お申込み方法

Webサイトよりお申込み下さい

予約制

先着順

＊8月17日（水） ～受付開始

セミナー案内ページで＜ご希望の開催日時＞を選択し、
申込みフォームに必要事項を入力の上、［登録］してください。

お申込み方法

学校のトイレ研究会

2022オンラインセミナー

二次元コードから※

URLから
https://www.school-toilet.jp/2022seminar_online.html
もしくは

🔍🔍 学校トイレ

学校施設は児童・生徒・教職員の学習・生活の場であるとともに、災害時の避難所としての機能や、地域のコミュニティ

で検索

拠点としての役割も担っている。 多様な方が、多様なシーンで利用されることを想定し、これから必要不可欠となる
学校施設や学校トイレのバリアフリー化について、推進指針の改訂内容、整備目標、財政支援、整備事例などを、

受付完了連絡・ZoomのURLは、開催日の１週間前にご登録されたメールアドレス宛にご連絡します。
お申込み直後の受付完了メールは届きません。何卒ご了承ください。
セミナー申込み
について

□主催者（学校のトイレ研究会参加企業６社）の同業他社様からのお申込みは固くお断り致します。
□環境上やむを得ず、ＰＣ１台を複数名で視聴される場合を除き、基本的に参加者お一人ずつのお申込みをお願いします。
□定員に達した場合は締め切らせていただきます。あらかじめご了承ください。

お客様情報の
取扱について

□お客様の個人情報は、学校のトイレ研究会で厳重に管理いたします。個人情報のお取扱いに関する詳細は､学校のトイレ
研究会ホームページ（https://www.school-toilet.jp/）掲載のプライバシーポリシーをご覧ください。
□お申込みの際にご記入いただいた情報は、学校のトイレ研究会および参加企業内で共有させていただきます。セミナー
に関するご連絡や、研究会からの最新情報のお知らせ等ご案内させていただく場合がございます。予めご了承ください。

受講準備～
当日について

□参加用URLの他者との共有・公開はご遠慮ください。
□セミナーの録画・録音等は禁止とさせていただきます。
映像・動画・音声等すべての知的所有権は講演者およびその所属先、運営者（学校のトイレ研究会）に帰属します。
□当日開催前までにZoomアプリのダウンロード・インストールをお願い致します。
初めて利用される方は、右記URLよりダウンロードください。（無料）→ https://Zoom.us/download

CPD申請
について

□CPD申請は、開会から閉会までの全てのプログラムへのご聴講と終了後のアンケートご記載が必要です。
□複数人でのお申し込みの場合はＣＰＤ単位登録ができません。必ず参加者毎にお申込みください。

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課 課長補佐 早田清宏氏に解説・講演していただきます。

基 調 講 演

『学校施設における
バリアフリー化の加速について』

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部
施設企画課 課長補佐

早田清宏氏

お申込み後 <<< 当日までにご準備いただきたいこと
◎当日の研究会講演の手元資料として、
研究会ホームページより右の２種類の冊子を
事前にお取り寄せください。（１冊まで無料）※

❶ 研究誌25号
学校トイレの挑戦2022

❷ 学校トイレ
ノウハウブック

開催日時｜

9月 14日（水） ・ 15日（木）
AM

10:00～11:30

PM

15:00～16:30

2回／日 計4回 （※各回内容は同じです）
＊当日の講演資料は、アンケートでご希望された方に後日お送りします。

学校のトイレ研究会 参加企業

アイカ工業株式会社

株式会社オカムラ

株式会社木村徳太郎商店

ＴＯＴＯ株式会社

ミッケル化学株式会社

学校トイレの実態をソフト・ハード
の両面にわたって調査・研究する
ことで、児童・生徒が安心して使え
る清潔で快適なトイレを提案・普及
していくことを目的に、トイレ関連
企業6社が結束して、1996年に
発足しました。以来、調査・研究活
動を継続しています。

開催形式｜ オンライン開催（Zoomウェビナー）

参加費無料

予約制

定員200名/回

CPD認定申請中

先着順

開会から閉会までのすべての
プログラムの聴講が必須です

学校のトイレ研究会会長
東京大学名誉教授

鎌田元康

ロンシール工業株式会社
※通信料がかかります。ご利用環境によって閲覧できない場合があります。ご了承ください。

皆様の参加を
お待ちしております

◎事前のお申込みが必要です. 詳しくは裏面をご覧ください。

学校のトイレ研 究 会 2 02 2 オン ラ イ ン セ ミ ナー
《プログラム》 計 ９０分

『学校トイレのバリアフリー化の加速に向けて』

開会挨拶
第Ⅰ部 基調講演
『学校施設におけるバリアフリー化の加速について』

《対 象》 全国自治体、学校教職員、建築設計者、施工担当者、学校清掃担当者 ほか
CPD認定申請中
開会から閉会までの
すべてのプログラムの
聴講が必須です

学校のトイレ研究会

https://school-toilet.jp

※内容は一部変更となる場合がございます。

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課 課長補佐 早田清宏氏

第Ⅱ部 研究会講演
『学校トイレのバリアフリー化の加速に向けて』
アンケート調査レポート、学校トイレづくりのポイント、現場事例紹介 など

閉会後 研究会参加企業 学校向け最新技術・商品紹介

第Ⅰ部 《基調講演》

第Ⅱ部 《研究会講演》

約45分

約３０分

学校のトイレ研究会が毎年発行している研究誌 『学校トイレの挑戦！』 最新号の掲載情報について解説します！

基調講演

『学校施設におけるバリアフリー化の加速について』

20%

25%

35%

高効率照明器具

断熱ガラス・
二重サッシ

省エネ型空調機
への更新

人感センサー
照明

パソコン・
電子黒板

Ｑ. 今後､学校トイレの整備で特に重要と思うこと

●学校清掃の手引きのご案内 new！
トイレ改修はゴールではなくスタートです。清潔なトイレを維持する
ための予防保全・清掃方法を解説した動画コンテンツをご紹介。

バリアフリー対応
感 染 症 対 策
老朽化対策

早田清宏氏

災 害 対 策
長寿命化対策

ダイバーシティ

教職員

環 境 配 慮

自治体

n=169

清掃管理・メンテナンス強化

n=113

維持管理体制の強化

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

短 工期改 修

主に学校施設整備（バリアフリー化、耐震化、水害対策）の他、地方分権、地方創生等にも携わる。

児童・生徒への教育

＊文部科学省 「学校施設のバリアフリー化の加速に向けた取組事例集」より

学校のトイレ研究会「2021年度全国自治体・全国公立小中学校アンケート調査」

香春町立香春思永館

三重県立みえ夢学園高等学校

閉 会 後
●研究会参加企業 学校向け最新技術・商品紹介
研究会参加企業各社より、今後の学校トイレづくりに適した最新の商品・技術についてご紹介します。
※閉会後にご案内します。ご興味のある方はご覧ください (10分程度）
近江八幡市

トイレ

19%

21%

廊下の手洗い場

15%

校舎の耐震化

研究会の知見をもとに､これからの学校トイレづくりのポイントに
ついて、バリアフリーの視点から、自治体や学校の取組み事例を
交えながらご提案いたします。

14%

ケーブル
LAN

太陽光発電

●バリアフリーから考える学校トイレづくりのポイント

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部
施設企画課 課長補佐

11%

校内

研究会では毎年アンケート調査を実施しています。最新レポート
から見えてきたのは、 コロナ禍での 《感染症対策の定着》 と
《バリアフリー化加速の兆し》 でした。

本講演は、学校施設整備におけるバリアフリー化の推進のために、バリアフリー法改正に
よる学校施設の位置づけの変化､有識者会議における検討､学校施設バリアフリー化推進
指針の改訂、公立小中学校等施設のバリアフリー化に係る整備目標、財政支援の充実、
特にトイレも含めたバリアフリー整備の事例などについて紹介・説明するものである。

61% 62%

第１位＝トイレ
第２位＝廊下の手洗い場

●最新 自治体・教職員アンケート調査レポート new！

学校施設は､多くの児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であるとともに､災害時
の避難所など地域のコミュニティの拠点としての役割も果たすことから、バリアフリー化を
一層進めていく必要がある。 令和３年４月施行の「高齢者､障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律（バリアフリー法） 」の一部改正等を踏まえ､文部科学省では､令和７年度末
までに緊急かつ集中的に整備を行うための整備目標の設定､令和３年度より既存公立学校
施設のバリアフリー化工事の国庫補助算定割合の1/3から1/2への引上げ等、学校設置者
による学校施設のバリアフリー化の取組を支援してきた。

2006年４月 文部科学省入省
2014年４月 内閣府地方分権改革推進室専門官
2015年４月 岐阜県池田町役場理事
2019年４月 国立教育政策研究所文教施設研究センター 総括研究官
2021年４月 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官補佐
2022年４月より現職

教職員 n=168（上位10項目）

学校施設のバリアフリー化加速に向けた社会動向の中から、
トイレに関するポイントを解説します。

《講演概要》

《講師プロフィール》

Ｑ. 学校で改善が必要と思われる場所

●学校トイレを取り巻く環境

町田市

大津市

香芝市立香芝東中学校

