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このたび、独立行政法人国立高等専門学校機構
（以下、「高専機構」という。）として初めての環
境報告書を発行することとなりました。
高専機構は平成１６年度に全国５５の高専が一つ

の法人にまとまった組織であり、これまで各高専が
個々に環境に配慮した取組を行ってきました。その
ため現状では、これらの取組において高専間の様々
な差異があることは否めません。本報告書が高専間
の情報の共有と環境に対する意識の啓発に役立てる
ことを願っています。

本報告書の対象となる、組織・範囲・期間

この環境報告書は環境省の「環境報告書ガイドライン２００３年度版」を
参考にして作成しています。

対象組織：独立行政法人国立高等専門学校機構
対象範囲：機構本部事務局及び全国５５高専の事業活動・教育活動

（職員宿舎を除く。）
対象期間：平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日
発行年月日：平成１８年９月２５日
次回発行予定：平成１９年９月

問い合わせ先：独立行政法人国立高等専門学校機構本部事務局
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町７０１番２

電話番号 ０４２－６６２－３１４６
E-mail： shisetsu@kosen-k.go.jp
ＵＲＬ： http://www.kosen-k.go.jp/

平成１８年９月

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長

河野 伊一郎

トップメッセージ
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高専機構について

○概要

国立高等専門学校は、昭和３６年、我が国経済の高度成長を背景に、産業界からの強
い要望に応えるため、実践的技術者の養成を目指し、中学校卒業者を入学資格とする5
年制の高等教育機関として学校教育法の改正により、工業に関する高等専門学校を制度
化したことに始まりました。
翌昭和３７年以降、順次高等専門学校を各地に設置し現在、全国に５５高専を設置し

ています。

平成１５年、独立行政法人国立高等専門学校機構法が成立し、翌平成１６年には全国
５５校の国立高等専門学校を設置・運営する組織として、独立行政法人国立高等専門学
校機構が発足しました。

（機構本部事務局本部棟）
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校

各高等専門学校（５５校）

事 務 部 長 会 議 知 的 財 産 委 員 会

入学試験運営委員会

評 価 委 員 会

校 長 会 議 安全衛生管理委員会 教 育 環 境 整 備 委 員 会

産学連携・地域連携委員会

地 区 校 長 会 議 セクシュアル・ハラ
スメント防止委員会 教 育 研 究 交 流 委 員 会

企 画 委 員 会 教 育 ・ Ｆ Ｄ 委 員 会

課 外 活 動 委 員 会

本 部 事 務 局 広 報 委 員 会

学 生 支 援 委 員 会

理事長

運営協議会 監 事

役 員 会

 

○現況 

 

学校数・在学生数・教職員数（平成１７年度） 

 

学 校 数 在 学 生 数 教職員数 

55(54)校 52,160(2,615)人 6,654 人 

（ ）は、専攻科を設置する学校数及び専攻科の在学生数で内数 

高専機構の運営組織

機械系 電気・電子系 情報系 化学系 土木・建築系 商船
工業・商船

以外

10,698人 15,097人 8,422人 6,074人 7,327人 1,107人 820人 2,615人 52,160人

専攻科生
（129専攻）

計
本科学生（242学科）

在学生数の分野別内訳
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○目的と事業

＜目的＞独立行政法人国立高等専門学校機構は、国立高等専門学校を設置すること等
で、職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育
成するとともに、わが国の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を図ることを
目的としています。（独立行政法人 国立高等専門学校機構法第３条）

＜業務の範囲＞

独立行政法人国立高等専門学校機構は以上の目的を達成するために、以下の業
務を行っています。

1 国立高等専門学校を設置し、これを運営すること。

2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談、寄宿舎におけ

る生活指導その他の援助を行うこと。

3 機構以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の

機構以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

4 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

5 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

（独立行政法人 国立高等専門学校機構法第１２条）

(1)中学校卒業段階の学生が入学

(2)高校卒業者は高専への編入資格

があります。

(3)高専卒業者は大学への編入の

資格があります。

(4)高専卒業者は高専の専攻科に

進学する資格があります。

(5)専攻科を修了して「学士」を得

た者は、大学院への入学資格

があります。

○高専の学校制度上の特徴

高等専門学校は、中学校卒業の早い年
齢段階から、５年間(商船学科は５年半)
の一貫した専門教育を行う高等教育機関
です。さらに勉学を希望する学生は専攻
科進学や大学へ編入学し学士を取得し、
大学院に進学することもできます。この
ことを図示すると右のようになります。
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○高専機構分布図

国立高等専門学校は、全国４１の都道府県に５５校設置されています。

函館工業高等専門学校 明石工業高等専門学校

苫小牧工業高等専門学校 奈良工業高等専門学校

釧路工業高等専門学校 和歌山工業高等専門学校

旭川工業高等専門学校 米子工業高等専門学校

八戸工業高等専門学校 松江工業高等専門学校

一関工業高等専門学校 津山工業高等専門学校

宮城工業高等専門学校 広島商船高等専門学校

仙台電波工業高等専門学校 呉工業高等専門学校

秋田工業高等専門学校 徳山工業高等専門学校

鶴岡工業高等専門学校 宇部工業高等専門学校

福島工業高等専門学校 大島商船高等専門学校

茨城工業高等専門学校 阿南工業高等専門学校

小山工業高等専門学校 高松工業高等専門学校

群馬工業高等専門学校 詫間電波工業高等専門学校

木更津工業高等専門学校 新居浜工業高等専門学校

東京工業高等専門学校 弓削商船高等専門学校

長岡工業高等専門学校 高知工業高等専門学校

富山工業高等専門学校 久留米工業高等専門学校

富山商船高等専門学校 有明工業高等専門学校

石川工業高等専門学校 北九州工業高等専門学校

福井工業高等専門学校 佐世保工業高等専門学校

長野工業高等専門学校 熊本電波工業高等専門学校

岐阜工業高等専門学校 八代工業高等専門学校

沼津工業高等専門学校 大分工業高等専門学校

豊田工業高等専門学校 都城工業高等専門学校

鳥羽商船高等専門学校 鹿児島工業高等専門学校

鈴鹿工業高等専門学校 沖縄工業高等専門学校

舞鶴工業高等専門学校
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環境方針

高専機構環境方針 

 

 

１．基本理念 

 

高専機構は，地球環境問題が現在における最重要課題の一つであると考えます。地

球環境保全への貢献のためには，教育・研究を積極的に展開していくことが重要であ

り，地域環境との共生を柱とした環境との調和と環境負荷の低減に努めます。 

 

 

２．基本方針 

 

1.すべての活動から発生する地球環境に対する負荷の低減と汚染の予防に努める。

2.地域社会との連携による環境保全活動に積極的に参画するとともに環境保全技

術に関する教育・研究の実践を進める。 

3.すべての活動に係わる環境関連法規，条例，協定及び自主規制の要求事項を遵守

する。 

4.この環境方針を達成するため，環境目的及び目標を設定し，教職員，学生が協力

してこれらの達成に努める。 

5.環境マネジメント組織を確立し，環境目的及び目標の定期的な見直しと継続的な

改善を実施する。 
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○環境目的・目標

高専機構の環境目的・目標は、大別して「エネルギーなどの使用量の把握」、「廃棄物の把
握」、「グリーン購入の取組の促進」、「環境保全技術に関する教育・研究の充実」、「法規制へ
の順守」となっています。

これらの状況を下表にまとめます。

○総括コメント

環境報告書を作成するにあたって

初年度の環境報告書作成にあたり重視した点は、各高専の現状を可能な限り詳細に把握
すること及び法規制について実際の順守状況を確認することでした。

高専機構は全国５５の高専が一つの法人にまとまった組織であり、そのスケールメリットを生
かすためには高専間の、環境に配慮した取組に対する差を解消していく必要があります。

基本的なデータに関して、高専間で計測や算出の方法が統一されていなければ全体として
正しいデータになりません。平成１８年度以降の取組として、廃棄物排出量の重量による把握
及び法規制順守の違反件数０を目標として進めてまいります。

エネルギーなどの使用量の把握
環境目的 環境目標 取組と成果 自己評価

1 総エネルギー投入量の把握 使用量を把握し削減目標を定める。
平成１６年度及び１７年度の使用量を調査・把握
し、平成１８年度の削減目標を定めた。

○

2 水の使用量の削減 使用量を前年度以下とする。
節水の呼びかけ、節水コマの取付等の取組によ
り、前年度比マイナス４．８％となった。

○

廃棄物の把握
環境目的 環境目標 取組と成果 自己評価

1 廃棄物の分別状況の把握 分別状況を把握する。 各校での分別状況を調査し、現状の把握を行っ ○

2 廃棄物排出量の把握 排出量を把握し削減目標を定める。
排出量を重量で把握できていない高専があるた
め、総排出量を把握できなかった。

△

グリーン購入の取組の促進
環境目的 環境目標 取組と成果 自己評価

1 グリーン購入の取組の促進
グリーン購入特定調達品目の調達目標を
１００％とする。

グリーン購入法適合品の調達に努め、調達目標
をおおむね達成できた。

○

環境保全技術に関する教育・研究の充実
環境目的 環境目標 取組と成果 自己評価

1 環境保全技術に関する教育の推進
環境に関係する教育・学習機会を維持、
増加させる。

各校における取組により、科目数で前年度比プ
ラス２９％となった。

○

2 環境保全技術に関する研究の推進 環境に関連する研究に積極的に取り組む。
各校における取組により、研究者数で前年度比
プラス１５％となった。

○

法規制への順守
環境目的 環境目標 取組と成果 自己評価

1 事業活動に伴う法規制の確認 機構本部及び５５高専で確認を行う。 確認を行った。 ○

2 法規制の順守 違反件数０とする。
順守状況について確認したが、９高専、１２件の
違反が確認された。

△

自己評価欄）　　　　　　○・・・目標達成　　　△・・・目標未達
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環境負荷低減への取組

○高専機構の物質・エネルギー収支
（機構本部事務局及び職員宿舎は除く。）

INPUT OUTPUT

※２ 各高専において、INPUT側のデータは計量されているものの、
OUTPUT側の廃棄物等総排出量については計量されていないデータが
あるため参考値とします。

※１ 温室効果ガス排出量の算出

電気： 排出量(KgCO2)=電気使用量(kwh)×排出係数(CO2/kwh)
93,886,140 ×0.555＝ 52,106,808

都市ガス 排出量(KgCO2)=燃料使用量(Nm3)×単位発熱量(MJ/Nm3)×排出係数(kgCO2/MJ)
2,027,873 ×41.1×0.0506＝ 4,217,286

ＬＰＧ: 排出量(KgCO2)=燃料使用量(kg)×単位発熱量(MJ/kg)×排出係数(kgCO2/MJ)
711,644 ×2.0747×50.2×0.0598＝ 4,432,237 86,001,509 kgCO2

Ａ重油: 排出量(KgCO2)=燃料使用量(L)×単位発熱量(MJ/L)×排出係数(kgCO2/MJ)
9,067,275 ×39.1×0.0693＝ 24,568,960

白灯油: 排出量(KgCO2)=燃料使用量(L)×単位発熱量(MJ/L)×排出係数(kgCO2/MJ)
271,763 ×36.7×0.0678＝ 676,217

総エネルギー投入量

電気 93,886,140 kw 温室効果ガス排出量※１

都市ガ 2,027,873 ㎥ 温室効果ガス 86,001,509 kgCO2

ＬＰＧ 711,644 ㎥

Ａ重油 9,067,275 ℓ 総排水量
総排水量 2,357,431 ㎥

白灯油 271,763 ℓ

総物質投入量

廃棄物等総排出量※２

水資源投入量 事業系廃棄物 1,509,646 ㎏
市水 1,903,917 ㎥ 資源ゴミ 155,195 ㎏

産業廃棄物 605,052 ㎏
井水 994,619 ㎥ 特別管理産業廃 9,285 ㎏

紙 な ど の 物 質 投 入

高
専
機
構
に
お
け
る
事
業
活
動
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物質・エネルギー収支前年度比

下表は、高専機構における事業活動に係る平成１６年度と平成１７年度のデータについて比
較を行ったものです。総エネルギー投入量がわずかに増加している項目もあるものの、水資源
投入量及び温室効果ガス排出量の項目で前年度比マイナスとなっていることなどから各高専
における省エネルギー対策の効果が見られます。

総エネルギー投入量及び水資源投入量については、平成１８年度以降の削減目標を定め、
その削減に努めてまいります。また、温室効果ガス排出量の低減に効果のある、エネルギーの
転換（重油の消費を押さえるため、ボイラを廃止し熱源を変更するなど。）についても一層推進
していく必要があります。

校舎地区(職員宿舎を除く)

項目

年度 都市ガス ＬＰＧ

75,561,472 1,522,089 367,773 4,664,390 38,400 967,498 682,208
75,292,780 1,570,327 396,230 4,577,830 36,000 884,032 613,540

-0.4% 3.2% 7.7% -1.9% -6.3% -8.6% -10.1%

1㎡当たりの使用量

項目

年度 都市ガス ＬＰＧ

58.417 1.177 0.284 3.606 0.030 0.748 0.527
58.419 1.218 0.307 3.552 0.028 0.686 0.476

0.0% 3.5% 8.1% -1.5% -5.9% -8.3% -9.7%

温室効果ガス排出量

項目

年度 都市ガス ＬＰＧ

41,936,617 3,165,428 2,290,551 12,638,771 95,549 60,126,916
41,787,493 3,265,746 2,467,786 12,404,226 89,577 60,014,828

ガス(㎥)

総エネルギー投入量 水資源投入量

Ａ重油(ℓ) 白灯油(ℓ) 市水(㎥) 井水(㎥)電力(kwh)

平成１７年度

平成１６年度

前年度比

総エネルギー投入量

平成１６年度

平成１７年度

前年度比

平成１６年度

平成１７年度

水資源投入量

電力(kwh)
ガス(㎥)

Ａ重油(ℓ) 白灯油(ℓ) 市水(㎥) 井水(㎥)

温室効果ガス排出量(kgCO2)

電力
ガス

Ａ重油 白灯油 合計 前年度比

-0.19%
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学生寄宿舎地区

項目

年度 都市ガス ＬＰＧ

18,146,259 467,178 315,950 4,588,400 254,903 988,856 394,030
18,593,360 457,546 315,414 4,489,445 235,763 1,019,885 381,079

2.5% -2.1% -0.2% -2.2% -7.5% 3.1% -3.3%

1㎡当たりの使用量

項目

年度 都市ガス ＬＰＧ

47.659 1.227 0.830 12.051 0.669 2.597 1.035
48.985 1.205 0.831 11.828 0.621 2.687 1.004

2.8% -1.8% 0.1% -1.9% -7.2% 3.5% -3.0%

1人当たりの使用量

項目

年度 都市ガス ＬＰＧ

1,178 30 21 298 17 64 26
1,188 29 20 287 15 65 24
0.9% -3.6% -1.7% -3.7% -8.9% 1.5% -4.8%

温室効果ガス排出量

項目

年度 都市ガス ＬＰＧ

10,071,174 971,571 1,967,789 12,432,866 634,265 26,077,666
10,319,315 951,540 1,964,451 12,164,735 586,640 25,986,680

合計(校舎地区＋学生寄宿舎地区)

項目

年度 都市ガス ＬＰＧ

93,707,731 1,989,267 683,723 9,252,790 293,303 1,956,354 1,076,238
93,886,140 2,027,873 711,644 9,067,275 271,763 1,903,917 994,619

0.2% 1.9% 4.1% -2.0% -7.3% -2.7% -7.6%

温室効果ガス排出量

項目

年度 都市ガス ＬＰＧ

52,007,791 4,136,999 4,258,341 25,071,637 729,814 86,204,582
52,106,808 4,217,286 4,432,237 24,568,960 676,217 86,001,509

水資源投入量

電力(kwh)
ガス(㎥)

Ａ重油(ℓ) 白灯油(ℓ) 市水(㎥) 井水(㎥)

総エネルギー投入量

総エネルギー投入量 水資源投入量

電力(kwh)
ガス(㎥)

Ａ重油(ℓ) 白灯油(ℓ) 市水(㎥) 井水(㎥)

平成１７年度

前年度比

平成１６年度

平成１７年度

前年度比

平成１６年度

平成１７年度

前年度比

平成１６年度

平成１６年度

平成１７年度

前年度比

平成１６年度

平成１７年度

総エネルギー投入量 水資源投入量

電力(kwh)
ガス(㎥)

Ａ重油(ℓ) 白灯油(ℓ) 市水(㎥) 井水(㎥)

温室効果ガス排出量(kgCO2)

平成１６年度

平成１７年度

電力
ガス

Ａ重油 白灯油

-0.24%

合計 前年度比

-0.35%

合計 前年度比

温室効果ガス排出量(kgCO2)

Ａ重油 白灯油

水資源投入量

電力(kwh)

電力
ガス

ガス(㎥)
Ａ重油(ℓ) 白灯油(ℓ) 市水(㎥) 井水(㎥)

総エネルギー投入量
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○水資源投入量

水資源投入量については、市水・井

水ともに前年度より少なくなっており
各高専の取組による節水の効果が見ら
れます。水資源投入量の内訳として、
市水は1,903,917㎥（前年度比-2.7％）、
井水は994,619㎥（前年度比-7.6％）と

なっています。

○総排水量

排水量については、水資源投入量の

減少に伴い減少傾向が見られました。

排水量を正確に把握できていない高
専が見受けられますが、計量できるよ

う必要な整備を行う必要があります。

○化学物質の管理
化学物質の管理については、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善

の促進に関する法律」（ＰＲＴＲ法）の届出の対象となっている高専はありませんでした。
各高専においては、保有している薬品の種類と量が一元管理できていることが望ましいの

ですが、一元管理を行っているのは５５高専中７校でした。
薬品の一元管理の導入については今後の課題であることから、各高専において検討を進め

ていきたいと考えています。

水資源投入量

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

平成１６年度 平成１７年度

市水

井水

総排水量

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

平成１６年度 平成１７年度

総排水量
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事業系一般
廃棄物

1,509,646kg
66.2%

資源ゴミ
155,195kg 6.8%

産業廃棄物
605,052kg

26.6%

特別管理産業
廃棄物

9,285kg 0.4%

○廃棄物等総排出量

○グリーン購入の状況及び方策

独立行政法人国立高等専門学校機構では「環境物品等の調達の推進を図るための

方針」を策定・公表し、これに基づいて環境物品等の調達を推進しています。

平成１７年度グリーン購入の特定調達品目の調達状況については、調達目標１０
０％に対して、物品等の調達実績で平均９９．９％でした。

環境物品等の調達の推進に当たっては、できる限り環境への負荷の少ない物品等
の調達に努めることとしており、環境物品等の判断基準を超える高い基準のものを
調達することとしています。グリーン購入法適合品が存在しない場合についても、
エコマーク等が表示され、環境保全に配慮されている物品を調達することについて
配慮しています。また、物品等を納品する事業者、役務の提供事業者、公共工事の
請負事業者に対して事業者自身が、環境物品等の調達を推進するように働きかけて
います。

各高専における教育、研究等の業務実施上の事情から、物品等の調達率が目標に
達しなかったものも一部見られますが、当初の年度調達目標をおおむね達成してい
ると認められます。平成１８年度以降の調達においても引き続き環境物品等の調達
の推進を図り、可能な限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努めてまいります。

廃棄物は「廃棄物の処理及び清
掃に関する法律」における分類に
より、それぞれの排出量を重量で
把握し、最終処分量を確認できる
ようにすることが望ましいとされ
ています。

廃棄物等総排出量については、
５５高専中１９校が把握出来てい
ませんでした。

また、集計作業に関しては、ゴ
ミの分別方法が、地域により異な
るため全国での集計が難しいこと
がわかりました。そのため、上記
廃掃法による分類の徹底と、廃棄
物等総排出量を把握できていない
高専においては、廃棄物等総排出
量を把握できるよう、廃棄物処理
業者と協議し、契約の内容につい
ても再考する必要があると思われ
ます。

廃棄物等総排出量 内訳
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マネジメントシステムの状況

○各高専におけるマネジメントシステム構築状況
高専機構では、安全衛生管理委員会の下に環境報告書作成に係るワーキンググ

ループを設置し、環境に配慮した取組を行う組織の構成、各校の取組状況に対する
調査方法、先進的な取組事例の収集などについて検討を行いました。その結果から、
環境に配慮した取組を行う組織（委員会）の例を示し、５５高専すべてに環境に配
慮した取組を行う組織（委員会）を設置しています。
環境に配慮した取組を行う組織を中心として、各高専が行っている取組は様々で

すが、積極的な取組の例としてISO１４００１を取得している高専が２校あり、取得
に向け取組を行っている高専も７校あります。
各高専の取組については、環境に配慮した取組・省エネルギーの取組事例の項目

にて紹介しています。

環境保全技術に関する教育・研究

○環境保全技術に関する教育・研究の状況

環境関連科目数は、全体で５３高専４２９科目（前年度３３３科目）であり、
１校あたり平均８．１科目（前年度６．３科目）となっています。

環境に関連する研究を行っている研究者数は、国立高等専門学校全体で４０８
人（前年度３５５人）であり、１校あたり平均７．４人（前年度６．５人）とな
ります。また、環境に関連する共同研究の数は１５６件（前年度１４７件）であ
り、１校あたり平均２．８件（前年度２．７件）、環境に関連する受託研究の数
は６９件（前年度６２件）であり、１校あたり平均１．３件（前年度１．１件）
となります。

高専における、環境保全技術に関する教育・研究は増加傾向にあり、より一層
の取組を推進していきたいと考えています。

安全衛生管理委員会
環境報告書ＷＧ
機構本部事務局

校長、事務部長

環境管理責任者
環境管理副責任者

環境事務局 環境管理委員会

各高専におけるマネジメントシステムの一例
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法規制順守状況

○規制順守の状況
高専の事業活動に伴う法規制等については、５５高専すべてにおいて確認済み
です。
また、事業活動に伴う新しい関係法令等をチェックし確認する仕組みについて

は、５５高専中１７校には設置されているものの、すべての高専に設置される必
要があることから早急に改善する必要があります。
法規制順守状況についても確認したところ、５５高専中９校において法規制等

を順守できていませんでした。内容としては下表のとおりで建築基準法の定期検
査未実施など１２件が挙げられています。これらについては早急に対応を行うと
ともに、次年度以降に同様の不備がないよう注意していきたいと考えています。

建築基準法
学校名 状況 対応状況

茨城高専
特定行政庁と協議した結果、２年に１度実施することとなっているた
め、平成１９年度から実施することとした

長野高専 平成１８年９月　特定行政庁と打ち合わせ予定
和歌山高専 平成１８年９月　特定行政庁と打ち合わせ予定

新居浜高専
特定行政庁と協議した結果、２年に１度実施することとなっているた
め、平成１９年度から実施することとした

大気汚染防止法
学校名 状況 対応状況

鳥羽商船
実験用ボイラのばい煙
発生施設の届出がされ
ていない

平成１８年４月　届出を行った

新居浜高専
寄宿舎給湯用ボイラの
ばい煙量等が未測定

平成１８年９月　ばい煙測定を行う予定

高圧ガス保安法
学校名 状況 対応状況

八戸高専
知事への届出がされて
いない

平成１８年１０月　届出を行う予定

建築物における衛生的環境の確保に関する法律
学校名 状況 対応状況

明石高専 資格者の不在 平成１８年１０月　保健所と打ち合わせ予定

ＰＣＢ特別措置法
学校名 状況 対応状況

苫小牧高専
保管していたＰＣＢ廃
棄物の廃液が流出した

平成１８年７月　汚染土壌除去、埋戻、整地、片付けまでのすべての
作業を終了し、安全宣言を行った。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
学校名 状況 対応状況

都城高専
特別管理産業廃棄物管
理者がいない

平成１８年７月　管理者を選任し届出を行った

都城市下水道条例
学校名 状況 対応状況

都城高専
公共下水道水質管理者
を選任していない

平成１８年４月　管理者を選任し届出を行った

消防法
学校名 状況 対応状況

都城高専
地下タンク貯蔵所の危
険物取扱者の選任をし
ていない

平成１８年４月　資格者を選任した

特殊建築物の定期検査
を実施していない
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○苫小牧高専におけるＰＣＢ廃棄物の廃液の流出について

 

苫小牧工業高等専門学校

 

内 容 

   流出したポリ塩化ビフェニル（以下，ＰＣＢという。）廃棄物は，昭和３９年，本校の

教員が学生実験の設備として東洋高圧工業株式会社（現在：三井東圧肥料株式会社）から

譲り受けた蒸留装置の加熱部に使用していた熱媒体油として使用されていたものです。

その後，実際に本校で使用するために試運転を行いましたが期待した性能が出なかった

ため，当時の担当教官が装置の加熱部から熱媒体油を抜き，加熱方式を水蒸気加熱方式に

変更することとしました。また，抜き取った熱媒体油は工業化学科にて廃油として保管管

理してきました。 

平成１３年６月のＰＣＢ特措法（平成１３年６月２２日法律第６５号）施行に伴い，今

  回流出事態を発生したドラム缶に入っていた上述の熱媒体油を保管庫へ搬入して他のＰ

ＣＢ廃棄物とともに集約保管を行ってきました。 

本校では，廃棄物の保管状況等の自主的点検は規定通り，年２回の定期点検を実施して

いましたが，平成１８年１月２５日，ＰＣＢ処理に関わる早期登録・調整協力のために内

容物についての確認を行った際，ドラム缶よりＰＣＢを含有する熱媒体油が流出している

事態を発見しました。 

    

原 因 

   保管していたＰＣＢを含有する熱媒体油は、廃棄物であり防錆性の高い保管容器や二重

構造の保管容器などを使用することなく，長い期間保管が続きその結果、保管容器（ドラ

ム缶）の底部が経年劣化で外部から腐食しました。 

   また，保管庫は，一般に市販されている物置を転用したもので，保管庫床面も防油提を

設置せず，鉄板製のスノコ状の床面にコンパネを敷き，その上に直接ドラム缶を置いてい

たため流出したＰＣＢを含有する熱媒体油は，保管庫内に留まらず，保管庫床面から地表

面に流出してしまいました。 

   また，平成１５年６月の自主点検では廃液の入ったドラム缶の中身を確認しておりまし

たが，それ以降，ＰＣＢ廃棄物の数量等に増減がなかったため，ＰＣＢ廃液を入れていた

ドラム缶をゆする等の方法による中身についての確認を行わず，保管容器の外観と個数の

確認のみ点検しておりました。 

 

再発防止対策 

現有するＰＣＢ廃棄物は新保管庫に移設し，保管容器の下に防油提を設置し保管しまし

た。 

また，特別管理産業廃棄物管理責任者及び事務担当者へ危機管理の徹底を指導し，学内

の全教職員を対象とした外部アドバイザーによる危機管理に関する研修を実施しました。

     保管状況の確認は，従来は年２回，管理責任者１名により行っていたものを，毎月１回

管理責任者１名，安全衛生委員会委員１名及び事務担当者１名，合計３名により確認し，

その結果を毎月開催される本校の安全衛生委員会に報告することとし管理体制を強化し

ました。 
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○PCB廃棄物の処理について

ＰＣＢ廃棄物保管場所外観（小山高専） ＰＣＢ廃棄物保管場所内部（高知高専）

１．ＰＣＢ廃棄物 

ＰＣＢとは、ポリ塩化ビフェニルという化学物質の略称で、絶縁性・不燃性など

の特性があり、コンデンサ・変圧器・照明用安定器などの絶縁油として使われてき

ました。昭和４８年にカネミ油症事件が発生し、その毒性が社会問題化し、現在Ｐ

ＣＢを含む機器等の製造・販売・譲渡が禁止されています。 

 

２．ＰＣＢ廃棄物の処理 

   ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法が平成１３

年７月に施行され、平成２８年度までに処理することが義務づけられました。 

 

３．保管・処理状況 

   全国の国立高等専門学校でも、ＰＣＢを利用したコンデンサ・変圧器・照明用

安定器等を使用してきました。これらの廃棄物は使用中のものを除き、関係法令

に基づき適正に保管しています。また、保管中のＰＣＢ廃棄物は、数量・状態の

把握を行っており、毎年６月末までに各都道府県に報告しています。 

 

＜保管中のＰＣＢ廃棄物＞ 

   コンデンサ ・・・ 158 台 

   変 圧 器 ・・・ 191 台 

Ｐ Ｃ Ｂ 油 ・・・ 約 1,274ｋｇ（容器含む）   

   安 定 器 ・・・ 約 108ｔ 

     

   上記保管中のＰＣＢ廃棄物のうち、高濃度のＰＣＢが使用されている機器等（コ

ンデンサ７９台、変圧器１台、ＰＣＢ油約３３２ｋｇ）については平成２０年度

から平成２６年度に順次処分していく予定としています。残りのＰＣＢ廃棄物に

ついては、処分場において微量ＰＣＢ等の受け入れが可能となり次第、順次処分

していく予定です。 

微量ＰＣＢ（混入の恐れのある

ものを含む）、使用中のものを含
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環境報告書ガイドラインにおける分野・項目 高専機構環境報告書における記載内容 ページ 備　　考

１．基本的項目

 　1.経営責任者の緒言（総括及び誓約を含む） トップメッセージ 1

（告示第２の１）

 　2.報告に当たっての基本的要件
 　　（対象組織・期間・分野）

本報告書の対象となる、組織・範囲・期間 1

（告示第２の２）

 　3.事業の概況 高専機構について 2

（告示第２の２）

 　4.事業活動における環境配慮の方針 環境方針 6

（告示第２の１）

 　5.事業活動における環境配慮の取組に関する
 　　目標、計画及び実績等の総括

総括コメント 7

（告示第２の３）

 　6.事業活動のマテリアルバランス 高専機構の物質・エネルギー収支 8 廃棄物等総排出量は計量されていないデータがあるため参考値と
する。

 　7.環境会計情報の総括 － - 今後、調査を行うかについて検討していきたい。

３．環境マネジメントに関する状況

 　8.環境マネジメントシステムの状況 マネジメントシステムの状況 13

（告示第２の４）

　 9.環境に配慮したサプライチェーンマネジ
　 　メント等の状況

－ -
食堂・売店等の関係業者に係る総エネルギー投入量、水資源投入
量については把握できている。今後は関係業者と連携して環境に
配慮した取組がなされるよう検討していきたい。

　10.環境に配慮した新技術等の研究開発の状況 環境保全技術に関する教育・研究 13

　11.環境情報開示，環境コミュニケーションの
　　 状況

環境に配慮した取組・省エネルギーの取組事例 19

（告示第２の７）

　12.環境に関する規制遵守の状況 法規制順守状況 14

（告示第２の７）

　13.環境に関する社会貢献活動の状況 環境に配慮した取組・省エネルギーの取組事例 19

２．事業活動における環境配慮の方針・目標・実績等の総括

環境報告書ガイドラインとの対照表
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環境報告書ガイドラインにおける分野・項目 高専機構環境報告書における記載内容 ページ 備考

　14.総エネルギー投入量及びその低減対策 高専機構の物質・エネルギー収支 8

（告示第２の５）

　15.総物質投入量及びその低減対策 － -
グリーン購入に係る紙類の購入量については把握できている。今
後、どのような調査を行うかについては検討していきたい。

　16.水資源投入量及びその低減対策
高専機構の物質・エネルギー収支、水資源投入
量

8

（告示第２の５）

　17.温室効果ガス等の大気への排出量及び
　　 その低減対策

高専機構の物質・エネルギー収支 8

（告示第２の５）

　18.化学物質排出量・移動量及びその低減対策 化学物質の管理 11
化学物質の一元管理については、その必要性から早急に改善を
進めていきたい。
                                         （告示第２の５）

　19.総製品生産量又は販売量 該当なし - 主に製造業を対象とした項目である。

　20.廃棄物等総排出量，廃棄物最終処分量及び
　　 その低減対策

廃棄物等総排出量 12
計量できていない高専がある。
今後、全高専で計量する必要があることを記載している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （告示第２の５）

　21.総排水量及びその低減対策 総排水量 11
計量できていない高専がある。
今後、全高専で計量する必要があることを記載している。
                                         （告示第２の５）

　22.輸送に係る環境負荷の状況及びその低減対策 該当なし - 主に製品等の輸送を対象とした項目である。

　23.グリーン購入の状況及びその推進方策 グリーン購入の状況及び方策 12

（告示第２の５）

　24.環境負荷の低減に資する商品，
　　 サービスの状況

環境保全技術に関する教育・研究 13

（告示第２の６）

５．社会的取組の状況

　25.社会的取組の状況 － -
今後、どのような情報についての調査を行うかについて検討して
いきたい。

４．事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の状況

※備考欄の（ ）内は「環境報告書の記載事項

等に関する告示」の項目を示す。



19

環境に配慮した取組・省エネルギーの取組事例

○各高専の取組状況について

・環境方針を独自に定めている高専は、１１校であった。

（平成１８年８月現在、２１校に増加）

・環境目標・環境目的を定めている高専は、１８校であった。

（平成１８年８月現在、３４校に増加）

・１０校が平成１７年度の環境報告書を独自に作成する予定である。

○環境に配慮した取組・省エネルギーの取組事例について

・各高専における、環境に配慮した取組・省エネルギーの取組事例に
ついて次頁より掲載します。（掲載は学校番号順）
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◎大規模改修に伴う省エネ対策

本校では、管理棟・講義室棟・学科棟（４学科）の大規模改修を実施している。
この改修により、教室の狭隘解消・耐震性の向上等を図ることが出来たうえに、

建築関係 断熱材吹き付け・復層ガラスの採用
電気関係 教室内照明制御の採用・人感センサー式照明の採用

タイマー式屋外照明の採用
機械関係 人感センサー式トイレ自動洗浄の採用・擬音付き便座の採用

全熱交換換気扇の採用・教員室、実験室等への個別空調（マ

ルチ式ガスヒーポン）の採用
以上の整備を実施し、耐震改修及び居住性の向上に加え省エネルギー対策を盛り込んだ大規模

改修となっている。

また、上記機器等の効果的な省エネルギー対策を実践するため、

① トイレ用人感センサー照明のタイマーを１５
分に設定することにより、点滅回数による電球の
消耗を最小限し、省エネ・省資源対策を実行して
いる。

②個別空調用リモコンには、冷暖房時の設定温
度を表示し、利用者に対し省エネの励行に努め
ると共に、省エネ意識の向上を図っている。

また、平成１６年度緊急営繕にて整備を実施した「専攻科棟空気調和設備増設工事」に
おいては、実験室への個別空調（マルチ式ガスヒーポン）を採用したほか、専攻科長室へ
「集中管理コントローラー」を取り付け、各室の設定温度等を遠隔管理している。

◎教職員への周知
毎月実施される教員会議において、光熱水（電気・ガス・水道）使用量を対前年度と比

較したグラフを配布し、年度当初に設定した削減目標の確認及び学生への指導を協議し、
省エネ対策の徹底を図っている。

◎最後に
校長・事務部長の発案により、今年度「エコプロジェクトチーム」を立ち上げ、光熱水

の節約手法を考案し、実施までの段取りを構築すべく現在提案事項を討議している。

秋田高専における取組事例
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小山高専における取組事例

◇ 小山高専では文部科学省の「緊急整備５か年計画」を受け、平成12年度から15年度にかけ

て教育環境の改善に取り組みました。

大型改修により各部屋には個別空調（氷蓄熱式）を導入し四季を通して快適な教育環境を

確保するとともに、照明には人感センサーや照度センサー機能を付加する等、節電にも配慮

した改修を実施しました。

しかしながらこれら施設設備の整備に伴い、電気の消費量、並びに最大使用電力は大幅に

増加するものとなりました。

（大型改修前の契約電力は475kwであったが、平成15年度末には最大電力が871kwに達し、契

約電力を850kwに更改した ）。

◇ そこで小山高専では省資源・省エネ・省電力に向け、学内を上げて様々な取り組みを行い

ました。

まず、省資源・省エネに取り組む基本的方針や具体的手法を定めた学内規定「省エネ要綱

・基準」を策定しました。

これを基に、省エネの呼びかけ・ポスターの作成掲示・寒暖計の設置・空調機温度設定の指

導等、省エネ意識の啓発に努めました。

管理面においては、教室は授業時間外は施錠することにしました。居残り学習を希望する

学生に対してはゼミ室を開放し、部屋を集約化することで節電に努めました。

また、空調機フィルターの清掃については自ら定期的に実施することを周知したり、空調機

の集中管理により日に３回自動的に空調機を一斉停止し不在の部屋の消し忘れを防止する。

デマンド計により使用電力を監視し、過大になった場合は空調機を一斉停止する。等の対応

を図りました。

◇ これらの取り組みの結果、平成17年度は厳冬であったにも関わらず、消費電力は前年度比

３％の減となりました。 （2,152千kwh/年→ 2,086千kwh/年：学校負担分）

最大使用電力も前年度比４％の減となり電気基本料の節減に資するものとなりました。

（847kw→ 814kw：キャンパス全体）

小山高専では光熱水費の84％を電気料が占めているため今後とも節電に努め、維持管理費

の縮減と併せ、地球環境の維持保全に寄与するものとしたいと考えております。

最大電力・契約電力[kW]
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平成17年度 省エネ啓発ポスター

光熱水費の割合[%]
（平成17年度）

0.9% 0.5%

13%

83.8%

5.5%

電気

水道

ガス

重油

ガソリン灯油
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H17 二酸化炭素排出量の割合
（total　899,411ｋｇ）
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H17　二酸化炭素排出量の推移
（total　899,411ｋｇ）
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【環境情報の開示】 

 本校では、平成１８年２月に環境方針を定め、環境マネジメント運営体制を構築しまし

た。それぞれの役割と責任を明確にするとともに、環境目的・目標及び実施計画を策定し、

これらをホームページ上で公開しました。また、従来に増して環境問題に積極的に取り組

み、計画の実施実績も公表することにより、広く評価を受けることとしました。 

 

【環境教育・学習・研究の推進】 

 高専の特徴を生かした環境教育を推進するた 
めに、各学科・専攻科では積極的に環境関連授 
業科目を開設しています。また、卒業研究や特 
別研究で多くの環境関連のテーマが取り上げら 
れています。   
 
【学生の自主的な活動】 

 ○ごみ収集実態の調査と効果的なごみ箱配置の検討 

   本校では、ゴミの減量・資源化を進めるため分別区分を明確化し、区分に応じたごみ 

箱を配置しました。その後、学生が委託業者とともに学内のゴミ回収を体験し、ゴミの排

出状況や分別状況、ごみ箱の適正配置や分別区分の表示方法等について調査・検討しまし

た。この調査で様々の改善策が示され、今後学生を交えて効率的な分別方法等について検

討することになりました。 

 

 ○エネルギー消費実態の調査 

  地球環境問題に学校として取り組むため、本校における 17 年度の年間エネルギー消費

量の解析が学生によりなされました。二酸化炭素の排出量でみると、全発生量約 90 万トン

の７０％が電気によることが分かりました。また、月別の二酸化炭素排出量を見ると、夏

季における冷房の使用よりも 11 月から 2 月にかけての暖房の使用の方が、二酸化炭素の排

出量が多いことが分かりました。さらに、教員室及び実験室のエネルギー消費量の分析を

行うため、一部教員の協力を得て、各室に電力メーターを設置して消費量のデータを取り

始めました。データを基に効率的な省エネ方策を検討することにしています。 

区分 件数 

授 業 科 目 １８ 

卒業研究・特別研究 ２８ 

共同・受託研究 １３ 

東京高専における取組事例
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7月の電力使用量の比較
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○構内及び周辺の清掃と雑草の利用方法の検討（草の種類と量の調査） 

  本校では学生及び教職員による構内及び周辺の一斉清掃を原則毎月１回、また、ボラ

ンティアによる清掃も随時実施しています。今年度第１回目（６月）の清掃では、刈り取

った雑草の総量は 500kg 以上になりました。現在、キャンパスの単位面積当たりの雑草量

およびその植生が学生によって調査されています。この結果から、年間の雑草繁茂量を積

算し、バイオマス資源としての有効な利用法を検討することにしています。 

   第１回目のゴミ回収量 

  
                                       

【省エネ】 
 省エネと職員の年次休暇取得を促すため、 
本校では８月に１週間の一斉休業日を設け 
ています。また、冷暖房運転温度の取り決 
めの徹底などで省エネを推進した結果、２ 
年間契約電力を変更せずに電力使用量が推 
移しています。今年度から、25 の教室にクー

ラーが設置されたため夏季における電力使用

量の増加が予想されましたが、図に示すとお

り 7 月期における電力使用量は過去 3 年間で

最低の値を記録しました。これは、省エネ活 
動の成果であると考えています。 
 

【校内美化運動】 

快適な学園生活を送るための環境整備を、学生の意見を取り入れて推進することにしま

した。今年度は、学生が気楽に憩える場の設置、緑地帯の樹木の植生調査と有効利用計画

の立案を行うことにしています。 

 また、各教室の清掃状況と省エネの取組状況について、学生と教職員が共同して定期的

な点検（パトロール）を行い、教育環境の美化に積極的に取り組むことにしています。 

 
  区  分 

 
 数 量 

 
可燃物 

 
  8.23kg 

 
不燃物 

 
 20.20kg 

 
発泡スチロール 

 
  3.02kg 

 
ペットボトル 

 
  2.28kg 

 
缶 

 
  2.22kg 

 
ビン 

 
  1.22kg 

 
紙パック 

 
  0.88kg 

 
雑草 

 
500kg以上 

 

一斉清掃の様子 雑草繁茂量及び植生調査 
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環境の取組み事例

○環境マネジメント組織、環境保全委員会及び環境管理ワーキンググループ
において、基本方針・環境目的・目標をたて、実施計画（下表参照）により実
施している。

岐阜工業高等専門学校の環境目的・目標及び実施計画(平成１７年度）

岐阜高専における取組事例

◎環境目的             ○環境目標 
・ 環境教育の推進・・・・・・・・・環境意識の向上 
・ 環境研究の推進・・・・・・・・・環境関連研究の実施 
・ 省エネ活動の推進・・・・・・・・省エネの実施 
・ 一般廃棄物の減量・・・・・・・・ごみ分別の実施 
・ 産業廃棄物の排出量削減・・・・・排出状況、排出量の把握 
・ 環境配慮型製品の導入推進・・・・環境配慮型製品の購入 
・ グリーン購入の取組推進・・・・・グリーン購入製品の購入 
・ 化学物質等の適正管理の維持・・・毒物・劇物及び高圧ガスの使用状況の把握 
・ 社会貢献の推進・・・・・・・・・清掃活動の実施 

環境管理責任者
各自
学生主事 ○

学生主事 ○

環境管理責任者
教務主事

会計課
不使用時の消灯の徹底 ○
電気機器の節電 ○
空調運転の温度厳守 ○
夏季の一斉休業の実施
使用実績の把握公表 ○
空調運転の温度と厳守 ○
夏季の一斉休業の実施
使用実績の把握と公表 ○

○
各自 ○

○
○

会計課 ○
各自 ○

会計課 ○

共通
環境配慮型製品を優
先的購入の推進

環境配慮型製品の購入 会計課 ○

共通
グリーン購入の取組
推進

グリーン購入製品の購入 会計課 ○

環境責任者又は
各自

○

会計課

会計課

地
域

と
の

連
携

共通 社会貢献の推進 清掃活動の実施 学生主事 ○

環
境
負
荷
の
少
な
い
キ
ャ
ン
パ
ス
づ
く
り

共通

共通

共通

共通

共通

環境関連研究の実施
環境関連共同研究等の実施
研究成果の公表

区分

高
専
の
特
徴
を
生
か
し

た
環
境
教
育
・
研
究
の

推
進

環境教育の推進 環境意識の向上

環境意識の啓蒙

教室週１回の清掃活動の実施

構内一斉清掃の実施（夏・秋）

環境関連事項を取り入れた授業実施の依頼
環境関連事項を取り入れた授業実施

各室週１回の清掃活動の実施

責任者

関連
部門

環境目的 環境目標

行動計画

行動内容
備考

実施済

学外清掃活動の実施

排出状況、排出量の把握

排出手続きの法遵守

毒物・劇物及び高圧ガスの適切な保管

毒物・劇物及び高圧ガスの使用（保管）状況の把

毒物・劇物及び高圧ガスの使用（保管）の監査

実績調査

実績調査

排出状況、排出量の把握 産業廃棄物の適切な保管

会計課
排出量の把握

環境責任者が指
名した者又は各
自

環境責任者

省エネ活動の推進 省エネの実施

ガ
ス

電気・ガス以外のｴﾈﾙｷﾞー使用実績の把握と公表

省エネのPR活動等

電
気

環境研究の推進 環境関連研究の実施

化学物質等の適正管
理の維持

毒物・劇物及び高圧ガス
等の適切な保管・管理

共通

ごみの分別
ごみ減量と分別のPR活動（手順書の作成）
ごみの分別環境の整備

不要になった物品の学内HP上への公開

一般廃棄物の減量 ごみの分別の実施

産業廃棄物の排出量
削減
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省エネの取組み事例

○太陽光発電システムによる発電

年間約46,000KWhの発電をし、年間50万円程度の電気料金の節約になっている。
(1日約130KWhの発電量、通常の使用条件でで天気の良い時で30KWの出力とな
る。)

○便所・廊下の照明・換気扇の制御について
人感センサ－で制御を行い、無駄な点灯・作動をなくし、電気料金の節約

を行っている。

○事務室・教官研究室等の空調電源の一括制御
事務室・教官研究室等の空調電源は会計課事務

室にて一括制御が行えるように空調電源操作盤を
設置し、デマンド抑制を兼ねて空調電源を制御し
ている。制御方法としては、メ－ル連絡を行い、
全棟又は数棟の空調電源を適宜停止し、節電を
行っている。

空調電源操作盤



27

米子高専における取組事例

Ⅰ－省エネルギー推進への取り組み 

 

(1) デマンド監視による最大電力の抑制及び空調

設定温度の中央管理による徹底管理 

(2) 夏季の軽装 

(3) 夏季一斉休業による節電 

 (4) 専攻科棟新営工事で外断熱・ペアガラスの採

用による冷暖房費の削減 

  (5) 照明器具を省エネ・照度補正省エネタイプを

採用及び人感・明るさセンサーによる節電 

                                 専攻科棟 

 

Ⅱ－廃棄物の削減・分別収集，リサイクルへの取り組み 

 

(1) ごみの分別収集 

(2) コピー用紙等のリサイクル 

 

 

Ⅲ－環境教育への取り組み 

 

(1) 建築学科の教育プログラム 

    平成 17 年度から林業家，鳥取県木造住宅推

進協議会と鳥取県の産官学連携により「環境共

生型ものづくりデザイン教育」の試みをスター

トしました。 

この教育プログラムは，３年生を対象に「環

境教育」と「ものづくり教育」を融合させた一

年間の取り組みで，具体的には地域の山林を舞

台に一連の林業体験（下刈り～間伐～造材・集

材～製材～枝打ち）の過程で得た間伐材を使用

して学生自らが設計した作品を制作するもの

です。 

学生は，この取り組みを通して地域の森林環

境，林業，木材についての知識を深め人と自然

の共生関係を学び，将来の循環型社会の建設に

参画できる人材となるための基本的な能力を

養うことを目的としています。 
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  ●平成 17 年度の取り組み 

    5/30 特別講義 

森林環境保全について 

       5/30 山歩き 

       地域の山林を視察 

    8/ 3 下刈り 

       若いヒノキの周囲の雑草を除去 

9/22 間伐実習 

       地域の山林にて８本のスギを間伐 

      10/ 3 課題出題 

       「自然の中のベンチ」又は「街中のベンチ」 

10/24 ものづくり案決定 

    制作作品 15 案の決定及び制作グループ決定 

11/ 9 エスキス 

    木取りについての講義及び設計エスキス 

11/14 集材・造材実習 

    間伐木を切断し林道脇に集める 

11/21 製材所見学 

    製材所と自然乾燥式製材ストックヤードの見学 

12/19 枝打ち実習 

    節となる不要な枝の除去作業 

1/10 木材校内搬入 

       材料の自然乾燥開始 

1/13 制作作業開始 

       製材・塗装・組み立て作業 

3/ 3 作品完成 

15 台のベンチ作品の校内展示（その後，米子水鳥公園にて展示） 

3/17 かんな屑引渡し 

       発生したかんな屑を畜産農家に供給 

 

 

Ⅳ－環境活動への学生の自主的な取り組み 

 

(1) 寮生による地域における環境活動 

    地域貢献及び環境活動の一環として，寮生を中心とした学生を主体として本校が所在する米

子市彦名地区の粟島神社において清掃活動を行っています。 

これは，毎年同神社で行われる戦没者慰霊祭に備え遺族会や老人会の方々と行うもので，20

年以上続けて取り組んでいます。 

 

 

Ⅴ－今後の取り組み 

 

(1) 第三者機関による省エネ診断 

(2) 校舎窓ガラスのフィルム，コーティング等による断熱・遮熱 
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松江高専における取組事例
 
松江高専エコキャンパスを目指して 
 松江高専は平成 13 年に現在の教育目標を

策定し，その中で「環境を考え，技術の進化

に挑戦する意志を持ったエンジニアの育成」

を挙げております。この目標達成の一手段と

して，環境マネジメントの国際規格である

ISO14001 の認証取得を目指した活動を平成

16 年 4 月から開始し，平成 17 年 2 月に認証

取得に成功しました。 

平成 17 年度は，省エネ活動の推進，一般

廃棄物の排出量を平成 16年度比 5％削減，学

生の環境意識の向上（毎日の清掃活動の実施，

写真１），環境研究の推進，社会貢献の推進

（学外清掃活動の実施）等の目標を掲げて活

動してきました。 

省エネ活動では，不使用時・退出時の部屋

の消灯，不使用時の機器の電源 OFF，空調使用時の温度管理（冷房 27

度設定，暖房 18度設定）等が守られているかをチェックリストで定期

的に点検しております。表1に松江高専のCO2排出量の推移を示します。

平成 17 年度は，平成 15年度の CO2排出量に対し，5.1%の削減を達成し

ました。 

松江高専の『環境』に対する教育の取り組み 
1. 学生及び教員による毎日の学内清掃を全学的に実施（写真 1） 

2. クリーンデイの実施，松江高専周辺地域の清掃を全学で実施 

3. 学生によるリサイクルステーションの管理（写真 2） 

表 2 にごみの排出量の推移を示します。1．2．3．の活動を通し

て，ごみの排出量は，平成 16 年度に対して平成 17 年度は，燃や

すゴミが 10％，燃やさないゴミが 11％減少しました。 

4．学生参加による内部監査の実施 
 平成 17年 6月に実施した環境マネジメントシステムに対する第
2回内部監査において， 14名の学生がオブザーバーとして参加し，
環境マネジメントシステムに対する理解を深めてくれました。 

松江高専の『環境』に関する活動 
平成 17 年 8 月 8 日（月）から 9日（火）にかけて，松江高専の環境

マネジメントプログラムに対するISO14001のサーベランス（維持審査）

及び 2004 年度版への移行に伴う審査を受審しました。松江高専の環境

マネジメントシステムは，2004 年度版の要求事項を満足していること

が認められ，2004 年度版の認証を受けました。 

平成 17 年 9 月 7 日（水）から 8日（木）にかけて，ISO14001 内部環

境監査員セミナーを実施しました。内部環境監査員は，環境マネジメ

ントシステムが ISO14001 の規格に適合しているか，継続的な改善が実

施されているかを定期的に内部からチェックします。2回目となる今回

は，13 名の教職員が参加し，環境マネジメントシステム概要から模擬

監査まで幅広い講義を受講しました。講義の最後には終了試験が行な

われ，全員が無事合格し，内部環境監査員の資格を取得することができました。 

 熊本電波高専，苫小牧高専，旭川高専，広島商船高専からの環境マネジメントシステム調査のための

訪問を受けました。 

表 1 松江高専における CO2排出量の推移 

使用量項目 15 年度 16 年度 17 年度

電気 使用量［万 kWh］ 118 130 135

重油 使用量［㍑］ 46,749 17,189 12,069

軽油 使用量［㍑］ 120 202 92

灯油 使用量［㍑］ 1,430 895 1,587

ガソリン 使用量［㍑］ 3,487 3,095 3,007

LP ガス 使用量［m3］ 4,164 3,159 4,285

CO2 排出量 [kg-CO2] 590,937 552,663 560,612

表 2 松江高専におけるごみの排出量の推移 

 燃やすゴミ 燃やさない

ゴミ 

古紙 粗大ゴミ 

 kg kg 円 円 

H16 11,550 5,600 175,350 329,700

H17 10,400

（10％減）

5,000

（11％減）

63,000 315,000

写真 1 毎日の清掃活動 

写真 3 内部監査の様子 

写真 2 学生によるゴミ分別チェック
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松江高専の『環境』に関する研究の取り組み例 

 

環境計測のための水面上定位置停止制御システムの開発 

 船越健介，松本直樹，松浦弘樹，高橋信雄 

電子制御工学科 
 

 汽水域やダム湖など湖沼においては環境汚染を回復しようと

様々な試みがなされている。そうした環境修復システム導入後の

効果を測定するのに，現在では人の手に頼って環境測定が行われ

ている現状にある。しかしながら，測定地点は予め計画されては

いるが，水面上での位置決めは不確実で，広い水域ではほとんど

不可能に近い。 

本研究においては，予め計画された観測地点に正確に到達し，

リアルタイムに環境測定およびデータの収集を行うシステムを

開発しようとするものである。このシステムでは，位置決め後，

その位置を保ちながら自動的に環境計測を行い，計測されたデー

タは無線 LAN を介して即時的に得ることを目指している。 

本研究は，松江高専におけるこれまでの研究成果，すなわち，

1)「飛行船自律航行システムの開発」における GPS データを利用する技術，2)飛行船を目標地点へ誘導する

技術，3)無線 LAN により位置データを収集する技術などをベースにしてシステムを構築しようとするもので

ある。これらの技術を援用することで，①位置データ収集システム，②伝送システム，③無人観測船の誘導

制御システム，④定位置保持制御システム，などを研究課題として専攻科特別研究や卒業研究において取り

組んでいる。 

 

衛星利用による日本の水稲の CO2固定量推定 

環境・建設工学科    金子大二郎 

京都議定書で日本が義務づけられた CO2を含む温室効果ガスを 1990 年レベルから 6パーセント削減する目

標に対して，排出量削減の達成が困難の見通しです。温室効果ガスの数ある削減方法の中で，持続的なエネ

ルギー供給と，化石燃料を使わないバイオマスの有効利用が温暖化対策の一つとして検討されています。日

本の国土利用の中で，山間地にある CO2吸収源あるいはバイオマスとしての森林と共に，平地部の土地利用

に占める広大な水田は，穀物生産量の視点ばかりでなくバイオマス資源として注目されねばなりません。日

本の水田は，稲ワラ・籾殻を水田へ戻すことにより，炭素循環の視点からは，メタンガスの排出源となって

います。水田バイオマスの有効利用は，地球温暖化係数（GWP）が CO2の 21 倍であるメタン(CH4)の供給源を

削減します。これらの背景のもとに，衛星データを用いた光合成速度 （CO2固定速度）のモデル化を進め，

日本の水田の光合成速度と CO2固定量を推定しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 日本の植生指標の分布と推定地点    図 3 光合成による CO2固定速度の季節変化 

図 1 観測船動作実験の様子 
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○議事録の電子化による紙使用量の削減

津山高専では、各種委員会等の議事録や資料を電子化し、共通の文書
サーバ上に蓄積している。各委員会の議事録が完成すれば、担当部署が文
書サーバ上に転送し、議事録が公開されたことを電子メールで通知するよ
うになっている。これにより、各委員会の動きが速やかに周知されるとと
もに、事前に目を通して教員会議に臨んでもらうことで、紙による報告書
の当日配布を廃止でき、説明時のプロジェクタによる提示だけにした。

この取り組みは平成１２年度からはじまり、紙使用量の削減につながっ
ている。例えば、ある教員会議では１１委員会からの報告があったが、出
席者１名に対し、紙媒体であればＡ４用紙で３０枚程度必要であった。こ
れを出席者８０名に配布することを考えると、Ａ４用紙２４００枚の削減
になったと推定される。このほか、会議開催通知や連絡事項の電子メール
化や関連資料のグループウェア上での電子媒体による公開と相まって、紙
の使用を削減できている。

○学生による環境改善活動－学生会の自主的校外清掃

津山高専の学生会につい
ては、自主的に活動するよ
う見守り育てることを基本
に指導している。この中で、
学生会美化委員会が企画し
た学校周辺の清掃活動が、
平成１７年２月より始まっ
た。学校周辺のゴミ散乱の
原因が、一部は本校にも責
任があると考え、それまで
年２回の清掃活動を増やす
ことを計画した。何回かの
議論を経て、月１回各クラ
スが持ち回りで清掃を行う
よう決定した。毎回、１０
名程度の学生が、１時間程
度の清掃活動に取り組んで
いる。

津山高専における取組事例
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○学生による環境改善活動－学生寮におけるリサイクルと美化

津山高専の学生寮には寮生会があり、１１の専門委員会を設置して各種
の活動を自主的に行っている。この中に、環境に関係したリサイクル委員
会と清掃美化委員会がある。リサイクル委員会は、月２回のリサイクル物
品（アルミ缶・新聞紙・雑誌・ペットボトルなど）を回収し業者に引き渡
すことを業務にしている。また、毎年４月には新入寮生向けのリサイクル
研修会を行っている。一方、清掃美化委員会は、寮内の清掃分担表や点検
表の作成と立ち会い・指導を行っている。環境に関連した取り組みは平成
１２年度頃から活発化し、「人間にも環境にも快適な寮生活をめざして」
を合い言葉に取り組んでいる。
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本校は、３月の審査時に国際規格の見直しによる最新版ＩＳＯ14001：2004を取得して
適用範囲を広げ、学校全体として認証を受けました。

従来からの環境活動・環境保全に関する活動は継続的に取組に加え、新たな取組と
して学校内での「省エネルギー」、「廃棄物の低減」などを実践することにより、学生・教
職員及び学校に関係する給食業者、物品等納入業者などを含めた環境意識の啓蒙を
図り、地域とともに住みよい環境作りと環境活動による地域貢献を行うことを目標に活
動しました。

環境をテーマとした公開講座、セミナー、環境学習プログラムの実施
近隣の小・中学生と高校生を対象に、身近な環境をテーマとした公開講座、セミナーを開催し、環境問題

とリサイクルに興味・関心を抱いてもらい環境教育の啓発を推進しました。
また，今年度開設したサテライトオフィスにおいて、本校学生をアシスタントとして、小・中学生の指導

を通じて環境教育を実践する環境学習プログラムを実施した。このプログラムは、近隣の小中学校などへの
出前講座も行い、さらに活動の範囲を広げました。

公開講座、セミナー
○「体験！エネルギーとリサイクル」８月４日～５日 ○「瀬戸内“夢”航海」８月２７日～２８日
○「体験航海セミナー」（江田島青年の家主催：本校共催）８月１７日～１９日
環境学習プログラム
○酸性雨測定ジュニア博士プログラム ○グループ対抗エコロジー工場・経営戦略ゲーム
○チーム対抗 ゴミ減量・買物ゲーム ○再生はがき工作プログラム

環境に関する展示および発表
本校で毎年実施している商船祭や地域のイベント等において、本校の環境への取組をパネル展示して環境

保全のための啓蒙活動を実施した。
○文化セミナー「海友会における海岸清掃活動とその教育効果」６月１６日
○呉エコフェスタ １０月１日～２日 ○商船祭 １０月２９日～３０日
○大崎上島町産業祭 ２月４日

地域交流
本校地域交流・共同研究センターでは，「大崎上島町けんこう文化の島づくり協議会」へ共同参画することにより，

技術支援や指導助言を行い，地元とともに地球温暖化対策問題に取り組み、地域貢献を行った。

教職員及び学生によるクリーン活動
本校の学生及び教職員による、通学路や学校周辺のクリーン活動を実施した。
実施した後にはミーティングを開き、収集したゴミの種類や量について分別・調査し、ゴミの減量につい

て検討を行った。
○大串海岸清掃活動７月３日 ○構内クリーン活動 １０月２８日、３１日

省エネルギー運動の実施
電気消費量の抑制によるＣＯ2排出削減を目標として、エアコンの設定温度（夏季２８℃、冬季２０℃）

の徹底や廊下、階段、トイレ等の昼間晴天時消灯、こまめな電源管理やメール通知による教職員への意識向
上を促進し，電気消費量を対前年度比低減に向けて活動を実行した。

環境教育・研究では、環境問題及び環境保全技術に関するカリキュラムの実施や研
究を行い、環境問題を身近な問題と捉えるとともに、環境に関する知識や技術を持っ
た人材の育成や技術提供を目標として活動した。
環境に関する講義及び実習の実施

「環境に対する負荷の要因とその影響」や「環境保全のための技術開発」など、人間の活動と環境の関わりについ
て、講義や実験実習、航海実習の場で学習した。

○講義概要に環境問題のテーマや環境技術などを盛り込んだ授業を実施した。
○１年～３年生を対象に「温暖化防止」の講義を年２回実施した。
○商船学科１年機関コース実験実習で廃自転車の解体作業を通じて廃棄物の分別を行った。

環境をテーマとした卒業研究や企業との共同研究，科学研究の実施
近年、多くの企業等で注目されている環境に関する事柄を研究テーマとして取り組むことにより、研究で得た知識

をステップとして社会に出て活躍できる人材の育成に努めた。
また、環境技術の開発として企業との共同研究及び技術提供を行って社会に貢献した。

「地球温暖化に伴う海面上昇による海岸浸食防止・軽減のための海水成分から強固な構造物を形成する研究」
「青少年への海洋環境教育－アマモから瀬戸内海を考える」

広島商船高専における取組事例
広島商船高専における取組事例



34

本校では、練習船広島丸の運航や実習工場における実習及び構内におけるアイドリ
ングストップを実施し、海洋汚染及び大気汚染などの環境への負荷軽減に取り組みま
した。

海洋汚染の防止
海に面している本校では、付近の海洋環境の汚染を防止するため、油流出事故を未然に防ぐための手順を

定めています。万が一の発生に備えて、即時に対応できるための対応訓練を定期的に実施しました。
また、工場で使用した油（廃油）を廃油タンクで保管し、産業廃棄物として業者を通じて適正処理しまし

た。

大気汚染の防止
燃料油に含まれる窒素分、硫黄分は、燃焼することによって大気汚染の原因となります。そこで、本校で

は環境への負担を日頃より意識するため、燃料の補給時に実施する「燃料油の成分チェック」と大気汚染物
質の排出状況を把握するための「排ガスの成分調査」を定期的に行いました。

地球温暖化の防止
本校広島丸に搭載されている空調機には、フレオン２２と呼ばれる冷媒を使用しています。
これは地球温暖化の原因と考えられているフロンガスの仲間です。本船ではこのフレオン２２の漏洩を予

防するため、ハライドトーチ（フロンガス検知器）により定期的に検査・記録を行いました。

アイドリングストップ
広島県生活環境保全条例（平成１６年１０月施行）に基づき、構内駐車場におけるアイドリングストップ

実施の看板を設置し、利用者全ての人への協力を要請し、CO2の排出削減を行いました。

「循環型社会」の形成を推進するためには、資源を有効利用するための意識を持つこ
とが重要です。本校では、廃棄物に関する意識を向上させるための取り組みを実施し
ました。
廃棄物の分別の徹底
発生した廃棄物の分別を徹底するため、廃棄する場所を明確にし、分別を徹底した。
一般廃棄物と産業廃棄物の違いや処理方法について周知した。

各種廃棄物の計量
分別された廃棄物を種類別に計測・記録を行った。月毎に集計した記録を、環境管理委員会において報告

し、減量効果について比較検討を行った。
前年よりも排出量は、減量した。

各種廃棄物の適正な処理の監視
分別された廃棄物は、構内のゴミステーションに一時保管した。
一般廃棄物と産業廃棄物は分けて保管した。
産業廃棄物は，県知事等の許可を受けた業者を通して運搬処分した。適正な処理がなされたことを確認す

る産業廃棄物管理票（マニフェスト）を管理することにより，適正処理の監視を行った。
併せて産業廃棄物委託処分契約を締結する際，中間処分場や最終処分場の現場確認を行い，業者の適正性

について確認した。

廃棄物の再生処理
従来は焼却処理を行っていた使用済の紙ゴミ（古紙）を収集し、リサイクル工場にて紙ゴミからＲＰＦ

（古紙とプラスチックで製造される燃料）に生まれ変わる処理を委託した。
このほか、廃プラスチック、金属くずなどもリサイクル可能な処理施設への処理を委託した。

リサイクル製品の購入
グリーン購入法適合商品の購入を積極的に行うとともに、使用済のトナーやインクカートリッジを回収し、

再利用することを積極的に推進した。
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佐世保高専における取組事例

　本校では、従来から環境問題に取組んでいるところですが、平成18年3月に「環境方針」及び
「環境目的・目標及び実施計画」を策定し、地球環境に対する負荷の低減と汚染の防止、環境教
育・研究の推進、地域社会との連携などを柱として、より一層、環境問題に取組んでいくことと
しています。
　　以下、本校における主な取り組みをご紹介します。

【17.12.14　寮生が清掃活動（HPより抜粋）】

　寮長以下寮生会及び寮生の有志39人で，10月30日・11月3日・11月12日・
11月20日に計23時間をかけて除草作業を実施，人の背丈以上に繁殖し
ていた雑草を90Ｌ袋98袋分を刈り払ってくれました。試算すると15万円以上の作業をしてくれた
ことになります。
　窓ガラス清掃も上記に引き続いて11月12日にＮ棟を中心に実施，当直の教員からも，「窓ガラ
スがキレイになって気持ちよい！」との感謝の声が宿直日誌に寄せられていました。

【学生による校内清掃】　クラス単位で年2回清掃することとしていま

す。校内を5地区に区分し、延40クラスで清掃しますので、年間8回全校
清掃することになります。

　寮生会の呼びかけにより，寮生有志55名が寮内の除草作業・窓ガラス
清掃・付近の側溝清掃作業を行いました。
　除草作業は例年，シルバー人材センターに委託していましたが，「自
分たちの場所は自分たちでキレイにするべき」との意識で自ら申し出て
くれたもの。

○清掃活動の実施

【平成18年4月6日】

「ISO14001の運用における日・欧の違い」（IEMA主任審査員 ブライアン・ピアソン 氏）

　温度計・湿度計・快適度指数計が
一つになった計測器を、各建物入口
や各階主要部に設置（28箇所）する
ことで、冷暖房運転の基準が誰でも
分かるようにするとともに、省エネ
の取り組みを部外者にも周知するこ
ととしています。

　月毎の使用量及び前年同月比・年
度累計前年同月比をグラフ化して、
毎月教職員に公表しています。

○快適度指数計の設置

○電気・ガス使用量の学内公表

【平成17年12月14日】

「佐世保高専にとっての環境マネジメント(ISO14001)について」

（アドバンスマネジメントセンター代表 冨田暁 氏）

○環境に関する講演会の開催

【平成18年1月16日】

「ISO14001環境マネジメントシステムを
認証取得するには」
（朝永コンサルティングオフィス代表 朝
永憲法 氏）

　 側溝の清掃作業は，11月19日～20日に実施，西雲寮の前ばかりでなく，隣接する協和機工，自
動車学校一帯までのかなりの広範囲を側溝の中に入ってまで空き缶，ゴミは元より，煙草の吸い
殻に至るまで90Ｌ袋25袋分の量のゴミを回収してくれました。

　作業中は協和機工をはじめとして，市民の皆さんからねぎらいの声を掛けて戴いたそうで地域
連携の意味からも今後とも続けて欲しいと思います。

電気使用量(月次)
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「かえっ子バザール」　子供参加者1,379名

「リサイクル工作教室」　参加者893名

○「環境フェスタｉｎハウステンボス」への参加

　「親子ふれあい環境フェアｉｎハウステンボス」では、本校から多数の教職員と学生15名が参
加・協力し、－捨てればゴミ、利用すれば素敵なオモチャができる－をキャッチフレーズに、
フィルムケースの小鳥笛作り、ペットボトルでぽんぽん船を作ろう、ポリスチレン（弁当容器）
でキーホルダー作り、科学マジック、ジャイロコプター作りなど、参加型・体験型イベントとし
て7つのブースを出展しました。
　本フェアは、親子で楽しく遊びながら佐世保市の環境について学ぶことのできる啓発イベント
を目的に、本校の出展ブースとフリーマーケットが主体で、1万人以上の人が訪れました。

本校職員による化学マジックショー

　本校では、佐世保市環境政策審議会や佐世保市環境基本計画に基づく佐世保市環境教育ワーク
ショップの委員として教職員が活動しているところです。

　平成１７年10月22日から23日には、佐世保市ハウステンボス内において「環境フェスタｉｎハ
ウステンボス」として、第４回ごみゼロ推進全国大会、第２回ごみゼロ推進九州ブロック大会ｉ
ｎ佐世保、第３回させぼっ子環境サミット、親子ふれあい環境フェアｉｎハウステンボスなど、
環境に関する様々な催しが行われ、約24,000名の参加がありました。

　「第２回ごみゼロ推進九州ブロック大会in佐世保」では、スタッフとして本校物質工学科学生

11名が協力し、子供達がいらなくなったおもちゃ等を持ち寄って交換する「かえっこバザール」
や、いらなくなった紙やろうそくを材料に利用した「リサイクル工作教室」を開催しました。

かえっ子バザールのポイ
ントでおもちゃをせり落
とす「かえっ子オーク
ション」で司会を務める
本校学生


