
災害時トイレ衛⽣管理講習会 【基礎編】 
−⽔洗トイレが使えなくなった時の健康と衛⽣対策を学ぶ− 

開催案内 
開催趣旨 

過去の災害においては⽔洗トイレが使えなくなり、避難所等のトイレは劣悪な環境になりまし
た。トイレに⾏きたくないために、⽔分や⾷事の摂取を控えしまうと、脱⽔症状や体⼒低下など
の健康悪化を引き起こし、エコノミークラス症候群で死に⾄ることもあります。 

本講習会は、災害時トイレ衛⽣対策を推進し、安⼼して使⽤できるトイレ環境をつくる⼈材の
育成を⽬的としています。排泄・衛⽣、トイレ空間・設備、し尿処理の各分野の基本的内容およ
び、避難所や施設、事業所等でのトイレ衛⽣対策の実践的なノウハウを習得していただきます。 

防災⼠、看護師や保健師、薬剤師、介護・福祉関係者、学校関係者、マンション等の管理担当
者、防災・下⽔・廃棄物担当者など、地域や組織を守る⽴場の⽅々に受講いただき、防災⼒を⾼
めていただくことを願っております。 

講習会のポイント 

 災害時のトイレの課題と対応⽅法・健康管理に関する基礎知識を⾝につける 
 災害⽤トイレの選定や備蓄数量など、適切な備えのための情報を得る 
 トイレし尿処理の仕組みを理解することで、的確な現場対応に役⽴てる 
 災害時のトイレを衛⽣的に保つための⽅策を学ぶ 
 関係機関や専⾨家等との連携・協⼒するための基礎知識を⾝につける 

開催概要 

開 催 ⽇  2023 年 5 ⽉ 20 ⽇(⼟) 〜 5 ⽉ 21 ⽇(⽇) 
開催形式  オンライン（Zoom を利⽤） 
主  催  特定⾮営利活動法⼈⽇本トイレ研究所 
受 講 料   22,000 円（⽇本トイレ研究所会員は 20,000 円）*テキスト代、消費税含む 
申 込 先  下記の⼆次元コードまたは URL からお申込ください 

http://bit.ly/3kwtHfj  
 
 
 
 
 
 
  

オンライン開催 

▼お申込はこちら 
 問合せ先  〒105-0004 東京都港区新橋 5-5-1 IMC ビル新橋 9F 

  TEL. 03-6809-1308 FAX. 03-6809-1412 
 MAIL. laboseminar@toilet.or.jp 
 U R L. www.toilet.or.jp 



プログラム 【１⽇⽬】                      5 ⽉ 20 ⽇（⼟） 

09:45    Zoom ⼊室可  

10：00  開 講 
開講あいさつ 

10：05 
 

 
講義１ なぜ、災害時のトイレが問題なのか？ 

加藤 篤（特定⾮営利活動法⼈⽇本トイレ研究所） 

10：30  休憩（5 分） 
10：35 
 

 
講義２ 建物のトイレ・給排⽔の仕組みと災害時対応 

坂上 恭助（明治⼤学 名誉教授） 

11：10  休憩（5 分） 

11：15  
講義３ 浄化槽・し尿収集の仕組みと災害時対応 

岡城 孝雄（岡城技術⼠事務所所⻑、 
元（公財）⽇本環境整備教育センター） 

11:50  休憩（5 分） 

11：55 
 

 
講義４ 下⽔道 BCP と災害⽤マンホールトイレ 

畑楠 晃平（⼀般社団法⼈⽇本グラウンドマンホール⼯業会） 

12：30  昼休憩（50 分） 
13：20  

講義５ 感染症・衛⽣対策の基礎知識 
菅原 えりさ（東京医療保健⼤学院医療保健学研究科 教授） 

13：55  休憩（5 分） 
14:00 
 
 

 
講義６ 実務にあたっての基本的な考え⽅ 

加藤 篤（特定⾮営利活動法⼈⽇本トイレ研究所） 

14：35  休憩（5 分） 
14：40  意⾒交換（グループごとに実施） 

講義内容や疑問点をグループで話し合います 
 

15：20  閉 講 
  



プログラム 【２⽇⽬】                      5 ⽉ 21 ⽇（⽇） 

09:45    Zoom ⼊室可  

10:00  開 講 
10:05  

講義７ 排便の基礎知識 
中野 美和⼦（神⼾学園理事・校⻑、さいたま市⽴病院⼩児外科 

/⾮常勤・元部⻑） 

10:40  休憩（5 分） 
10:45 

 
 

講義８ 排尿の基礎知識 
吉川 ⽺⼦（⼩牧市⺠病院 泌尿器科排尿ケアセンター部⻑） 

11:20  休憩（5 分） 
11:25  

講義 9 災害⽤トイレの分類と技術概要 
松本 彰⼈（特定⾮営利活動法⼈⽇本トイレ研究所） 

12:00  昼休憩（50 分） 
12:50  

講義 10 災害⽤トイレの選び⽅ 
島村 允也（特定⾮営利活動法⼈⽇本トイレ研究所） 

13:25  休憩（5 分） 
13:30  まとめ（講義ポイントの振り返り） 

加藤 篤（特定⾮営利活動法⼈⽇本トイレ研究所） 
13:45  意⾒交換（グループごとに実施） 

  より良いトイレ環境を作るための⽅法をグループで考え、理解を深めます 
 

15:00  閉 講 
・各講義において質問時間を５分程度設けております 
・意⾒交換のグループは当⽇、事務局からお伝えします 
 

 

※プログラムは⼀部変更する場合がありますのでご了承ください 

お申込・受講に際してのお願い 
１. 受講料のご⼊⾦確認後、受講⽤ URL をご連絡いたします。ご⼊⾦から 10 ⽇以上経過して 

も届かない場合はご連絡ください 
２. @toilet.or.jp と@zoom.us からのメールが受信できるようドメイン設定をお願いします 
３. スマートフォン・タブレットで受講される際は、事前に zoom アプリのインストールを 

お願いします 
４. テキストは開催⽇の約 1 週間前に届くように郵送いたします 
５. 録⾳、録画はご遠慮ください 



講習会について 

災害時トイレ衛⽣管理講習会は、毎年 5 ⽉に【基礎編】を、12 ⽉に【計画編】を各 2 ⽇間で
開催しております。これまで基礎編 12 回、計画編 9 回開催し、すでに 600 名以上の⽅に受講
頂いております。 
２⽇間をとおして受講いただいた⽅に、修了証書を発⾏いたします。 

 
〈防災トイレアドバイザー認定〉 

【基礎編】と【計画編】を受講し、「防災トイレ計画（D-TOP）」を提出および発表（専⾨家 
による審査有）された⽅に、「防災トイレアドバイザー」認定証書を交付いたします。 
「防災トイレ計画（D-TOP）」についての詳細は講習会で説明いたします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催概要 

開 催 ⽇  2023 年 5 ⽉ 20 ⽇(⼟) 〜 5 ⽉ 21 ⽇(⽇) 
開催形式  オンライン（Zoom を利⽤） 
主  催  特定⾮営利活動法⼈⽇本トイレ研究所 
受 講 料   22,000 円（⽇本トイレ研究所会員は 20,000 円）*テキスト代、消費税含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■問合せ先 
特定⾮営利活動法⼈⽇本トイレ研究所 
〒105-0004 東京都港区新橋 5-5-1 IMC ビル新橋 9F 
Mail. laboseminar@toilet.or.jp 
TEL. 03-6809-1308  FAX. 03-6809-1412  URL.  www.toilet.or.jp 

 
■特定⾮営利活動法⼈⽇本トイレ研究所とは 

「トイレ」をとおして社会をより良い⽅向へ変えていくことをコンセプトに活動している 
ＮＰＯ（特定⾮営利活動法⼈）です。災害時のトイレの分野では、阪神・淡路⼤震災以降、 
災害時のトイレ問題に着⼿してきました。 


