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第１５０回定例会 報告レポート  

■２０１３年１月２４日（木）１５：００～２０：００  

■（株）アメニティ 環境館（横浜市神奈川区） 

  （本レポートの著作権は、メンテナンス研究会に帰属します。 

    転記・引用等の際には、事務局にご一報下さい／jimu@toiletmaintenance.org） 

 

「定例会 150回＆発足 20周年 記念定例会」 
 

 

 

 

 

第一部 20年間を振り返る               

 懐かしい仲間から、最近加わった方たちまで、30 名近くが集まりました。気分はすっか

り同窓会です。冒頭にメンテ研監事の赤堀時夫さん（一般財団法人自然公園財団事務局長）

の開会宣言で、記念定例会の幕が開きました。 

 最初に、メンテナンス研究会の代

表として、女性でありながら、圧倒

的な存在感とリーダーシップでメン

テ研を引っ張ってきた坂本菜子代表

（坂本菜子コンフォート研究所）か

ら挨拶がありました。「メンテ研は、

みんなで模索しながらここまでやっ

てきた。最初はトイレの維持管理な

んて注目されずに苦労したが、今で

はトイレがすっかりきれいになった。

これは私達の活動の励みになった。

これからも未来に向かって進みたい」との言葉が印象的でした。その後、日本トイレ協会

副会長（当時）の高橋志保彦氏からお祝いの言葉を頂戴しました。「メンテ研は、トイレ協

会の中でも最も歴史のある研究会である。せっかく作ったトイレもキレイに維持されなく

ては、意味が無い。みなさんの果たした社会的意義は大きい」と、称えて下さいました。 

その後、祝電や旧友の近況を紹介。全国からメッセージが届き、多いに盛り上がりまし

た。 

1992年 4月 1日に発足した日本トイレ協会メンテナンス研究会が、いよいよ 20周年を

迎えました。また同時に、定例会が開催 150回目を迎えました。そこでこの記念すべき時

に、「20周年を振り返り、未来を見つめる」をテーマに、記念定例会を実施しました。会

場には懐かしい仲間が集い、4部構成で楽しく充実したひとときを過ごしました。 

メンテ研代表：坂本菜子 
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次に事務局より、最近の活動と出版物等の紹介がありました。会場には 20周年記念パネ

ルや、これまでの報告レポート集・懐かしい資料が陳列されました。 

最後にメンテ研の写真を 100 枚以上使い、20 年間を振り返るプレゼンテーションがあり

ました。メンテ研における発足当時の様子や、大きなイベントの様子、出版物や定例会の

様子を振り返り、拍手が湧きました。（報告：小林明美／事務局） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日本トイレ協会副会長（当時）：高橋志保彦氏       会場には懐かしい顔ぶれが揃った 

20年間を振り返るプレゼンテーション        会場には 20周年を祝う記念パネルが展示 

メンテ研の発足当時の定例会の様子        2005年に開催された 100回記念定例会の様子 
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いつもメンテ研を影でそっと見守ってくださ
った坂本和正先生。今日は世界の話をしてくだ
さいました。 

第二部 記念定例会                  

 

今回は、記念定例会として、いつもと趣向を変え、普段なかなかお会いする機会の少な

い方をお招きしました。日本を代表する家具デザイナーであり、坂本菜子代表のご主人様

でもある坂本和正先生に、前半はお仕事にまつわる講演を、後半は夫婦による対談をして

いただきました。 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

前半：講演「坂本和正の仕事そして海外を見る」 

① 家具デザイナーとして… 

私にとって、メンテナンス研究会は、たびたび

妻が自宅に仲間を招いて、トイレに対する熱心な

議論をし、あげくにいつも酒宴に至るグループと

して、２０年間それとなく見守っておりました。

こうして２０周年を迎えるのは、とても意義深い

ことだと存じます。本当におめでとうございます。

…とはいうものの、私と妻は仕事上はそれぞれ別

の仕事をする…というスタイルなので、今までお

話しをする機会は少なく、逆にみなさんが私の仕

事について、聞く機会が無かったのも事実です。

ですので、記念すべき会で話すのは恐縮しますが、今まで関わった作品と、私はよく海外

に行くので、海外の建築から感じることを、簡単に触れたいと思います。 

 まず私は、家具デザイナーとして長い間、様々な作品を手掛けて参りました。それぞれ

にコンセプトを構想し、思いを込めてきました。たとえば私の得意な分野の「椅子」です

が、光が指す庭の椅子には、イスの座面に透かし模様を加え、日光が指すとユニークな影

が床面に映し出される[ガーデンファニチャー]を手掛けました。また、身体と木との新た

な関係を考察し、木面に突起をつけ座った時にフィットするように考えました。さらに 

有名デザイナーのお宅では、電話しながらでもついこすりたくなってしまう、凸凹を楽し

めるような遊び心のある食器棚も作りました。 

■坂本和正先生の経歴（インテリア・家具デザイナー）■ 

1938年東京生まれ。1960年桑沢デザイン研究所卒業。皆川正、坂倉準三、豊口克平各師の下でＩＤ、建築、

家具、展示等多ジャンルのモダンデザインの現場を体験する。36歳で独立「方圓館」を構えた。やがて象計

設計集団と出会い、宮代町進修館の設計チームに誘われたのを機にその創作姿勢に共鳴することとなる。後

に東京サレジオ学園の一連の家具・インテリアで 88 年 JID 賞と第十四回吉田五十八賞を受賞し「近来稀な

る精神性の高い作品」との評価を得た。 
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またある年配者からの依頼では、背もたれを人の首の部分まで伸ばし、その部分がにマ

ッサージ効果のあるように仕掛けたデザインも作りました。家具以外にも、東京サレジオ

学園の聖堂や、沖縄県の首里城の水回り、また一般の玄関やトイレなどで、つかまり、握

ってそっと支えになってくれる「点手すり」などを手掛けました。家具は人が使い、使い

ながら愛情を深めるものですので、こうしたこだわりが空間と人を豊かにしてくれると、

私は思っています（編集部注：たくさんの作品のお写真を拝見しました）。 

＜坂本和正先生の作品（一部）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：箱根ガラスの森美術館提供 

写真：北田英治 
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② 海外を見る 

いま、世界中の都市で建築はモダンスタイルの先端デザインを競っています。スペイン

の銀行にいたっては斜めの形で表現したのはよいが、偶然にもこの時期に銀行の経営が傾

いてしまい、皮肉な事になっているといった笑えない現実もあります。モダンデザインは

世界をリードしているかに見えますが、だからといってそこで過ごす人々が都市の形に見

会ったスタイルで生きているとは限りません。慣習を守り民族衣装を身にまとっているが、

なぜか今流行のスマートフォンをいじっている人を見かけたりする都市もあります。 

近代化を進めるのではなく古い街並みを保存し、観光の資源にしようとしている都市もあ

れば、カラフルな宗教性のある建物が実際今でも使われている地域もあります。このよう

に「建築物」と「人の生活」との関係を見る

ことが私の旅の目的です。（編集部注：本当は

もっと沢山の写真を拝見しました） 
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最後に、メンテナンス研究会はトイレに関心が高いので、関連した写真も見せましょう。

コンクリート板の連続した丸穴は実は大勢の囚人用のトイレで（写真左）、ポーランドでい

まも保存公開されているナチスドイツの強制収容所のものです。収監された人々は列をな

し追い立てられ３０秒で用を足すように命令されたそうです。でも実際はそんな短時間で

どうだったのでしょうか。 

もう１枚は、マレーシアの男性用小便器です（写真右）。ユニークなのは、便器の内側上

部に下向きのノズルがあり、ここから水が流れます。それは一体なんのためだと思います

か？これは用を足した後に手(指先？)を洗うものだそうです。実際どのように使っている

かは調査不足ですが、日本にはない習慣なので大変

びっくりしました。 

 

 

 

後半：夫婦対談「デザインの世界を駆け抜けてきた年配者が語る」 

 次は坂本菜子代表にもご登壇いただき、ご

夫婦のお話しを伺いました。時間がなかった

ので、深く掘り下げる事が出来なかったので

すが、「夫と意見がすれ違う時は、そっと下

がる（菜子）」「トイレはキレイが良いが、き

れいすぎるのもどうか？と思うことがある

（和正）」等の言葉が、印象的でした。 

 なお、お二人のなれ初めや夫婦観について 

は、以下のサイトを参考になさって下さい。 

（報告：白倉正子／事務局） 

＜クワコンさんいらっしゃい＞ ※両者の母校である桑沢デザイン研究所の同窓会サイト内です。 

 http://www.kds-doso.net/kuwasupo/kuwakon/4593.html 

http://www.kds-doso.net/kuwasupo/kuwakon/4593.html
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初めての試みならではの苦労話をお話しして下さっ

た山戸里志氏。発想の豊かさでは一目置かれている。 

第三部 民間企業初の公衆トイレ見学会！ 

「トイレ診断士の厠堂本舗」    
 

前半：設立の背景と主旨を語る…(株)アメニティ代表取締役 山戸里志 

横浜市神奈川区に位置する（株）アメニ

ティの社屋 1 階に、民間企業初となる公衆

トイレを作りました。当社はトイレの総合

メンテナンスの会社で、全国にフランチャ

イズ展開をする本部でもあります。 

当社周辺は緑も多く、当社の前の道路は

神奈川区が推奨するお散歩コースにもなっ

ています。街中ではトイレを使える所も多

く有りますが、この辺りは、借りられるト

イレも少ないので、その価値も高くなるの

ではないでしょうか。このトイレには、男

子トイレ・女子トイレの他に、多目的トイ

レも設置しました。多目的トイレは、ベビーチェアやフィッティングボードの設置、車椅

子の方も利用しやすいスペースの確保、オストメイト対応トイレの設置など、皆様が使い

やすいトイレを目指しました。 

また、「トイレ診断士の厠堂本舗」という名称ですが、当社は 2009年に渋谷区（全国初）

と、2011 年に横浜市と、公衆トイレのネーミングライツを契約しております。その 2 つの

公衆トイレに名付けたのが「渋谷区役所前トイレ診断士の厠堂」「新横浜駅前トイレ診断士

の厠堂」という名称で、それら公衆トイレの本舗としての位置付けで、今回のトイレを設

立致しました。 

なお、「トイレ診断士」というのは、当社がフランチャイズ展開しているアメニティネッ

トワーク内の資格で、「トイレの現状を細かく調べて、その適正や欠陥の有無を判断する技

能」です。この資格は厚生労働省認定の社内資格です。 

現在、トイレ診断士の厠堂本舗では、毎日 3 名のトイレ診断士たちが清掃を行い、トイ

レの快適性向上に努めております。「お近くへお越しの際は、当公衆トイレをいつでもご利

用ください」また、当トイレでは全国のトイレ診断士たちの研修場としても活用し、技能

向上を目指しています。 

今回公衆トイレを作ったことで、今まで分からなかった「作る人の立場」「持つ人の立場」

を身をもって感じることができました。今後はそれらの経験を活かしながら、トイレの快

適性を維持管理する方法に、磨きをかけていきたいと思います。 
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設計を担当された高橋潤氏。トイレという特殊な空間を

見事に、デザインも使い勝手も存在そのものも、美しく

仕上げて下さった。 

■高橋潤氏の略歴（建築家） 
建築家 一級建築士設計事務所 DESIGN FIRM 主宰

1967 年神奈川生まれ、1991 年早稲田大学理工学部

卒業、1994 年コロンビア大学建築学部大学院修士課

程修了、1996 年ハーバード大学建築学部大学院都市

計画学科修士課程修了、1996 年（株）槇総合計画事

務所入所、2009 年（株）高橋建築都市デザイン事務

所入所、2013 年一級建築士設計事務所 DESIGN 

FIRM 設立。明治大学理工学部建築学科兼任講師等 

後半：建築設計の詳細…DESIGN FIRM 高橋潤氏 

トイレ診断士の厠堂本舗を設計させ

て頂いた高橋潤です。今回設計するに

あたり最初に取り組んだのは、（株）ア

メニティの山戸社長を始めとして、社

員の皆様にどんなトイレにしたいかを、

時間をかけて話し合いました。皆様ト

イレ管理のプロですから、専門的な意

見が多く、大変参考になりました。 

そして、このトイレは公衆トイレで

すから、一般の方々が利用しやすくす

るにはどうすれば良いかを考えました。

トイレの位置は道路から見て、少し奥

まった所に位置しますので、トイレの

位置が認識され難いという課題があ

りました。そこで、道路からトイレま

での路面に一直線の模様と色を付け、

トイレへと続く道のようにしました。

また、正面と真裏の壁をくり貫き、建

物の裏にそそぐ太陽の光を目立つよ

うにしました。 

トイレ正面は「トイレを通して、おもてなしの心を伝えたい」という山戸社長の想いか

ら、和をイメージした作りにしました。扉を開けるとアメニティさんのギャラリースペー

スです。ここでも、正面と裏から光が差し込み、ギャラリースペースを明るい雰囲気にし

ます。壁の１方は前面ガラス張りになっているので、身だしなみを整えたり、空間を広く

見せる効果があります。ただし明るい鏡ですと、向き合った時に圧迫感が生まれてしまう

ので、少し明るさを押さえた特殊な鏡を採用しました。 

男女の各トイレに入ると窓があり、一番奥にも窓があります。そこから差し込む光が、

トイレ利用者を奥へ奥へと導くようになっています。トイレのテーマは「光」です。 

女子トイレには職人さん手作りの雪見障子があり、外の景色を楽しんだり、逆に外から

の視線をさえぎることもオシャレに演出します。 

トイレ入口に戻りますが、ここにはステンレス製の網のカーテンがあります。メーカー

さん曰く、トイレにこのカーテンを採用するのは初めてのことです。カーテンを開けると

そこには清掃道具が置いてあります。水周りの清掃道具ですから、通気性をよくしておか

ないとカビが生えやすくなるので、網のカーテンは最適でした。ただ、目隠しとは言って

も網状ですので、閉めていてもよく見ると、中が見えてしまいます。これは逆の発想で、



日本トイレ協会メンテナンス研究会報告レポート ■第 150回■2013年 1月 24日開催 
 

あえて見られやすい環境にしておくことで、常に整理整頓を心がけよう、という考えです。

ちなみにこの発想は、設計当初に取り組んだ、アメニティさんの社内から出たご意見を参

考に致しました。 

外見は和の作りに、中はモダンに、昼間は太陽の光が差し込み、夜はライトアップされ

ます。そして利用者にとって快適な空間である様に工夫された、おもてなしの心が見え隠

れする素晴らしい公衆トイレが完成いたしました。（レポート：内田康治／事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「トイレ診断士の厠堂本舗」の正面 

光を取り入れて、お客様をもてなす 

網のカーテンで通気を良く 

落ち着きのあるトイレ内部 
外側はリラックスエリア。 

小川の畔で喫煙も可能 

 

メンテナンスに従事した社員からのヒヤリング 
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第四部 記念祝賀会                  

 最後に記念祝賀会をしました。メンテ研の発足当時にご尽力いただいた富所敏明氏から、

お祝いの言葉を頂戴しました。会場には会員の子供も参加し、若い世代からベテラン世代

までが大結集。最後に坂本夫婦に記念品を贈呈し、記念撮影。坂本夫婦はなかなか二人で

撮影する機会がなかったので、良い思い出になったとのこと。坂本菜子代表の「夫の講演

を久々に聞いて、『やっぱり素敵な人だなあ』と思った」との言葉に、会場がヒューヒュー

～！と大盛り上がり！（笑）。とってもアツアツな夜（！）が暮れていきました…。 

 
お祝いの言葉を下さった功労者：富所敏明氏      会議室に食事をデリバリーして盛り上がる 

最後に記念撮影、そしておまけ！坂本夫婦の若かりし頃のお写真～ ↑ 


