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4 男性 ないです

9 男性 もっとキレいになってほしい。キレいに利用してほしい。

11 男性 なし

19 男性 定期的に補修をしてほしい

21 男性 きれいであってほしい

27 男性 修理みたいなことで、たまに使えない時があるのがきつい。

31 男性 なし

33 男性 なし

34 男性 きれいにしてほしい

35 男性 いつも綺麗であって欲しい

38 男性 特になし

41 男性 もう少し綺麗になって欲しい

42 男性 もっとトイレを明るくてほしい

47 男性 なし

48 男性 きれいであってほしい

49 男性 特になし

50 男性 綺麗でいい匂い

52 男性 特になし

53 男性 虫が出ないようにしてほしい

62 男性 手洗い場を増やしてほしい。

68 男性 むやみに公共トイレを増やさない方がいい

69 男性 なし

70 男性 中の照明をあかるくする

71 男性 なし

76 男性 臭いのを直して欲しい

77 男性 なし

80 男性 汚い

83 男性 複数人入れる個室が欲しい

85 男性 なし

87 男性 綺麗になる

91 男性 なし

92 男性 もう少し綺麗なイメージが欲しい。

94 男性 綺麗になって欲しい

96 男性 汚くなりにくい

99 男性 新しくして綺麗にしてほしい

100 男性 なし

103 男性 きれいにしたほうが良い

107 男性 虫を駆除するために吊り下げ式の虫除けなどを設置してほしい。虫がこわい。

110 男性 特になし

113 男性 特になし

114 男性 ない

115 男性 特になし

117 男性 無し

123 男性 全てを洋式トイレにしてほしい

126 男性 常に綺麗で安全と思えるようになって欲しい

132 男性 ない

133 男性 綺麗にして欲しい

135 男性 明るく清潔なトイレになると良いと思う

137 男性 汚く臭いも酷いので早いところ撤去してしまっても問題は無いと思う

140 男性 虫が入らないようにしてほしい

141 男性 もう少し明るいかつ広くして欲しいと思います。

144 男性 綺麗

146 男性 周りが気にならないトイレ

149 男性 なるべく定期的に掃除して欲しい。

150 男性 特になし

154 男性 なし

155 男性 常に綺麗で合って欲しい

156 男性 なし

161 男性 全て洋式に変えてほしい

162 男性 特になし

163 男性 綺麗で新しくなって欲しい

166 男性 特にありません

169 男性 いいトイレットぺーバーがいい

171 男性 特にない

175 男性 不審者が潜伏しにくいようにしてほしい

176 男性 なし

177 男性 自動洗浄になってほしい

178 男性 ない

180 男性 ない

183 男性 特にない

185 男性 もっと綺麗で清潔感のある明るいトイレになってほしい

186 男性 なし

188 男性 なし

194 男性 未だに和式がある
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200 男性 なし

206 男性 自由にトイレ

207 男性 特になし

209 男性 自動で手洗いができるようになって欲しい

210 男性 清掃が行き届いており、安心して利用できるようになって欲しい。

212 男性 真にフェアでその上でおもてなしが表れているトイレ

215 男性 特になし

222 男性 綺麗にして広くしてほしい　においをどうにかしてほしい　虫は出ないようにしてほしい

227 男性 清潔

229 男性 なし

230 男性 綺麗を保つ

232 男性 ない

234 男性 魅力的なものとなって欲しいです。

235 男性 特にない

237 男性 綺麗になって欲しい

238 男性 なし

239 男性 なし

241 男性 綺麗に新しくなってほしい。洋式になってほしい。

242 男性 ない

256 男性 多目的トイレがもっと増えて欲しい。

257 男性 汚いところは綺麗にして欲しい。特に女子トイレは座ったりするから尚更綺麗にしないと

258 男性 もっときれいにしてほしい

259 男性 公衆トイレの掃除をちゃんとした方が良い

261 男性 とくにない

265 男性 ない

267 男性 特にない

272 男性 なし

276 男性 誰もが使えるトイレを目指す

281 男性 綺麗になって欲しい

282 男性 特にない

284 男性 トイレットペーパーがなくなったときに自動で補充されるようなものがほしい

288 男性 ない

293 男性 いつでも綺麗

296 男性 ない

299 男性 除菌のやつはあって欲しい

301 男性 綺麗にして

302 男性 ない

306 男性 私は必要性を感じない上、定期的な手入れも簡単でないと思うので、無くなってもいいと思う。

307 男性 特に無い

311 男性 自動ドアがほしい

312 男性 においが臭い

315 男性 もっと清潔に綺麗にして欲しい

316 男性 全自動

317 男性 特にない

319 男性 なし

320 男性 もっと綺麗になってほしい。

322 男性 ない

323 男性 なし

324 男性 なし

327 男性 清潔

331 男性 なし

333 男性 もっときれいに

337 男性 とくにない

339 男性 もう少し犯罪減ったらいいな

340 男性 入りやすくして欲しい

342 男性 なし

349 男性 なし

351 男性 使いやすくして欲しい

352 男性 特にない

353 男性 なし

354 男性 なし

356 男性 入りやすいような雰囲気にする

357 男性 綺麗

358 男性 特になし

360 男性 ない

366 男性 無

368 男性 特にない

370 男性 特になし

374 男性 もう少し清潔な状態であって欲しい

376 男性 清潔感をより出して欲しい

383 男性 臭いを改善してほしい

386 男性 汚くなくなって欲しい

387 男性 なし

388 男性 定期的な清掃をしてほしいトイレットペーパーの盗難がなくなってほしい



2021/6/22

日本財団18歳意識調査  「第３８回 - 公共トイレ -」 自由回答集

No 性別 Ｑ１５　公園内や歩道にある公共トイレについて、将来「こうなって欲しい」「こうしたい」「こんな機能が欲しい」、あるいは「こんな点に問題がある」といった意見を自由に記入し

てください。

390 男性 清潔にしてほしい

408 男性 ない

411 男性 綺麗になって欲しい

412 男性 暗かったり、汚かったりするケースが多いから、利用しやすいようにしてほしい。

413 男性 特になし

420 男性 なし

421 男性 自動消毒付きの便座になって欲しい。

425 男性 とくにない

431 男性 綺麗になって欲しい

436 男性 なし

438 男性 ない

445 男性 なし

447 男性 なし

448 男性 特になし

449 男性 なし

455 男性 落書きや汚れてることもあるので汚くなってからでもいいのでもう少し綺麗に掃除して欲しい

460 男性 なし

462 男性 公園内や歩道ではなく、近くの綺麗な施設に移して欲しい。

463 男性 綺麗にして欲しい

465 男性 もう少し綺麗にしてほしい

466 男性 なし

467 男性 公園内のトイレは換気が良くないところが多いので改善して欲しい

478 男性 なし

480 男性 きれいではない

481 男性 なし

482 男性 なし

485 男性 自動で清掃してくれるトイレ

495 男性 ウォシュレットを増やして欲しい。

497 男性 清潔を保ってほしい

500 男性 特になし

504 男性 キレイになってほしい

509 男性 特になし

510 男性 砂などのゴミが入らないようにしてほしい。

511 男性
数を少なくとも倍に増やし、プライバシー面、防犯面をより強化する。新しいサービスエリアなんかで取り入れられている技術などを積極的に取り入れ、清
潔なトイレを目指す。それにより、清掃スタッフの雇用も確保ができる。

513 男性 特にない

515 男性 なし

524 男性 特にない

527 男性 特にない

529 男性 臭いが籠らないトイレ

531 男性 綺麗になってほしい

534 男性 においなどもっと清潔になって欲しい

543 男性 なし

548 男性 もっと綺麗になって欲しい。

552 男性 もう少し和式ではなく洋式のトイレを増やして欲しい

554 男性 掃除をきちんとしてほしい

557 男性 なし

559 男性 特になし

563 男性 綺麗で明るいトイレになって欲しい。

565 男性 ない

566 男性 綺麗になってほしい

569 男性 特になし

570 男性 とくになし

574 男性 入りたくなるような雰囲気であってほしい

578 男性 このままの状態を維持できればそれでいいです

583 男性
いざという時のために警報装置や監視カメラを設置して万が一の事態に備えるべきだと思う。古い公共トイレを新しいものに建て替え、清潔感を持たせるべ
きだと思う。

585 男性 汚い

586 男性 ない

588 男性 もう少し綺麗にしてほしい、ウォシュレットをつけてほしい

589 男性 ない

600 男性 特になし

607 男性 安心安全で利用しやすい環境が整え、清潔感があるを重視してほしいです。

608 男性 自動トイレの設置

611 男性 特になし

612 男性 ない

613 男性 なし

617 男性 なし

625 男性 ない

629 男性 清潔であってほしい

633 男性 なし

640 男性 ないです

644 男性 綺麗にして欲しい

648 男性
今のご時世、トイレにも清潔感を求める社会的風潮がある。そのため、トイレの換気のシステムを充実してにおいや菌が充満しないようにするのは有効だと
思う。また抗菌作用のある壁や床を全面に使用することで、多くの人が安心して利用できると思います
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655 男性 みんなが気軽に使えるようになって欲しい。

656 男性 ない

658 男性 綺麗にして欲しい

659 男性 きれいになってほしい

661 男性 基本使用したくない。

663 男性 なし

664 男性 汚い点に問題がある

675 男性 特になし

681 男性 臭いを改善してほしい

688 男性 ない

690 男性 特になし

694 男性 特になし

696 男性 常にどこのトイレも清潔

697 男性 綺麗にして欲しい

698 男性 使用者がキレイに使うようにしたい

701 男性 すべての施設がトイレットペーパーだけじゃなくせっけんも常備するようになればいい

702 男性 なし

704 男性 もう清潔感のあるトイレが増えてほしいなと個人的に思ったりします

705 男性 なし

706 男性 清潔感が感じられればいいと思う

707 男性 使用時にトイレットペーパーがないケース

710 男性 とくにない

711 男性 汚い

714 男性 トイレの個室の空き具合が分かるモニターをもっと設置してほしい

715 男性 綺麗。洋式。臭くない。

716 男性 綺麗なトイレにしたい

720 男性 特になし

724 男性 なし

725 男性 常に綺麗に保って欲しい

729 男性 洋式が増えてほしい

731 男性 特になし

734 男性 臭い

735 男性 なるべく綺麗な状態を保ってほしい。

736 男性 全部を完璧にするのは難しい

739 男性 なし

740 男性 管理したい

742 男性 和式トイレでも、用を足したときのにおいが漂わないようにしてほしい

746 男性 見た目がおしゃれになって欲しい

747 男性 特にない

750 男性 洋式にして欲しい。綺麗にして欲しい

751 男性 なし

752 男性 清潔感のあるトイレになってほしい。

753 男性 今ので十分

756 男性 なし

757 男性 特にありません。

758 男性 ない

761 男性 清潔感があってほしい。

762 男性 自動洗浄

764 男性 無し

765 男性 管理がしっかり行き届いて、綺麗にして欲しい。

766 男性 誰でも使える綺麗なトイレであり続けて欲しい

767 男性 特にない

769 男性 明るくきれいにし　水浸しでないように

771 男性 きれいにしてほしい

773 男性 自動扉、自動洗浄

774 男性 ない

775 男性 ドアを自動ドアにして欲しい。

779 男性 外から便器が見える公共トイレがたまにある。

780 男性 ない

781 男性 整備環境

782 男性 とにかく綺麗になってほしい。

783 男性 ない

785 男性 平均的に虫が多いトイレが多いから、対策を行って欲しい。

786 男性 なし

789 男性 特に無し。

790 男性 綺麗

791 男性 特になし

792 男性 綺麗になって欲しい

793 男性 公園などの公共トイレは、外に設置してあるため、施設内トイレよりも使おうという気が起きない。

795 男性 手洗い機を自動化して欲しい

797 男性 なし

799 男性 ない

802 男性 トイレが暗くて使いづらいと思うときがあるので、明るくしてほしいなと思います。

803 男性 特になし
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804 男性 なし

805 男性 手洗い場をもう少し綺麗にして欲しいトイレットペーパーが大体固いからもう少し優しい素材のものを仕入れて欲しい

806 男性 鞄を置く場所が欲しい

807 男性 点検が少なく、汚い場所が多い。

808 男性 もう少しきれいになってほしい

809 男性 綺麗で明るい いい匂いがするものを置いている

810 男性 いい匂いにして欲しい

811 男性 くさい

812 男性 なし

813 男性 トイレットペーパーの在庫がなかったりすると、気づかずにトイレを利用した人が困るので、どの公共トイレにもペーパーはある程度貯めておいてほしい

814 男性 なし

815 男性 もっと綺麗にして

816 男性 ない

817 男性 イタズラされないトイレ

818 男性 特にない

819 男性 個室の空間を広くしてほしい

820 男性 なし

821 男性 なし

823 男性 清潔に

824 男性 便利を暖かくしたり、温水機能をつけて欲しい。

825 男性 特にありません

826 男性 なし

827 男性 なし

828 男性 スーパーやコンビニなどのトイレの様にもっと綺麗になって欲しい。そうすれば利用する人も増えると思う。

829 男性 手を乾かす乾燥機を止めるなら、使い捨ての紙タオルを置いて欲しい

830 男性 ウォシュレット完備にしてほしい

831 男性 特になし

832 男性 なし

833 男性 特になし

834 男性 臭い。

835 男性 なし

836 男性 特にない

837 男性 特にない

838 男性 きれいにしたい

839 男性 なし

840 男性 ボタンを押せば自動で出てくるトイレットペーパーが欲しい

841 男性 なし

842 男性 全てにおいて洋式トイレを導入し、常に清潔な状態であること

843 男性 綺麗であれば良い。

844 男性 臭いを解消して欲しい

845 男性 一部のトイレは不衛生なのでキチンと定期的に清掃して欲しい。

846 男性 なし

848 男性 なし

849 男性 なし

850 男性 全て洋式にして、生活を保って欲しい

851 男性 なし

852 男性 なし

853 男性 特に床などは汚れにくく清掃しやすい素材にして欲しい

854 男性 なし

855 男性 全て洋式にしてほしい

856 男性 特にない

857 男性 なしもできない

858 男性 奇麗なトイレの数を増やしてほしい

859 男性 トイレを探せるアプリが欲しい

860 男性 清潔感があってほしい

861 男性 もう少し綺麗になって欲しい

862 男性 並ぶ場所を明確に示すべき

863 男性 なし

864 男性 もう少し綺麗で広くして欲しい

865 男性 特になし

866 男性 特になし

867 男性 しっかりと掃除がしてあって欲しい

868 男性 綺麗に掃除して欲しい　防臭

869 男性 綺麗で、安心して使えるトイレであってほしい、防犯も重要

870 男性 トイレをする目的のみで使用してもらいたい

871 男性 ウォッシュレットをつける数を増やして欲しい

872 男性 清潔な状態が維持されてほしい

873 男性 清掃頻度を上げて欲しい

875 男性 なし

876 男性 ない

877 男性 綺麗にして欲しい明るくして欲しい

878 男性 綺麗になって欲しい
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879 男性
新しく作る公共トイレには抗菌のものを取り入れたり、今あるものは掃除が行き届くようにして欲しい。地域ごとの住人でボランティアで当番を回したりし
て清潔に保つ、というのが常識になればと思う

880 男性 綺麗であり続けること

881 男性 単純にきれいで明るくあって欲しい

882 男性 ない

883 男性 漠然としてて申し訳ないですが誰もが使いやすいと思えるトイレになるといいです

884 男性 ない

885 男性 なし

886 男性 たまに汚い

887 男性 汚い臭いというイメージを吹き飛ばすようなトイレにしてほしい

888 男性 ない

889 男性 常に清潔であてほしい

890 男性 なし

891 男性 清掃が行き届いておらずハエがたかっている公衆トイレも多いのが問題だと思う

892 男性 明るくする

893 男性 特になし

894 男性 なし

895 男性 綺麗であって欲しい

896 男性 虫除けや芳香剤をおいて欲しい

897 男性 もっと明るく、キレイに見えるようにして欲しい

898 男性 きれいにしてほしい

899 男性 もう少しデザイン的で綺麗でにおいがいいようにして欲しい

900 男性 ウォシュレットが欲しい

901 男性 もう少し綺麗にして欲しい。

902 男性 ない

903 男性 便座が適温であって欲しい

904 男性 綺麗に使う人が増えて欲しい

905 男性 なし

906 男性 きれい

907 男性 きれいで臭くなく明るいトイレ

908 男性 ないです

909 男性 きれいにして

910 男性 古い所は新しくなって欲しい

911 男性 新しく作り替えて欲しい

912 男性 故障が放置されていたりする

913 男性 綺麗に保って欲しい

914 男性 暗くて利用しにくいイメージを変えて欲しい

915 男性 ウォシュレットが欲しい

916 男性 臭い

917 男性 綺麗で入りやすい

918 男性 特になし

919 男性 なし

920 男性 清潔であれば何でも良い

921 男性 公園や駅は臭いところが多い気がするのでにおいをなくしてほしい

922 男性 基本的に不快　今後綺麗にしていく必要があり

923 男性 特になし

924 男性 なし

925 男性 虫とかが多いところは入りたくないのです。

926 男性 清掃が行き届いていない場所が多く使いたくないので清掃はして欲しい

927 男性 綺麗にして欲しい

928 男性 綺麗

929 男性 そこまで変える必要はない、使う人が次の人が使っても嫌な気持ちにならないような使い方をして欲しい。

930 男性 なし

931 男性 ウォシュレットほしい

932 男性 もっと清潔でおしゃれな感じにして欲しい

933 男性 田舎の公園だとまだ公共トイレが設置されていないところがあるのでそういった場所にも設置して欲しい。

934 男性 おしゃれで皆が大切に使う雰囲気になれば良いなと思う。今は、あまり大切に使われていないように思う。

935 男性 ウォッシュレット付きトイレ

936 男性 清潔さがほしい

937 男性 公共トイレが使いやすくなるのは、無理があると思う

938 男性 オシャレにしてほしい。キャラクターものとかを取り入れてほしい。犯罪が起きないように見張る措置を取ってほしい

939 男性 もう少し清潔にしてほしい

940 男性 自動扉で接触を減らす

941 男性 古いものは新しくきれいにしてほしい

942 男性 臭いからそれをなくす。犯罪を少なくできる措置を

943 男性 きれいでいてほしい

944 男性 きれいでくさい臭いがなくなってほしい

945 男性 温水便座完全装備、便器用の消毒液の設置

946 男性 落ち着いていやされるところ

947 男性 ウォシュレット

948 男性 ウォシュレットをつけてほしい

949 男性 ほぼ全部ウォシュレット付きにしてほしい

950 男性 きれいになってほしい　夜間は閉鎖してほしい

951 男性 ・週に一度ほどは清掃して欲しい・場所によってのトイレの格差を無くして欲しい
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952 男性 なし

953 男性 臭いをどうにかしてほしい

954 男性 明るい色を採用した電球や部屋にしてほしいです

955 男性 常に明るく清潔に保って欲しい

956 男性 特になし

957 男性 なし

958 男性 清掃員を定期的に入れる

959 男性 温水便座

960 男性 綺麗になってほしい

961 男性 ない

962 男性 特になし

963 男性 特にない

964 男性 危険のないようにして欲しい

965 男性 もっと綺麗に放置時間が短いといいのかも

966 男性 とにかくきれいに安全にしてほしい

967 男性 使わないので特に希望なし

968 男性 渋谷区新宿区の公園の公共トイレは非常にスタイリッシュで魅力的なので問題なのは都市部ではないことは確か。なので要望はない。

969 男性 特になし

970 男性 外にあるトイレが汚いとからキレイにして欲しい

971 男性 ホテルのトイレのようにしてほしい

972 男性 ない

973 男性 なかなか掃除されない

974 男性 ない

975 男性 綺麗

976 男性 なし

977 男性 自動で定期的に掃除してくれる機能

979 男性 きれいにしてほしい

980 男性 もう少し明るくしてほしい

981 男性 きれいにして欲しい

982 男性 キレイになって欲しい

983 男性 なし

984 男性 特になし

985 男性 臭いのは論外　虫対策もして欲しい　使った人も家のトイレじゃないからいいと思っているのか気持ちよく使えたことは1度もない

986 男性 もう少し綺麗にして欲しい

987 男性 なし

988 男性 なし

989 男性 とくになし

990 男性 綺麗になってほしい　ウォシュレットをつけて

991 男性 全部様式にしてほしい

992 男性 ない

993 男性 ジェットタオルを設置して欲しい

994 男性 もっと清潔感が欲しい

995 男性 きれいにしてほしい

996 男性 洋式にしてほしい

997 男性 ウォシュレットなどの機能の搭載　最新のものへの改修の加速

998 男性 きれいにしたい

999 男性 なし

1000 男性 もう少し綺麗になってくれれば文句はもう無いです

1001 男性 明るくキレイでほしい

1006 男性 ない

1010 男性 なし

1016 男性 特になし

1017 男性 なし

1023 男性 危険性のないトイレになってほしい

1035 男性 基本的に汚いし暗い

1036 男性 綺麗ならなんでも

1041 男性 綺麗であって欲しい

1058 男性 わからない

1062 男性
田舎の方の公園にある公共トイレだから、仕方ないかもしれないが、いつかは全国にある公園・歩道の方にある公共トイレのほとんどが「トイレの数が十分
（洋式トイレ3～4個ぐらい）」「コンビニぐらいの清潔・綺麗さは保って欲しい」かなと思う。

1069 男性 普通に綺麗にして欲しい。虫とかがいるのが嫌

1115 男性 混みやすいところは数を増やして欲しい

1 女性 なし

2 女性 なし

3 女性 もっと綺麗になって欲しい。

5 女性 外から見えないように

6 女性 綺麗になってほしい

7 女性 ない

8 女性 なし

10 女性 ない

12 女性 段差が無駄にあることが多いと思ったので、多くの年代の人が利用することからも、今後のトイレは、段差をなるべく、作らないで欲しい。

13 女性 特にない

14 女性 とくにない

15 女性 綺麗で外からでも安全性がわかるものであって欲しい
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16 女性 なし

17 女性 特になし

18 女性 汚さないような雰囲気

20 女性 とくにない

22 女性 デパートくらい綺麗になって欲しい

23 女性 なし

24 女性 なし

25 女性 綺麗であればいい

26 女性 なし

28 女性 特になし

29 女性 防犯性を高めて欲しい。

30 女性 自動で消毒

32 女性 ない

36 女性 ない

37 女性 とくにない

39 女性 わかんない

40 女性 電気が切れているなど手入れが行き届いていない

43 女性 危険な時に知らせるアラームがついてたらいい

44 女性 虫が入らないようにしてほしい　定期的に掃除してほしい

45 女性 外だから仕方ない部分はあるが虫の死骸が落ちていたり、中に虫が入ってくるのは嫌だなと思う

46 女性 サービスエリアにあるような綺麗なトイレにして欲しい

51 女性 もっと明るくしてほしい　掃除をちゃんとしてほしい

54 女性 清潔さが保たれていない場合が多いので、もう少ししっかり管理してほしい。

55 女性 特になし

56 女性 どのトイレももっと綺麗になって欲しい

57 女性 特になし

58 女性 特になし

59 女性 綺麗ならいい

60 女性 なし

61 女性 とくにない

63 女性 綺麗になってほしい

64 女性 なし

65 女性 綺麗で使いやすいようになって欲しい。

66 女性 特にない

67 女性 暗くて狭いところが多いのでせめて明るくして欲しい

72 女性 もう少し綺麗ならばと思う。

73 女性 男が絶対に入らない設計にして欲しい。

74 女性 安全面、防犯面に不安がある

75 女性 綺麗

78 女性 もう少し清潔感が欲しい

79 女性 ない

81 女性 ない

82 女性 なし

84 女性 綺麗にして欲しい

86 女性 なし

88 女性 特になし

90 女性 明るく、下水道の機能を整えてほしい

93 女性 こうしたい

97 女性 分からない

98 女性 なし

101 女性 清潔感がほしい

102 女性 ない

104 女性 綺麗になって欲しい

105 女性 きれいにしてほしいあ

106 女性 清潔さを保って欲しい

108 女性 石鹸を置いてほしい

109 女性 綺麗になってほしい

111 女性 なし

112 女性 もっと明るくきれいになってほしい

116 女性
トイレの設置してある場所があまり人が通らないところだったりとても暗い所が多かったりするのが危険なので、内装を明るくしたり広くしたり、設置場所
を考えたりしてほしいです。

118 女性 古い

119 女性 ない

120 女性 なし

121 女性 なし

122 女性 もう少し明るいと使いやすいかもしれない

124 女性 綺麗になって欲しい

125 女性 きれいにしたい

127 女性 もう少し綺麗にしてほしい

128 女性 もう少し明るくして欲しい。夜は怖い

129 女性 電気をもう少しつけてほしい

130 女性 もうちょっと綺麗にしてほしい。掃除をしっかりしてほしい。

131 女性 なし

134 女性 綺麗になって欲しい
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136 女性 落書きが多い

139 女性 清潔になってほしい。また公園などの公共トイレを利用した犯罪が無くなってほしい

142 女性 綺麗で、入りたいと思えるようになって欲しい

143 女性 分からない

145 女性 お店のトイレのように綺麗になって欲しい

147 女性 ない

148 女性 なし

151 女性 ない

152 女性 ない

153 女性 綺麗になる

157 女性 綺麗になって欲しい

158 女性 なし

159 女性 トイレのにおいが気になる　常に綺麗であって欲しい

160 女性 公園の男子トイレは用を足してる時に外から見えるから見えない構造にした方がいいと思う。恥ずかしい

164 女性 防虫して欲しい

165 女性 なし

168 女性 全体的に安全と清潔であることを重視して欲しい

170 女性 公園にあるトイレを危なくないように端に置かないで欲しい

172 女性 AIが管理しているトイレ

173 女性 綺麗

174 女性 きれいに管理して欲しい

179 女性 特になし

181 女性 明るくして欲しい。

182 女性 もっと綺麗にしてほしい

187 女性 ない

189 女性 虫が入らないようにしてほしいです。

190 女性 もう少し新しくきれいになったら、抵抗なく使えるようになり明るくなると思う。

191 女性 公園のは汚い、臭い、暗い、不審な人がいる

192 女性 もっと綺麗になってほしい

193 女性 誰もが安全に使えれば良いと思う。公園にあるトイレは場所によって死角になって危ない所もあるのでその様なところが改善されたら良いなと思う。

195 女性 気持ちよく使用出来る状態なら良いな

196 女性 個室の上下の隙間を塞いで欲しい。本当に怖い思いをした。

197 女性 とくになし

198 女性 公園のトイレを綺麗にして欲しい

199 女性 とくになし

201 女性 全て明るく清潔で自動で流れるトイレにしてほしい

202 女性 特になし

203 女性 きれいなトイレにしてほしい

204 女性 入口に防犯カメラ。

205 女性 特にない

208 女性 なし

211 女性 綺麗になってほしい

214 女性 通気性もっと良くして欲しい。木の下にあると全体的にじめじめする

216 女性 とにかく、綺麗にして欲しい

218 女性 なし

219 女性 とくに

220 女性 綺麗になって欲しい

221 女性 とにかく綺麗であって欲しい

223 女性 トイレットペーパーのストックが欲しい

224 女性 小さい子でも、使いやすいトイレになったらいいと思う。

225 女性 もうそんなに数を増やさないでほしい

226 女性 特にない

228 女性 綺麗なトイレ、電球がきれてることがないようにしてほしい

231 女性 ない

233 女性 特になし

236 女性 特になし

240 女性 なし

243 女性 基本は男女でトイレが分かれているので、LGBTQの方々も安心して使用できるように誰でも使用可能なトイレの数が増えると良いと思う。

244 女性 綺麗にしてほしい

245 女性 明るくて安全で、いつも綺麗であってほしい

246 女性 ない

247 女性 汚いイメージがあるので、国や地域が管理して、誰でも使いやすいようにするべき

248 女性 なし

249 女性 いつでもきれいでいいにおいにしてほしい

250 女性 なし

251 女性 なし

252 女性
仕方ないのかも知れないけど扉が大きすぎて入りたくても恥ずかしいなと思います。病気でトイレに頻繁に駆け込むので、デザインを控えめにしてもらえた
らいいのになぁ～と思ったりします。でも、便利なのでありがたいです！

253 女性 トイレの下の隙間の必要性がわからない

254 女性 なし

255 女性 臭くない綺麗で安全な使いやすいトイレになって欲しい

260 女性 商業施設や飲食店など、建物に設置されたトイレと同じくらい綺麗にしてほしい

262 女性 サービスエリアのトイレの入り口にツバメやクモの巣があるのをどうにか無くしてほしい。
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263 女性 特にない

264 女性 公園や歩道にあるトイレは汚いことが多くあるのでそこをもっと改善してほしい。

268 女性 古く汚いイメージがあるのでまずは見た目を可愛くするのがいいと思います！

269 女性 安全であってほしい

270 女性 生理用品を置いてほしい

271 女性 綺麗になってほしい

273 女性 汚い。

274 女性 汚い、虫がいる

275 女性 もう少しキレイなほうがいい

277 女性 もーすこしきれいになってほしい！虫とかは出ないようにして欲しい

278 女性 特になし

279 女性 みんな綺麗にして欲しい

280 女性 性的暴行予防に警察を呼び出せるボタンみたいなのを設置する

283 女性 音姫があるといいなと思う

285 女性 なし

286 女性 なし

287 女性 石鹸が必ず置いてある

289 女性 綺麗になって欲しい

290 女性 汚い

291 女性 とくになし

292 女性 とくになし

294 女性 分からない

295 女性 とくになし

297 女性 公園はきれいで安心して使える物

298 女性 閉塞感があり、特に臭い、汚れが酷いものが多い。

300 女性 全て綺麗でウォシュレットつきにしてほしい

303 女性 なし

304 女性 なし

305 女性 もっと綺麗になってほい

308 女性 特になし

309 女性 綺麗に保って欲しいプライバシーを守って欲しい

310 女性 綺麗に

313 女性 便座除菌

314 女性 綺麗な格好で入りやすいトイレと、遊んで泥まみれになっても入れるトイレを分けて欲しい

318 女性 なし

321 女性 公園内のトイレは見たことないので分からない

325 女性 もう少し綺麗にしたり、どこにあるかわかりやすくしてほしい

326 女性 なし

328 女性 とくにない

329 女性 綺麗にしてほしい

330 女性 生理用品や下着が買える自販機があると良い。

332 女性 なし

334 女性 なし

335 女性 特にない

336 女性 とくに

338 女性 空気清浄機付きの個室。個室を一人入るごとに消毒する機能。不審者に会った時の通報用の機械

341 女性 特にない

343 女性 もっと綺麗にして欲しい

344 女性 最低限の綺麗さを保っていて欲しい

345 女性 なし

347 女性 綺麗になって欲しい

348 女性 いい匂いがするトイレ

350 女性 なし

355 女性 もっと綺麗で明るいトイレに変えて欲しい

359 女性 なし

361 女性 なし

362 女性 暗いかつ汚いというイメージがあるので、それを払拭できるように整備してほしい

363 女性 汚かったり、臭かったり、暗かったりするのであまり使いたくない

364 女性 ない

365 女性 ない

367 女性 綺麗であって欲しい

369 女性 特にない

371 女性 きれいにしてほしい

372 女性 外からトイレの中が見えないデザインにしてほしい。

373 女性 ない

375 女性 特になし

377 女性 もっと綺麗なトイレにしてほしい

378 女性 綺麗にして誰でも使えるトイレにしたい

379 女性 誰もが使いたくなるような綺麗なトイレが増えて欲しい

380 女性 消臭機能がほしい。トイレットペーパーの予備を多く置いてほしい。

381 女性 とくにない

382 女性 綺麗にして欲しい夜でも明るくして欲しい

384 女性 なし

385 女性 もっと安全性が増すようてほしい
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389 女性 きれいになってほしい

391 女性 なし

393 女性 施設内のトイレみたいに綺麗で臭くないのがいい

394 女性 とにかく汚い

395 女性 なし

396 女性 もう少し清潔になって欲しいなと思いました。

397 女性 綺麗に保って欲しい。また、広く改装して欲しい。

399 女性 暗く汚いため、利用しにくい

400 女性 なし

401 女性 子供が安心して使える

402 女性 みんなが使いやすくて綺麗なトイレ

403 女性 画期的

404 女性 特にない

405 女性 特に無い

406 女性 なし

407 女性 トイレの道案内がほしい

409 女性 ない

410 女性 もう少し綺麗にしてみんなが安心して使えるようにして欲しい。

414 女性 綺麗になって欲しい

415 女性 なし

416 女性 もっと綺麗なトイレになって欲しい

417 女性 とくにない

418 女性 特にない

419 女性 わからない

422 女性 臭くなくなってほしい。

423 女性 特になし

424 女性 綺麗な状態を保てるようにしてほしい

426 女性 なし

427 女性 もう少し清潔になるといいと思う

428 女性 なし

429 女性 なし

430 女性 綺麗になってほしい

432 女性 見通しが悪く、危険なイメージがある

433 女性 明るく安全な感じ

434 女性 特にありません。

435 女性 たまに汚い時があり、虫がすごいところがあるので綺麗にして欲しい

437 女性 きれいにしてほしい

440 女性 なし

441 女性 なし

442 女性 きれいにしてほしい。個数を増やして欲しい。駅のトイレはほんとに汚い。

443 女性 わからない

444 女性 特になし

446 女性 防犯カメラと清潔感がほしい

450 女性 なし

451 女性 わからない

452 女性 綺麗にして欲しい

453 女性 きれいに保つべき

454 女性 場所によって清潔さに違いがある

456 女性 汚れを気にせず使いたい

457 女性 もう少し清潔感がほしい。

458 女性 汚いトイレがなくなるといい

459 女性 なし

461 女性 もっと綺麗になってほしい

464 女性 綺麗にして欲しい

468 女性 ほかの公共トイレのように綺麗になってほしい

469 女性 なし

470 女性 なし

471 女性 特になし

472 女性 なし

473 女性 特になし

474 女性 なし

475 女性 もっときれいになってほしい

476 女性 なし

477 女性 常に綺麗になるようにしたい、臭いがないようにしたい

479 女性 ない

483 女性 とくになし

484 女性 清潔感があってほしい

486 女性 どの場所でもみんな安全に使えるトイレになってほしい。

487 女性 特になし

489 女性 とくにない

490 女性 誰でも使いやすい。綺麗。

491 女性 特になし

492 女性 とても綺麗なトイレ

493 女性 見た目を綺麗にしてほしい
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494 女性 とりあえず清潔感を保って欲しい

496 女性 なし

498 女性 数を増やしてほしい

499 女性 常に綺麗でにおいがしない

502 女性 綺麗になってほしい

503 女性 綺麗になって欲しい

505 女性 綺麗に保たれていて欲しい

507 女性 綺麗にしてほしい誰でも使えるがそれも嫌

508 女性 もっと綺麗にしてほしい

512 女性 洋式になってほしい。

514 女性 夜でも明るく、ハエやクモがわきにくくなってほしい

516 女性 特になし

517 女性
公園のトイレは隅の方だったりして、暗かったり、子供が使うときに危ないので、人目につく場所や、照明などで明るくした方がいいと思います。

518 女性 もっと綺麗に掃除が行き届いていて欲しい

519 女性 なし

520 女性 清潔感があり、明るい雰囲気のトイレがいい

521 女性 もっと綺麗に誰もが抵抗なく使えるところにしたい

522 女性 なし

523 女性 もっと清潔感があった方がいい

525 女性 暗い、汚い、をどうにかしてほしい

528 女性 綺麗にして欲しい

530 女性 明るくて安全で綺麗なトイレであって欲しい

532 女性 なし

533 女性 防犯対策はしっかりしてほしい

535 女性 明るくなって欲しい

536 女性 ない

537 女性 綺麗で使いやすい多目的トイレが増えて欲しい

538 女性 虫対策が出来ているトイレになってほしい

539 女性 洋式を増やして欲しい

540 女性 特にない

541 女性 キレイになってほしい

542 女性 なし

544 女性 もっと清潔感を保ってほしい。

545 女性 なし

546 女性 なし

547 女性 なし

549 女性 洋式にしてほしいもっと綺麗にしてほしい

550 女性 特にない

551 女性 綺麗に誰もが使いやすいようにしてほしい

553 女性 なし

555 女性 きれいにしてほしい

556 女性 もっと綺麗になってほしい。

558 女性 綺麗で安全にしてほしい

560 女性 自動で掃除

561 女性 なし

562 女性 綺麗で明るいのがいい

564 女性 常に綺麗にして欲しい

567 女性 特になし

568 女性 なし

571 女性 しっかり掃除してほしい外のドアつけてほしい

572 女性 汚い点において問題

573 女性 なし

576 女性 なし

579 女性 周りにお店があったり、あまり綺麗じゃないイメージがあるので使いたいという気を起こさせない点がある

580 女性 汚いイメージがあるので綺麗にしてほしい

581 女性 特にありません

582 女性 綺麗にしてほし

584 女性 特にない

587 女性 特になし

590 女性 なし

591 女性 虫が入らないようにしてほしい

592 女性 特になし

593 女性 綺麗に保って欲しい。

594 女性 もう少し明るく、換気が出来ている状態になって欲しい

595 女性 綺麗にして欲しい

596 女性 特になし

597 女性 どこのトイレにも多目的トイレはつけたほうがいいと思う

598 女性 特になし

599 女性 綺麗になってほしい

601 女性 不潔なイメージがあるし実際そういうところが多い。公園のトイレなど外にあるものは大体入り口にドアがないのでそれも汚くなる原因だと思う

602 女性 ない

603 女性 とにかく綺麗にしてほしい

604 女性 綺麗にして欲しい
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605 女性 安全に使えて綺麗な状態になってほしい。

606 女性 公園のところにも石鹸を置いて欲しい

609 女性 トイレットペーパーが無くなることがないようにしてほしい

610 女性 特にない

614 女性 綺麗にしてほしい

615 女性 公園内や歩道のトイレは古くて狭いイメージがあるので使いずらい、もう少し綺麗だったら使いやすいのになと思う

616 女性 どこの公園も古いトイレばかりで、悪臭がすごいので改装や清掃をしていただきたいです。

618 女性 綺麗になって欲しい

619 女性 綺麗になって欲しい

620 女性 とくになし

621 女性 整備をしっかりして欲しい

622 女性 特になし

623 女性 全て洋式にして欲しい

624 女性 綺麗でにおいも気にならなくなれば嬉しいです。

626 女性 綺麗になって欲しい

627 女性 なし

628 女性 照明をつけてほしい換気ができるようにしてほしいトイレットペーパーの補充をして欲しい

630 女性 なし

631 女性 めっちゃきれい

632 女性 きれいになってほしい

634 女性 綺麗な状態を維持してほしい

636 女性 綺麗でありたい

637 女性 きれいにしてほしい

638 女性 ない

639 女性 ない

641 女性 綺麗になって。

642 女性 虫の駆除を徹底してほしい

643 女性 なし

645 女性 ウォシュレットをどのトレイでもつけて欲しい

646 女性 綺麗になって欲しい。

647 女性 定期的な掃除をして清潔さを保って欲しい

649 女性
明るくしてほしい。場所が場所だから恐怖心も感じるため、入りたいとは思わないから、改善してほしい。また、トイレットペーパーは常に常備してあって
ほしい。

650 女性 明るくしてほしい

651 女性 分からない

652 女性 電気が自動ウォシュレット

653 女性 臭いがなくなってほしい

654 女性 トイレットペーパーが自動で補充される仕組みを作ってほしい。また、暗くて入るのが怖いというイメージがなくなるようなトイレにしてほしい。

657 女性 定期的に掃除してほしい

662 女性 臭いがこもるイメージがあるので、換気性能を上げて欲しいです。

665 女性 綺麗になって欲しい

666 女性 臭いがきついことが多いので改善して欲しい

667 女性 綺麗にして欲しい

668 女性 なし

669 女性 特になし

670 女性 手を洗う時に自動で水が出たりする機能が増えたらいい

671 女性 なし

672 女性 綺麗になって欲しい

673 女性 汚いイメージが強いのでそれが無くなって欲しい

674 女性 ウォッシュレットの完備

676 女性 公園や駅のトイレはもうすこし綺麗にして欲しい

677 女性 なし

678 女性 なし

680 女性 清潔できれいになってほしい。また、においも消してほしい

682 女性 もっと清潔感がほしい

683 女性 明るくて綺麗な安心して使えるようになってほしい。

684 女性 もっと綺麗になってほしい

685 女性 特にない

686 女性 必ずハンドソープを設置しておいて欲しい

687 女性 定期的に掃除してほしいです。

689 女性 衛生的になって入りやすくしてほしい

691 女性 ひろくなってほしい

692 女性 なし

693 女性 和式のトイレをなくさないでほしい

695 女性 なし

699 女性 明るくして欲しい

700 女性 とても綺麗でオシャレなトイレ

703 女性 どこにでもある

708 女性 綺麗なわかりやすいトイレ

712 女性 綺麗で入りやすい外観にして欲しい。

717 女性 特になし

718 女性 ない

719 女性 ウォッシュレッドが欲しい。
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721 女性 もっと綺麗に明るく

722 女性 清潔を保って欲しい

723 女性 虫がいなくて新しく広い

726 女性 汚い

727 女性 新しく作り直してほしい

728 女性 もう少し綺麗なトイレだと入りやすいと思う。

730 女性 特になし

733 女性 清潔感が欲しい。

737 女性 常に清潔であって欲しい

738 女性 常に綺麗であって欲しい

741 女性 なし

744 女性 特になし

745 女性 なし

748 女性 全てのトイレを洋式に

749 女性 臭いし、虫が入っていたりするのでそこを改善してほしい。

754 女性 トイレットペーパーを常備する

755 女性 外から見えないようにしてほしい

759 女性 もっと綺麗になってほしち

760 女性 アーティスティックなデザイン、街の特徴を表したようなデザインのトイレがいい。

763 女性 特になし

768 女性 普段から綺麗な状態になっている

770 女性 なんとかして維持するべき

772 女性 特にない

776 女性 汚くなりがちなので、綺麗にする人がいたら嬉しい

777 女性 綺麗な状態を保って欲しい

778 女性 ない

784 女性
すごく混む場所にあるのに個室の数が少なかったりするので場所に応じて増やしたりして欲しい。荷物が何かしらある時が大多数だと思うので掛ける場所か
置く場所が欲しい。

787 女性 とにかく綺麗にしてほしい。どうしても汚いと使いたくなくなる

794 女性 清掃が行き届くようにしてほしい

796 女性 屋内にあるような綺麗なかんじ

800 女性 トイレットペーパーの補充や個室内の明るさ、手洗い場の清潔さを保つなど細かいところを頻繁に確認してほしい。

801 女性 いかにも犯罪が置きそうなトイレではなく、清潔なトイレであってほしい

1002 女性 なし

1003 女性 きれいにしてほしい

1005 女性 ない

1007 女性 虫が集まらないようにして欲しい

1009 女性 ・綺麗になって欲しい・明るく安全な場所にして欲しい

1013 女性 多目的トイレがもっと増えて欲しい

1018 女性 なし

1019 女性 なし

1020 女性 なし

1021 女性 汚さないように使ってほしい

1024 女性 分からない

1025 女性 きれいにしてほしい

1028 女性 綺麗で明るいと嬉しい

1030 女性 もっと安全で明るいトイレにしてほしい

1033 女性 清潔感のある誰でも入りやすいトイレになって欲しい

1037 女性 特になし

1038 女性 ない

1044 女性 誰でも安心して気持ちよく使えるトイレになって欲しい


