
表表表表 25.25.25.25.近隣の人に助けてもらったり気遣いをしてもらったか近隣の人に助けてもらったり気遣いをしてもらったか近隣の人に助けてもらったり気遣いをしてもらったか近隣の人に助けてもらったり気遣いをしてもらったか    

（された方に）どのような助け・気遣いをしてもらいましたか。 

＜仙台市＞ 

・給水車が今どこにいるか、携帯の充電を行っている施設はどこか、などの情報交換（仙

台市／男性／20代） 

・水や食料の融通（仙台市／男性／20代） 

・食べ物分け合う（仙台市／男性／20代） 

・どこの商店が営業しているかなどの情報を教えてもらった（仙台市／男性／20代） 

・水に困ったら、もらいに来て下さい。と言われた。（仙台市／男性／20代） 

・食べ物をいただいた（仙台市／男性／20代） 

・水や食料、電池や携帯コンロなどを譲り合いました。（仙台市／男性／20代） 

・励ましあったりした（仙台市／男性／20代） 

・食べ物を分けてもらったりした（仙台市／男性／20代） 

・水をわけてもらった（仙台市／男性／20代） 

・水をもらえる場所を教えてもらった（仙台市／男性／20代） 

・給水所の情報を教えてもらったり、少し食料を分けてもらった。（仙台市／男性／20代） 

・給水できる所を教えてもらった（仙台市／男性／20代） 

・主に情報の交換。どこに給水車が来ているとか、自販機が使えるところがあるとか（嘘

も多かったけど）（仙台市／男性／20代） 

・声かけあって情報を収集した（仙台市／男性／20代） 

・水が出るようになったと教えてもらった（仙台市／男性／20代） 

・水をわけてもらったり早く水がでるようになった家でお風呂をかりたり。（仙台市／男性

／20代） 

・給水情報を教えてもらった。（仙台市／男性／20代） 

・声をかけあったり、情報を共有した（仙台市／男性／20代） 

・わけてもらった（仙台市／男性／20代） 

・食べ物などの物々交換（仙台市／男性／20代） 

・同じマンションでのお年寄りの一人暮らしの方の水運びとか、共同で給水車にならんだ

り（仙台市／男性／30代） 

・給水所の情報をもらった（仙台市／男性／30代） 

・ポリ缶の水をもらった。（仙台市／男性／30代） 

・食料などの援助（仙台市／男性／30代） 

・給水所まで車で送迎してもらえた（仙台市／男性／30代） 

・近くの川まで一緒に汲みにいったりした（仙台市／男性／30代） 

・お互いで、余っている物資を交換したり、一緒に買物したりした。（仙台市／男性／30代） 

・タンクを持ってもらった、タンクに水を汲んでもらった（仙台市／男性／30代） 



・声、情報のかけあい（仙台市／男性／30代） 

・水の出る場所を教えてもらった（仙台市／男性／30代） 

・差し入れをもらった（仙台市／男性／30代） 

・差し入れをした（仙台市／男性／30代） 

・マンションの備蓄について教えてもらった。（仙台市／男性／30代） 

・給水の情報を共有した。（仙台市／男性／30代） 

・マンションの受水槽から直接水が使えることを教えて頂いた。（仙台市／男性／30代） 

・飲料水用のペットボトルを１ダース譲って貰った（仙台市／男性／30代） 

・困った時は声をかけるように、温かい言葉をかけていただいた。（仙台市／男性／30代） 

・賞味期限切れのミネラルウォターを分けてもらい、生活用水に使った。（仙台市／男性／

30代） 

・自分が住んでるアパートだけ水道が復旧しなかったので、近隣に住むアパートの大家さ

んに水を分けてもらった。（仙台市／男性／30代） 

・水汲み用のタンクを借りた。（仙台市／男性／30代） 

・ホースでくみ上げるシステムを協力してつくった（仙台市／男性／30代） 

・こえがけ（仙台市／男性／30代） 

・井戸水や給水、飲料の販売の情報（仙台市／男性／30代） 

・ペットボトルの水を分けてくれた。（仙台市／男性／40代） 

・ミネラルウォーターをもらった（仙台市／男性／40代） 

・井戸水を分けてもらったりペットボトルの融通等（仙台市／男性／40代） 

・避難所での水の運搬（仙台市／男性／40代） 

・頻繁に連絡を取った（仙台市／男性／40代） 

・隣から声をかけられた。水汲みの公園で知らない人と情報交換があった。町内会が炊き

出しをした。（仙台市／男性／40代） 

・分けて貰った（仙台市／男性／40代） 

・水はあるか聞かれたり、汲んで来る時に一緒に汲んで来てもらった（仙台市／男性／40

代） 

・仮復旧工事をしてもらいました（仙台市／男性／40代） 

・ボトルウォーターの水が入ったボトルを借りた。（仙台市／男性／40代） 

・給水車の来る情報や、公共施設の給水は何時間待ちだとかの情報を貰っていた。（仙台市

／男性／40代） 

・避難所で不安な気持ちを話し合った（仙台市／男性／40代） 

・分けてもらったり、励まされた（仙台市／男性／40代） 

・すぐ近く集会所での給水だったので、近所の人に水汲みを手伝ってもらったり、水がで

ているところで米を炊いてもらったりした。（仙台市／男性／40代） 

・親切な言葉を掛けていただいた（仙台市／男性／40代） 



・お互いに水くみを行ったりした（仙台市／男性／40代） 

・妻の足が若干不自由なので代わりに給水所から水を運んで頂いた（仙台市／男性／50代） 

・雨水をもらった（仙台市／男性／50代） 

・困っていることを近所同士で話をした。（仙台市／男性／50代） 

・飲み水以外なら近くの小学校でプールの水を開放していることを教えてもらった（仙台

市／男性／50代） 

・どこで水が調達できるかアドバイスを受けた（仙台市／男性／50代） 

・家族の精神的なバックアップ（仙台市／男性／50代） 

・備蓄の残量などを確認しあった。（仙台市／男性／50代） 

・お互いに食べ物や飲み物を物々交換したり、ＧＳなどの情報交換をしたりした。（仙台市

／男性／50代） 

・ペットボトルのミネラルウォターを隣家よりいただいた。（仙台市／男性／50代） 

・家族に子どもが多かったので、隣近所の方に声をかけてもらい、水をもらいに行ったり

した。（仙台市／男性／50代） 

・妻の足が若干不自由なのですが、隣の奥さんが代わりに給水所から水を運んでくれて助

かった（仙台市／男性／50代） 

・掲示板に情報を書き込み、営業しているお店をおしえてもらった（仙台市／女性／20代） 

・避難所での配給の時間や情報を教えてもらった。温かい豚汁とおにぎりを頂いた（仙台

市／女性／20代） 

・困っている人に、確保できた水を届けに行ったときに、逆に多く確保できている人から

分けてくれるといわれた。（仙台市／女性／20代） 

・されたというよりは、うちが近所のおばあちゃんにお茶を配った。（仙台市／女性／20代） 

・隣のブロックのおじいちゃんにお茶を貰った。（仙台市／女性／20代） 

・水が出る部屋に泊めてもらったり、食糧を分けていただいたりしました。（仙台市／女性

／20代） 

・水をもらったり、野菜をもらったりした。（仙台市／女性／20代） 

・隣の家にある池の水を利用させてもらった（仙台市／女性／20代） 

・給水車の方に 待ってる時間外は寒いからと給水用の入れ物をそのままおいて皆で順番

に並べたあと一度家に帰してくれた （仙台市／女性／20代） 

・妊娠中だったため、歩くのが大変そうに見えたのだと思う。一番近い給水所を教えても

らった。（仙台市／女性／20代） 

・ペットボトルを恵んでもらった（仙台市／女性／20代） 

・水を汲み置きできる容器を譲ってもらった（仙台市／女性／20代） 

・お互い大変ですねと言われた（仙台市／女性／20代） 

・飲料水をいただいたり、お風呂に入らせてもらった。（仙台市／女性／20代） 

・料理をわけあったり、炊き出しなど。（仙台市／女性／20代） 



・お水や食べ物をもらったり、暖をとらせてもらった（仙台市／女性／20代） 

・助けというよりは、気づかいだったのですが、声をかけてもらいました。（仙台市／女性

／20代） 

・赤ちゃんがいたので、お湯を貰った時（近所にお湯を誰にでもあげてる人がいた）用に

魔法瓶を貸してくれた（仙台市／女性／20代） 

・こちらの状況をたずねてもらったり、情報の交換や足りないものを分けてもらったりし

た。（仙台市／女性／20代） 

・水を運んでいる人をみたらどこで貰ったかを聞いたり、聞かれたりした。井戸があるお

宅の人に井戸水をわけてもらった。（仙台市／女性／20代） 

・水を入手できる場所の情報を提供してもらった（仙台市／女性／20代） 

・家にある食料を分け合ったり、避難所で温かいごはんをもらったりした。（仙台市／女性

／20代） 

・湧水や井戸水を汲みに行くときに、こちらの分も汲んでくると申し出があった。（仙台市

／女性／30代） 

・ごはんや水・お店・ガソリンスタンドの開店状況の情報（仙台市／女性／30代） 

・給水所が遠くて、自分達はなかなか外に出れなかったので、近所の人が汲んできてくれ

た。（仙台市／女性／30代） 

・夕飯など作ったものを分けたり分けてもらったり、灯油をあまりつかわないように１つ

の家にかたまって過ごした（仙台市／女性／30代） 

・連絡の取れない親戚のことで不安な時に励まして頂いたり、食料を頂いたり、携帯電話

の充電を自家発電でさせて頂いた。（仙台市／女性／30代） 

・水の出るところ（企業の受水槽）が、水圧で出せる分は近隣住民に開放してくれた。（仙

台市／女性／30代） 

・被害状況、健康状況の確認、大型家具の転倒片付けの手伝い、配給の情報共有、出会っ

た人への挨拶、津波予報と避難の声がけ、他。（仙台市／女性／30代） 

・井戸水をつかわせてもらった（仙台市／女性／30代） 

・食料買出しを手伝ってもらった（仙台市／女性／30代） 

・お互いどのように過ごしているか気遣いあった（仙台市／女性／30代） 

・井戸の場所を教えてもらった。汲んできた水をわけてもらった。（仙台市／女性／30代） 

・ペットボトルの水をあげた。（仙台市／女性／30代） 

・トイレを貸してもらったり、給水の情報をもらった。（仙台市／女性／30代） 

・お風呂に入ってもらった（仙台市／女性／30代） 

・水が出てる家で洗濯をさせてもらった。どこに行けば水がもらえるか、教えてもらった。

（仙台市／女性／30代） 

・井戸があるお家の方から声をかけて頂き、水を何回も頂いた（仙台市／女性／30代） 

・給水所の情報などを教えてもらいました。（仙台市／女性／30代） 



・赤ちゃんがいたため給水車に行くのが大変で、足りているか・分けてあげようかと言っ

てもらった（仙台市／女性／30代） 

・水道がとまっていない親戚の家に水をくみにいった。（仙台市／女性／30代） 

・買い物に行った際、多めに買って分けた（仙台市／女性／30代） 

・洗濯させてもらった（仙台市／女性／40代） 

・水の配給の場所を教えてもらったり、教えたりしました。（仙台市／女性／40代） 

・食事をいただいた。（仙台市／女性／40代） 

・家屋によっては出ているところもあったのであげるといわれたり、湧き水の場所を教え

てもらったりした（仙台市／女性／40代） 

・足りてるか？と声をかけていただいたり情報を流してくれたりした。（仙台市／女性／40

代） 

・食事、食品を分けてもらった。片づけを手伝ってもらった（仙台市／女性／40代） 

・水の給水状況など教えてもらった（仙台市／女性／40代） 

・道路をはさんだ向かいの地域では水が出ていたので、外の水を汲んでいいよ、と声をか

けてもらいました。（仙台市／女性／40代） 

・タンクに水をつめてもらった。（仙台市／女性／40代） 

・ご近所の方が心配して来てくれて、足りない物を差し入れてくれた（仙台市／女性／40

代） 

・介護のお仕事をしている方に介護用の濡れタオルを貰ったり、ペットボトルの水を分け

てもらったりした。（仙台市／女性／40代） 

・親戚宅は出たので好きなだけ汲んでいいと云われた。（仙台市／女性／40代） 

・近所に玄関先にある水道に『ご自由にお使い下さい』と張り紙しているお宅があった（仙

台市／女性／40代） 

・近所の会社で水道を開放してくれた。（仙台市／女性／40代） 

・ご近所からお水をもらった近くの親戚がうちの水を汲んでいった（仙台市／女性／40代） 

・水が出る家の人から連絡が入り、みんなで分け合った。（仙台市／女性／40代） 

・普段から仲の良いお向かいさんは、心から言ってくれていると分かるので、物凄く気兼

ねすることなく、常に安定供給されていた。流し水が足りずトイレが詰まった時は、お

向かいの庭の水道から長いホースをつないで、ダイレクトに流した。料理も一緒にさせ

てもらったり、筆舌に尽くしがたく感謝している。（仙台市／女性／50代） 

・うちはまだガソリンがあったので近所の方の分も水をもらってきてあげたりした。食料

もスーパーは行列で買えないのでお隣さんやらと交換し合ったりして助けあった。（仙台

市／女性／50代） 

・ご近所との付き合いは日頃から良かったので、近隣同士で話をして安心感があった。（仙

台市／女性／50代） 

 



・管理会社に連絡したり、給水ポンプの復旧を一緒に画策したりした。（仙台市／女性／50

代） 

・物々交換や、買ったもののやり取りなど。（仙台市／女性／50代） 

・飲み水を譲る・・と声をかけてもらった（仙台市／女性／50代） 

・お互いに声をかけあって情報交換。水は出たりでなかったりだったので貰ったりあげた

り。（仙台市／女性／50代） 

・困ったことがないか声を掛けて下さった（仙台市／女性／50代） 

・うちは汲み置きが多かったので、高齢者のいる近所のお宅に分けてあげた。また、庭の

水道が断水後も半日ほどチョロチョロ出ていたため、近所の方々の水タンクをかわりば

んこに置いて、汲み置きの手助けをした。（仙台市／女性／50代） 

・給水車来ている情報が分からなかったのですが、近所の方からやってることを教えて貰

いました。（仙台市／女性／50代） 

・公園で井戸水だが水が出ると教えてもらった。（仙台市／女性／50代） 

・飲み水以外に使用できる井戸水を分けてもらった（仙台市／女性／50代） 

・先に断水が解消した人が水をタンクに入れて、運んできてくれた。（仙台市／女性／50代） 

・給水車などからもらってきたペットボトルの水をたくさんとどけてくれた。ガスが使え

ずお風呂に入れない時に、お風呂を貸してくださると声をかけてくれた。（仙台市／女性

／50代） 

・入浴とトイレの心配をしてもらった。（仙台市／女性／50代） 

・マンション内ですれ違う人には、大丈夫かどうか知らない人でも声を掛け合った。（仙台

市／女性／50代） 

 

＜浦安市＞ 

・先に庭などから水が出た近所の方から使ってください、というお言葉を頂いた（浦安市

／男性／20代） 

・おすそわけ（浦安市／男性／20代） 

・どこの水道は使えるからと教えてもらった。（浦安市／男性／20代） 

・風呂を借りた（浦安市／男性／20代） 

・お風呂に入らせてもいました。（浦安市／男性／20代） 

・市の情報メールの存在を教えてもらった。（浦安市／男性／20代） 

・情報を共有（浦安市／男性／20代） 

・ミネラルウォーターを分け合ったり。（浦安市／男性／20代） 

・水を汲める場所を教えてもらった（浦安市／男性／20代） 

・飲料水を余分に買ってきてもらったりした（浦安市／男性／30代） 

・いつも利用している卓球ショップからシャワーを貸して貰えた。（浦安市／男性／30代） 

・同じマンション内での共有意識。状況を知った親族からの電話。（浦安市／男性／30代） 



・隣の人に子供の洗濯物を心配された（浦安市／男性／30代） 

・赤ちゃんがいたので、となりの奥さんからミネラルウォーターどうですかと聞いてもら

うことができた（浦安市／男性／30代） 

・お互いに協力して水を集めた（浦安市／男性／30代） 

・こまめに水ありますか？と聞かれた（浦安市／男性／30代） 

・断水に関する情報等をおしえてもらった。（浦安市／男性／30代） 

・車を出して一緒に水を汲みに行った（浦安市／男性／30代） 

・給水車の配給時間を教えてもらった。その他情報を教えてもらった。（浦安市／男性／30

代） 

・水の提供。情報共有（浦安市／男性／30代） 

・すぐに食べられる食べ物をいただいた（浦安市／男性／30代） 

・県水道局との交渉、給水可能場所、銭湯等の情報交換（浦安市／男性／40代） 

・自治会での給水サービス、水汲み出来る場所の情報提供など。（浦安市／男性／40代） 

・マンション内で助け合った（浦安市／男性／40代） 

・自治会による相談所設置（浦安市／男性／40代） 

・大きなポリタンクを貸してもらった。（浦安市／男性／40代） 

・水汲み場所を教えてもらった（浦安市／男性／40代） 

・職場でペットボトルに飲料水をもらった。管理組合で水の供給が行なわれた（浦安市／

男性／40代） 

・マンションの住民同士などや、メールなどで、いろいろと情報交換を行っていた（浦安

市／男性／40代） 

・水や電池を貰った。（浦安市／男性／40代） 

・足が悪いので色々気遣いされた（浦安市／男性／40代） 

・災害時、足を骨折していたので水を運ぶとき、手伝ってもらうなどした。（浦安市／男性

／40代） 

・気にかけてもらった（浦安市／男性／40代） 

・給水車の到着情報。水のおすそ分け。（浦安市／男性／40代） 

・自衛隊の給水情報などの情報を知らせあった。（浦安市／男性／40代） 

・困っていることなどについて、補助が必要かなど（浦安市／男性／50代） 

・管理組合の役員をしている知り合いに、復旧の見通しの情報をもらった。（浦安市／男性

／50代） 

・お互い重い水を運びあった（浦安市／男性／50代） 

・給水車やミネラルウォーターの情報。（浦安市／男性／50代） 

・給水時間のお知らせ（浦安市／男性／50代） 

・入浴（浦安市／男性／50代） 

 



・自衛隊等による給水状況や上水道の復旧状況に関する情報を交換した（浦安市／男性／

50代） 

・助けられたのではなく、助けをした。我が家の復旧後も、まだ復旧していない家の水の

補給をしてあげた。（浦安市／男性／50代） 

・水運びリレー（浦安市／男性／50代） 

・水を汲んで持って行ってあげると逆にお礼をされた。（浦安市／男性／50代） 

・マンションの自治会で備蓄の水を配ってくれた（浦安市／男性／50代） 

・給水車の配給を受けたバケツを運びカートを貸してくれた。給水車の情報をくれた。（浦

安市／男性／50代） 

・断水していない方から、給水してもらった。（浦安市／男性／50代） 

・電話やメールでの情報交換（浦安市／男性／50代） 

・ミネラルウォーターのペットボトルを譲ってもらった。下水の再開準備の際に、自力で

汚水枡の蓋が開けられない、あけ方の知恵を授けてもらった。（浦安市／男性／50代） 

・隣の人が大きな貯水桶を持っていたので、汲むのに借りた（浦安市／男性／50代） 

・近隣公園での給水活動（浦安市／男性／50代） 

・台車を貸して頂いた（浦安市／男性／50代） 

・給水所からタンクを運ぶ時に手伝ってもらった（浦安市／女性／20代） 

・水はどこに行けば汲めるか、ということやお風呂に入りにおいでと言っていただいた。（浦

安市／女性／20代） 

・声をかけてもらったりした（浦安市／女性／20代） 

・給水できる場所を教えてもらったり、断水していない地域の知人に力になると声をかけ

てもらった。（浦安市／女性／20代） 

・互いに水汲みしやすい環境を作った。（浦安市／女性／20代） 

・全く出ない時には、給水車の来る場所を教えてもらった。（浦安市／女性／30代） 

・いつどこに給水車が来ているのか教えてもらった。未使用のオシリ拭きをウエットティ

ッシュ代わりにあげた。（浦安市／女性／30代） 

・下の一階に住んでいる家の湧水を分けてもらいました。（浦安市／女性／30代） 

・ペットボトルの水を分けてもらった（浦安市／女性／30代） 

・家族からペットボトルに水をくんで持ってきてもらった（浦安市／女性／30代） 

・マンション管理組合で、非常常備用水を配布してもらった。また、会社の人に水を購入

してもらった。（浦安市／女性／30代） 

・住んでいるマンションの管理組合から常時アナウンスがあったので、どこで給水できる

かや、シャワーの提供をどこでしてもらえるかなど、情報をもらえました。（浦安市／女

性／30代） 

・近所に住む親戚から、飲料を届けてもらった。（浦安市／女性／30代） 

 



・断水解除された時外出していて情報が分からなかったが、電話で連絡をもらって分かっ

た。（浦安市／女性／30代） 

・手伝いを申し出てもらった（浦安市／女性／30代） 

・重たいバケツを持ってもらった（浦安市／女性／30代） 

・水が出ている家の方が、シャワー使う？といってくれた（浦安市／女性／30代） 

・小さい子がいるので、水汲みが大丈夫か尋ねられた。（浦安市／女性／30代） 

・給水車がくる知らせを教えてもらった（浦安市／女性／30代） 

・メールで連絡や役立ち情報等（浦安市／女性／30代） 

・どこで水をもらえるかを教えてもらった。ミネラルウォーターを分けてもらった。（浦安

市／女性／30代） 

・給水車がすいている時間を教えてくれた。（浦安市／女性／30代） 

・メールで給水の情報をもらったり、近隣の銭湯やコインランドリーの情報をもらったり

した（浦安市／女性／30代） 

・赤ちゃん用のお水をわけてもらった。避難中も、子連れという事で声をかけていただい

た。（浦安市／女性／30代） 

・乳幼児がいるので水をわけてもらったりした。（浦安市／女性／30代） 

・ペットボトルの水や汲み置きの水を分けてもらった（浦安市／女性／30代） 

・隣の家の方が他の場所に避難するということで、買いだめしていたお水をたくさんくれ

た。（浦安市／女性／30代） 

・自衛隊の方がお水を持ってきてくださるので、その場所や時間などをおしえてもらった。

また、多くの地元のボランティアの方が、給水所でお手伝いをされていたので、混乱な

く、毎回お水をもらうことができた。（浦安市／女性／30代） 

・生活用水を運ぶのを手伝ってもらった  銭湯に連れて行ってもらった お弁当の差し

入れがあった（浦安市／女性／40代） 

・学生時代の友達が広島から水や必要な物はないかと尋ねて来てくれて送ってくれた。ブ

ログでお付き合いのある九州の友達が水を送ってくれた。（浦安市／女性／40代） 

・遠くから持ち帰った水を分けてもらった（浦安市／女性／40代） 

・子供のいる人などに声をかけた（浦安市／女性／40代） 

・自治会の役員でしかも防災防犯の係だったので、常に役員と連絡をとりながら飲料水や

非常食、簡易トイレの配給などを行い、マンションのタンクからも数回に分けて飲料水

の配給を行った玄関に黒板を設置して、市からの情報などを張り出したりして情報を提

供しました（浦安市／女性／40代） 

・早く水道が復旧した市内の友人からお風呂に入りにきたら？と声をかけてもらった（浦

安市／女性／40代） 

・留守にするときに連絡先を交換したり、情報交換をした（浦安市／女性／40代） 

・洗濯をひきうけてもらった（浦安市／女性／40代） 



・集合住宅なので自治会に防災部があり、給水情報や銭湯、コインランドリーなどの情報

を教えてもらった。（浦安市／女性／40代） 

・お風呂は私の家で、食事は友達の家で一緒にして水を節約した。（浦安市／女性／40代） 

・お隣のお宅が鮮魚店で働いているので、そこから大量のお水を分けてもらった。親戚が

ミネラルウォーターをたくさん送ってくれた。（浦安市／女性／40代） 

・シャワー、洗濯機を使わせて貰った。（浦安市／女性／40代） 

・銭湯の情報や水を汲める場所の情報を交換し合ったりした。（浦安市／女性／40代） 

・我が家にないものを貸してくれた（浦安市／女性／40代） 

・隣の方から、ペットボトルを一箱いただいた。（浦安市／女性／40代） 

・雑排水の給水場で手伝いをしてもらった（浦安市／女性／40代） 

・最初どこでどうしていいのかわからなかったとき、歩いている人に水がくめるところを

教えてもらった（浦安市／女性／40代） 

・お互い様だけど、水の調達についての話をして励ましあった（浦安市／女性／40代） 

・水を分けてもらった。どこで給水できるか教えてもらった。（浦安市／女性／40代） 

・お風呂に誘っていただいた（浦安市／女性／40代） 

・現状サバイバル的情報交換・液状化噴出土砂掃除（浦安市／女性／40代） 

・大丈夫と声をかけていただいた。両親は就業中で不在にしていたが、自宅にいた中２の

息子を保護してくださった。お水を分けてくださった。（浦安市／女性／40代） 

・水を汲みに行く際、バケツを貸してあげましょうかと言われた。（浦安市／女性／40代） 

・同じ浦安市内で近くのマンションでも早く水がでたところもあったので、入浴しにくる

ように言われたり、当初は給水車でもらえる水の制限があり、何度もいかなくてはいけ

なかったが、水道水？？で大量にもらえるところの場所を教えてもらったり、それをい

れるタンクもなかったので貸してあげるといわれた。（浦安市／女性／40代） 

・トイレやお風呂を借りたり、飲料水をわけてもらったりした（浦安市／女性／40代） 

・浦安市でも断水されなかった地域があり、そこに住む友人に分けてもらった（浦安市／

女性／40代） 

・給水車の情報を教えたり、教えられたりした。（浦安市／女性／50代） 

・自治会の班長さんが情報をくれた。（浦安市／女性／50代） 

・先に水道が使えるようになったお宅から、お風呂などに誘ってもらった（行かなかった

けど）（浦安市／女性／50代） 

・会うたびに励まされた（浦安市／女性／50代） 

・給水車が来る前に、破裂した水道管から水が汲めることを教えてもらった。（浦安市／女

性／50代） 

・自宅の風呂に入りに来るように進められ、大変ありがたかった。（浦安市／女性／50代） 

・マンションでの水の配布を教えてもらった（浦安市／女性／50代） 

 



・断水していない友人の家で洗濯させてもらってとても助かったので我が家の断水が解除

された時にはまだ断水している友人に洗濯にきてもらった（浦安市／女性／50代） 

・水が足りてるか、連絡をもらった。（浦安市／女性／50代） 

・お風呂に入りに来るよう言われた。（浦安市／女性／50代） 

・水の給水状況、場所、時間など。（浦安市／女性／50代） 

・お風呂を使うよう電話を下さった（浦安市／女性／50代） 

・近くの商店の井戸水を利用させていただいた、水道管が破裂して水の出ている場所など

を教えてもらった。（浦安市／女性／50代） 

・どこの水道が出るかとか給水の時間等情報を教えてもらった（浦安市／女性／50代） 

・給水車を待ちながらおしゃべりしたのが助けになりました。集合住宅の管理組合の放送

で情報を流してくれ、心強く思いました。（浦安市／女性／50代） 

・ボトルの水を融通、給水を伝える、水の出るようになった御宅で洗濯をさせてもらった

（浦安市／女性／50代） 


