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環境省の報告によれば、わが国における温室効果ガス排出量

は、京都議定書の規定による基準年（1990年）の総排出量と比

較し、2005年度においては、7.8％上回っているとのことです。

これはすなわち、目標値である基準年の排出量マイナス6％を

達成するためには、今後の取組において相当な削減のための努

力を迫られるということです。

高専機構においても同様に、事業活動に伴う現在の温室効果

ガス排出量を把握した上で、排出量削減に向けての努力を続け

ているところです。現状では各高専における省エネルギー対策

の効果が現れてきていることもあり、温室効果ガス排出量につ

いても減少傾向にありますが、高専機構を取り巻く環境は依然

厳しい状況にあると言えます。

この環境報告書は2006年度の活動報告ですが、2004年度から

2006年度の各データを記載し、その傾向を確認しています。

2007年度はこれに基づき、高専機構の具体的な数値目標を掲げ、

京都議定書削減約束期間（2008年～2012年）に向けての着実な

準備を行いたいと考えています。また、省エネルギー対策だけ

ではなく、法規制の順守、廃棄物の排出量抑制への取組など、

高専機構として取り組むべき課題は山積です。この環境報告書

をきっかけとし、これらの課題に取り組むとともに、環境に配

慮した取組についての活発な情報交換を行い、全国５５高専の

スケールメリットを生かせるよう、改善を続けてまいります。

この環境報告書は環境省の「環境報告ガイドライン２００７年版」に
準拠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１８年４月１日～平成１９年３月３１日
発行年月日：平成１９年９月２５日
次回発行予定：平成２０年９月

平成１９年９月

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長

トップメッセージ

１

○本報告書の対象となる、組織・範囲・期間



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１
６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（以下、「高専機構」という。）が発足
しました。

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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高専機構について

○高専機構の概要
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運営協議会 監 事

役 員 会

理 事 長

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

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

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

6,657人52,516(2,744)人55（54）校

教 職 員 数在 学 生 数学 校 数

（ ）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

52,516人2,744人815人1,120人7,370人6,120人8,477人15,145人10,725人

工 業・
商船以外

商船
土木・

建築系
化学系情報系

電気・

電子系
機械系

計
専攻科生

(129専攻)

本科学生（242学科 49,772人）

○高専機構の現況

１．学校数・在学生数・教職員数（平成18年度）

２．在学生数の分野別内訳

３．高専機構の運営組織

３

（平成１８年５月１日現在）



＜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。

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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○高専機構の目的と事業

○高専の学校制度上の特徴



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

４

○高専機構分布図

５



Institute of National Colleges of Technology，Japan
６

環境方針について

高専機構は、地球環境問題が現在における 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。

○高専機構環境方針

１．基本理念

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。

（平成１８年２月１日制定）



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。

環境目的・目標

△平成１６年度～１８年度の温室効果ガス排出量
を調査・把握した。平成１９年度以降の削減目
標については検討中。

排出量を把握し削減目標を定める。温室効果ガス排出量の把握２

○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４．４％となった。

使用量を前年度以下とする。水の使用量の削減３

△平成１６年度～１８年度の総エネルギー投入量
を調査・把握した。平成１９年度以降の削減目
標については検討中。

投入量を把握し削減目標を定める。総エネルギー投入量の把握１

自己
評価

取組と成果環境目標環境目的

△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。今後、廃棄
物の排出量を重量で把握するための改善を平成
１９年度中に行いたい。

排出量を把握し削減目標を定める。廃棄物排出量の把握２

○各校での分別状況を調査し、現状の把握を行っ
た。

分別状況を把握する。廃棄物の分別状況の把握１

自己
評価

取組と成果環境目標環境目的

○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。

グリーン購入特定調達品目の調達目
標を１００％とする。

グリーン購入の取組の促進１

自己
評価

取組と成果環境目標環境目的

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

○各校における取組により、研究者数で前年度比
プラス７．１％となった。

環境に関連する研究に積極的に取り
組む。

環境保全技術に関する研究の
推進

２

○各校における取組により、環境関連科目数で前
年度比プラス１８．６％となった。

環境に関係する教育・学習機会を維
持、増加させる。

環境保全技術に関する教育の
推進

１

自己
評価

取組と成果環境目標環境目的

○順守状況について確認したが、昨年度より改善
のための打ち合わせを行っている１高専を除き、
違反は確認されなかった。

違反件数０とする。法規制の順守２

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

自己
評価

取組と成果環境目標環境目的

法規制への順守

自己評価欄） ○・・・目標達成 △・・・目標未達

○平成18年度高専機構環境目的・目標

７



※１ 建物延べ面積は、全高専の（校舎＋学生寄宿舎）とし、平成１８年度か
らは本部棟の面積を加えています。

※２ 環境効率指標(EEI)については、温室効果ガス排出量／建物延べ面積とし
ます。延べ面積あたりの事業活動に伴うCO2排出量が何tかを示すので数
値が小さくなるほど良い結果であると言えます。

○主要な環境パフォーマンス指標等の推移

１．主要な環境パフォ－マンス指標

環境負荷低減への取組

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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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
（職員宿舎の入居者負担分を除く。）

２．報告対象組織

機構本部及び全国５５高専において、環境関連
法規制等の違反はありませんでした。

３．環境に関する規制順守の状況

平成１６年４月 平成１７年４月 平成１８年４月

～ ～ ～

平成１７年３月 平成１８年３月 平成１９年３月

総エネルギー投入量 （ＧＪ） 1,488,471 1,489,175 1,424,581

温室効果ガス排出量 （t-ＣＯ２） 87,321 87,234 82,932

水資源投入量 （ｍ３） 3,032,592 2,795,388 2,772,000

総排水量 （ｍ３） 2,422,318 2,357,431 2,367,994

建物延べ面積※１ （ｍ２） 1,674,247 1,677,481 1,679,432

環境効率指標(EEI)※２ （ｔ-CO2 /㎡） 0.052 0.052 0.049

報告対象期間



購入電力

電気 93,155(千ｋＷｈ)

化石燃料

都市ガス 1,976(千ｍ3)

ＬＰＧ 1,244( t )

Ａ重油 7,943(ｋℓ)

灯 油 288(ｋℓ)

ガソリン 123(ｋℓ)

軽油 329(ｋℓ)

INPUT

○高専機構の物質・エネルギー収支

新エネルギー
太陽光発電 1,369(千ｋｗｈ)
風力発電 1(千ｋＷｈ)
太陽熱利用 502(ＧＪ)

水資源投入量
市水 2,002(千㎥)
井水 770(千㎥)

紙などの物質投入

総エネルギー投入量の算定式（平成18年度）

※１ 購入電力については、昼間電力の
換算係数 9.97GJ/千kWhとしてい

ます。

※２ 太陽光発電については、発電量が
計測不能な高専があったため参考
値とします。

９

総エネルギー投入量

1,424,581GJ

平成18年度総エネルギー投入量（GJ）

都市ガス
81,215

6%

LPG
62,454

4%

新エネルギー
14,163
1.0%

A重油
310,575

22%

購入電力
928,759

65%

軽油
12,568

1%

ガソリン
4,244
0.3%灯油

10,602
1%

年間エネルギー使用量 × ＝

電
気

93,155.400 千kWh × 9.97 GJ/千kWh ＝ 928,759.338 GJ

1,976.027 千ｍ３ × 41.1 GJ/千ｍ３ ＝ 81,214.710 GJ

1,244.108 t × 50.2 GJ/t ＝ 62,454.241 GJ

7,943.106 kl × 39.1 GJ/kl ＝ 310,575.445 GJ

288.890 kl × 36.7 GJ/kl ＝ 10,602.263 GJ

122.661 kl × 34.6 GJ/kl ＝ 4,244.071 GJ

329.004 kl × 38.2 GJ/kl ＝ 12,567.953 GJ

＝ 1,410,418.019 GJ

1,368.754 千kWh × 9.97 GJ/千kWh ＝ 13,646.477 GJ

1.424 千kWh × 9.97 GJ/千kWh ＝ 14.197 GJ

502 GJ × 1 GJ/GJ ＝ 502 GJ

＝ 14,162.675 GJ

＝ 1,424,580.694 GJ

＝ 0.994164447 ％新エネルギー比率（N/T×100(%)）

太陽光発電※２

太陽熱利用

新
エ
ネ
ル

ギ
ー 風力発電

購入電力※１

化石燃料及び熱、電気の投入エネルギー量（F)

新エネルギーがなかった場合の、化石燃料等の投入エネルギー（N)

総エネルギー投入量（上記の各エネルギー投入量の合計量）（T)

エネルギー投入量

化
石
燃
料
及
び
熱

都市ガス

液化石油ガス(LPG)

Ａ重油

軽油

灯油

ガソリン(揮発油)

エネルギーの種類 換算係数

高専機構の事業活動に伴う物質・エネルギー収支は下図のとおりです。



温室効果ガス排出量の算定式（平成18年度）

※１ 購入電力の排出係数 0.555t-CO2/千kWhは、デフォルト値です。

※２ 都市ガスの単位発熱量 41.1GJ/千Nm3は、デフォルト値です。

高
専
機
構
に
お
け
る

高
専
機
構
に
お
け
る

事
業
活
動

事
業
活
動

温室効果ガス 82,932(t-CO2)

総排水量 2,368(千㎥)

廃棄物総排出量 4,508(ｔ)

OUTPUT
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平成18年度温室効果ガス排出量（ｔ－CO2）

都市ガス, 4,109

LPG, 3,733

灯油, 719

ガソリン, 285

軽油, 862

購入電力, 51,701

A重油, 21,523

年間エネルギー使用量 × × ＝

電
気

93,155.400 千kWh × 0.555 t-CO2/千kWh ＝ 51,701.247 t-CO2

1,976.027 千m3 × 41.1 GJ/千Nm3 × 0.0138 tC/GJ × 44 / 12 ＝ 4,109.464 t-CO2

1,244.108 t × 50.2 GJ/t × 0.0163 tC/GJ × 44 / 12 ＝ 3,732.682 t-CO2

7,943.106 kl × 39.1 GJ/kl × 0.0189 tC/GJ × 44 / 12 ＝ 21,522.878 t-CO2

288.890 kl × 36.7 GJ/kl × 0.0185 tC/GJ × 44 / 12 ＝ 719.187 t-CO2

122.661 kl × 34.6 GJ/kl × 0.0183 tC/GJ × 44 / 12 ＝ 284.777 t-CO2

329.004 kl × 38.2 GJ/kl × 0.0187 tC/GJ × 44 / 12 ＝ 861.743 t-CO2

＝ 82,931.978 t-CO2

エネルギー起源CO2排出量

液化石油ガス(LPG)化
石
燃
料
及
び
熱

温室効果ガス排出量（上記のエネルギー起源CO2排出量の合計量）

エネルギーの種類 単位発熱量 排出係数

灯油

軽油

A重油

都市ガス

ガソリン(揮発油)

購入電力



下表は、高専機構における事業活動に係る総エネルギー投入量の平成１６年度から平
成１８年度のデータについて比較を行ったものです。本年度の報告に際し項目の見直し
を行い、化石燃料にはガソリン・軽油を、また、新エネルギーの項目を新たに追加して
います。総エネルギー投入量は、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。

○高専機構の物質・エネルギー収支前年度比

１．総エネルギー投入量

【総エネルギー投入量】

928,759

936,045

930,893

481,659

539,499

544,681

14,163

13,631

12,897

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000

Ｈ18年度

Ｈ17年度

Ｈ16年度

エネルギー投入量（GJ)

電気 化石燃料 新エネルギー

【温室効果ガス排出量】

51,701

52,107

51,820

31,231

35,127

35,501

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

Ｈ18年度

Ｈ17年度

Ｈ16年度

排出量（ｔ－CO2)

購入電力 化石燃料及び熱

２．温室効果ガス排出量

下表は、高専機構における事業活動に係る温室効果ガス排出量の平成１６年度から平
成１８年度のデータについて比較を行ったものです。高専機構における温室効果ガス排
出量は、エネルギー起源によるものなので、省エネルギー対策が温室効果ガス排出量の
削減に直結します。温室効果ガス排出量については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。

（1,488,471）

（1,489,175）

（1,424,581）

（87,321）

（87,234）

（82,932）

１１

計 前年比(％)

（＋0.05％）

（－4.34％）

前年比(％)

（－0.1％）

（－4.93％）

計



排水量については、公共用水域放流から下水道接続への切り替えが進んでいること
から、下水道接続の排水量が増加しています。また、総排水量合計も微増していますが、
排水量の数値については、流量計等により全てを実測できていないため、給水量から予
測し、下記のように算定していることから多少の増減は考えられます。

排出先が下水道接続の場合は、 排水量＝水資源投入量－認められた減免量
排出先が公共用水域で、排水量が実測されていない場合は、

排水量＝水資源投入量－蒸発量 を基本として計算しています。

【水資源投入量】

2,002

1,904

1,956

770

891

1,076

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Ｈ18年度

Ｈ17年度

Ｈ16年度

水資源投入量（千㎥)

市水 井水

【総排水量】

940

876

849

1,428

1,482

1,573

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Ｈ18年度

Ｈ17年度

Ｈ16年度

排水量（千㎥)

下水道接続 公共用水域

（3,032）

（2,795）

（2,772）

３．水資源投入量

４．総排水量

（2,422）

（2,357）

（2,368）
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下表は、高専機構における事業活動に係る水資源使用量の平成１６年度から平成１８
年度のデータについて比較を行ったものです。水資源投入量については、自動水栓・節
水コマの取付等、各高専の取組による節水の効果が見られます。水資源投入量のうち、
井水は769,995㎥（前年度比-13.6％）となっているものの市水は2,002,005㎥（前
年度比+5.2％）と、投入量が増加に転じています。これについては、井水→市水への切
り替えを行ったことが主な原因であると思われます。

前年比(％)

（－2.68％）

（＋0.47％）

前年比(％)

（－7.82％）

（－0.82％）

計

計



５．平成１６年度～１８年度エネルギー使用量等の集計結果

１３

校舎地区(職員宿舎を除く)
項目

年度 都市ガス(㎥) ＬＰＧ(㎥) Ａ重油(ℓ) 灯油(ℓ) ガソリン(揮発油)(ℓ) 軽油(ℓ)

75,223,132 1,522,089 367,773 4,664,390 110,774 114,105 327,703 967,498 682,208
75,292,780 1,570,327 360,216 4,577,830 123,210 115,183 344,191 884,032 522,951
74,390,268 1,447,057 304,401 3,936,533 85,927 122,661 329,004 906,572 399,230

0.1% 3.2% -2.1% -1.9% 11.2% 0.9% 5.0% -8.6% -23.3%
-1.2% -7.8% -15.5% -14.0% -30.3% 6.5% -4.4% 2.5% -23.7%

1㎡当たりの使用量

項目

年度 都市ガス(㎥) ＬＰＧ(㎥) Ａ重油(ℓ) 灯油(ℓ) ガソリン(揮発油)(ℓ) 軽油(ℓ)

58.482 1.183 0.286 3.626 0.086 0.089 0.255 0.752 0.530
58.358 1.221 0.280 3.559 0.096 0.090 0.268 0.687 0.407
57.198 1.113 0.234 3.027 0.066 0.094 0.253 0.697 0.307
-0.2% 3.2% -2.1% -1.9% 11.2% 0.9% 5.0% -8.6% -23.3%
-2.0% -8.9% -16.4% -15.0% -31.0% 5.3% -5.5% 1.4% -24.5%

温室効果ガス排出量

項目

年度 都市ガス ＬＰＧ Ａ重油 灯油 ガソリン(揮発油) 軽油

41,748,838 3,165,428 2,289,275 12,638,771 275,770 264,913 858,335 61,241,329
41,787,493 3,265,746 2,242,235 12,404,226 306,729 267,416 901,521 61,175,365
41,286,599 3,009,387 1,894,803 10,666,548 213,914 284,777 861,743 58,217,770

0.1% 3.2% -2.1% -1.9% 11.2% 0.9% 5.0% -0.11%
-1.2% -7.8% -15.5% -14.0% -30.3% 6.5% -4.4% -4.83%

学生寄宿舎地区
項目

年度 都市ガス(㎥) ＬＰＧ(㎥) Ａ重油(kℓ) 灯油(kℓ) ガソリン(揮発油)(ℓ) 軽油(ℓ)

18,146,259 467,178 315,950 4,588,400 256,004 36 0 988,856 394,030
18,593,360 457,546 304,998 4,489,445 291,090 72 0 1,019,885 368,520
18,765,132 528,970 295,256 4,006,573 202,963 0 0 1,095,433 370,765

2.5% -2.1% -3.5% -2.2% 13.7% 100.0% - 3.1% -6.5%
0.9% 15.6% -3.2% -10.8% -30.3% -100.0% - 7.4% 0.6%

1㎡当たりの使用量

項目

年度 都市ガス(㎥) ＬＰＧ(㎥) Ａ重油(kℓ) 灯油(kℓ) ガソリン(揮発油)(ℓ) 軽油(ℓ)

46.771 1.204 0.814 11.826 0.660 0.000 0.000 2.549 1.016
48.010 1.181 0.788 11.592 0.752 0.000 0.000 2.633 0.952
49.531 1.396 0.779 10.575 0.536 0.000 0.000 2.891 0.979

2.6% -1.9% -3.3% -2.0% 13.9% 100.4% - 3.3% -6.3%
3.2% 18.2% -1.0% -8.8% -28.7% -100.0% - 9.8% 2.8%

1人当たりの使用量

項目

年度 都市ガス(㎥) ＬＰＧ(㎥) Ａ重油(kℓ) 灯油(kℓ) ガソリン(揮発油)(ℓ) 軽油(ℓ)

1,108 29 19 280 16 0 0 60 24
1,136 28 19 274 18 0 0 62 23
1,162 33 18 248 13 0 0 68 23
2.5% -2.1% -3.5% -2.2% 13.7% 100.0% - 3.1% -6.5%
2.3% 17.2% -1.9% -9.6% -29.3% -100.0% - 8.9% 2.0%

温室効果ガス排出量

項目

年度 都市ガス ＬＰＧ Ａ重油 灯油 ガソリン(揮発油) 軽油

10,071,174 971,571 1,966,692 12,432,866 637,318 84 0 26,079,705
10,319,315 951,540 1,898,519 12,164,735 724,664 167 0 26,058,940
10,414,648 1,100,078 1,837,878 10,856,330 505,273 0 0 24,714,208

2.5% -2.1% -3.5% -2.2% 13.7% 100.0% - -0.08%
0.9% 15.6% -3.2% -10.8% -30.3% -100.0% - -5.16%

合計(校舎地区＋学生寄宿舎地区)
項目

年度 都市ガス(㎥) ＬＰＧ(㎥) Ａ重油(ℓ) 灯油(ℓ) ガソリン(揮発油)(ℓ) 軽油(ℓ)

93,369,391 1,989,267 683,723 9,252,790 366,778 114,141 327,703 1,956,354 1,076,238
93,886,140 2,027,873 665,214 9,067,275 414,300 115,255 344,191 1,903,917 891,471
93,155,400 1,976,027 599,657 7,943,106 288,890 122,661 329,004 2,002,005 769,995

0.6% 1.9% -2.7% -2.0% 13.0% 1.0% 5.0% -2.7% -17.2%
-0.8% -2.6% -9.9% -12.4% -30.3% 6.4% -4.4% 5.2% -13.6%

温室効果ガス排出量

項目

年度 都市ガス ＬＰＧ Ａ重油 灯油 ガソリン(揮発油) 軽油

51,820,012 4,136,999 4,255,967 25,071,637 913,088 264,997 858,335 87,321,035
52,106,808 4,217,286 4,140,754 24,568,960 1,031,393 267,583 901,521 87,234,305
51,701,247 4,109,464 3,732,682 21,522,878 719,187 284,777 861,743 82,931,978

0.6% 1.9% -2.7% -2.0% 13.0% 1.0% 5.0% -0.10%
-0.8% -2.6% -9.9% -12.4% -30.3% 6.4% -4.4% -4.93%

水資源投入量

電力(kwh) 市水(㎥)

温室効果ガス排出量(kgCO2)

井水(㎥)

合計電力

化石燃料

平成１６年度

平成１６年度

平成１６年度

平成１６年度

平成１７年度

平成１８年度

16-17年度比

17-18年度比

平成１７年度

平成１６年度

平成１６年度

平成１６年度

平成１８年度

平成１７年度

16-17年度比

17-18年度比

水資源投入量

水資源投入量

市水(㎥) 井水(㎥)電力(kwh)

エネルギー使用量

化石燃料

平成１７年度

平成１８年度

平成１７年度

平成１８年度

16-17年度比

17-18年度比

平成１８年度

平成１７年度

平成１７年度

平成１８年度

平成１７年度

平成１６年度

16-17年度比

17-18年度比

16-17年度比

市水(㎥) 井水(㎥)

市水(㎥) 井水(㎥)

合計

水資源投入量

水資源投入量

エネルギー使用量

市水(㎥) 井水(㎥)電力(kwh)

17-18年度比

エネルギー使用量

水資源投入量

電力(kwh)

電力

市水(㎥) 井水(㎥)

温室効果ガス排出量(kgCO2)

合計

化石燃料

化石燃料

16-17年度比

17-18年度比

平成１７年度

平成１８年度

平成１６年度

平成１８年度

平成１８年度

16-17年度比

17-18年度比

16-17年度比

17-18年度比

温室効果ガス排出量(kgCO2)

16-17年度比

エネルギー使用量

17-18年度比

化石燃料

電力(kwh)

エネルギー使用量

電力

電力(kwh)
化石燃料

化石燃料

化石燃料

化石燃料

エネルギー使用量
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【電力（千ｋＷｈ）】
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１５

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、 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。

各高専における廃棄物等総排出量については、
下図のとおりですが、５５高専中３校において重
量での把握が出来ていなかったため排出量は参考
とします。

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から、
上記廃掃法による分類を徹底し、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
総排出量を重量で把握できるよう、廃棄物処理業
者と協議するなど、引き続き改善に努めてまいり
ます。

７．廃棄物等総排出量

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。

平成１７年度における、化学物質の一元管理を行っている高専は５５高専中７校でし
たが平成１８年度には１７校に増加しました。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ことから、 薬品の一元管理について、早
急に導入を進めていきたいと考えています。

６．化学物質の管理

平成18年度廃棄物等総排出量（ｔ）

資源ゴミ

556

12%

産業廃棄物

1,758

39%

特別管理

一般廃棄物

66

1%

事務系

一般廃棄物

2,128

48%



高専機構では「環境物品等の調達を図るための方針」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１８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１００％
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、環境物品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、物品等を納入する事業者、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働きかけてい
ます。

製品・サービスの購入について、環境負荷低減に資する観点から調達するように
努め、例えば平成１８年度における導入実績は、以下の例をあげることができます。

・公用車における低公害車の導入 ６ 台

・ＥＴＣ対応車載器の公用車への導入 ２０ 台

・太陽光発電システムの導入 １ 校

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１９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。

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度
コピー用紙 470,362 442,376 472,944
フォーム用紙 471 372 978
インクジェットカラープリンター用塗工紙 1,020 1,690 884
ジアゾ感光紙 131 79 100
ＯＣＲ用紙 249 － －
印刷用紙（カラー用紙を除く） 22,568 62,427 12,276
印刷用紙（カラー用紙） 4,581 2,277 2,573
トイレットペーパー 67,698 52,815 55,701
ティッシュペーパー 94 198 147

計 567,174 562,234 545,601

【紙類調達実績】

546

562

567

500 520 540 560 580 600

平成１８年度

平成１７年度

平成１６年度

（単位：ｔ )

※参考 紙類調達実績 （単位：kg）

８．グリーン購入の状況及び方策
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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、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、現
在、取得に向け取組を行っている高専も３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事例の項目にて紹介しています。

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

安全衛生管理委員会

環境報告書ＷＧ

各高専におけるマネジメントシステムの一例

機構本部事務局

広島商船高等専門学校 2002 年度取得

松江工業高等専門学校 2005 〃

旭川工業高等専門学校 2009 年度取得予定

熊本電波工業高等専門学校 2009 〃

一関工業高等専門学校 2012 〃

ISO14001取得状況

マネジメントシステムの状況

１７

理 事 長

役 員 会

５５高専

○各高専におけるマネジメントシステム構築状況



環境関連科目数は、全体で５２高専
５０９科目（前年度は４２９科目）で
あり、１校あたり平均９．８科目（前
年度は８．１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４
３７人（前年度は４０８人）であり、
１校あたり平均７．９人（前年度は７．
４人）となります。

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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環境保全技術に関する教育・研究

環境に関連する共同研究の数は
１３５件（前年度は１５６件）であ
り、１校あたり平均２．５件（前年
度は２．８件）、環境に関連する受
託研究の数は６７件（前年度は６９
件）であり、１校あたり平均１．２
件（前年度は１．３件）となります。

上記の状況より、高専における環
境関連科目数・研究者数については
増加傾向にあると言えます。

○環境保全技術に関する教育・研究の状況

１．環境関連科目数及び研究者数の状況

２．共同研究及び受託研究の状況
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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
おいて確認済みであり、機構本部及び全国５５高専において環境関
連法規制等の違反はありませんでした。

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３４校（前年度は１７校）に設置されて
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更なる
改善を行います。

昨年度、法規制順守状況について確認したところ、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。
そのうち、昨年度の環境報告書を作成した時点(平成１８年８月)で対
応実施予定となっていた６高専については、下表のとおり５高専につ
いて改善されました。残る１高専についても継続して打ち合わせを
行っているところです。

建築基準法

学校名 状況 平成１８年８月時点の対応状況 平成１９年８月時点の対応状況

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

平成１９年６月より検査業務を実施しており、平成１９
年１０月に定期報告書提出予定。

長野高専
平成１８年９月　特定行政庁と打ち合わせ予定 平成１８年１０月に、定期報告書提出済み。今後は３年

ごとに報告を行う予定。

和歌山高専
平成１８年９月　特定行政庁と打ち合わせ予定 平成１９年３月に、定期報告書提出済み。今後は２年ご

とに報告を行う予定。

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

平成１９年９月に、新居浜市から新居浜高専あてに、定
期検査報告通知文書が送付されるため、平成１９年１１
月中に定期報告書提出予定。

大気汚染防止法

学校名 状況 平成１８年８月時点の対応状況 平成１９年８月時点の対応状況

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 平成１８年度は、平成１８年９月と１９年１月に、ばい
煙測定実施済み。平成１９年度以降も年２回ばい煙の測
定を実施する。

高圧ガス保安法

学校名 状況 平成１８年８月時点の対応状況 平成１９年８月時点の対応状況

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 届出を平成１８年１０月に行うにあたり、県庁の担当者
と事前打合せを行った際、高圧ガス保安法による「貯蔵
所」には該当しないことが
判明したため、届出書の提出を行う必要が無くなった。

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 平成１８年８月時点の対応状況 平成１９年８月時点の対応状況

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 平成１８年１０月に保健所と打ち合わせを行い、「特定

建築物使用届書」を作成し、提出するように指導を受け
た。

特殊建築物の定期検査を実
施していない

法規制順守状況

１９

○法規制順守の状況

法規制順守状況フォローアップ



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）
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○ＰＣＢ廃棄物の処理について

１．ＰＣＢ廃棄物について

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。

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。

2．ＰＣＢ廃棄物の保管状況

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＞

高濃度PCB廃棄物 トランス類 1台
コンデンサ類 80台
PCB油類 約500ｋｇ

低濃度PCB廃棄物（微量のPCBの混入の恐れのあるものを含む）
トランス類 121台
コンデンサ類 70台
PCB油類 約750ｋｇ

安定器類・PCB汚染物等
安定器類 約111ｔ
PCB汚染物等 約7ｔ

３．ＰＣＢ廃棄物の処理

上記保管中のＰＣＢ廃棄物のうち、高濃度ＰＣＢ廃棄物については、平成20年度
から平成2５年度に、順次処理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受け入れが可能となり次第、順次処分していく予定です。



２１

○吹き付けアスベスト等への対応状況について

石綿障害予防規則（平成17年7月1日施行）により、事業者は、労働者を
就業させる建築物に吹き付けられたアスベスト等が、損傷・劣化等により粉
塵を発生させ、アスベストにばく露する恐れがあるときは、当該吹き付けア
スベスト等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講ずることが義務づけら
れています。

高専機構では「学校施設等における吹き付けアスベスト等使用実態調査」
（平成17年8月2日付け高機施第95号）を行い、その後平成18年1月と平
成18年9月にフォローアップ調査等を行いました。また、労働安全衛生法施
行令の改正（平成18年9月1日施行）により、それまでは含有するアスベス
トの割合が1％を超えるものが対象でしたが、0.1％を超えるものに範囲が拡
大されたため、0.1％を超え1％以下のものについて補足調査を行いました。

調査の詳細については高専機構ホームページの、情報公開＞各種資料
(http://www.kosen-k.go.jp/information.html)より、ご覧いただけます。

１．背景

２．調査について

～アスベストとは～

アスベスト(Asbestos)とは、石綿(いしわた・せきめん)のことで、
蛇紋石系(クリソタイル)と角閃石系(クロシドライト、アモサイトな
ど)に大別されます。アスベストの繊維の大きさについては、クリソタ
イルの単繊維で0.01～0.03ミクロンの太さで、長さは1～20ミクロン程
度です。

その特性は、耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などに優れ、
かつ、安価であることから、綿やレーヨンと混合し織物として、また、
圧縮成型を行うなどして、建設資材を始め電気製品、家庭用品等の
様々な用途に使用されてきました。

しかし、アスベストの繊維や粉塵を吸い込むと約20～40年の潜伏期
間を経て、肺ガンや悪性中皮腫などの病気を引き起こす確率が高くな
ると言われています。

日本では、高度成長期にビルの断熱等を目的としてアスベストが大
量に使用された経緯があることから、その潜伏期間が過ぎた現在、ア
スベストが原因と考えられる肺ガンや中皮腫による被害が報告されて
います。

また、その頃建てられたビル等も寿命を迎えつつあることから、建
て替えの際には、アスベストによる被害を出さないよう、十分に注意
しなければなりません。
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吹き付けアスベスト等があるが措置済み（封じ込め又は囲い込み工事済
み）の室については、劣化・損傷等により、アスベストの飛散がないよう、
定期的に点検を行い、必要に応じて対策工事を行うこととしています。

また、新たに吹き付けアスベスト等が発見されれば、速やかに対策工事
（撤去、封じ込め若しくは囲い込みの措置）を行うこととしています。

高専機構では補足調査を含めた調査の結果、吹き付けアスベスト等があ
り、封じ込め、囲い込み等の措置がされていないもののうち、吹き付けア
スベスト等の損傷・劣化等により粉塵を発生させ、アスベストにばく露す
る恐れがあるもの及び、アスベストにばく露する恐れがないものについて
は、全て、撤去、封じ込め若しくは囲い込みの措置を講じ、平成18年度中
に工事が完了しました。

上記調査の後、数高専から新たに吹き付けアスベスト等が発見されまし
たが、速やかに対策工事を行い、撤去、封じ込め若しくは囲い込み工事を
行っています。

３．高専機構における現状

４．今後の対応について

（撤去前）

天井吹き付けアスベストの状況

（撤去後）

天井塗装仕上げの状況



第２の３

第２の２

第２の２

第２の１

告示

(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

８３総括コメントBI-4-2：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

(6) 事業活動のマテリアルバラ
ンス

９高専機構の物質・エネ
ルギー収支

BI-5：事業活動のマテリアルバラ
ンス（インプット、内部循環、ア
ウトプット）

新規１本報告書の対象となる、
組織・範囲・期間

BI-2-2:報告対象組織の範囲と環境
負荷の補足状況

(3) 事業の概況（経営指標）２高専機構についてBI-3:事業の概況（経営指標を含
む）

新規８主要な環境パフォーマ
ンス指標等の推移

BI-4：環境報告の概要

BI-4-1：主要な指標等の一覧

(2) 報告に当たっての基本的要
件（対象組織・期間・分野）

１本報告書の対象となる、
組織・範囲・期間

BI-2:報告に当たっての基本的要件

BI-2-1:報告の対象組織・期間・分
野

(1)経営責任者の緒言１トップメッセージBI-1:経営責任者の緒言

掲載・検討の
状況

環境報告書ガイドライン

2003年度版の項目

ページ高専機構環境報告書に

おける記載内容

環境報告ガイドライン(2007年版)
【基礎的情報:BI】

環境報告ガイドラインとの対照表

第２の５

第２の５

第２の７

第２の４

第２の１

告示

(10) 環境に配慮した新技術等
の研究開発の状況

１８環境保全技術に関する
教育・研究

MP-7：環境に配慮した新技術、
DfE等の研究開発の状況

製品の輸送を
対象とした項
目。

(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MP-8：環境に配慮した輸送に関
する状況

記載について
検討を行う。

新規－－MP-9：生物多様性の保全と生物
資源の持続可能な利用の状況

記載について
検討を行う。

(7) 環境会計情報の総括－－MP-3：環境会計情報

投融資を行っ
ていないため。

新規－該当なしMP-4：環境に配慮した投融資の
状況

サプライ
チェーンのグ
リーン化につ
いて検討を行
う。

(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

－－MP-5：サプライチェーンマネジ
メント等の状況

(23) グリーン購入の状況及び
その推進方策

１６グリーン購入の状況及
び方策

MP-6：グリーン購入・調達の状
況

(8) 環境マネジメントシステム
の状況

１７マネジメントシステム
の状況

MP-1-2：環境マネジメントシス
テムの状況

(12) 環境に関する規制遵守の
状況

１９法規制順守状況MP-2：環境に関する規制の遵守
状況

(4) 事業活動における環境配慮
の方針

６環境方針についてMP-1：環境マネジメントの状況
MP-1-1：事業活動における環境
配慮の方針

掲載・検討の
状況

環境報告書ガイドライン

2003年度版の項目

ページ高専機構環境報告書に

おける記載内容

環境報告ガイドライン(2007年
版)【マネジメント・パフォーマン
ス指標：MPI】

２３



第２の５

第２の５

第２の５

第２の５

第２の５

第２の５

第２の５

第２の５

第２の５

告示

(18) 化学物質排出量・移動量
及びその低減対策

１５化学物質の管理OP-8：化学物質の排出量、移動
量及びその低減対策

(20) 廃棄物等総排出量、廃棄
物 終処分量及びその低減対策

１５廃棄物等総排出量OP-9：廃棄物等総排出量、廃棄
物 終処分量及びその低減対策

(21) 総排水量及びその低減対
策

１２総排水量OP-10：総排水量等及びその低
減対策

記載について
検討を行う。

新規－－OP-4：事業エリア内で循環的利
用を行っている物質量等

製造業等を対
象とした項目。

(19) 総製品生産量又は総製品
販売量

－該当なしOP-5：総生産品生産量又は総商
品販売量

(17) 温室効果ガス等の大気へ
の排出量及びその低減対策

１１温室効果ガス排出量OP-6：温室効果ガスの排出量及
びその低減対策

記載について
検討を行う。

(17) 温室効果ガス等の大気へ
の排出量及びその低減対策の一
部

－－OP-7：大気汚染、生活環境に係
る負荷量及びその低減対策

グリーン購入
に係る紙類の
購入量を掲載

(15) 総物質投入量及びその低
減対策

１６グリーン購入の状況及
び方策

OP-2：総物質投入量及びその低
減対策

(16) 水資源投入量及びその低
減対策

１２水資源投入量OP-3：水資源投入量及びその低
減対策

９高専機構の物質・エネ
ルギー収支

OP-1：総エネルギー投入量及び
その低減対策

(14) 総エネルギー投入量及び
その低減対策

掲載・検討の
状況

環境報告書ガイドライン

2003年度版の項目

ページ高専機構環境報告書に

おける記載内容

環境報告ガイドライン(2007年
版)【 オペレーション・パフォー
マンス指標：OPI】

第２の６

第２の７

告示

(24) 環境負荷の低減に資する
商品・サービスの状況

１８環境保全技術に関する
教育・研究

MP-12：環境負荷低減に資する
製品・サービスの状況

(13) 環境に関する社会貢献活
動の状況

２５環境に配慮した取組・
省エネルギーの取組事
例

MP-11：環境に関する社会貢献
活動の状況

(11) 環境情報開示、環境コ
ミュニケーションの状況

２５環境に配慮した取組・
省エネルギーの取組事
例

MP-10：環境コミュニケーショ
ンの状況

掲載・検討の
状況

環境報告書ガイドライン

2003年度版の項目

ページ高専機構環境報告書に

おける記載内容

環境報告ガイドライン(2007年
版)【基礎的情報:BI】

Institute of National Colleges of Technology，Japan
２４

告示

８主要な環境パフォーマ
ンス指標

環境配慮と経営との関連状況 新規

掲載・検討の
状況

環境報告書ガイドライン

2003年度版の項目

ページ高専機構環境報告書に

おける記載内容

環境報告ガイドライン(2007年
版)【 環境効率指標：ＥＥＩ】

社会的取組の状況

環境報告ガイドライン(2007年
版)【 社会パフォーマンス指標：
ＳＰＩ】

－

高専機構環境報告書に

おける記載内容

－

ページ

(25) 社会的取組の状況

環境報告書ガイドライン

2003年度版の項目

告示

記載について
検討を行う。

備 考



・各高専の環境に配慮した取組を行う組織（委員会）において、環境目
標及び環境目的を定めている高専は、５１校でした。

・環境目標及び環境目的のなかで具体的な数値目標を定めている高専は、
１８校でした。

・各高専における、環境に配慮した取組事例について、次頁より掲載し
ます。（掲載は学校番号順）

・本年度は、「環境に関する教育」、「環境教育・研究の取組状況」に
ついての内容を中心に各校が作成しています。

○各高専の取組状況について

○環境に配慮した取組事例について

・各高専における環境に配慮した取組として、下記の６校が
平成１７年度の環境報告書を独自に作成しており、各校のＨＰで
公開しています。

小山高専・木更津高専・東京高専・富山高専・宇部高専・沖縄高専

○各高専の環境報告書について

環境に配慮した取組事例

２５

各学校ホームページ
小山工業高等専門学校 http://www.oyama-ct.ac.jp/

木更津工業高等専門学校 http://www.kisarazu.ac.jp/

東京工業高等専門学校 http://www.tokyo-ct.ac.jp/

富山工業高等専門学校 http://www.toyama-nct.ac.jp/

宇部工業高等専門学校 http://www.ube-k.ac.jp/

沖縄工業高等専門学校 http://www.okinawa-ct.ac.jp/



学校名 表題 ﾍﾟｰｼﾞ

00.国立高専機構本部オフィスにおける省エネ対策と取組み 27

01.函館工業高専 環境に対する高専のアプローチ 28

02.苫小牧工業高専 身近なものから環境に取り組む 29

03.釧路工業高専 環境をテーマに地域に密着した高専 30

04.旭川工業高専 地球環境と人に優しいものづくり教育・研究 31

05.八戸工業高専 環境教育の推進 32

06.一関工業高専 平泉文化を守りながら北上川流域工業地域の発展を目指す環境教育の実践 33

07.宮城工業高専 地域環境との共生とそれを支える人材育成 34

08.仙台電波工業高専「環境マインドの育成」と「専門領域での貢献」 35

09.秋田工業高専 地球環境のニーズに応える創造教育を 36

10.鶴岡工業高専 先ず実践，そして地域貢献 37

11.福島工業高専 人や環境に配慮できる人材育成 38

12.茨城工業高専 新たなる自然との共存へ向けて 39

13.小山工業高専 地球環境に配慮した人間性豊かな技術者育成 40

14.群馬工業高専 浄化槽高度処理水を水源としたビオトープによる生態系と水の再生 41

15.木更津工業高専 環境関連研究と物質・エネルギー収支で省エネ活動 42

16.東京工業高専 技術者マインドで環境に取り組む東京高専 43

17.長岡工業高専 未来の環境を創造する高専 44

18.富山工業高専 環境省ガイドライン「エコアクション２１」で環境マネジメント 45

19.富山商船高専 海から学び海に還す環境教育の実践と研究 46

20.石川工業高専 地域と連携した環境教育推進高専 47

21.福井工業高専 地域との協働による環境づくり 48

22.長野工業高専 地域に根ざす環境教育 49

23.岐阜工業高専 環境ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ教育による環境の保全 50

24.沼津工業高専 環境に関する教育・研究･地域連携を多面的に実施 51

25.豊田工業高専 学生等の自発的な行動による活動空間の創造 52

26.鳥羽商船高専 海洋環境等との共生とその保全に貢献 53

27.鈴鹿工業高専 地球環境の現状・理解・取組 54

28.舞鶴工業高専 地域環境問題に学生・教員一体で取り組む高専 55

29.明石工業高専 地球環境保全に対する「人材育成」及び「調和」 56

30.奈良工業高専 節電で守ろう地球と奈良高専 57

31.和歌山工業高専 環境教育から社会貢献へ 58

32.米子工業高専 山陰の自然をキャンパスとした体験型環境教育 59

33.松江工業高専 ISO14001取得高専としての教育理念と実践 60

34.津山工業高専 学生による自主活動 61

35.広島商船高専 環境問題に意識を持った学生の育成 62

36.呉工業高専 環境システムコースを持つ教育研究拠点 63

37.徳山工業高専 地域と密着した環境先進高専 64

38.宇部工業高専 環境教育・研究の推進と環境負荷の低減 65

39.大島商船高専 地域環境・海洋環境との調和、改善保持に努める高専 66

40.阿南工業高専 地球環境との共生を柱とした教育・研究の推進 67

41.高松工業高専 構成員一人一人が考え行動する環境問題への取組 68

42.詫間電波工業高専「誰でも出来る」ゼロコストの省エネ運動を実践！ 69

43.新居浜工業高専 知恵・行動力・信頼～実践的な環境教育 70

44.弓削商船高専 環境の新世紀　環境教育を推進する高専 71

45.高知工業高専 動き出した環境取組！目指せ環境先進高専 72

46.久留米工業高専 環境に配慮した技術者教育を目指して 73

47.有明工業高専 環境問題研究開発プロジェクトＡ・Ｂ・Ｃ 74

48.北九州工業高専 みんなで取り組もう環境問題 75

49.佐世保工業高専 みんなで取り組む環境対策 76

50.熊本電波工業高専青き菊池野の地と共生した環境先進高専 77

51.八代工業高専 地域社会に根ざした環境への取組 78

52.大分工業高専 自然環境と共生した環境保全高専 79

53.都城工業高専 都城盆地を守る環境教育 80

54.鹿児島工業高専 地球環境に配慮したものづくり技術者の養成 81

55.沖縄工業高専 環境教育を積極的に取り入れる高専 82

２６

Institute of National Colleges of Technology，Japan



00.高専機構本部 ～オフィスにおける省エネ対策と取組み～

環境に配慮した建物

環境に配慮した取組事例

(本部棟南面) 庇及びバルコニー

に設けたルーバーにより室内への
日射を緩和し、空調負荷の低減と
採光に留意している。また、ペアガ
ラスを採用し、高断熱仕様としてい
る。

(屋上緑化) 本部棟屋上に緑化を

施し、日射による屋根からの空調
負荷を軽減している。

(空調集中制御) 集中コントロー

ラー及びプログラムタイマーにより
空調機の運転管理を行っている。

(自動水栓) 小便器及び洗面所に

は感知式の自動水栓を採用し、水
資源の節約に努めている。

(ＧＨＰ室外機) ガスヒートポンプ式

エアコンを採用し、温室効果ガス排
出量の削減に努めている。

(照明制御) 事務室内はセンサー

による照明の調光制御を行ってい
る。また、廊下、便所は人感セン
サー＋タイマーによるオンオフ制御
を行い、省エネルギーに努めてい
る。

(ゴミ分別) ゴミの種類ごとにゴミ箱

を設け、分別を行い再資源化に努
めている。

(構内清掃) 環境美化への取組と

して、東京高専の構内一斉清掃に
参加し、周囲の清掃を行っている。

高専機構本部は、学校と異なり教育・研究などを行わないオフィスビルであることから、一
般的な省エネルギーに関する取組が主となります。

平成１８年度より使用開始した本部棟について、環境に配慮して設計された点及び機構本
部の取組事例について下記に示します。

※これらの取組の他にも、昼休憩時の事務室の消灯などの省エネルギー対策を
行っている。また、エネルギー (電気・ガス)使用量及び水道使用量を調査し、使

用実態についての検証を行っている。

２７



２８

01.函館工業高専 ～ 環境に対する高専のアプローチ ～

環境研究の取組状況

環境に関する教育

教職員及び学生のそれぞれが環境意識を向上させるこ
とにより自ら計画（ＰＬＡＮ）を立て，行動する（ＤＯ）と共に，
自己だけでなく他者に対しても正当に評価（ＣＨＥＣＫ）して
改善（ＡＣＴ）を図ることができることを目標とし，これに向
けて教育を実施していく。

環境教育へのアプローチ

環境に関する研究成果を広く公表すると共に，環境意識の向上への啓蒙活動に積極的
に取り組む。

～～～目 標～～～

環境研究の件数

平成18年度

１６件

・平成１８年度は前年比倍増した。

・研究の成果を研究シーズ，地域共同
テクノセンター研究成果報告書に載せ
ると共に，学内で発表会を実施してい
る。

平成17年度

８件

環境研究の取組の成果

栄
養
湖
沼
の
湖
水
浄
化

シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
研
究

北海道の景勝地「大沼」の水質浄化に炭素繊
維が有効であることを示しました。地元のボラ
ンティアも含めた地域で注目の研究です。

・環境マネジメントの啓蒙・普及

・関連書籍，ＤＶＤ等の整備

・学生へのアンケート

・研修会への参加

・講演又は授業の実施

実施内容

授業風景（物質工学実験）

環境研究紹介
平成18年度環境研究リスト

・新しい電力供給システム
高柔軟・高信頼電気エネルギー流通システム

・廃熱をリサイクルする～熱電変換材料
・廃棄物をコンクリート材料へ
～コストゼロのコンクリート！

・環境を浄化する材料
～光で分解！

・環境浄化材料のニューフェイス
～炭化綿の利用～

・きれいな水を取り戻しませんか
～炭素繊維による水質改善～

他１０件

ヘドロ

汚濁物流入脱窒作用？

有機懸
濁物

栄養
塩類

凝集沈殿

余剰汚泥発生による沈殿
除去効果

余剰汚泥発生

汚泥塊形成による懸濁
物質吸着保持効果

炭素繊維藻場の水質浄化効果

懸濁物質を吸着保持すること
により，湖水の透明度は向上
し，水質は改善された。懸濁
物質は凝集沈殿作用により底
質に供給され，底質汚泥の活
性化に寄与している。

水質安定

ヘドロ

汚濁物流入脱窒作用？

有機懸
濁物

栄養
塩類

凝集沈殿

余剰汚泥発生による沈殿
除去効果

余剰汚泥発生

汚泥塊形成による懸濁
物質吸着保持効果

炭素繊維藻場の水質浄化効果

懸濁物質を吸着保持すること
により，湖水の透明度は向上
し，水質は改善された。懸濁
物質は凝集沈殿作用により底
質に供給され，底質汚泥の活
性化に寄与している。

水質安定大沼への
設置作業

設置後の炭
素繊維藻場

Institute of National Colleges of Technology，Japan



02.苫小牧工業高専 ～ 身近なものから環境に取り組む ～

環境に関する教育としては、「本校の目的」より「教育理念」として、

苫小牧工業高等専門学校は、高等教育機関として、科学・技術に興味を持つ学生を受け入れ、個性と能
力を重んじつつ心身の成長を促進し、幅広い教養と「も のづくり」の実践を基本とした専門的知識及び技

術を付与し、時代の要請に応えて、国際社会で通用する主体的行動を展開できる能力を備えた創造的な技
術者を養成する。そのため養成すべき人材像として、

Ⅰ．豊かな人間性を持った技術者

Ⅱ．確固とした工学知識と能力を持った技術者

Ⅲ．創造性ある実践的技術を持った技術者

としている。

その人材像育成のために、学習・教育目標の最初に掲げ、教養と

して「地球的視点で自然や環境を考え、歴史、文化、社会などにつ

いて広い視野を身につける」こととしている。

○ 現在本学で教員が主となって行っている具体的教育研究例として、

１．工場排熱や自然冷熱を活用した発電、未利用エネルギーの

活用を目指した取組

２．バイオマスの熱分解、バイオマスを効率的にエネルギー変換

させるプロセスの研究

３．ウトナイ湖周辺の環境保全についての調査、検討

４．生分分解性プラスチック、食器洗い乾燥機用洗剤の研究開発

５．廃棄物系バイオマスを利用した微生物セルロースの合成、アル

コール製造

６．水害の予測と被害の軽減、苫小牧近郊の水環境

７．自然界に存在する物質を用いた環境にやさしい地盤改良工法の設計法の確立

また外部資金で環境問題に対する研究の依頼も年々増えてきている。

環境に対する教育方針

環境に対する教育・研究の取組

トウモロコシ茎紙の電子顕微鏡写真

○ 学生が主体の環境に対する代表的な取組は、

H18年度現代GP（環境教育）による「寮生を主体とした環境問題に対する取組」において、普段の寮

生活の中で出来る環境問題は何かをテーマにして、寮外清掃、古紙回収、電力メーター設置、リングプ
ル、ベルマーク及び牛乳パックの回収、ゴミ分別回収を

促進させるためのイラスト作画等を進めてきた。

H19年度は「産業廃棄物の有効利用やリサイクル問題

の解決をテーマとした研究開発」を行っている。

同じく学生会の独自の取組として、苫小牧上質古紙リ

サイクル推進会議協力事業所に登録し、学生会としての

活動として本年度より古紙回収及びゴミ分別徹底の啓

蒙を行うようになった。
学生会による古紙回収の様子

緑あふれるアーチェリー場
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03.釧路工業高専 ～ 環境をテーマに地域に密着した高専 ～

環境に関する教育

本校における環境に関する「学習目標」について

人類の歴史的な背景，文化や価値観の多様性を理解し，地球的規模で社会問題や環境問題を考える能力，および技術が社

会や環境に与える影響を認識し，技術者が社会に対して負っている責任を理解する能力を身につける。

環境に関する授業科目

・環 境 学：釧路湿原の再生事業を、生物学的にその必要性を捉え、科学的に解決する手段を身につける。

・環境工学特論：地球環境問題、自然エネルギー利用、環境性能評価システム、エネルギー消費分析などの 新の概念・手法・

技術について習得する。

・環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ：環境の保全・修復・創出に関する法律や技術の基礎知識を身につける。

・学生による花植大会（春・秋）

８０名に上る学生が参加し、積極
的な美化運動として発展させ、地
域貢献の意識向上を目指した。

・全校大掃除

本校では毎年，全学生及び教職員によ
る「全校清掃日」を定めて実施している。
学生・教職員一体となって本校敷地内の
大掃除だけでなく，近隣市道や近隣町内
会敷地のゴミ拾いも行っており，周辺環
境美化に取り組んでいる。

・環境標語

学生の環境活動に対する啓
蒙活動の一環として、校内にあ
るゴミ箱の設置場所に、環境標
語を募集し、優秀作品「学校を
キレイに心もキレイに!!」を掲示
した。また、ゴミの分別を校舎、
寮共におこなっている。

本校の教員が行っている環境に関する研究の取組みの例

・空気熱源ヒートポンプ蒸発器の建築化による一般住宅の暖
房給湯エネルギーの大幅削減に関する研究

・太陽光エネルギー活用研究

・ボイラー廃熱水を利用した温度差発電の実地検証

・PS灰造粒品を利用した軽量コンクリートの開発

・PS焼却灰造粒水熱固化体－ｱﾙﾐﾆｳﾑ複合材料の製造研究

環境研究の取組例

学生主体の環境活動の取組み

「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」について

財団法人釧路根室圏産業技術振興
センターとの共同研究により、太陽電
池を本校屋上に設置し、発電量と太
陽電池パネル傾斜角の関係を調査し、
太陽電池で固定型と追尾型の出力電
力比較実験を実施した。

太陽光エネルギー活用研究

環境活動の例

・くしろ雪あかりまつりへの参加

学生が製作したｷｬﾝﾄﾞﾙやｸﾘｽﾏｽﾂ
ﾘｰを点灯させ冬の環境美化運動を
行い、地域貢献の意識向上を目指
した。

空気熱源ヒートポンプ蒸発器の建
築化による一般住宅の暖房給湯エ

ネﾙギーの大幅削減に関する研究

本校の学生による卒業研究・特別研究の取組みの例

・集合住宅の南側に付設されたGCSの温熱環境とその効果に
関する研究

・畜産バイオマス発電の実稼働率状況の調査

・熱半導体による単三電池充電器の開発

・ガラス廃材（カレット）を利用したﾀｲﾙﾌﾞﾘｯｸ開発に関する実験

・寒冷地におけるｴｺｾﾒﾝﾄを用いたｺﾝｸﾘｰﾄの初期凍害抵抗性

・廃棄ｱﾙﾐﾆｳﾑ－PS灰造粒体ハイブリッド材の創製

・ﾊﾞｲｵｶﾞｽ発電ﾌﾟﾗﾝﾄの運転実態調査とﾌﾟﾗﾝﾄ設計 他１３件

日本学術振興協会科学
研究費補助金を受け、住
宅における暖房、給湯用
ｴﾈﾙｷﾞｰを住宅の南側に
設置したガラスカバードス
ペースと空気熱源ヒートポ
ンプを複合的に用いる事
によって、大幅な削減を
図ることを目的に研究を
行った。

釧路高専は、文部科学省が公募した平成18年度「現代的
教育ﾆｰｽﾞ取組支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(現代GP)」の新設ﾃｰﾏ「持続可能
な社会につながる環境教育の推進」に応募し、選定され、社
会接続問題解決型の環境持続性教育ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑを開催した。

事例報告

・花植活動による校内ボランティアの展開

・くしろ雪あかりまつりへの参加を通した校外ボランティア

・パンフレット、ポスター製作を通じた環境意識の向上 他

Institute of National Colleges of Technology，Japan



04.旭川工業高専 ～ 地球環境と人に優しいものづくり教育・研究 ～

環境に関する研究の取組状況

生分解性のある材
料（ポリアミノ酸）に
よる環境にやさしい

吸水材の開発

材料の製造を通常の温
度・圧力付近の穏和な
条件で行うことを、廃棄
物リサイクルによる製

品の製造に応用する方
法について研究

CO２削減のために寒冷

地に適した新エネルギー
や未利用エネルギーの
有効活用に関する研究

暖房器具から室外へ放
出される熱エネルギー
を有効利用する熱電発

電システムの研究

産業廃棄物である「ホ
タテ貝殻」の水質浄化
材・ CO2吸収剤等へ

の応用

水・大気圏に存在す
る毒性物質を活性炭
素繊維の「吸着－除
去能」を利用した環
境浄化材の開発

地球環境にやさしいものづくり

環境浄化材の開発 吸水材の開発 ホタテ貝殻の有効利用 廃棄物リサイクル

太陽熱

太陽光

風 力 バイオエタノール

バイオマス

雪氷熱

環境に関する教育

・「環境・生産システム工学教育プログラム(JABEE認定）」の学習・教育目標に基づいた

環境教育の実践（環境科学、国際関係論、エネルギー工学特論）

・ISO１４００１の認証取得のための取組準備

その他

専攻科の教育目標

地球環境に優しい技術・研究開発能力の育成

地球環境、人に優しい「ものづくり」に関心のある学生の受入

アドミッション・ポリシー

熱電発電システム新エネルギーの研究

３１
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05.八戸工業高専 ～ 環境教育の推進 ～

環境に関する教育の考え方

環境教育・研究の取組状況

本校における、環境に対する教育の考え方は、平成１８年度に策定された「八戸工業高等専門学校環境方針」により、
以下のとおりとなっています。

＜基本理念＞

八戸工業高等専門学校は、地球環境問題が現在における 重要課題の一つであることと考えます。地球 環境保全
への貢献のためには、関連する教育・研究を積極的に展開していくことが重要であり、地球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。

１．中学生を対象とした環境に関する教育

本校建設環境工学科において、市内の中学生を対象に水の汚染がどの
ような原因で進行していくのか、実験を通して理解することを目的とした、
「生物による水環境調査（水の健康診断）」と題した公開講座を２日間に渡
り開催しました。

講座内容は、現在の水環境事情の説明、微生物の観察、水質汚濁や富
栄養化現象の実験、毒性実験、水処理実験等、充実した内容となっており、
受講した中学生に環境の大切さを理解していただけました。

－平成 18 年度八戸高専公開講座－                         

 
 

現在、小川原湖や陸奥湾のような水の動きの少ない湖沼や閉鎖的な海域では、水の栄

養度が高まり藻類が増加して汚れが進行しています。本講座ではこのような水の汚染が

なぜ生じるのか、実験を通して考えます。またミジンコなどの原生動物や、蛍光を発す

る細菌を使って、身近な環境中の水が安全かどうか調べます。つまり水の健康診断を行

います。 

 
 
 
 

開催会場 八戸工業高等専門学校 建設環境工学科 水環境実験室 
開催期日 8 月 10 日（木） 13：30～16：30 

9 月 9 日（土） 13：30～16：30  
受講対象者 中学生  
連絡先     〒039-1192 青森県八戸市田面木字上野平 16-1 

八戸工業高等専門学校 庶務課地域連携情報室  
電話 0178-27-7223 / FAX: 0178-27-9379 
電子メール： shomuka-o@hachinohe-ct.ac.jp 
  

  
 
 
 

発光細菌 

北海道環境科学ｾﾝﾀｰﾆｭｰｽ第 16 号（2001）          オオミジンコ Daphnia magn 

本校における環境教育・研究の取組状況として主なものを挙げます。

２．学生寮入居者に対する教育

本校学生寮では、寮生に対しての環境教育の一環として衛生委員会
及び厚生委員会を設置し、北辰寮の実践目標に沿って以下のとおり活
動を行っています。

１）各フロアーの清掃

各階共通部分（廊下・WC・流し）を、居室当番制により、毎日清掃を行っています。

２）衛生委員による共通区域の清掃

各建物を繋いでいる渡り廊下を、衛生委員の学生が週に１回清掃を行っ
ています。

３）年６回の大清掃

各建物内フロアー集会において、清掃内容及び担当者を決定し、寮生全
員で学生寮全体の清掃を行っています。

４）厚生委員による談話室の障子の張り替え

各建物にある談話室内の障子が直射日光による劣化等により障子紙が剥
がれたりするため、厚生委員の学生が年に１回障子紙の貼替を行っています。

５）学生寮周辺の清掃

衛生委員及び厚生委員の学生が、防火用水として使用されている学生寮内庭の池に藻が発生し不衛生なため、毎年５月頃
に清掃を行っています。また、校舎地区や周辺敷地への落ち葉の散乱を防ぐため、９月～１１月にかけて数回落ち葉拾いを
行っています。その他、その都度ゴミ拾いを行う習慣を持つよう指導を行っております。

３．環境に関する共同研究

本校総合科学科では、低コストで操作性のよい３次元webGISシステムを参加型環境教育プログラムに活用する実践研究と
して、八戸市内を流れる新井田川流域の環境学習３次元GISモデルの作成を平成16年度より行っています。平成18年度は市

内の島守及び是川中学校の協力を得て、新井田川岸で調査した水質データをシステムに入力しました。さらに市内で開催され
たNPO法人「森・川・海の環境保全ネット八戸」主催の環境シンポジウムにおいて、是川中学校の生徒がこのシステムを用いて
発表を行いました。３次元のGISは空間の連続性をイメージしやすく、流域全体の環境の総合的な理解と交流を深めるための

有効なツールになるものと考えます。

Institute of National Colleges of Technology，Japan



06.一関工業高専 ～ 平泉文化を守りながら北上川流域工業地域の発展を目指す環境教育の実践 ～

◎本校の環境問題に対する取り組み

本校の環境問題に対する取り組みは、大きく（Ａ）
環境教育・研究と（Ｂ）環境マネージメントの二つの
柱から成り立っている。（Ａ）では、まず低学年次にお
ける環境教育を通して環境問題に対する学生の関
心を高めさせる。それを４、５年次に行われる卒業研
究等の環境研究へ効果的につなげる体系となって
いる。また（Ｂ）では、環境方針を策定して、その方針
に基づく環境目的・環境目標を達成するための体制
を構築し、平成１８年度より本格的に運用している。

（Ａ－１） 環境関連の教育・研究

平成１８年度の環境関連科目は１７科目である。こ
のうち第２学年において実施している「連携授業」
（図１）は、本校独自の取り組みとして外部より高い
評価を得ている。この授業は、地理、国語Ⅱ、倫理、
線形代数、物理Ⅰ、総合英語Ⅱなど複数の科目に
渡って実施され、多様な視点から環境問題について
学生が自ら考える力を養うことを意図している。平成
１７年度から毎年実施し、受講した学生の多くから好
評を得ている。

（Ａ－２） 「環境研究教育プロジェクト」

本校では従来、環境に関する教育や研究が盛んに行われてきた。そこで、これら環境に関わる多様
な研究および環境教育を全学的に推進するために、平成１８年度「環境研究教育プロジェクト」を立ち
上げた。このプロジェクトにおける新たな試みとして「ランチタイム・エコセミナー」をスタートさせた。この
セミナーでは、環境をテーマとして各学科の教員および職員が講師となり、昼休みの時間帯を利用して、
教職員や学生が昼食をとりながら気軽に聴講できる形式を取っている。この機会を利用して、他学科
の教員と情報交換できると共に、学生を含め学校全体で環境問題に関する情報を共有化することがで
きる。本校独自の取り組みとして平成１９年度以降さらに活性化させていく予定である。

（Ｂ－１） 省エネルギーに向けた取り組み

光熱水・燃料等（電気、水道、ＬＰガス、Ａ重油等）に係る使用量を毎月、前年度実績と対比させたうえ
でグラフ化し、グループウェアを通じて、全教職員が閲覧できる体制をとっている。各種会議等の資料
の配付においては、電子メールによる電子ファイル添付や校内WEB上での閲覧の手段をとることによ

り、極力紙資源を使わないよう努力を払っている。また、学生を対象として行われる授業アンケートは
WEB入力で行われ、ペーパー・レスとなっている。

（Ｂ－２） 学生の自主的な取組

学寮では、寮生会が主体的に寮内における節電・節水の呼びかけ運動、学校周辺地域の清掃奉仕
活動を行っている。また、リサイクル活動として、寮内の新聞紙・雑誌を収集し自ら処理工場へ搬送し
ている。

また、森林資源や水産資源に恵まれた地元岩手の風土・環境を生かして、バイオマス資源の高度利
用等に関する研究が数多く行われているのが本校の特徴の一つである。環境研究に取り組んでいる
教員は平成１８年度で１９名おり、論文発表は１２件であった。そして、自治体や企業等との共同研究
は３件、受託研究は２件行われた。

導入（地理）

数学 地理 物理 英語 倫理 いろいろ

まとめ

自分の意見や感想を述べる時間・場

アンケートなどによる調査

学内で報告

学外へ発表（論文発表等）

第２学年　後期（１１月）

通常授業 期間：全体で１，２週間
（各科目２～４時間）

「
環

境
」を

テ
ー

マ
と

し
た

連
携

授
業

図１　第２学年での連携授業の流れ
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07.宮城工業高専 ～ 地域環境との共生とそれを支える人材育成 ～

Institute of National Colleges of Technology，Japan

環境教育への全学のシステム的な取組み 環境マネジメントに基づく学生と教職員が共に
(H19年度現代GP採択プログラム｢領域を 行う実践活動(学内実施計画H17～H19より)
超えた協働型環境ゼネラリストの育成｣より)

環境に関する研究実施例(産官民学連携含む)
(地域共同テクノセンター報2007年Vol.6等より)
○地元企業等：エネルギーコンサルタント業務、真水製

造装置試作、省エネルギー機器の開発・性能検証など
○名取市･仙台市･宮城県：町並みのサイン計画、耐震

補強構法の開発、室内温熱･空気環境の調査など
○東北地域：東北電力全電化住宅ﾏﾆｭｱﾙ作成、日本建

築学会東北支部研究助成事業、空気調和・衛生工学
会熱シミュレーション・機器熱負荷容量関連など

○文部科学省：科学研究費補助金・現代GPなど

○経済産業省・環境省：温暖化対策技術開発事業など
○国土交通省：建築物の総合ｴﾈﾙｷﾞｰ評価ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝなど
○IEA（国際エネルギー機関）都市とコミュニティの省エ

ネルギープログラム第43研究小委員会、ISO TC163/
SC1/WG10 ISO12569､国際建物ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ協会･
BS国際会議、国際会議IAQVEC2007(仙台)開催など

○大学・高専・研究機関等：豊橋科学技術大学・東北
大学･CSTB(フランス国立建築研究所)･SEL(ウィス
コンシン大学太陽エネルギー研究所)など

基本理念
○地球環境問題は現在における 重要課題の一つ
○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
○地域環境との共生を柱として環境との調和と環境負荷を低減

基本方針
○すべての活動によって発生する地球環境に対する負荷の低減と汚染の予防
○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・研究を実践
○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

達成のために
○環境目的及び目標を設定し、教職員及び学生が協力
○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

宮城高専の環境についての考え方

環境教育・研究の取組と実践の状況

環境意識の啓蒙
各室週１回の清掃活動の実施
教室月１回の特別清掃活動の実施
構内一斉清掃の実施

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
省エネ機器への計画的切り替え
配電系統の整備計画の策定
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

環境配慮型製品
の購入
グリーン購入製
品の購入
新環境保全技術
の開発

清掃活動の実施

地域社会への情
報公開

環
境
保
全
技
術
技

術
に
関
す
る
教

育
・
研
究
の
実
践

環境意識の向上
と環境保全技術
の修得

学
内
清

掃
活
動

環境保全技術教育
環境保全新技術
の開発と提案

環境保全技術研究
研究成果の公表

一般廃棄物の減
量

ごみの分別
ごみ減量と分別のPR活動（手順書の作成）

産業廃棄物の排
出量削減

ごみの分別環境の整備
排出量の把握
不要になった物品の学内HP上への公開

ガ
ス

太陽光発電等設備の活用
電気・ガス以外のｴﾈﾙｷ゙ー使用実績の把握と公表

排出状況、排出量の把握
産業廃棄物の適切な保管
排出手続きの法遵守

化学物質等の適
正管理の維持

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）状況の把握
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

地
域
と
の
連
携

環境関連共同研究の実施

学外清掃活動の実施

HPでの公開

環
境
負
荷
と
汚
染
の
少
な
い
キ
ャ
ン
パ
ス
づ
く
り

省エネ活動の推
進

省エネのPR活動等

電
気

総合
系

環境
系

実験
系

設計製
図系

情報処
理系

モノづくりの素養の養成 1年 4 4 7

創造性の素養の養成 2年 5 3 4 3

環境に触れる 3年 1 5 4 4

環境への意識の育成 4年 13 1 5 4 4

環境への素養の育成 5年 6 10 3 3 6

環境PBLへ触れる 1年 5 6 2 2 2

環境PBLへの対応力の
育成

2年 4 2

準
学
士
課
程

専
攻
科

※PBL（Problem‐based Learning またはProject‐based Learning）
実社会で役に立つプロジェクト課題を学生にグループ単位で与え，
その課題を達成するためのアイデアの創出，計画立案，実現等を
学生自身に遂行させることにより，学生の学習意欲，知識の活用能
力，計画立案・遂行能力，ディベート能力，プレゼンテーション能
力，組織運営能力等の向上を図るための学習・教育の方法。
＝独立行政法人大学評価・学位授与機構

(学科数×科目数)



08.仙台電波高専 ～ 「環境マインドの育成」と「専門領域での貢献」 ～

環境配慮に関する取組状況

Ⅰ．本校の全体的取組

Ⅱ．本校環境に関する教育方針

環境教育を推進するため、共通教育を中心とした環境教育プログラム等を確立し、自
発的に環境配慮活動を推進しようとする先進的な環境マインドを持った学生を社会に送
り出すこととしています。

Ⅲ．環境教育・研究の取組状況

１．環境教育の取組
本校では、環境配慮についての理解を深めさせ、日常生活での環境への負荷を減ら

す意識を養うとともに、環境に配慮した技術を修得させることを目指しています。

通学路、学校周辺を清
掃し、地域の環境保全に
貢献しています。

市内のごみ焼却施設を
見学し、リサイクルの現
実を再確認しました。

２．環境研究の取組
本校では、ものつくり教育研究を実践的に進めるにあたり、環境に関する種々の研究

に取り組んでおり、特に本校の専門領域である電子及び情報技術分野に力を入れてい
ます。

○研究例
・画像・信号処理技術による環境解析
・ロボット・制御システム技術による電気
自動車の開発

・人体に無害な環境半導体の単結晶育成に
関する研究

・エネルギー問題や環境問題解決の可能性を
持つ新たな熱電材料開発に関する研究 等

本校では、環境に配慮した具体的な行動として、次のような事を全校的に実施してい
ます。
・コピー用紙にリサイクルＰＰＣ用紙を使用。 ・光熱水量の前年度比較データを学内周知
・重油ボイラーに替え、ガス給湯器を設置。 ・ゴミの分別（リサイクルゴミを含む）の実施。
・リサイクルトナーカートリッジの使用。 ・学内一斉年末大掃除の実施。 夏季一斉休業。 等

（写真）NEDOからの委託を受け、
宮城高専，東北大学金属材料
研究所と、共同研究により、地
球環境改善の半導体として期
待されている光触媒の新材料
である、ZnOファイバーを用いた
家庭用空気浄化装置の小型ユ
ニットの試作品。
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09.秋田工業高専 ～ 地球環境のニーズに応える創造教育を ～

環境教育に関する授業等各学科の取組状況

環境教育・研究のための取組

秋田市総合環境センター溶融施設から排出される溶融物として，メタル，スラグなどがある。メタルについては金属精錬還元剤として有効に利

用されているが，スラグではコンクリートの二次製品やアスファルト舗装などの骨材に限られているようである。スラグの他の用途として，路盤材，

埋戻し材，透水用材などが考えられる。しかしながら，これらの用途として用いられることはほぼ皆無の状態である。そこで循環型社会を推進す

る一つとして，ゴミ溶融スラグのさらなる有効利用の可能性を探ることが重要となってくる。

この研究では，秋田市の溶融施設から排出されるゴミ溶融スラグを用い，これを微粉砕することによって

生じる潜在水硬性に着目した。この微粉砕したゴミ溶融スラグに粘土，および環境に対する負荷の少ない消

石灰を安定材として添加し，地盤改良材としての可能性を検討した。さらにこの改良材の環境評価につぃて

も調べ，ゴミ溶融スラグの有効利用を目指している。これまでの研究結果, (1) 粘土と微粉砕したスラグの混

合土は，微粉砕による比表面積の増加とこれに伴う潜在水硬性が発揮され，粒径が小さくなるにつれて強

度が増大する。(2)粘土と微粉砕したスラグに消石灰を添加した混合土は，スラグの潜在水硬性と消石灰に

よる硬化が複合的に発揮され，とりわけ粒径0.250～0.010mmの範囲の条件下でかつ消石灰5%の添加に

対して，下層路盤材として充分活用できるとともに，軟弱な地盤改良にも適用できる。(3)微粉砕したスラグ

単体や混合土は，含有量および溶出量試験結果から充分環境基準を満たしていることが認められる。

今後はこのような研究成果に基づいて環境教育に反映させることを目指す。

なお，上記の研究成果から，発明名称：「微粉砕したゴミ溶融スラグと消石灰の混合による路盤改良材」

（特許番号第3936992号）の特許を2007/4/6付けで取得した 。

写真-１スラグ粒径(2.36mm以下)

(1800℃で溶融，無害で高品質)

ゴミ溶融スラグの有効利用について

環境都市工学科 対馬 雅己

◎機械工学科

○５学年に特別講義として「福祉工学」を開講・・・高齢者や障害者の日常生活環境を支援する基本手法の修得を目的

とする。

○太陽電池駆動車のレース（エコノﾑｰﾌﾞ）への参加

◎物質工学科

○５学年に「環境工学」を開講・・・・環境問題や循環型社会についての教育

◎環境都市工学科

○ ３学年「基礎生態工学」，４学年「環境衛生工学」，５学年「都市環境工学」，「環境アセスメント」， 「環境工学」，

「室内環境工学」をそれぞれ開講・・・・自然生態系から水や大気，廃棄物などの都市内環境，そして住宅内の環境

まで広く環境に関する教育を行っている。

○学生実験では水質に関する測定法を取り入れている。

○卒業研究・特別研究・・・・八郎潟の水質悪化問題に取り組み，流入する河川の水質汚濁状況の把握，農業排水自

体の特性と生態系への影響などに関して検討を行 い，課題解決への貢献を目指している。

◎全学科共通科目

○専攻科開講科目 「技術者倫理」・・・・環境を例にした技術者が負うべき社会的な責任についての教育

「環境科学」・・・・・・ものの生産から環境浄化まで，今後の新しい技術開発の芽が環境制御技術

にあることを認識させることを目的とする。

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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10.鶴岡工業高専 ～ 先ず実践，そして地域貢献 ～

鶴岡工業高専における取組事例

はじめに：本校は平成１5年3月12日に、山形県より「環境やまがた大賞」を授与された。これは、本校で取り組んできた

様々な環境保全の活動が評価されたものである。

１．本校の環境教育カリキュラムについて
本校の環境等に関する教育カリキュラムはＪＡＢＥＥの教育目標の一つに掲げられ、主に５年生及び専攻科の中で８科目

の環境教育が行われている。以下に科目名と開講学年および単位数を示す。

５年生：共通選択科目として、前期に「エコロジー概論」と「エネルギー変換工学」のどちらか、

後期に「環境科学」と「環境工学」のどちらかをそれぞれ1単位ずつ、計2単位選択。

物質工学科ではこの他に「環境とエネルギー」1単位を必修科目。

専攻科：１年前期に２専攻共通の専門科目として「環境化学」2単位、

２年後期に同じく「ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ工学」と「環境地理学特論」2単位。

そして、５年生における卒業研究では、上述した講義をベースにして、自然エネルギーの利

用として風車を利用した「風力発電の研究」（写真）や太陽光発電を利用した「ソーラーカーの

研究」、そして山形県内の「酸性雨の調査研究」や「河川水の分析」等環境に関連する多くの

研究テーマが取り入れられている。

２．本校の環境問題への取り組みについて
本校のゴミ分別処理システムの確立：平成９年10月旧文部省による「学校にお

けるゴミ焼却炉使用禁止の通達」に伴い、これまで、校内で焼却処理していたゴ

ミの焼却ができなくなり、校内のゴミ分別処理システムの確立を検討する「環境

保全委員会」を発足させ、校内のゴミ分別システムの方法を確立、教室内から

ゴミ箱を撤去して、「容器包装リサイクル法」に添った回収方法として、分別回収

用ボックスを各校舎の廊下に置く（右写真）。白黒印刷の紙はすべて回収し、印

刷は両面印刷を心がけることとした。

本校の環境保全への取り組み：次に、「環境保全委員会」ではゴミ分別の実行だ

けでなく、「学校の環境保全に関する心得」としての取り組みを強調し、ペーパー

レス（裏表印刷、学内LANの導入）やエコ商品の購入、電

気・水道水の節約についても実行に移すため、平成12年

からは「環境保全方針」及び「具体的実践事項」（右図）を

教室、校舎内全出入口に張り出した。
このほか現在まで本校で行ってきている取組みとして、

◆年2回、雑誌・ダンボール・紙類を資源回収。
◆エコ商品の購入の促進。
◆校内各所の蛍光灯を省エネ型・高効率（Hf照明）器具

への取り替え。（H12～18）
◆校舎・寮のトイレ、廊下、教室等の無人時電灯が消え

る省エネ人感センサーの設置。（H５～18年）
◆昼休みの消灯の実施、クーラーの自粛。
◆夏季のノーネクタイ勤務（クールビズ）および冬季の

ウォームビズ・過暖房の自粛。等などがある。

３．学寮におけるゴミの分別回収システムと地域と一緒になっての空き缶等ゴミ拾いの美化活動
平成10年10月より寮生が日常生活の中で排出するゴミは生活系一般廃棄物として市で回収していただくことになり、寮生

は市の回収方法に従って、寮内で指定されたゴミ袋に５分別に回収して、寮に設置されたゴミステーションへ搬出している。
また、平成９年５月より寮生による学校周辺の空き缶・ゴミ拾いを塔和町内会住民と合同で行うようになった。以来、毎年５

月に町内を通る国道や農道の路肩にまで範囲を広げ、参加寮生も40数人から130人に増加した。現在は「クリーン作戦」とし
て地元マスコミにも紹介され、寮生会の伝統行事となっている。こうした実績が認められ、平成１７年には社団法人「小さな親
切」運動本部から、「小さな親切」実行章が寮生会に贈られている。

『風力発電の研究』

『分別回収ボックス』

『環境保全方針』及び『具体的実践事項』



生態工学

公 表

地球温暖化対策の具体的目標及び数値目標の設定

環境生態学 産業廃棄物概論環境計測法資源科学

◇環境に関する教育◇

環境に関する基礎知識の習得及び実際の活動を通して、環境保全に対して正しい認識を持つことを教育の基本と

している。具体的には1)授業による教育、2)学生の自主活動による教育、の2方向で実施している。

前者は、カリキュラムに組み込まれた座学として行うもので、環境科学、環境工学、産業廃棄物、資源科学などの

授業がある。後者は、学生が身近な生活の中で実践するもので、各クラスの環境委員を中心にして行われる。

◇環境教育・研究の取組状況◇

生態系に影響する化学物質等、環境保全に必要な生態学の基本

エネルギー資源の把握、資源需要の将来と地球環境保全

生態系の仕組み、物質循環の基礎

大量生産・消費と地球環境との関わり合い

技術者としての基本的事項、環境に関する認識・環境保全・管理の基礎技術

環境保護の観点から微生物利用法

産業廃棄物処理処分法、二次汚染対策、リサイクル

水環境の水質汚濁の現状、発生メカニズム、再生法

地球環境問題の土木工学的分野の取組対策

陸水環境の測定解析

環境計画と環境の質の評価法

地下汚染・地盤沈下・土砂災害等環境地盤工学

自然界の浄化機能、河川修復（河川、湖沼、沿岸域）

環境関連法規及び環境汚濁関連防止法

衛星データによる植生指数と地形との関連性の調査

夏井川・鮫川流域のモニタリング

環境法規環境解析学環境科学

◇本校施設の環境への取組状況◇

学 内 ・ 外 ホ ー ム ペ ー ジ

毎月時・平成13年度からの毎年時

環境に対する教育・研究分野 水・土壌・空気・遺伝子

環境工学 微生物工学

1.物品購入・各種業務に当たっての配慮
2.建築物の建築管理に当たっての配慮
3.その他の事務・事業に当たっての配慮

4.教職員に対する研修等

CO2削減を平成13年度実績より7％

具体的削減項目

(電気・都市ガス・ＬＰガス・重油・軽油

灯油・ガソリン・上下水道）

物質循環工学 環境地盤工学

11.福島工業高専 ～ 人や環境に配慮できる人材育成 ～

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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12.茨城工業高専 ～ 新たなる自然との共存へ向けて ～

生ゴミ処理機の設置

自家製野菜の栽培

生ゴミ処理機を設置し、寮食堂から毎日排出され
る生野菜屑等を利用して有機肥料を製造し、廃棄物
排出量の削減に取り組んでいる。

製造した有機肥料は学生寮の裏庭スペースを利用し
て、各種野菜（カボチャ・ナス・キュウリ等）の栽培を行い、
寮生の食事に提供することにより、学生に対して環境へ
配慮する実践的教育を行っている。

ゴミの削減！

実践的教育の実施

１.ゴミの削減と実践的教育

２. CO2削減へ向けての取り組み

総務課事務室に網戸を設置し、エアコンを使用せずに
自然風を部屋へ流入させることで、室温調整を図っている。
日が暮れてからでも虫などが庁舎内に侵入してくることな
く、外気の循環を行うことが可能となっている。

網戸の設置

３.研究と関連した環境への取り組み

 

成長後 カーボン 研削砥石

本校においては、防火池にてホテイアオイを育成し、
水質浄化を行っている。これらのホテイアオイは成長
後放置され環境破壊につながることが多いが、炭化さ
せることにより、バイオマス資源を利活用した工業製
品の開発に関する研究も進んでいる。

資源の利活用の研究

CO2削減！

食品リサイクル

ホテイアオイの育成・利活用

３９
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環境問題は全世界に与えられた地球規模の緊急かつ最重要課題の一つになっており、小山高専においても将来
を見据え、社会の公益を担うべく人間性豊かな技術者の育成に努め環境意識の向上を目指した取組を推進してい
ます。

13.小山工業高専 ～ 地球環境に配慮した人間性豊かな技術者育成 ～

環境に関する研究成果

降圧チョッパ方式リミットサイクルMPPT 太陽光バッテリ充電器の設計法 平成18年度電気学会 産業応用部門
大会，1-79，449-452，（2006.8）

北野講師H18

栃木県の補助事業「地域循環モデル構築事業」に「学」として共同研究の依頼を受け（研究費400万円）、小山
工業団地の企業から排出される難処理廃棄物のリサイクル技術に関する研究を実施し、報告書を栃木県に提出
した。平成17年11月29日には、この取組がNHKで放映された。

斉藤教授ほか
５名

H16

都市ごみ等の溶融スラグ骨材を用いたコンクリートの長期性状に関する研究 （都市廃棄物のリサイクル技術
開発）

川上助教授H16

著書：『エコ電気自動車のしくみと製作』日本太陽エネルギー学会編・オーム社・燃料電池に関する執筆鹿野助教授H18

鬼怒川中島橋周辺の植物目録 Ⅳ． 草本類（合弁花・単子葉類）， 小山高専研究紀要，37号203-208，2005
他３件

上村助教授H17

建設廃棄物の廃棄処理や利用方法、解体を考慮した設計等に関する研究動向。大島助手H17

「生物工学関連学生実験のマイクロ化への考え方とその試み」生物工学実験で廃液を減らす試みを行い、教育
効果について議論した。工学教育、５１巻、１号、90-94(2003).

胸組助教授ほ
か２名

H15 

地球環境の物質循環における微生物の役割、
微生物による廃水処理について教授する。

生物資源工学

建設副産物の再使用化、リサイクル計画につ
いて教授する。

建築施工

継続調査している栃木県南部の自然環境に
ついて、新しい調査結果を交えた解説を講義
に取り入れていく。

応用化学

科学的要因が大きく関係している環境問題の
現状を把握し、生物が生存していくための最
適な地球環境維持に対する環境浄化対策に
ついて学ぶ。

環境化学

地球環境と建築の関わり（二酸化炭素、ヒー
トアイランド）について学ぶ。

建築環境工学

地球環境に配慮した新エネルギーとして、燃
料電池・水素吸蔵を用いた省エネルギーシス
テムに関する教育研究。

卒業研究

技術者として必要なエネルギーに関する専門
的知識と、環境保全とエネルギーの関係を理
解するための知識を教授する。

エネルギー工学

騒音、電磁界、大気系、水系、土壌系などの
環境問題習得、循環型社会における材料の
在り方の理解、等について教授する。

環境技術

環境基本法及び関連法規の概要、リイクル
の概要、ヒートアイランド現象、等について
教
授する。

建築環境工学

リスクと科学技術者の「責任」のほか、現代
社会がかかえる省エネ、資源リサイクル、環
境倫理などの問題を扱う。

人間と科学

ソーラー電気自動車

大電力・契約電力[kW]
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１５年度

１６年度

１７年度

１８年度

大電力

契約電力

消費電力量[千kWh]

2,152

2,086

2,029

1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200

１６年度

１７年度

１８年度

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
取り組みを行っています。

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18年度の消費電力は前年度比３％の
減となりました。（2,086千kwh/年→ 2,029千kwh/年：学校負担分）

最大使用電力も前年度比６％の減となりました。
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。

小山高専の環境に関する教育・研究や省資源・省エネに関する様々な取組みを以下に紹介します。

環境に関する教育

地球環境の物質循環における微生物の役割、
微生物による廃水処理について教授する。

生物資源工学

建設副産物の再使用化、リサイクル計画につ
いて教授する。

建築施工

継続調査している栃木県南部の自然環境に
ついて、新しい調査結果を交えた解説を講義
に取り入れていく。

応用化学

科学的要因が大きく関係している環境問題の
現状を把握し、生物が生存していくための最
適な地球環境維持に対する環境浄化対策に
ついて学ぶ。

環境化学

地球環境と建築の関わり（二酸化炭素、ヒー
トアイランド）について学ぶ。

建築環境工学

地球環境に配慮した新エネルギーとして、燃
料電池・水素吸蔵を用いた省エネルギーシス
テムに関する教育研究。

卒業研究

技術者として必要なエネルギーに関する専門
的知識と、環境保全とエネルギーの関係を理
解するための知識を教授する。

エネルギー工学

騒音、電磁界、大気系、水系、土壌系などの
環境問題習得、循環型社会における材料の
在り方の理解、等について教授する。

環境技術

環境基本法及び関連法規の概要、リイクル
の概要、ヒートアイランド現象、等について
教
授する。

建築環境工学

リスクと科学技術者の「責任」のほか、現代
社会がかかえる省エネ、資源リサイクル、環
境倫理などの問題を扱う。

人間と科学

Institute of National Colleges of Technology，Japan



14.群馬工業高専 ～ 浄化槽高度処理水を水源としたビオトープによる生態系と水の再生 ～

群馬高専は、設立当時郊外に立地していましたので、水道は地下水による専用水道、下水処理
は合併処理浄化槽で浄化し放流しており、水に関しては全てが自前の設備を用いています。また
敷地内に面積約7000m2のため池があるために、ため池の水質および生態系保全も本高専の重

要な任務です。本高専は、利根川上流域に位置しますが、群馬県を流下する利根川は、首都圏
水道水の8割以上を賄うわが国 重要河川であり、利根川の水質保全は 重要課題です。また

昔はどこでも見られた黒メダカが絶滅危惧種に指定されるなど、生活空間での生態系保全も、今
や重要な課題となっています。

そこで、本高専ではこれらの水環境問題を、実
際に体験しながら学ぶことが重要と考えて、ため
池の浄化や合併浄化槽処理水を用いた、ビオ
トープ作りに取り組んで来ました。首都圏の水資
源は慢性的に不足しており、カビ臭問題が頻発し
ていることからもわかるように、量とともに良好な
水質を保全することが重要です。写真1に示すビ

オトープは、環境都市工学科の学生が、長い年
月をかけて掘削し、掘削土を上流部に移動して
築山として長い(70mほど)水路と池を作りました。

池の石積みは学校から業者に施工させたもので
すが、これ以外は全て学生の手により設置され
ました。池水は下流池に設置した水中ポンプで
上流まで何度も循環し、多くの動植物を養った後
に、放流されます。

このビオトープに使用されている水は、実は高専の浄
化槽処理水をさらに 新技術の膜分離で処理した、大
腸菌やウィルスを含まない衛生的な水(30m3/日製造の
本格設備)ですので、総合学習で訪れた小学生(写真1)
にも安全であり、黒メダカやザリガニが一杯採れるので
大喜びです。見るだけのビオトープは、どこにでもあり
ますが、実際に生物が繁殖しているビオトープは珍しい
ようです。担当している学生は、小学生を指導しながら、
自分たちの技術について再確認するわけです。このビ
オトープは、黒メダカなど在来種の繁殖センターとして
も機能しています。 近では、校内ため池に生息してい
るカルガモのつがいが、毎年この小川に遊びにくる(写
真2)ようになり、その快適性を認めてくれたようです。

群馬県のような自然の豊かな県でも、メダカや水生昆虫が殆どいなくなった理由としては、通年
で水が流れる小川が消滅したことが挙げられます。農業用水は秋から春までは涸れてしまうため
に、田圃といえども生態系の輪がきれています。その点、生活排水は人間の生活があるかぎり発
生する、絶えることの無い水源と云えますので、生活排水膜処理水を源とするこのようなビオトー
プ技術は、実は豊かな生態系をもたらす先端技術であることを、担当の学生は泥まみれの作業を
しながら、身に付けることになります。この取り組みには、循環・参加・共生という、環境に関する時
代のキーワードが全て含まれております。
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15.木更津工業高専 ～ 環境関連研究と物質・エネルギー収支で省エネ活動 ～

総エネルギー投入量：30,190GJ
電気 ：2,136,840 kWh
都市ガス ：141,037 m3

A重油 ：84,000 L
ガソリン ：3,022 L

水資源投入量

市水 ：49,368 m3

総物資投入量

紙など ：10,788 kg

木
更
津
高
専
に
お
け
る
事
業
活
動

INPUT OUTPUT

CO2排出量 ：1,252 t-CO2

総排水量 ：50,028 m3

水道による
CO2排出量 ：17.8 t-CO2

廃棄物等総排出量：165,167 kg
可燃ごみ ：50,654kg
不燃ごみ ：73,573kg
粗大ごみ ：40,900kg
古紙 ：941kg

水道[m3]

77.6

18.2

79.2

17.9

0 25 50 75 100

学寮等
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16年度

17年度都市ガス[m3]

76.4
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17年度電力量[kWh]

1164.7

1379.6

1111.8

1417.6

0 500 1000 1500

学寮等

校舎等

16年度

17年度

1年における1人当たりの消費量

【環境に関する教育の考え方】

環境に対する負荷の低減に関する教育・研究の推進に努め、持続的社会に貢献でき
る技術者の育成を目指しています。

【環境教育・研究の推進】

◆環境に関する教育を推進するため、各学科・専攻科で環境関連科目が開設されて
います。エネルギー効率や水環境に関する科目が開設されています。また、卒業研
究・特別研究において環境関連のテーマが取り上げられています。
◆環境啓発活動の取組
○「美しい地球を守るのはあなたです」、「環境保全と省エネは身の回りから」を
スローガンとしたポスターを掲示、省エネ活動への啓発に取組んでいます。
○寮生活での環境配慮活動

ゴミ分別の徹底、節水・節電を呼びかける張り紙、学校周辺の清掃などの活動を行っています。また、群長
や美化委員が中心となり花壇の整備を行い、美化に努めています。

 
紫外線照射  

木炭・水スラリー燃料紫外線を照射したラッカセイの葉清掃活動と寮玄関前のダストボックス

○平成17年度における「物質・エネルギー収支」と「1年における1人当たりの消費量」
「環境報告書2006」に基づき、「物質・エネルギーの収支」と「1年における1人当たりの消費量」を作成し、
環境負荷の現状を視覚的に表現し、省エネ活動に役立てています。

物質・エネルギー収支
（平成17年度）

CO2排出係数
電気 ：0.339 kgCO2/kWh
都市ガス: 0.0506 kgCO2/MJ
A重油 : 0.0693 kgCO2/MJ
ガソリン: 0.0671 kgCO2/MJ
水道 : 0.36 kgCO2/m

3
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成果

成果

八王子市の資源集団回収事
業実施団体に登録

各フロアに古紙回収ボックス
を設置し、定期的に回収

設定温度厳守、無人時OFFの呼掛け

週１回教室清掃点検の際に照明、空調の
チェック

８月に１週間の省エネ期間を設定

エネルギー使用量削減の取組

環境教育に対する考え方

◆学生・教職員が一致協力して環境保全を推進する ◆常に定量的データをもとに取組を進める

環境研究・・・以下のような分野で年間30件以上の環境関係の卒業研究，特別研究を実施

◆排ガス，排水処理 ◆有用金属の回収 ◆大気環境測定 ◆バイオアッセイ ◆環境マネジメント ◆汚染物質の生分解

◆汚染物質の電気分解 ◆埋立地の浸出水 ◆焼却灰の有効利用

H16～H18 東京高専におけるCO2排出量の推移
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CO2総排出量

H16  : 1,352ton
H17  : 1,085ton
H18  :   968ton

成
果

平成１６年度からCO2排出量が減少(下図参照）

平成１８年度は１６年度比約３０%の削減

平成１７年度に比べ平成１８年度は約２００万円

の経費削減達成

資源有効利用の取組

平成１８年度は約８トン回収（約４万円の収入）

環境美化の取組

毎月１回教職員・学生による校内清掃の実施

地域住民との協力

平成１８年度は約２トンの雑草を刈り取り

バイオマス資源として有効利用を研究中

キャンパス脇に花壇を設置し季節ごとの花を植栽

憩いの空間開設の取組

教員・学生が協力してキャンパス裏山の一角に森林
浴、ヒーリングに適したスペース「森のカフェ」を開設

試行的な取組

・無水トイレの設置

（2箇所の男子用トイレの

小便器）

・節水コマの導入

（2箇所の女子トイレ）

・建物7箇所の電力を遠

隔監視

16.東京工業高専 ～ 技術者マインドで環境に取り組む東京高専 ～

電力使用量の遠隔監視

30分ごとに使用量が表示される(縦軸ｋＷｈ，横軸時刻）
無水トイレ(中央下部に薬液

入りカートリッジがある）

成果
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17.長岡工業高専 ～ 未来の環境を創造する高専 ～

Institute of National Colleges of Technology，Japan

「環境に関する教育」に対しての考え方

環境教育・研究の取組状況

本校では教育目標の一つに「人類の福祉と地球環境に配慮できる人間性と倫理観を持った技術
者の育成」を掲げ、その具体的な学習・教育目標として、準学士課程と専攻科課程について以下の
ように定めている。

準 学 士 課 程

・ 人文・社会科学に関する基礎知識を学習し理解すること。

・ 工業技術と社会、自然環境の係わりについて学習し理解すること。

・ 技術者として備えるべき社会的倫理を学習し理解すること。

専 攻 科 課 程

・ 人文・社会科学に関する基礎的な事項について説明できること。

・ 工業技術が社会、自然環境や人間に及ぼしている影響について、例を示し説明
できること。

・ 工業技術が地球環境に及ぼしている影響について、技術者倫理に照らして対応
策を提案できること。

環境教育の取組状況

物 質 工 学 科

環 境 都 市 工 学 科

・環境科学

・環境都市概論 ・環境都市工学の基礎 ・環境工学 ・地球と環境 ・環境水理学・水環境

科 学 哲 学

大気水圏環境科学

環境エネルギー工学

環境倫理，企業倫理，専門職倫理などの技術者倫理を学ぶ。

地域環境および、地球規模の環境問題の基礎科学の一つとしての気象学・水文学を学ぶ。

代表的な環境問題の機構・現状・対策、および省エネ・次世代エネルギー技術について学ぶ。

３．専攻科課程 選択科目

環 境 資 源 工 学

環 境 資 源循環工学

廃棄物・リサイクルの現状、法体系、省エネ・省資源の評価方法、廃棄物の処理方法につい
て学ぶ。

環境研究の取組状況

機 械 工 学 科

物 質 工 学 科

「雪の冷熱エネルギーの有効利用技術」、「市街
地用小型風力発電装置の開発」、「長岡高専の環
境負荷低減のための取り組み」に関する研究を
実施している。

大規模ＣＯ２固定を行うための植物開発・機能評
価を他大学と共同で行っている。また、植物によ
る環境モニタリング装置の開発のために環境変
化と植物代謝応答に関する研究を行っている。

２．専攻科課程 全専攻共通必修科目

１．準 学 士 課 程 科 目

雪冷房の熱交換実験

新型薄膜太陽電池

地域共同ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ

学科の枠を超えたＰｒｏｊｅｃｔ－ＣＺＴＳを立ち上げ、
汎用原料によるＣｕ２ＺｎＳｎＳ４光吸収層を用いた、
新型薄膜太陽電池の研究開発を行っている。



18.富山工業高専 ～ 環境省ガイドライン「エコアクション２１」で環境マネジメント ～

環境省策定エコアクション21ガイドラインに沿って

平成１９年１０月 認証登録予定

平成１９年７月１８日 審査終了

平成１８年度 ＰＤＣＡｻｲｸﾙ開始

環境方針 環境マネジメント組織

環境目標・環境行動計画

環境活動レポート （ホームページ http://www.toyama-nct.ac.jp/ で公表）

１ 基本理念

富山工業高等専門学校は、地球環境問題が現在における 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、「エコデザイン工学プログラム」や「夢現教
育」を地域社会と連携して展開し、地球環境との共生や安全・安心社会に貢献
できるエンジニアを育成することにより、地球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）すべての活動によって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、教職員及び
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
続的な改善が実施されることを確実にする。

この基本理念及び環境方針は、全教職員及び全学生に周知するとともに、イ
ンターネットのホームページを用いて一般の人に開示します。

「環境に関する教育」に対する考え方

「環境に関する教育」に対する考え方

トップマネジメント：校長

環境専門委員会

環境管理責任者：副校長

環境責任者・環境担当者（16部門）

教 職 員 ・ 学 生

トップマネジメント補
佐：事務部長

内部監査委員会
（戦略企画会議）

普及、啓蒙、指導

外２８項目外９項目

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施、分別収集紙の裏面使用とリサイクル化の促進

３．３％削減上水及び地下水投入量の抑制(平成20年度に平成17年度比3％削減)
２６．５％削減二酸化炭素排出量の抑制(平成20年度に平成17年度比3％削減)省エネ活動の実

施

第１３回、中国、韓国等から参加「エコテクノロジーに関するアジア国際シンポジウム」の実施

各種学会誌、講演会等研究成果の公表

教職員・学生への説明会、掲示等構成員への環境意識の啓蒙環境意識の向上

専攻科等で６科目開講環境関連事項を取り入れた授業実施

学生・教職員が年２回実施環境美化活動（構内）の実施

環境担当者が実施確認各室週１回の清掃活動の実施

平成１８年度実績行 動 計 画環境目標

２講座実施、延べ４８人受講環境関係の公開講座の実施

科研、受託研究、共同研究等環境関連研究の実施環境関連研究の
実施

０．６％削減排出量の抑制(平成20年度に平成17年度比3％削減)ごみの分別及びリ
サイクル化の促進

「環境教育・
研究の取組

状況」
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19.富山商船高専 ～ 海から学び海に還す環境教育の実践と研究 ～

【環境教育への取り組みと実践】 
本校は、全国で 5 校しかない商船高等専門学校である特色を生かし、全学生が航海実習

を体験するカリキュラムとなっているが、実験・実習を通して大気汚染、海洋汚染に対す

る負荷の軽減に取り組むなど環境教育にも配慮した取り組みを行っている。 
 本校の所有する練習船「若潮丸」には、排気ガス対策として、わが国唯一の舶用脱硝装

置を装備、運用しており、燃料にも硫黄分の少ない軽油を使用するなど大気汚染対策を行

っている。 
 海洋汚染に関しては実験・実習及び授業を通して法規の理解と処理機械の運転方法など 
の処理方法の実践教育を行なっている。 
 汚水・し尿処理に関しても、国際法に順ずる実機を保有しているので、法規の理解や運 
転方法などの教育に活用している。 

また、環境教育の一環として、地域貢献と

ともに清掃活動を通したボランティア精神

の育成と学生間の結束を深めることを目的

に、２年生・3 年生による海浜清掃を実施し

ており、授業終了後、本校近辺の海岸・堤防

の他、サイクリングロードのゴミ収集等の清

掃活動を熱心に行っている。 

 
【環境に関する研究事例】 
１. 鉛蓄電池の長寿命化 

自動車用バッテリーとして鉛蓄電池が多く使われているが、不法廃棄等被害が後を絶

たないため、少しでも鉛蓄電池を長期間使用するための長寿命化に取り組んでいる。 

２. 環境モニタリングシステムの開発 ～無線による遠隔中距離環境情報取得システム～ 

  現在地球温暖化が懸念される中、温暖化現象を身近な地域で継続的に安価で測定でき

るデータ取得システムを開発している。 

３. 活性酸素モニタリングシステムの開発 ～健康を科学する～ 

  自動車の排気ガスから出る窒素酸化物や、たばこ煙害による癌発生の可能性が示唆さ

れている。本校では、癌発生に関与していると考えられるモニタリング装置の開発を行

っている。 

４ マイクロバブルの船舶応用に関する基礎研究 ～船舶の燃料消費量低減に期待～ 

  本校では、一般に広く知られているマイクロバブルの摩擦低減効果を船舶に応用し、あ

たかも“微小気泡により大型船が滑る”ように運行され、燃料消費量の大幅な低減等の

効果が期待できる研究を行っている。 

上記のとおり、本校では船舶関係に限らず、さまざまなアプローチで環境に対するユ

ニークな研究が活発に行われている。 

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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20.石川工業高専 ～ 地域と連携した環境教育推進高専 ～

環境に関する教育について

環境教育・研究の取組状況

本校の環境に関する教育は、環境都市工学科・建築学科を核として、その他
の機械・電気・電子情報の３学科を融合するような形で全校的に取り組んでい
る。本校の教育理念において、養成すべき人材像として「幅広い視野を持ち，
国際社会や地球環境を理解できる技術者 」を挙げており、また、本科の学習

目標には「幅広い視点から自らの立場を理解し、社会や環境に配慮できる」を
挙げて、学生に教育を行っている。

更に、専攻科では「環境倫理」､「環境技術総論」を必修として課し、専門技術
者として身につけるべき素養の一つとして重要視している。

共同研究：間伐材の有効利用に関する製品化の研究

近隣の中学校への環境の河北潟出前授業
河北潟リテラシー及び創造工学演習Ⅰで学習した成果を中学生に対してアウトプットすることにより、

知識の定着をはかる。

「間伐材利用ベンチ
（キット）の考案および試
作」において，「間伐材
の有効利用事例」パン
フレットの発行。

間伐材等新商品開発促
進事業による間伐材利
用ベンチの紹介

４７
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◇研究協力◇
・水質調査（受託）

（伝統産業支援）

◇共同研究◇
・国際生態学センター

・県下行政 他

◇行政支援◇
・ソーラーカー寄贈

・ＥＰＯ 他

◇環境教育ｶﾘｷｭﾗﾑ◇
・環境工学 ・地球環境

・技術者倫理

（専攻科必修科目）

◇福井高専の環境理念◇

『地域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。』

平成18年8月24日

福井工業高等専門学校校長 駒井謙治郎

21.福井工業高専 ～ 地域との協働による環境づくり ～

鯖江市
福井高専

・学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ斡旋
・委員会有識者派遣
・NPO理事等派遣
・出前授業講師派遣

©国際生態学センターJISE Newsletter, Vol.56, p.6, 2007. 

・環境まちづくり委員会
・環境教育支援センター
・エコプラザさばえ

協働

地域連携協定の枠組み

地域との協働による環境づくりの取組状況

◇学生ボランティア派遣・インターンシップ◇
鯖江市「エコネットさばえ」エコメイト
鯖江市「エコプラザさばえ」ビオトープ実践講座
越前市「エコビレッジ交流センター」プロジェクトWET
越前市「白山エコキャンプ」スタッフ

◇有識者派遣◇※この他出前授業を多数実施

鯖江市「環境まちづくり委員会」委員長
鯖江市「エコプラザさばえ」理事
越前市「環境審議会」委員
越前市「丹南地域環境研究会」代表幹事
越前市「ＥＳえちぜん（Ｅ－ＥＣＯ）」 他多数

「環境マネジメントシステム」の取組

◇協働による環境イベント◇
鯖江市「環境フェア」
鯖江市「キャンドルナイト」
鯖江市「土曜塾」
鯖江市「こどもエコクラブ」
越前市「環境フェア」
越前市「白山エコキャンプ」
越前市「プロジェクトＷＥＴ」

1) 本校の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、その
保全と維持向上を目指す。

2) 地球環境と地域環境の保全・維持向上のため
の教育研究を展開するとともに、技術者倫理を意
識した、ものづくり・環境づくり・システムデザイン
能力の育成（※）を地域社会と連携して展開する
ことにより、地球環境との共生や安全・安心社会
に貢献できるエンジニアを育成する。

（後略）

※福井高専ＪＡＢＥＥプログラム
「環境生産システム工学」学習教育目標

環境に関する取組の基本方針

越前市

・エコビレッジ交流センター
・丹南地域環境研究会

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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22.長野工業高専 ～ 地域に根ざす環境教育 ～

環 境 教 育 ・ 研 究 の 取 組 状 況

本 校 の 「環 境 に 関 す る 教 育」に 対 す る 考 え 方

本校創立以来の教育理念である「優れた技術者は、優れた人間でなければならない」は

環境教育に対する基本理念でもあり、更に教育・運営方針でもうたっている「地域と連携し、

かつ、地域と密着した学校運営」を軸に、環境問題に主体的に取り組むことのできる技術者

の育成に努め、高等教育機関として環境教育に対する使命を果たすことを考えている。

長野高専

校内での環境
取組み

研 究

教 育

課外活動

地域連携

公開講座

出前授業

地域環境 ・ 中小河川水路の調査研究

エネルギ－ ・ 太陽光発電

・ 微生物利用の水素エネルギー

・NPO法人とのタイアップによる

環境教育プログラムの開発など

土日、祝祭日の体験型学習

地域環境研究会主催

・NPOや市民とのタイアップによる

ビオトープ池作り

・文化発表会や環境フェアでの発表

・環境系科目授業の開講

・ビオトープ管理士資格取得の推奨

近隣小中学校にて実施

「命のバトンー身近な水辺と生物多様性」

など

・ごみの分別

・不要時の消灯徹底

・太陽光発電の利用

環境都市工学科棟屋上太陽電池パネル280枚 学生玄関前ごみ分別箱

４９
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23.岐阜工業高専 ～ 環境ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ教育による環境の保全 ～

環境に関する教育の考え方、環境教育・研究の取組

環境に配慮した取組

G－Ecoバンク(岐阜県地球温暖化防止支援銀行)事業への参加

温室効果ガス削減対策は、地球温暖化対策推進法及び省エネ法等の改正に伴い温室効果ガス排
出量の報告義務化と公表が予定され、社会的責務を果たす上で重要課題となっている。岐阜県内
から排出される産業部門の二酸化炭素の排出量削減対策の推進として、岐阜県が行っている二酸
化炭素排出量削減努力と環境保全活動の支援策とを連携させ、県民総参加の地球温暖化対策の
推進を図ることを目的とした岐阜県地球温暖化防止支援銀行(G-Ecoバンク事業)に平成１８年９月

から登録し、参加している。

G-Ecoバンク事業の概要
二酸化炭素排出削減量を金額(助成金)に換算し、環境保全活動(地球温暖化防止活動等)を行う団

体への支援として助成金を交付。

このG-Ecoバンク事業に参加することにより、

1.本校の二酸化炭素排出量、削減量の
把握ができる。
2. 教職員・学生の環境配慮意識の向上が
はかれる。
3.地域との信頼関係の向上が図れる。
(環境保全活動への寄与、社会貢献
活動への参加等)

岐阜高専では、国際的技術者としての素養を身に付けることを目的として、本科４，５年及び専攻
科１，２年のカリキュラムによって構成される「環境システムデザイン工学」教育プログラム【日本技
術者教育認定機構(JABEE)の審査を受け、 岐阜高専(専攻科)は岐阜県下で唯一、全学的な認

定校としての評価を受けています。】を設けています。

本教育プログラムの概念は、人類が地球上で持続的に発展していくには、生産に関わる各種資源
物質の枯渇の防止と、地球上の生態系に影響を及ぼす諸物質の拡散防止などへの配慮が欠か
せません。このためこれからの「ものづくり」においては、人間の労働や知的活動を支援し、より快
適な社会生活を営むための人工環境を提供する一方で、地球環境の保全や循環型社会の構築
に対する配慮が重要になっています。
「環境システムデザイン工学」教育プログラムでは、社会生活上必要な各種「機能」とそれを実現
する「もの(機械、電気・電子機器、建築物、社会基盤)」、「空間(生活、都市、自然)」、「エネル

ギー」、「知識・情報」及びそれらの「制御・管理」などから構成される「環境システム」を、地球環境
の保全を考慮に入れて構想し、設計し、生産する、総合的デザイン能力を育成することを目的とし
ています。

本教育プログラムが養成することを目指すエンジニアは、
得意とする専門分野を持ち、またこれと異なる分野の技術
システムを理解して、機械、電気、電子、情報、建築、都市
などの機能を複合したシステムを、人間の感性や環境の特
性などを配慮しつつ開発する能力を持ち、情報技術と英語
をツールとして駆使しながら、国際的なフィールドで指導力
を発揮できる人物です。

Institute of National Colleges of Technology，Japan



24.沼津工業高専 ～環境に関する教育・研究･地域連携を多面的に実施～

５１

・省エネ

電気の節約：夏季を中心に軽装･室温制限強化・五日間の夏季一斉休業及び人感センサー等の導入に
より電気量対前年比約3%減

水道の節約：トイレ人感センサー、浴室節水蛇口導入等により水道量対前年比約5%減

冷房設備の省エネ化：ホームルーム教室、食堂を中心にガスヒートポンプ、エコアイスを推進
・太陽光発電システム：平成18年度38,000kwhの発電を行い、対前年比約17%増の電気供給を行

い、CO2削減に貢献

○環境に関する教育

富士山麓に位置する本校は、周囲に広い静岡東部産業地帯を背景に、実践的な技術者の教育を進め
るにあたって、地球規模の環境問題を重視。

本校園芸委員会学生が、高専玄関前ロータリー
でガーデニング作業を行った。本校保護者の１人、
ガーデニングデザイナーの指導を受けて、土を耕
すことから始め、マリーゴールド、ヒマワリなど
を手で順に植えていった。保護者の「きれいなだ
けでなく、癒されるように」と庭石などを置くな
ど、庭園の雰囲気に気を配ったものとなった。

○環境研究の取組状況

本校教員が行っている環境研究取組例
・「新規触媒系による酸素化プロセス」の研究及び「有機化合物の酸化方法」の研究

(いずれも重金属を用いず、常温、常圧での反応が可能となり、工業生産の環境負荷を低減)
・「馬鈴薯澱粉工場における産業廃棄物の再利用について」

(循環型農業の方策を構築し、未利用資源の付加価値増を検証)

○環境に配慮した省エネの取組状況

地元中学生との連携教育として公

開講座「門池環境調査隊」を開講。

身近な自然との触れ合いから地域や

地球環境の現状を見つめ、どうした

ら自然(地球)にやさしい生活が送れる

か勉強する。(門池の水質・生物及び

生活との関わりや歴史を本校教員･学

生と調査）

○地域中学生へ環境教育

この作業は、学生の発案により技能五輪国際大会の第二会場にもなる学校側も協力したもの。
また、定期的に年間25回構内及び周辺のゴミ拾いも実施、地域にも貢献

・環境に関する授業科目の充実

「地球環境学概論」「環境学基礎」「環境工学」

・学生主体の学内美化活動

・門池環境調査隊！



５２

25.豊田工業高専 ～ 学生等の自発的な行動による活動空間の創造 ～

豊田高専では、人間が活動する社会と自然との関わりの中で、持続可能で快適な人間の活動空間を創造する

技術を教育することを基本理念とし、地球規模での環境問題を認識しつつ、必要な基礎知識と実践的技術を身に
付けた技術者を育成しています。

－講義－
「環境」に関する講義は、「環境アセスメント」「水環境工学」「環境計測実験」など多数開講しています。

－校内緑化計画－
学生会の有志により結成された「花とランデ部」

では、学校及び周辺地域の環境美化の推進のた
め、 （財）豊田市公園緑地協会の「花いっぱい運

動助成事業」を活用して学生による自発的な緑化
推進及び美化運動を、昨年に引き続き実施しまし
た。

また、この活動が寮生にも波及し、ゴミを捨てさ

せない環境づくりを目的として学寮地区内に花壇
等を作る環境美化計画を作成しました。 ［正門付近風景］ ［学生会活動風景］

－校内環境美化作業－
全学的な環境美化意識向上を目的とし、学生及

び教職員によるゴミ拾い及び草刈りなどの一斉清
掃を年３回（６月、９月、１１月）実施しました。

これに併せて、 寄駅周辺や通学路等のゴミ拾

いを実施し、地域社会にも貢献しました。

［構内一斉清掃風景］ ［通学路清掃風景］

－省エネの取組－
▼重油の節約

ボイラ暖房については、原油価格の高騰ということもあり、Ｈ１８年度は暖房開始から約１ヶ月間は運転時

間を通常より１時間短縮して運用しました。これにより、ＣＯ２排出量を約２０％削減することができました。

▼空調機の制御

教室等の空調機の制御は集中管理で行っており、室内温度が冷房時は２８℃、暖房時は２０℃になるよう
設定しました。

また、消し忘れ防止対策として１日４回（１２：１０・１６：１０・１７：００・１９：００）タイマーを設定し、一斉停止を

行いました。

▼紙資源の節約

複写機のテストコピーやミスコピー等の不要紙の再利用を積極的に行いました。これにより、Ｈ１８年度の用
紙購入量をＨ１７年度より９％削減できました。

▼飛散防止兼用遮熱フィルムの温熱的改善効果の検証
夏期教育環境改善及び防災のため、本校教員に飛散防止兼用遮熱フィルムの効果の検証を委託しました。

その結果、今回検証に使用した材料が遮熱効果の高いものではなかったこともあり、効果はおよそ１℃程度で
した。しかしながら、空調機が導入されている部屋については１℃下がると効果的であるため、今後飛散防止
兼用遮熱フィルムを導入していくこととしました。

▼学内周知

省エネの協力依頼をメールで周知する際、日常的な省エネ方法も掲載し、省エネ意識の啓発に努めました。
また、光熱水料等を学内に公表し、経費削減の観点から省エネへの取組を促しました。

－太陽光発電システム－
太陽光発電システムにより、年間約50,000kwh

発電しており、電気によるＣＯ２排出量を約３％削
減しました。

また、ＨＰでデータやグラフを検索・閲覧できるよ
うに公表しています。

［太陽光発電パネル］ ［豊田高専ＨＰ］
ＨＰ：http://solar.toyota-ct.ac.jp/SLink_web/skelton/ske_frame.html

環境に関する取組状況

環境教育環境教育

環境に配慮した取組環境に配慮した取組

Institute of National Colleges of Technology，Japan



26.鳥羽商船高専 ～ 海洋環境等との共生とその保全に貢献 ～

環境に関する本校の基本理念

環境問題は、今や地球規模の問題であり、自然環境と人間活動の共生を図り、自然環境

を持続的・循環的に利用できる社会の構築が求められています。鳥羽商船高等専門学校は、
こうした認識に立ち、自然環境との共生を目指して、環境への負荷の低減に努めます。 また、
環境マネジメントを重視した教育・研究を積極的に展開し、地球環境の保全に貢献します。

教 育

これからも人間が存在し続けるためには、地球規模の環境を無視することは出来ません。
環境問題に興味と好奇心を持ち、科学的な視点から海洋環境等の問題解決方法を学生自ら
創造することを目的として、「環境科学特論」「海洋環境論］「環境化学」「気象通論」等の講義
を開講しています。

研 究

その他の取組

「船舶からのディーゼル排気ガス浄化に関する研究」

「マイクロバブルの基礎研究 」

地球環境保護の観点から、船舶から排出されるディーゼルエンジン排気ガスを低減することは大気汚染
防止対策として重要である。なかでも、ディーゼル排出微粒子(PM:Particulate Matter)は肺ガンやアレル

ギーを引き起こす要因の一つとして、環境省より発表されており、その低減対策が急がれている。そこで、
本研究では、高周波誘導加熱によりPMを高温燃焼させて低減するシステムについて検討している。

「海氷の変動特性に関する研究」

学生による
通学路の清掃

太陽光発電パネル
GHP （ガスヒートポンプ）

による空調設備導入

本校は、全国に５校しかない商船高専であることから、環境としての「海洋」に関する研究も
多数行われています。（以下、研究の取組例）

地球の気候および環境を理解する上で、大気－海氷－海洋相互作用は重要である。本研究は、衛星リ
モートセンシングを使って、オホーツク海および南極海における季節海氷域（冬に結氷して夏に融解する）
の時空間変動特性を明らかにするとともに、そのトレンドを知ることである。

マイクロバブルを利用して、海水の汚れを除去する方法の基礎研究を行なっている。海水に浮遊する粒

子状物質にマイクロバブルが付着し、浮上したものを除去する為には、どのような大きさのバブルが有効で
あるかを調べている。

自然にやさしいものづくり

（水車の設計製作）

５３

環境に関する取組状況
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27.鈴鹿工業高専 ～ 地球環境の現状・理解・取組 ～

環境に関する教育目標

「環境」に関する教育・研究の取組例

自己と世界の関係を理解し地球規模で物事を眺めることができ，生産により生じる環境と社会への影

響を認識し責任を自覚できる技術者としての倫理観を身に付け，人類の生産活動によって生じた環境
の破壊や技術者のモラルの欠如によって生じた重大事故等の事例を通して，社会的責任を理解できる
技術者を育成する。

我が校が育む技術者

我々が日常生活あるいは産業活動を行うにあたって生ずる大気及び水系の環境汚染問題とその防止対策，廃

棄物処理，地球環境問題に関する知識を取得するとともに，環境保全の大切さを理解する。

・マイクロ波を利用した有機系廃棄物の有効利用

豆腐を製造する際に生産されるオカラは，大量に食品産業廃棄物として処理されて

いる。このオカラを環境にやさしいプラスチック材料に応用することができる。

研究の取組例

オカラから作製した プラスチック

・コロイド包括ゲル化反応を利用した新規廃液浄化プロセスに関する研究

・天然物由来凝集剤の開発 環境にやさしいオカラやオオバキボウシ等の天然物凝集剤

右側に天然物由来凝集剤が含まれている。凝集剤が入った方は懸濁物質(ﾊﾞｲｵﾎﾟﾘﾏｰ）が大きな塊状になり底

に沈む様子がわかる。

授業の達成目標等
・環境保全工学

地球科学概論で地球環境の現状について学び，環境問題に対する基本的な考え方および基礎知識を養う。そ

の後，環境問題の現状と対策技術について身近な具体例を挙げて学ぶことにより，実際の事業活動における環
境保全の重要性および必要な技術を習得する。

・資源工学

鉱物資源およびリサイクル資源について，それぞれの背景を理解し，これらに関する製錬・精製プロセッシング

および各プロセスにおける理論的原理・手法・応用例について系統的に理解し，資源工学に関する専門知識につ
いて学ぶ。

・環境科学論

地球温暖化や生物多様性保全をはじめとした環境問題の科学的メカニズムやそれが及ぼす社会的影響 につ
いて理解し，それに基づいて環境問題の解決策を考えることができる。

・材料環境科学
環境に有害な化学技術とその問題点，２１世紀を支える環境にやさしい化学技術とはどうあるべきか理解している。

・環境工学

静置直後 １分後 ５分後

・非水系コロイドの包括ゲル化処理（廃液処理技術）

・低品位リサイクル金属の高純度化技術の開発

Institute of National Colleges of Technology，Japan



28.舞鶴工業高専 ～ 地域環境問題に学生・教員一体で取り組む高専 ～

環境問題

電気 ＬＰガス 上下水道 ガソリン 灯油 Ａ重油

ＣＯ２排出量パレット

１７年度

１８年度

ボランティア清掃

舞鶴市が企画している「環
境美化里親制度」に登録

環境負荷の少ない
キャンパスづくり

地域との連携

校内クリーンキャンペーン

環境教育の
推進

水圏環境技術

水域浄化プラント船

天橋立舞鶴湾
環境研究

の推進

山林整備技術

舞鶴市
山林

木材チップ輸送法開発

環境に関する教育に対する考え方
・環境との調和を第一に配慮したものづくり教育
・地域環境問題の解決へ向けた学生・教員一体となった取り組み
・地域自治体・環境NPO法人と連携した環境活動

環境教育・研究の取組状況
・定期的な校内クリーンキャンペーン
・寮生会を中心とした地域ボランティア清掃
・特別教育活動及び工学基礎の授業時間を利用した地域環境状況の視察
・天橋立の阿蘇海及び舞鶴湾水域浄化のための研究及び地域協議
・舞鶴市を中心とした山林整備の推進
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29.明石工業高専 ～ 地球環境保全に対する「人材育成」及び「調和」 ～

昨今、地球温暖化、大気水質汚染などその深刻さから、地球環境に対する関心が高まっています。

あらゆる人が環境に配慮した行動を求められるなかで、本校の生徒のような若い世代の日頃からの環境への関心が、
これからの環境問題を左右すると言っても決して過言ではありません。

本校では、地球環境問題が、現在における 重要課題の一つであることを認識し、教育・研究をはじめとする諸活動を
通じ、地球環境保全に対し、積極的に取組、自然や社会との共生について配慮できる人材の育成に努めます。また、
地球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。

本校では、「環境マネジメントプログラム」を策定しており、18年度は省エネにより温室効果ガス(二酸化炭素)排出量が
前年比 3％減 を達成し、来年度もさらなる排出抑制を目指します。そして全校挙げてゴミの分別やリサイクルの推進

など環境に配慮した活動も行っています。また、教育・研究においても環境に係わるものが多く、環境問題の解決に努
めていきます。下記にその一部をご紹介致します。

河川、湖沼および海域の水環境を調査します。

１） 播磨地域に多数存在する農業用貯水池の水質汚濁の現状を把握および水質改善方法の
検討をします。

２） 河川の地形的な要因と水質と魚類の生息状況を調べることにより、魚類をはじめとする
生物に適した河川改修方法あるいは管理方法を検討します。

定期的に環境調査を実施します。現状の把握だけでなく水質汚濁の原因究明や魚がいなくなった
理由の解明を目指します。

地域に適した水質改善方法の提案、魚の棲める河川改修方法の提案をすることができるようになる。

水質の改善、生態系の保全・復元を目指します。

微生物の発熱を利用し電力を使わず、生ごみや落ち葉を高速に堆肥化する装置です。

下図に示す堆肥化装置は、断熱と通気を両方することで微生物の発熱で内部の温度を上げ、外気
との温度差で重力換気することで酸素を供給しています。一日約1.5kg生ごみを堆肥化します。

１．電力を使いません。

２．堆肥化が早い。

３．臭いが少ない。

４．ランニングコストがほとんどかからない。

家庭での生ごみ堆肥化、小学校での環境教育に
使用しています。

家庭、小学校、地域コミュニティーで
の生ごみ、落ち葉を堆肥化によるゴ
ミ削減。

非電化生ごみ・落ち葉堆肥化装置

水環境の調査

概要

内容

特徴

活用

目標

貯水池の水質汚濁（アオコの発生）魚類・水生昆虫の採取調査水質分析

都市システム工学科： 渡部 守義

建築学科： 平石 年弘

概要

内容

特徴

応用

目標

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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30.奈良工業高専 ～ 節電で守ろう地球と奈良高専 ～

５７

奈良高専では，「節電で守ろう 地球と奈良高専」を合い言葉
に次の取組を行っています。

「節電で守ろう 地球と奈良高専」をポスターとして（図１），学
校内に掲示することにより，学生並びに教職員や来校者に環境に対
する関心を高め，「地球にやさしい環境」を意識する“ひと”を育む

活動を行っている。

京都議定書に定める温室効果ガス削減目標６％の実現のため，本校
では予算の範囲内において，環境負荷の低いエネルギーへの変換を
行っており，特に，空調設備において，ＣＯ２排出量の多い電気エ
ネルギーから，天然ガス等のエネルギーを使用するＧＨＰに順次移
行しているところである。また，環境負荷の高い電気エネルギーを
如何にして，削減・抑制するかという課題に対して，毎月全職員に
電気使用量の比較表（図２）を公開し，電気使用を抑える取組を
行っている。また，その他にゴミの分別の徹底やリサイクルＰＰＣ
用紙の使用及び古紙のリサイクルに向けた回収等を行っており，今
後は環境マネイジメントシステム（ISO14001）取得に向けて取り

組みます。

環境に関する取組状況

本校の取組

環境教育活動

環境研究活動

奈良高専では，日常生活において「地球にやさしい環境」を意識する“ひと”を育

む活動として，地域住民と協力してクリーンキャンペーンや校内清掃を定期的に
行っている。

奈良高専では，環境を守る研究として社会貢献できるよう以下のような
研究を行っています。
・電気化学を利用した地球環境のための技術開発
・環境クリーニングとエネルギー交換のための電気化学的研究
・揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の除去・回収システムを確立し
環境を守る研究

・強磁界内循環活性汚泥法による有機廃水処理の効率向上と
余剰汚泥の低減化



31.和歌山工業高専 ～ 環境教育から社会貢献へ ～

和歌山高専では環境方針を策定し、環境マネジメント組織が一体となって、環境に
配慮した取組みを進めています。

環境に関する教育への取組み

自然環境に恵まれた和歌山県中南部に位置する本校は、地域社会の特色を生かしつつ、地球環境
に配慮した新技術の開発に貢献することにより、新たな課題に挑戦する。

こうした環境と地域連携を考慮した教育・研究活動が、国際社会へもアピールできるよう努力を重ねる。
（本校の教育理念から抜粋）

環境教育・研究の取組み状況

環境教育

環境に関連した科目を多数開設し、学生が環境に関する知識を豊富に持てるようカリキュラムを編成
しています。

本 科：環境と社会、エネルギー工学、環境･福祉工学、環境工学、環境計画学、環境地盤工学等

専攻科：環境化学工学、環境分析、環境アセスメント学、環境マネジメント、水圏工学、地域環境工学等

環境研究

エネルギーや水環境など環境に関連した研究を多数行っています。

・クリーンエネルギー有効利用による太陽電池の作成及び活用に関する研究

・水環境の改善に関する研究

・環境と人間の共生に関する研究

・梅廃液など食品関連廃水の再利用に関する研究

学生の環境福祉ボランティアサークル「アメーバ」が海岸清掃、森林の植林、間
伐や下草刈りなど環境保護活動を行っています。

平成18年度に行った活動の一部を紹介します。

今年度入学したばかりの1年生や留学生、教職員が学校裏の名田海岸に集まり、軍手に金バサミを持って作

業を開始した。

約1時間の清掃作業でビニール袋２０袋のゴミが集められ、海岸は見違えるようにきれいになっていった。集め

られたゴミの中には、空き缶やペットボトルに混じって、園芸用のプランタやフライパン、さらには家庭用扇風機
など様々なものも含まれていた。

参加した学生の一人は「作業が進むにつれて海岸が目に見えて綺麗になり、とてもやりがいがありました。」と
満足げに話していた。

ゴミの仕分け作業 集められたゴミ

学 生 に よ る 社 会 貢 献

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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５９

32.米子工業高専 ～ 山陰の自然をキャンパスとした体験型環境教育 ～

省エネルギー推進に関する取組状況

環境教育・研究の取組状況

本校では、本校の教育・研究活動が環境に調和し、環境負荷が極力小さいものとなるように、また、
環境保全を意識することができる人材を育成するために活動しています。

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

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

省エネ技術を盛り込んだ専攻科棟

校内各所に設置したゴミ分別コーナー

Ⅲ－環境教育への取り組み

(1) 清掃活動の実施・・・中海湖岸清掃活動

平成18年度に発足した「中海アダプトプログラム」へ第１期認定校

として参加し、本校に近い米子水鳥公園周辺の中海湖岸清掃活動を

実施中である。

(2) 授業における取り組み

Ａ） 物質工学科 「分析化学実験」 2006.9.12実施

物質工学科2年生を対象に、中海に船を出して、湖の様子を観察、

採取し、後日一般水質分析を行い中海の水質について理解を深めた。

Ｂ） 建築学科 「環境共生型ものづくりデザイン教育」 2005.5～実施

建築学科3年生を対象に、間伐を含む一連の林業体験の過程で得た

杉間伐材を使用したものづくり教育を産官学連携のもと実践中である。

Ｃ） 建築学科 「建築設計製図」 2006.10.27実施

建築学科4年生対象の建築設計「湖岸に立地する美術館」の授業の一環

として、米子水鳥公園指導員による特別講義を実施。ラムサール条約の概要

と意義、水鳥の生息地としての中海を維持・発展していくために水鳥公園が

工夫している点、水辺の建築計画をする際に自然環境保全の観点から留意

しなければならない点等について現地での説明と施設内での講義を受けた。

Ａ） 物質工学科

「中海水質調査」→

Ｂ） 建築学科

←「林業体験」

Ｃ） 建築学科

「水鳥公園指導員
による特別講義」→

中海アダプトプログラム

(3) 平成18年度「鳥取県環境立県協働促進事業」に採択

県が進める上記事業に採択され、環境問題に関する講演会３回、地域

のリサイクルプラザへの見学会、学校周辺の清掃活動を延べ20回行った。

←リサイクルプラザ

見学会の様子



33.松江工業高専 ～ ISO14001取得高専としての教育理念と実践 ～

『学んで創れるエンジニア』の育成
Our college aims to foster students with both the ability to learn and individual creativity

教養、技術の基礎、対話力を身に付け、自己を向上させようとする姿勢
To give students the desire to improve their expertise and communication skills, and widen their cultural 
perspectives.

ま
MA tsu e

さまざまな視点から対象を観察し、新たな形を創りあげようとする意欲
To give students a zest for creativity, making observations with a broad, sound and sensitive view.

つ
Ma TSU e

世界市民として、社会に貢献し環境を考え、技術の進化に挑戦する意志
To give students the motivation to advance technologies that will facilitate the natural environment, and to 
contribute to international society.

え
Ma tsu E

教育目標に込めた松江工業高等専門学校の「人づくり」への思い
The Principles of our Educational Objectives:

本校章のモチーフは、所在地島根県の県木「黒松」です。中心に置かれた
高専の文字から若芽が三方に伸びて、さらに大きく成長しようとする力強さを
表しています。また、三方に伸びた芽が、「人づくり」の「人」の字を形成し、人
としての成長だけでなく、人に役立つ人材の育成をも表しています。

本校では、健全な心身を保ち自己を常に向上させようとする「学び」の姿勢、
新たな形をいかなる困難にも負けず「創り」上げようとする意欲、そして技術の
進化や地域・国際社会、福祉、地球環境保全に貢献する意志、以上の3点を
兼ね備えた「エンジニア」の育成を目標として教育を行っています。

平成１８年度・文部科学省

「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP)」採択

高専間連携を活用した体験型環境教育

プログラムの特徴

学生の環境に関する意識を向上させ、実践的工学知識を賦与し、持続的な社会の発展に向けての創造的発想を育むエンジニアの

ための環境教育を実施しています。

●４高専が連携し、新たな環境教育方法の模索・構築・実践を行っています。

また、環境会議を開き情報交換するとともに成果を全高専へ発信しています。

●環境マネジメントシステム（ISO14001)を教育へ活かしています。

●体験型講座を充実させ、環境問題を常に意識できるエンジニアを育成しています。

環境教育の取組状況

教育理念・目標

環境教育の実践状況

冬季クリーンデー 植生浄化槽の設計及び製作

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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１．基本理念と具体的な取り組みの概要

津山高専の基本理念は，「地球環境悪化の深刻化の中で，組織として，それを形
成する個人として，環境保全へ貢献していくために，環境保全活動を教育・研究の
一貫として積極的に取り組み実践することで，学生及び教職員の意識向上を図り，
また環境負荷の低減に努めること」である。この理念の基に，環境保全技術に関
する教育，研究活動を行っている。

教育に関しては，７つの環境に関する科目と内容をシラバスに明示し，学生にその
意識を促している。さらに，全校教職員・学生による校内外一斉清を行い環境美化
のキャンペーン活動や，リサイクルに関する研究会等も行った。

研究に関しては，１８年度までに８件の研究論文を発表し，科学倫理及び工学技
術の面から環境問題への提案等を行ってきた。また，学生の研究活動としは，エコ
ランやソーラーカーなどの研究製作を行い，全国大会に参加し，さらにオープン
キャンパスや学園祭での展示やディスカッションなどを通し学外にも津山高専の省
エネ活動をアピールした。

２．学生による自主活動

平成１７年２月から始まった美化委員会主導による月１回の校
外清掃活動は，１８年度はその活動が運動局にも波及し，運動局
が月１回，美化委員会が月１回，合計月２回の校外清掃活動に発
展した。しかし，これまでの活動は毎回数人のメンバーで行ってお
り，大きな効果があったとはいえなかった。このことを反省し，１９年
度に入ってからは，美化委員会から特別活動の時間を利用した校
外清掃活動という提案があり，時間的に可能なクラスを使って，１
回４０数人の学生による地域清掃活動へと発展している。したがっ
て，現在は各月に４０数人によるものと運動局によるものの計２回
の清掃活動が行われており，近隣住民からのお礼の一報なども入
るようになってきた。学校周辺地域ではよく起こりがちな学生と近隣
住民との些細なトラブルがある中で，この活動が近隣住民との関係
に良い影響を与えている。

平成１９年度に入って学生による自主活動のもう一つの成果と
して，ペットボトルや空き缶のリサイクルのキャンペーンが上げられ
る。これは，写真のような学生製作のポスターを全てのゴミ箱の前
に張り，ペットボトルの洗浄とラベル，キャップとの分別，空き缶の
洗浄等を，飲料した学生それぞれが行ってゴミ箱に捨てることを呼
びかけたものである。これにより，学生及び職員レベル分別が毎日
50%達成されるようになり，ごみ収集場での清掃業者による分別労

働にも大きく影響を与えている。

津山高専環境取組事例

34.津山工業高専 ～ 学生による自主活動 ～
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35.広島商船高専 ～ 環境問題に意識を持った学生の育成 ～

「環境に関する教育」に対しての考え方

〇 環境問題及び環境保全技術に関する講義及び実習の実施，環境に配慮できる技術者を育成する。

〇 地域交流活動を含む環境プログラムを実施して，地域社会に貢献する。

「環境教育・研究の取組状況」

（１）環境をキーワードとした講義及び実習

「環境に関する講義及び実習」を行う教員は，「環境カリキュラム一覧」に登録を行い， 「広島商船高等専門

学校教育規程」及び「広島商船高等専門学校教育規程施行細則」に沿ってシラバスを作成，実施し，「環境カ

リキュラム・ＨＲ実施記録」で管理している。

（２）環境をテーマとした卒業研究

環境に関する卒業研究は，「卒業研究一覧」に登録され，「卒業研究実施記録」で管理している。

（３）環境に配慮したＨＲの運営

環境事務局において，ＬＨＲにおける環境教育の年間計画を立案し，教務委員会で作成する「特別教育活動」の

予定表に反映させ実施する。実施担当者は，「環境カリキュラム・ＨＲ実施記録」で管理している。

（４）環境教室の実施

近隣の一般市民を対象に，環境学習・出前授業及び公開講座等を実施する。実施にあたっては，学校全体でバ

ックアップし活動内容は，「環境活動実施記録」で管理している。

（５）教職員及び学生によるクリーン活動の実施

学生会が中心となって，全学生及び教職員に「学校及びその周辺のクリーン活動」への参加を呼びかけ，実施し

ている。活動結果は，「環境活動実施記録」で管理している。

（６）商船祭等の校内外における展示及び発表

各学科の環境に関する学習や，活動について商船祭の学科展示コーナーで学生が展示及び説明を行う。活動

結果は，「環境活動実施記録」で管理している。

自家製モデルを使って発電と環境を説明する学生 風力とソーラーによるハイブリッド発電

（７）地域と関連した地球温暖化問題対策等の取組み

地域の企業，自治体，ＮＰＯ法人と本校学生とが連携して，海岸清掃活動，参加型環境学習サロンの実施，アイド

リングストップ活動への参加等を行っている。活動結果は，「環境活動実施記録」で管理している。

海岸清掃活動 参加型環境学習サロン

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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36.呉工業高専 ～ 環境システムコースを持つ教育研究拠点 ～

電 気 情 報 工 学 科
資源の効率的な利用：
新エネルギー（太陽電池、
太陽光発電、熱電変換、燃
料電池、風力発電）の現状
についての講義

環 境 都 市 工 学 科

「環境システム」コースを設置：環境保全技術、バイオテクノロジーについて学ぶ

1) 目的：地球環境、地域環境に配慮しながら生活を豊かで快適にする技術や知

識を身につけ、さらに防災、環境保全の認識の向上を図る

2) 水圏環境への取組：河川の水温・有機汚濁・pH・DO等の測定・分析・検討・予

測について授業及び実験・実習

3) 地圏環境への取組：地盤含水比・赤外線温度・分光反射量・リモート

センシングデータ等の測定・分析・検討・予測について授業及び実験

・実習

環境への取組方針

機 械 工 学 科
環境に優しい潤滑油：

・合成油系生分解性潤滑油を使用し

た場合の歯車のスコーリング強さ

に関する研究

・植物油の耐スコーリング性能

水質自動モニタリング装置による
水質調査

建 築 学 科
環境アセスメント：
1) 環境汚染、環境破壊のメカニズムと実態の把握
2) 制御技術、環境保全方法

3) 技術者として環境保全に取り組む姿勢、技術者倫理の習得

環境に関する教育
の取組状況

牡蠣殻を再利用したポーラ

スコンクリート

電 気 情 報 工 学 科

産業廃棄物の有効利用：

・フライアッシュを用いた接地抵抗低減

剤の開発研究

○学生による適切な教室の冷暖房温度の設定及び節電
○地域の一斉清掃による環境美化運動

環境に関する学生の取組状況

建 築 学 科
生活環境：

・ライフスタイルと熱・音環境の研究

環 境 都 市 工 学 科

環境汚染対策、廃棄物有効利用、地球温暖化
防止：

・廃棄物 終処分場跡地の有効利用に関する研究

・牡蠣殻骨材を用いたポーラスコンクリートブロックに

関する研究

・高流動PFBC灰硬化体のフレッシュ性状およ

び硬化体性状に関する研究

環境に関する研究
の取組状況

「人類の福祉と平和に貢献する人材を育成する」という教育理念に基づき、環境問題に関する深い
理解と環境倫理観を重視した技術者教育を行うとともに環境保全・改善のための研究開発を推進する。
また、日常的エネルギー節減や地域環境問題解決のための地域協働計画に積極的に取り組む。



37.徳山工業高専 ～ 地域と密着した環境先進高専 ～

環境に関する取組状況

環境教育のための取組

【基本理念】

○本校においては、地球環境問
題が地球上に生きる私たち一人

一人にとって大変に重要な問題で
あると認識し、地球環境を保全・
改善するという観点から、学生・

教職員ともに、環境保全のための
努力を継続してゆきます。

○本校の教育・研究・課外活動を
はじめとするあらゆる活動におい
て、常に環境との調和と環境負荷
の低減を目指すことによって、一
人一人が広くは地球の狭くは地
域の一員であるという自覚を育て
てゆきます。

【基本理念】

○本校においては、地球環境問
題が地球上に生きる私たち一人

一人にとって大変に重要な問題で
あると認識し、地球環境を保全・
改善するという観点から、学生・

教職員ともに、環境保全のための
努力を継続してゆきます。

○本校の教育・研究・課外活動を
はじめとするあらゆる活動におい
て、常に環境との調和と環境負荷
の低減を目指すことによって、一
人一人が広くは地球の狭くは地
域の一員であるという自覚を育て
てゆきます。

５つの

基本方針

５つの

基本方針

Ⅰ．教育・研究活動から発生する地球環
境に対する負荷の低減と汚染を防止する。

徳山高専使用電力量
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電力量 Ｈ１７

電力量 Ｈ１８

今年も『ピーク電力カット大作戦！』節電のご協力を！
効率化に関するワーキング

夏季のピーク電力をカットし，電気基本料を軽減するた
め，下記の表の×とおり，午前（～12:30），午後（12:30
～）に分け，エアコンをはじめとした電気機器の使用を
控える日を部署毎に設定します。（期間：７月１０日～９
月３０日）
下記によりご協力願いますが、各種行事等が開催され
る場合や異常気温等（外気温３０度、不快指数78％以
上を目安）により、身体に変調を来すと思われる場合等
以外は、できる限りこの割り振りによる稼働に努めてい
ただくよう、よろしくお願いいたします。なお、稼働可能
日においても、契約電力を超過しそうな場合は、一定時
間の稼働停止をお願いすることがあります。
（冷房設定温度２８度）

Ｈ１８．１０．徳山工業高等専門学校環境マネジメント組織の結成
Ｈ１８．１０．徳山工業高等専門学校環境マネジメント組織の結成

Ⅱ．地域の環境や環境の保全・維持管理
向上のための教育・研究活動を展開し、
地域社会との連携により環境保全に貢献
できる人材の育成を目指す。

Ⅲ．環境目的・目標を設定し、教職員・学
生が協力して目的・目標の達成に努める。

Ⅳ．本校の活動に係わる環境に関する法
規、条例、協定及び自主規制の要求事項
を遵守する。

Ⅴ．環境目的・目標は定期的に見直しを
行い、継続的な改善に努める。

Ⅵ．この環境方針は全ての本校関係者に
周知するとともに、本校のホームページ等
を用いて広く公表する。

環境教育

○地球環境問題の現状について

○地球環境問題への取組・解決方法についての専門的知識の習得について

○地球環境問題への取組・解決方法についての実践力の習得について

大きく分けて上記の３項目を基本に３学科５科目の講義を実施している。

環境教育

○地球環境問題の現状について

○地球環境問題への取組・解決方法についての専門的知識の習得について

○地球環境問題への取組・解決方法についての実践力の習得について

大きく分けて上記の３項目を基本に３学科５科目の講義を実施している。

その他

Ｈ１６年より効
率化に関する
ＷＧにて電力
カット運動を実
施し、契約電力
約100kw減を

実現した。

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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38.宇部工業高専 ～ 環境教育・研究の推進と環境負荷の低減 ～
 

宇部工業高等専門学校の環境に配慮した取組状況について 

１．基本方針 

従来の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会は、豊かで利便性の高い社会生活を可能に

したが、その一方で、地球環境に様々な悪影響を与え、大きな社会問題となっている。 

 本校では、持続可能な社会の構築、循環社会の形成、環境負荷の低減等へ貢献するため、

環境マネジメントシステムを構築し、環境に与える影響を継続的に改善することを図ってい

る。また、「“もの”づくりを得意とする技術者の養成」を本校の学習・教育目標に定める

とともに、環境問題に配慮できる技術者の養成を行っている。 

 

２．環境マネジメントシステム 

 環境マネジメント委員会を設置し、環境方針とガイドラインの策定、環境教育・研究の推

進、環境負荷低減に向けた目標の設定とその具体的方策、環境報告書作成等を行っている。

 

３．環境教育・研究の推進 

 本科においては、環境工学の他、保健体育、現代社会、熱力学、化学工学等を、専攻科で

は環境と社会、技術者倫理、環境化学、環境機能工学、環境制御工学等の環境関連科目をそ

れぞれ設け、地球環境の現状、環境問題に対する社会の取組、環境改善技術、技術者として

のあり方等に関する教育を行っている。 

 環境関連に関わる研究においては、廃棄物の資源化・リサイクル技術（写真１）、水環境

改善技術、生活・産業排水処理技術の開発を地域企業と共同で開発するとともに、その成果

を地域の行政（環境対策関連委員会委員等）・民間企業（環境関連技術指導）における環境

保全対策のために活用している。 

 

４．環境負荷低減における目標の設定と具体的方策 

 本校では、環境負荷低減のため、省エネ・省資源およびゴミ排出低減等について、行動計

画を定め、次のような具体的な方策を実施している。 

電気、ガス、燃料等の使用量の節約、資源の有効活用、廃棄物の減量のため、省エネパト

ロール隊員が校内を不定期に省エネパトロール（写真２）を実施し，不要な照明・冷暖房機

器のスイッチを切る等、意識改革を含めた省エネ活動を行っています。 

 また、電子メールを利用した諸連絡，諸会議資料の両面印刷等に努め，紙の使用量を減ら

す努力も行い、廃棄物の減量について、再利用可能な機器については学内リサイクルに積極

的に努めています。 

 

写真１.有機性廃棄物のエネルギー・資源回

収型プラントの開発 

  写真２．省エネパトロールの様子 
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39.大島商船高専 ～ 地域環境・海洋環境との調和、改善保持に努める高専 ～

環境に配慮した取組状況

〈環境関連科目授業〉

・エネルギ－管理工学

・燃焼工学・環境科学外

〈ゴミの分別・桜植樹〉

産業廃棄物（おから）
の再利用研究

学生

2.研究

教員 山口大学

・ソ－ラボ－トを作ろう

・海と環境について（小、中学校・ 大島丸）

3.公開講座

出前授業
取組事項

夏季・冬季の一斉休業

空室時の消灯

空調の温度厳守

光熱水料実績ＨＰ掲載

光熱水料節減推進ＨＰ掲載

グリ－ン購入推進

不要物品の再利用

ク－ルビズ

ウォ－ムビズ

ゴミの分別

清掃ボランティア

職員

寮生

地域

小、中学校

4.取組

1.校内美化

自然環境の改善保持

2.高付加価値栄養分の生成

クリ－ンエネルギ－の利用

大気環境保全

3.環境を守るための

体験

4.ＣＯ2排出量削減

業務運営の効率化

成果

太陽光と熱の利用シ
ステム

舶用ディ－ゼルエンジ
ンの大気環境保全に関
する研究等

1.教育

民間

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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40.阿南工業高専 ～ 地球環境との共生を柱とした教育・研究の推進 ～

環境に関する教育

環境教育・研究の推進

地球環境に対する負荷の低減

地域社会との連携

【校外清掃の実施】

○ 北の脇クリーン作戦

平成１８年６月２４日（土）に阿南高専明正寮１・２年生，指導寮生及び寮関

係教職員約２５０名は，「学寮北の脇クリーン作戦」と銘打って瀬戸内・海の路
ネットワーク推進協議会に事業の一環「リフレッシュ瀬戸内」に参加しました。

【地元中学生との連携教育 】

○ 中学校連携教育

平成１８年６月に地元中学生との連携教育として，中学校２年生２２０人を対

象に出前授業「校区の希少種シオマネキを題材にした自然環境教育」を実施
し，自然環境保全の重要性などの講義等を実施しました。

【環境教育】

○ 環境教育として，平成１８年度は９科目（環境工学｛環境・資源・エ

ネルギー問題に関して，これらの相互関連を考察させ，技術と社会シ
ステムの将来方向を予測させる習慣を持たせる。同時に環境保全に
ついて学習し，環境創造への可能性に夢を持たせることを目的とす
る。｝・環境生物学・水工学・環境工学１・２・環境実験・景観工学・環境
政策論・環境工学特論）の環境関連科目により，環境問題についての
学習を実施しています。

【環境研究】

○ 環境研究として，平成１８年度に１６件の研究発表を行っています。

（１０件の学会での口頭発表｛産業廃棄物のみからなるコンクリート用
補強材に関する検討など｝，３件の学会でのポスター発表，３件の論
文発表）

【省エネ活動】

○ 毎月行われる運営委員会において，毎月の光熱水量を検証し，省エ
ネ活動を推進しています。

○ 空調運転期間及び室内温度を設定し，夏季及び冬季に全教職員に
メールを行い，徹底しています。

○ 事務職員による節減対策会において，放課後の教室巡視を行い，節
電に努めています。

○ 寄宿舎地区において，給水装置の減圧を実施し，一定の効果が現
れたため，１９年度は校舎地区も実施し，さらなる節水に努めています。 0
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平成１８年度実績

環境関連研究者数
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受託研究

9名

１件

１件

【環境に関する教育について】

本校では，地球環境問題が現在における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，地球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。そのため，本校の学習・教育目標の一つとして，「国際人として教養を身に付
け，人間社会や自然環境に対して責任感及び倫理観をもつ技術者を養成する」ことを目標に揚げ，より積極
的な教育・研究を展開しております。

（参考）

学寮北の脇クリーン作戦



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　本校の環境方針のなかに、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、地球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、
　　と定められている。このことから、本校では学習・教育目標の一つとして、「広い視野と技術者
    としての倫理観」を掲げ、科学技術が社会や自然環境に及ぼす影響までも考える高度な倫理観を
　　兼ね備えた新しいエンジニアを育成することを目指している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．全学的な取組
　　　本校では、平成17年度に策定された「高松工業高等
　　専門学校の環境方針」に基づき、毎年度当初に環境目
　　的、目標が設定され、教職員及び学生が協力してこれ
　　らの達成に努めている。
　　　具体的には、環境教育の推進を目的とした環境意識
　　向上のための構内一斉清掃の実施や、環境研究の推進
　　を目的とした共同研究等を実施している。

２．各学科等における取組
　(1) 建設環境工学科

　学外清掃活動の実施（香東川の清掃）

　(2) 機械工学科 　さぬきうどん製造時の排水浄化研究

　　　卒業研究として以下のような研究に取組んでいる。
　・木質バイオマス燃料の有効利用に関する研究
　・バイオマスディーゼルの製造と特性に関する研究
　・ソーラーカーの研究
　・エコカーの設計製作(1000ｋｍ/ﾘｯﾄﾙの低燃費)

　(3) 電気情報工学科
　・平成17年度よりエネルギー環境工学の科目を設けてい
　　る。（環境問題を適時様々な分野の資料を題材とし、　
　　グループ学習を前提とした輪講形式で、互いに議論し
　　あいながら問題を提起し、考え方や解決方法について
　　検討を行う。）
　　
　(4) 一般教育科目
　・４年文学の授業で、環境問題解決のために科学者が何 　　　　エコカーの設計製作

    をすべきかを論じた村上陽一郎の「新しい科学者像へ
    の胎動」を取り入れている。

  ・建設構造物が環境、自然に与える影響を自らが考える
    ことができる技術者の育成を目指し、リサイクルと環
    境浄化に重点を置いている。具体的には、地域環境問
    題、建設構造物の計画立案に対して必要な環境アセス
    メント、廃棄コンクリートからの再生骨材製造等のリ
    サイクル、上下水道の環境浄化等である。
　・4年次の創成工学や5年次における実験実習にて、河川
　　水質調査やバイオマスエネルギー回収等、講義の内容
    を体得するシステムを採用している。
　・研究の取組は、リサイクル材の構造材料としての適用
　　性、再生骨材の製造法の開発と適応性、廃水(例えば、
　　さぬきうどん製造時の排水浄化研究など地域に密着し
　　たものも含む)・廃棄物の浄化とバイオマスエネルギ
　　ー回収技術の開発などを精力的に行っている。

２．環境教育・研究の取組状況

    １．「環境に関する教育」に対しての本校の考え方

41.高松工業高専 ～ 構成員一人一人が考え行動する環境問題への取組 ～

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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42.詫間電波高専 ～ 「誰でも出来る」ゼロコストの省エネ運動を実践！ ～

環境に関する取組状況

環境教育・研究活動等

詫間電波高専

教育目的

自然の法則をよく知り、自然との調和を図り、
人類の福祉に寄与できる技術者を育成する。

広い視野を持ち、技術の発展に対応でき、社会にとって
有益なシステムを構築できる技術者を育成する。

健全な心身を持ち、チャレンジ精神に富んだ、国際的に
活躍できる技術者を育成する。

科学万能主義に陥ることなく、常に自然を手本とし、自然を破壊しないように、自然を大切にするこ
と！！

講義による環境問題についての知識習得

特別活動（ホームルーム）において、節電節水対策についての話し合いと実施

特別活動（ホームルーム）において、ごみの分別収集やごみを出さないことについての話し合いと実施

校内美化運動などでの作業を通して、環境問題に対する意識の向上

工学実験やセミナー、卒業研究の場で、教員からの感化

教育目的達成のための取り組み

■教職員・学生の自主的環境改善活動

本校では、平成18年度に四国地区高専の連携・交流事業として「特別講義」を弓削商船高専において、「地球環境保全につい
て」 -海の環境と地球温暖化-と題して、「豊島問題が示したこと」について講義を行い、約４０名の学生が受講し、内容について深
い 関心を集め、受講生の地球環境に関する意欲をかきたてることができた。

準学士課程では「環境と人間」，専攻科では「技術者倫理」「エネルギー変換論」を開講し，CO2排出の削減とクリーンなエネル
ギー について講義している。また，４年のセミナーでは，環境に配慮した資源の有効利用，科学万能主義であってはならないこと，
生き とし生けるものに配慮すること，自然を大切にすることなど環境問題について，教員が学生と対話する形で教育を行っている。

また、環境に関する授業「環境と人間」を，専門選択科目として、１９年度は下記のとおり実施を予定。

「環境と人間」：地球環境問題の現状，原因，影響，対策，とくに地球温暖化，オゾン層破壊，酸性雨のメカニズムについて理解を
深める。また，国内における大気汚染，水質汚染，土壌汚染の現状，発生メカニズム，影響，対応策について学び，さまざまな化
学物質による環境汚染問題を理解する。成長の持続と環境の保全との綱引きのなかで，科学技術がもつ可能性と限界を理解し，
人間と環境との相互作用についてよく考え，良識ある環境評価ができるようにする。

これらの基礎知識の上に、更に専門教育を学ぶことにより、持続的発展可能な社会の構築に貢献できる創造性豊かな人材の
育成を行う。

■環境に関する授業科目等

■環境負荷の少ないキャンパス作り

■エネルギー使用量（電気・ガス・Ａ重油）の大幅低減を実
現！
○電気使用量 － １．５％
○ガス使用量 －１７．４％

○重油の使用量 －２０．７％

○冷暖房開始前に省エネに関する注意喚起メールを全職員に
送信するなど、ＰＲ活動を励行

○運転期間・運転温度の徹底厳守

○不使用時の消灯等、節電取り組み

【環境に関する教育についての本校の考え方】

環境教育推進の
一環として構内一
斉清掃を学生・教
職員により実施、
各人がゴミの現状
を知り、環境に対
する問題意識を
高める活動として
今後も実施してい
きます。

【構内の一斉清掃状況】
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43.新居浜工業高専 ～ 知恵・行動力・信頼～実践的な環境教育 ～

宇宙から見た地球環境とは何か
人類と生態系との関係
公害の発生，エネルギー問題

環境政策 ｅｔｃ．

授業科目

環 境 と 人 間
５学年全員共通科目

機械工学科
電気情報工学科
電子制御工学科
生物応用化学科
環境材料工学科

数理科
一般教養科

専攻科

打ち水大作戦（毎年７月実施）
日本の文化「打ち水」を通じて，構内道路に一斉散水し，
気化熱作用や風を起こし校内温度を２℃下げよう！
というイベント （ものより思い出）

池の太陽光噴水
と浄化システム

環境保全委員会
学生環境委員会

出前サイエンス講座

学校環境美化宣言

地球環境問題，地球環境保全への貢献のために
教育研究を積極的に展開し，地球環境との共生を
柱とした環境との調和と環境負荷の低減に努める新居浜工業高等専門学校

環境方針を策定
ＨＰで公表 環境教育・研究体制の確立，学生へのメッセージ

高度技術教育研究センター
地域団体・企業との環境関連共同研究等

全学科の
教員が

授業担当

高度な環境研究

◆生分解性ポリマー，高分子加工
◆脱硝制御装置
◆環境に優しいセンサ素子
◆水質浄化微生物 ｅｔｃ．

環境教育・研究の取組状況

実践的な環境教育
体験型環境教育，目で見る環境教育
身近な環境教育，地域発信・地域貢献

学生・教職員の自発的な環境活動
◆定期的な構内除草・清掃
◆ごみ分別の徹底とリサイクル促進
◆ノーエアコンデーの制定等全学的な

省エネ活動 ｅｔｃ．

地元の小・中学校からの依頼に
より本校教員・学生が出向き授業
を行います。

本年度実施講座
環境に優しいエネルギーについて
地球温暖化実験
おもしろエネルギー実験
身近にできる省エネについて

◆機械工学科教員が率先して イ
ベント進行に汗を流しています。

◆学生・教職員がペットボトル類を
持ち寄り雨水を溜めます。使用
後のペットボトルは市内のクリス
マスイベントに再利用されます。

◆今年は新居浜夏祭りにも参加し
て打ち水大作戦を決行します。

◆機械工学科教員他有志の学生・教員が
手作りしました。

◆学校を訪ねる人がよく珍しそうに見てい
ます。池を泳ぐ鯉も気持ちよさそうです。

連携

環境に関する教育

学科の枠にとらわれない環境教育

学科の枠を超え融合した環境教育

環境問題を考えたクリーンエネルギー
再生可能エネルギー
生分解性ポリマーの合成や分解
リサイクル技術の取組
環境負荷軽減材料の創出 ｅｔｃ．

◆電子制御工学科の学生と教
員が開発中の音波式温度測
定システムで気温測定中。

◆測定温度はー１℃でしたが，
体感的には効果抜群でした。

◆今年は水のかけっこでビショ
濡れになった学生もいました。

Institute of National Colleges of Technology，Japan



44.弓削商船高専 ～ 環境の新世紀 環境教育を推進する高専 ～

弓削商船高等専門学校は，豊かな自然環境に囲まれていることを認識し，環境方
針を定め，環境目的・目標の定期的な見直しと継続的な環境改善と向上を図っていま
す。その中で，下記のような環境教育・研究に取り組んでいます。

「環境に関する教育」

地球環境に関する教育の推進を図り，環境関連項目を取り扱った教育を展開しています。

準学士課程関連科目

１年 「保健」：公害の種類と被害を知る（大気汚染，水質汚濁，土壌汚染など健康被害），「政治経済」：京都議定

書，「情報処理１」：課題学習（地域の自然と環境を題材にした創造性教育）

２年 「化学」：クリーンエネルギー・燃料電池について，地球温暖化の原因について，

３年 「船舶安全工学１」：環境汚染防止，「海事法規２」：海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

４年 「海事法規３」：海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律，MARPOL条約， 「水力機械学」：汚水処理

装置，油分離装置，「潤滑工学」：低質油の処理と海洋汚染，「計測工学」：環境計測技術

５年 「生物概論」：

環境ホルモンと生態系(身の回りの環境と生物），「海上交通法２」：海洋環境の保護と保全，「海洋環境論」：

海洋汚染問題，船内廃棄物と船外排出基準，地球環境に関わる海のメカニズム，「校内練習船実習」：海洋

環境汚染防止，「特別講義４」：地球温暖化問題，オゾン層の破壊問題，砂漠化，森林の疲弊，「環境工学」：

環境の現状，環境に関する法律，環境の歴史，環境問題の現状，対策技術，環境マネジメント

専攻科課程関連科目

１年 「環境化学概論」：地球環境，気候変動，人為汚染と環境問題の概論，地球温暖化，オゾン層破壊，酸性

雨 ，弓削周囲の水質分析（実験），微生物検査（実験），「環境マネジメントシステム」：環境の現状，環境に

関わる条約・法律，環境問題の歴史，「エネルギー変換学」：大気汚染物質の生成とその抑制，「海洋環境

法規」：環境法の成立，基礎，国際環境法，海洋環境，環境保全と費用負担，環境行政，「物理学特論」：環

境放射線測定

特別講義の実施（第３回四国地区高専連携交流事業）

「地球環境保全について」－海の環境と地球温暖化－：学校の枠を超えた学生の交流活動事業として，四国地区
６高専の４年生，５年生及び専攻科生計３８名参加して，本校を会場にし，練習船弓削丸を活用して実施した。各高
専の講師が環境に関連した講義を行い，練習船弓削丸では船舶で行われている省エネルギー対策や海洋汚染防
止対策を体験した。

「環境教育・研究の取組状況」

地球環境に関する研究の推進を図り，環境関連項目を取り扱った研究を実施しています。

環境に関する研究成果

①灘・海峡システムの環境に及ぼす影響，②FRP廃船の低環境負荷処理システムの開発

③燧灘の物質環境に関する研究，④再利用可能吸水ゲルシート

⑤ソーラーボートに関する研究，⑥水・エマルジョン燃料の蒸発，燃焼に関する研究

⑦海洋環境分野におけるＧＩＳ利用，⑧微生物による廃棄物からの水素生産に関する研究

「卒業研究」及び「特別研究」（商船学科）：地球温暖化の研究，弓削商船高専のエネルギー収支，燧灘の底部冷

水の起源について，プロペラの表面汚損防止に関する実験的研究，（電子機械工学科）：グリーンコンポジットの

製作及び強度評価，弓削周辺海域の沿岸工事による水深変化の調査研究，（情報工学科）：自然浄化材を用い

た学寮泉水の水浄化，四国周辺におけるイボニシの環境ホルモン影響調査，ムラサキイガイの生息分布調査，

因島における巨木調査，小型自立無人ソーラーボートの製作，弓削商船高等専門学校の省エネルギーに関す

る研究，Webによる授業評価システムの構築と運用（ペーパーレス化）

７１



45.高知工業高専 ～ 動き出した環境取組！目指せ環境先進高専 ～

本校では、従来より環境に関する教育と研究に取り組んでおりましたが、システムとしての
取り組みが十分ではありませんでした。そこで、平成18年度に環境マネジメント室を設置し、
学校全体として組織的に取り組むことにしました。平成18年度早々に、「環境マネジメントシ
ステム運用体制」として、校長をトップマネジメントに、環境マネジメント室長を環境管理責
任者として、各学科主任等を各部門環境責任者として定め、学校全体としての組織を確立しま
した。それと同時に、「環境マネジメント委員会規則」を制定して、それぞれの役割を明確に
しました。引き続き、「環境宣言（校長宣言）」、「環境方針」、「平成18年度環境目的・目
標及び実施計画」を策定・公開し、学校全体としての取り組み体制が整いました。

本校の教職員および学生は、環境宣言でも謳っているとおり、地球および地域環境に配慮し
た教育研究を進めると共に、教育研究を通じて地域ならびに世界の環境保全推進に貢献できる
よう、環境問題に取り組んでいます。

○平成18年度環境目的・目標及び実施計画

「環境に対する教育・研究の推進」、「環境負荷低減のためのキャンパスづくり」、「学
生の活動」、「地域との連携」を柱に行動計画を策定しました。

○環境に関する講演会の開催

教職員の環境問題に対する意識の向上を目的に、平成18年6月に高知東工業高等学校の土方
聖志教諭による講演会を、教職員を対象に開催しました。高知東工業高等学校は、本校と同
じ市内にあり環境保全についてユニークな取り組みをしているばかりでなく、平成18年2月に
はISO14001 (2004年度版)を認定取得しています。

○学生による清掃活動の実施

南国市一斉ボランティア清掃活動に、寮生が中心となって参加しました。また校内の清掃
活動を特別活動の授業の中で実施しました。

○環境関連授業の実施

環境関連授業科目が13科目です。環境に関する授業科目は、今後増やしていく予定です。

○環境に関する研究

環境関連研究題目での研究発表は、38件（口頭発表35件、論文発表3件）でした。

環境教育・研究に関する取組状況

○エネルギー消費実態の把握

省エネルギーに対する意識の向上を図るため、本校のエネルギー消費状況データ（電気、
ガス、水等）を建物別に把握できるように改善しました。

○空調運転状況の監視

環境管理責任者が、授業中の教室を巡回し、空調機の設定温度が適正かなどのチェックを
行い、適正でない場合には指導等を行いました。

地球温暖化防止のための取組

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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46.久留米工業高専 ～ 環境に配慮した技術者教育を目指して ～

科学と技術の発展は、自然界から人間の都合によい物質をつくり出し、あるいは自然界に働きかけて、我々の
安全で快適な生活を可能にしてきた。しかし、その代償として予想し得なかった人類の生存を脅かす問題ももたら
している。自然環境は、身近な地域においても我々の福祉や生活に直結しているばかりでなく、地球的規模で人
類の生存にも関わっているのである。

実践的・創造的技術者の育成を目的とする本校では、環境に関する教育について第一に必要なことは、科学と
技術に関する確かな基礎学力を身につけ、高い倫理観をもった人材の育成である。これをベースに、自然環境の
中に人間が如何に調和していくのかという大きな課題について、各専門分野における技術の果たす役割を環境ば
かりでなく資源、エネルギーも含めて考え、工夫できる人材を育成したいと考えている。

環境教育・研究の取組状況

本校では、一般科目の中に人文社会科学、自然科学、数学をバランスよく配置し、まず基礎教育を通じて、環境
について考えることが可能な素養を身につけることに務めている。専門教育においては、各学科に対応した五つ
のJABEE技術者教育プログラムをもっており、いずれも環境に関する学習教育目標として、技術者倫理あるいは

自然環境への配慮が盛り込まれている。具体的には、「工業倫理」ばかりでなく、各学科に応じた専門科目を配置
し、それぞれ工夫した授業が実施されている。例えば、機械工学科では｢環境デザイン論｣において、都市環境に
関する事例や調査を学生自身が行うPBL教育が実施されている。また、材料工学科では｢環境工学｣において、筑

後川の水質調査、ゴミ処理場の見学を取り入れ、学生がグループで報告書をまとめている。

専攻科においては、必修科目として｢環境倫理学｣及び｢地球環境と現代生物学｣の２科目を課して、学生が広い
視野から環境に関する見識を高めることを目指している。

本校では、電力使用量を削減することがCO2ガス等の温室効果ガス排出の低減につながると考え、平成17年12
月より空調機器のデマンド制御を行っている。この方法は室外機毎に30分をデマンド単位とし、削減量を設定する
ことによって遠隔操作により電力管理を行うもので、あらかじめ設定した目標電力値を超過しないように空調機器
のデマンドコントロールによって消費電力の削減を図っている。

このデマンド制御の導入により、平成18年度夏季（７月～９月）の電力使用量は前年度比7.5％、年間を通しても
5.6％の電力使用量が削減でき、結果として温室効果ガス排出の低減につながった。

導入初年度の平成18年度は、削減目標値の設定に試行錯誤したが、電力管理システムはリアルタイムの使用
電力も把握できることから、平成19年度は部屋の面積、部屋の使用目的等を考慮して、削減目標値を見直し、な
お一層の電力使用量の、しいては温室効果ガス排出の低減に取り組んでいる。

環境に配慮した取組状況

環境に関する教育

また、本科の卒業研究、専攻科の特別研究では地域企業
との共同研究や低燃費を競う大会への出場も含め、環境に
関する様々なテーマが設定され、教員、学生が一体となって
研究に取り組んでいる。テーマの事例を下記に示す。

■太陽熱及び風力を利用した海水淡水化技術の開発

■低燃費カーの設計･製作（右図）

■氷蓄熱システムの開発

■加圧熱水による廃ゴムのリサイクル技術の開発

■重金属耐性コケによる環境再生への試み

■建築廃材を利用した屋上緑化のための土壌開発

■熱電素子の開発

■吸着剤を用いた地下水中のひ素の除去

三次元CADによるマシーンの設計

製作したマシーン
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47.有明工業高専 ～ 環境問題研究開発プロジェクトＡ・Ｂ・Ｃ ～

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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有明高専

Ａ：Ariake 有明海再生プロジェクト
有明海の環境問題はノリの不作だけでなく，貝類等の漁獲高激減も重大な問題であ

る。これを解決すべく，2004年から産官民学が共同でマイクロバブル（微少泡）発生技
術を用い，海底用マイクロバブル発生装置の開発・実用化に着手した。これを用いるこ
とで、有明海の主要漁業資源であるタイラギの活性化と養殖への応用、海底ヘドロの
浄化作用、海底生物・水産資源の再生が期待させている。
その成果として、１カ月後タイラギの成長の様子を比較したところ、マイクロバブルを与
えたものが貝柱も大きく身も引き締まり、従来のものより良質のものが得られた（写真
１）。

Ｂ：Bamboo 竹材活用研究プロジェクト
大牟田市周辺の山林で、里山保全を行う竹山整備の地域ボランティア活動を行って

いる。伐採された竹材をリサイクルするために、民間企業と共同研究を行っており、竹
材を代替え燃料として使用する燃料コスト削減、竹チップ（写真２）による水浄化に用い
リンを除去回収することが成果としてでてきている。また、回収したリンは栄養豊富であ
るため肥料として再利用ができる。つまり、整備→浄化→肥料と貴重な資源の有効活
用ができる。さらに、竹自体を使用した建造物があり、竹を骨材に用いた軽量コンクー
トなどがある。

Ｃ：China 中国大同市における土壌改良研究
大牟田市は大同市と友好都市締結２５周年に伴い、土壌改良に伴う共同研究を行っ

ている。畑に散水する際に地下水を用いるが、この地下水が原因で土壌がアルカリ性
になっており調査確認済みである（写真３）。また、同市には火力発電所があり大量の
脱硫石膏（燃えかす）が排出されており、処理方法について苦慮している。この脱硫石
膏をアルカリ性土壌に混ぜることにより、食糧生産が可能な土壌になることが判明した。
これが実用化できれば、工場廃棄物の処理およびアルカリ土壌の改善、食糧生産と一
石三鳥効果が期待できる。

環境教育・研究の取り組み

写真 1 写真 ２ 写真 ３
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48.北九州工業高専 ～ みんなで取り組もう環境問題 ～

環境に関する取組状況

本校では、平成１８年度に環境方針を定め、教職員及び学生が一体となり、より良い「教育環境・職場環境・地域
環境づくり」に配慮した積極的な啓発活動を進めていくことを基本理念とし、様々な環境問題の克服に取り組んでおり
ます。

環境教育と研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【環境教育・研究に対する（学科・教科等）の取組状況】

・環境に関する専門教科、例えば熱機関工学（本科）や燃焼工学（専攻科）では熱機関からの排出ガス特性、原子力
発電における放射能もれや廃棄物処理問題を、機械工作法（実習）では切削油や廃油の処理などを通して、環境
に関する意識付けとその重要性を教授している。

・自然エネルギー利用技術に関して「風力発電システム」「人力発電システム」及び「太陽電池」についての研究。

・環境改善技術の開発に関係する研究（水・空気の浄化、クリーンエネルギーの利用）をテーマとする、卒業研究及
び特別研究の実施。

・地球温暖化防止に関与する、非枯渇エネルギーである太陽エネルギーを利用する「太陽電池」に関する研究テーマ、
環境浄化に関して「光触媒」に関するテーマ、「バイオマス」に関するテーマの研究。

・環境保護が何故「問題」として取り上げられるようになったのか、という歴史的経緯と、その背景にある思想や価値
観の検討を授業で行っている。

これらの環境に関する研究・教育は一例であり、環境問題や環境改善技術の開発等の研究テーマにて、卒業研究
及び特別研究を実施したり、講義・実験・実習を通して、歴史・文化・社会に関する教養と頑健な心身をもち技術の社
会・環境との関わりを考えることのできる技術者の育成を目指しています。

省エネ対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【大規模改修工事に伴う省エネ対策】
平成１８年度に３号館の改修工事を実施しました。

その際、狭隘解消・耐震性の向上を図るとともに、以下のとおり省エネについても対策を行いました。

・断熱材吹き付け、複層ガラスの採用による冷暖房費の削減。

・実験室等の照明制御の採用、人感センサー式照明の採用による節電。

・個別空調（マルチ式ガスヒーポン）の採用及び集中管理コントローラーの設置により各室の設定温度等の運転管理
を行い、ガス消費量の節減及び節電。

【教職員への周知】
暖房、冷房時期に温度管理、運転管理の周知を行い、省エネ対策を行っています。

また、空調を使用しない曜日を決め励行するとともに、デマンド監視により空調機の使用を止めるなどの省エネ対

策を行っています。毎月の電気使用量グラフを学内ネットワークで公表し、節電に対する啓蒙を図っています。

【学生への周知】
寮内における寮生に対する節水・節電の指導を図っています。風呂の水の節水、寮生の見回りによる照明の消灯等。

その他の取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【リサイクルの取組】
古紙のリサイクル、トナーカートリッジの再利用、グリーン購入製品の購入を積極的に推進しています。

【ゴミの分別収集】
教職員、学生にゴミの分別収集を徹底するため、分別方法の区分け表を作成して、わかりやすいものにしました。

【清掃活動】
毎週水曜日に教職員、学生による清掃活動（除草作業・ゴミの収集等）を行っており、校内の美化推進と学生の環境
に対する意識の向上を図っています。

【高専祭でのごみ問題について】
高専祭では例年大量のごみが発生していました。平成１８年度にこの問題を解決するために、

ａ）バザーで用いる紙コップなどの食器類を同じ大きさに統一。

b)木材、発泡スチロールなどの使用を届出制とし使用量を管理。 という方針をもとにごみの減量に望みました。
この活動は、学生会が組織した“生活委員会”を中心に行われました。計画段階から購入する容器の選別や購入、
高専祭当日のゴミの分別の指導巡回、そして回収と学生自らが行うことによりごみの激減の達成とともに、環境問題
に対する意識、責任感を感じてもらえたと思います。
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49.佐世保工業高専 ～ みんなで取り組む環境対策 ～

電気・ガス使用量の学内公表

清掃活動の実施

環境に関する講演会の開催

佐世保高専の環境への取り組みについて
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。

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。

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。

【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）

【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）

【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。

【19.5.19 寮生が清掃活動（HPより抜粋）】

本校学生寮「西雲寮」の全寮生により、寮内と学
校周辺の清掃を行いました。寮生による清掃活動
は毎年の恒例行事ですが、今年は寮内だけではな
く、寮から学校までの通学路の清掃も行いました。
２時間の清掃で、トラック３台分の雑草やゴミを取り、
寮の内外がとてもきれいな環境となりました。

快適度指数計の設置

【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）

Institute of National Colleges of Technology，Japan



50.熊本電波高専 ～ 青き菊池野の地と共生した環境先進高専 ～

校長（トップマネジメント） 校長

環 境 管 理 責 任 者 総務主事

省エネ部門環境管理責任者 総務課長

ゴミ減量部門環境管理責任者 学生主事

一般科目部門環境管理責任者 一般科目長

情報通信工科学環境管理責任者 学科長

電子工学科環境管理責任者 学科長

電子制御工学科環境管理責任者 学科長

情報工学科環境管理責任者

専攻科環境管理責任者 専攻科長

地域共同テクノセンター部門環境管理責任者 センター長

学生実験部門環境管理責任者 技術センター長

高度情報処理センター部門環境管理責任者 センター長

総務課環境管理責任者 総務課長

学生課環境管理責任者 学生課長

学寮部門環境管理責任者 寮務主事

学科長

区分 環境目的 環境目標 責任者
環境意識の啓蒙 環境管理責任者
各室週１回の清掃活動の実施 各自
学生による週１回校内一斉清掃の実施 学生主事
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

環境関連研究の実施

環境関連共同研究等の実施

省エネＰＲ活動等 総務課
夏季の一斉休業の実施 環境管理責任者

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
使用実績の把握公表 総務課

空調運転の温度厳守
各自及び環境責
任者

使用実績の把握公表 総務課

総務課

ごみの分別 各自
ごみ減量と分別のＰＲ活動
ごみの分別環境の整備
排出量の把握
不要となった物品の学内HP上への公開
排出状況、排出量の把握 総務課
産業廃棄物の適切な保管 各自
排出手続きの法遵守 総務課

グリーン購入の取
組推進

グリーン購入製品
の購入

実績調査 総務課

毒物・劇物及び高圧ガスの適切な保管 各自
毒物・劇物及び高圧ガスの使用（保管）状況の把握 総務課
毒物・劇物及び高圧ガスの使用（保管）の監査 総務課

地域との連携 社会貢献の推進 清掃活動の実施 学外清掃活動の実施 学生主事

教務主事

環境責任者

総務課

各自及び環境責
任者

行動内容

電
気

ガ
ス

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

電気・ガス以外のエネルギーの使用実績の把握と公表

環境教育の推進 環境意識の向上
環境教育・研究の
推進

産業廃棄物の排出
量削減

排出状況、排出量
の把握

環境負荷の少ない
キャンパスづくり

毒物・劇物及び高
圧ガス等の適切な
保管・管理

無駄なエネルギー
使用量の削減

省エネ活動の推進

一般廃棄物の減量 ごみの分別の徹底

７７

省エネルギーのための取組

本校では、２年前に省エネルギー委員会を発足
させ節約を含めた資源の抑制に心掛けている。
具体的な例としては、夏期に定期的に校内を巡
視し無駄な電源等のスイッチを落としたり、校内
全室に温度計を配置し当委員会が定めた温度
を超えないよう指導を行ったり、校舎棟の空調
機を導入する際にもＧＨＰ式のものを採用したり、
少しでもエネルギーの抑制を考えることで環境
に配慮した取組を行っている。

また、全職員による校内美化も不定期ではある
が年数回行うなど、学生を含め全職員が環境に
ついて意識した行動をとるよう心掛けている。

教育目標の中に「人類への貢献意識をもったチャ
レンジ精神豊かな技術者の育成」を掲げ、人文・社
会科学に対する広い知識と教養を身に付け環境、
異文化、国際社会に対する理解を深めている。 ま
た、法学の授業において「環境と法」の観点から、
各種公害訴訟、環境基本法、各種リサイクル法に
ついての教育を実施している。

省エネルギー委員会による巡視

環境教育に関する取組状況

環境方針・目的・目標及び行動計画

環境マネジメント組織
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51.八代工業高専 ～ 地域社会に根ざした環境への取組 ～

校長（トップマネジメント）

施設マネジメント委員会（施設･省エネ関係） ※環境方針の作成

安全衛生委員会（衛生・廃棄物関係） ※環境目的及び目標の定期的な見直し改善

環境管理責任者（校長補佐（教務主事））

↓（指導） ↓（調査）

教職員等 各部門環境管理責任者 ※環境目的及び目標の達成に努める

環境マネジメント組織

環境方針・目的・目標及び行動計画

省エネのＰＲ活動 総務課

照明・電気機器の節電

空調機運用の厳守

夏季一斉休業の実施

省エネ機器の導入

使用実績の把握

使用実績の公表

グリーン 購入の取組 グリーン 購入の推進 実績調査

ごみ減量と分別のＰＲ活動

不用物品の再利用推進

ごみ減量と分別 各教職員・学生会

廃棄物の適切な保管
環境責任者及び各教

職員

排出手続きの法厳守 総務課

定期清掃活動の実施 各教職員・学生会

構内一斉清掃の実施 学生主事

環境関連授業の実施 教務主事

環境関連研究の実施 各教員

環境関連研究の公表 総務課

学外清掃活動の実施

ボラ ン ティア活動の推進

関係法規等の確認 総務課

遵守状況チ ェ ックシート作成 総務課

環境目的・目標の設定 環境目的・目標の作成 環境目的・目標の作成

環境目的・目標の達成 環境目的・目標の啓蒙 環境目的･目標の通知・公表

点検調査

点検調査結果通知

環境目的・目標の見直し 環境目的・目標の見直し

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
施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会

安全衛生委員会５．環境マネジメン ト組織を 確率し，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

環境目的・目的の見直しと継

続的な改善

組織によ る 点検調査

学生主事

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
関係法規等の遵守 法規等遵守状況の把握

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

環境意識の向上 環境教育の推進

地域社会との連携・貢献

環境関連研究の推進

社会貢献の推進

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

エネルギー使用量の削減 省エネ活動の推進

環境責任者及び各教

職員・学生会・寮生会

総務課

廃棄物の減量

ごみ減量と分別の徹底

排出状況，排出量の把握

環境方針 環境目的 環境目標

行動計画

行動内容 責任者

・中期計画の教育に関する目標を達成する措置として、教養教育において「環境問題や技術のあり

方に対する深い考えに根ざした倫理観・社会感を有する人材を養成する。」、専攻科教育において

「環境やエネルギーや市場などの諸条件を自らの仕事に結びつけ、ものづくりの基盤業務をデザイ

ンし展開していくことのできる技術者を育成する。」としており、これに添った教育を実施している。

・研究に関する目標を達成するための措置として、「自然環境や社会環境に関連する地域社会に根

ざした基礎研究を推進し、環不知火海地域の研究拠点として役割を果たす。」としており、昨年度か

ら３年間の科研費補助金を得て共同研究を行っている。さらに、これらの研究活動で得た情報を環境

教育などの身近な教材として活用することも検討している。

環境教育･研究に関する取組状況

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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52.大分工業高専 ～ 自然環境と共生した環境保全高専 ～

環境に関する取組状況

環境に関する教育への取組み

大分高専では、「技術者としての倫理を身につけ

る」ことを学習・教育目標の一つに掲げていますが、

この目標を実現するため、準学士課程では人や自

然・社会が相互につながりあっていることを理解し

ていること、専攻科課程では①技術者が社会や自

然に及ぼす影響や効果を理解していること、②技

術者が社会に対して負っている責任について理解

していること、を達成すべき具体的な目標として定

めています。

そして、教育プログラムの各教科において、環境

への配慮やマナー（一般科目を中心とした基礎教

育）や具体的な環境問題（専門科目）に関する講

義を実施し、地球環境の維持や改善に貢献できる

技術者の育成を目指しています。

環境教育・研究の取組み事例

▼環境に関する講義

○「環境化学」( Environmental Chemistry ) 

地球環境問題（地球温暖化，酸性雨等）の現

状を把握し，環境と地球生態系とりわけ人類と

のかかわりについて学習しました。また、理解を

深めるために，インターネットを駆使して， 新

の情報を提供しつつ興味を喚起しながら授業を

行い、新聞やＴＶからのホットな環境問題の話題

も提供して解説しました。

▼環境に関する研究
○異校種ネットワーク事業「地域の宝」

本校では、大分市内の中学校・高等学校・高専によ
る異校種ネットワーク事業「地域の宝」の一環として、
本校の所在地である大分市明野地区周辺の清掃を
行いました。

清掃活動には平成18年4月から１月までの間、延４９
０名の学生が参加し、本校周辺の３区域を１回５０
分、１２回に分けて実施しました。

▼環境美化運動

大分市産業活性化プラザにおいて、平成19年3月5日

に土木・建設系の企業人を対象に、環境をテーマとし
た講座（研究会）を開催しました。

河川、沿岸部における底質、
水質及び生態系（鮎、海草、
アサリ）に関する環境につい
て情報交換を行いました。

水環境と生
態系

内容テーマ

▼環境をテーマとした講座（研究会）

○「人工海浜におけるアサリ貝を指標生物とし

た生態系復元の可能性の検討」

近年の環境意識の高まりの中で、土木事業

においても環境保全に配慮した工事や、失わ

れた環境を補償あるいは復元するための事業

が行われるようになりました。

しかし、環境を補償・復元する事業の多くは、

自然の地形に近づけた物理的な空間を造成

するのみであり、その後の生物の生息や生態

系の形成については「自然に」ゆだね、期待し

た結果が得られない場合も多く見受けられま

す。

本研究は、人口造成された空間において生

態系を形成・復元させる技術的知識と情報を

得ることを目的とし、大分県田ノ浦地区の人工

海浜を対象空間として、アサリ貝を指標生物と

した砂浜海岸生態系の復元の可能性につい

て検討します。

環境活動の状況

▼省エネルギー対策

○太陽光発電システム

発電量は、１日約81kwhで、年間約29,930kwh
の発電をし、年間約329,000円の電気料金を節

約しています。

○人感センサー
トイレ・廊下の照明は人感センサーで制御し電気の
無駄使いをなくしています。

○自動水栓
トイレ・湯沸し室の蛇口を自動水栓とし、水の無駄使
いをなくしています。

○デマンド監視装置
総務課事務室に設置したデマンド監視装置により、
校内の 大需用電力量を監視し、契約電力の上昇
を抑制しています。



53.都城工業高専 ～ 都城盆地を守る環境教育 ～

環境教育に関する取組状況

本校の学習・教育目標の４本柱の１つとして、

自然・社会環境に関連する諸問題に積極的・計画的に取り組み，継続して推進する
確かな実行力と健全な心身を有する技術者の育成がある。

これに関係した環境教育の科目としては、専攻科課程における「倫理学（授業項
目：環境倫理学）」（選択）と「地球環境科学」（必修）とがある。準学士課程では、科目
は設定されていないが、物質工学科においては継続的な取り組みが行われており、
２例紹介する。

事例１ 環境工学実験（生物工学実験の１テーマ） 物質工学科4学年

[目 的]
生物工学科第4学年の生物コースの学生(15名)を3班に分け、環境学実験において

1班2週で水の分析(水質調査)をおこない、都城盆地の水質を理解するとともに、環境

汚染・水質の起源等について学ぶ。
また、九州南部は北海道・東北に比べ数百倍の施肥量(鶏糞、牛糞、豚糞等)で、硝酸

性窒素が過剰気味と思われ、硝酸性窒素による汚染を調べる。
[実験方法]

都城盆地の地下水３カ所、河川水３カ所及び水道水２カ所の計8ヶ所から採水し、水

質を分析している。

事例２ 環境およびバイオマスと微生物に関する研究 物質工学科５年

［目 的］
人々の生活を豊かにし環境を守るため、自然界に生息する微生物のもつ多様な

機能を理解し、その機能を利用する技術を習得させる。多様な環境問題等解決の
一方法として微生物を利用する技術の可能性や限界を自ら判断できるようにする。
［方 法］

実験は環境に負荷を与える特定の物質を分解したり吸収する機能を有した微生
物を自然界より分離することから始めるが、本操作を行う過程で、滅菌・培養・物資
生産・回収等一連の 基本的な微生物の取扱い方を習得させる。
自然界より分離した、有用微生物の能力を各種条件下で評価し、その能力がさらに
高まるような方法・条件を推測し、再度実験をしてより効率的な実験条件を決定する
［効 果］

一連の作業で、学生は微生物の機能を理解し、微生物の取扱い方と環境分析技
術を習得するが、同時に、よりよい環境の基準を考える力も習得でき、実社会で問
題とされる様々な環境の評価（アセス）を可能とする。

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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・環境関連カリキュラムを積極的に取り入れ、必要な知識を習得さ
せる。

・民間企業等の外部講師による技術習得。

54.鹿児島工業高専 ～地球環境に配慮したものづくり技術者の養成～

環境に関する教育目標

環境教育・研究の取組状況

本校の教育理念を具体化した学習・教育目標に沿って、「環境に配慮した物づ
くりができる技術者」育成を目指しており、それぞれの専門分野の特色を踏まえ
た上で人間社会と自然環境とのかかわりを理解し、地球環境に配慮したものづく
りが提案できる能力を身につけたり、創造力豊かな開発型技術者の養成を目指し
ている。

・学生及び教職員による学内清掃
・学生・教職員及び後援会による美化活動
・隼人駅における清掃活動

○環境に配慮した製品の開発
・焼酎蒸留粕を用いた植物苗ポット
・都市ごみ焼却灰を用いたエコレンガ

○環境に配慮した研究活動
・地場産業である竹炭を用いた河川の

水質を浄化する研究

研究

環境活動

教育

８１
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本校は、環境への配慮の関心を高める為、授業等を通し
て様々な環境教育を行っている。

５５．沖縄工業高専 ～ 環境教育を積極的に取り入れる高専 ～

建設中の大
保ダム見学

環
境
や
生
物
に
配
慮
し
た
工
事
が
行

わ
れ
て
い
た

水
を
ほ
と
ん
ど
使
用
せ
ず
、
微
生
物

の
力
で
肥
料
と
し
て
再
利
用

節水意識の向上

○水資源を考える屋外学習

バイオトイレ
の見学

対象
高専浄化槽の排水、レストラン食器洗い器の水、辺野古川河川水
辺野古の海水、高専内の土壌生物、植物、空気他

実験実習における環境測定項目等
DO（溶存酸素量）,COD（化学的酸素要求量）,硬度、界面活性剤、
栄養塩類（アンモニウム、亜硝酸、硝酸、リン酸）
NOｘ（窒素酸化物）、浮遊粒子状物質、プランクトン、土壌生物、
藻類増殖潜在能力試験、牛乳パック再生紙、紙漉、排水浄化

○高専周辺の環境測定等

研究成果をオープンキャンパス等で発表 廃油をロウソクへ再生

ソーラークッカー制作中
太陽の光を集めて調理でき、電気・ガスがなくてもOK
自然エネルギーは環境にやさしい

廃棄野菜からメタンガス
レストランで調理する際に出される野菜くずを用いて、メタン
ガスを取り出す実験

○自然エネルギーを考える

集
光

メ
タ
ン
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環境報告書を作成するにあたり、各高専の現状を可能な限り詳細に把握し、
各項目の充実を図っていくことを目的としました。

総エネルギー投入量、温室効果ガス排出量の算定の基礎となるデータの分
析に関しては、過去３年間分の見直しを行い、新たにガソリン・軽油の使用
量を含めた形で報告しています。結果としては、各高専における省エネル
ギー対策の効果が現れているように見受けられますが、暖房の燃料として主
に使われるＡ重油・灯油の減少が顕著であったため暖冬の影響も大きいので
はないかと考えられます。

また、化石燃料及び熱、電気の投入エネルギー量を抑えるために有効な、
新エネルギー利用についても新たに調査を行い、報告しています。そのうち、
太陽光発電については全５５高専中４２校に設置されていますが、６校で発
電量を計測できていないことがわかりました。これらについては計量器の設
置等、新エネルギーの利用量把握のためにも早急に対応していきたいと考え
ています。

温室効果ガス排出量については総エネルギー投入量の減少とともに減少し
ています。今後は機器の整備に伴い、温室効果ガス排出量の少ないエネル
ギーへの転換も考えていく必要があります。

水資源投入量、総排水量については、自動水栓、節水コマの取付などの節
水対策により順調に減少傾向ではありますが、高専間のベンチマーク手法に
よる比較を行い、さらなる改善を目指していきたいと考えています。

また、雨水利用、中水利用についても、水資源の循環的利用の観点から今
後の検討課題であると考えています。

廃棄物については排出量の重量による把握及び、今後の課題として最終処
分量の把握と、最終処分量低減に資する３Ｒ（リデュース・リユース・リサ
イクル）の推進に努めます。

法規制順守の状況については引き続き、違反件数０を目標として取組を進
めるとともに、新しい関係法令等をチェックし確認する仕組みをすべての高
専に設置することを目標といたします。

これらの課題については、安全衛生管理委員会の下に環境対策検討ＷＧを
設置し、そこで具体的な方策について検討を行うと共に、各学校の取組を促
進してまいります。

まとめ

○総括コメント

８３





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
ＦＡＸ： ０４２－６６２－３１４８

E-mail： shisetsu@kosen-k.go.jp
ＵＲＬ： http://www.kosen-k.go.jp/
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