
スクール・ニューディール構想と
トイレエコ改修

■省エネ機器への取替え

トイレ・廊下

地方債5%

元利償還金に
交付税措置

2.5%

実質的な地方負担
平均2.5%(調整中)

国負担

臨時交付金
45%

国庫補助
50%

経済産業省の説明資料より

※1  ：太陽光発電をともなわないエコ改修の場合は、実質的な地方負担は平均3.35％
　　　　トイレ単独のエコ改修工事(400万円以上)もこの対象となる。

※1●太陽光発電の導入と同時に実施する省エネ改修

・節水便器、電気便座

・高効率照明(センサ付き)

●スクール・ニューディール構想の展開例

(平成２１年秋頃募集)

学校のトイレ研究会

トイレ空間改修も補助対象です



『トイレ空間改修全体』が補助対象です！①～③

①太陽光発電導入にともなうトイレ改修

植栽による遮光

災害避難場所としてのユニバーサルデザイン化
災害避難時にはトイレが最大の課題。

②耐震補強工事にともなうトイレ改修

文部科学省資料ＨＰより

エコ教育(水量計)

●和式トイレが使えない
　お年寄りに対する洋式化
●車いす使用者・オストメイト
　に対応した多目的トイレ設置

(福岡県北九州市立曽根東小学校)

耐震補強工事にあわせて、多目的トイレを設置。大阪狭山市立南第二小学校

③トイレ単独のエコ改修

明るく清潔な学校トイレ

群馬県太田市立東中学校

神奈川県川崎市立はるひ野小学校・中学校

破損したパーティション

和式便器　・ 破損したブース

割れた手洗器

某公立学校(2009年撮影)

暗い・臭い・汚い
学校のトイレ

太陽光発電

太陽光発電導入などのエコ改修にともない、トイレもエコ改修。
節水がCO2削減にも貢献。水量計を設置しエコ教育も実施。

太陽光発電導入や耐震化をともなわないトイレ単独のエコ改修(400万円以上)も、今回の補助対象。
暗いトイレにおびえながら、臭いトイレに息を止めて使っている子ども達がいます。
この機会に学校トイレの環境改善を！

実質的な地方負担　平均 2.5％

実質的な地方負担　平均 3.35％

実質的な地方負担　平均 3.35％

※

※

※

※現在、国で 終調整中



ＣＯ２削減量
約８０３kg/年

節約金額
約９５万円/年

学校１校での取替え効果
(生徒300人、教職員20人)

年間
約２５３万Ｌ 年間

約１１７万Ｌ

節水量
約１３６万Ｌ/年

ＣＯ２削減量
約２３２kg/年

節約金額
約９３万円/年

ウォシュレット使用水量 約1.8万Ｌ/年

節水量
約１３４万Ｌ/年

使用電気量
約１４８２ｋＷｈ/年

●節水便器でエコ

１.６Ｌ/回

０.４７Ｌ/回

節水機器従来品

①経済産業省の 節水便器・電気便座 とは　　

②空間まるごと節水化した場合

省エネ機器への取替え

●ウォシュレットを付けてもエコ

６Ｌ／回
ウォシュレットあり

＜試算条件＞
・生徒300人(男子150人、女子150人)　教員20人(男性10人、女性10人)
・生徒登校日198日/年、職員通勤日245日/年、
・滞在時間/日･･･生徒6時間、職員8時間
・1日(活動時間16時間)の用便回数･･･大便・男性女性1回、小便・男性6回
　女性5.2回、洗面・男性6回女性5.2回(学校滞在中ﾄｲﾚ使用回数は滞在時間比で算出)

・器具数･･･男子ﾄｲﾚ→洗面器8、大便器・ｳｫｼｭﾚｯﾄ8、小便器11、女子ﾄｲﾚ→
　洗面器11、大便器・ｳｫｼｭﾚｯﾄ15、擬音装置15、ｳｫｼｭﾚｯﾄはｱﾌﾟﾘｺｯﾄ(F1)
・1回使用あたりの洗浄回数･･･男性大便器1.49回、女性大便器2.29回
　(擬音装置ありの場合1.53回)、男性小便器1回、
・音姫使用回数(女性のみ)･･･大便時2回、小便時1回
・洗面水栓の流量・使用時間･･･従来品7Ｌ/分・16秒、節水器具2Ｌ/分・14秒
・上下水道料金0.697円(税込)/Ｌ(東京都)

・電気料金12円(税込)/kWh(東京電力・業務用・年平均)

・水のCO2換算係数0.59kg/立方メートル、電気のCO2換算係数0.378kg/kWh
　(経済産業省　省ｴﾈ・防犯住宅推進委員会「省ｴﾈ･防犯住宅推進ｱﾌﾟﾛｰﾁﾌﾞｯｸ」より)

※ｳｫｼｭﾚｯﾄ使用電気量は2012年省エネ基準にて試算。
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ウォシュレットなし
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現在学校に多く
設置されている便器

１３Ｌ／回

擬音装置
(音姫)
なし ＣＯ２削減量

約６０８kg/年

節約金額
約１４５万円/年

節水量
約２１０万Ｌ/年

使用電気量
約１６７９ｋＷｈ/年

年間
約３１３万Ｌ

年間
約１０３万Ｌ

女子１回あたりの
洗浄回数
2.29回→1.53回
に減らせます

節水便器

６Ｌ／回

CFS460MVNA

同上

同上

音姫

壁掛け小便器
ジアテクト
UFS800CE

ﾊｲﾊﾟｰ泡沫水栓
発電ﾀｲﾌﾟ
TEN40AWBX

YES302
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清掃性・堅牢性・安全性・短工期・省スペース・節水・メンテナンスのご提案

1996年当初、オフィスや商業施設のトイレがきれいになる中で、学校トイレは取り残され、大変劣悪な環境によりトイレに行けない
子どもたちが健康障害をおこすなど、大きな社会問題となっておりました。
そのために、トイレ関連企業が企業活動の枠を越えて結束し『学校のトイレ研究会』を開設。より良い学校トイレの環境づくりを目指し、
調査・研究・啓発活動を継続してきました。ここでは、いままでの研究成果と長年培ってきた各社の技術を集め、より確かなトイレ環境
づくりについてご提案いたします。

　清掃性・堅牢性・安全性　

サニタリウム

＊施工のポイント
平滑で、よく乾燥したコンクリート・モルタル下地で施工してください。必ず専用接着材を使用してください。
壁際等、シート端部はシリコン系シーリング材による止水処理を行ってください。

●ワックス無しでも汚れがつきにくく、取れやすいビニル床シート
●水洗いが不要な、ドライメンテ方式

６色

SL-122 SL-202 SL-203 SL-206 SL-211 SL-214

 床 

サニタリウム
超防汚性（尿による汚染に強い）
トイレ用ビニル床シート

ロンレイドAS
抗菌・防滑性ビニル床シート（平滑タイプ）

ロンマットME
防滑性ビニル床シート
（凹凸のあるエンボス加工）

※汚れが目立ちにくい床材をおすすめ

より防水性能を高めるｳﾚﾀﾝ塗膜防水対応

清掃性・デザイン性 雨水・泥の持込み 転倒時の安全性

ロンフォーム・ケアソフト
抗菌性発泡層付ビニル床シート

優れた清掃性 断面図

一般教室のトイレ グランドや地域開放トイレ 多目的トイレ

発泡層のないビニル床シート 発泡層のあるビニル床シート

ロンシール工業のスクールニューディールおすすめ床材（用途別）

ロンシール工業株式会社



●傷や汚れがつきにくい薄くてじょうぶな壁面材
●目地がないので汚れや臭いがつきにくい

＊施工のポイント
単体での不燃認定を取っているので石膏ボードの上に直張りできます。
専用接着剤と両面テープの乾式工法。張り付け後は４８時間以上経ってから
保護フィルムを剥がしてください。

●色柄が豊富
●汚れに強く、清掃性がよい

＊施工のポイント
耐久性を望まれる場合は、４０ｔのフラッシュパネルよりも
３０ｔの全面張り（ベタ芯）がお奨めです。

メラミン板の性質上、汚れにくく、
日常清掃においても簡単な拭き掃除で
清潔を保つことが出来ます。

壁材

デコラフネン（3.2t） ・デコウォールフネン（2.0t）

ブース材

デコラ (メラミン化粧板）

住友ベークライトのスクールニューディールおすすめ壁材・ブース材

●指をはさまない、安全なトイレブース
●薄くても耐久性に優れた丈夫な素材

デコラヴィータ（ゆびテクト）

＊施工のポイント
丈夫な材料を保持する専用金具を使用します。
また既存トイレの扉のみリニューアルも可能です。

扉の戸先と吊元部を曲げ加工する事で、扉と前面パネルとの間に
隙間を作り、指詰めの危険をなくしました。
また扉の曲げ角度（深絞り）によってブラインドを作り、いたずら防止を図っています。

ブース扉

壁
ブース 住友ベークライト株式会社



ベスト株式会社

非常解笠木戸当り　№630

●ブース内で人が倒れても、指一本で内開きを外開きに変更可能
●内開きで不便だったブース内の清掃も、外開きに切り替えてラクラク！ 

＊施工のポイント
施工は簡単！パーチクルボード、MDF、LVL等の木下地に対し付属のタッピングビスをもむだけ。
※上記の機能を確立するには中心吊りのヒンジ（1602A等）を併用していただく必要が有ります。

笠木戸当りを
外側から指で倒す

笠木戸当り

金具

トイレ内で人が倒れた時など
非常時に指一本で内開きを
外開きに

笠木戸当り

非常解笠木戸当り №630

笠木戸当り

吊り金物

鍵

20万回繰返し開閉試験済み

吊り金物

グレビティヒンジ №1602A

60万回繰返し作動試験済み
（常に20kg.の付加を加えて）

鍵

表示付きボルト №1612SL

ベストのスクールニューディールおすすめ金具

優れた堅牢性で壊れにくい！



　省スペース・短工期・ 節水・メンテナンス　

●２日間で和風便器から洋風便器へ！
●１フロア工事で完了

＊ポイント
建築壁にブラケット固定を行なう場合は下地補強が必要。
トイレブースパネルを壁面に追加することをお奨めします。

TOTO株式会社

パブリックリモデル便器

●排水アジャスター機能

●和式11L→6Lへ大幅節水！
※和洋リモデル工法とのセットで、洗浄水量が6～8Lになる場合がございます。

内開きブースは

扉が便器に当たり

設置不可。

ウェイブレット

狭い空間にもスッキリ！

株式会社岡村製作所

ウェイブレット

TOTO株式会社

和洋リモデル工法　特許 03671979

●和式から洋式トイレへ、スペースを
　 変えずに簡単施工。
●円周上にドアがスライドするので、
　 体をよけずに出入りがラク＆スムーズ
●子どもが喜ぶ、まーるいデザイン！

ブース

和式
↓

洋式

節水
便器

＊施工のポイント
※和洋リモデル工法は、その性能・品質を確保するため
専用部材を使用し所定の方法で施工を行う事が必要です。
「施工」はＴＯＴＯの認定した施工店にて対応いたします。

従来工法と比較して廃材量は１/３。
地球環境にも配慮。

わずか２日間で和式から洋式に！



ウェイブレット－Ｓ
子どもたちの安全で快適な
利用に配慮した学校用ブース

一般トイレ

スタンダードブース

オカムラのスクールニューディールおすすめブース（用途別）

和式から洋式便器へ

ウェイブレット－Ｅ
アルミエッジ仕様のコスト
パフォーマンスに優れたブース

ウェイブレット-UD
車いすの利用に対応した
容易な施工性の省スペース型

多目的トイレ

引き戸ブース省スペースのブース

スライドドアブース
奥側スペースを有効利用し
多目的トイレの設置に 適

洗浄水量

1.6L/回

ウォシュレットアプリコット

TOTOのスクールニューディールおすすめ器具

パブリックリモデル便器

CFS460MVNA

自動水栓 アクアオート

TEN40AWBX

壁掛け小便器

UFS800CE（ジアテクト）

省エネ　電気便座節水　大便器 節水　水栓節水　小便器

洗浄水量

6L/回
使用水量

0.47L/回

排水心可変
多様な改修工事に対応！

フチなしトルネード洗浄
汚れが付きにくく、
お掃除しやすい！

ハイパー泡沫タイプで大幅節水
ノンタッチで清潔
発電タイプで省エネ！

スーパーおまかせ節電
学校トイレも自動水栓が主流！

お掃除ラクラク

子どもから大人まで
使える低リップ設計

前出675㎜の便器で空間すっきりひろびろ！

スイッチひとつでトイレの使用頻度を記憶し、
普段使わない時間帯は便座の温度を下げて
節電。まったく使わない時間帯は、自動で便座
のヒーターを切って節電します。

TCF4411E

’97年～’08年新築・改修の小・中学校調査(TOTO調べ)
（n=63校）

※1　約10年前の当社品
※2　タイマー節電9時間、スーパーおまかせ節電を使用した場合。※スティック
リモコンタイプにはスーパーおまかせ節電機能はありません。※電気料金は税込
価格です。　

気持ちよくウォシュレットを使って

省エネ基準達成率140％

電気料金は１か月たったの約176円

スーパーおまかせ節電でさらに約22％節約 従来品※1

約469円/月

アプリコットF3
ﾀｲﾏｰ節電※2+スーパーおまかせ節電

節約機能を
併用するとさらに

約２２％節約

※1後ろ壁から便器先端までの前出寸法
※2当社従来便器C480S（奥行き708mm）と比較

シングル
レバー
10％

ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ
8％



●日常清掃／定期清掃／特殊清掃

※清掃方法を、学校のトイレ研究会HP （裏面参照） 

 に掲載しています。ぜひご参考にして下さい。

株式会社木村徳太郎商店

適切な清掃・メンテナンス
清掃 生徒・教職員

日常清掃
週に５回

教職員・生徒
定期清掃

各学期に１回

プロによる
特殊清掃

３～４年に１回

◆小便器の尿石除去

◆便器の水垢や尿石の
　除去

作業前 作業後

作業前 作業後



℡ 03-5451-1150 　　http://www.school-toilet.jp/
℡ 03-6743-4510　　 http://www.okamura.co.jp/
℡ 03-3811-2919 　　http://www.toku-kimura.co.jp/
℡ 03-5462-8708 　　http://www.deconit.com/
℡ 03-5451-1194 　　http://www.com-et.com/
℡ 03-3257-7745 　　http://www3.best-x.co.jp/
℡ 03-5600-1821 　　http://www.lonseal.co.jp/

学校のトイレ研究会
学校のトイレの実態をソフト・ハード面にわたって
調査・研究することにより、児童・生徒が安心して
使える清潔で快適なトイレを具体的に提案・普及
をしていくことを目的に、トイレ関連企業により
1996年11月に発足いたしました。

発足以来、毎年研究誌を発行し、各種講演会を
実施するなどの活動を継続しています。

学校のトイレ研究会　参画企業のご紹介

株式会社岡村製作所
株式会社木村徳太郎商店
住友ベークライト株式会社
TOTO株式会社

株式会社ベスト
ロンシール工業株式会社

参画企業

トイレづくりや清掃・メンテナンスにおける
取り組みや活動事例を掲載

本件に関するお問合わせは、
学校のトイレ研究会　事務局(03-5451-1150)までお願いいたします。

研究誌　　ホームページから閲覧・取り寄せできます(無料)

１２号『学校トイレの挑戦2009』

NEWNEW

１１号 １０号エコ改修特集

バックナンバー

ホームページ
http://www.school-toilet.jp

ホームページから、学校おすすめレイアウトプランや建材・器具リストをダウンロードできます
http://www.school-toilet.jp/toiletpoint/index.html

●レイアウトプランはあくまで参考イメージ図です。
　実施にあたっては現場での使い勝手や安全性、
　建築条件に合わせた詳細な検討が必要です。

学校のトイレ研究会

株式会社岡村製作所

株式会社木村徳太郎商店　　　

住友ベークライト株式会社

TOTO株式会社

株式会社ベスト 　　　　　　　

ロンシール工業株式会社


