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２年度にわたるトイレ改修計画

岡山県岡山市では平成16年度からモデル事業として、

庄内小学校と興除中学校の２校を選定し、よりよい学校

トイレの改修方法を探りました。

一般的に行なわれている単年度内のトイレ改修事業で

は、４月に事業決定され、１ヵ月程度の夏休みの間に施

工することになります。施工期間と学校の休みの期間と

を考えるとやむを得ない進行ですが、いくら工事面積が

大きくないとはいえ、このような短期間でアンケート調

査やフィールドワークなどを必要とする参加型のトイレ

改修を行なうのは、担当する先生方にも、実際に設計に

当たる人たちにとっても、時間的な負担が大きく、じっ

くりと検討する余裕がありません。

最近の学校トイレの取材では、このように２年度ある

いは３年度以上の長期的な展望を持って改修に取り組む

例も、少しずつではありますが増えてきているようで、

トイレの改修に対して積極的な姿勢がうかがわれます。

経済性をしっかりと抑えた改修計画

岡山市教育委員会施設課では「……いたわりや優しさ

をもって誰もが利用しやすいトイレ整備の考え方をすべ

ての人が共有し、この心を後世に引き継ぐための事業と

して整備を進める……」という基本方針でトイレの整備

に臨んでいます。

技術的な面からは施工コストの軽減、工期の短縮を基

本とした仕様となり、汎用品の活用や施工方法を検討し

て複雑な施工とならないように配慮し、イニシャルだけ

でなく、ランニング、ライフサイクルコストまで考えた

上で、さらには環境に配慮された材料などが選定されて

います。

改修とはいえ、既設のパイプや窓、躯体など、変更す

ると工事が大変となるようなものは極力手を加えずに、

それでいてシンプルな構成、メンテナンスのしやすい計

画となっています。

このような工事に対する配慮は大事なことです。工期

が長引くと工事中の騒音や資材の搬入などによって授業

の妨げになってしまうだけではなく、現場作業に伴う危

険性も考えられます。

メンテナンスがしやすいことは、完成後のランニング

コストの軽減とともに、子どもたちが清掃することを前

提として、いつまでも清潔で明るいトイレを維持するた

めの基本ともなるため、十分な検討が繰り返されました。

さまざまな配慮と検討の結果、基本的な構造躯体には

手を触れず、新たに設けられる間仕切りのほとんどにコ

ンクリートブロックを採用することによって、工期を短

縮しています。

経験を積み重ねて完成度を高める

学校トイレの改修に関し、多くの資料を収集して検討

を続けてきた施設課の板野正博さんは、トイレの改修が

トイレ改修を体験することで積極性を
身につけ、優しい心を育てて欲しい
岡山市教育委員会と
岡山市立庄内小学校・岡山市立興除中学校の取り組み

庄内小学校外観。校門から校舎の間にはさまざまな植物が植えられ、手入
れも行き届いている。

興除中学校中庭。さまざまな催しなどが行なわれる中庭。
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整備対象校の抽出

行政

岡山市みんなのすこやかトイレ整備事業

整備に向けた基本的枠組みおよび作業フロー

共同作業 学校

抽出校の整備に対し学校（先生、児童、生
徒）の協力について確認

整備について取り組みの検討および協議
（児童、生徒、職員）

整備対象校として参加表明

アンケートの配布、回収

整備委員会･運営委員会で協議、検討

子どもたちのサポート（先生）

確定を受けて整備委員会・運営委員会等
の立ち上げ（学校内）

趣旨･概要説明を学級活動などを通じて、
児童・生徒･職員へ広報
（コンセンサスづくり）

整備対象校の確定

該当校に対する本事業の趣旨･概要説明

学習説明会の開催

みんなのすこやかトイレ講演会

すこやかトイレ憲章公布

すこやかトイレ座談会

基礎から技術的学習、現地調査

トイレに関するアンケートの実施

アンケート調査の集計･分析

子どもたちと行政側との意見交換

問題･課題の抽出、整備方針の確定、
仕様の協議

自分たちで考えるトイレイメージ
スケッチ作成 学校におけるコンセンサスづくり

トイレ基本計画の確定

設計･工事にかかわる事項の検討

維持管理についての学習

アイデンティティの創出

整備委員会･運営委員会で管理運営につい
て検討･協議

清掃･維持管理体制の検討

竣工時披露会
（在校、卒業生･職員･地域住民対象）

フォローアップアンケートの実施

アンケートの集計･分析

フォローアップ作業

トイレ整備仕様書の確定

みんなのすこやかトイレ

アンケートの配布、回収

整備委員会･運営委員会で協議、検討

愛され続けるトイレの
仕組みづくりと組織体制

トイレ整備イメージ基本計画案の作成

実施設計

工事竣工

トイレ使用開始

工事着手

トイレ整備仕様書（案）の作成

サスティナブルな行政運営
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１階トイレ平面図 女子トイレ平面図 男子トイレ平面図

岡山市立庄内小学校

およぼす教育的な効果が有効に働くように、そして改修

事業をスムーズに進行させ、さらには参画する市当局や

学校の責任分担を明確にするために、「岡山市みんなのす

こやかトイレ整備事業－整備に向けた基本的枠組み及び

作業フロー」をまとめていました。

トイレ改修の真の目的は、市教育委員会が策定した

「学校すこやかトイレ憲章」にも明記されていますが、ト

イレ整備を体験的に学習することによって、周囲の人々

との意見交換や、自ら学び考え進んで行動するような積

極性を身に着けると同時に、他人へのいたわりや優しさ

といった心を育てて欲しいというところにあります。そ

してそれを行政や教職員がサポートするのです。

このことを子どもたちに理解してもらうため、市は庄

内小学校、興除中学校両校の改修にあたって、それぞれ

10回ほどの勉強会やワークショップなどを開催しました。

「説明するにしたがって内容も広く、濃くなってきま

す。ところが十分な時間を取るのが現実的にはなかなか

難しいのです。授業時間の制約もありますし、子どもた

ちも塾やお稽古、部活、受験など、それぞれに事情があ

りますから無理強いするわけにもいきません。しかし子

どもたちの取り組む姿勢や輝いた目を見れば、ある程度

の成果は挙げられたのではないかと思います」と板野さ

んは話してくれました。

現在では庄内小学校と興除中学校での経験を踏まえ、

より効率的な方法で竜之口小学校と操南中学校のトイレ

改修に取り組んでいます。両校とも平成17年度の１学期

から２学期にかけて９回の説明会と、整備予定のトイレ

について現地調査、アンケート調査とその分析などが行

なわれました。

毎年行なわれる学校トイレの改修結果は、さらに次回

の改修へとフィードバックされ、よりスパイラルアップ

されて学校トイレの改修方法へと引き継がれます。

改修にあたって子どもたちが頑張る

今回のふたつの学校では、上級２学年の児童、生徒に

よって委員会が構成され、この委員会が中心となって、

自分たち自らが考えるきっかけとなる学内のアンケート、

実態把握のためのフィールドワークが実施され、みんな

の気持ちをひとつにする標語あるいはテーマを決定しま

した。さらには全校生徒を対象とした講演会や実際のト

イレを使った体験などが、学校のトイレ研究会から派遣

された講師によって行なわれるなど、さまざまな活動が

展開されました。そして、その成果は実際の改修工事の

仕様に反映されました。

さまざまなディテールの工夫

清掃方式はこれまでの湿式から乾式に変更されました。

それに従って廊下とトイレ内の床の段差が少なくなった

ため、工事の簡略化とともに、バリアフリーにも対応し

やすくなりました。

配置図 １階多目的トイレ。ベビーシート、ベビーチェアが設けられている。



学校のトイレVol.9/13

手洗いコーナーは１枚のカウンター式で、下部の幕板

をなくして車いすでも足が入るように、また洗面ボウル

はカウンターより１段低くして、水はねを極力防ぐよう

に考えられています。

小便コーナーには、低リップの小便器が採用され、隔

壁は設けずに、円弧状に器具をレイアウトすることによ

って、隣が気にならないように配慮されています。また、

汚垂れ石は必ず設けられて清掃性に対処しています。

廊下側に設けられたトイレのサインは取り外し可能と

されました。これは一般的な修繕予算の中でリフレッシ

ュしてもらうためです。この考え方は、改修が終わって、

時間が経ってからも、子どもたちに参加意識を持たせる

ことに役立ちそうです。変えるたびに全校の児童や生徒

を対象としたコンペを開催し、何年か経ったら応募作品

すべてを展示する展覧会を開催したら、きっと楽しいこ

とでしょう。

多目的トイレの装備については、子どもたちの意見が

大幅に採用されました。たとえば小中学校の1階のトイレ

にはベビーシートやベビーチェアが設置されています。

これは授業参観のときに、母親といっしょにやってくる

小さな弟や妹への思いやりから用意されたものです。

また、それ以外の階では地域を含め、外部からの利用

者にとってどのようなトイレが使いやすいのかをみんな

で話し合い、必要な機能を計画しました。その結果、1階

の多目的トイレに比べると簡易な機能として整備されま

した。

多目的トイレの照明スイッチは、タイマー付きの人体

感知センサーで、点灯時間は約15分です。これは休憩時

間の長さに、余裕を持たせて合わせてあります。

校舎内に１系統しかトイレがない場合に、男女それぞ

れ専用とするかどうかの検討もされました。基本的には

トイレ自体は専用としながら、多目的トイレを併設して

入り口を別に設け、異性だけではなく誰でも使用できる

ように配慮して計画されました。

庄内小学校１階のトイレについては、特殊学級の子ど

もたちの利用を前提として、彼らの体格に合わせて計画

されました。寸法的には多少不便かもしれませんが、こ

れは思いやりとして健常者が我慢することで、子どもた

ちも納得しました。

小便器前の手すりは当初から装備されていません。た

だし、必要となったらいつでも設置可能なように、壁の

下地は十分な強度を持たせて設計されています。

「最終的には市独自の学校トイレ整備マニュアルを作

成したいと考えています。まだ検討すべき項目は残って

いますが、すこやかトイレ整備のスピードアップ化と協

働の心をみんなが共有できるマニュアルにしたい」と、

板野さんは積極的な姿勢で取り組んでいます。

上 トイレ入り口から見た男子
トイレ手洗い。
右 小便器は緩やかなカーブを
描いて設置されいる。

１階男子トイレ。白を基調とし、明るい黄色がアクセントに用いられた。 女子トイレの手洗い。入り口の突き当りには
スクリーンが置かれて、内部が廊下から見え
ないように配慮されている。スクリーンのカ
ーブは女子用が凹面、男子用が凸面となって
おり、入った時になんとなく空間の違いが感
じられるような配慮でもある。

女子トイレ入り口のベンチコーナー。

大便ブース。棚付２連紙巻
器と音姫が装備されてい
る。
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岡山市立庄内小学校
子どもたちのイメージが膨らんだ

JR岡山駅から吉備線で約15分。のどかな田園風景に囲

まれた備中高松駅から歩いて10分ほどのところに庄内小

学校があります。

この地域には秀吉の水攻めで知られた高松城址や日本

三大稲荷のひとつ、高松稲荷などがあり、大きな鳥居が

ひときわ目を引きます。一方では新たな住宅地が開発さ

れており、学区の人口も増え、それにしたがって児童の

数も微増中とのこと。

市は平成17年度教育行政重点施策のひとつとして学校

教育の充実を挙げ、その中の新規事業に「すこやかトイ

レ整備事業」を組み込み、学校のトイレを児童生徒の意

見を反映し「明るく気持ちよく利用できる空間」に改修

することを目標として掲げています。

また、それ以前から市の事業として進められている

「いきいき学園づくり」が定着しており、ここ庄内小学校

でも３年に一度は評議員、教育委員会、他校の先生、Ｐ

ＴＡなどが来校して話し合う機会が設けられています。

これによって学校間の格差が是正されたり、さまざまな

問題に協働して対処することもできるようになっています。

庄内小学校の体育館では中学校の吹奏楽団や高松農業

高校の吹奏楽団がいっしょになってコンサートを開いた

り、学習発表会を開いたりと、地域との開放的な関連づ

くりも進められています。

また、学区内に住むイギリス人が英語の指導のために

週に１回訪れたり、ＰＴＡが作成したコースによるウォ

ーキングを実施する時には地元の婦人会などがトン汁を

用意するなど、地域ぐるみで学校の教育やさまざまな活

動を盛り上げています。

「皆で力を合わせてつくったトイレ」

今回のトイレ改修にあたっては特別な委員会などは設

けず、既存の環境委員会と保健委員会に所属する子ども

たちが取り組むことになりました。環境委員会は改修計

画を担当し、保健委員会はメンテナンス担当です。

５、６年生の環境委員たちは、「みんなが行きたいトイ

レにする」という目標に取り組みました。これはアンケ

ート結果から、やはり「３Ｋ」が問題であることが、実

感としてわかったからでした。また、環境委員の中には

トイレづくりをするとは思わずに入った子どももいたと

のことですが、その内の３名が今年も委員として残留し

ています。

フロアにより男女のトイレを分けるという市からの提

案に対して、現行のトイレで不便がないかをテストした

り、トイレ全体のイメージを「地球」という統一テーマ

の下に、トイレごとに海、森、空、宇宙というイメージ

を当てはめるなど、委員となった子どもたちは活発な活

動を繰り広げました。

環境委員の子どもたちは「皆で力を合わせて、相談し

岡山市立興除中学校

１階トイレ平面図 男子トイレ平面図 女子トイレ平面図

学校の周囲には田園風景が広がる。

配置図
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てつくったトイレです」と胸を張って私たちのインタビ

ューに答えてくれました。

「９月になって、トイレの竣工が近づくにつれて、工

事囲いの扉から作業員の人たちが出入りするたびに、隙

間から中を覗き込んでは、はしゃぎ過ぎではないかと思

うほどに喜んでいました」とは、今年赴任した中原美恵

子校長の言葉です。

保健委員からは「掲示板を使って、トイレをていねい

に使って欲しいというメッセージを出しました。皆がい

っしょにつくった思いを大切にして行こうと、委員会で

話し合ったからです。掃除もていねいになったと思いま

す。細かいところまで目を配るようになりました。それ

に低学年でも掃除がしやすいのがいいです」という言葉

が帰ってきました。

トイレ掃除に関しては、体育館で特別指導が行なわれ、

各フロアには先生が制作した掃除マニュアルも用意され

ました。床は基本的には掃き掃除で、汚れたところは固

く絞った雑巾を使用することになっています。

トイレ清掃は１年生から６年生までがいっしょに行な

う縦割り掃除です。高学年の子どもたちは、自分たちが

参加したトイレを大切にしたいという気持ちから、一所

懸命に清掃します。その姿が低学年の子どもたちにも伝

わるのでしょう。皆、いっしょになってていねいに清掃

していました。

地域と一体となった岡山市立興除中学校
学校開放は建て前ではない

岡山駅から瀬戸大橋線で十数分、平坦な田圃が続く一

角に建つ興除中学校に到着したとき、タクシーの運転手

さんが思わずつぶやいた一言が印象的でした。「この学校、

門が開いていて玄関まで入れるんだねえ」

たしかに最近では子どもたちの安全確保のため、授業

時間には校門を閉ざしてしまう学校が多く見かけられま

すが、興除中学校は違っていました。

興除中学校ではトイレの改修にあたり、トイレ整備委

員会を立ち上げました。２年生と３年生それぞれから８

人、計16人の委員と金谷教頭をはじめ３年の学年主任、

生活指導主事など６名がメンバーとして参加しました。

トイレの学習時間を３日間とって、先進的なトイレ事

例を映像で見て具体的なイメージを描き始めました。夏

休み中に開催された講演会には８割から９割の生徒たち

が参加し、だんだんと熱が入り始めました。さらに岡山

市役所の教育長室で「学校すこやかトイレ憲章」の発表

と、教育長、教育審議官、教育次長たちと興除中学校お

よび庄内小学校の子どもたち４人が「すこやかトイレ座

談会」を開き、フリートーク形式で話し合いがもたれ、

モチベーションはいよいよ高まりました。

全校生徒を対象として行なわれたアンケートによって、

これまでのトイレの欠点を探し出してリスト化するとと

もに、色彩についても問いかけました。

１階のトイレのみ男女が隣接して設けられている。 小便器が２列、湾曲した壁に設置さ
れている。

男子トイレの手洗い前から内部を見る。正面は小便コーナー、右手の花台
を回り込んだ奥が大便ブースとなっており、両者は分離されている。

男子トイレ大便ブース内部。

廊下に面したトイレの入り口。手前
が多目的トイレ。
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委員会のメンバーは、「白や青、ピンクや水色などが一

般的な回答だと予測していたんですが、なかには金、紫、

黒など、意外な回答もありました」と話してくれました。

現実的には女子ではピンクとオレンジ系、男子ではブル

ー系に人気が集中したので、色見本から最終的な色彩が

選択されました。

また男子の小便器の配置については、隔壁を用いない

代わりに、隣が気にならないような、円弧状にカーブし

たレイアウトが採用されました。

委員長の柚木彩実さんは、新しくなったトイレの使用

開始直前の集会で、委員会全員の気持ちを代表して、「昨

年から頑張ってやってきたこと、だからこそ大切に使っ

て欲しい、ずっときれいに使って欲しい、５年後も10年

後もいまのままであるようにして欲しい」と全校生徒の

前で挨拶をしました。新しいトイレを使い始めた生徒た

ちの間では、全身が映る鏡に人気が高いようです。

地域との深いつながり

安藤豊校長は、地域に役立つ生徒の育成を謳っており、

地域全体での生徒の健全育成を目的として、中学校を地

域交流の場として位置づけています。さらにボランティ

アを地域の教育力として積極的に受け入れ、地域行事等

への生徒たちの積極的参加を勧めています。

この地域は合併で岡山市となりましたが、興除中学校

はもともと「おらが村の学校」という意識が地域住民に

は強く、「学校施設は市の財産ですから、中学校だけのも

のではありません。機会があるごとに、近隣の人たちに

も利用してくれるよう、声をかけています。地域の教育

力とでもいうのでしょうか、学校を見る目に温かさを感

じます」という金谷修男教頭の言葉からも、学校と地域

とは強い絆で結ばれていることがわかります。

学校開放は日常的に行なわれており、授業参観も親だ

けではなく、地域の住民は誰でも参加できます。文化祭

や体育祭も住民参加に配慮して土日に予定され、ゲスト

ティーチャーを地域から招いたり、カルチャースクール

を学校で開催したりもしています。ですから、地元の

人々も学校開放時だけではなく、折にふれては気軽に学

校を訪れ、学校施設を利用していきます。

また、部活の中には「地域活動部」があり、部活に参

加している全校生徒の１割近い人数を擁しています。

彼らの活動は、地域のお祭りやイベントをはじめ婦人

会の催し物などにも積極的に参加し、お手伝いするとこ

ろにあります。お祭りなどになるととても部員だけでは

人手が足りず、全校に呼びかけて皆に参加してもらい、

地元の人たちとの交流を深めるために頑張っています。

このような関係ですから、校門が常に開放されている

のがよく理解できます。学校を核として地域のコミュニ

ティがしっかりと出来上がっているのです。安全は周囲

を閉ざして確保するのではなく、常に地元の人々の目が

学校に注がれていることによって守られているのです。

窓に面したベンチコーナー。全体にソフトな色調のインテリア。 多目的トイレの入り口は別に設けられており、異性でも入りやすい。

女子トイレ手洗いの反対側には花台や小物棚が設けられている。

上 女子トイレ内部。中央部が広くとら
れており、空間にゆとりが感じられる。
左 ブース内には棚付２連紙巻器と音姫
が設置されている。
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みんなのすこやかトイレ講演会イン岡山

学校のトイレ研究会

研究員 前田智子

岡山市では、子どもたちとの勉強会やフィールドワ

ークを重ねる中で、より実践的な内容になると、子ど

もたちの関心も次第に高まり、もっと知りたい、教え

て欲しいといった声があがってきました。そこで子ど

もたちを対象とした、専門家による「みんなのすこや

かトイレ講演会」が企画され、学校のトイレ研究会に

講師の派遣要請がありました。

岡山市教育委員会からは、学校のトイレ研究会の取り

組みをとおして、「児童・生徒参加型トイレづくりを

推進する過程で、今までの経験や、他の学校の進め方

など、子どもたちに知っておいて欲しい、伝えたいこ

とを話して欲しい」との要望がありました。そこで、

子どもたちが「自分たちのめざす学校のトイレを形に

する」「自分たちの要望を伝える」ための方法を紹介

することとし、次の内容で講演を行ないました。

１．今までやってきたことを確認し、方向性（コンセ

プト）を決める

勉強会で学んだことはもちろんですが、今までの全

国各地での子どもたちの活動を紹介しました。

まず、岡山市でモデル校となった庄内小学校と興除

中学校が実施したアンケート結果を、数値のままでは

なく棒グラフにしたほうが、ほかの児童・生徒に報告

するときには、伝わりやすいといったこと。

さらに、「どのように、コンセプトをつくっていく

か」というテーマで、いままで学校トイレに求められ

るものとして、私たち研究会が考えてきた「明るさ・

楽しさ」「使いやすさ」「清潔さ」「省エネ」「バリアフ

リー（ユニバーサルデザイン）」の５つを紹介し、勉

強会で学んだり、体験した中から出てきた子どもたち

の言葉もあわせ、いろんな方面から考えることをお話

しました。

２．コンセプトを具体的なかたちにする

コンセプトをかたちにするために、「明るさ・楽し

さ」では、色やかたちを工夫したトイレの事例写真を

見てもらいました。「使いやすさ」では、小・中学生

にあった衛生陶器の選び方や、男子の大きな悩みであ

る、「小便をするときのはずかしさ」への対策として、

小便器を半円上に配置して視線に配慮した事例や、大

便器と小便器ゾーンにそれぞれに洗面器を設け、それ

ぞれの動線が交わらないように配慮した事例などを、

レイアウト図面とあわせて事例を紹介しました。「清

玉
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爾
教
育
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に
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る
開
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映
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よ
り

潔さ」「省エネ」「バリアフリー（ユニバーサルデザイ

ン）」でも、具体的な手法を事例とともに紹介し、か

たちへのイメージをつかんでもらい、次のステップに

進んでくださいと話しました。

３．車いすトイレを体験する

コンセプトの中にもあった「バリアフリー（ユニバ

ーサルデザイン）」の必要性は、なんとなくわかって

いるとは思いましたが、具体的に、車いすに乗ってト

イレの動作を体験してもらいました。体験してもらう

ことで、なぜ専用のトイレが必要なのか、どんなこと

に困っているのかということが感覚で伝わったのでは

と思いました。

講演会でのビジュアルで具体的な体験により、子ど

もたちの関心がさらに高まったと、興除中学校の教頭

先生から伺いました。今回の講演を通して、児童・生

徒をはじめ教職員、教育委員会の方々のトイレ整備へ

の熱心な取り組みに係わったことで、私たちも初心に

戻り、児童・生徒参加型トイレ改修がみんなに与える、

教育効果の大きさを再認識いたしました。
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