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１．５Ｋトイレの払拭と学校の再生
　1996 年の夏に、学校のトイレが子どもたちから５Ｋ（汚

い・暗い・臭い・怖い・壊れている）と嫌われ、また排

便をすると冷やかされたり、いじめられたりすることか

ら、排便を我慢する子どもが多く、子どもたちの健康に

及ぼす悪影響を懸念する新聞記事を目にしたことが、「学

校のトイレ研究会」設立の動機でした。子どもたちが安

心して使用できる、清潔で明るく快適なトイレづくりの

実現を目指して、冊子の発行やフォーラム・セミナーの

開催、講演活動などを 10 年間行ってきました。

　私たちの活動に賛同いただいた東北から九州までの公

立小学校 18 校のトイレ調査を 1996 年末から実施したの

をかわきりに、冊子の取材や講演などを通じて 100 校以

上の学校を訪問し、教育委員会や教職員の人たちから学

校が抱えるさまざまな問題を聞いてきました。その中で

「トイレが荒れると学校が荒れてきます。トイレは学校

を映す鏡です」と話された校長たちの言葉に、老朽化し

たトイレが、子どもたちのいじめや、施設の損壊、ひい

ては学校の荒廃を引き起こす間接的な要因になっている

のではないか。トイレをはじめ学校の環境を良くすれば、

学校生活がもっと快適になり、「いじめ」や ｢ 破損行為 ｣

をなくし、学校を蘇らせることができるのではないかと

思うようになりました。

　確信を持つようになったのは、1998 年に神戸市教育

委員会と日本トイレ協会主催による「学校トイレ文化

フォーラム IN 神戸」のイベントのひとつ、全国の小中

学生を対象にした「学校トイレ作文コンクール」でした。

２千数百の応募作の中には、後に NHK 教育テレビの「中

学生日記」でドラマになったすばらしい作文もありました

が、私の目をくぎづけにしたのは、東北地区のある知的障

害児施設の子どもたちの作文と先生の添え書きでした。添

え書きには、施設の子どもたちに「トイレのことを書いて

みる？」と話したら、通常は文字を書くことを嫌う子ども

たちが、全員書いてくれたとのことでした。大きなマス目

の原稿用紙に書かれた作文は文章にはなっていませんでし

た。中には絵を書いた子どももいました。自分の思いを文

章にすることが不得手な彼らが書いた文字や絵からは、ど

の入選作文にもましてトイレに関する強烈な思いが伝わっ

てきました。

　このことから私は、学校で問題を起こしている子ども

たちもトイレは清潔で快適な場であって欲しいと思って

いるに違いない。また勉強が不得手な子どもたちや目立

たない子どもたちも、トイレ改善に関しては意見をいえ

るに違いない。子どもたち全員が願っていることをみん

なで議論し解決していくことは、コミュニケーションに

よる信頼関係の醸成と、連帯感を育むのではないか。ま

たトイレ改修の企画段階から子どもたちに参加してもら

えば、健康、環境、福祉、歴史、建築、地域社会など、

さまざまなことをトイレから学ぶことができるのではな

いか。さらに子どもたちは全員が参加し、完成した清潔

で明るく快適なトイレを目の当たりにしたとき、完成の

喜びを共有し、トイレに愛着を持ち大切に使ってもらえ

るのではないか。児童・生徒参加型トイレづくりは、学

校を再生させるのではないかと思うに至りました。

参加型トイレづくりの効果と学校トイレの役割
学校のトイレ研究会事務局長　髙嶋弘明

Vol.1/1997
「望ましい小学校のトイレ環境」
　～既存トイレのリニューアル～
小学校トイレの実態調査レポート
トイレ計画のチェックポイント
新しいトイレづくりの提案
トイレリニューアル事例
　藤沢市鵠沼小学校
　新宿区立西戸山小学校

Vol.2/1998
「明日の学校トイレ」
　～子供たちの要望に応える　小・中学校の
　　トイレづくり～
こんなトイレがほしい
　小中学生のヒアリング
こうして改修した私たちのトイレ
　藤村女子中学校、金沢市立鳴和中学校
これからの学校トイレ計画
　予条件の整理からメンテナンス計画まで

Vol.3/2000
「みんなでつくる学校トイレ」
　～心のバリアをとりのぞく～
人間工学の立場から考える学校のトイレと
バリアフリー（千葉工業大学　上野義雪）
世田谷区学校トイレ改修プロジェクトに参画して
事例レポート /東京都世田谷区、横須賀市、　
　　　　　　　京都市

/東大阪市繩手小学校、
　　　　　　　佐賀県神埼中学校
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２．効果が大きい参加型トイレづくり
　参加型トイレづくりを実践した教育委員会と学校の取

り組みは、過去に発行した冊子でも紹介してきましたが、

単なるトイレ改修から参加型トイレづくりによる学校の

活性化、さらに本誌で掲載した戸田市のように、まちづ

くりの一貫としての取り組みへと、学校トイレへの役割

と期待が大きくなってきました。2004 年に学校のトイ

レ研究会が、全国の区・市・町教育委員会に実施したア

ンケート調査では、12％の自治体が子どもたちの意見を

反映したトイレづくりを行っており、その輪は着実に広

がっています。

　参加型トイレづくりの手法に定番はありませんが、流

れは大きく次の４つになります。

①問題点の抽出（興味・関心をいだく）

②解決策の検討とイメージづくり（主体性・創造性を培う）

③完成の喜び（共感・感動を得る）

④大切に使う心（公徳心の芽生え）

　また、参加型トイレづくりは「総合的な学習の時間」

のテーマとしても成果が期待できます。「総合的な学習

の時間」は、自ら考え、実践する学びのプロセスともい

われていますが、学校生活で子どもたちや教職員全員の

困りごとを、単なる改善でなく自分たちが希望する状態

に新しく劇的に変えていくことは、子どもたちだけで

なく誰もが胸をときめかせながら取り組むことができる

テーマです。まず、現在使用しているトイレの問題点を

探ることから子どもたちはトイレに関心を持ちます。次

にどのようなトイレにするのか、プランニングの段階で

障害を持った子どもや地域の人たちも使うことを想定し

て、バリアフリーやユニバーサルデザインを学び、福祉

や人権の問題を理解することができます。便器や洗面器

の節水や下水処理を学ぶことで、身近な環境問題を学ぶ

ことができます。

　さらに古代文明都市の遺跡に水洗トイレの遺構がある

ことや、国や文化によってトイレが異なることから歴史

や国際を学ぶことができます。このようにトイレは教材

の宝庫でもあります。

　最後に子どもたちは完成の喜びをみんなで分かちあ

い、みんなでつくったトイレはいつまでも大切に使って

いこうという公徳心が芽生えます。

　参加型トイレづくりを行った学校から、さまざまな成

果が伝わってきます。トイレ改修の委員会に応募して、

活動した児童が、完成後に彼らの取り組みを市内の弁論

大会で発表したところ、入賞して、親や先生たちの目を

見張らせたこと。美術の時間に子どもたちが制作したト

イレのサインを、子どもたちに選んでもらったところ、

日頃は目立たない子どもの作品が選ばれ、その後は積極

的になったこと。トイレ掃除を怠けていた子どもたちが、

一生懸命に掃除をするようになったことなどを聞くにつ

れて、参加型トイレづくりの効果を実感します。

３．教育を支える人たちのチャレンジ
　学校トイレの改善は、自治体や教育委員会の組織によ

るものだけではありません。PTA の有志による「トイレ

スタッフ」のトイレ美化活動に、子どもたちや先生方が

参加するようになり、やがて学校を動かし行政を動かし

て、トイレの改修に結びついた小学校。市内の父兄と教

師のグループによるセミナーの開催や、署名を集めた請

願等が行政を動かして、市内の公立学校トイレの一連の

改修に繋がったことなど、地域の教育に思いをよせる人

たちの地道な活動も学校の大きな支えとなっています。

　その中で、公立学校事務職員の有志で構成する山梨県

教育財政研究会の活動をご紹介します。彼らは、山梨県

内市町村の教育費実態調査や個人情報管理のあり方、危

機管理など、教育財政をはじめ学校の課題についての問

Vol.4/2001
「変わりはじめた学校トイレ」
　～学校から地域にひろがる環境づくり～
環境向上への取組み
　神戸山手女子中学高等学校
　福岡県山田市
　山梨県教育財政研究会
　山梨県甲西町
追跡トイレ改修その後
学校トイレのメンテナンス
最新改修事例 /郷荘中学校、和田小学校

Vol.5/2002
「いつまでもきれいな学校トイレ」
　～快適でメンテナンスしやすいトイレをつ
　　くろう～
さまざまに展開する学校トイレの改修…自治
体の取組み
　大分市、大阪府和泉市、鹿児島県金峰町
学校トイレの器具、部材の正しい選び方
最新事例 /東京高等学校、相模原市夢の丘
　　　　　小学校

Vol.6/2003
「多様化する学校トイレ」
　～トイレづくりは教育環境づくり～
富山県下のさまざまな活動
　富山市立光陽小学校、砺波市立出町小学校
総合学園のトータルな試み…昭和女子大学
各地の取組み
　埼玉県松伏町立松伏中学校、
　茅ヶ崎市立松林小学校
障害児に優しい学校の建物・設備の条件
子どもたちの手による日常メンテナンスの方法
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題提起や提言を、「豊かな教育を子どもたちに」と題す

る研究誌にまとめて、毎年県内の小中学校などに配布し

ています。トイレへの取組みは 1997 年に学校トイレを

扱った新聞記事を編集会議で取り上げたのが始まりでし

た。この年から２年続けて、それまで見過ごしていたト

イレの改善策などを現場の視点で提言しました。

　翌年には、問題の深さを広く訴えるために教育関係者

だけでなく、県民も対象にした「学校トイレセミナー」

を山梨県で開催しました。新聞やテレビでセミナーが報

道され、山梨県内でこの問題に関する認識が急速に広が

り、トイレを見直す学校が増えました。トイレの改善に

呼応するように校舎のガラスや施設の破損が激減し、そ

の結果、予算に余裕が生まれ、余った修繕費で花を購入

して教室に飾ったり、ミニ庭園をつくった学校もありました。

　各自治体に共通する課題として、教育・環境・医療福祉・

まちの活性化などがありますが、あらゆることの基盤を

なすのが教育といわれています。学校が抱えている問題

を、関係者だけでなく、広く地域の人たちに理解と協力

を求めながら解決を図っていく、そのための研究誌での

問題提起や提言、公開セミナーの開催は、これからの地

域の中での学校のあり方を示しているのではないかと思

います。毎年発行される「豊かな教育を子どもたちに」は、

教育関係者だけでなく行政や企業においても参考になる

研究誌です。

４．今後の課題　避難所としての学校トイレ
　阪神・淡路大地震や中越地震では、避難所に指定され

た学校の水洗トイレが使用できずに避難者に苦渋を強い

ました。共同通信が中越地震の直後に実施した避難住民

アンケートでは、避難所で改善して欲しい要望の内、ト

イレ改善の希望が極めて高く 56％を占めました。またト

イレを我慢するために水分を控え、エコノミー症候群を

引き起こす一因ともなりました。

　このように、避難所の水洗トイレの機能の確保は飲料

水や食事と同様に切実な問題になっています。日本トイ

レ協会が 2006 年に実施した「災害・学校トイレアンケー

ト調査」によると、自治体の 95％以上が公立学校を避難

場所にしていますが、避難場所対策としてトイレ整備を

行っている自治体は 30％に過ぎず、整備の内容も災害用

簡易トイレの備蓄や仮設トイレによる対応が中心となっ

ています。したがってプライバシーの問題や、夜間や荒

天時の屋外での使用など、高齢者や障害者、幼児だけで

なく、健常者にも使いづらく、また自治体にとっては緊

急時の仮設トイレの調達と汚物処理の問題が残されてお

ります。抜本的な対策を図るには、災害時でも機能する

ライフラインの構築による既設水洗トイレの活用が急が

れます。

　日本トイレ協会が 2005 年に自治体を対象に実施した

アンケート調査では、すぐにでも上下水道の耐震化を図

り、水洗トイレの継続使用を図るべきと回答した自治体

は 23％に過ぎず、将来的には必要であるが現状では仮設・

携帯トイレで対応すればよいとの回答が過半数を占めて

います。背景に自治体の財政事情がありますが、震災の

たびに避難所のトイレ問題が指摘されながらも、抜本的

な対策に踏み切れないことに、もどかしさを感じます。

　上下水道本管や下水処理場だけでなく、校舎の建築時

はもとより、トイレ改修時にバリアフリーと給排水管や

継手の耐震化も図ると、避難時に校舎内のバリアフリー

トイレが使用でき、トイレの苦痛も緩和されます。財

政支出をともないますが学校を教育の場としてだけでな

く、地域の教育・文化・情報・福祉等の交流拠点とし、

さらに避難所としての機能を付加して有効活用を図れば

地域が活性化し、明るく、安心して住めるまちづくりへ

と発展して行くのではないでしょうか。

Vol.7/2004
「レベルアップする学校トイレ」
　～Kの追放からQの追求へ～
自治体の取り組み
　滋賀県栗東市、群馬県太田市、
　神奈川県横須賀市、東京都世田谷区
事例レポート
　豊中市立千成小学校、三重県立津高等学校
子どもたちと教職員が一緒に行う定期メンテ
ナンスの方法

Vol.8/2005
「地域から生まれる新しい学校トイレ」
～進む学校トイレのパブリック化～
トイレから変わる学校と地域
　全国の区、市、町教育委員会アンケート調査
災害時の避難場所、地域開放を踏まえたトイ
レづくりのケーススタディ
　北海道、札幌市、呉市、宝塚市、宜野湾市
みんなにやさしい学校トイレのつくり方
照明計画のチェックポイント
プロの手による特別メンテナンス

Vol.9/2006
「地域との絆を深める学校トイレ」
　～みんなが集まる学校に～
ユニバーサルデザインの学校づくり
岡山市教育委員会と学校の取り組み
防災拠点施設としての小学校体育館改修
いつまでも明るく清潔なトイレづくりのため
のチェックリスト




