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表紙の写真は、石川工業高等専門学校（石川県河北郡津
幡町）の近くにある「河北潟」のメタセコイア並木の風景
です。
河北潟は、金沢市、かほく市、内灘町及び津幡町の２市

２町にまたがる県内最大の干潟であり、石川高専では、こ
の河北潟の幅広い環境問題を生きた環境教育の教材とし
「郷土愛育成による環境改善教育システム」を構築し、環
境教育に取組んでいます。
この環境教育は、文部科学省の「現代的教育ニーズ取組

支援プログラム（現代ＧＰ）」に採択されており、河北潟
にまつわる文学、歴史等を通して“河北潟に学び”、間伐
材利用による水質浄化の実験やプロジェクト型の演習によ
る工学的な提案と制作を実施することにより“河北潟に還
す”をテーマに地域総合型技術者を育成することを目標と
しています。（詳しくは５０ページを御覧ください。）
なお、裏表紙の写真は、「河北潟」の風景です。

【表紙について】

表 紙

裏 表 紙
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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１９年４月１日～平成２０年３月３１日
発行年月日：平成２０年９月３０日
次回発行予定：平成２１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

国立高等専門学校機構（高専機構）では、2007年度を
京都議定書に定められた約束期間（2008年～2012年）に向
けて準備を行うための重要な年と位置づけ、環境対策に関
する様々な取組を行ってまいりました。

高専機構は全国に設置された55校の国立高等専門学校
及び機構本部からなる組織であり、そのスケールメリット
を生かし、環境に配慮した取組を進めるとともに、平成20
年３月、具体的なアクションプランである「独立行政法人
国立高等専門学校機構における温室効果ガス排出抑制等の
ための取り組みについて(指針)」を制定しました。同指針
においては各校が取り組むべき具体的な内容だけでなく、
温室効果ガスの総排出量に関する数値目標についても設定
しています。

高専１校あたりの温室効果ガス排出量では、高等教育
機関としてはさほど多くないものの、全国55校全体として
は膨大なものとなることから、本年改正された地球温暖化
対策推進法など関係法令の趣旨を踏まえるとともに、高等
教育の一翼を担う機関として、地球温暖化対策に向けた社
会的役割を果たすべく、今後とも、その取組を一層推進さ
せることとしています。

この環境報告書は2007年度の活動報告ですが、2004年度から2007年度の各データを記載
し、その傾向について確認しています。また、高専機構では、事業活動に伴う温室効果ガ
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。さらに、
法規制の順守のみならず、省エネルギー対策や廃棄物の排出量抑制への取組、環境に配慮
した取組に関する活発な情報交換を行うとともに、環境教育や環境対策技術の開発など高
等教育機関の使命である教育・研究を通して、低炭素社会の実現に向けた社会貢献が果た
せるよう努めてまいります。

平成２０年９月



国立高等専門学校は、昭和３６年、我が国経済の高度成長を背景に、産
業界からの強い要望に応えるため、実践的技術者の養成を目指し、中学校
卒業者を入学資格とする5年制の高等教育機関として学校教育法の改正によ
り、工業に関する高等専門学校を制度化したことに始まりました。

翌昭和３７年以降、順次高等専門学校を各地に設置し現在、全国に５５
高専を設置しています。

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

Institute of National Colleges of Technology，Japan
２

高専機構について

○高専機構の概要
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校

各高等専門学校（５５校）

事 務 部 長 会 議 知 的 財 産 委 員 会

評 価 委 員 会

入学試験運営委員会

※平成２０年４月より「安全衛生管理・地球温暖化対策
委員会」に改称。

校 長 会 議 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

教 育 研 究 交 流 委 員 会

安全衛生管理委員会
※

セクシュアル・ハラ
スメント防止委員会

企 画 委 員 会 教 育 ・ Ｆ Ｄ 委 員 会

課 外 活 動 委 員 会

本 部 事 務 局 広 報 委 員 会

学 生 支 援 委 員 会

運営協議会 監 事

役 員 会

理 事 長

6,579人52,785(2,860)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

52,785人2,860人798人1,122人7,367人6,149人8,530人15,165人10,794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 49,925人）

○高専機構の現況

１．学校数・在学生数・教職員数（平成19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１９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

○高専機構分布図

５
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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～19年度の温室効果ガス排出量を
調査・把握した。平成20年度以降の削減目標を、

温室効果ガスの総排出量を基準として定めた。

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０．５％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～19年度の総エネルギー投入量を
調査・把握した。平成20年度以降の削減目標を、

温室効果ガスの総排出量を基準として定めた。

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、総排出量を重量で把握できなかった。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20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

○各校における積極的な取組により、研究者数で
前年度比プラス８．５％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２７．３％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ところ、1件の違反

が確認されたが、速やかに改善を行った。
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

法規制の順守

自己評価欄） ○・・・目標達成 △・・・目標未達

○平成19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が１件ありました。

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１９年４月

～ ～ ～ ～

平成１７年３月 平成１８年３月 平成１９年３月 平成２０年３月

総エネルギー投入量 （ＧＪ） 1,488,471 1,489,175 1,431,052 1,440,857

温室効果ガス排出量 （t-ＣＯ２） 87,321 87,234 83,357 83,703

水資源投入量 （ｍ３） 3,032,592 2,795,388 2,772,000 2,759,652

総排水量 （ｍ３） 2,422,318 2,357,431 2,367,994 2,344,062

建物延べ面積※１ （ｍ２） 1,652,186 1,669,360 1,673,438 1,678,325

環境効率指標(EEI)※２ （ｔ-CO2 /㎡） 0.053 0.052 0.050 0.050

報告対象期間



平成19年度総エネルギー投入量（ＧＬ）

都市ガス
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購入電力

電気 94,589(千ｋＷｈ)

化石燃料

都市ガス 2,128(千ｍ3)

ＬＰＧ 1,385( t )

Ａ重油 7,608(ｋℓ)

灯 油 340(ｋℓ)

ガソリン 134(ｋℓ)

軽油 324(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 1,348(千ｋｗｈ)
風力発電 1(千ｋＷｈ)
太陽熱利用 336(ＧＪ)

水資源投入量
市水 1,963(千㎥)
井水 796(千㎥)

紙などの物質投入

総エネルギー投入量の算定式（平成19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

1,440,857GJ

年間エネルギー使用量 × ＝

電
気

94,589.414 千kWh × 9.97 GJ/千kWh ＝ 943,056.458 GJ

2,128.397 千ｍ３ × 41.1 GJ/千ｍ３ ＝ 87,477.117 GJ

1,385.476 t × 50.2 GJ/t ＝ 69,550.913 GJ

7,608.180 kl × 39.1 GJ/kl ＝ 297,479.838 GJ

339.608 kl × 36.7 GJ/kl ＝ 12,463.614 GJ

134.392 kl × 34.6 GJ/kl ＝ 4,649.963 GJ

324.476 kl × 38.2 GJ/kl ＝ 12,394.983 GJ

＝ 1,427,072.886 GJ

1,348.065 千kWh × 9.97 GJ/千kWh ＝ 13,440.208 GJ

0.841 千kWh × 9.97 GJ/千kWh ＝ 8.385 GJ

336 GJ × 1 GJ/GJ ＝ 336 GJ

＝ 13,784.593 GJ

＝ 1,440,857.478 GJ

＝ 0.956693707 ％

購入電力※１

エネルギー投入量換算係数エネルギーの種類

化石燃料及び熱、電気の投入エネルギー量（F)

軽油

化
石
燃
料
及
び
熱 ガソリン(揮発油)

灯油

Ａ重油

液化石油ガス(LPG)

都市ガス

新エネルギー比率（N/T×100(%)）

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)

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)

太陽熱利用

新
エ
ネ
ル
ギ
ー

風力発電

太陽光発電※２

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。



平成19年度温室効果ガス排出量（ｔーＣＯ２）

都市ガス, 4,426
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軽油, 850
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ガソリン, 312

灯油, 845

A重油, 20,615

温室効果ガス排出量の算定式（平成19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
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高
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事
業
活
動

事
業
活
動

温室効果ガス 83,703(t-CO2)

総排水量 2,344(千㎥)

廃棄物総排出量 3,882(ｔ)

OUTPUT
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年間エネルギー使用量 × × ＝

電
気

94,589.414 千kWh × 0.555 t-CO2/千kWh ＝ 52,497.125 t-CO2

2,128.397 千m3 × 41.1 GJ/千Nm3 × 0.0138 tC/GJ × 44 / 12 ＝ 4,426.342 t-CO2

1,385.476 t × 50.2 GJ/t × 0.0163 tC/GJ × 44 / 12 ＝ 4,156.826 t-CO2

7,608.180 kl × 39.1 GJ/kl × 0.0189 tC/GJ × 44 / 12 ＝ 20,615.353 t-CO2

339.608 kl × 36.7 GJ/kl × 0.0185 tC/GJ × 44 / 12 ＝ 845.448 t-CO2

134.392 kl × 34.6 GJ/kl × 0.0183 tC/GJ × 44 / 12 ＝ 312.013 t-CO2

324.476 kl × 38.2 GJ/kl × 0.0187 tC/GJ × 44 / 12 ＝ 849.883 t-CO2

＝ 83,702.990 t-CO2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）

購入電力

化
石
燃
料
及
び
熱

都市ガス

液化石油ガス(LPG)

A重油

灯油

ガソリン(揮発油)

軽油

エネルギーの種類 単位発熱量 排出係数 エネルギー起源CO2排出量



【総エネルギー投入量（ＧＪ）】
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【温室効果ガス（ｔ－ＣＯ２）】
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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１９年度のデータについて比較を行ったものです。総エネルギー投入量は、前年度比
０．６９％の微増となっています。各高専における省エネルギー対策の効果が見られる
ものの、前年度が暖冬傾向であったことなど、気象条件の違いによる影響を受けている
と思われます。

○高専機構の物質・エネルギー収支の推移

１．総エネルギー投入量

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１９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、前年度比０．４２％の微増となっています。
高専機構においては省エネルギー対策が温室効果ガス排出量の削減に直結することから
より一層の対策を進めていきたいと考えています。

（87,321）

（87,234）

（83,357）

１１

前年比(％)

（－3.90％）

前年比(％)

（－0.10％）

（－4.44％）

計

（＋0.05％）

計

（83,703） （＋0.42.％）

（1,488,471）

（1,489,175）

（1,431,052）

（＋0.69％）（1,440,857）



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傾向にあります。総排水量合計については、わずかな
がら減少傾向であると言えますが、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。

（2,795）

（2,772）

３．水資源投入量

（2,422）

（2,358）
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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１９
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、
市水は1,963,268㎥（前年度比マイナス1.9％）となっているものの、井水は
796,384㎥（前年度比プラス3.4％）と、投入量が増加に転じています。井水の使用に
ついては、コスト意識が薄いと考えられるので、これまで以上に省資源の観点から節水
を呼びかけていきたいと考えています。
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（－2.64％）
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５．平成１６年度～１９年度エネルギー使用量等の集計結果

１３

総使用量校舎地区(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 1,444,263 310,249 3,936,533 85,927 122,661 329,004 906,572 399,230
75,323,557 1,549,616 345,542 3,755,926 76,409 134,392 324,476 879,881 415,771

0.1% 3.2% -2.1% -1.9% 11.2% 0.9% 5.0% -8.6% -23.3%
-1.2% -8.0% -13.9% -14.0% -30.3% 6.5% -4.4% 2.5% -23.7%
1.3% 7.3% 11.4% -4.6% -11.1% 9.6% -1.4% -2.9% 4.1%

建物延べ面積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)

58.961 1.193 0.288 3.656 0.087 0.089 0.257 0.758 0.535
58.430 1.219 0.280 3.553 0.096 0.089 0.267 0.686 0.406
57.495 1.116 0.240 3.042 0.066 0.095 0.254 0.701 0.309
57.965 1.193 0.266 2.890 0.059 0.103 0.250 0.677 0.320
-0.9% 2.1% -3.0% -2.8% 10.1% -0.1% 4.0% -9.5% -24.1%
-1.6% -8.4% -14.2% -14.4% -30.5% 6.1% -4.8% 2.1% -24.0%
0.8% 6.8% 10.9% -5.0% -11.5% 9.1% -1.8% -3.4% 3.7%

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 3,003,576 1,931,205 10,666,548 213,914 284,777 861,743 58,248,362
41,804,574 3,222,674 2,150,893 10,177,170 190,219 312,013 849,883 58,707,426

0.1% 3.2% -2.1% -1.9% 11.2% 0.9% 5.0% -0.11%
-1.2% -8.0% -13.9% -14.0% -30.3% 6.5% -4.4% -4.78%
1.3% 7.3% 11.4% -4.6% -11.1% 9.6% -1.4% 0.8%

総使用量学生寄宿舎地区
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)

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
18,765,132 528,970 310,903 4,048,573 276,683 0 0 1,095,433 370,765
19,265,857 578,781 322,254 3,852,254 263,199 0 0 1,083,387 380,613

2.5% -2.1% -3.5% -2.2% 13.7% 100.0% - 3.1% -6.5%
0.9% 15.6% 1.9% -9.8% -4.9% -100.0% - 7.4% 0.6%
2.7% 9.4% 3.7% -4.8% -4.9% - - -1.1% 2.7%

建物延べ面積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)

48.213 1.241 0.839 12.191 0.680 0.000 0.000 2.627 1.047
48.833 1.202 0.801 11.791 0.765 0.000 0.000 2.679 0.968
49.437 1.394 0.819 10.666 0.729 0.000 0.000 2.886 0.977
50.852 1.528 0.851 10.168 0.695 0.000 0.000 2.860 1.005

1.3% -3.2% -4.6% -3.3% 12.4% - - 2.0% -7.5%
1.2% 16.0% 2.3% -9.5% -4.7% - - 7.7% 0.9%
2.9% 9.6% 3.8% -4.7% -4.7% - - -0.9% 2.8%

入寮者1人当たりの使用量

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)

1,108 29 19 280 16 0 0 60 24
1,136 28 19 274 18 0 0 62 23
1,162 33 19 251 17 0 0 68 23
1,174 35 20 235 16 0 0 66 23
2.5% -2.1% -3.5% -2.2% 13.7% - - 3.1% -6.5%
2.3% 17.2% 3.3% -8.6% -3.7% - - 8.9% 2.0%
1.1% 7.7% 2.1% -6.3% -6.3% - - -2.6% 1.1%

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 1,935,276 10,970,135 688,798 0 0 25,108,935
10,692,551 1,203,668 2,005,933 10,438,183 655,230 0 0 24,995,564

2.5% -2.1% -3.5% -2.2% 13.7% 100.0% - -0.08%
0.9% 15.6% 1.9% -9.8% -4.9% -100.0% - -3.65%
2.7% 9.4% 3.7% -4.8% -4.9% - - -0.5%

平成１９年度

18-19年度比

18-19年度比
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【電力（千ｋＷｈ）】
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総使用量合計(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 1,973,233 621,152 7,985,106 362,610 122,661 329,004 2,002,005 769,995
94,589,414 2,128,397 667,796 7,608,180 339,608 134,392 324,476 1,963,268 796,384

0.6% 1.9% -2.7% -2.0% 13.0% 1.0% 5.0% -2.7% -17.2%
-0.8% -2.7% -6.6% -11.9% -12.5% 6.4% -4.4% 5.2% -13.6%
1.5% 7.9% 7.5% -4.7% -6.3% 9.6% -1.4% -1.9% 3.4%

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 4,103,654 3,866,482 21,636,683 902,712 284,777 861,743 83,357,296
52,497,125 4,426,342 4,156,826 20,615,353 845,448 312,013 849,883 83,702,990

0.6% 1.9% -2.7% -2.0% 13.0% 1.0% 5.0% -0.10%
-0.8% -2.7% -6.6% -11.9% -12.5% 6.4% -4.4% -4.44%
1.5% 7.9% 7.5% -4.7% -6.3% 9.6% -1.4% 0.4%

18-19年度比

平成１９年度

18-19年度比

17-18年度比

16-17年度比

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１７年度

平成１６年度

エネルギー使用量

平成１９年度

平成１８年度

17-18年度比

平成１７年度

平成１８年度

平成１６年度

16-17年度比

化石燃料
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【ＬＰＧ（千㎥）】
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【ガソリン（ℓ）】
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１７

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、廃棄物を重量ではなく台数
等の数量で把握しているものなどがあったため、
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、平成１９年度には１８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、引き続き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19年度廃棄物等排出量（ｔ）

特別管理
一般廃棄物

3
0.1% 

産業廃棄物
1,271
32.7%

資源ゴミ
309 
8%

事務系
一般廃棄物

2,299 
59.2% 



※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

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度
コピー用紙 470,362 442,376 472,944 453,279
フォーム用紙 471 372 978 2,975
インクジェットカラープリンター用塗工紙 1,020 1,690 884 1,957
ジアゾ感光紙 131 79 100 118
ＯＣＲ用紙 249 － － －
印刷用紙（カラー用紙を除く） 22,568 62,427 12,276 16,481
印刷用紙（カラー用紙） 4,581 2,277 2,573 7,785
トイレットペーパー 67,698 52,815 55,701 60,086
ティッシュペーパー 94 198 147 284

計 567,174 562,234 545,601 542,964

【紙類調達実績】

567

562

546

543

500 520 540 560 580 600

平成１９年度

平成１８年度

平成１７年度

平成１６年度

（単位：t)

高専機構では「環境物品等の調達の推進を図るための方針」を策定・公表し、これに
基づいて環境物品等の調達を推進しています。

平成１９年度グリーン購入の特定調達品目の調達状況については、調達目標１００％
に対して、物品毎の調達実績が平均９８．８％でした。これは、教育、研究及び業務実
施上必要とされる機能・性能面等から、特定調達品目の仕様内容を満足する規格品がな
かったこと等によるものです。

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、環境に配慮されている物品を調達することに努めています。

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環境物品を調達する
ように努め、例えば平成１９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 ７ 台
・ＥＴＣ対応車載器の公用車への導入 ５ 台

平成２０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。

※昨年発生した古紙偽装の問題により、基本方
針に定める判断の基準を満たす製品が調達で
きない事態が発生しましたが、納入業者にヒ
アリング等を行い、流通状況を確認した上で、
極力古紙パルプ配合率の高い製品又は森林認
証などにより持続可能な森林経営から生産さ
れたものと確認された原料を使用した製品を
調達する等の対応を行いました。



校長、事務部長

環境管理責任者
環境管理副責任者

環境専門委員会
環境マネジメント

委員会

安全衛生管理委員会※

環境対策検討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 〃

熊本電波工業高等専門学校 2011 年度取得予定

ISO14001取得状況

マネジメントシステムの状況

１９

理 事 長

役 員 会

５５高専

○マネジメントシステム構築状況

※安全衛生管理委員会は平成２０年
４月より「安全衛生管理・地球温暖
化対策委員会」に改称。

マネジメントシステムの構築状況については、下図のとおり５５高専すべてに
「環境に配慮した取組を行う組織（委員会）」を設置しており、各高専において
これらの組織（委員会）を中心として様々な環境への取組を行っています。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１校あります。また、エコアクション２１の取得
（富山高専）や、地域独自の環境マネジメントシステムの取得を目指す（一関高
専）など、各高専がその特性に応じて、様々な環境に配慮した取組を行っていま
す。

各高専における取組については、環境に配慮した取組事例の項目にて紹介して
います。



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（以下、「環境報告書ＷＧ」という。）を設置していましたが、機構における地球
温暖化対策に関する計画の策定を目的として、平成１９年９月に環境報告書ＷＧを拡
充し、環境対策検討ＷＧを設置することとしました。

「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措
置について定める計画」（平成１９年３月３０日閣議決定）の趣旨を踏まえ、環境対
策検討ＷＧ、安全衛生管理委員会※にて検討を行い、「独立行政法人国立高等専門学
校機構における温室効果ガス排出抑制等のための取り組みについて（指針）」（平成
２０年３月２８日制定）を定めました。以下にその抜粋を示します。

○温室効果ガス排出抑制等のための取り組みについて

第一 対象等
①対象

各学校及び本部事務局が行うすべての事業及び事務とする。
②推進体制

機構の安全衛生管理・地球温暖化対策委員会及び各学校が設置している環境に配慮
した取り組みを行う委員会において、本取り組みの推進・点検を行う。

第二 温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標
平成１６年度を基準として、学校等の事業及び事務に伴い直接的及び間接的に排出

される温室効果ガスの平成２２年度から平成２４年度までの総排出量の平均を８％削
減することを目標とする。

第三 温室効果ガスの排出実態の公表
毎年度、学校等の事業及び事務に伴い排出される温室効果ガスの排出量の推計を行

い、公表する。
第四 取り組みの内容

①財やサービスの購入・使用に当たっての配慮
②建築物の建築、管理等に当たっての配慮
③その他の事業・事務に当たっての温室効果ガスの排出の抑制等への配慮
④教職員、学生に対する地球温暖化対策に関する情報提供等
⑤取り組みの見直し

※安全衛生管理委員会は平成２０年４月より「安全衛
生管理・地球温暖化対策委員会」に改称。

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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環境関連科目数は、全５５高専６４
８科目（前年度は５２高専５０９科
目）であり、１校あたり平均１１．８
科目（前年度は９．８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
７４人（前年度は４３７人）であり、
１校あたり平均８．６人（前年度は７．
９人）となります。

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
１３１件（前年度は１３５件）であ
り、１校あたり平均２．４件（前年
度は２．５件）、環境に関連する受
託研究の数は７３件（前年度は６７
件）であり、１校あたり平均１．３
件（前年度は１．２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
反は下記の１件でした。

平成１９年６月１４日、一関工業高専の生活廃水処理施設から一般河川
に放流している排出水について、岩手県県南広域振興局による汚染状況測
定が行われた。その結果、水質汚濁防止法第３条第１項に規定する排出基
準を超過（測定値：大腸菌群数4,700個/cm3。 許容限度は、日間平均
3,000個/cm3。 ）するおそれがあることが判明し、ただちに特定施設の
構造、使用方法又は汚水処理施設の点検等を行うよう警告する旨の改善勧
告があった。

法規制順守状況

○法規制順守の状況

改善勧告において、一関工業高専は次の３点についての報告を求められた。

①排水基準を超過するおそれがある排出水を排水した原因
②排水基準を超過するおそれがあることを知ってから、これまでにとっ
た対策の内容
③今後とろうとしている対策の日程及び内容

回答については以下のとおり。

①落雷による停電により、ばっ気用ブロワー及び流量調整ポンプが稼働
停止したため。また、浄化装置の制御回路が停電時に自動復旧できない
ものであったことと、ばっ気用ブロワーのタイマー設定に誤差があり設
定のばっ気時間よりも稼働時間が短くなっていた。

②ばっ気時間を１日あたり２時間増やすとともに、ばっ気槽及び沈殿槽
に発生していたスカム（泡）の除去作業を行った。

③落雷等による停電時に浄化装置が自動復旧できるよう、平成１９年７
月下旬までに制御回路の改善を行う。

改善後の経過について

平成１９年７月以降、１年間毎月１回の自主測定結果の報告を求められ
たが、平成２０年８月現在までに提出した水質分析測定結果は、適正値
で経過している。

Institute of National Colleges of Technology，Japan



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１９年８月時点の対応状況 平成１９年１２月時点の対応状況

明石高専
資格者の不在 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。

平成１９年１２月に保健所へ、「特定建築物使用届書」
を提出した。

法規制順守状況

各校において、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４２校（前年度は３４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。

明石工業高等専門学校においては、平成１７年度に、法規制順守状況
についての確認を行った際に違反があり、改善のための手続きを進めて
いたところでしたが、下記のとおり平成１９年１２月に「特定建築物使用届
書」を提出し、改善した旨の報告がありました。

法規制順守状況フォローアップについて

２３



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）

Institute of National Colleges of Technology，Japan
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○ＰＣＢ廃棄物の処理について

１．ＰＣＢ廃棄物について

２．ＰＣＢ廃棄物の保管状況等

３．ＰＣＢ廃棄物の処理

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ＰＣＢ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。

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、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

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、２０年度は１２台のコンデンサ類の処
理を予定しております。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。
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○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
行令等の改正（平成18年9月1日施行）があり、法規制の対象範囲が、含有
するアスベストの割合が1％を超えるものから0.1％を超えるものに拡大され
たため、補足調査を行いました。

また、石綿の種類は６種類とされていますが、建材等に使用された石綿の
種類は、主にアモサイト、クリソタイル、クロシドライトとされていたため、
アクチノライト、アンソフィライト、トレモライトの３種類のアスベストの
分析がされていない場合があることが判明しました。このため、分析の結果
アスベストの含有がないとされてきたものについて、再度分析する必要があ
るかどうかの確認調査を行い、必要なものについて、再度分析を行っていま
す。

調査の詳細については高専機構ホームページの、情報公開ご案内＞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、アモサイト他)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。
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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。

また、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライトの３種類のア
スベストの分析がされていない高専が５高専ありました。その後の分析調
査の結果、４高専についてはアスベストの検出はなく、残りの１高専につ
いては現在分析調査を行っています。

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

※吹き付けアスベスト等とは、アスベストを含有する吹き付け材（吹き付けアスベスト、
吹き付けロックウール、吹き付けバーミキュライト等）及び折板裏打ち石綿断熱材をいう。



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

８６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

２１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

１８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

１９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

２２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】

２７



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

１７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

１７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：総製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

２０

温室効果ガス排出量

温室効果ガス排出抑制
等のための取り組みに
ついて

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

１８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

２１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

２９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

２９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】
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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



環境に配慮した取組事例

・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、５３校（前年度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、
３３校（前年度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
ています。（掲載は学校番号順）

・本年度は、①「環境に関する地域との連携状況」、②「環境に関する
学生の取組状況」、③「省エネルギー対策実践事例」についての内容
を中心に各校が作成しています。その内訳として①34件、②40件、
③28件の事例が報告されています。

○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１０校が平成１８
年度の環境報告書を独自に作成しており、うち７校がＨＰで環境報告
書を公開しています。

環境報告書を作成している高専（１０校）
仙台電波高専・小山高専・木更津高専・東京高専・福井高専
富山高専・松江高専・宇部高専・佐世保高専・沖縄高専

○各高専の環境報告書について

（参考）環境報告書を公開している各校のホームページ
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-ct.ac.jp/
松江工業高等専門学校 http://www.matsue-ct.ac.jp/
宇部工業高等専門学校 http://www.ube-k.ac.jp/
佐世保工業高等専門学校 http://www.sasebo.ac.jp/

(小山高専HPより)

２９



学校名 表題 ﾍﾟｰｼﾞ

01.函館工業高専 環境に関する地域との連携及び本校の環境への取組 31

02.苫小牧工業高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 32

03.釧路工業高専 環境をテーマに地域に密着した高専 33

04.旭川工業高専 省エネルギー対策実践事例と環境に関する学生の取組状況 34

05.八戸工業高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 35

06.一関工業高専 いわて環境マネジメントシステム・スタンダードで省エネルギー 36

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 37

08.仙台電波工業高専 環境に対応する研究と地域連携活動 38

09.秋田工業高専 省エネルギー対策実践事例 39

10.鶴岡工業高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 40

11.福島工業高専 身近な環境資源の理解と再生活動 41

12.茨城工業高専 新たなる自然との共存へ向けて 42

13.小山工業高専 環境に関する地域社会への貢献と学生の活動 43

14.群馬工業高専 環境に関する地域との連携状況 44

15.木更津工業高専 ペットボトルアーチとホタルの棲む小川づくり 45

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 46

17.長岡工業高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 47

18.富山工業高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 48

19.富山商船高専 海から学び自然と向き合う環境教育 49

20.石川工業高専 郷土愛育成による環境改善教育システム 50

21.福井工業高専 地域との協働による環境づくり 51

22.長野工業高専 環境に対する地域貢献および人材育成 52

23.岐阜工業高専 環境に配慮した省エネと地域貢献 53

24.沼津工業高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 54

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 55

26.鳥羽商船高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 56

27.鈴鹿工業高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 57

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 58

29.明石工業高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 59

30.奈良工業高専 節電で守ろう 地球と奈良高専 60

31.和歌山工業高専 環境に関する学生の活動 61

32.米子工業高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 62

33.松江工業高専 『学んで創れるエンジニア』の育成 63

34.津山工業高専 環境キャンペーン実施と学生の活動 64

35.広島商船高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 65

36.呉工業高専 学生による地域に根ざした環境維持活動 及び 省エネルギー対策 66

37.徳山工業高専 学生主体による資源ごみ分別活動 67

38.宇部工業高専 省エネルギー対策実践事例 68

39.大島商船高専 省エネルギー対策実践事例 69

40.阿南工業高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 70

41.高松工業高専 学生が自ら考え行動する環境問題への取組 71

42.詫間電波工業高専 省エネ診断と省エネ対策の実践 72

43.新居浜工業高専 実践的な環境教育及び環境に関する地域との連携 73

44.弓削商船高専 地域社会との連携による環境保全活動及び学生の取組 74

45.高知工業高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 75

46.久留米工業高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 76

47.有明工業高専 環境に関する取り組み状況及び学生の活動 77

48.北九州工業高専 エコキャンパスと地域環境防衛隊 78

49.佐世保工業高専 学寮 みんなで取り組む環境対策 79

50.熊本電波工業高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 80

51.八代工業高専 地域環境に地域と共に取り組む 81

52.大分工業高専 地域環境に貢献できる技術者の育成 82

53.都城工業高専 環境に関する地域と連携した研究 83

54.鹿児島工業高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 84

55.沖縄工業高専 環境に関する地域との連携及び学生の活動 85
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01．函館工業高専 ～環境に関する地域との連携及び本校の環境への取組～

環境に関する地域との連携状況

本校における省エネルギー対策の取組状況環境に関する学生の取組状況

研究報告書

１．土中の糸状菌の抑制（育成）
効果と植物育成効果の関係の
検証

２．炭窯の有効利用と新たな炭
製品の開発

～～～環境に関する地域との連携～～～

本校の教員が環境に関する研究に取り組んでいることは，地域によく知
られています。

平成１９年には地域連携協力会の会員からの要望により環境に関連し
た共同研究が２件ありました。この研究は，地域共同テクノセンター年報
により報告を行っています。

～～～本校の地域との連携の取組～～～

本校では，平成１６年に開設された地域共同テクノセンターを中
心とした技術相談や共同研究等を推進し，地域及び産学との連携
を図ってきました。

また，平成１９年には地域連携協力会が設立され，本校の活動の
支援をしてもらうことにより，地域との連携を更に強化しています。

～構内外一斉清掃の実施～

本校では毎年体育祭の終了後学生
会主催による構内の一斉清掃を実施
しています。１９年度は環境への取組
の一環として，構内だけでなく学校の
近隣においても，清掃を実施しました。

清掃活動状況

～グラウンド照明の間引き点灯の実施～

本校にはグラウンド照明設備が設置してあり，主に１０月から翌年１月にかけてクラブ活
動のために点灯してきました。しかし，電力の使用量が年々増加し，省エネルギーのため
間引き点灯を実施することとしました。

間引き点灯の方法は，グラウンド照明は全部で１３基設置してあり，このうち，全体の約
１／３を点灯しないようにしました。

１０月中旬から実施したところ，他の省エネの取組の効果もあり，１１月～１月で使用量
で前年比約１万５千kwhを，料金で約１７万円を削減することができました。また，基本料
金の減額にもなったので，１２ヶ月で約７７万円の支出を削減することが予想されます。

研究事例紹介

「スギ間伐材からの木炭・木酢液の植物育成効果に関する研究」

《 《 《研究内容》 》 》

二十日大根の育成試験状況

グラウンド照明

本校には１３基設置してある。

３１



02．苫小牧工業高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

01．環境に関する学生の取組状況

平成18年度 現代的教育ニーズ取組支援プログラム

「高専間連携を活用した体験型環境教育の推進」

松江工業高等専門学校を中心として、文部科学省が公募した平成18年度「現代的教育
ニーズ取組支援プログラム （現代ＧＰ）」の６つの テーマの一つで平成18年度に新設
された「持続可能な社会につながる環境教育の推進」に、東京工業高等専門学校、広島
商船高等専門学校と本校が共同で応募し、採択されました。

「環境教育の推進」部門には大学、短大、高専から76件の応募があり、本取組は14件
（採択率18.4％）採択された中の一つで、本校を含む共同申請校の環境に対する取組が
評価されたものです。取組期間は平成18年度～平成20年度です。

本プロジェクトは、学生の環境に対する意識を向
上させると共に実践的知識を付与し、社会の持続的
発展に向けて創造的発想を育む高度な環境教育の実
施を目的としております。

プロジェクトは次の３つの取組から構成されてお
ります。各学校において具体的なテーマを持って研
究等に取組みます。

□第１の取組

共同申請校で体験型環境技術講座を開講し、環境
問題の重要性を意識できるエンジニアを育成するこ
とです。本校では、「省エネルギー化への取組と環
境対策に関する教育」として、環境に関連した講演
会の実施や学生の自主的な活動をサポートしていま
す。

□第２の取組

卒業研究・専攻科特別研究に環境問題に応える環

境技術開発を組込み、環境教育の活性化と高度化を

推進することです。本校では、「産業廃棄物の有効

利用やリサイクル問題の解決」をテーマとして、自

動車廃ガラスの裁量に関する研究や産業廃棄物を利

用したコンクリート製造に関する研究等を行ってき

ました。

□第３の取組

第１の取組と第２の取組の成果を報告・議論して、
４高専が中心となって新たな環境教育の方法を構築
し、実践することです。これらの会議や体験を通し
て得られたアイデアや感動が各地へ持ち帰られアレ
ンジされることで、全国規模で環境意識が強化され、
今後の長期的活動につながっていくものと考えてお
ります。

学生の研究発表

寮生会のリングプル回収

ゴミのリサイクルに関する講演会
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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～

・主要建物毎に電気・水道メーターを設置し、使用量の
データ収集・解析を行い、光熱水使用量の削減を図る。

・建物内各所の温度センサーにより室内温度管理を行い、
暖房費の削減を図った。

・平成19年度営繕事業「寄宿舎内部改修工事」において、
窓の二重サッシ化を行い、暖房費の削減を図った。

●構内・周辺道路大掃除

●第２回シンポジウムを開催

●正規授業の一環として
公開発表会を開催

●市民から寄付された桜の樹木
約100本を構内に植栽

●学生による春の花植え大会

学生・教職員が、地域技
術者の指導の下、クリー
ンエネルギーを利用した
北方型住宅の設計・建設
を行っている さらに、
風力発電、太陽光発電等
の自然エネルギーの研究
を取り込み、新しい実験
棟としての役割も果たす

学生が学外実習を
体験しながら、環
境意識と使命感を
もった循環型社会
形成を担うひとづ
くりを目指す

●ゴミの分別によるリサイクル推進

●基礎断熱工法
施工状況 ●風力発電設備

取付状況
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省エネルギー対策実践事例

環境に関する学生の取組状況

04．旭川工業高専 ～省エネルギー対策実践事例と環境に関する学生の取組状況～

［図書館]［変電室]

［ボイラー室]

本校では，平成２４年度までに温室効果ガスの８％削減（対１６年度比）達
成を目標として，以下の省エネルギー対策に取り組んでいます。

★寒冷地の未利用エネルギー再生運用の
熱発電システム技術の研究

★北海道法バイオマス変換技術による
新エネルギー

１．変圧器の集約化

変圧器を集約化することに
より，年間約７トンのＣＯ２の
削減と２ｋＷの契約電力低
減を見込みます。

２．照明器具のＨｆ化

約３，１００㎡の照明器具をＨ
ｆ化することにより，全点灯の場
合，１時間あたり約３ｋｇのＣＯ２

削減を見込みます。

３．蒸気配管の保温

ボイラー室や共同溝の蒸気配
管の保温を強化することにより，
熱損失の低減によるＣＯ２削減
量を検証していきます。

４．室内温度を，冷房時は
２８℃，暖房時は２０℃に
設定している。

６．エレベータの休日及
び平日午後以降の運転
停止と運転時の使用自
粛を励行している。

５．昼休み時間及び不
要な照明の消灯を励行
している。

７．光熱水量の消費デー
タをＨＰで公表し，省エネ
意識の高揚を図っている。

８．デマンド計によ
り消費電力を監視
し，過大時には補
助暖房の使用を
制限している。

本校の学生による卒業研究，特別研究の取組例

・地球温暖化防止

・未利用（熱）ｴﾈﾙｷﾞｰの利用

コージェネレーションシステムコージェネレーションシステム

新エネルギー新エネルギー

熱エネルギー（排熱、排ガス）熱エネルギー（排熱、排ガス）

熱電変換熱電変換

電気エネルギー電気エネルギー COCO22の削減の削減

・大気中へ無駄に放出・大気中へ無駄に放出

・エネルギーの再利用の価値・エネルギーの再利用の価値

・小規模かつ分散・小規模かつ分散

木材

糖 エタノール

加水分解 発酵

木材からエタノールを生産
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環境に関する地域の連携状況

環境に関する学生の取組状況

05．八戸工業高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

八戸高専・地域文化研究センター主催の「環境カフェ」が、
平成１９年１０月１９日に八戸市の中心市街地にある若者向
けイベント施設エスタシオンにて開催された。これは地域に開
放された教養とコミュニケーションの場をつくる目的で企画さ
れ、同高専学生・教職員、一般方々多数の参加があり、好評
であった。

今回は講師として宮崎県在住で国際的な活動を続けるエ
コロジストの松本英揮氏を招き、ユニークなスライドショーで
世界の環境事情についてくつろいだ雰囲気のもとで行われた。

本校教員が中心に活動している市民活動団体「エコモビリティ研究会ＳＴｉＬＥ」の主催により、 「人と環境にやさし

いまちなか交通の調査ならびに普及・啓蒙」事業の一環として、自転車、車椅子など多様な移動手段と公共交通の
連携による安全・安心で環境負荷の小さいまちなか交通のありかたを調査し、これを八戸市の中心街活性化と観光
振興の一戦略にするための啓発とネットワークづくり、ソフトづくりを推進する目的により、平成２０年２月１６日にＴＢ
Ｓテレビディレクター・ＮＰＯ法人自転車活用推進研究会理事の疋田智氏、ＮＰＯ法人もりおか中津川の会理事兼事
務局長の寺井良夫氏を迎え、「人と環境にやさしいまちなか交通のためのシンポジウム」を開催した。

学生有志の課外活動で、食用廃油からBDF（バイオディーゼル燃料）を作成し、まちづくり活動（１９年度実績：衰

退している中心市街活性化のためのイルミネーションイベント）に協力しているグループが、アサヒビール株式会社
主催 「日本の環境を守る若武者育成塾」 （平成１９年８月１６～１９日開催）に青森県代表として参加し、奨励賞を
受賞した。

「日本の環境を守る若武者育成塾」とは。実社会における環境問題の解決事例やアサヒビール工場の環境への
取組、森や川での実習体験を通じて、気づいたことや身につけた知識・知恵を活用しながら地元の環境問題に自ら
の力で挑み、様々な社会問題に対する取組方を学ぶ目的として、高校生を対象とした環境教育活動である。
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06．一関工業高専 ～いわて環境マネジメントシステム・スタンダードで省エネルギー～

（Ａ）「いわて環境マネジメントシステム・

スタンダード」 で省エネルギー

学校をあげて省エネルギーに取り組むため、
平成２０年２月より本校の環境マネジメントシス
テムを整備し、「いわて環境マネジメントシステ
ム・スタンダード(IES)ステップ２」の認証取得に
取り組むこととした（図１）。IESは環境マネジメン
トシステムの国際規格であるISO14001のローカ
ル版である。IESステップ２は、ISO14001とほぼ
同じ要求項目を設けていながら、コスト面等で
取り組みやすいものとなっている。平成２０年度
中に認証取得する予定である。 IESによる環境
改善は、PDCAサイクルにより進められる。即ち、
毎年、数値目標を掲げた環境改善計画を策定し
(Plan)、目標達成に向けて活動する(Do)。毎月、
光熱水・燃料に関する削減目標の達成状況を
教職員・学生へ通知し、省エネルギーに向けた
意識改革を図っている。定期的に自己評価を行
い(Check)、改善を図る(Action)。本校はこのよう
な活動を通して、教育研究機関として地球環境
を保全していく活動をリードしていきたい。

学生の主体的な取り組みとして、学生会では
自らポスターを作成して省エネルギーを呼びか
けている。また、寮生会は、光熱水量のグラフを
寮内に掲示することによる節約の呼びかけ、学
寮内の古新聞・古雑誌を回収してリサイクルへ
まわす活動、学校近隣の清掃奉仕活動（図２）、
「ペットボトルのキャップで世界の子どもにワクチ
ンを送る運動」への参加等、主体的に環境問題
に取り組んでいる。

（Ｂ） 環境における地域との連携活動

本校の所在する一関市には、「ふれあいエコ・
ゼミナール実行委員会」がある。これは、環境保
全に関する活動を行うことを目的として設立され
た団体で、一関市、岩手県県南広域振興局一
関総合支局、市内企業、本校により構成されて
いる。本委員会は、環境講演会「ふれあいエコ・
ゼミナール」の開催を始めとして、積極的な環境
教育・エネルギー教育を展開している。本校は、
「ふれあいエコ・ゼミナール」に講師を派遣してい
る他、本校にて体験型セミナー「環境と科学の
ひととき（親子で楽しむエコサイエンス）」（図３）
を開催している。 図３ 「親子で楽しむエコサイエンス」の開催

図１ 環境マネジメントを通した取り組み

図２ 寮生会の清掃奉仕活動
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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～

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

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)

環境教育への全学的・システム的な取組み
(H19～21年度現代GP採択プログラム｢領域
を超えた協働型環境ゼネラリストの育成｣より)

環境に関する取組の実施例
○創造実習 全学科の2年生・200人に対し，週2時間，
前期15週で行われています．実習班は各学科からの5
人で構成され，3ﾃｰﾏ（太陽電池の作製と特性評価，無
鉛ﾊﾝﾀﾞの作製と機械特性の評価， ﾍﾟｰﾊﾟｰﾌﾞﾘｯｼﾞの作製
と強度の評価）の中から2ﾃｰﾏを選択し，全員で実習・体

験します．
○保健体育 全学科の1年生・200人に対し，「環境と健
康」をｷｰﾜｰﾄﾞに，4～5名のｸﾞﾙｰﾌﾟで学生が自らﾃｰﾏを

選定し，学生主体の課題解決学習を行い，調査結果をﾚ
ﾎﾟｰﾄとｽﾗｲﾄﾞにまとめ，発表・質疑応答，学生による相互
評価を行っています．
○高専祭(環境ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾃｽﾄ07) 環境ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾃｽﾄと
称する3部門(環境ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｫﾄ，環境ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ，環境ﾃﾞ
ｻﾞｲﾝ)からなる提案型ｺﾝﾃｽﾄを開催し，本校学生から約
100作品の応募があり，当日は約300人の参加者に作

品の評価を頂いています．

環境マネジメントに基づく学生と教職員が共に行う
実践活動(学内実施計画H17～H19より)

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

環境教育・研究の取組と実践の状況
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08．仙台電波工業高専 ～環境に対応する研究と地域連携活動～

仙台電波高専では、技術の習得にとどまらず、高いコミュニケーション能力、コンピュー

ターリテラシー、電子情報工学分野の基礎知識を持った、環境への配慮を怠らない「人間

性豊かなエンジニア」を目指した学習・教育を行っています。

ごみの分別回収や、学校周辺の定期的な清掃活動はもとより、環境対応型の技術への

積極的な挑戦もつづけています。現代では、環境への負荷が大きく、かつ近い将来枯渇が

予想される石油資源の使用量を減らしながらも、情報伝達、物流などをより活発にしなけ

ればなりません。そのための一つの解は、電気エネルギーの活用です。

今回は、電気新聞創刊１００周年を記念して創設された、「第2回 エネルギー教育賞」に

おいて、奨励賞を受賞した「エコラン ＝ World Electric Vehicle Challenge in SUGO 」の

活動についてご紹介します。

― 新しい技術への挑戦 ―

2002年開催の大会において、優

勝、準優勝をはたした本校では、

以後、電気自動車の心臓部である

モーター、および制御回路を市販

品に頼らず独自に設計・開発して

います。高低差70m、 大上り勾

配10%のSUGOコースにおいては、

回生ブレーキの活用も重要課題で

あり、より実践的な技術開発が求

められています。2007年大会では、

オープン部門で１５，１９位と健闘

しました（図１）。

― 地域との連携 ―

電気自動車の技術を応用し、本

校学生が指導する、「親子で作る

電気自転車製作教室」を開催し、

地域の方々への啓蒙活動も行っ

ています。製作した自転車は、大

会 と 同 時 開 催 の 、 電 気 自 転 車

101mエコランレースに参加してい

ます（図２）。

図１． 2007 World Electric Vehicle Challenge
に参加した、SEV-K’07

図２． 2007 World Electric Vehicle Challenge と
同時開催の電気自転車による101m競争の様子。

本校学生が、地域の親子を指導して電気自転車を

製作している。

３８

Institute of National Colleges of Technology，Japan



09．秋田工業高専 ～省エネルギー対策実践事例～

秋田高専における省エネルギー対策実践例

本校では今年度から空調中間期である，５～６月・９～１０月を空調用ガス（ＧＨＰ）の

供給を全停止することとし，先の５～６月の空調用都市ガスの使用量は，前年同期に比べる

と約６，０００ｍ³使用量を減らすことができ， ＣＯ２排出量としては約１２．５ｔ －

ＣＯ２を削減した。現在は９～１０月期ガス供給の全停止を実施している。

また，各講義室内及び校内各所に，省エネ励行のポスターを掲示し教職員・学生等への

啓蒙を実施している。

◎大規模改修に伴う効果的な省エネ対策

本校では，管理棟・講義室棟・学科棟（４学科）・実習工場の，耐震改修及び居住性の

向上に加え，省エネ対策を盛り込んだ大規模改修を実施している。

各省エネ機器の効果的な対策を実践するため，

①トイレ用人感センサー式照明のタイマーを１５分に設定する

ことにより，点滅回数による電球の消耗を最小限にし，

省エネ・省資源対策を実行している。

②個別空調用リモコンには，冷暖房時の設定温度を表示し，

利用者に対し省エネの励行に努めるよう啓蒙すると共に，

省エネ意識の向上を図っている。

③専攻科棟実験室用個別空調機は，専攻科長室に設置している

「集中管理コントローラー」による遠隔管理を実施している。

◎教職員への周知

毎月実施される教員会議において，光熱水（電気・ガス・水道）の月別使用量及び使用

料金を前年度と比較したグラフを配付し，年度当初に設定した削減目標への確認及び

学生への指導を協議し，省エネ励行の徹底を図っている。
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10．鶴岡工業高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

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。さらに、平成１９年度には、本校教授が実行委員長を務め、全面協力している「環境

フェアつるおか」が「エコ杯やまがた賞」を受賞した。

１．環境に関する地域との連携

平成２０年度に、文科省より特別教育研究経費 （ 連携融合事業経費 ）

として「小・中学生を対象とした環境活動支援事業－環境調査・地球温暖

化対策・省エネ等の具体的実践教育－」 が認められた。 これは、本校が

これまで行ってきた地域連携を一層発展・充実させるもので、右図のように

なっている。 内容は鶴岡市や庄内地域の教育委員会や環境部等と連携

して、以下のような事業を行うものである。

１）小・中学生への環境調査・保全活動の支援と発表会の実施。
２）小学校への環境・省エネ出前授業の実施。
３）夏休み（又は冬休み）リサイクル教室の実施。
４）「環境フェアつるおか」への出展とイベント協力。 等である

２．本校の環境保全の取り組み

本校は平成１０年に「環境保全委員会」を設置して、ゴミ分別の実行だけでなく、学内ＬＡＮの導入によるペーパーレス化やエコ

商品の購入、節電節水等についても実行してきた。 平成１２年からは「環境保全方針」及び「具体的実践事項」（下図）を教室、

校舎内全出入口に張り出した。 この中には、省エネやＣＯ２の削減対策実践事項も記述してある。

この他、現在まで本校で行ってきている取組みとして、次のような

ことがある。

◆年2回、雑誌・ダンボール・紙類の資源回収。
◆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、教室等の無人時に電灯が消える省
エネ人感センサーの設置。（H５～18年）

◆昼休み時の消灯の実施、クーラーの自粛、冬季暖房の自粛。
◆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」（写真右）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。
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藪を掻き分けて水路調査

環境に関する学生の取組状況

11．福島工業高専 ～身近な環境資源の理解と再生活動～

卒業研究として実施しています。屋上緑化はヒートアイランド抑制
効果が期待できますが、既存建築物の緑化は屋上の耐荷重他の
理由から困難でした。そこで、水耕栽培とつる性植物を組み合わせ
ることで、既存の校舎を簡単に緑化することを可能にしました。屋上
から下垂させる壁面緑化は、 も暑くなる 上階の窓を生きた植物
の葉で覆い、効果的に部屋を涼しくします。設置後に素早く生長さ
せ（写真は設置後約3ヶ月）、秋には撤去して陽光を確保します。

雨水再利用による資源保護

既存建物の屋上・壁面緑化

環境に関する地域との連携状況

地元NPO法人等と連携し，環境教育を実践する小学校教員等のキャリア

アップ講座を開催！

建設環境工学科棟1階に雨水貯留タンク
を設置し，屋上に降る雨の一部を貯留して
います。タンクの貯留水は，学生がコンク
リート実験や屋外作業で使用した器械や器
具の洗浄のために利用し，水道水使用量
の削減に取り組んでいます。

ボートにのって分析試料採取

賢沼の水質改善への取組み

【事業内容】
●環境教育の実践者養成講座

本校は，平成19年度文部科学省公募事業『社会人の学び直しニーズ対
応教育推進プログラム』に採択されました。これに伴って，環境教育に苦労
している教員や新たな展開を試みようとしている教員，教員や補助講師を
目指してより幅広い能力を求めている人材を対象として，これら人材が小学
校において地域の環境資源を活用しながら教育の実践ができる能力を身
につけることができるように，地域のNPO団体等と連携しながら養成講座を
開催しました。

【成果】
●いわき地域の環境資源を体験的に学ぶ

講座開催にあたっては，本校と地域の自然科学系2団体が連携して実施し、受講者には地域の環境資源を

テーマに小学校における環境学習に役立てるスキルを習得していただき、その特徴はフィールド体験型の講座
を開催することができた点であります。また，受講者には講座の期間だけでなく，その後の情報交換等を通じて
サポートできた点も成果として評価されています。

賢沼は、いわき市の東端に位置し、オオウナギの生息地として国指定の天然記念物に指定されている沼で、
年々水質の悪化が進行しているために、このままではウナギの生息環境が維持できない恐れがあり、水質調
査と水質の改善を目指し、地域住民の方々と協力して活動しています。

藪を掻き分けて水路調査

賢沼の水質改善への取組み賢沼の水質改善への取組み
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地域の環境運動への参加

12．茨城工業高専 ～新たなる自然との共存へ向けて～

茨城県が県内事業所に呼びかけて実施している
「ノーマイカーデーいばらき」に賛同し、特定日のマ
イカー通勤を控えるよう全教職員へ呼びかけほぼ
全員が参加した。

省エネルギー対策実践事例①

毎月の光熱水（量）料のグラフを作成し、学生・教職員へ
周知することにより、省エネルギー対策への意識向上を
図るとともに、積極的な節電活動を呼びかけている。

～学生・教職員への意識啓蒙～～学生・教職員への意識啓蒙～

～ゴミの削減と食品リサイクル～～ゴミの削減と食品リサイクル～ 生ゴミ処理機の設置生ゴミ処理機の設置

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。

自家製野菜の栽培自家製野菜の栽培

～ＣＯ～ＣＯ22排出量削減に向けて～排出量削減に向けて～

室内の熱効率を向上させ、空調設備の使用を
極力控える空間を創出するため、網戸の設置、
扇風機の導入、シーリングファンの採用など、多
種多様の試みを行っている。

太陽光発電システムにおいて約40,000kwhの電力を発
電し、電気によるCO2排出量を約2.2％削減した。また、学

生・教職員に電力への関心を持ってもらえるよう学生出入
口にリアルタイムの発電量、電気自給率がわかる表示盤
を設置している。

事務室等に網戸の設置事務室等に網戸の設置 講義室に扇風機の導入講義室に扇風機の導入
太陽光発電システムの利用太陽光発電システムの利用

省エネルギー対策実践事例②

省エネルギー対策実践事例③



学校周辺（高専通り）の清掃活動による地域社会への貢献

学生によるゴミの分別への取組

13．小山工業高専 ～環境に関する地域社会への貢献と学生の活動～

小山高専正門前道路は通称［高専通り］と呼ばれています。毎年、夏季、冬季、お
よび春季休業期間に入る前の大掃除の時に、近くのスーパーの交差点から新国道４号
線までの「高専通り」の清掃活動を学生と教職員合同で行っています。学生の高専通
りの清掃分担は、下表のように、３年生の各学科のクラスがローテーションで行い、
歩道上や街路樹の植え込みの中に投棄されている缶やペットボトル、瓶、ビニール、
紙類などの大量のゴミを収集し、熱心に分別・清掃作業に取り組んでいます。

清掃分担表（下線が高専通り担当） 学外歩道上の清掃作業

学校祭（工陵祭）で発生した廃棄物の再利用資源化を図るため、学生による実行
委員会が中心となりデザインにも配慮した専用の回収ボックスを製作しました。
学生自らが分別回収に努め、資源の再利用化を推進しています。
また、寮生会は、前年度に引き続きゴミ分別運動を推進し、徹底させています。

各フロアにおいて、ゴミの３分別（可燃物、ペットボトル類、その他）を徹底する
以外、ゴミを出す時点でもきちんと分別して捨てるように指導しています。

学校祭で設置された回収ボックス
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14．群馬工業高専 ～環境に関する地域との連携状況～

１．群馬県ウォーターフェアで水質分析

水の日（８月１日）に行われる表記事業に、平成１６年か

ら５年間参加。来場者による水の水質分析を群馬県庁、高

崎イオンで実施。環境水の汚濁状況を分析することで、環

境保全の啓蒙に貢献。参加者１万５千人。（写真１）

２．環境探検隊を編成

科学技術振興機構（ＪＳＴ）の「地域科学技術理解活動推

進事業」として群馬の環境を科学的見地から学ぶ。１９年

度は「群馬温泉探検隊（温泉の秘密をさぐる）」を小学生で

編成し、草津温泉の分析を現地で実施。水上、伊香保、

四万、磯部の各温泉は、学内で分析。２０年度は「利根川

探検隊（源流から河口まで）」を編成。源流（矢木沢ダム）

から銚子市河口まで約３００ｋｍをくだり、水環境、自然環

境、歴史などを調査。小学生と一般人を対象に２回実施。

（写真２）

３．出前セミナーの実施

環境啓蒙活動として「お呼びがあれば いつでも どこで

も」をキャチフレーズに出前セミナー（無料）を実施。題目

は「あなたがつくるこれからの環境」、「平成リサイクル物

語」、「炭は地球を救う」など。１０年間に２００回以上を実施。

環境啓蒙に貢献。

４．炭素繊維による水環境整備（水質浄化および魚類増殖）

炭素繊維に微生物が大量に固着する現象の発見からス

タート。１５年の歳月を経て、群馬県から日本全国２００カ

所以上（図１）。中国蘇州で実施。群馬県織物産業の振興、

群馬県水環境の整備に貢献。榛名湖のワカサギ復活に効

果発揮。公共事業に採用。ＴＶで多数回紹介、水環境の

整備に貢献。特許収入有り。

５．環境に調和した地域産業創出プロジェクトの代表研究者

ＪＳＴの「群馬県地域結集型研究開発プログラム」で産学

官の研究者９０名から構成される群馬県最大規模のプロ

ジェクト（２４億円／５年間）の代表研究者を本校教員が担

当。畜産県群馬の環境整備、特に排泄物の脱臭を研究し、

商品化に成功。環境改善に貢献。

写真1 ウォーターフェアにおける

来場者による水質分析

図1 水質浄化・藻場実施場所

写真2 群馬温泉探検隊 （草津温泉 湯畑にて）
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15．木更津工業高専 ～ペットボトルアーチとホタルの棲む小川づくり～

放流に参加した小学生・高専生 カワニナ・魚を放流する小学生

蛍の棲む小川づくりと地域住民とのほたる観察会

平成19年10月開催の本校文化祭（祇園祭）では、環境問題をテーマとして多くの展示や活動を

行いました。中でも特に人の目を引いたのは、身近なもので製作したアーチでした。学内でたくさ

んのペットボトルを集め、それを文化祭の運営に携わる学生の委員達が連日遅くまでかかって

作ったものです。「eco」をテーマとした文化祭を開催している、という認識を強める目的で作ったも

のですが、来客の反応はすこぶる良く、目的を十分に達成することができました。

文化祭で考えた環境問題

この活動は平成18年度「川に学ぶ」活動助成を受け、本校が実施したものです。活動地域は、

近くの農業用水路です。本地域は宅地化が進み、平成18年度末には新しい住宅地が完成しまし

た。近くにはホタルが見られ、小学校の皆さんが保護活動や観察活動を行っていました。

この場所をもっとホタルが舞う場所にしたいという思いから、地域の協力を得て小川を整備しま

した。写真は小学校の皆さんとカワニナやドジョウなどを放流している様子です。

その後、毎年6月下旬ごろには地域住民の観察会が実施されています。また、ホタルが舞う期

間中には親子連れで観察する姿がみられています。
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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～

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

その中の成果の多くは国内,国外の学会で発表 （平成19年度の発表件数 ：15件）

◆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

エネルギー使用量削減の取組

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

成
果

平成１７年度から平成１９年度の３年間について

電気使用量は毎年減少している。

平成１７年度 １,６６６,０７５ｋｗｈ

平成18年度 １,５７１,１３６ｋｗｈ

平成19年度 １,５６５,１２６ｋｗｈ

資源有効利用の取組

平成18年度から八王子市の資源集団回収事業

実施団体に登録

校舎各フロアに古紙回収ボックスを設置し、定
期的に回収

成果

平成１８年度は約８トン回収（約４万円の収入） 平成19年度は約１９トン回収（約9万円の収入）

古紙回収ボックス

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
成果

平成１８年度は平成１９年度同様約２トンの雑草を
刈り取り

バイオマス資源としてコンポスト化にとる有効利用

を卒業研究で検討中

キャンパス脇に花壇を設置し季節ごとの花を植栽

エコ文化祭の取組

学生環境レンジャーが中心になって11月の文化祭中のゴ

ミ分別を徹底（エコ文化祭）

２４６７３６２９７５５４回収

(kg)

プラPETビン缶不燃可燃種別

文化祭での分別呼びかけの風景
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長岡市花いっぱいコンクール参加

クリーン作戦の実施

17．長岡工業高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

長岡市花いっぱいコンクールに参加し、校内の美化を推進

長岡市では、『花いっぱ
い運動』の輪をひろげるた
め、毎年「花いっぱいコン
クール」を実施しています。

長岡高専も、整備委員を
中心に、この運動に参加し、
校内の「花いっぱい運動」
を展開中！！

クリーン作戦で、学校の周辺を大清掃！！

長岡高専の隣には、長
岡市の観光地のひとつ
である悠久山公園があり、
桜の名所として知られて
います。

毎年、春と秋には、学
生会を主体とした全学的
な取組として、この悠久
山公園を含む、学校周
辺地域の大清掃を行っ
ています。

もちろん、ゴミの分別に
も力をいれています！！

４７



18．富山工業高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

平成19年11月28日、本校は全国の国公私立64高専として初めて
「ISO14001」の国内版ともいうべき「エコアクション21」に認証・登録されま
した。 現在、全国で2000を超える事業者が登録し、富山県内では約30の

事業者が登録しています。このうち教育機関として登録しているのは全国
でも数校しかなく、富山県内では本校が初めての認証・登録となりました。

環境美化活動の一環として、年に２回校内はもとより、近

隣の町内も含めて清掃活動を行っています。

この活動は毎年、本校の学生・教職員全員が参加して行っ

ているものです。

ソーラーポンドにおける二重拡散対流

ソーラーポンドとは上層には真水、下層には塩水

が存在する装置です。昼間、太陽光によって装置下
面が暖められ、この顕熱を塩水層内に蓄熱させて、
太陽光エネルギーを有効利用しようとするものです。

装置内には濃度差と温度差が同時に存在するの

で、二重拡散対流が発生します。本研究ではこのよ
うな系を簡略化し、実験及び数値解析を行い、まず
は装置内での対流挙動を把握しようとしています

境界面

真水層

塩水層

加熱

太陽光

環境に関する取組

教職員・学生への呼びかけ

環境に関する研究の取組例
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19．富山商船高専 ～環境に関する学生の取組と省エネ対策～

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、全学生が練習船
「若潮丸」による航海実習を体験するカリキュラムとなっている。その実験・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。

環境教育と学生の取組状況

大気汚染対策

排気ガス→ 舶用脱硝装置を装備

硫黄分の少ない軽油を使用

海洋汚染対策

汚水・し尿処理

国際法に順ずる実機を保有

若
潮
丸

省エネルギー対策実践事例

舶用脱硝装置
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。

デマンド管理による 大電力の抑制

教室等の空調温度の中央管理

自動水栓及び照明センサーの設置

網戸の設置・夏季の軽装…etc

若
潮
丸

デマンドメーター 空調管理装置

手洗自動水栓 照明センサー
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環境に関する地域との連携・取組状況

環境に関する学生の取組状況

20．石川工業高専 ～郷土愛育成による環境改善教育システム～

石川高専は、金沢市、かほく市、内灘町、津幡町の二市二町に広がる「河北潟」の環境汚染問題を、生きた
環境教育の教材とすることで、地域総合型技術者を育成することを目標としています。

この取組のため、学町連携協定を地元 津幡町（平成18年1月）をはじめ内灘町（平成20年5月）と締結し、

河北潟の環境にかかわる教育及び研究について相互に協力して推進しています。

○育成すべき人材像：地域総合型技術者

＜技術と自然環境・人間環境との調和を図る総合技術者＞の育成

石川高専は、地域で活躍する実践的・創造的技術者として、その地域の風土を深く理解し愛着を持ち、自らが
習得した技術や知識を活かして進んで地域貢献ができる人材の育成を目指します。

○取組概要：郷土愛育成による環境改善教育

○環境教育の方法論

河北潟に学ぶ：郷土愛の育成
・「河北潟」について文学、歴史、環境教育、ボートやレガッタなどの生涯
体育教育。英語学習を通じて国外の環境問題教育。（本科3/4年生）

・河北潟出前授業：学生による地元小中学生への環境教育の実施
（専攻科1年生）

河北潟に還す：工学的な提案と実践
・間伐材利用による「木工沈床」の製作・水質浄化の実験をとおして、郷土
の森林維持から水質改善までのプロセスを学ぶ。（専攻科1年生）

・河北潟の問題について、プロジェクト型の演習を通して学生の創造性を
生かした工学的な提案と製作を実施する。（専攻科２年生）

○取組の目標と取組の状況

・河北潟出前授業で学生が実施する小・中学生を対象とす
る科学リテラシーを通して、環境意識の高い学生を地域で
育成し、将来石川高専で受け入れることにより教育による地
域への人材の循環システムを確立する。

人材の循環

・間伐材という森林資源の有効活用を各種プロジェクトにお
いて実現し、森林から河北潟まで一つの水系とする資源循
環を隔離する。

資源・意識の循環

河北潟出前授業→

平成20年5月、6月、7月実施

←創造工学演習Ⅰ

「木工沈床」製作風景

創造工学演習Ⅱ→

水質浄化ビオトープ

プロジェクト（平成19年度）

←学生課外活動

河北潟干拓地内沿道

景観整備プロジェクト

（平成18年度～現在継続）
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このプロジェクトではこんなことを行ってますこのプロジェクトではこんなことを行ってます。。
（実施期間：平成２０年４月～平成２２年３月）（実施期間：平成２０年４月～平成２２年３月）
○○簡単なものから最新の技術まで、幅広く環境計測技術を紹介します簡単なものから最新の技術まで、幅広く環境計測技術を紹介します。。
○○実際に地域の環境に関する情報を計測します実際に地域の環境に関する情報を計測します。。
○○環境計測に関する出前授業を行います環境計測に関する出前授業を行います。。
○○各種環境計測講座への講師を派遣します各種環境計測講座への講師を派遣します。。
○○環境計測に関するワークショップを行います環境計測に関するワークショップを行います。。
○○関連機関に学生を派遣し、協働事業を行います関連機関に学生を派遣し、協働事業を行います。。
○計測したデータを蓄積する地球環境○計測したデータを蓄積する地球環境GISGIS（地理情報システム）を構築し、公開します。（地理情報システム）を構築し、公開します。
○○『『地域環境計測フォーラム地域環境計測フォーラム』』を行い、地域の環境について知っていただきますを行い、地域の環境について知っていただきます。。

地域連携プロジェクト（機構採択課題）
『地域連携による環境の定期診断を通した

持続可能な環境都市づくり』

◇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。』

福井工業高等専門学校校長 池田大祐

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
越前市「みずまる組」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）」
越前市「武生めだか連絡会」会長 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「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

21．福井工業高専 ～地域との協働による環境づくり～

５１



環境に関する学生の取組状況

22．長野工業高専 ～環境に対する地域貢献および人材育成～

1.みどりの自転車のボランティア活動

平成19年5月23日、本校駐車場において、本校学生会と隣接する長野市立皐月高校（現長野市立高校）の生徒
会とが協力して、「みどりの自転車」のボランティア活動を行いました。「みどりの自転車」は環境NGOのNASLが行
う健康・環境都市づくりの提唱として始めたもので、本活動は平成19年で3年目を迎え、本校で不用となった自転車

を、みどり色に塗装し、長野市内の中心部に配置し、長野市民や観光客の移動手段となっています。

完成した「みどりの自転車」 塗装作業中の学生たち

2.環境ポスター作成

本校では京都議定書で求められている二酸化炭
素削減率を目標として、二酸化炭素排出量を2006
年度基準として2007年度から6年間で6%削減する

ことを目標値として設定して、学生、教職員が一体と
なって温暖化防止に向けて取り組んでいます。この
ような方針のもとで、さらなる学内における環境活
動に関する意識付けを図るための環境ポスターを
募集しました。その結果、学生より15作品の応募が

あり、その中から 優秀作品が選ばれ、 優秀作
品は校内に掲示するとともに、JR長野駅、三才駅、

郵便局、銀行等に掲示を依頼し、地域住民の方々
にも本校の取り組みについて紹介させていただきま
した。

JR三才駅に掲示された環境ポスター

3．ビオトープ管理士試験に２名合格

本校環境都市工学科の環境分野では、技術士補
(環境部門）、公害防止管理者およびビオトープ管理
士の受験希望者が増加しており、現在GP事業「地

域企業と連携した技術資格取得支援」等を通じた受
験直前のワンポイントセミナーなどを開催し、在学
中の資格支援を積極的に行っています。19年度は2
級ビオトープ施工管理士資格に2名の学生が合格し、
特に環境都市工学科4年滝澤諭君は、19年度試験
の 年少合格(18歳)を果たし、地元新聞にも大きく

取り上げられるなど、本校の環境分野に対する取り
組みを広くアピールしました。

滝澤 諭君
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環境美化の取組状況

省エネルギー実践状況

23．岐阜工業高専 ～環境に配慮した省エネと地域貢献～

－ 環境美化活動 －

〔構内外合同清掃〕

〔 僕に・私にできる10の宣言! 〕

本校では、環境方針で定めた “環境意識の向上” を目標とした行動計画に基づき、 毎年7月
と11月に「清掃の日」を設け、教職員及び学生との合同清掃活動を実施し、構内及び周辺の道路

や側溝の除草、空缶・ゴミ拾い等の美化運動に取り組んでいます。

この清掃活動を通じて愛校心を深めるとともに、地域貢献の一役を担っています。

ぎふエコ宣言 !

Ⅰ.マイはし使用宣言 Ⅱ.マイバッグ使用宣言

Ⅲ.マイカップ使用宣言 Ⅳ.マイボトル使用宣言

Ⅴ.マイカー使用自粛宣言

Ⅵ.エコドライブ宣言 Ⅶ.エコ水宣言

Ⅷ.省電力宣言 Ⅸ.ゴミなし宣言

Ⅹ.クールビス・ウォームビス宣言

〔空調用電源制御盤〕

【イワダレソウ改良種クラピア】

－ イワダレソウを用いた環境保全の取組 －

Ⅰ.冷暖房の運転期間、運転時間及び設定温度を厳守すること。

Ⅱ.契約電力を維持するためにピークカットを実施すること。

Ⅲ.教室・廊下灯は使用しないときは消灯すること。

Ⅳ.業務に支障のない限り消灯を実施すること。

Ⅴ.パソコン・プリンター等の機器類は、こまめに電源を切

ること。

デマンド警報時には、

空調電源の

緊急遮断を実施します。

本校卒業生から、このイワダレソウが植栽管理

上、有効であると紹介があり、構内の維持管理費

の削減に繋がるものとして、試験的に図書館玄関

横に植栽しました。

本校では、地球温暖化等の地球環境問題を踏まえ、教職

員及び学生が省エネルギーの重要性について理解を深め、

省エネルギー対策をより効果的に実施するため、 電力エネ

ルギーの省力化に関する申合せ（校長裁定）を定め、 以下

の取組を実施しています。

「ぎふエコ宣言」とは、岐阜県民一人ひとりが実

践できる身近な取組を10の項目にまとめたもので

す。地球温暖化防止を推進するため、本校も参加

を宣言しました。

－ 特徴 －

・種子を付けないので、他の環境への影響がない。

・表土の流出を防ぎ、雑草が生えにくい。

・土中深く根を張り、乾燥下でも生育する。

・５月～１１月まで小さな花が咲き、景観も美しい。

－ 特徴 －

・種子を付けないので、他の環境への影響がない。

・表土の流出を防ぎ、雑草が生えにくい。

・土中深く根を張り、乾燥下でも生育する。

・５月～１１月まで小さな花が咲き、景観も美しい。
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24．沼津工業高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

○省エネルギーの取組状況

○環境に関する地域との連携状況

毎年、地元中学校と連携して公開講座「門池環境調査隊」を開講し、地元の中学生が見近な自然環
境である門池の水質・生物を調査することにより、地域環境の大切さを学んでいる。

毎年、特別活動時間にクラスごとに、また高専祭、
寮祭などの行事の前後に本校近隣の清掃を実施し、周
辺の環境美化に参加している。

平成19年度には「技能五輪国際大会」が沼津門池地
区を中心に開催され、大会を盛り上げるため、近隣住
民の方が育てた真心の鉢植えを、本校内に学生が設置
し、併せて会場周辺の清掃をするなど地域と一体と
なった活動を実施した。

①地元中学生に環境教育を実施

②学校周辺の清掃活動

○環境に関する学生の取組状況

①本校所在地の沼津市では、環境保護のためゴミの分別回収を実施している。
そのため、週２回のゴミ回収時に教職員が分別方法について、学生に具体的に指導し、ゴミに対する
環境意識の向上を図っている。

②高専祭等の学校行事においては、学生会役員主導でゴミの分別回収、清掃を自主的に行っている。
③寮では、寮生会役員主導で雑誌などの古紙回収を実施し、ゴミの減量化の徹底を図っている。

電気の節約：
①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使用量を削減している。
②ホームルーム、寮食堂にガスヒートポンプ、エコアイスの省エネタイプの

冷房設備を導入している。
研究等の設備の更新についても、環境に配慮した機種を導入している。

③太陽光発電システムにより、毎年38,000kwhの発電を行い、CO2削減に貢献
している。さらに、防災ソーラー外灯を、玄関や寮地区に４箇所設置し、
安全・安心と省エネの強化を図り、今後も増設していく予定である。

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使用量を削減している。
また、地中の漏水音を調査し、漏水によるムダもなくすよう努めている。

○省エネルギーの取組状況

本校園芸委員会の学生及び教員が、高専
玄関前ロータリーのガーデニング作業を行
い、平成19年度開催された「技能五輪国際
大会」での、国内外からの来場者の憩いの
場所として提供した。大会終了後も、学生
が輪番制で水やり作業等を実施するなど、
環境保全に努めている。

○その他環境に関する活動

・学生主体の学内美化活動
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－省エネの取組－ ▼空調機の制御

GHP方式の空調機を改修時に順次設置しており、教室等

の空調機の制御は集中管理で行っています。温度設定は、
冷房時は２８℃、暖房時は１９℃に設定しています。また、
運転期間は、冷房：６／２０～９／２０、暖房１１／２０
～３／２０としています。消し忘れ対策として１日４回タ
イマーを設定し、一斉停止を行うとともに、警備員巡回の
際にも消し忘れについて確認を行っています。

[既設GHP方式空調機室外機] [集中リモコン]

▼紙資源の節約

多数の教職員が出席する会議では、事前にＷｅｂ上の掲示板で周知を行い、会議ではプロジュクターで資料を投影するな

ど、資料の配付を極力抑えています。また、プリンターについては，原則両面印刷機能を有する機種とする。テストコピー
等を保管するボックスを整備し、次回のテストコピー時等に再利用を図る。

▼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４０，０００ [ｋｗｈ] 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公表しており、検索・閲覧できます。 ［太陽光発電パネル］

ＨＰ：http://solar.toyota-ct.ac.jp/SLink_web/skelton/ske_frame.html

省エネのための取組状況

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～

－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、最寄駅周辺や
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］

－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］ ［学寮通路風景］

環境に関する取組

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。
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26．鳥羽商船高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

環境に関する地域との連携状況環境に関する地域との連携状況

環境に関する学生の取組状況環境に関する学生の取組状況

省エネルギー対策実践事例省エネルギー対策実践事例

新設及び更新する
空調に関しては、
随時ＧＨＰに変更し
ている。

使用電気量の
一部を太陽光
発電により補っ
ている。

照明器具については、
随時省エネ器具に交
換を行い、廊下、トイ
レについては、セン
サー式照明を使用し
ている。

空調の使用時
間削減のため、
新たに各教員
室には網戸の
設置を行った。

鳥羽市内にある子供の健全育成教室「めだかの学校」から、
夢があり、環境に関する自然エネルギーを利用した水車を製
作してほしい旨の依頼がありました。

そこで、地域との連携の一環として、学生が卒業研究として
取り組み、いろいろと検討をかさねて設計を行った結果、直径
２メートルのジュラルミン製の大型水車を 「めだかの学校」
（鳥羽市鳥羽二丁目）に設置し、施設の動力源として、大型水
車が使用されている。

学生による、地域の環境美化運動として、通学に使用して
いる 寄の駅(池の浦）から学校までの通学路周辺及び校内

のクリーンキャンパス活動を年２回行っている。
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全校挙げての取り組み

ボランティア委員会の取り組み

27．鈴鹿工業高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

学生による社会貢献活動のサポート

ボランティア活動を通じて社会に貢献したいと思う学生は多

いが、一人で活動を始めるには勇気が必要です。そのような

気持ちをもつ学生たちが集まって行動を起こすための組織とし

てボランティア委員会は，平成１９年度に学生会の委員会の一

つとして発足しました。

第23回 クリーンシティSUZUKA（平成20年6月1日）に参加

クリーンシティSUZUKAは昭和60年から続く鈴鹿市内のボラン

ティア活動。市民が自発的に通学路等のゴミを拾い、地域の清
掃に努める活動として定着。

当日は学校周辺の通学路を重点的に清掃を行ないました。

市民と共に地域清掃活動

全教職員と全学生による

学校一丸のクリーン活動
平成１１年から続くキャンパスクリーンデーは、前期と後期の計

２回、全教職員と学生が一緒に汗を流して学内外の環境美化に

努める活動です。毎月１回行なう月例大掃除とは異なり，鈴鹿高

専に属する全員が一緒に清掃活動を行なうことで、連帯感と自主

性を育もうというユニークな取り組みです。

清掃道具の準備や回収したゴミの分別などの雑務は、学生会

の環境美化委員会が主体となって行ないます．

学校長も例外ではない

学校敷地内全域（教室、運動場、寮敷地も含む）および学校周辺道路
をクラス毎に分担します。 本科生だけでなく、専攻科生も参加します。

高専祭におけるバザー（不用品リサイクル）、 寄り駅併設駐輪場の

清掃活動（平成20年度活動予定）といった活動を行なっています。

今後は他の学生も巻き込んだ自主的な社会貢献活動の旗振り役を

務める中心的な組織に育つのをサポートする予定です。

普段，接することのない

職員も一緒に清掃

全校挙げた環境美化への取り組み
全校挙げた環境美化への取り組み
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環境に関する地域との連携状況

環境に関する学生の取り組み状況

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～

宮津湾から天橋立により隔てられた内海で
ある阿蘇海は、外海とは海水交換がほとん
どなされない閉鎖性水域である。自然の浄
化能力を超える汚濁物質が流入し水質が悪
化している。

定期的な校内クリーンキャンペーンの実施

○環境美化一斉清掃（５月、１０月）

○学生会清掃ボランティア活動（６月、1月）

○寮生会ボランティア清掃（５月、９月）

地域活動への参加

舞鶴市が企画している「環境美化里親制度
（自分たちの区域をわが子へ注ぐ愛情と同
様の愛情で美しくするという制度）」に登録
し、本校正門前から近隣道路（約１㎞）の清
掃を行っている。

また、地域の方から通学生や帰省時に寮
生が利用するJR松尾寺駅の清掃活動の呼
びかけがあり、西日本鉄道OB会の方たち
と一緒に、学生会・ボランティア同好会・寮
生会のメンバーが草刈りやごみ拾いなどボ
ランティア清掃に参加した。 JR松尾寺駅清掃の様子（１０月）

環境美化一斉清掃の様子（５月）

阿蘇海を望む

阿蘇海

宮津湾 天橋立
環境改善について、地域関係団体・行政・学
識経験者が連携を強化一体となって、総合
的な取組を進めていくために、「阿蘇海環境
づくり協働会議」が設立された。

この活動では舞鶴高専の専門教員の企画・
調査活動をもとに、学生の研究対象テーマと
し教育にも取り入れる形で学生に地域貢献
の機会を与えている。
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ため池プロジェクト

廃棄物の削減とリサイクル

29．明石工業高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

日本一のため池数をほこる兵庫県の中でも、本校が立地する東播磨地域は文化庁「文化的景観180
カ所」にも選ばれた、ため池密集地域である。しかし、都市化、農業従事者の高齢化により、ため池の
維持管理を適正に行うことが困難になり、ため池の荒廃が進んでいる。また、雑排水の流入などによる
水質汚濁、外来種の進入などにより自然環境が悪化しているため池が増えている。一方で、絶滅危惧
種が棲息するビオトープとしての役割、都市部に残った貴重なレクリエーション空間としての役割を有し
ており、その環境改善が求められている。このような現状を鑑み池を守り育てるために、本校は受託研
究及びその研究成果の報告を行っている。

また、本取組は、これまでの研究室単位の取り組みを学校として連携による体験型環境教育・ものづ
くり教育の取り組みとして位置づけ、教育の充実・改善を図ることを主眼においている。また、ボラン
ティア活動として、学生も参加し、以下の事柄を実施した。

・地域連携授業において、ため池学（ため池の歴史、生態系、持続可能な社会とため池）を組み込み、
ため池の現状の学習。

・1年生、2年生、3年生のL.H.Rにおいて、環境問題の意識向上を促すためプレゼンテーション大会、

ディベート大会を行った。

・明石市と各地のため池協議会が共同で行っているクリーンキャンペーンに参加、葦刈りを行った。

・東播磨地域のため池のおかれている水質汚濁状況を調査、啓発活動や環境系研究室を中心とした
卒業研究にも役立てている。

・間伐材、葦などの自然素材を使い、新しいヘドロの浚渫方法を探る実験を江井ヶ島皿池で行っている。
今後、ヘドロの溶出を防ぐ方法、植物の栽培実験、推移の変化の影響を観察していく予定である。

本校では、ゴミの分別及び、廃棄物・廃材を有効活用することで排出量の削減に努めている。

・学内草刈キャンペーン等で、発生した雑草の堆肥化し、廃棄物を削減。

・薪ストーブを導入し、学内の剪定した植木、木質実験の廃材、清掃活動・里山保全活動の間伐材と
いった木質バイオマスの利用。

・天ぷら廃油を回収し精製してもらったもの（BDF）をトラックの燃料として利用。

・ゴミの分別を徹底し、表示もわかりやすくした。

天ぷら油の回収 間伐材を使用した薪 刈った雑草の回収 堆肥化した雑草

葦刈りの風景 植物プランクトンの増殖により
水面が緑色になったため池

ため池に建設した
チナンパ

間伐材の切り出し
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節電のための取組

資源確保のための取組

30．奈良工業高専 ～節電で守ろう 地球と奈良高専～

老朽化していたゴミ集積場を平成20年3月に改修しゴミの分別表

示を分かりやすくしてリサイクル資源確保のための取組にも力を
入れています。また，学生及び教職員向けのゴミの分別方法を分
かりやすく説明したパンフレットを各教室，教員研究室および各
事務室に掲示しゴミの分別を徹底する取組を行っています。

日常生活において「地球にや
さしい環境」を意識する“ひ
と”を育む活動の一環として学
生主体の校内清掃や地域住民と
協力して行うクリーンキャン
ペーンを定期的に実施し環境美
化に積極的に取り組んでいます。

奈良高専では「節電で守ろう
地球と奈良高専」を合い言葉に節
電のための取組を行っています。

右の写真(左)のとおり校内の電
灯スイッチに「節電」と書いた
シールを貼るとともに上記合い言
葉を掲げたポスターを学内数十ヶ
所に掲示し節電に対する意識を高
める取組を行っています。また，
写真(右)のとおり本館廊下の電灯
には感知センサーを設置し自動的
にスイッチが切れるようにしてい
ます。

それらの取組の効果が平成20年
度に入り僅かに出てきており右の
グラフのとおり電力使用量が前年
度同月と比較して減少しています。

感知センサー

奈良高専 電気使用量比較（校舎分）

環境美化に関する取組
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31．和歌山工業高専 ～環境に関する学生の活動～

学生の環境活動

学生の環境福祉ボランティアサークル「アメーバ」の学外環境保護活動

地元森林組合と連携し、みなべ町と印南町の山林で以前植林に協力した場所で下草刈り
の作業や間伐作業を実施した。このほか森林の植林や海岸清掃など学外で様々な環境保護
活動をしています。

寮生の環境活動組織『グリーンキーパー』の環境活動

溝掃除・花壇班・草刈班・校内ごみ拾い班・ペットボトル回収班・家庭菜園班・ｱﾒﾆﾃｨ
ｽﾍﾟｰｽ整備班等のグループに分かれ、それぞれの班のリーダーの元、学寮内の環境美化・
改善のための活動をしています。

本校では学生達が様々な環境保護活動を行っています。

ー平成19年度に行った活動の一部を紹介ー

森林の下草刈り 海岸の清掃（集めたゴミ）

花壇の花植え 学校周辺の清掃
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環境に関する学生の取組状況

省エネルギー対策実践事例

32．米子工業高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

環境に関する地域との連携状況

○建築学科卒研アトリエの窓に全面後付け２重樹脂サッシ化
を施す。

⇒・夏季の冷房効果が上がる。

・冬季の廊下窓からの放熱が抑えられ暖房効率が上がる。

○管理棟の一部において窓ガラスの遮断断熱皮膜（液体カー
テン）加工を施す。

⇒・冷暖房費（電気料金）の削減

・紫外線99％カット

建築学科

卒研アトリエ

２重樹脂サッシ

管理棟窓ガラス

液体カーテン加工

○建築学科「環境共生型ものづくりデザイン教育」

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椅子等ものづくり
教育を産官学連携のもと実践中である。

林業体験

風景

○ 物質工学科「分析化学実験」

物質工学科２年生を対象に、
中海に船を出して、汽水湖の様
子を観察し、海水を採取して、一
般分析を行い、中海の水質につ
いて理解を深めている 。

中海水質調査風景

○中海近郊清掃活動

寮生は、毎年、中海近郊に位置
する粟島神社の清掃を行い、環境
保全と地域住民との交流を進めて
いる。

粟島神社清掃風景

(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) 照明器具に省エネ
・照度補正省エネタ
イプを採用及び人感
・明るさセンサーに
よる節電

○専攻科棟新営工事で外壁タイル張外断熱工法・外部建具
にペアガラスの採用による冷暖房費（電気料金）の削減。

専攻科棟

平成20年4月28日地元紙掲載

○機械工学科森田慎一准教授が建築物の外壁工法である外断熱工法についての省エネル
ギー効果を産官学連携による共同研究によりデータで実証した。この成果は、環境負荷が低
減できる建築工法が新たに実用化されただけでなく、地域の発展にも期待できるものである。 地元雑誌掲載
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環境に関する学生の取組状況

省エネルギー対策事例

33．松江工業高専 ～『学んで創れるエンジニア』の育成～

防火池の清掃

・学生の協力による環境改善

毎年、学生にて池の清掃を行って
います。この池には金魚を放してい
るため、環境美化と供に水質環境
に配慮する意識を持たせる実践教
育を行っています。

環境研究 ・学生による環境研究の推進

教員の指導のもと、環境の改善に寄与できる（バイオ燃料、風力発電風車、燃料電池、電気自動車、
他）の各種技術の研究・発表を行っています。

ゴーヤのグリーンカーテン！！

・室内温度抑制の推進のためゴーヤの試験栽培

学生の提案で、寄宿舎５号館玄関前にゴーヤを栽培しました。
グリーンカーテンは強い日差しを遮ってくれるだけでなく、たくさん
の葉っぱから水分が蒸散するため部屋の気温上昇を防ぎます。

ペアガラス（複層ガラス）の導入

・冬期の温熱環境の改善

現在寄宿舎の一部にペアガラス（複層ガラス）を導入していま
す。ペアガラスとは、2枚のガラスの間に薄く空気層を挟み込む
ことによって断熱性能を向上させ、部屋の内外の温度差が原
因となる結露などを減少させる省エネガラスです。

車検に合格した電気自動車

車体のエンジンルームとトランクルーム
にバッテリー１０個を搭載。充電時状態
での走行距離は約７０㌔、時速は 高
で１００キロ以上出ます。

便座のふた閉め（節電）の呼びかけ

・無駄な電気使用量の削減。

学生会美化委員会が中心になって、省エネ活動を推進してい
ます。その中の１つで便座のふた閉めを呼びかけるチラシを
作成し、各ブース内に掲示しています。各部屋不使用時の消
灯と共に節電意識の向上を目指しています。
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環境改善キャンペーンの実施

学生会と寮生会の取組

34．津山工業高専 ～環境キャンペーン実施と学生の活動～

全体 「考えよう！地球環境（環境負荷の少ないキャンパスづくり）」
ゴミの削減と分別の徹底、さらなる省エネルギーへの配慮

教務部門
教室の日常的な清掃、環境教育に関連した科目の整備

学生生活部門
学生による校内外清掃の推進、
学生会を中心とした良い環境を維持する意識の向上

寮務部門
「人間にも環境にも快適な寮生活をめざして」
このもとに、リサイクル研修会や清掃活動の実施

教職員
省エネルギー活動の推進（電気・ガス・水道のさらなる節約）
紙の減量（両面印刷及び複数ページレイアウト印刷の促進、紙媒体から電子媒体へ

の移行促進）
環境配慮型製品への更新及び購入の促進

【学生寮におけるリサイクルと美化】

津山高専の学生寮には寮生会があり、１１の専門委員会を
設置して各種の活動を自主的に行っています。この中に、環
境に関係したリサイクル委員会と清掃美化委員会があります。
リサイクル委員会は、月２回のリサイクル物品（アルミ缶・新
聞紙・雑誌・ペットボトルなど）を回収し業者に引き渡すことを
業務にしています。また、毎年４月には新入寮生向けのリサ
イクル研修会を行っています。 一方、清掃美化委員会は、
寮内の清掃分担表や点検表の作成と立ち会い・指導を行い
ます。環境に関連した取り組みは平成１２年度頃から活発化
し、「人間にも環境にも快適な寮生活をめざして」を合い言葉
に取り組んでいます。

【学生による校外清掃活動】

社会貢献推進の一環として、学生による学外清掃活動
を実施しています。活動は学生が自主的に行っています。
学生会の美化委員会が清掃計画を立て、各クラスで担
当者を決めて実施しています。 清掃範囲は学校周辺の
道路や住宅地域で、ゴミの投げ捨て等が目立つ箇所を
重点的に実施しています。社会貢献推進の一環として、
学生による学外清掃活動を実施しています。 学生は美
化に貢献する充実感とともに、そもそもゴミを投げ捨てさ
せないようにしたいという願いを強く感じているようです。
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35．広島商船高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

本校は近隣の小中学校から依頼を受けて行う出前授業とい
うプログラムがあります。写真のプログラムは，平成１４年
度から継続している酸性雨をテーマとした授業で，大気汚染
が原因となって発生する酸性雨の仕組みと影響について，測
定道具の工作やph測定などを行っています。その他にも，エ

ネルギー資源の枯渇や環境汚染といった問題を解決するため
の新エネルギーをテーマとした授業もあり，燃料電池や色素
同感電池及び温度差発電等の実験などを行うなど，体験型の
授業も行っています。

このプログラムは竹原商工会議所青年部・竹原市・民間企業
との産学官連携事業として実施したものです。地球環境への配
慮と防災まちづくりを両立した「防災用移動式ソーラーパネル
自家発電システム」の作成を目標に，ハンダ付けやレーザーカ
ッターの型抜きなど，子供たちがものづくりの楽しさを学びな
がら地球温暖化と省エネルギー，災害時の電気の使い方を考え
ました。

なお，このシステムは竹原市の広域防災拠点に指定されてい
る「道の駅」で利用されます。

本校の最も重要な特色である練習船を活用したプログラムと
して，練習船「広島丸」の瀬戸内海自然学習クルージングを三
原市と共催で行いました。海水の透明度を測定する実験から海
水の汚れや，海上に浮遊するゴミの現状の観察を行いました。
また，海洋観測には絶好のロケーションを生かしたプログラム
として，夏季の公開講座ではカヤックを操り，本校の桟橋付近
に自生するアマモの群生を観察したり，自然をフィールドとし
た海洋汚染の防止意識向上を図るプログラムを展開しました。

地域活動を行っている団体（NPO「かみじまの風」，大崎上
島子供連合会，赤十字奉仕団，本校の卒業生から構成されてい
る広島商船高等専門学校校友会大崎支部）と連携して，多くの
観光客が訪れる大串海浜公園と野賀海水浴場を定期的に清掃し
ています。収集したゴミは分別して計量し，その結果を大崎上
島町の「産業祭」にパネル展示を行い、環境保全意識の啓蒙に
努めました。

また，学生会主催の有志による本校周辺の清掃活動「GREEN 
DAY」を実施し，地域社会への貢献を果たしました。

◆環境への配慮と防災まちづくり

◆環境問題・新エネルギーについての出前授業

◆海洋環境学習のための体験航海

◆海岸清掃活動と青少年教育
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36．呉工業高専 ～ 学生による地域に根ざした環境維持活動 及び 省エネルギー対策 ～

学生による環境維持活動

省エネルギー対策

○ 課外活動としての参画

○ 教育の一環としての参画

呉工業高等専門学校では、毎年、教育の一環

として地域での各奉仕活動に参画している。

環境に関する活動として、本科生や寮生での、

学校周辺の自治会等による清掃活動への参加を

行っている。また、本校が立地する阿賀地区の

５つの教育機関と地元自治体とで組織している

阿賀学園地域教育連携協議会（通称：アガデミ

ア）による連携活動として、地域の合同清掃活

動を実施し、児童と学生との異なる世代間での

コミュニケーションをとりつつ、環境問題への

理解を深めている。

呉高専インターアクトクラブは、呉工業高等専門学校にお

ける課外活動として、社会奉仕と国際理解をテーマに、特別

養護老人施設での清掃活動・交通遺児救済の募金活動・母子

生活支援施設への訪問等、積極的なボランティア活動を続け

ている。

その活動の一環として、毎月行われる例会の後に、隔月で

呉工業高等専門学校から 寄りの安芸阿賀駅までの歩道の清

掃を実施し、地域における環境維持に貢献している。

阿賀小学校との合同清掃活動

地域清掃活動の様子

○ 太陽光発電システムの利用

太陽光発電システム（平成１１年度設置）の利用

により、平成１９年度において、３５,７８２ｋWh
を発電し、環境に優しいクリーンなエネルギーとし

て有効利用した。

○ ガス空調方式（GHP）の利用

呉工業高等専門学校では、教室・講義室及び談話室等に

おいて、温室効果ガスの一つであるCO2の発生量が少ない

天然ガスを利用した、ガス空調方式（GHP）を採用してお

り、電気使用量の軽減と環境維持を図っている。

太陽光発電システム

ガス空調室外機
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環境に関する取組状況

再資源化の推進のための取組

37．徳山工業高専 ～学生主体による資源ごみ分別活動～

本校の環境マネジメント組織では環境保全・改善のため次の環境目的・目標を設定し、学生・教職員
ともに目的・目標の達成に努めていきます。

環 境 目 的 環 境 目 標 行 動 内 容

1 エネルギー消費の削減 省エネ活動の推進

消灯の徹底

電気機器の節電

省エネ機器の導入 （グリーン購入）

空調温度の適正管理

使用量の把握・公開

2 一般廃棄物の減量 再資源化の推進

分別回収

リサイクルステーション設置

不要物品の学内周知

排出量の把握・公開

3 産業廃棄物の適正処分 適切な廃棄
分類・保管状況のチェック

排出量の把握・公開

4 環境教育の推進 環境意識の向上

省エネの呼びかけ・指導

ゴミ減量・分別の指導

環境関連科目の把握

学生会活動

5 環境研究の推進 環境関連研究の推進 学内の関連研究把握

6 社会貢献の推進 環境保全イベント企画・参加 徳山大学・地域との共同清掃

ごみの分別を「ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ」・「ｱﾙﾐ缶」・「ｽﾁｰﾙ缶」・「紙類」・「可燃物」・「不燃物」に分類しています。

リサイクル置き場にはクラス名記入にて搬出し、木曜日に学生会とクラスの環境委員がチェックを行
い、分別が悪いものは返却するなど、学生主体による分別の徹底とリサイクル活動を行っています。

分 別 回 収

リサイクル置き場

分別チェック

学生による分別

ｱﾙﾐ缶

↓

ｽﾁｰﾙ缶

↓ ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

↓

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ蓋

↓
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省エネに関する取組状況

38．宇部工業高専 ～省エネルギー対策実践事例～

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、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。

電気使用量の節減のため、上記、省エネパトロールの外、昼休み時間の消灯の実施を呼びかけ、管理部門の一部では毎日実
施している。この結果、平成19年度は前年度に比べて約1.4％の改善が見られた。

水道使用においては、節水コマによる使用量の節減を行っている。（平成19年度は前年度に比べ約3.6％の改善）

設備面では、経費節減と省エネを兼ねた設備として、480枚の太陽電池パネルを管理棟と一般科棟の屋上に設置し、出力
41.28KWの太陽光発電設備により、校舎地区の消費電力の一部をカバーしています。管理棟玄関には、現時点での日射照度、

発電電力、積算発電電力を確認できるようになっています。

また、管理棟、機電棟及び物質棟の屋上には、ガスヒートポンプ式の空調設備を設置し、夏季、冬季の空調温度管理を徹底して
います。

省エネパトロール(左）は、毎年、夏季と冬
季に実施。教員と事務職員の2名1組で

複数組を編成し、不定期に各研究室、実
験室、教室等を巡回し、空調温度設定や
不用な空調、照明の点検を行い、消費電
力の減量に努めています。写真の実験室
では、空調温度、照明等が適正に使用さ
れていました。

このパトロールは、節電、省エネの意識
改革に貢献しています。

また、省エネの掲示物、配布物（右）に
より、省エネの協力を求めています。

本校の環境に対する基本方針等について

省エネパトロール中

発電量等表示盤管理棟屋上の太陽光パネル

教職員・学生への周知チラシ

ガスヒートポンプ設備
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39．大島商船高専 ～省エネルギー対策実践事例～

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・除草作業〉

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
（小・中学生対象）

3.公開講座

出前授業

取組事項

夏季の一斉休業

空室の消灯

ブラインドを活用し自然光の利用

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

教職員

寮生

4.取組

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

・海と環境について（小・中学校対象：大島丸）

・身近な材料でジャンピ
ングローラーを作成
（小・中学生対象）

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
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40．阿南工業高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

阿南市の花

ひまわり

環境に配慮した寮生の取組

● 地域社会と連携し，校外の清掃活動を通じ積極的に社会貢献に努める。

阿南高専生の誇りと誠意を持って地域道路を
清掃する寮生

１９年度実施日

５月１５日（火）１６：１０～

７月１０日（火）１６：１０～

１１月１３日（火）１６：１０～

２月 ５日（火）１６：１０～

リフレッシュ瀬戸内に参加し積極的に北の脇
海岸を清掃する阿南高専寮生

１・２年寮生約２５０名が参
加し例年実施する海岸清掃

北
の
脇

徳島県と企業，阿南高専が共同で地球温暖化防止と渋滞緩和
を目的とした交通渋滞対策社会実験を平成１９年１１月に実施。
参加企業等の従業員が時差出勤に取り組み，渋滞緩和とそれ
に伴うCO2削減効果を調査した。通勤時間帯を平準化すること
ができた出勤時については，CO2排出量を400㎏削減に成功。
ただ，平準化が充分にできなかった帰宅時は，逆にCO2排出量

が４８４㎏増加する結果となった。

環境に配慮した産学官での取組

● 産学官による地球温暖化防止と渋滞緩和を目的とする交通渋滞調査を実施。

通勤 帰宅

社会実験前 7453.47 6408.96

社会実験中 7049.25 6893.57

削減量(※1） 404.22 -484.61
（単位：kg）

※1：社会実験前から社会実験中の値を引いた値

社会実験中の平日自動車CO2排出量と社会実験前との差違

組織図

学術機関 （阿南高専）

時間変更

調査実施，結果の分析公表

動態調査の実施

・時間変更依頼及び変更通知

・動態調査協力
・動態調査協力

●社会実験・動態調査参加企業 ●動態調査参加企業

・企業Ａ

・企業Ｂ

・徳島県南部県民局

・企業Ｃ

・企業Ｄ
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環境に関する学生の取組状況

41．高松工業高専 ～学生が自ら考え行動する環境問題への取組～

本校の環境目的・目標及び実施計画に関する自己点検結果をもとに、学生が主体となって地球温暖化防止
のため、構内の環境問題を解決すべくゴミの分別やリサイクルについて根本から見直す取組がなされた。

１．高松工業高専の環境

目的・目標の調査

２．ＫＪ法による検討

（ＱＣ活動）

３．環境問題に関する

アンケート調査

4.具体的な意識改革案

の考案・実施

＜３つの提案＞

ＫＪ法による検討

タイトル ：高松工業高専の消費エネルギー節約のためには、どう

すればよいか。

参加人数：８人（意見書受領）

所要時間：ブレーンストーミングで約1.5時間

結果 ：全メモ数＝６８

考察：・授業でできる取組のなかでも、紙の削減に関する項目が多い

・ゴミ箱の役割を考えなおして何かの改善の必要あり

環境問題に関する意識調査

（建設環境工学科2～5年生143名を対象）

Q1．学校でゴミを捨てるときに分別しますか？（分別すると回答78％）

Q2．構内にペットボトルのゴミが落ちていました。自分のものではありません。

あなたならどうしますか？ （見て見ぬふりと回答45％）

Q3．高松高専は環境にやさしい学校だと思いますか？

（思わないと回答46％）

Q4．あなたは高松高専の環境保全のために何か行っていること、またはこ

れから行っていきたいと思っていることをお答えください。

（何らかを記入して回答63％）

※赤文字は一番多かった内容の回答率を示す。

高松工業高専環境目的・目標及び実施計画における、「一般廃棄物

の減量」についての自己点検結果を調査

・ 環境意識の啓発 ・ ゴミの分別環境の整理

・ ゴミの分別 ・ リサイクル古紙置場の設置

○ゴミ分別の実態を調査するため、廃棄物処理業者への取材実施

③紙パック回収の提案（燃えるゴミのＲeduce）

目標：紙パック回収率０％から５０％

売店の５００ｍｌ紙パックジュース等を飲んだ学生（１日平均１００個）

洗う 乾かす 裂く 束ねる

②ゴミの分別表示の変更及び表示の整理①リサイクル古紙置場の提案

（燃えるゴミのRｅduce、資源のReuse・Recycle）

古紙１ｔ＝立木２０本（直径14ｃｍ×高さ８ｍ）

・ミスプリントの有効利用

片面使用用紙対象

情報処理実験室、用紙ボックスの設置

・古紙の回収

両面使用用紙対象

情報処理実験室、教室に両面使った用紙

回収ボックスを設置

７１



◆省エネ診断◆

▲省エネ診断結果による対策と成果▲

42．詫間電波工業高専 ～省エネ診断と省エネ対策の実践～

本校では、環境負荷への低減に努めるため、省エネ活動の推進手法である「ＰＤＣＡサ
イクル」を着手し、 本校における省エネルギー対策のための「省エネ診断」を実施した。

◎ 省エネ診断によって、以下の主な現状が判明し、それぞれに対して提案事項が示された。

№ 現状 提案事項（○：費用不要 △：費用要 □：更新時）

1
無人箇所で照明の点灯が見られ
ました。（蛍光灯）

○不要時の電源ＯＦＦ

・照明のこまめな消灯、機器の電源をＯＦＦする。

・待機モード（省エネモード）を有効活用する。

・学校内全員で省エネに取り組むことで効果が出てくると思われます。

2
通路用の照明が多すぎると感じ
ました。（適切な照度管理）

○通路照明の間引き

・通路照明の間引きをお奨めします。（ＪＩＳの通路照度基準：１００～２００ｌｘ）

3
昼光により照明の不要箇所まで
点灯していました。
（昼光の有効利用）

△教室に於ける窓際照明のスイッチ回路分割

・照明器具の点灯回路が細分化されていない為、使用していない箇所、昼光により照明の不要な箇
所まで点灯しています。照明回路の細分化する事をお奨めします。

4
ラピッド式の蛍光灯照明器具を、
使用されていました。
（高効率器具の使用）

△Ｈｆ照明への更新

・高効率Ｈｆ照明器具に更新することで約３０％の省エネ効果が期待できます。

・安定器が長寿命になっている為、メンテナンス費用の低減が可能です。

・器具更新の際は、用途に合わせた高効率型、若しくは省エネ型照明器具の導入のご検討をお奨
めします。

・高効率型照明器具への取替をお奨めします。（１０年前の蛍光灯と比較すると、現在のインバータ
式蛍光灯は、消費電力を約２５％削減することが出来ます。）

5
耐用年数を過ぎたエアコンを利用
されております。（経年劣化）

□早めの機器更新をお奨めします。

・耐用年数を過ぎたエアコンは「経年劣化」も進んでおり、電気代も年々高くなり不経済です。

・製造中止となっている冷媒（R-22）を使用されている機器もみられたため早めに更新されることを
お奨めします。

6
自動販売機が通常タイプでした。
（省エネ機器の採用）

□エコベンダーの採用

・エコベンダーは、ピーク時間中に運転を停止し、デマンドの抑制を図ります。

・自動販売機は、可能であれば、販売促進用照明の消灯をお奨めいたします。

◎ 「省エネ診断結果」より、以下の主な対策を行った。
① 照明消し忘れ防止の周知。並びに、照度の明るい場所における、照明器具のランプを外す。

② 寄宿舎改修に伴う、高効率照明器具への更新。

③ 老朽機器（照明・空調等）の更新計画の作成。（H19年度は福利センター食堂の空調機を更新。）

④ 教員室の窓ガラスに断熱フィルムの貼付。

★ 上記の対策を行い、デマンド電力量を「約－２０ｋＷ」削減することができた。

福利センター食堂空調機（既設） 福利センター食堂空調機（更新後）
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地域密着の打ち水大作戦を実施
新居浜夏祭りに参加し、地元夏祭り実行委員会や地元中高生と一体に
なって，メインストリートに一斉散水して省エネ活動をアピールした。

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．

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

43．新居浜工業高専 ～実践的な環境教育及び環境に関する地域との連携～

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）

◆学生・教職員がペットボトル類を持ち寄り

雨水を溜め、打ち水に利用する。
◆使用後のペットボトルは市内のクリスマス

イベントの装飾に再利用している。

◆電子制御工学科学生・教員が開発中の
音波式温度測定システムで気温測定中

座学、実験だけでなく
実践的な環境教育を実施
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

◆有志の学生・教員が手作りしたシステム。風力計、
噴水の増設など年々パワーアップ

◆目で見る省エネシステム、省エネ活動を学校を訪
れる方々にもアピールしている。

◆金属屋根の機械実習工場は夏場の室温上昇が
著しく、この解消方策の一つとして機械工学科教
員が手作りしたシステム

◆雨水を貯留して屋根に散水し、その効果を検証し
ている。

池の太陽光噴水
と水浄化システム

雨水再利用
冷却システム

学科の枠を超え融合した環境教育

体験型環境教育
地域連携に発展

身近な環境教育目で見る環境教育

地域発信・地域貢献に寄与

新居浜工業高等専門学校

環境方針を策定
ＨＰで公表
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44．弓削商船高専 ～地域社会との連携による環境保全活動及び学生の取組～

７４
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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，下記のような環境保全活動に取り組んでいます。

公開講座（第２０回弓削丸洋上講座）「環境と伝統」

地域社会と連携し，広く一般の方々を対象とした，環境に関連した項目を取り扱った交流事
業を展開しています。

※平成１９年度弓削丸洋上講座で実施した環境関連項目

○四国周辺における巻貝イボニシの環境ホルモン影響調査

○環境にやさしい照明について

キャンパスクリーン

毎年環境教育の一環として，学生を主体とした校内清掃活動を実施しています。

地域の活動へのボランティア参加

学生が近隣海岸の松の植樹活動や，地域の清掃活動ボランティアに参加しています。

地域社会との連携地域社会との連携

学生の取組学生の取組
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45．高知工業高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

本校は、南国市との間で連携協力に関する協定を平成20年3月に締結、また、
高知県地球温暖化防止県民会議にも平成20年9月から参加し、地域とのつなが
りを深めている。

また、地域との連携を深めるため教員が中学校等に出向き授業を行う「出前
授業」と、広く一般から参加者を募って行う「公開講座」及び実際に中学生に
来校してもらいものづくりを体験する「ものづくり実習体験」があり、どれも
好評のもとに行われている。平成19年度の、出前授業69件・公開講座13件のう
ち環境に関連したものが 9件あった。そのテーマは、 ① 実験によって「酸性
雨」を考えてみよう②環境に優しい自動車って ③ バイオマスエネルギーのお
話し ④ ごみを使ってエネルギーをつくるには ⑤ 電気自動車の話 ⑥ 風力発
電と太陽光発電 ⑦ 南極の自然と科学技術 ⑧ エコエネルギー：熱を電気に変
える素材 ⑨ 地球にやさしいプラスティックである。このように、授業等をと
おして「環境」に関心を持ってもらい、地球温暖化防止のために私たちは何を
行うべきかを考えてもらいたい。

身近なところでは、教職員による校内清掃を定期的に行っており、学生も校
内及び地域の一斉清掃による環境美化運動に積極的に参加したり、寮生による
寮周辺の清掃活動を行っている。

今後も、地域との連携を図り「環境」に対する意識の向上に向けて活動して
行く。

南国市との間で双方の連携
協力に関する協定を締結

出前授業

寮生によ
る清掃及
び緑化

・・太陽光発電システム太陽光発電システム

太陽光発電パネル設置により、年間約49,000kwh発電しており、

CO2排出量削減に努めている。

・・屋上の緑化システム屋上の緑化システム

図書館屋上に乾燥に強い植物トレーを植え付けることによって、

冷暖房設備の稼働を低減している。

・・太陽光高反射防水シート太陽光高反射防水シート

図書館と機械工場屋上に太陽光を効率よく反射し、屋上への蓄

熱を減少させ冷暖房設備の稼働を低減している。

・・自動水栓自動水栓

トイレ・洗面所には、感知式の自動水栓を設置し、節水に努め

ている。

・・人感知式センサー人感知式センサー

廊下及びトイレには、人を感知するセンサーを設置している。

・・温度計の設置温度計の設置

各教室に温度計を設置し、温度管理を行っている。

・・光熱水量等調の公表と周知光熱水量等調の公表と周知

3ヶ月に1回程度「高知高専光熱水量等調」を配布し、周知して

もらっている。

トイレの自動水栓及
び人感知式センサー

教室の温度計

電気自動車

図書館屋上の緑化シートと
太陽光高反射防水シート

自然エネルギーを利用
した街路樹

サボニウス型風車と
太陽光発電

太陽光発電

省エネルギー対策実践事例省エネルギー対策実践事例

環境に関する地域との連携及び学生活動環境に関する地域との連携及び学生活動
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環境教育・研究に関する取組状況

環境に配慮した取組

46．久留米工業高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

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と考えている。現在、環境に直
接関係する科目は、生物応用化学科、材料工学科及び専攻科に取り入れられている。

また、卒業研究や専攻科の特別研究としての取組みも活発に行われて、環境に関連したテーマは、省エネル
ギー、新エネルギー開発、廃棄物処理等の多岐にわたって20件以上に上った。その代表的な事例を以下に示す。

● マイクロバブル混入燃料によるディーゼル機関の燃焼改善
● 流体エネルギーの回収技術に関する研究
● エコノパワー燃費競技用ガソリンエンジンの電子制御システム
● 木材チップ及び雑草を用いた堆肥化に関する研究
● ゴム分解微生物を用いたリアクターの作成
● β型結晶構造を有するN型Zn4-xSb3Alx熱電変換材料の開発に関する研究
● 廃棄豚骨ガラからの水酸アパタイト粉末の合成と評価
● 鉄粉体による炭酸ガスの固定化

本校学生寮（筑水寮）ではゴミの分別回収に関する取組みを
開始した。寮務主事室が企画し、他高専の学生寮の視察等の
学生への啓蒙活動を行うとともに、写真に示すような屋根・
シャッター付ゴミ集積場を新たに設置した。久留米市の分別方
針に従って可燃ごみ、ペットボトル、缶類、ビン類への分別回収
を寮生自らが行っている。さらに、事業所ゴミから家庭ゴミとして
回収するように久留米市に働きかけ、平成20年度中には実施

される予定である。

この取組みは、学生へのゴミの削減、分別回収等の意識改革
になるばかりでなく、処理費用の低減にもつながるため、今後
本校全体に展開する計画である。

卒業研究にも取り上げられているが、学生の課外活動として、
エコパワー愛好会は毎年、設計から製作まで学生が行うマシー
ンをつくり、ホンダエコノレースに出場している。また、ガーデニ
ング愛好会では、正門付近や図書館周辺の花壇の手入れを
行っている。

さらに、平成20年１月26日･27日の両日、全国の36高専の
学生、教員並びに一般市民が1300名以上参加し、第13回
高専シンポジウムin久留米を開催した。主として学生による
研究発表が286件に及んだが、地域との連携をもう一つの柱

として、様々なイベントを実施した。地域に身近なテーマとし
て、一般市民に公開したシンポジウム「地域環境と食育」を
開催した。ここでは、地域企業や地域の大学による講演とパ
ネルディスカッションを行った。また、中学生のための技術講
演を学生が行い、環境に関するテーマとしては、「エコラン
カーの設計と製作」、「Ｎｅｘｔ・次世代型薄膜太陽電池の研究

前線」、「未来のエネルギー 燃料電池」といったテーマを
分かりやすく説明し、好評であった。

平成19年度に採択された現代GP「産学民連携共同教育による実践的技術者育成（地域企業・社会との共同研
究による地域活性化貢献と技術者教育の融合 ） 」において、生物応用化学科を中心に地域企業との共同研究に

卒業研究を組み込む試みを組織的に取り組んでいるが、そのテーマの中に環境に関連したものがあり、地域と連
携した共同教育が実施されている。

第13回高専シンポジウムin久留米 ポスター会場

筑水寮におけるゴミの分別回収

ガーデニング愛好会 花壇の手入れ



４７．有明工業高専 ～環境に関する取り組み状況及び学生の活動～

環境に関する取り組み状況

図書館改修時に、「温室効果ガス排出抑制等」を考
慮し、空調設備をそれまで行っていた夏はエアコン
（電気）、冬はボイラー暖房（灯油）から全館ガス空
調へ切り替えた。

また、現在までに、学科棟など主要な建物につ
いては、ガス空調に切り替え、教室などの空調設
備は、集中管理を行い経費の抑制を行うとともに
温室効果ガス排出抑制等につとめている。

キャンパス・クリーン作業

学生・教職員による毎年２回のキャンパス・クリー
ン作業を行っている。

太陽光発電

太陽光発電により１９年度は、約４９，０００ＫＷＨ
の発電を行っている。学生・教職員に発電量を知ら
せる表示盤を正門付近に設置している。

集中管理コントローラー
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環境に関する取組状況

48．北九州工業高専 ～ エコキャンパスと地球環境防衛隊 ～

◇地域の小学校５・６年生を対象に体験型公開講座の実施

「地球環境防衛隊」

過去の深刻な公害を克服した北九州市は、世界の環境首都を

目指しています。これから先、身の回りの環境に目を向けながら地
球の環境を守っていくことは大切なことです。小学生を対象に小中
高の先生方や高校生、北九州市関係者などたくさんの方々の協力
のもとに、普段の学校と違い、できるだけ教室から飛び出して、教
科書を使わず、幅広く環境について学べるように、実験や観察を
行いました。

《プログラム》

・ワークショップ「今、地球の何が心配」

・布絵シアター上映「大浜池の生き物たち」

・命のつながり-ネイチュアーループで遊ぼう

・自動車排ガス中のNox/pHの測定

・光化学スモッグについて

・北九州市の中国への国際環境協力について

・エネルギーに関するクイズ

・燃料電池の実験（電気を起こしてみよう、模型電気自動車を
走らせよう）

・公害紙芝居（北九州市の公害克服の事例）

・北九州市環境ミュージアム内見学

・終了証授与（環境戦士「アースマン」登場）

◇北九州工業高等専門学校エコキャンパス構築指針（平成２０年３月２４日、校長裁定）

校長のトップマネジメントのもと、省エネルギーを意識した施設・設備の整備及び環境に配慮した管理・運営に取り組み、

広く社会及び地球環境との調和を目指すため、以下の基本方針により具体的な「行動計画」を毎年度策定し、実行、評価、

改善のＰＤＣＡサイクルにより環境に優しいキャンパスづくりに取り組んでまいります。

（基本方針）

Ⅰ 環境・省エネルギーを意識した教育・研究

Ⅱ 環境と共生する施設・設備の整備

Ⅲ 環境に配慮した管理・運営

◇省エネ対策

【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。

【学生への周知】

学生寮の寮生に対する節水・節電の指導を図っています。寮生主導のもと風呂の水の節水、寮内巡回による照明の消

灯等の徹底を図っています。

【電気使用量の見える化】

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。

【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。

７８

Institute of National Colleges of Technology，Japan



49．佐世保工業高専 ～学寮 みんなで取り組む環境対策～

学寮の方針として，「ISO14000（環境）の体験学習」を掲げており，具体的に次の２点に取り組んで
います。

①環境負荷低減（省エネ） … 節電，節水，ゴミ軽減

②環境美化 … 整理整頓・清掃の徹底（居室，廊下・階段，トイレ，共用の場所，自転車）

上下足の区別

以下に具体例を紹介します。

（１）電気・水道等使用量の寮内公表

節電・節水については，全寮生で毎日取り組んでおり，トイレや洗面所のスイッチには
寮生会が自主的に節電の掲示を行い，こまめに消す活動を行っています。

また，節電・節水の状況については，月ごとの実績と昨年度比をグラフに示して，掲
示板で全寮生に公表しています。

（２）部屋の清掃，共用施設の清掃

部屋の清掃・整理整頓には常に心がけており，毎日教員が昼ならびに夜に部屋を巡
回し，悪い部屋には巡回点検票にて指示し，清掃させています。また，娯楽室や洗濯
場，廊下等の共用施設は当番を決めて清掃しており，常にきれいな状態が維持されて
います。また，春と秋に学寮一斉清掃を行い，寮内の除草作業や池等のそうじ，さらに
寮外公道の除草やゴミ拾いも実施しています。
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環境に関する地域貢献活動

環境に関する学生の取組状況

50．熊本電波工業高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

平成１９年度においては学生が主体となり、エコス
クールに向けた取り組みとして、校内の一斉清掃の他、
環境ボランティアによる校内清掃活動や、ゴミの排出
量を抑えることを目的として、毎月、各教室より排出
されるゴミの計量を行い、排出量の比較を行うととも
に、ゴミの分別徹底によるリサイクル推進に積極的に
取り組んできました。

また、学生会では各教室の照明、エアコンなどのエ
ネルギー使用やゴミの排出から発生する二酸化炭素排
出量について換算を行い、日常の学校生活が環境へ与
える影響を考えながら、二酸化炭素排出量の削減
（日々の省エネルギー）への活動を続けています。

なお、電力使用量及びゴミの排出量の結果は毎月、
教職員へも公表され、学校一丸となっての環境に配慮
した取り組みへの意識が高まっています。

さらに、平成20年度に向けては、学生会により
「環境宣言」が発せられ、学生が主体となった、環境
への取り組みが本格的に始動しました。

学生会「環境宣言」のポスター

熊本電波高専では、平成１６年度から市民向け教養講
座「熊本の湧き水と暮らし」を実施しており、毎年、地
域住民２０名程度の参加を得て、実際に現地に出かけ熊
本の水環境について考えてきました。平成１９年度は
「阿蘇の神話と湧水巡り」を行い、今まで豊富で安全と
言われてきた熊本の水についても、ここ数年で汚染や枯
渇が進んでいる状況などを約２０年間にわたる県内
1300ヵ所の湧泉の調査・研究（水質・利用形態・伝
説・呼称など）の結果をもとに講師が詳細な説明を行い、
地域住民の理解と関心を高めることができました。（右
の写真は平成１９年度実施風景）

また、平成２０年度は地域共同テクノセンターシンポ
ジウム2008 として「グリーンＩＴをエレクトロニク
ス産業と熊本の水環境から考える！ －電子情報技術を
環境問題に生かすには？－」を開催します。本シンポジ
ウムはグリーンＩＴ推進協議会委員及び前述の市民向け
教養講座の講師による講演や二人の演者を囲んだパネル
ディスカッションにより、エレクトロニクス産業と環境
問題について考えていきます。

熊本電波工業高等専門学校二酸化炭素排出量換算表

種 別 ＣＯ２排出量

・普通教室電灯（１時間） ３１７ｇ

・普通教室エアコン（１時間） ２，３３２ｇ

・可燃ゴミ（１００ｇ） ９３ｇ

・ペットボトル（１００ｇ） ３６６ｇ

５００ｍｌ １２８ｇ

・アルミ缶（１００ｇ） ７１９ｇ

３５０ｍｌ １０８ｇ

５００ｍｌ １６５ｇ

・スチール缶（１００ｇ） １６６ｇ

１９０ｍｌ ５８ｇ

・紙パック（１００ｇ） １８７ｇ

６ｋｇ×３６５日 →杉の木１５３本

８０
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環境に関する地域との連携状況

省エネルギー対策実践事例

51．八代工業高専 ～地球環境に地域と共に取り組む～

【学生寮における取組】

《ハード面》：男子寮での省エネ型空調機の設置に伴い、蒸気暖房の縮小によるCO2排出量と

光熱水料の削減を実施した。《ソフト面》：学寮において、寮生の家電製品の電力消費量の無駄
を省くため、待機時消費電力のカットを指導すると共に教職員による朝巡回時の消し忘れの
チェックおよびコンセント抜きを実施した。

これにより、重油に置いては年間50klを削減し、電気使用量に置いては152,658kwh増加となっ
たが年間CO2排出量に置いては、前年度に比べ9%の削減となった。
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【産学官連携事業における取組】

熊本県内の大学・高専、公設試験場、企業等が連携して、文部科学省都市エリア産学官連携
促進事業 「環境保全に資する陸上と海域のバイオマス循環システムの開発」に取り組んだ。
八代高専ではリサイクルガラスを用いた海藻養殖基材の試作（J.Technolgy and Education, 
Vol.15, 2008, pp.1-10)や 八代海で養殖された海藻の特質と素材化に向けた酵素処理の検討
（Bull. Soc. Sea  Water Sci.,Jpn, Vol.62,2008, pp.42-48)を担当した。

リサイクルガラス基材によるマコンブの養殖（左：養殖開始3ヵ月後、右：5ヶ月後収穫）
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52．大分工業高専 ～地球環境に貢献できる技術者の育成～

▼美化コンクールの実施

本校では，平成19年5月，11月，20年2月の

計3回にわたって校内美化コンクールを実施

しました。本コンクールは，全学科が参加し

て6項目（黒板の溝，床，机の配置，ロッカー

の上，ゴミの分別，掲示物の貼り方）の美化

状況を競い合うものです。

評価は，『４』から『－１』の6段階とし，得点

合計が高かった上位3クラスには賞品が授

与されました。

▼退庁時及び休業期間中の待機電力削減

退庁時及び平成19年12月28日（金）から1月3
日（木）までの冬季休業期間中に，使用しないＰ

Ｃ・実験機器等についてはコンセント又は主電

源を切って待機電力を節電しました。

環境に関する学生の取組状況

省エネルギー対策

▼地域の官との連携による環境教育の

実施

この事業で，(1)水環境研究発表会，(2)大
分川河川環境調査，(3)大分川現場見学会

を実施をしました。

このことにより，水環境に関する知識を総

合的かつ体系的に修得する機会が得られ，

実践的技術者の育成に貢献しました。

教育・研究の取組状況

写真２ 大分川河川環境調査の様子
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53．都城工業高専 ～環境に関する地域と連携した研究～

太陽電池用薄膜材料に関する研究

太陽電池作製技術の一つに、三段階
法が利用されている。この方法は、高
品質な薄膜が得られる反面、制御が困
難な上、薄膜作製に長時間を有する。
そこで、制御が簡単かつ短時間で高品
質が得られる真空蒸着法を利用して、
より短時間で高品質な薄膜を作製する
ことを目的として研究を行っている。

太陽電池用薄膜材料に関する研究

太陽電池作製技術の一つに、三段階
法が利用されている。この方法は、高
品質な薄膜が得られる反面、制御が困
難な上、薄膜作製に長時間を有する。
そこで、制御が簡単かつ短時間で高品
質が得られる真空蒸着法を利用して、
より短時間で高品質な薄膜を作製する
ことを目的として研究を行っている。

排水の嫌気ろ床処理のメカニズムに関
する研究

嫌気ろ床法は汚泥発生量が少なく、運
転コストが小さい等、小規模な村落に
好適な排水処理法とされる。しかし嫌
気性処理の浄化メカニズムはブラック
ボックスとされ十分解明されていない。
そこで嫌気ろ床槽内の物質動態と脱窒
菌等の生態の解明を目的としたプラン
トレベルの研究を行っている。

排水の嫌気ろ床処理のメカニズムに関
する研究

嫌気ろ床法は汚泥発生量が少なく、運
転コストが小さい等、小規模な村落に
好適な排水処理法とされる。しかし嫌
気性処理の浄化メカニズムはブラック
ボックスとされ十分解明されていない。
そこで嫌気ろ床槽内の物質動態と脱窒
菌等の生態の解明を目的としたプラン
トレベルの研究を行っている。

豚糞の燃焼処理で発生するCO２の生
物的固定に関する研究

都城市は全国有数の畜産地域である
ためその排泄物の処理が大きな問題
となっている。そこで家畜排泄物の処
理法のひとつである燃焼処理法を適用
した際に、発生するCO2を微細藻類に
固定･回収させ、増殖した微細藻類の
有効利用を研究している。

豚糞の燃焼処理で発生するCO２の生
物的固定に関する研究

都城市は全国有数の畜産地域である
ためその排泄物の処理が大きな問題
となっている。そこで家畜排泄物の処
理法のひとつである燃焼処理法を適用
した際に、発生するCO2を微細藻類に
固定･回収させ、増殖した微細藻類の
有効利用を研究している。

竹繊維の強度物性評価及び損傷挙動
に関する研究

管理者の高齢化・後継者不足によって
全国的に放任竹林面積が増大してい
る。そこで竹繊維を資源として工業的
に有効利用させるといった試みが増え
ている。本高専では応用利用技術に必
要な基礎データとなる、強度などの力
学特性の評価や、繊維損傷挙動・破壊
メカニズムなどの研究を行っている。

竹繊維の強度物性評価及び損傷挙動
に関する研究

管理者の高齢化・後継者不足によって
全国的に放任竹林面積が増大してい
る。そこで竹繊維を資源として工業的
に有効利用させるといった試みが増え
ている。本高専では応用利用技術に必
要な基礎データとなる、強度などの力
学特性の評価や、繊維損傷挙動・破壊
メカニズムなどの研究を行っている。

都城高専では当地域の特性を生かし、また当地ならではの環境問題に焦点をあてた環境研究を自治
体、地元企業等と連携して積極的に取組んでいる。以下にその例を4点あげた。これらの研究は卒業研
究や専攻科特別研究のテーマとして、環境教育の役目も果たしている。

都城高専では当地域の特性を生かし、また当地ならではの環境問題に焦点をあてた環境研究を自治
体、地元企業等と連携して積極的に取組んでいる。以下にその例を4点あげた。これらの研究は卒業研
究や専攻科特別研究のテーマとして、環境教育の役目も果たしている。

地域と連携した環境研究

4 μm
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環境に関する地域との連携状況

54．鹿児島工業高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

○地域のまちづくりへの協力をと通しての環境保全、環境保護教育

○地域企業との連帯によるものづくり実習の中での実践的環境教育

○環境問題の特別講義の実施

本校を中心とした地域企業との産学協同推進組織である錦江湾テクノパーククラブの協力企業の関

係者が外部指導者として、ものづくり実習、及び卒業研究に対して環境教育支援を行っている。

後期授業の意匠設計における公園設計の地域住民や自治体と本校のネットワークに、土木工学科の

学生も加えて機械、電気電子、電子制御、情報の学科学生並びに専科学生を参加させる。小型風力発

電、太陽光発電システムやＬＥＤ照明の導入など省エネルギーシステムの導入などが考えられる。

・本科の１～３年生を対象とした環境問題に関する特別講義

・本科の４～５年生を対象とした環境対策に関する特別講義

・専攻科１～２年生を対象とした地域環境プロデュースに関する特別講義

環境に関する学生の取り組み状況

○ゴミステーションの設置

○ＪＲ隼人駅清掃活動

ゴミステーションに集められるゴミ分別の状況
を検査し、指導を行う。ゴミ分別を徹底すること
で環境への負荷を軽減することを目的としてゴ
ミステーションを設置した。

本校の 寄りの駅であるＪＲ隼人駅と高専ー
隼人駅間の道路を学生会役員とボランティア学
生が清掃活動を行った。

①環境対策の
課題の提案

④ 終的な環境対策

に対する評価

③学生チームの問題設
定・課題探求プロセス
におけるアドバイス

地域共同
テクノセンター

錦江湾テクノ
パーククラブ

本科
専攻科

②実習の各テーマ
における配慮すべ
き環境対策の指摘

８４

Institute of National Colleges of Technology，Japan



専

55．沖縄工業高専 ～環境に関する地域との連携及び学生の活動～

～省エネルギー対策実践事例

生物資源工学科

「アジア青年の家」プログラムを後援

環境を保護するための技術を学習指導

デマンド監視装置の設置（学生寮）

デマンド及び使用電力量の

抑制を行う。

共通部門（廊下等）の照明の見直し

必要な明るさを確保しながら

設置電球数の制限を行う。

デマンド警報装置月負荷グラフ

内閣府による「アジア青年の家」（アジア諸国から３０名、沖
縄県１５名、他の都道府県３０名）が、８月に３週間、 沖縄
で開催され、地球環境や科学技術などの講義や体験学習
が行われ、プログラムの一つとして沖縄高専において「身の
まわりのＣＯ２測定」「さんごからの遺伝子測定」の実習を
行った。

今回のプログラムは、地球環境をテーマに設定して

地球環境や科学技術などの講義や体験学習などを通じ、

環境問題に関する現状を知ることができました。
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まとめ

○総括コメント

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、２００４年度～２００７年度における過去４年間分の
データの見直しを行い、各校より報告漏れのあった事項については修正を
行っています。

データ分析の結果としては、２００６度まで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ていたのですが、温室効果
ガス排出量を指標として２００６年度実績と本年度の実績を比較すると微
増となっています。要因としては、主に暖房の燃料として使われるＡ重油
の減少は顕著であるものの、各校において温室効果の低いエネルギーへの
転換を進めていることもあり、代替エネルギーとしての都市ガス及びＬＰ
Ｇの増加が一因であると考えられます。

温室効果ガス排出量については総エネルギー投入量が増加に転じたこと
からあわせて増加しています。

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引き続き調査を行い、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
昨年からの改善がなされていないため、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。

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、井水の使用量が増加に転
じていることから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
引き続き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 終
処分量の把握と、 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（平成２０年４月より
「安全衛生管理・地球温暖化対策委員会」に改称。）の下に設置した環境
対策検討ＷＧにより、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。
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※本報告書の各データについては、作成にあたり精査を行い、必要に応じ
て修正したものを掲載しています。そのため昨年度までの環境報告書と
データが一致しないものがあります。





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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