
空間建材～設備機器～清掃メンテナンスまで

一貫した研究体制を確立

学校のトイレ研究会活動の３本の柱

学校のトイレ研究会が１９９６年発足以来、調査・研究を重ねてきた知見をベースに、
空間・設備・清掃メンテナンスのあり方や具体的なノウハウを一冊にまとめました。
毎年発行してきました研究誌のエッセンスを集めた総集編です。より良い学校トイレ
環境づくりの一助になれば幸いです。

学校トイレノウハウブック

右から有村前大臣、河村研究会事務局長学校のトイレ研究会講演会全国展開 内閣官房「暮らしの質」向上検討会

１９９０年代、オフィスや商業施設のトイレが次々ときれいで快適になっていく中、本来なら最も衛生的であって欲しい学校トイレ
が取り残され、数多くの現場を調査した結果、まさに５Ｋ（臭い・汚い・怖い・暗い・壊れている）の温床であり、すさまじい状況でした。
これはもう一企業努力ではどうにもならないと考え、内装建材から衛生設備、清掃メンテナンスにいたるまでのトイレ関連企業が結
束し、１９９６年に学校のトイレ研究会を発足いたしました。

学校のトイレ研究会はとにかく現場に足を運
び、その実態を把握し、子どもたちを中心に、
教職員や用務主事の方、ＰＴＡや地域住民の
方々、そして改善に取り組まれる自治体や設計
の方々の声を聞くことを第一に、調査・研究を
継続してきました。

誰でも使いやすくをテーマに掲げることは簡単ですが、それを具体的に実現
することが重要です。学校のトイレ研究会とその参画企業では、脊髄損傷や
片麻痺、脳性麻痺の方、オストメイトや親子連れなどトータル３００人以上
のモニターの方々にご協力いただき、トイレ内の動作検証を研究してきまし
た。子どもたちには子どもたちに適した寸法があります。これらに基づき、
空間寸法や器具、手すりの位置を提案してまいりました。

トイレの本当のキレイ・汚いとは？ 学校のトイレ研究会では衛生性にお
ける科学的検証を実施してきました。感覚的清潔感と実際の衛生性には違
いがあります。科学的根拠に基づいて子どもたちを感染から守り、またそ
れを教育してく必要があります。
Ｐ６　  衛生性を科学する１  とＰ９     衛生性を科学する２  をご参照く
ださい。

学校のトイレ研究会は、子どもたち、教職員、ＰＴＡ、
自治体、設計、地域住民の６つの視点から学校トイ
レのあるべき姿を追求してきました。子どもたちは
トイレを選べません。今後とも子どもたちの気持ち
に寄り添って考えていくことを第一に研究活動を継
続してまいります。これまで、研究誌の取材やアン
ケートにご協力くださいました方々に、あらためて
深く御礼申し上げます。

子どもたち

毎日の生活の場

地域住民
災害避難時の
生活の場

自治体

社会基盤
創出の場

教職員
教育の場であり
リフレッシュの場

設計
快適空間
創出の場

PTA
健やかな成長を
願う場

2014

年度

2013

主な講演 主な調査

１.学校現場の声を聞く

２.ユニバーサルデザインを追求する

３.衛生性を科学する 学校のトイレ研究会の会長の鎌田です。大学での勤務が人生の過半を占めており、主に、建築空気環境・
水環境およびそれらに関連する設備の研究・教育に従事してまいりました。私が給排水設備やトイレに
関係したこれまでの仕事としては、以下のようなものです。①「卵形管」の開発（私がメーカーから初めて受
けた委託研究で、少ない水量でも汚物を搬送する性能が優れている）、②汚物の搬送性能試験法の提案（前記
実験法を応用した便器から排出された汚物に関する試験法）、③トラップの封水を保護する通気方法の提
案（東京ドームのような加圧空間に設置された便器など）、④東京大学建築学科の製図室内にトイレを設
置。最後の件は、当時開発のお手伝いをしていた圧送排水システムを利用して設置したトイレのことで
す。製図室は卒業設計時などに寝泊まりする者が出る上、女子学生が急増して便器数が不足していまし
た。改築・増築時まで問題なく使用いただいたことが懐かしく思い出されます。学校のトイレは、ご存じの
通り一般建物のトイレと比較して実に多くの問題を抱える一方、学校が避難場所となったときに備え、十
分に活用できるものでなくてはなりません。私は過去の研究会の各種成果を活用し、会員各企業との連携
をはかりつつ、少しでも今後の学校トイレの環境改善につながるための活動を推進していきます。皆さま
には今後ともよりいっそうのお力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

学校のトイレ研究会とは

2012

2011

2010

2009

2008
～1996

東京都用務主事座談会
全国1,792自治体学校トイレアンケート

全国1,756自治体学校トイレアンケート

養護教諭アンケート、座談会
全国1,742自治体トイレ学校アンケート

岩手県・宮城県被災地避難所トイレ調査
全国1,738自治体学校トイレアンケート

全国高校トイレ実態調査
和泉市立伯太小学校166名改修前後アンケート
全国公立小中学校1,000校アンケート 
全国1,872自治体学校トイレアンケート

中国建築学会（北京）で公演

内閣官房「暮らしの質」向上検討会にて講演
全国トイレシンポジウム

2015 全国公立小中学校2,000校アンケート
全国1,741自治体学校トイレアンケート

文部科学省＆学校のトイレ研究会　勉強会
用務主事全国大会

2016

2017

熊本避難所トイレ調査
全国公立小中学校5,000校アンケート
全国1,787自治体学校トイレアンケート

全国1,787自治体学校アンケート調査
東京都豊島区小中学校９４９名改修後アンケート

東京土建「あだちトイレサミット」にて講演
大阪・群馬・広島にて研究会講演会開催
横浜市の学校事務職員の方々と合同研修会

全国１２会場で研究会講演会開催
内9ヶ所で内閣府(防災担当)参事官補佐の
基調講演ご登壇

学校のトイレ研究会講演会 全国展開開始
兵庫県公立学校施設整備期成会研修会
東京都学校用務主事勉強会
近畿地区公立学校建築技術協議会
青森市教育委員会勉強会

鎌倉トイレフォーラム2010
文部科学省内講演会
スクール・ニューディール構想説明会
全国首長連携交流会

会長挨拶

活動経緯

2010年研究誌取材より

2011年研究誌より

2013年研究誌より

・北海道建築設計会議技術研修会
・青森県公立学校施設整備事務担当者研修会
・東京都公立小学校事務職員研究協議会研修会
・山梨県公立学校施設整備担当者研修会
・茨城県公立学校施設整備期成会講演会
・神奈川県義務教育諸学校事務研究協議会
・徳島県公立小中学校事務職員研究大会
・北海道公立学校施設整備事務主管課長会議
・富山県市町村公立学校施設整備担当者研修会
・島根県公立学校施設整備担当者研修会
・北海道公立小中学校事務研究大会
・岐阜県公立学校施設整備期成会理事会

・全国自治体2,635か所 学校トイレアンケート
・学校トイレの清掃・管理についての
 全国小中学校用務主事79名アンケート
・東京都武蔵野市の中学校188名アンケート
・石川県金沢市の中学3年生112名アンケート
・神戸市の中高一貫校生徒1,232名アンケート
・横須賀市小中学校11校児童生徒アンケート
・東京都世田谷区小中学校3校児童生徒アンケート
・障がいをお持ちのお子様のトイレ内動作検証
・山梨県の中学校生徒２１１名アンケート
・東京都の小学校児童３２１名アンケート
・全国公立小学校１８校実態調査

学校のトイレ研究会 会長
東京大学名誉教授

鎌田 元康
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空間建材～設備機器～清掃メンテナンスまで

一貫した研究体制を確立

学校のトイレ研究会活動の３本の柱

学校のトイレ研究会が１９９６年発足以来、調査・研究を重ねてきた知見をベースに、
空間・設備・清掃メンテナンスのあり方や具体的なノウハウを一冊にまとめました。
毎年発行してきました研究誌のエッセンスを集めた総集編です。より良い学校トイレ
環境づくりの一助になれば幸いです。

学校トイレノウハウブック

右から有村前大臣、河村研究会事務局長学校のトイレ研究会講演会全国展開 内閣官房「暮らしの質」向上検討会

１９９０年代、オフィスや商業施設のトイレが次々ときれいで快適になっていく中、本来なら最も衛生的であって欲しい学校トイレ
が取り残され、数多くの現場を調査した結果、まさに５Ｋ（臭い・汚い・怖い・暗い・壊れている）の温床であり、すさまじい状況でした。
これはもう一企業努力ではどうにもならないと考え、内装建材から衛生設備、清掃メンテナンスにいたるまでのトイレ関連企業が結
束し、１９９６年に学校のトイレ研究会を発足いたしました。

学校のトイレ研究会はとにかく現場に足を運
び、その実態を把握し、子どもたちを中心に、
教職員や用務主事の方、ＰＴＡや地域住民の
方々、そして改善に取り組まれる自治体や設計
の方々の声を聞くことを第一に、調査・研究を
継続してきました。

誰でも使いやすくをテーマに掲げることは簡単ですが、それを具体的に実現
することが重要です。学校のトイレ研究会とその参画企業では、脊髄損傷や
片麻痺、脳性麻痺の方、オストメイトや親子連れなどトータル３００人以上
のモニターの方々にご協力いただき、トイレ内の動作検証を研究してきまし
た。子どもたちには子どもたちに適した寸法があります。これらに基づき、
空間寸法や器具、手すりの位置を提案してまいりました。

トイレの本当のキレイ・汚いとは？ 学校のトイレ研究会では衛生性にお
ける科学的検証を実施してきました。感覚的清潔感と実際の衛生性には違
いがあります。科学的根拠に基づいて子どもたちを感染から守り、またそ
れを教育してく必要があります。
Ｐ６　  衛生性を科学する１  とＰ９     衛生性を科学する２  をご参照く
ださい。

学校のトイレ研究会は、子どもたち、教職員、ＰＴＡ、
自治体、設計、地域住民の６つの視点から学校トイ
レのあるべき姿を追求してきました。子どもたちは
トイレを選べません。今後とも子どもたちの気持ち
に寄り添って考えていくことを第一に研究活動を継
続してまいります。これまで、研究誌の取材やアン
ケートにご協力くださいました方々に、あらためて
深く御礼申し上げます。

子どもたち

毎日の生活の場

地域住民
災害避難時の
生活の場

自治体

社会基盤
創出の場

教職員
教育の場であり
リフレッシュの場

設計
快適空間
創出の場

PTA
健やかな成長を
願う場

2014

年度

2013

主な講演 主な調査

１.学校現場の声を聞く

２.ユニバーサルデザインを追求する

３.衛生性を科学する 学校のトイレ研究会の会長の鎌田です。大学での勤務が人生の過半を占めており、主に、建築空気環境・
水環境およびそれらに関連する設備の研究・教育に従事してまいりました。私が給排水設備やトイレに
関係したこれまでの仕事としては、以下のようなものです。①「卵形管」の開発（私がメーカーから初めて受
けた委託研究で、少ない水量でも汚物を搬送する性能が優れている）、②汚物の搬送性能試験法の提案（前記
実験法を応用した便器から排出された汚物に関する試験法）、③トラップの封水を保護する通気方法の提
案（東京ドームのような加圧空間に設置された便器など）、④東京大学建築学科の製図室内にトイレを設
置。最後の件は、当時開発のお手伝いをしていた圧送排水システムを利用して設置したトイレのことで
す。製図室は卒業設計時などに寝泊まりする者が出る上、女子学生が急増して便器数が不足していまし
た。改築・増築時まで問題なく使用いただいたことが懐かしく思い出されます。学校のトイレは、ご存じの
通り一般建物のトイレと比較して実に多くの問題を抱える一方、学校が避難場所となったときに備え、十
分に活用できるものでなくてはなりません。私は過去の研究会の各種成果を活用し、会員各企業との連携
をはかりつつ、少しでも今後の学校トイレの環境改善につながるための活動を推進していきます。皆さま
には今後ともよりいっそうのお力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

学校のトイレ研究会とは

2012

2011

2010

2009

2008
～1996

東京都用務主事座談会
全国1,792自治体学校トイレアンケート

全国1,756自治体学校トイレアンケート

養護教諭アンケート、座談会
全国1,742自治体トイレ学校アンケート

岩手県・宮城県被災地避難所トイレ調査
全国1,738自治体学校トイレアンケート

全国高校トイレ実態調査
和泉市立伯太小学校166名改修前後アンケート
全国公立小中学校1,000校アンケート 
全国1,872自治体学校トイレアンケート

中国建築学会（北京）で公演

内閣官房「暮らしの質」向上検討会にて講演
全国トイレシンポジウム

2015 全国公立小中学校2,000校アンケート
全国1,741自治体学校トイレアンケート

文部科学省＆学校のトイレ研究会　勉強会
用務主事全国大会

2016

2017

熊本避難所トイレ調査
全国公立小中学校5,000校アンケート
全国1,787自治体学校トイレアンケート

全国1,787自治体学校アンケート調査
東京都豊島区小中学校９４９名改修後アンケート

東京土建「あだちトイレサミット」にて講演
大阪・群馬・広島にて研究会講演会開催
横浜市の学校事務職員の方々と合同研修会

全国１２会場で研究会講演会開催
内9ヶ所で内閣府(防災担当)参事官補佐の
基調講演ご登壇

学校のトイレ研究会講演会 全国展開開始
兵庫県公立学校施設整備期成会研修会
東京都学校用務主事勉強会
近畿地区公立学校建築技術協議会
青森市教育委員会勉強会

鎌倉トイレフォーラム2010
文部科学省内講演会
スクール・ニューディール構想説明会
全国首長連携交流会

会長挨拶

活動経緯

2010年研究誌取材より

2011年研究誌より

2013年研究誌より

・北海道建築設計会議技術研修会
・青森県公立学校施設整備事務担当者研修会
・東京都公立小学校事務職員研究協議会研修会
・山梨県公立学校施設整備担当者研修会
・茨城県公立学校施設整備期成会講演会
・神奈川県義務教育諸学校事務研究協議会
・徳島県公立小中学校事務職員研究大会
・北海道公立学校施設整備事務主管課長会議
・富山県市町村公立学校施設整備担当者研修会
・島根県公立学校施設整備担当者研修会
・北海道公立小中学校事務研究大会
・岐阜県公立学校施設整備期成会理事会

・全国自治体2,635か所 学校トイレアンケート
・学校トイレの清掃・管理についての
 全国小中学校用務主事79名アンケート
・東京都武蔵野市の中学校188名アンケート
・石川県金沢市の中学3年生112名アンケート
・神戸市の中高一貫校生徒1,232名アンケート
・横須賀市小中学校11校児童生徒アンケート
・東京都世田谷区小中学校3校児童生徒アンケート
・障がいをお持ちのお子様のトイレ内動作検証
・山梨県の中学校生徒２１１名アンケート
・東京都の小学校児童３２１名アンケート
・全国公立小学校１８校実態調査

学校のトイレ研究会 会長
東京大学名誉教授

鎌田 元康

学校トイレに求められること

P4
学校トイレの

現状と目指す姿

適切な学校トイレづくり

清掃メンテナンス
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