
小学生に聞きました！ 

小林製薬「小学生のトイレ実態調査２０１４」 結果発表！ 
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小学校トイレの環境改善を求める子どもたち 

－実態調査から見える小学校トイレの課題 と 小林製薬の取り組み－ 

特集 

ＴＯＰＩＣＳ① 

ＴＯＰＩＣＳ② 世界ＣＯＰＤデー（11月19日）  

小林製薬の社会貢献活動 

「小学校に洋式トイレプレゼント！」２０１４年度実施レポート 

》 

》 

 小学校のトイレは 「和式トイレ」が多い （約６割） 

 小学校の「和式トイレ」のイメージ １位 「臭い」、２位 「汚い」、３位 「暗い」  

 「和式トイレ」が多い小学校に通う子どもたちの約６割が 「洋式トイレ」 を求めている 
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  小林製薬ニュースレター 

 この度、当社では、「小学生のトイレ実態」に関するWEBアン

ケートを実施し、調査結果をまとめました。  

依然として、和式トイレが多い小学校のトイレ 

 本調査によると、和式トイレが多い小学校は、2010年の約８割

から約６割にまで減少しました【図１】 しかし、予算等の都合か

らいまだ改修が思うように進んでいない小学校が多数を占めて

おり、そのような学校の多くが、「臭い」「汚い」「暗い」といった、

毎日の掃除だけでは解決できない悩みを抱えているのが現状で

す【図２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

学校でうんちをしたがらない子どもたち 

 そのような中、小学生の約６割が小学校のトイレでうんちをする

ことに抵抗を感じると回答しています。中でも、和式トイレが多い 

「小学生のトイレ実態調査２０１４」 結果発表！ 

《調査概要》 
 ■調査対象：全国の小学生がいる母親（25-49歳）と 
          一緒に答えてもらう子ども（1年生～6年生 男女）  計412サンプル 
 ■調査方法：インターネット調査               
 ■実施時期：2014年7月 

学校トイレでうんちをしたくない理由 
（上位6項目/複数回答） 

  

求められる 『トイレ環境改善』 と 
『正しい排便意識の啓発』 
 子どもたちが学校でうんちをしたがらない二大原因は、 『周

囲の目』と『トイレ環境』です。「恥ずかしい」といった『周囲の

目』を気にするあまり、思うように学校でうんちができない環境

は、共通の課題といえます。一方、和式トイレが多い学校に

通う小学生の約４割が学校でうんちをしたくない理由として

「和式トイレが苦手」「トイレが汚い」や「トイレがくさい」ことを 

挙げており【図４】さらに約６割が学校トイレに欲しい物として 

「洋式トイレ」を挙げていることから、和式のトイレを洋式トイレ

に変更する必要性は明らかです【図５】 

  子どもたちの健やかな成長を考えると、正しい排便意識の

啓発とともに、早急なトイレ環境の改善が求められます。 

図４ 

    小学校のトイレ形態 図１ 

学校トイレに欲しいもの 
（上位4項目/複数回答） 
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図２ 学校トイレのイメージ ＴＯＰ３ 

和式トイレが多い学校 

１位 臭い  ６６％ 

２位 汚い  ５６％ 

３位 暗い  ５３％ 

洋式トイレが多い学校 
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３位 きれい 
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※ 和式が多い 
   洋式が多い 

： 小学校のトイレが「全て和式」or「和式が多い」と回答した子ども 
： 小学校のトイレが「全て洋式」or「洋式が多い」と回答した子ども 

    学校トイレでうんちをすることへの抵抗感 図３ 

６１％ 

５０％ 

（n=243） （n=87） 

小学校に通う子どもたちの方が、その傾向がより高いことがわ

かりました【図３】 
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小林製薬の社会貢献活動 

「小学校に洋式トイレプレゼント！」 
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  小林製薬ニュースレター 

子ども達に笑顔を届ける「２０１４年の贈呈式」  

■贈呈式・トイレ授業の様子 ■きれいになったトイレ 

洋式トイレに！ 

排便の大切さを学ぶトイレ授業 

パネルの贈呈 古い和式トイレから・・・ 

綺麗なトイレに興味津々 

明日を担う子どもたちに笑顔を 

 当社では、小学校のトイレ環境の改善と正しい排便意識の啓発

を図るため、2010年より社会貢献活動の一環として、「小学校に

洋式トイレプレゼント！」（旧「トイレぴかぴか計画」）を実施してい

ます。 

 本活動では、和式トイレの洋式化をはじめとした「トイレ環境の

改善」と、排便の大切さやトイレの正しい使い方を啓発する「トイレ

授業」を行っています。活動開始以来、多くの小学校からご賛同

をいただき、本年度は１２校、これまでに累計４８校に寄贈しまし

た。寄贈校からは、子どもたちが「トイレを我慢しなくなった」、「き

れいに使うようになった」など、喜びの声をいただいています。 

 また、社員参画型の社会貢献活動を目指し、簡易施工（シー

ルの貼付等）やトイレ授業は、社員自らが行っています。社員に

とっても、本活動への参加が、経営理念に掲げる“快”の追求を

改めて見つめ直す、良い機会となっているようです。 

 当社が創立100周年を迎える2019年までに、全国100校に

洋式トイレを寄贈し、明日を担う子どもたちにとって少しでも快適

なトイレ環境に改善していきたいと考えています。 

 

2014年度の実施校一覧（12校） 

青森県 青森市立横内小学校 

山形県 金山町立有屋小学校 

新潟県 新潟市立亀田小学校 

群馬県 高崎市立金古南小学校 

茨城県 潮来市立日の出小学校 

京都府 八幡市立八幡小学校 

主な活動内容 

奈良県 大和郡山市立郡山南小学校 

和歌山県 有田市立港小学校 

徳島県 徳島市立国府小学校 

香川県 高松市立檀紙小学校 

高知県 高知市立布師田小学校 

島根県 大田市立仁摩小学校 

●小学校のトイレ環境を改善 

●トイレ授業 

１．洋式トイレをお届け ２．床面の臭気対策・足形貼付 

男女各１カ所の和式便器を洋式便器化 臭気対策として床面シートへの張替えと、正しい 
位置で用を足せるように足型シールを貼付。 

トイレ環境改善とあわせて、「排便の大切さ」
と「正しい使い方」を伝える当社オリジナル
のトイレ授業を社員自らが全校で実施。 

全員参加の寄贈式 



   ２０１４年（本年度）寄贈校からの声  
    
   学校にも、洋式トイレの快適さを。 
                 山形県最上郡金山町立有屋小学校 校長  高橋幹弥 氏 
 
 この度は、小林製薬株式会社様のご厚意により、念願だった「洋式トイレ」を二基も設置 
していただき深く感謝申し上げます。子供たちも大喜びですし、地域の方々も喜んでくださ 
ると思います。 
 私はどちらかと言えば、洋式トイレに快適さを感じます。この快適さを、学校でも子供たち 
に感じてもらいたいと思っておりました。 
 この新しいトイレを、責任をもってきれいに使わせていただきます。創立百三十周年の年 
に素晴らしいプレゼントを頂戴しました。誠にありがとうございました。 
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 10月10日は、目の大切さを改めて見直す日、“目の愛護デー”で

す。パソコンやテレビゲーム、携帯電話などの使用の増加にともな

い、現代人の目は常に酷使されています。 

 当社では、特に目が疲れやすいコンタクトレンズユーザー向けに、

洗眼薬『アイボン』を1995年に発売。生活者ニーズにお応えしてア

イテム展開を行ってまいりました。今後もアイボンブランドを通して、

目の健康に貢献してまいります。 

10月10日は“目の愛護デー”！ 
疲れた目にいたわりを。 

11月19日は世界ＣＯＰＤデー です！ 

 COPDは、タバコの煙などの有害物質を吸い続けることで、気管

支や肺胞の炎症が生じ、肺の働きが低下する病気です。 

 日本では500万人以上がCOPDと推定され、大きな社会問題と

して取り扱われています。また、国策「健康日本21」では2022年

のCOPD認知度目標が80%に設定されています。 

  小林製薬ニュースレター 

  

   2013年寄贈校からの声 ～寄贈から1年を経て～ 
 

長野県 小諸市立東小学校 
  本当に感謝の一言です。とてもきれいで、子どもたちが気持ちよくトイレを使わせていただいて感謝しています。 
トイレが明るく生まれ変わりました。他の学校でもなかなかトイレ改修をやりたくてもやれないのが現状だと思います。 
継続してプレゼントを続けていってほしいと思います。ありがとうございました。 

 
福岡県 福岡市立城浜小学校 
  1年生にとって明るく使いやすいトイレで、子どもたちもスムーズにいくことが出来ています。このようなトイレがもっと
増えると子どもたちはトイレに行きやすいと思います。ありがとうございました。 

 
宮崎県 高鍋町立高鍋西小学校 
  プレゼントしていただき、トイレがきれいになり、しかも臭いもほぼなくなりました。贈呈式では、全校児童、職員が楽し
ませていただくと同時に、とてもよい学習になりました。ありがとうございました。 
 
 

  

-本件に関するお問い合わせ先- 
 

小林製薬株式会社 広報総務部  
東京 担当： 西片/網盛/浦  TEL 03-5541-8016  大阪 担当： 小山  TEL 06-6222-0142 

タバコや排気ガスなどによるしつこい咳・
気管支炎を改善する漢方薬です。 
  
 希望小売価格 1,620円（税込）12包 
 第2類医薬品 
 2014年9月10日（水）発売 
 全国の薬局・薬店にて販売 

新発売 「ダスモック」  


