
令和３年度おもてなしトイレ表彰

１ 目的

特に優れた取り組み等を行っているトイレ（管理者）を表彰し、さらなるおもてなしトイレの普

及拡大及び管理者や地域の方々の「おもてなし」の気運を高め、観光客の満足度向上につなげる。

２ 表彰候補トイレの応募状況

・「おもてなしトイレ」に認定されているトイレ管理者を対象に、おもてなし課ホームページにお

いて公募。（期間：令和３年 10 月 11 日～11 月 12 日）

・募集テーマ（２つ）

「みんなにやさしいトイレ（バリアフリー）」「清掃のエキスパートがいるトイレ」

・応募状況

３ 表彰トイレの選考方法

(1) おもてなし県民会議委員の投票により決定します。

(2) 投票にあたっては、別添「表彰トイレ候補一覧」を確認し、表彰したい施設を選考してくださ

い。選考する際参考にしてほしいことは、以下のとおりです。

ア 独自の心のこもったおもてなしがされていること。

イ 観光客が立ち寄る場所で、誰でも利用できること（利用者の制限が限定されていないこと）。

ウ テーマに沿ったおもてなしがされていること。

(3) 別紙投票用紙は、令和３年 12 月７日（火）までにおもてなし課までご提出ください。

４ 表彰トイレの決定及び表彰方法

事務局において投票結果を集計し、上位５箇所程度を表彰トイレとして決定します。

表彰が決定したトイレ管理者に対し、表彰状及び記念品を贈呈します。

（注）※は、過去に表彰を受けたことがある施設

施設名 市町村 認定年度

１ 立川パーキングエリア 大豊町 H24

２ 南国サービスエリア（上り） 南国市 H24

３ 南国サービスエリア（下り） 南国市 H24

４ 土佐パーキングエリア（上り） 土佐市 H24

５ 土佐パーキングエリア（下り） 土佐市 H24

６ 高知県立足摺海洋館（SATOUMI) 土佐清水市 H24

７ のいち駅（土佐くろしお鉄道） ※ 香南市 H24

８ イオンモール高知 1F中央 高知市 H24

９ 大方あかつき館（上林暁文学館）1F 黒潮町 H24

10 ファミリーマート南国おおそね店 南国市 H24

11 ハッピーラフト ※ 大豊町 H25

12 物産館サンリバー四万十 ※ 四万十市 H25

13 道の駅なぶら土佐佐賀 ※ 黒潮町 H26

14 土佐市ドラゴン広場 土佐市 H28

15 新居緑地公園トイレ 土佐市 R元
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（参考：これまでの表彰実績）

年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度

表彰

ﾄｲﾚ

･ゆういんぐ四万十

･海洋堂かっぱ館

･温泉の駅

･のいちくろしおの市

･レストパークいの

･菜家吉

･田野駅屋

･道の駅あぐり窪川

･弁天座

･四万十郷 水車亭

･県立公園ヤ･シィパーク

･のいち駅

･春野総合運動公園テニス場

.道の駅南国風良里

･ネッツトヨタ南国 のいち青空店

表彰

件数
５件 ４件 ５件

決定

方法

選定要件を 5 つ設定し、各

要件の上位 1件を表彰

選定要件を 2 つ設定し、各

要件の上位 2件を表彰
過半数の得票トイレを表彰

年度 H29 年度 H30 年度 R１年度

表彰

ﾄｲﾚ

･下ノ加江水車横トイレ

･ふるさと童謡トイレ

･創造広場「アクトランド」

･高知黒潮ホテル

･まちの駅ゆすはら

･森の駅やなせ屋外トイレ

･日産サティオ高知

ちより街テラス店

･ハッピーラフト

･日産サティオ高知

ちより街テラス店

･道の駅なぶら土佐佐賀

･物産館サンリバー

四万十

･フジグラン野市食品館

･サニーマート中万々店

･道の駅南国風良里 屋外トイレ

･物産館サンリバー四万十

･道の駅なぶら土佐佐賀

･道の駅「よって西土佐」

･高知県立牧野植物園

こんこん山広場

表彰

件数
７件 ４件 ７件

決定

方法
過半数の得票トイレを表彰 過半数の得票トイレを表彰 過半数の得票トイレを表彰

年度 R2 年度

表彰

ﾄｲﾚ

･高知城追手門トイレ

･さめうら荘

･ハッピーラフト

･日産サティオ高知

ちより街テラス店

･ちより街テラス 2F

･レストパークいの

表彰

件数
６件

決定

方法
過半数の得票トイレを表彰

○おもてなしトイレ認定要件

１ 清潔である

２ 明るい（50ルクス以上）
３ 消臭対策を行っている

４ トイレットペーパーの予備が常備されている

５ 洋式トイレが１箇所以上ある

６ 利用者への“おもてなし”がされている（一輪ざし、
音楽を流すなど）



降番 施設名称

表彰にふさわしい施設に
「○」を付けてください。
※○はいくつでもお付けい
ただけます。

１ 立川パーキングエリア

２ 南国サービスエリア（上り）

３ 南国サービスエリア（下り）

４ 土佐パーキングエリア（上り）

５ 土佐パーキングエリア（下り）

６ 高知県立足摺海洋館（SATOUMI)

７ 土佐くろしお鉄道「のいち駅」

８ イオンモール高知 1F中央

９ 大方あかつき館（上林暁文学館）1F

10 ファミリーマート南国おおそね店

11 ハッピーラフト

12 物産館サンリバー四万十

13 道の駅なぶら土佐佐賀

14 土佐市ドラゴン広場

15 新居緑地公園トイレ

送付先
高知県観光振興部おもてなし課 担当 戎井、窪内
Fax：088-823-9256
Email：020201@ken.pref.kochi.lg.jp 　　　　　　　　　　　　　　

※12月7日（火）までに
FAXまたはEmailでご送付をお願いします。

委 員 名
                                                             

おもてなしトイレ表彰 投票用紙 



表彰トイレ候補一覧

名称

住所

利用可能時間

応募テーマ

認定日

名称

住所

利用可能時間

応募テーマ

認定日

立川パーキングエリア

高知県長岡郡大豊町立川下名

男子（小用：5、洋：1）

女子（洋：9うち1つは大き目スペース、和：2）

多目的男女共用（洋：1）

ベビーベッド、ベビーチェア、ハンドソープ、

生花、消臭剤、消毒液、手すり、

オストメイト有

24H

みんなにやさしいトイレ（バリアフリー）

H24年10月3日

南国サービスエリア（上り）

高知県南国市岡豊小蓮1210-1

男子（洋3、うち1つはオストメイト、1つは大き目、
和式1、小用8）

女子（洋：16うち1つは大き目スペース、オストメイ
ト1、子どもと一緒に入れる1、和：2）

多目的男女共用（洋：1）

ベビーベッド、ベビーチェア、ハンドソープ、

生花、消臭剤、消毒液、手すり、

オストメイト有

24H

清掃のエキスパートがいるトイレ

H24年10月3日

トイレ形態

設備状況

おもてなし項目・
その他PRポイン
ト

・駐車場からトイレまでスロープで段差を解消、2段手す
りを設置して安全性と利便性を高めている
・着替えができるフィッテイングボード、パブリック用シー
ト及びカーテンの他、オストメイトも設置
・視覚障害の方が使い易いよう、スイッチや手すりに点
字案内表示
・もしもの際の「SOS」ボタンを複数設置
・便座に被せて使用する「小児用便座」を用意
・ブース利用可能表示を扉の開閉で表示させる工夫で
入り口付近から確認可能
・多機能トイレはボタン一つで扉の開閉可能で、扉を引
くのが困難な方にも利用し易くなっており、外側には、
外国人のお客様も分かり易いようピクトグラムによる視
覚記号、多言語（英・中・韓）表示を施している
※PAのリニューアル（本年9月18日(土）では、高知県の
玄関口に位置することから、地元産ヒノキなどをふんだ
んに使用し木のぬくもりと香りを感じられる空間を提供
するというコンセプトで高知の特色を前面に出して実施

トイレ形態

設備状況

おもてなし項目・
その他PRポイン
ト

・県内SAで特に利用が多く、清掃員が毎日トイレの清
掃を実施
・午前中トイレ全体を清掃、午後からは綺麗なトイレを
維持するために2回以上の巡回清掃を実施
・便器内側など汚れをためないよう日々細かな清掃を
心掛けている
・清掃場所毎にタオルを色分けしたり、手洗い場に生花
を飾りゆとりと安らぎを与える空間作りなど工夫を実施
・手が触れる箇所（ドアノブ・レバー・手すり)などの消毒
（除菌クリーナー）を行いコロナ感染予防対策に努めて
いる
・「ここのトイレ綺麗」と感動していただけるトイレを目指
し、おもてなしの心で日々清掃している
・清掃時は、入口に音声案内看板（4か国語音声ナビ・
日、英、中、韓）を設置、清掃中もトイレが利用出来る事
を音声で案内
・利用客は急いでいることも多いため、トイレを使用出
来るか迷わずスムーズに利用出来るように配慮してい
る

1

2



名称

住所

利用可能時間

応募テーマ

認定日

名称

住所

利用可能時間

応募テーマ

認定日

南国サービスエリア（下り）

高知県南国市岡豊小連1012-2

男子（洋3、うち1つはオストメイト、1つは大き目、
和式1、小用8）

女子（洋：16うち1つは大き目スペース、オストメイ
ト1、子どもと一緒に入れる1、和：2）

多目的男女共用（洋：1）

ベビーベッド、ベビーチェア、ハンドソープ、

生花、消臭剤、消毒液、手すり、

オストメイト有

24H

清掃のエキスパートがいるトイレ

H24年10月3日

土佐パーキングエリア（上り）

高知県土佐市東鴨地

男子（洋1、和式1、小用3）

女子（洋：4うち1つは大き目スペース、子どもと
一緒に入れる1、和：1）

多目的男女共用（洋：1）

ベビーベッド、ベビーチェア、ハンドソープ、

生花、消臭剤、消毒液、手すり

補助便座

24H

みんなにやさしいトイレ（バリアフリー）

H24年10月3日

トイレ形態

設備状況

おもてなし項目・
その他PRポイン
ト

・県内SAで特に利用が多く、清掃員が毎日トイレの清
掃を実施
・午前中トイレ全体を清掃、午後からは綺麗なトイレを
維持するために2回以上の巡回清掃を実施
・便器内側など汚れをためないよう日々細かな清掃を
心掛けている
・清掃場所毎にタオルを色分けしたり、手洗い場に生花
を飾りゆとりと安らぎを与える空間作りなど工夫を実施
・手が触れる箇所（ドアノブ・レバー・手すり)などの消毒
（除菌クリーナー）を行いコロナ感染予防対策に努めて
いる
・「ここのトイレ綺麗」と感動していただけるトイレを目指
し、おもてなしの心で日々清掃している
・清掃時は、入口に音声案内看板（4か国語音声ナビ・
日、英、中、韓）を設置、清掃中もトイレが利用出来る事
を音声で案内
・利用客は急いでいることも多いため、トイレを使用出
来るか迷わずスムーズに利用出来るよう配慮している

トイレ形態

設備状況

おもてなし項目・
その他PRポイン
ト

・駐車場からトイレまでは段差を解消し、かつ上屋を設
置することにより、安全性と利便性を高めている
・多機能トイレの外側及び内側に2段手すり、外国から
のお客様にも分かり易いようピクトグラムによる視覚記
号、多言語（英・中・韓）表示を施している
・ブース内でも着替えができるパブリック用シート及び
カーテンを設置
・視覚障害を持つ方が使い易いよう、スイッチや手すり
に点字案内表示
・もしもの際の「SOS」ボタンを複数設置
・洋式便器比率を高め、温水洗浄便座を設置
・便座に被せて使用する「小児用便座」を用意
・ブース利用可能表示を扉の開閉で表示させる工夫で
入り口付近から確認可能

3

4



名称

住所

利用可能時間

応募テーマ

認定日

名称

住所

利用可能時間

応募テーマ

認定日

土佐パーキングエリア（下り）

高知県土佐市東鴨地

男子（洋1、和式1、小用3）

女子（洋：4うち1つは大き目スペース、子どもと
一緒に入れる1、和：1）

多目的男女共用（洋：1）

ベビーベッド、ベビーチェア、ハンドソープ、

生花、消臭剤、消毒液、手すり、

補助便座

24H

みんなにやさしいトイレ（バリアフリー）

H24年10月3日

高知県立足摺海洋館（SATOUMI)

土佐清水市三崎4032

男子（小用：4、洋：3）

女子（洋：5）

多目的（洋：1）

ベビーベッド、ベビーチェア、ハンドソープ、

生花、手すり、便座クリーナー、

オストメイト有

9：00～17：00

みんなにやさしいトイレ（バリアフリー）

H24年10月11日

トイレ形態

設備状況

おもてなし項目・
その他PRポイン
ト

・駐車場からトイレまでは段差を解消し、かつ上屋を設
置することにより、安全性と利便性を高めている
・多機能トイレの外側及び内側に2段手すり、外国から
のお客様にも分かり易いようピクトグラムによる視覚記
号、多言語（英・中・韓）表示を施している
・ブース内でも着替えができるパブリック用シート及び
カーテンを設置
・視覚障害を持つ方が使い易いよう、スイッチや手すり
に点字案内表示
・もしもの際の「SOS」ボタンを複数設置
・洋式便器比率を高め、温水洗浄便座を設置
・便座に被せて使用する「小児用便座」を用意
・ブース利用可能表示を扉の開閉で表示させる工夫で
入り口付近から確認可能

トイレ形態

設備状況

おもてなし項目・
その他PRポイン
ト

・通常のトイレは段差を無くし、手すりを設置する
等バリアフリーになっている
・通常のトイレとは別に２箇所、お子様連れから
お年寄りまで、様々な利用者にさらに優しくご利
用いただけるトイレも設置している。室内には緊
急通知ボタンも設置しており、非常時には素早く
職員が駆けつける
・外部の清掃業者により、定期的な清掃を行って
おり、いつでも清潔な状態で気持ちよくご利用い
ただけるように配慮している

5

6



　　　　　　　　　※赤字は、過去に表彰受賞したトイレが、受賞時のおもてなしに加えて、新たに実施しているおもてなし内容

名称

住所

利用可能時間

応募テーマ

認定日

名称

住所

利用可能時間

応募テーマ

認定日

のいち駅（土佐くろしお鉄道）

香南市野市町西野2056

男子（小用：2、洋：1）

女子（洋：1、和：1）

多目的男女共用（洋：1）

ベビーベッド、自動照明、ハンドソープ

生花、消臭剤、消毒液、手すり、

オストメイト有

6：00　～　23：00

清掃のエキスパートがいるトイレ

H24年10月23日

イオンモール高知 1F 中央

高知市秦南町１丁目4-8

男子（小用：5、洋：3うち1つは大き目スぺース）

女子（洋：11うち1つは大き目スペース、子どもと
一緒に入れる2）

多目的男女共用（洋：1）

ベビーベッド、自動照明、ハンドソープ、

生花、消臭剤、消毒液、手すり、

オストメイト有

10：00～21：00

清掃のエキスパートがいるトイレ

H25年1月28日

トイレ形態

設備状況

おもてなし項目・
その他PRポイン
ト

・コロナウイルス感染症の流行もあり、アルコー
ル消毒液の設置や手洗いの蛇口を非接触にした
り、直接触れる箇所をこまめに清掃し、安心して
ご利用いただけるよう心がけている
・清掃は職員が行っており、こまめに点検を行うこ
とで利用客の多い駅構内を常に清潔を保ってい
る
・朝もラッシュ終了後に清掃を行い、生花の水の
入れ替えや交換にも気を配っている

トイレ形態

設備状況

おもてなし項目・
その他PRポイン
ト

・広い店内でどのトイレをご利用いただいても、お
客さまに気持ちよくお使いいただけるよう「目配
り・気配り・心配り」を清掃員全員に欠かさず、消
毒清掃を実施している
・トイレ清掃歴が10年を超えるスタッフもおり、美
観維持のテクニックを、後世に伝承してつなげて
いる
・数多くのお客さま用トイレを用意
※イオンモール高知の他のおもてなしトイレも同
様の対応

7

8



名称

住所

利用可能時間

応募テーマ

認定日

名称

住所

利用可能時間

応募テーマ

認定日

大方あかつき館（上林暁文学館）1F

高知県幡多郡黒潮町入野6931-3

男子（小用：5、洋：3）

女子（洋：4）

多目的（洋：1）

花、ペーパータオル、ハンドソープ、

荷物棚、ウォシュレット、手すり、

ベビーベッド

平日9：30～18：00　土日9：00～17：00

みんなにやさしいトイレ（バリアフリー）

H25年1月29日

ファミリーマート南国おおそね店

南国市大埇甲1592-18

男子（小用：1）

女子（洋：1）

多目的男女共用（洋：1）

棚、ウォシュレット、手すり、ベビーチェア、

姿見、ハンドソープ、便座クリーナー

24H

みんなにやさしいトイレ（バリアフリー）

H25年2月14日

トイレ形態

設備状況

おもてなし項目・
その他PRポイン
ト

・小さなお子様連れの方や車いす利用の方が、
安心してお使いいただける、バリアフリー設計の
トイレ
・多目的トイレには、赤ちゃんのおむつ替え用
ベッドを設置
・日常清掃はシルバー人材センターの方の手に
より日々清潔に保っている

トイレ形態

設備状況

おもてなし項目・
その他PRポイン
ト

・多目的トイレは、車イスの方でもご利用出来る
広さ
・男性用の小用トイレにも手すりを設置しており、
使いやすい仕様になっている
・大きな棚を設置しており、フックに掛けることが
できない荷物も置くことが可能
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　　　　　　　　　※赤字は、過去に表彰受賞したトイレが、受賞時のおもてなしに加えて、新たに実施しているおもてなし内容

名称

住所

利用可能時間

応募テーマ

認定日

名称

住所

利用可能時間

応募テーマ

認定日

ハッピーラフト

高知県長岡郡大豊町筏木221-1

男子（小用：2、洋：1）

女子（洋：3）

ハンドソープ、便座クリーナー、

手すり、自動照明

8：00～17：00

清掃のエキスパートがいるトイレ

H26年3月11日

物産館サンリバー四万十

高知県四万十市右山383-7

男子（小用：14、洋：4）

女子（洋：14）

男子多目的（洋：1）、女子多目的（洋：1）

花、ペーパータオル、ハンドソープ、

ベビーチェア、ベビーベッド、

オストメイト有

8：00～19：30（いちもん家利用の場合～21：00）

・みんなにやさしいトイレ（バリアフリー）

H26年3月19日

トイレ形態

設備状況

おもてなし項目・
その他PRポイン
ト

・お客様がツアーに出発した後など、定期的に清
掃を実施（少人数のツアーでも実施）
・使用部分のアルコール消毒や、洗面台、鏡の磨
き上げなど、徹底的に掃除している
・塗れたウェットスーツでトイレを使用される事も
多いため、清潔さを保つため床はコンクリートで
すぐ乾くよう配慮している
・車いすの方でも移動しやすいよう、ほぼ段差が
ないトイレとなっている
・各個室に手すりを設置している

トイレ形態

設備状況

おもてなし項目・
その他PRポイン
ト

・アルコールによる、取っ手や人が多く触れる部
分の清掃を強化している
・ゆったりとしたスペースの『バリアフリートイレ』
二ヶ所の他、『お母さんと一緒に入れるトイレ』で
は、おむつ替えシート・ベビーキープもあり、授乳
もできるよう、ベンチや荷物置きも設置している
・どなたでも気持ち良くお使いいただけるよう、四
季の生花と音楽でお迎えし、男女共に団体様に
も十分に対応
・ベテラン清掃員を中心に、スタッフ皆で清潔なト
イレを心掛けている
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　　　　　　　　　　　※赤字は、過去に表彰受賞したトイレが、受賞時のおもてなしに加えて、新たに実施しているおもてなし内容

名称

住所

利用可能時間

応募テーマ

認定日

名称

住所

利用可能時間

応募テーマ

認定日

道の駅なぶら土佐佐賀

高知県幡多郡黒潮町佐賀1350

男子（小用：5，洋：2）

女子（洋：4）

多目的（洋：1）

花、ペーパータオル、ハンドソープ、

荷物棚、ウォシュレット、手すり、

オストメイト有

24時間、365日利用可能

清掃のエキスパートがいるトイレ

H26年12月2日

土佐市ドラゴン広場

高知県土佐市高岡町甲2116-3

男子（小用：2、洋：1）

女子（洋：2）

多目的（洋1）

ペーパータオル、ハンドソープ、

荷物棚、ウォシュレット、手すり、

オストメイト有

8：00～18：00

みんなにやさしいトイレ（バリアフリー）

H28年度内

トイレ形態

設備状況

おもてなし項目・
その他PRポイン
ト

・アルコール消毒液の設置や、ハンドドライヤー
の中止など、コロナ対策を実施
・朝晩のトイレ清掃の他、1時間に1回のトイレ内
をチェックしている
・特に朝の掃除は5時から行ってくれる専属のス
タッフがいる
・オストメイト対応の多目的トイレ

トイレ形態

設備状況

おもてなし項目・
その他PRポイン
ト

・障害者専用トイレを併設したバリアフリーのトイ
レ
・多目的室は入り口から手すりがあり、利用者に
寄り添う設備作りができている
・空いた空間に大きなテーブルを置いており、荷
物やおむつ替えにも使用できるようになっている
・清掃も毎日の記録が使用者にも見えるように
なっている
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名称

住所

利用可能時間

応募テーマ

認定日

新居緑地公園トイレ

高知県土佐市新居38-1

男子（小用：2、洋：1）

女子（洋：3）

多目的（洋1、子ども用洋：1）

棚、フック、ウォシュレット、手すり、

ベビーベッド、ハンドソープ、消毒液、

ベビーチェア、子ども用トイレ、授乳室、

オストメイト有

 4月～9月　9：00～18：00
10月～3月　9：00～17：00

みんなにやさしいトイレ（バリアフリー）

R2年3月3日

トイレ形態

設備状況

おもてなし項目・
その他PRポイン
ト

・赤ちゃん連れでも利用しやすいママ目線での空間づく
りを目指して整備
・各男女個室トイレに子ども用便座とベビーチェアを完
備
・授乳室を兼ねた多目的ルームを備えている
・入口付近は段差がなくベビーカーでもスムーズに入室
可能
・多機能トイレはオストメイト対応設備
※隣接する公園遊具スペースは年間10万人が訪れる
人気スポットで、トイレの外壁も写真スポットとしても楽
しんでもらえるよう壁画作家に描いてもらっており、”み
なさんの心にパッとお花が咲きますように”という思いが
込められている。絵から溢れ出るパワーを感じ、老若男
女、障害の有無を問わず幸せな気分で帰っていただけ
るよう、清潔感を保ちつつ明るいトイレ空間を提供でき
るよう、気を配っている
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