対策実態調査） 

 

・徳島県の主要企業 

商工会（23 箇所）・・・8074（H28.4.1時点） 

商工会議所（6箇所）・・・7487（H29.3.31時点） 

8074社＋7487社＝15,561社×50%=7,781社が備蓄 

Ⅳ 評価指標 

１ 評価指標の考え方 

  「徳島県災害時快適トイレ計画」の着実な推進を図るため、平成３２年度

までの評価指標を設定する。 

  個々の取組みとは別の総合的な指標を評価することで、実態に即した進捗

状況を表す。 

 

２ 評価指標 

 

      自助 

    県民の災害用トイレの備蓄率        （Ｈ３２   ５０％）  

 

 

 

 

 

 

 県民の災害時トイレに関する知識普及率   （Ｈ３２ １００％）  

 

共助  

 企業・事業所・団体等の災害用トイレ備蓄率 （Ｈ３２  ５０％）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業・事業所・団体等の災害時トイレに関する知識の周知啓発活動

実施率                  （Ｈ３２ １００％） 

 



 

 

 

 

 

※市町村のトイレ対策総括責任者（部局）決めている４０％ 

            （Ｈ２８日本トイレ研究所 アンケート） 

 

 

 

公助 

 市町村のトイレ対策に係る総合窓口の設置率  （Ｈ３０  １００％） 

       

  

 市町村のトイレ確保・管理計画の策定率    （Ｈ３０ １００％） 

 市町村における災害用トイレの備蓄率      （Ｈ３２  １００％） 

※人口の 1日×5回分以上備蓄 

メーカーとの優先調達協定を締結した市町村を含む 

 県内リース業者の仮設トイレの洋式化率     （ Ｈ３２  ５０％） 

 ※H30 900基  

 全国からの仮設トイレ調達に向けた協定締結  （Ｈ３０ 協定締結） 

 

Ⅴ ＰＤＣＡサイクル 

      本アクションプランは、毎年度、庁内組織（徳島県災害時快適トイレ計画

推進プロジェクトチーム）にて、アクションプランに掲載されている各施策

の進捗状況と評価指標をチェックすることで、現状の把握と課題の検討を

行い、必要に応じてその都度見直すこととする。 

また、平成３２年度を区切りとして、アクションプランの取組み、評価指

標について検討し、全体的な見直しを行う。 

 

Ⅵ  今後の課題 

当面の課題として、次のようなことが挙げられるが、これらを具体的な施 

策とするため、市町村や関係部局と連携しながら検討を重ね、アクションプ 

ランの取組みや評価指標に今後、加えていくこととする。 

 

・高齢者・障がい者等の災害時要配慮者向けのトイレ対策 

・避難所ごとのトイレの実態に即した避難所運営マニュアルの策定 

・小中高生を対象としたトイレに関する防災教育 

・公的施設のトイレ整備に関する、数値目標の設定 

 ・宿泊施設における災害時のトイレ対策の促進 

  


