
  
 

トイレラボ勉強会 

毎回ゲストをお迎えし、参加者の⽅々と⼀緒にトイレや排泄について意⾒交換する場を提供するトイレラボ
勉強会。少⼈数で、参加者同⼠が意⾒交換をしながらつながりを持てる勉強会です。 

在宅医療・介護における排泄ケアのポイント 第 67 回 7 ⽉ 12 ⽇(⽕) 

第 67 回のゲストスピーカーには、塚⽥ 邦夫さん（⾼岡駅南クリニック 院⻑）をお迎えしました。在宅医
療・介護において、排泄の問題は⾝体的・精神的・社会的・経済的な負担が⼤きく、在宅医療・介護の推進の
障壁となっています。排泄トラブルの原因や背景は⼈によって異なるため、多職種での連携が求められます。 

勉強会では、在宅医療・介護における排泄ケアの重要性と、これだけは知っておいてほしい排泄ケアのポ
イントについてお話いただきました。 
これだけは知っておこう！東京の下⽔道とあなたの排⽔設備！ 第 68 回 10 ⽉ 26 ⽇(⽔) 

第 68 回のゲストスピーカーには、星 陽平さん（東京都下⽔道局 施設管理部 排⽔設備課 主任）をお迎
えしました。排⽔設備とは家庭から出る汚⽔（台所・洗⾯所・⾵呂やトイレなど）や⾬⽔を下⽔道に流⼊さ
せるために必要な排⽔管、ます、その他の排⽔施設のことを指します。災害時に限らず排⽔設備に異常があ
れば、排⽔することができず私たちの⽣活に⼤きな影響を及ぼします。 
勉強会では、下⽔道や排⽔設備の概要などについてお話しいただきました。 

講 演 

⽇本トイレ研究所では、主に災害時のトイレ対策等について講演を実施しております。（7 ⽉〜10 ⽉） 

7 ⽉ いわて災害看護ネットワーク協議会 
(株)メイ オンラインヨガスタジオ VedaTokyo 
東京都⽴⻘⼭特別⽀援学校 
昭和⼤学医学部 
品川区防災協議会品川第⼆地区協議会 
群⾺県 

8 ⽉ 徳島県町村議会議⻑会 
(公財)⽂字・活字⽂化推進機構 
栃⽊県⾜利市教育委員会 
東京都⽴⼋王⼦特別⽀援学校 

9 ⽉ 有度地区まちづくり推進委員会 
帝京平成⼤学池袋キャンパス 
帝京平成⼤学中野キャンパス 
弦巻町会 弦巻中学校避難所運営委員会 
函館市⼥性会議 

10 ⽉ 独⽴⾏政法⼈国⽴⻘少年教育振興機構 
国⽴諫早⻘少年⾃然の家 
東京都学校保健経営研究会 
横浜市港北区役所 
都⽴多摩桜の丘学園 
神奈川県厚⽊保健福祉事務所⼤和センター 

 

11 ⽉ 20 ⽇に、カタール・ワールドカップ 2022 が開催いたしました。7 ⼤会連続の出場となる⽇本は、強豪
のスペイン、ドイツと同組、死のグループとされるグループ E に⼊りました。厳しい戦いが予想されますが、
持てる⼒を出し切って、決勝トーナメントに進出してもらいたいです。 

さて、「出す」といえば、⽇本トイレ研究所では、11 ⽉ 10 ⽇から 11 ⽉ 19 ⽇に「うんち week」を実施し、
ワールドカップにも負けない熱い 1 週間を送っていました。 

3 回⽬の今年の「うんち week」は、「おなかにいいこと、やってみよう」をテーマに、⼦どもも⾷べられる
⾷物繊維が摂れるレシピや、おなかにいい⽣活のヒントを紹介する「うんち week クイズ」を公開しました。
是⾮ご覧いただき、排泄を通しておなかの調⼦や健康を考えるきっかけにしていただければと存じます。 

今年も残すところあとわずかとなりました。 皆さまには今年もご⽀援いただきありがとうございました。 
今後も必要な情報を届けるため精進してまいりますので、ご⽀援のほど何卒よろしくお願いいたします。 

2022 年 11 ⽉  特定⾮営利活動法⼈⽇本トイレ研究所 
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SDGs Week EXPO 2022 
企画展「災害対策トイレ展×快適トイレ展」出展＆セミナー開催 

12 ⽉ 7 ⽇〜9 ⽇に開催される SDGsWeekEXPO2022 内の、災害対策トイレ展
×快適トイレ展に出展します。12 ⽉ 8 ⽇には、下記のセミナーが開催されます。 

「災害時のトイレ問題を考える〜 "快適トイレ"の社会実装による波及効果〜」 
 ⽇時：12 ⽉ 8 ⽇（⽊） 13:00〜14:30（申込番号：B-6） 

会場：展⽰会場ステージ B およびオンライン 
申込み・詳細：https://messe.nikkei.co.jp/sweb/seminar/#seminar_142785 
 

災害時トイレ衛⽣管理講習会【計画編】のご案内 

災害時トイレ衛⽣管理講習会【計画編】の開催が 12 ⽉ 17 ⽇・18 ⽇に開催いた
します。本計画編では、トイレの衛⽣対策を徹底するための「防災トイレ計画（D-
TOP）」の作成⽅法を講義とワークショップにて修得いただきます。 

基礎編と計画編を両⽅受講いただいた上で、D-TOP を作成いただき、所定の審
査の後に「防災トイレアドバイザー」の認定をしております。 

どうする、⼦どもの便秘！？意⾒交換会のご案内 

12 ⽉ 16 ⽇(⾦)に、うんち week に実施する全国の⼩中学校 130 校（予定）の
児童・⽣徒の 7 ⽇間の排便記録について集計結果を発表します。また、⼦どもの
便秘をなぜ放っておいてはいけないかを解説し、⼦どもたちの健康や排便状態に
ついて意⾒交換を⾏ないます。 

詳細・お申込みは 
▼こちら▼ 

詳細・お申込みは 
▼こちら▼ 

・ 

・

・



  

下⽔道展東京ʻ22 併催企画「災害時のトイレ・下⽔道フォーラム」 8 ⽉ 4 ⽇(⽊) 

被災後、建物が安全であれば、在宅避難を呼びかける⾃治体が増えています。
しかし、⼤規模な災害が起きると、停電・断⽔等により⽔洗トイレは使⽤できな
くなるため、⽣活を継続することができなくなります。 

本フォーラムでは、集合住宅における在宅避難のために必要な備えについて
考える場とし、⽔洗トイレの使⽤可否と災害⽤トイレの運⽤について情報共有
し、実践的な備えについて検討しました。 

防災トイレフォーラム 2022 9 ⽉ 1 ⽇(⽕) 

関東⼤震災復興 100 年のカウントダウン開始の⽇に東京都に共催いただき開
催いたしました。 

本フォーラムでは、被災⾃治体の貴重な経験を⾵化させないために、被災経験
のある⾏政担当者や研究者から当時の状況と対応についてお話し頂き、これか
らのトイレ対策に活かすべき要点を共有しました。 

おうちで防災トイレ教室！ 10 ⽉ 30 ⽇(⽇) 

積⽔ハウスマッチングプログラムの協⼒を得て、⼦どもたちに災害時におけ
る在宅避難に必要な備えや考え⽅を、トイレ対策を中⼼に伝えることを⽬的に、
実際に携帯トイレを⽤いて実験など、オンラインでワークショップを実施しま
した。 

当⽇は 20 家庭 30 名のお⼦様にご参加いただきました。 

⽇本トイレ⼤賞 表彰式 11 ⽉ 10 ⽇(⽊) 

「⽇本トイレ⼤賞 2022」の授賞式を⾏いました。災害時のトイレ問題、⼩学
校のトイレ環境、ダイバーシティにおけるトイレ問題など課題解決への取り組
みを独⾃の視点で評価し、表彰することで、トイレ・排泄の改善に取り組む思い
を共有しました。 

・グランプリ：佐賀県⽴⿃栖商業⾼等学校 
『⿃栖商業⾼校による JR 肥前麓駅トイレ清掃への協⼒』 
・⼊賞：⼭梨県 
『⼤学⽣向けこころの健康相談統⼀ダイヤル広報啓発トイレットペーパー』 

TOILET MAGAZINE（トイレマガジン） 

「男性のおしっこ姿勢を科学する」 
鈴⽊ 基⽂先⽣（東京都⽴墨東病院 泌尿器科 部⻑） 

「便意のサイン、⼤事にしてますか？」 
 EA ファーマ株式会社×中島淳先⽣（横浜市⽴⼤学⼤学院医学研究科 肝胆膵消化器病学教室 主任教授） 
「建設現場や災害時に、すべての⼈が安⼼して使える「快適トイレ」を」 
 株式会社ビー・エス・ケイ×⼭本憲⼀さん（⼀般社団法⼈⼭梨県建設業協会 業務部業務部⻑） 
「腸を整えると、⾃律神経も免疫もメンタルも調⼦がよくなる」 
 ⼩林弘幸先⽣（順天堂⼤学医学部教授）×NPO 法⼈⽇本トイレ研究所 

 

うんち week2022 11 ⽉ 10 ⽇(⽊)〜11 ⽉ 19 ⽇(⼟) 

⽇本トイレ研究所では 11 ⽉ 10 ⽇(いいトイレの⽇）から 11 ⽉ 19 ⽇(世界ト
イレの⽇)までの 10 ⽇間を「うんち week」とし、便の状態をチェックすること
で健康や⽣活リズムへ⽬を向ける啓発活動を 2020 年から⾏なっています。 

3 年⽬となる今年は、「おなかにいいこと、やってみよう」をテーマに、⼦ど
もにも⾷べられる⾷物繊維が摂れるレシピや、おなかにいい⽣活のヒントを紹
介する「うんち week クイズ」を公開しました。 

 

うんち week2022 フォーラム「排泄のはなしをしよう」 11 ⽉ 15 ⽇(⼟) 
排泄は⽣きる上で⽋かすことのできない⼤切な⽣理現象ですが、「恥ずかしい」という意識が強く、

家庭や学校で学ぶ機会もほとんどありません。 
本フォーラムでは、排泄を当たり前のこととして話すことで、課題を共有し他者を理解することに

つなげることを⽬的として、三⼈の講師の⽅にお話しいただきました。 

   講師：鴇⽥夏⼦⽒（慶応義塾⼤学医学部⼩児科学教室 ⼩児科医） 
      中嶋涼⼦⽒（⾞椅⼦インフルエンサー） 
      澤⽥智洋⽒（⼀般社団法⼈世界ゆるスポーツ協会 代表理事） 

在宅での排泄介助に関する困りごと調査の実施 

在宅介護における排泄介助の実態把握を⽬的に、在宅介護において排泄介助を実施している 40〜70 代の
男⼥を対象に調査を実施しました。 

⼩学⽣と保護者の排便に関する意識調査の実施 
⼩学⽣と保護者の排便状態および意識の実態把握を⽬的に、⼩学⽣（1 年⽣〜６年⽣）と保護者を対象に

調査を実施しました。 

※上記の調査結果は、特設サイトの「みんなのデータ」よりご覧いただけます。 

「⼦どものすこやか排便習慣 BOOK」発⾏ 

公益財団法⼈東京都福祉保健財団の⼦供が輝く東京・応援事業として「⼦どもの健や
か排便習慣サポート事業」を実施しています。 

本事業の⼀環で、⼦どもの便秘予防とともに健康的な排便習慣を⾝につけてもらうこ
とを⽬的として、0〜3 歳児のトイレや排泄、⾷事・栄養、睡眠について記載した「⼦ど
ものすこやか排便習慣 BOOK」を製作いたしました。 

 「⼦どものすこやか排便習慣サポート講習会」2023 年 1 ⽉ 26 ⽇(⽊)開催 
講習会では、冊⼦では伝えきれない点について、排便および⾷事・栄養の専⾨ 

の先⽣⽅に解説いただきます。ご参加希望の⽅は HP をご確認いただきたくお願いいたします。 

  ※冊⼦は、「うんち week」の特設サイトよりダウンロードいただけます。 

特設サイトは 
こちらから▶ 


