
学校のトイレ研究会会長の鎌田です。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時に備え、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
携を図りつつ、少しでも今後の学校トイレの環境改善に繋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。

活動経緯

空間建材～衛生設備～清掃メンテナンスまで

一貫した研究体制を確立

活動の3本の柱

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、保護者や地域住
民、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
ています。

一人でも多くの人に使いやすい
トイレづくりのため、障がい者や
高齢者、幼児・児童などトータル
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
を検証・研究してきました。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います。

トイレの本当のきれい・汚いと
は？ 感覚的な清潔感と実際の
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、それを教育し
ていくため、科学的検証を実施
しています。

学校のトイレ研究会は、子どもたち、教職員、保護者、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

き姿を追究してきました。子どもたちはトイレを選べませ

ん。子どもたちや利用者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います。

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

リフレッシュの場

設計
快適空間
創出の場

保護者
健やかな成長を
願う場

1学校現場の声を聞く

3 ユニバーサルデザインを 追究する

2 衛生性を科学する
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感染症対策

災害対策

バリアフリー対策

環境配慮

老朽化対策

耐久性｜床

耐久性｜壁

耐久性｜ブース

清掃性

省スペース

省施工

清掃管理

用具管理

日常清掃

定期清掃

特殊清掃

参加型トイレづくり

トイレを核とした教育

ゾーン別配慮ポイント
(児童･生徒用トイレ)

ゾーン別配慮ポイント
(共用エリアトイレ)

学校トイレノウハウブック
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
建材・衛生設備・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。
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。

学校のトイレ研究会

会長挨拶

C o n t e n t s  I n d e x

学校トイレづくりのポイント

清 掃 メ ン テ ナ ン ス

学 校 ト イ レ と 教 育

学校トイレアイデアプラン

学校トイレに求められること

学校トイレノウハウブック

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、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。これはもう一企業の努力で
はどうにもならないと考え、清潔で快適なトイレを普及させるという志をひとつに、空間建材から衛生設備、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」を発足しました。以来、３つの柱で調査研究や啓発活動
を重ねています。

学校のトイレ研究会とは

2014

年度

2013

主な講演 主な調査

2012

2011
～1996

東京都用務主事座談会
全国1,792自治体アンケート調査

全国1,756自治体アンケート調査

養護教諭アンケート、座談会
全国1,742自治体アンケート調査

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自治体アンケート調査

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

2018

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自治体アンケート調査

全国1,787自治体アンケート調査
全国公立小中学校教職員アンケート調査
医療関係者アンケート調査

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

文部科学省主催「学校施設セミナー」登壇
埼玉会場で研究会セミナー開催
日本小児栄養消化器肝臓学会講演

2019 全国1,787自治体アンケート調査
医療関係者アンケート調査

埼玉・福岡会場で研究会セミナー開催
日本小児外科QOL研究会講演

2020 全国1,787自治体アンケート調査

2021 全国1,787自治体アンケート調査
全国公立小中学校教職員アンケート調査

初のオンラインセミナー開催
Japan-India SDGs Seminar on Education講演
岩手こどもの健康フォーラム講演

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

公立学校施設整備担当者研修会
公立学校事務職員研修会　　等で講演

全国自治体アンケート調査
小中学校教職員アンケート調査
児童生徒アンケート調査　　　等

2017 全国1,787自治体アンケート調査
東京都豊島区小中学校949名
改修後アンケート調査

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 会長
東京大学名誉教授

鎌田 元康

日本小児外科QOL研究会内閣官房｢暮らしの質｣向上委員会 文部科学省主催学校施設セミナー

2010 年研究誌取材より

02 03



学校のトイレ研究会会長の鎌田です。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時に備え、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
携を図りつつ、少しでも今後の学校トイレの環境改善に繋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。

活動経緯

空間建材～衛生設備～清掃メンテナンスまで

一貫した研究体制を確立

活動の3本の柱

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、保護者や地域住
民、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
ています。

一人でも多くの人に使いやすい
トイレづくりのため、障がい者や
高齢者、幼児・児童などトータル
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
を検証・研究してきました。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います。

トイレの本当のきれい・汚いと
は？ 感覚的な清潔感と実際の
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、それを教育し
ていくため、科学的検証を実施
しています。

学校のトイレ研究会は、子どもたち、教職員、保護者、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

き姿を追究してきました。子どもたちはトイレを選べませ

ん。子どもたちや利用者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います。

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

リフレッシュの場

設計
快適空間
創出の場

保護者
健やかな成長を
願う場

1学校現場の声を聞く

3 ユニバーサルデザインを 追究する

2 衛生性を科学する

P04 学校トイレの現状

P06

P07

P08

P10

P11

P12

P13

P14

P16

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P28

P29

P30

P31

洋式化

乾式化

感染症対策

災害対策

バリアフリー対策

環境配慮

老朽化対策

耐久性｜床

耐久性｜壁

耐久性｜ブース

清掃性

省スペース

省施工

清掃管理

用具管理

日常清掃

定期清掃

特殊清掃

参加型トイレづくり

トイレを核とした教育

ゾーン別配慮ポイント
(児童･生徒用トイレ)

ゾーン別配慮ポイント
(共用エリアトイレ)

学校トイレノウハウブック
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
建材・衛生設備・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。
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。

学校のトイレ研究会

会長挨拶

C o n t e n t s  I n d e x

学校トイレづくりのポイント

清 掃 メ ン テ ナ ン ス

学 校 ト イ レ と 教 育

学校トイレアイデアプラン

学校トイレに求められること

学校トイレノウハウブック

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、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。これはもう一企業の努力で
はどうにもならないと考え、清潔で快適なトイレを普及させるという志をひとつに、空間建材から衛生設備、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」を発足しました。以来、３つの柱で調査研究や啓発活動
を重ねています。

学校のトイレ研究会とは

2014

年度

2013

主な講演 主な調査

2012

2011
～1996

東京都用務主事座談会
全国1,792自治体アンケート調査

全国1,756自治体アンケート調査

養護教諭アンケート、座談会
全国1,742自治体アンケート調査

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自治体アンケート調査

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

2018

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自治体アンケート調査

全国1,787自治体アンケート調査
全国公立小中学校教職員アンケート調査
医療関係者アンケート調査

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

文部科学省主催「学校施設セミナー」登壇
埼玉会場で研究会セミナー開催
日本小児栄養消化器肝臓学会講演

2019 全国1,787自治体アンケート調査
医療関係者アンケート調査

埼玉・福岡会場で研究会セミナー開催
日本小児外科QOL研究会講演

2020 全国1,787自治体アンケート調査

2021 全国1,787自治体アンケート調査
全国公立小中学校教職員アンケート調査

初のオンラインセミナー開催
Japan-India SDGs Seminar on Education講演
岩手こどもの健康フォーラム講演

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

公立学校施設整備担当者研修会
公立学校事務職員研修会　　等で講演

全国自治体アンケート調査
小中学校教職員アンケート調査
児童生徒アンケート調査　　　等

2017 全国1,787自治体アンケート調査
東京都豊島区小中学校949名
改修後アンケート調査

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 会長
東京大学名誉教授

鎌田 元康

日本小児外科QOL研究会内閣官房｢暮らしの質｣向上委員会 文部科学省主催学校施設セミナー

2010 年研究誌取材より

02 03


	名称未設定



