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学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生

活の場であることから、障害のある児童生徒を受け入れ

ることを中心にバリアフリー化をすすめ、同時に、地域

解放や災害避難場所となることを想定し、児童生徒、教

職員、保護者、地域住民等の様々な人々が利用しやすい

ように、ユニバーサルデザインの観点から計画・設計す

るよう努めることが重要です。

また、法令の改正、文部科学省による指針の作成が行

われ、学校トイレに関しても、ユニバーサルの視点から、

さまざまな配慮が求められています。

みんなにやさしい学校トイレのつくり方
東陶機器㈱
前田智子

学校のトイレも障害のある児童生徒の受け入れを中心に
バリアフリー化を進めましょう

いわゆる｢障害者トイレ｣をもっと、多くの人にとって便利な
｢多目的トイレ｣に変えていきましょう。

＜関連する法令・条例など＞
高齢者、身体障害者等が円滑に利用で
きる特定建築物の建築の促進に関する
法律（ハートビル法）

国土交通省 H14.7改正
H15.4施行

特定建築物
(努力義務対象)

車いすトイレの設置、
手すりの設置など

都道府県・市町村 ※各都道府県市町村建築家にご確認ください

文部科学省 ― ― 車いすトイレの設置、
手すりの設置など

各都市まちづくり条例

学校施設バリアフリー化推進指針

高齢者・身体障害者の利用を配慮した建築設計標準より 学校施設バリアフリー化推進指針より

スペースの広いトイレは、車いすの方だけでなく、ベ

ビーカーを引いた乳幼児連の方、また、その際のおむつ

交換などに便利です。「身障者トイレ」を「多目的トイ

レ」に変え、併せて、誰もが使いやすいムードを盛り上

げていきましょう。

※「多目的トイレ」について 
パブリックトイレにおける、車いす使用者が使える独立型の広めのトイ

レについて、ここ数年で、様々な方への配慮が整備されてきています。

身障者トイレ・車いす対応トイレ・車いす使用者用便房・多機能便房

（トイレ）・誰でもトイレなど、様々な呼び方がされて

いますが、身体障害者や車いす使用者“専用”のイメー

ジをなくし、“だれもが気兼ねなく様々な目的で利用で

きる”トイレとして、このコラムでは「多目的トイレ」

と呼んでいます。
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ハートビル法の改正や各市町村でのまちづくり条例の改正により、学

校施設においても、みんなにやさしい学校トイレへの取り組みが見られ

るようになりました。また、ここ近年の災害で避難場所としての学校利

用が注目されるようになり、ますます、施設のバリアフリー化、ユニバ

ーサルデザインへの対応が求められるようになっています。

本稿では、みんなにやさしい学校トイレづくりに向けて、学校全体の

トイレ計画から、多目的トイレ設計（どのような設備が必要なのか、な

ぜ必要なのか）までをご紹介します。

車いすの方も、本当は男女別に分かれたトイレを使い

たいのです。また、「多目的トイレ」と同様に、「スペー

スの広いトイレブース」は、車いすの方だけでなく、ケ

ガをした児童生徒やベビーカーを引いた乳幼児連れの方

などにも便利です。出入口幅や洗面器下部の空間の確保、

手すりの設置など、少しの工夫でみんなが使えるトイレ

になるのです。

トイレ内の機能が複雑化する中で、不特定多数の方が

利用する公共性の高いパブリックトイレは“どこのトイ

レに行っても、誰もがわかりやすく使いやすいこと”が

大切です。

そのためには、公共性の高い学校トイレの設計におい

ても、一定の“共通ルール”が必要であると考えます。

また、操作ボタン・紙巻器の設置位置は、 便器に座っ

た状態 車椅子に座った状態 立位の状態のいずれ

の状態からも操作可能なように配慮する必要がありま

す。

一般トイレも、ケガをした児童生徒や車いすの方などにも
使えるように工夫しましょう。

出典：建築設計標準　プラン例より

車いす対応一般便房（簡易型多機能便房）

多目的トイレ
（多機能トイレ）

パブリックトイレの共通ルールをつくりましょう

腰掛便器周りの操作系設備の設置位置は、便器の左右
いずれか一方の横壁面の操作しやすい位置にまとめて設
置し、
１．便器に座った状態
２．車椅子に座った状態
３．立位の状態
のいずれの状態からも操作可能なように配慮する。

便器まわりの操作系設備の「壁面配置」の共通ルール

共通ルール１

腰掛便器横壁面に設置する主要３要素（ 紙巻器　
便器洗浄操作部　 トイレ呼出押ボタン）は
１． 紙巻器の真上に便器洗浄操作部
２． 便器洗浄操作部の便器うしろ水平方向に

ある程度離れた位置に便器呼出押しボタン
という「L字型の位置関係」になるように配置し、これ
以外の設備（手すり・ウォシュレット用リモコン・手洗
器等）の有無にかかわらず、この配置は変えないように
する。

共通ルール2

トイレ呼出押ボタン 便器洗浄操作部

Ｌ字型の
位置関係

紙巻器

便器洗浄操作部の
便器うしろ水平方向の
ある程度離れた位置に

紙巻器の
真上に

手すり

ウォシュレット用
リモコン

便器横手洗器

■条件
便器中心から便器横壁面までの距離
：400～600mm
便器中心から手すり芯までの距離
：350mm程度

※図に描かれている人のイラスト：操作系設
備のおすすめ位置決定に当たっての想定シ
ーンの一例（「便器洗浄操作部」の例）

：便器に座った姿勢での操作

：立位での操作

：車いす上からの操作
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学校施設の中で、左右勝手の異なるプランや設備の違

いなどバリアフリー配慮のバリエーションを持たせると

ともに、各トイレにも洗面器の設置高さや便器の大きさ

など、変化をつけることで、成長期の児童生徒や地域の

方々に対応できるよう配慮しましょう。特に、公共性が

高い、地域開放ゾーンなど、様々な方が利用するゾーン

に、充実した多目的トイレの設置が望まれます。

一方、児童生徒が日常利用する教室近くの各男女トイ

レの中には、「簡易型多目的トイレ」または、「広めの腰

掛便器ブース」を設置し、車いすの児童生徒だけでなく、

一時的にケガをした児童生徒にも利用できるように配慮

しましょう。

方向転換に比較的広いスペースを必要とする電動車い

すが内部で方向転換できるスペースを確保しましょう。

＜空間寸法＞ 内寸 2000×2200mm 以上

※簡易型・広めのブースの場合

内寸 1200×2200mm 以上

多目的トイレ設計のポイント

1.全体計画 3.設備の平面配置
車いすが一連の行為をスムーズに行えるよう各設備を

配置しましょう。車いすのアプローチスペースとして、

便器前方に1200mm、便器側方（左右のいずれかに）

700mmのスペースを確保しましょう。

4.出入口
有効開口幅：推奨 900mm以上 最小 800mm以上

扉：推奨 引戸 最低 外開きドア 

扉操作部：自動引戸の開閉ボタン又は、手動引戸の手引

や鍵は車いす使用者の手の届きやすさに配慮

※車いすは壁の隅には近寄れないため、戸の形式、把手 

の位置に配慮すること。

2.スペース（空間寸法）
＜扉の操作部＞

壁の入隅から離して設置

ベビーチェア

2000mm 以上

70
0m
m
以
上

1200mm以上

20
00
m
m
以
上

90
0m
m
以
上

多目的シート

多目的シート使用時の

車いす待機スペース

：750×1100㎜程度
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みんなにやさしい学校トイレの作り方

5.設備の選定

腰掛大便器とし、便器高さは、不特定多数の方が利用

することを前提とした場合、多目的トイレにも一般的な

高さの腰掛便器の設置を求められます。

大便器

＜一般大便器＞ ＜車いす対応便器＞ ＜低リップ大便器＞

便座は、上肢に障害がある方など、後始末のしやすさ

や使い勝手のよさから、ウォシュレット機能のついた便

ふたなしタイプの設置をおすすめします。また、便座に

逆向き（馬乗り）に座って用を足す方にも配慮し、袖部

分の出っ張りのないタイプにしましょう。

便座

便器への立ち座りや移乗・座位・衣服の着脱など、

体の不自由な利用者にとって非常に重要な役割を果たし

ます。

※注意

※注意

腰掛便器用手すり

洗浄ボタン・呼び出しボタン、ウォシュレットのリモ

コン等の操作ボタンは手の不自由な方にも比較的操作の

しやすいタッチスイッチ式をおすすめします。

※設置位置の詳細はP29をご覧ください。

操作ボタン・紙巻器

女性の利用だけでなく、障害者など器具を使って排泄

する場合に排泄用器具（ビニール袋など）を捨てるため

にも容量の大きめものを用意しましょう。

チャームボックス（汚物入れ）

洗面器は、車いす使用者にひざの当

たりにくい薄型のものとします。

水栓は、手の不自由な方でも使い勝

手のよい自動水栓をおすすめします。

鏡は立位でも、車いすの方でも上半

身が充分に映るように、長尺の平面鏡

とし、鏡の下端をできるだけ、低く設

置しましょう。

洗面器・水栓・鏡

オスメイト（人工肛門・人口膀胱造

設者）の方のパウチや、尿びん・タオ

ルなど汚れ物を洗ったり，おむつの後

処理、汚れた体の洗浄のための設備と

して「汚物流し」と「シャワー金具」

の設置をおすすめします。お湯が使え

るように給湯設備も必要です。

※注意
障害児の使用を想定する場合は

障害児の体格にあった便器・手す

り・洗面器の設置位置（高さ・幅）、

設備（着替えやおむつ交換用ベットや汚物

流しなど）が求められます。

手すりは、体格にあっていないと、利用

できなくなることもあるので、特に配慮が

必要になります。

その他（汚物流し）

障害児・車いす使用者のおむつ交換や衣服の着脱のた

めには児童生徒・大人が横になれる場所（多目的シート

等）が必要です。多目的シート等の設置がスペース的に

困難な場合には、ベビーシートを設置することで、乳幼

児のおむつは対応できます。

多目的シート・ベビーシート

成人と

同じ配置では

使えません！

6.床／壁の仕上げ

通行の支障となるような段差を設けないようにしまし

ょう。ぬれた状態でも滑りにくい仕上げ材にしましょう。

床仕上げ

車いすが衝突しても傷がつきにくい堅牢なもの・汚れ

がつきにくく、落としやすいものとします。また、弱視

の方の安全性を考慮し、床材とのコントラストをつける

ことをおすすめします。

壁仕上げ・トイレブース材

参考   バリアフリーブック（パブリックトイレ偏）

パブリックトイレからバリアを

なくすための、最新の提案カタロ

グです。パブリックトイレに関す

る法令や条例、配慮ポイント、条

件に合わせたおすすめプランや詳

細寸法やが多数搭載されています。

４版・164 ページ No.94

カタログ請求は、

http://www.com-et.com まで

みんなにやさしいパブリックトイレ実現のための最新アイデアのご提案 

'04.10

改正・ハートビル法（2003年4月施行）適合プラン掲載 
改訂版・ハートビル法建築設計標準（2003年2月発行）適合プラン掲載 
東京都ハートビル条例（2004年7月施行）適合プラン掲載 

※注意

おすすめ
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