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ʻあなたの近くに、
いつもの笑顔 ʼ

三宝物産株式会社 様
■アメニティを導入した理由
と、導入して良かった点を教え
てください。
アメニティさんのリピートメン
テナンスで月に１度汚れをリセ
ットしていただけるので、日常清
掃もやりやすいです。
また、トイ
レ内の設備などを点検し、報告
していただけるので安心です。

■ 三宝物産株式会社様の特
徴を教えて下さい。
じゅうたん

当社は創業当時、絨毯製造の
会社として設立されましたが、
時代のニーズに目を向け、その
技術をレンタルマットに活か
し現在に至っています。
最新鋭の機械と昔からの製
法技術を上手く融合し、全国に
いるお客様の要望に応えてい
ます。

■トイレに関して気をつけて
いる点や、工夫している点を教
えてください。

■お客様に対して、どんな点に
気を配って いらっしゃいます
か？

『トイレは会社の顔』
と思って
いますので、ニオイ対策はもち
ろんのこと、見た目の清潔感に
も気を配っています。

▲部長の黒田様

お客様に気持ち良くトイレを
利用していただけるよう、快適な
空間づくりを心がけています。

アメニティ熊本

オストメイトとは
左枝 賢志郎（さえだ けんしろう）さん
ANET License

ID：20-1205-0267

三宝物産様は、弊社がアメニティネットワークのFC店に加盟した当
初から、お付き合いをさせていただいています。私が担当をさせて
いただいて、まだ日が浅いのですが、毎月のリピートメンテナンス
訪問時に笑顔でご対応してくださいます。これからも三宝物産様の
トイレの管理を、一生懸命担当させていただきます！

厠 論

子連れトイレはアクシデント満載！

はじめまして！ ライターの水

熊本県

を語っていきたいと思います。

アメニティに約 10 年間勤務したのち、
第二子出産を機に退職。一念発起して、
フリーライターの道へ。現在は主婦＆マ
マの視点から地域やアートなどの情報
を発信中。トイレウォッチも大好き！

ゆっくり用が足せる〜♪」と腰

設されていたその場所は、部屋

を下ろしたそのとき。「ガチャガ

全体にウンチのニオイが充満し

さて、親子でおでかけする際

タートするこのコラムでは、生

に気になるのが、トイレや授乳

チャガチャッ！」子供が手を伸ば

ていました。授乳は赤ちゃんの

活に密着した主婦、ママ、そし

室の充実具合。ママにとって使

してカギを開けているではあり

ごはんタイムであると同時に、

て女性としての視点からトイレ

いやすいトイレはありがた〜い

ませんか！必死で開くドアを押さ

ママが自分のおっぱいをあらわ

存在です。最近ではショッピング

えたことも数知れず。こんな経

にするデリケートな場所。そこ

センターが親子連れに優しいト

験、きっと私だけじゃないはず

にウンチ臭って…。正直、泣き

イレ作りに力を入れていますよ

です。「個室のカギは子供の手

たくなってしまいます (T̲T)

ね。それでも、小さな子供との

に届かない場所にも設置しても

トイレ利用は想像以上に大変！

らいたい！」ママの切実な願い

ないとわからないこともたくさ

です。

ん。ぜひ積極的にママたちの意

目を離すと大変なことに！

チェアに座らせるときが、ママ

また、とある授乳ルームでの

の ほっと一 息タイム。「これ で

出来事。オムツ替えルームと併

オストメイトの方は、ストー
マ装具を交換したり、ストーマ
装具に溜まった排泄物を捨て

ーマにストーマ装具（排泄物を溜めるためのパウチ）を装着し
て生活をしています。なお、オストメイトの方は排泄をコントロ
ールできないため、ストーマ装具に溜まっ
た排泄物を順次処理する必要があります。
現在、日本におけるオストメイトの方は

たり、ストーマ周りやストーマ
装具を洗ったり等を、日常的に
行っています。
もちろん、外出先でも行いま
す。そして、それらを行う場所
がオストメイト対応トイレとな
り、以下の写真ような設備を使
います。

ぼう こう

18 万人を超えると言われていますが、洋
服を着ていると、外見ではほとんど気が
付きません。
ストーマ装具設置のイメージ

❶サーモ水栓＋シャワー
腹部やストーマ装具の洗浄
に使用。腹部を直接洗浄する
こともあるため、温水が必要。

オストメイト対応トイレ
オストメイトの方が、
ストーマ周りやストーマ装具
等を洗うための設備

❷ 汚物流し
ストーマ装具に溜まった汚物を
流したり、ストーマ周りを洗浄
した水を流す。

簡易タイプ
既存の洋式大便器に、ス
トーマ装具を洗浄する水
栓を設置した便器。上の
専用設備と比較すると簡
易的な設備となる。

【トイレ診断士の厠堂本舗】
アメニティネットワーク本部に、民間初の公衆トイレ
を開設しました。詳しくは、今後の「かわや版」でご紹
介させて頂きます。
建築途中の「トイレ診断士の厠堂本舗」▶
本誌は森林保護のため、再生紙・ベジタブルオイルインクを使用しています。

汚 物 流しの 水 を 流 す
（センサー式もある）。

オストメイト対応のマーク

今後の課題
2006 年 12 月にバリアフ
リー新法が施行され、オストメ
イト対応設備の設置義務の対
象施設が拡大しました。
これに
より、オストメイト対応トイレも
徐々に増え、インターネット等
で設備のあるトイレを検索でき
るサイトも充実してきました。
そ
れまでは、ストーマ周りの処理
が必要であることから、思うよう
に外出できない状況にあった
といいます。
しかし、一般的にオストメイ
トの方の平均年齢は高く、ネッ
トで情報を検索することに慣れ
ていないことや、まだ、社会的
にオストメイト関連設備の理解
が深まっていない為か、設備の
整備不足や破損などがあって、
使えないこともあるようです。
一方で、外見からはオストメ
イトの方であることが分かり難
いため、“健常者が多目的トイ
レを占領している” と嫌な目で
見られる事もあるなど、健常者
には分からない大変な苦労が
あるそうです。
先ずは、全国に推定 18 万人

見にも耳を傾けてほしいなぁ〜
と思います。

❸洗浄スイッチ

❹荷物かけ用フック

トイレ管理は実際に使ってみ

「かわや版」編集担当の雉撃弾治です。本年も宜しくお願い申し上げます。
「かわや版」はトイレの情報新聞として 2004 年 6 月に創刊し、9 年目に突入
しております。その間、トイレの楽しさや奥深さを少しでもお伝えしたいと思
い邁進して参りました。今後も、更に楽しく、ためになるトイレの新聞としてご
提供に努めて参りますので、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。 （雉撃弾治）
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オストメイト対応トイレ

オストメイトとは、病気などによって臓器に機能障害を負い、
腹部に人工的にストーマ（排泄物を出すための口 / 人工肛門・
人工膀胱とも呼ばれる）を装備した方を指します。そして、スト

水仙 美樹

仙美樹と申します。今回からス

トイレの個室で子供をベビー

オストメイト対応トイレ

最近、駅や大型の商業施設、または公衆トイレなどで “オストメイト対応 ” の表示
を見かけますが、オストメイト対応の器具や設備をご存知でしょうか。今回のかわ
や版では、オストメイト対応トイレについて解説致します。

■最後に、担当（ショップ）に一
言お願いします。

主婦ライター・水仙の 水に流せない
第 1回

担当の左枝さんは笑顔も良
く、頼もしい存在です。これから
も、快適なトイレの維持にご協
力ください！
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熊本県上益城郡でダストコ
ントロールマットの製造・販売
をしている、三宝物産株式会社
様。今回は部長の黒田様にお
話を伺いました。
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を 超えるオストメイトの 方 が
いらっしゃる事を認識し、社会
全体で理解する事が大切だと
思います。 （文：雉撃弾治）
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