


【表紙について】

表紙は、八代高等専門学校の正門から校舎へ続く散策路を撮

影したものです。散策路の右側に見える校舎は平成１９年度に

改修を行っており、改修の際は周辺の景観との調和を考慮して

います。左側には雑木林が広がり、学生と教職員及び地域住民

に癒しの場を提供しています。これらの樹木は本校の創設時に、

初代校長である清田堅吉先生の「樹木は知らないうちに成長し、

必ずや、教育にふさわしい環境を創る。」という想いの下、３４年

前に苗木が植樹され現在の姿となっています。

裏表紙は、その樹木越しにキャンパス内の学生寮を撮影したも

のです。学生寮には、男女併せて４００名余りの学生が生活をし

ており、これらの樹木は、勉学に励む学生たちに憩いの場を提

供しています。

表 紙

裏 表 紙
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人類は今、エネルギー・資源、環境、食料、水資源

など、さまざまな深刻な課題に直面しています。なか

でも地球温暖化に関わる環境問題は、異常気象や災害

ばかりか、食料生産や水資源にも影響を及ぼすため、

いわゆる持続可能性に向けた取り組みが求められてい

ます。

我が国は、地球温暖化の原因となる温室効果ガス排

出量の削減を目指し、京都議定書に基づき削減目標・

計画を定めるなど、産学官が連携して積極的に取り組

んでいます。また、平成22年度からは改正された「

エネルギーの使用の合理化に関する法律」及び「地球

温暖化対策の推進に関する法律」が施行されます。

国立高等専門学校機構（高専機構）は、全国５５の国立高等専門学校（高専）を

一つに束ねる組織です。自主的に運営される個々の高専のスケールは小さいもので

すが、機構全体としての総量は巨大であり、これはまさに環境問題に対応すべき典

型的な組織と言えます。高専機構は、平成19年度(2007年度)を京都議定書に定め

られた約束期間(2008年～2012年)に向けた準備の年と位置付け、様々な環境対

策を推進して参りました。さらに、平成20年3月には「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、各校が温室効果ガス排出削減に向けて取り組むべき具体的な内容と数値目

標を定め、アクションプランを積極的に推進しているところです。

本報告書は、平成20年度(2008年度)の事業活動を取りまとめたものですが、平

成16年度(2004年度)から平成19年度(2007年度)までの具体のデータと、各高専

が独自で実施している取り組みを紹介することで、自己点検や取り組み意識の向上

を促し、環境負荷低減に向けた取り組みの一層の活発化を図るものとしています。

地球温暖化対策には、法の順守は言うまでもなく、省エネルギー化の推進、廃棄

物の排出量抑制など、取り組むべき課題は数多くありますが、高専機構は高等教育

機関として、教育・研究活動を通じて地域社会と連携し、全体としてのスケールメ

リットを生かしながら、低炭素社会の実現に向けて貢献するよう努めて参ります。

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

はじめに



国立高等専門学校機構について
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◆国立高等専門学校機構の概要◆国立高等専門学校機構の概要

国立高等専門学校は昭和36年、我が国経済の高度成長を背景に、産業界からの強い

要望に応えるため、実践的技術者の養成を目指し、中学校卒業者を入学資格とする5

年制の高等教育機関として学校教育法の改正により、工業に関する高等専門学校を制

度化したことに始まりました。

翌昭和37年以降、順次高等専門学校を各地に設置を行い、現在全国に55高専を設

置しています。

また、平成15年には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。

津山高専

東京高専 広島商船

和歌山高専
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◆高専機構の目的と業務◆高専機構の目的と業務

〈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する。

（独立行政法人国立高等専門学校機構法（平成15年7月16日法律第113号。以下、「機構法」とい

う。）第３条より抜粋）

〈業務の範囲〉

高専機構は上記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。

（機構法第１２条より作成。）

◆高専の学校制度上の特徴◆高専の学校制度上の特徴

小学校 中学校

高等学校

技術科学大学 技術科学大学院

大学院大学

短期
大学

大学評価・
学位授与機構

高等専門学校
専攻科

22歳20歳18歳15歳

学位（学士:工学）を授与

編入 編入

進学

○本科は１５歳からの５年間の一貫教育

○専攻科でのより高度な２年間の教育

○一般科目・専門科目を体系化したカリキュラム

○実験・実習を重視した専門教育

○地域の産業界と連携したインターンシップ

○高度な資質と多様な背景を持った教員

○学生寮・課外活動を通した全人教育

○ロボコン、プロコン等の着想と技術を競う全国大会

○多様なキャリアパス

・本科（５年）卒業生の進路

５割強が就職（求人倍率約２５倍）、

４割強が進学（専攻科進学、大学編入学）

・専攻科（２年）修了生の進路

６割強が就職（求人倍率約４５倍）、

３割強が進学（大学院入学）
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◆高専機構の現状◆高専機構の現状

〈１．学校数・在学生数・教職員数（平成２０年度）

学 校 数 在 学 生 数 教 職 員 数

55（54）校 53,119(3,015)人 6,437人

（ ）は、専攻科を設置する学校数及び専攻科の在学生数で内数。

（平成２０年５月１日現在）

２．在学生数の分野別内訳

本科学生（242学科 50,104人）
専攻科生

(130専攻)
計

機械系
電気・

電子系
情報系 化学系

土木・

建築系
商船

工 業・
商船以外

10,861人 15,133人 8,623人 6,205人 7,373人 1,120人 789人 3,015人 53,119人

（平成２０年５月１日現在）

３．高専機構の運営組織

４ ７ ７ ９ ４ ８ ６ 10
校 校 校 校 校 校 校 校

知的財産委員会

評価委員会

北
海
道
地
区

東
北
地
区

関
東
信
越
地
区

東
海
北
陸
地
区

近
畿
地
区

中
国
地
区

四
国
地
区

九
州
沖
縄
地
区

学生支援・課外活動委員会

教育環境整備委員会

産学連携・地域連携委員会

教育研究交流委員会

入学試験運営委員会

教 育 ・ Ｆ Ｄ 委 員 会

業 務 改 善 委 員 会

運営協議会 監 事

役 員 会

理 事 長

情 報 基 盤 委 員 会

企 画 委 員 会

広 報 委 員 会本部事務局

校 長 会 議

地区校長会議

事務部長会議

安全衛生管理・地球温暖化
対策委員会

セクシュアル・ハラスメント防
止委員会

各高等専門学校（５５校）

（平成２０年３月まで「安全衛生管理委員会」）
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◆高専機構分布図◆高専機構分布図

国立高等専門学校は、全国４１都道府県下に５５校が設置されています。

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

【５５高専一覧】

【日本全国における高専の配置状況】



高専機構における環境方針について
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◆高専機構環境方針◆高専機構環境方針

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。

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．すべての活動に関わる環境関連法規、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）



◆平成２０年度高専機構環境目的・目標◆平成２０年度高専機構環境目的・目標

高専機構の環境目的・目標は大別して｢エネルギーなどの使用量の把握｣､｢廃棄物の

把握｣､｢グリーン購入の取組の促進｣､｢環境保全技術に関する教育・研究の充実｣、｢法

規制の遵守｣となっています。

これらの状況をまとめると下表のとおりとなります。

6
自己評価欄） ○･･･目標達成 △･･･目標未達

環境目的 環境目標 取組と成果
自己
評価

1 総エネルギー投入量の把握 投入量を把握し削減目標を定める。

平成16年度～20年度の総エネルギー量を調
査・把握した。平成20年度に定めた削減目
標に向けて着実に総エネルギー量が削減され
ていることを確認した。

○

2 温室効果ガス排出量の把握 排出量を把握し削減目標を定める。

平成16年度～20年度の温室効果ガス排出量
を調査・把握した。平成20年度に定めた削
減目標に向けて着実に温室効果ガス排出量が
削減されていることを確認した。

○

3 水の使用量の削減 使用量を前年度以下とする。
節水の呼びかけ、節水機器の導入などによ
り、前年度比-1.6％の削減を行った。

○

環境目的 環境目標 取組と成果
自己
評価

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

○

2 廃棄物排出量の把握 排出量を把握し削減目標を定める。

排出量を重量で把握していない高専があるた
め、総排出量を重量にて把握できなかった。
廃棄物の総排出量を重量で把握するため、平
成21年度においても改善を推進する。

△

環境目的 環境目標 取組と成果
自己
評価

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

グリーン購入法適合品の調達に努め、調達目
標をおおむね達成できた。

○

環境目的 環境目標 取組と成果
自己
評価

1
環境保全技術に関する教育の
推進

環境に関係する教育・学習機会を維
持、増加させる。

各校における取組により、環境関連科目数で
前年度比15.0％増となった。

○

2
環境保全技術に関する研究の
推進

環境に関連する研究に積極的に取り組
む。

各校における積極的な取組により、研究者数
で前年度比2.9％増となった。

○

環境目的 環境目標 取組と成果
自己
評価

1 事業活動に伴う法規制の確認 機構本部及び55高専で確認を行う。 平成20年度においても確認を行った。 ○

2 法規制の順守 違反件数0とする。
順守状況の確認を行った結果、平成20年度
における違反事例は報告されていない。

○

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



環境負荷低減への取組
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◆主要な環境パフォーマンス指標等の推移◆主要な環境パフォーマンス指標等の推移

１．主要な環境パフォーマンス指標

※１ 建物延べ面積は全高専の面積（校舎＋寄宿舎）とし、平成１８年度から本部棟の面積を加算。

※２ 環境効率指標（EEI）は、温室効果ガス排出量／建物延べ面積とする。
延べ面積当たりの事業活動に伴うCO2排出量が何ｔであるかを示し、値が小さいほど良い結
果であるといえる。

２．報告対象組織等

報告対象組織：独立行政法人国立高等専門学校機構

報告対象範囲：機構本部事務局及び全国55高専の事業活動・教育活動

（職員宿舎入居者の負担分を除く。）

３．環境に関する規制順守の状況

機構本部及び全国55高専において、平

成20年度における環境関連規制等の違反

は報告されていません。

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２０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 平成２１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 1,391,059

 温室効果ガス排出量 （t-CO2） 87,321 87,234 83,357 83,703 80,550

 水資源投入量 （ｍ３） 3,032,592 2,795,388 2,772,000 2,759,652 2,713,873

 総排水量 （ｍ３） 2,422,318 2,357,431 2,367,994 2,344,062 2,243,008

 建物延べ面積※１ （ｍ２） 1,652,186 1,669,360 1,673,438 1,678,325 1,682,354

 環境効率指標(EEI)※２ （ｔ-CO2/㎡） 0.053 0.052 0.050 0.050 0.048

報告対象期間



◆高専機構の物質・エネルギー収支◆高専機構の物質・エネルギー収支

高専機構の事業活動に伴う物質・エネルギー収支は以下のとおりです。
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INPUT

平成20年度における
事業活動に使用した
総エネルギー投入量

1,391,059 GJ

OUTPUT

購入電力 新エネルギー

電気 93,102 千kwh 太陽光発電 1,328 千kwh

化石燃料 風力発電 277 kwh

都市ガス 2,144 千㎥ 太陽熱利用 462 GJ

ＬＰＧ 1,172 ｔ

Ａ重油 6,992 kℓ 水資源投入量

灯油 325 kℓ 市水 1,891 千㎥

ガソリン 141 kℓ 井水 823 千㎥

軽油 315 kℓ

紙などの物質投入

購入電力

928,224
都市ガス

88,132

石油液化ガス

(LPG)
58,811

Ａ重油

273,368

灯油

11,934

ガソリン

327 

軽油

12,018
太陽光発電

13,241
風力発電

3 太陽熱利用

462

平成20年度総エネルギー投入量(GJ)

温室効果ガス排出量 80,550 t-CO2

総排水量 2,243 千㎥

廃棄物総排出量 3,743 ｔ

購入電力

51,671
都市ガス

4,459

石油液化ガス

(LPG)
3,515

Ａ重油

18,944

灯油

810
ガソリン

327 

軽油

824

平成20年度温室効果ガス排出量(t‐CO2)
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総エネルギー投入量の算定式（平成２０年度）

温室効果ガス排出量の算定式（平成２０年度）

注１：購入電力の排出係数は、公称値を用いた。

注1：購入電力の換算係数は、昼間電力の公称値を用いた。
注2：都市ガスの換算係数は、公称値を用いた。
注3：太陽光発電については、計測不能の高専があるため参考値。

× ＝

電
気

購 入 電 力 93,101.723    千kwh × 0.555    t-CO2/千kwh ＝ 51,671.456  t-CO2

都 市 ガ ス 88,131.675    GJ × 0.0138  tC/GJ × 44 ／ 12 ＝ 4,459.463    t-CO2

石油液化ガス(LPG) 58,810.605    GJ × 0.0163  tC/GJ × 44 ／ 12 ＝ 3,514.914    t-CO2

Ａ 重 油 273,368.119  GJ × 0.0189  tC/GJ × 44 ／ 12 ＝ 18,944.411  t-CO2

灯 油 11,933.812    GJ × 0.0185  tC/GJ × 44 ／ 12 ＝ 809.510      t-CO2

ガ ソ リ ン （ 揮 発 油 ） 4,867.286      GJ × 0.0183  tC/GJ × 44 ／ 12 ＝ 326.595      t-CO2

軽 油 12,017.796    GJ × 0.0187  tC/GJ × 44 ／ 12 ＝ 824.020      t-CO2

＝ 80,550.369  t-CO2

エネルギー起源
CO2排出量

化
石
燃
料
及
び
熱

排出係数

温室効果ガス排出量（エネルギー起源CO2排出量の合計量）

エネルギーの種類 エネルギー投入量

× ＝

電
気

購 入 電 力 93,101.723         千kwh × 9.97         GJ/千kwh ＝ 928,224.178       GJ

都 市 ガ ス 2,144.323          千ｍ
3 × 41.1          GJ/千ｍ

3 ＝ 88,131.675         GJ

石油液化ガス(LPG) 1,171.526          ｔ × 50.2          GJ/ｔ ＝ 58,810.605         GJ

Ａ 重 油 6,991.512          kℓ × 39.1          GJ/kℓ ＝ 273,368.119       GJ

灯 油 325.172             kℓ × 36.7          GJ/kℓ ＝ 11,933.812         GJ

ガ ソ リ ン （ 揮 発 油 ） 140.673             kℓ × 34.6          GJ/kℓ ＝ 4,867.286          GJ

軽 油 314.602             kℓ × 38.2          GJ/kℓ ＝ 12,017.796         GJ

＝ 1,377,353.471     GJ

太 陽 光 発 電 1,328.079          千kwh × 9.97         GJ/千kwh ＝ 13,240.952         GJ

風 力 発 電 0.277                千kwh × 9.97         GJ/千kwh ＝ 2.762                GJ

太 陽 熱 利 用 462                   GJ × 1.00         GJ/GJ ＝ 462                   GJ

＝ 13,705.714         GJ

＝ 1,391,059.185     GJ

＝ 0.985 ％

新エネルギーがなかった場合の、化石燃料等による投入エネルギー量（Ｎ）

総エネルギー投入量（各エネルギー投入量の合計値）（Ｔ）

新エネルギー比率（（Ｎ／Ｔ）×１００（％））

エネルギー投入量エネルギーの種類

化石燃料及び熱、電気の投入エネルギー量（Ｆ）

化
石
燃
料
及
び
熱

新
エ
ネ
ル
ギ
ー

年間エネルギー使用量 換算係数



◆高専機構の物質・エネルギー収支の推移状況◆高専機構の物質・エネルギー収支の推移状況

１．総エネルギー投入量
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高専機構における温室効果ガス排出量の大半は、エネルギー起源によるものです。

平成20年度の排出量は、前年度比-3.77%と大幅に減少していますが、総エネルギー

投入量と同様に、大型補正予算による施設の使用停止が関連していると分析します。

温室効果ガス排出量の更なる削減に向けて、高専機構として独自に温室効果ガス排

出量削減の目標（具体的な内容は、18頁を参照してください。）を定め、より一層

の対策を推進していく考えです。

928,224 

943,056 

928,759 

936,045 

930,893 

449,129 

484,016 

488,130 

539,499 

544,681 

13,706 

13,785 

14,163 

13,631 

12,897 

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

平成20年度

平成19年度

平成18年度

平成17年度

平成16年度

電気 化石燃料 新エネルギー【総エネルギー投入量 GJ】 合計

1,488,471

1,489,175

1,431,052

1,440,857

1,391,059

前年度比(%)

－

(+0.05%)

(‐3.90%)

(+0.69%)

(‐3.46%)

２．温室効果ガス排出量

平成20年度における、高専機構の事業活動に係る総エネルギー投入量については、

前年度比-3.46%と大幅な減少となりました。各高専の地域の気象条件などに即した

省エネルギー化への取組効果が現れていると見ることができますが、一方で、大型補

正予算が措置されたことに伴い、多数の施設が改修工事により使用停止となったこと

等も関連しているものと分析しています。

省エネルギー化の取組は、地球温暖化対策に直結するため、より一層の対策を推進

していく考えです。

51,671 

52,497 

51,701 

52,107 

51,820 

28,879 

31,206 

31,656 

35,127 

35,501 

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

平成20年度

平成19年度

平成18年度

平成17年度

平成16年度

購入電力 化石燃料及び熱【温室効果ガス排出量 t‐CO2】 合計

87,321

87,234

83,357

83,703

80,550

前年度比(%)

－

(‐0.10%)

(‐4.44%)

(+0.42%)

(‐3.77%)



３．水資源投入量

Institute of National Colleges of Technology，Japan

４．総排水量
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排水量については、総排水量は年々減少していますが、公共用水域への放流から下

水道接続への切替が進み、下水道接続による排水量は増加傾向にあります。

なお、公共用水域への放流については、流量計等を設置していない場所もあること

から、給水量から予測し、下記のとおり算定しているため多少の増減が考えられます。

【排水量算定】

・排出先が下水道接続の場合 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かつ、

排水量が実測されていない場合 排水量＝水資源投入量－蒸発量

水資源投入量は、自動水栓や節水コマの設置など、各高専の節水への積極的な取組

により、総投入量は年々減少しています。系統別では、市水は1,891千m3（前年度

比-3.67%減）と減少していますが、井水においては823千m3(前年度比3.39%増)

と増加しています。井水は、使用料金が発生しないため、コスト意識が薄くなる傾向

がありますので、省資源の観点から、これまで以上に節水への取組を呼びかけていき

たいと考えています。

1,891 

1,963 

2,002 

1,904 

1,956 

823 

796 

770 

891 

1,076 

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

平成20年度

平成19年度

平成18年度

平成17年度

平成16年度

市水 井水【水資源投入量 千m3】 合計

3,032

2,795

2,772

2,759

2,714

前年度比(%)

－

(‐7.82%)

(‐0.82%)

(‐0.47%)

(‐1.63%)

954 

947 

940 

876 

849 

1,289 

1,397 

1,428 

1,482 

1,573 

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

平成20年度

平成19年度

平成18年度

平成17年度

平成16年度

下水道接続 公共用水域 合計

2,422

2,358

2,368

2,344

2,243

前年度比(%)

－

(‐2.64%)

(+0.42%)

(‐1.01%)

(‐4.31%)

【総排水量 千m3】



５．平成１６年度～２０年度エネルギー使用量等の集計結果
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【校舎地区】（職員宿舎を除く）
総使用量

項目

ガソリン
年度 (揮発油)(ℓ)

平成16年度 75,223,132    1,522,089    367,773        4,664,390   110,774      114,105      327,703      967,498        682,208        
平成17年度 75,292,780    1,570,327    360,216        4,577,830   123,210      115,183      344,191      884,032        522,951        
平成18年度 74,390,268    1,444,263    310,249        3,936,533   85,927       122,661      329,004      906,572        399,230        
平成19年度 75,323,557    1,549,616    345,542        3,755,926   76,409       134,392      324,476      879,881        415,771        
平成20年度 74,480,733    1,526,508    310,045        3,154,625   53,498       140,471      314,602      838,003        446,073        
16-17年度比 0.1% 3.2% -2.1% -1.9% 11.2% 0.9% 5.0% -8.6% -23.3%
17-18年度比 -1.2% -8.0% -13.9% -14.0% -30.3% 6.5% -4.4% 2.5% -23.7%
18-19年度比 1.3% 7.3% 11.4% -4.6% -11.1% 9.6% -1.4% -2.9% 4.1%
19-20年度比 -1.1% -1.5% -10.3% -16.0% -30.0% 4.5% -3.0% -4.8% 7.3%

建物延べ面積１㎡当たりの使用量
項目

ガソリン
年度 (揮発油)(ℓ)

平成16年度 58.961         1.193           0.288           3.656         0.087         0.089         0.257         0.758           0.535          
平成17年度 58.430         1.219           0.280           3.553         0.096         0.089         0.267         0.686           0.406          
平成18年度 57.495         1.116           0.240           3.042         0.066         0.095         0.254         0.701           0.309          
平成19年度 57.965         1.193           0.266           2.890         0.059         0.103         0.250         0.677           0.320          
平成20年度 57.115         1.171           0.238           2.419         0.041         0.108         0.241         0.643           0.342          
16-17年度比 -0.9% 2.1% -3.0% -2.8% 10.1% -0.1% 4.0% -9.5% -24.1%
17-18年度比 -1.6% -8.4% -14.2% -14.4% -30.5% 6.1% -4.8% 2.1% -24.0%
18-19年度比 0.8% 6.8% 10.9% -5.0% -11.5% 9.1% -1.8% -3.4% 3.7%
19-20年度比 -1.5% -1.8% -10.6% -16.3% -30.2% 4.2% -3.4% -5.1% 6.9%

温室効果ガス排出量
項目

ガソリン
年度 (揮発油)

平成16年度 41,748,838    3,165,428 2,289,275     12,638,771  275,770      264,913      858,335      61,241,329    
平成17年度 41,787,493    3,265,746 2,242,235     12,404,226  306,729      267,416      901,521      61,175,365    
平成18年度 41,286,599    3,003,576 1,931,205     10,666,548  213,914      284,777      861,743      58,248,362    
平成19年度 41,804,574    3,222,674 2,150,893     10,177,170  190,219      312,013      849,883      58,707,426    
平成20年度 41,336,807    3,174,618 1,929,934     8,547,867   133,182      326,126      824,020      56,272,554    
16-17年度比 0.1% 3.2% -2.1% -1.9% 11.2% 0.9% 5.0% -0.1%
17-18年度比 -1.2% -8.0% -13.9% -14.0% -30.3% 6.5% -4.4% -4.8%
18-19年度比 1.3% 7.3% 11.4% -4.6% -11.1% 9.6% -1.4% 0.8%
19-20年度比 -1.1% -1.5% -10.3% -16.0% -30.0% 4.5% -3.0% -4.1%

エネルギー使用量 水資源投入量

電力(kwh)
化石燃料

都市ガス(㎥) ＬＰＧ(㎥) Ａ重油(ℓ) 灯油(ℓ) 軽油(ℓ)
市水(㎥) 井水(㎥)

水資源投入量エネルギー使用量

電力(kwh)
化石燃料

市水(㎥) 井水(㎥)
都市ガス(㎥) ＬＰＧ(㎥) Ａ重油(ℓ) 灯油(ℓ) 軽油(ℓ)

合計
都市ガス ＬＰＧ Ａ重油 灯油

温室効果ガス排出量(kg-CO2)

軽油
電力

化石燃料

【学生寄宿舎地区】
総使用量

項目

ガソリン
年度 (揮発油)(ℓ)

平成16年度 18,146,259    467,178       315,950        4,588,400   256,004      36             -              988,856        394,030        
平成17年度 18,593,360    457,546       304,998        4,489,445   291,090      72             -              1,019,885     368,520        
平成18年度 18,765,132    528,970       310,903        4,048,573   276,683      -              -              1,095,433     370,765        
平成19年度 19,265,857    578,781       322,254        3,852,254   263,199      -              -              1,083,387     380,613        
平成20年度 18,620,990    617,815       254,628        3,836,887   271,674      202           -              1,052,523     377,274        
16-17年度比 2.5% -2.1% -3.5% -2.2% 13.7% 100.0% -              3.1% -6.5%
17-18年度比 0.9% 15.6% 1.9% -9.8% -4.9% -100.0% -              7.4% 0.6%
18-19年度比 2.7% 9.4% 3.7% -4.8% -4.9% -              -              -1.1% 2.7%
19-20年度比 -3.3% 6.7% -21.0% -0.4% 3.2% -              -              -2.8% -0.9%

建物延べ面積１㎡当たりの使用量
項目

ガソリン
年度 (揮発油)(ℓ)

平成16年度 48.213         1.241           0.839           12.191       0.680         0.000         -              2.627           1.047          
平成17年度 48.833         1.202           0.801           11.791       0.765         0.000         -              2.679           0.968          
平成18年度 49.437         1.394           0.819           10.666       0.729         -              -              2.886           0.977          
平成19年度 50.852         1.528           0.851           10.168       0.695         -              -              2.860           1.005          
平成20年度 49.221         1.633           0.673           10.142       0.718         0.001         -              2.782           0.997          
16-17年度比 1.3% -3.2% -4.6% -3.3% 12.4% -              -              2.0% -7.5%
17-18年度比 1.2% 16.0% 2.3% -9.5% -4.7% -              -              7.7% 0.9%
18-19年度比 2.9% 9.6% 3.8% -4.7% -4.7% -              -              -0.9% 2.8%
19-20年度比 -3.2% 6.9% -20.9% -0.3% 3.4% -              -              -2.7% -0.7%

入寮者1人当たりの使用量
項目

ガソリン
年度 (揮発油)(ℓ)

平成16年度 1,108.372     28.535         19.298         280.259      15.637       0.002         -              60.399         24.067         
平成17年度 1,135.680     27.947         18.629         274.215      17.780       0.004         -              62.294         22.509         
平成18年度 1,161.568     32.743         19.245         250.608      17.127       -              -              67.808         22.950         
平成19年度 1,174.175     35.274         19.640         234.779      16.041       -              -              66.028         23.197         
平成20年度 1,142.953     37.921         15.629         235.507      16.675       0.012         -              64.604         23.157         
16-17年度比 2.5% -2.1% -3.5% -2.2% 13.7% 100.0% -              3.1% -6.5%
17-18年度比 2.3% 17.2% 3.3% -8.6% -3.7% -100.0% -              8.9% 2.0%
18-19年度比 1.1% 7.7% 2.1% -6.3% -6.3% -              -              -2.6% 1.1%
19-20年度比 -2.7% 7.5% -20.4% 0.3% 4.0% -              -              -2.2% -0.2%

井水(㎥)
都市ガス(㎥)

エネルギー使用量 水資源投入量

電力(kwh)
都市ガス(㎥) ＬＰＧ(㎥)

化石燃料
市水(㎥) 井水(㎥)

エネルギー使用量 水資源投入量

Ａ重油(ℓ) 灯油(ℓ) 軽油(ℓ)

エネルギー使用量 水資源投入量

電力(kwh)
化石燃料

市水(㎥)
ＬＰＧ(㎥) Ａ重油(ℓ) 灯油(ℓ) 軽油(ℓ)

電力(kwh)
化石燃料

市水(㎥) 井水(㎥)
都市ガス(㎥) ＬＰＧ(㎥) Ａ重油(ℓ) 灯油(ℓ) 軽油(ℓ)
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平成17年度

平成16年度

校舎地区 寄宿舎地区【都市ガス （千m3）】

温室効果ガス排出量
項目

ガソリン
年度 (揮発油)

平成16年度 10,071,174    971,571 1,966,692     12,432,866  637,318      84             -               26,079,705    
平成17年度 10,319,315    951,540 1,898,519     12,164,735  724,664      167           -               26,058,940    
平成18年度 10,414,648    1,100,078 1,935,276     10,970,135  688,798      -              -               25,108,935    
平成19年度 10,692,551    1,203,668 2,005,933     10,438,183  655,230      -              -               24,995,564    
平成20年度 10,334,649    1,284,845 1,584,979     10,396,544  676,328      469           -               24,277,815    
16-17年度比 2.5% -2.1% -3.5% -2.2% 13.7% 100.0% -               -0.1%
17-18年度比 0.9% 15.6% 1.9% -9.8% -4.9% -100.0% -               -3.6%
18-19年度比 2.7% 9.4% 3.7% -4.8% -4.9% -              -               -0.5%
19-20年度比 -3.3% 6.7% -21.0% -0.4% 3.2% -              -               -2.9%

【校舎地区＋学生寄宿舎地区】
総使用量合計

項目

ガソリン
年度 (揮発油)(ℓ)

平成16年度 93,369,391    1,989,267    683,723        9,252,790   366,778      114,141      327,703      1,956,354     1,076,238     
平成17年度 93,886,140    2,027,873    665,214        9,067,275   414,300      115,255      344,191      1,903,917     891,471       
平成18年度 93,155,400    1,973,233    621,152        7,985,106   362,610      122,661      329,004      2,002,005     769,995       
平成19年度 94,589,414    2,128,397    667,796        7,608,180   339,608      134,392      324,476      1,963,268     796,384       
平成20年度 93,101,723    2,144,323    564,672        6,991,512   325,172      140,673      314,602      1,890,526     823,347       
16-17年度比 0.6% 1.9% -2.7% -2.0% 13.0% 1.0% 5.0% -2.7% -17.2%
17-18年度比 -0.8% -2.7% -6.6% -11.9% -12.5% 6.4% -4.4% 5.2% -13.6%
18-19年度比 1.5% 7.9% 7.5% -4.7% -6.3% 9.6% -1.4% -1.9% 3.4%
19-20年度比 -1.6% 0.7% -15.4% -8.1% -4.3% 4.7% -3.0% -3.7% 3.4%

温室効果ガス排出量合計
項目

ガソリン
年度 (揮発油)

平成16年度 51,820,012    4,136,999    4,255,967     25,071,637  913,088      264,997      858,335      87,321,035    
平成17年度 52,106,808    4,217,286    4,140,754     24,568,960  1,031,393   267,583      901,521      87,234,305    
平成18年度 51,701,247    4,103,654    3,866,482     21,636,683  902,712      284,777      861,743      83,357,296    
平成19年度 52,497,125    4,426,342    4,156,826     20,615,353  845,448      312,013      849,883      83,702,990    
平成20年度 51,671,456    4,459,463    3,514,914     18,944,411  809,510      326,595      824,020      80,550,369    
16-17年度比 0.6% 1.9% -2.7% -2.0% 13.0% 1.0% 5.0% -0.1%
17-18年度比 -0.8% -2.7% -6.6% -11.9% -12.5% 6.4% -4.4% -4.4%
18-19年度比 1.5% 7.9% 7.5% -4.7% -6.3% 9.6% -1.4% 0.4%
19-20年度比 -1.6% 0.7% -15.4% -8.1% -4.3% 4.7% -3.0% -3.8%

温室効果ガス排出量(kg-CO2)

電力
化石燃料

合計
都市ガス ＬＰＧ Ａ重油 灯油 軽油

エネルギー使用量 水資源投入量

電力(kwh)
化石燃料

市水(㎥) 井水(㎥)
都市ガス(㎥) ＬＰＧ(㎥) Ａ重油(ℓ) 灯油(ℓ) 軽油(ℓ)

温室効果ガス排出量(kg-CO2)

電力
化石燃料

合計
都市ガス ＬＰＧ Ａ重油 灯油 軽油
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６．化学物質の管理

化学物質の管理について、「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）の届出対象となる高専はありませんでした。

平成17年度において、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19年度までに11校増の18校に増加しており、平成20年度には新たに

1校が一元管理を導入し、計19校となっています。安全面においても、保有する薬品

の種類と量が一元管理出来ていることが望ましいため、今後も引き続き一元管理の導

入を進めていきたいと考えています。

７．廃棄物等総排出量

事務系
一般廃棄物

1,973
52.7%

資源ゴミ
112
3.0%

産業廃棄物
1,649
44.0%

特別管理
一般廃棄物

9
0.3%

廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、廃掃法という。）に基づ

く分類により、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し

ておくことが望ましいとされています。

平成２０年度における、廃棄物等総排出量は下記グラフのとおりとなりますが、一

部高専において、廃棄物を重量ではなく台数等の数値で把握していることから、値は

参考値とします。なお、前年度と比較して産業廃棄物の排出量が増加しており、これ

は、大型補正予算が措置されたことに伴う、施設整備等による結果、不要となった機

器類等が廃棄されたことによるものと分

析しています。

廃棄物の集計については、地域により

分別方法が異なるため、集計が難しいこ

とから、廃掃法による分類を徹底すると

ともに、廃棄物等総排出量を把握してい

ない高専においては、廃棄物量を重量で

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参りま

す。
グラフ：平成20年度廃棄物等排出量（ｔ）



８．グリーン購入の状況及び方策

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20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、物品毎の調達実績が平均99.7%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、できうる限り環境への負荷が少ない物品等

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よう努めています。

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20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 ８ 台

・ＥＴＣ対応車載器の公用車への導入 １１ 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。

（単位：㎏）

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

コピー用紙 470,362 442,376 472,944 453,279 328,304

フォーム用紙 471 372 978 2,975 283

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 1,491

ジアゾ感光紙 131 79 100 118 21

ＯＣＲ用紙 249 － － － －

印刷用紙（カラー用紙を除く） 22,568 62,427 12,276 16,481 10,352

印刷用紙（カラー用紙） 4,581 2,277 2,573 7,785 3,407

トイレットペーパー 67,698 52,815 55,701 60,086 51,313

ティッシュペーパー 94 198 147 284 283

計 567,174 562,234 545,601 542,964 395,454

【参考】紙類調達実績

395
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546

562

567

0 100 200 300 400 500 600

平成２０年度

平成１９年度

平成１８年度

平成１７年度

平成１６年度

（単位：ｔ）
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マネジメントシステムの状況

◆マネジメントシステム構築状況◆マネジメントシステム構築状況

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高専すべてにおいて

「環境に配慮した取組を行う組織（委員会）」を設置しており、高専毎にこれらの組

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

高専が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。

なお、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。

【高専機構におけるマネジメントシステム組織図】

55高専

各高専におけるマネジメントシステムの一例

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

理 事 長

役 員 会

機構本部事務局
安全衛生管理・
地球温暖化対策

委員会※

環境対策検討ＷＧ

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
※平成２０年３月まで「安全衛生管理委員会」
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削減目標
約80,335

◆温室効果ガス排出抑制のための取り組みについて◆温室効果ガス排出抑制のための取り組みについて

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を策定することを目的として、平成19年9月に環境報告書

ＷＧを拡充し、環境対策検討ＷＧとして設置しました。

「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おいて検討を行い、「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量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、機構全体として温室効果ガス削減に向けた取り組みを推進

しています。以下に指針の抜粋を示します。

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

平成22年度～24年度

３年間の平均値

法人化後
（単位：t-CO2）

８％削減

左グラフは、高専機構に
おける年度毎の温室効果ガ
ス総排出量の推移を示す。

平成１６年度を基準とし、
平成２２年度～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。
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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



環境保全技術に関する教育・研究

◆環境保全技術に関する教育・研究の状況◆環境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

国立高等専門学校全55校における、平成20年度の環境関連科目数は、745科目

（前年度は648科目）となっており、１校当たり13.5科目（前年度は11.8科目）

となっています。

また、環境に関連する研究を行っている研究者の数は、全体で488人（前年度は

474人）であり、１校当たり8.9人（前年度は8.6人）となります。

２．共同研究及び受託研究の状況

平成20年度における、環境に関連する共同研究の数は140件（前年度は131件）

であり、１校当たり2.5件（前年度は2.4件）となります。環境に関連する受託研究

の数は77件（前年度は73件）であり、１校当たり1.4件（前年度は1.3件）となっ

ています。

これらの状況から、高専における環境関連科目数及び研究者数は「増加している」

といえます。

【環境関連科目数と研究者の推移状況】
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【共同研究及び受託研究の推移状況】
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法規制順守状況

◆法規制の順守状況◆法規制の順守状況

20

高専における平成20年度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

事例は報告されていません。

なお、各校において事業活動に伴う関係法令の改正等を確認する仕組みは、55高

専中44校（平成19年度は42校）が確認できる体制を確保していますが、独立行政

法人である高等専門教育機関として、全ての高専に確認の体制が整備されることが必

要であるため、更なる改善を行います。



◆ＰＣＢ廃棄物の処理について◆ＰＣＢ廃棄物の処理について

PCBとは、ポリ塩化ビニフェルという化学物質の略称で、絶縁性・不燃性などの

特性を持つことから、コンデンサ・変圧器・照明用安定器など電気機器の絶縁油とし

て使用されてきました。昭和43年のカネミ油症事件の発生により、PCBの持つ毒性

が社会問題化し、現在はPCBを含む機器等の製造・販売・譲渡が禁止されています。

平成13年7月には、ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別

措置法が施行され、平成28年度までに処理することが義務付けられています。

１．ＰＣＢ廃棄物について

２．ＰＣＢ廃棄物の保管状況

全国の国立高等専門学校でも、PCBを含むコンデンサ・変圧器・照明用安定器な

どを使用してきました。現在、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・状態を把握し、毎年6月末までに各都道府県

に報告を行っています。

〈保管中のＰＣＢ廃棄物〉

①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
②安定器類・ＰＣＢ汚染物等 安定器類 約１１１ｔ

ＰＣＢ汚染物等 約７ｔ

③低濃度ＰＣＢ廃棄物 トランス類 １２１台

コンデンサ類 ７０台

ＰＣＢ油類 約７５０kg

３．ＰＣＢ廃棄物の処理

上記保管中のPCB廃棄物のうち、①高濃度

PCB廃棄物については、平成20年度から平

成25年度にかけて、処理計画が策定されてお

り、順次処理を行っている状況です。（平成

21年度は2高専の処理を予定。）

また、②安定器類・PCB汚染物等について

も、本年7月より九州・四国・中国地区にお

いて処理が開始されたことから、今後計画的

に処理を行っていく予定です。
写真：ＰＣＢ廃棄物保管状況

（高知高専）
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◆吹き付けアスベスト等への対応状況について◆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付けられています。

１．基本理念

２．調査について

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日付高機施第95号）を実施し、その後平成18年1月及び平成18年9月にフ

ォローアップ調査等を実施しました。また、労働安全衛生法施行令等が改正（平成

18年9月1日施行）され、法規制により対象範囲が、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、補足調査を実施しま

した。

なお、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種類は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無いとされてき

たものについて、再度分析が必要であるか確認調査を実施し、必要なものについて、

再度分析を行いました。

調査の詳細については、高専機構のホームページで確認できます。

（アドレス：http://www.kosen-k.go.jp/information.html ）

３．高専機構における現状

補足調査を含めた調査の結果、吹き付けアスベスト等を有し、封じ込め、囲い込み

等の措置が施されていないものについて、平成20年度中に全て撤去、封じ込め若し

くは囲い込みの措置を行いました。

４．今後の対応について

吹き付けアスベスト等※を有しているが、封じ込め又は囲い込みの措置を行った室

については、劣化・損傷等により、アスベストが飛散しないよう、定期的に点検を行

うとともに、計画的な撤去を行っていきます。

※ 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
付けロックウール及び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である。
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参考：アスベストの無害化技術の開発と実用化に向けて
 

非飛散性アスベスト含有製品の大規模分解に必要な低温無害化処理技術を確立 
 

群馬工業高等専門学校では、アスベスト含有セメント複合材に塩化カルシウムを添加することで、600～

800℃という従来にない加熱温度でアスベストの結晶構造と繊維構造を崩壊させ無害化することに成功した。

この発明を基盤に、飛散性の吹き付け材、非飛散性のスレート材、耐熱パッキンなどのシート材への応用を確

認した。また、アスベストの大部分を占めるクリソタイルだけでなく、使用量は少ないが、毒性の強いクロシド

ライトやアモサイトへも適応可能であることを示した。 近では、レーザー等を用いたアスベスト含有複合材の

迅速分解の研究を行っている。 

本稿では、塩化カルシウムを添加したアスベスト含有セメント複合材の低温分解法の特許を基に実施され

ている、独立行政法人 科学技術振興機構（ＪＳＴ）の独創的シーズ展開事業における委託開発（課題名：アス

ベスト含有複合材の無害化処理装置、委託企業：美濃窯業株式会社）の成果である「非飛散性アスベスト含有

製品の大規模分解に必要な低温無害化処理技術を確立」について紹介する。 

 

アスベストの粉塵を吸い込むことで、肺ガンや悪性中皮腫等を発症させることが明らかになり、アスベスト

を重量の 0.1%を超えて含有する製品の製造、および使用等の禁止と同時に、厳重な廃棄処分が法令化され、

施行されている。現在までに使用されたアスベスト含有製品の量は、吹付け材、保温材等の飛散性アスベス

ト含有製品で約 100 万トン、スレート系建材等の非飛散性アスベスト含有製品で 4,000 万トン以上におよぶと

試算され、特にスレート系建材等は製造後30年を経過していることから、今後数十年に渡り毎年100万トン以

上が廃棄されると言われている。 

これまでアスベスト含有製品の無害化処理には溶融法が用いられてきたが、溶融法は 1500℃の高温処理

のためエネルギーを多く消費することから、今後大量に廃棄される非飛散性アスベスト含有製品を、環境負

荷を低減し、大量処理が容易な無害化処理方法の実用化が望まれた。 

そこで、環境省は溶融法以外の無害化処理設備の認定制度を創設し、広く無害化の新技術を求めている

が、未だ許認可を取得した無害化処理設備はなく、安全で安価な無害化処理設備が切望されている。 

 

以下の写真は、本無害化処理技術によるスレート系建材の無害化処理品の写真である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無害化処理品はセメント原料への還元の他、路盤材等へのリサイクルが可能であり、廃棄物のリサイクルを

視野に入れた循環型処理設備を供給できる技術の確立を試みている。現在、プラント設計が完了し、基本プ

ラントのパンフレットが太平洋エンジニアリング㈱から提供されている。 

社会的問題となっているアスベスト含有製品の確実な処理が可能となり、安心で安全な社会の形成に寄与

出来ることを望んでいる。 

 
（群馬工業高等専門学校 物質工学科 特命教授 小島 昭）

スレート施工の

一般的な工場 

波形スレート板 
本無害化処理技術による

無害化処理品 

工業装置ベースでの

無害化処理技術 

非石綿

非繊維



高専における環境に配慮した取組事例

○ 環境に配慮した取組事例について

・ 各高専が独自に実施している環境に配慮した取組事例を、次項より記事として掲

載しています。（掲載は学校番号順）

・ 各高専が平成20年度に取組んできた、環境に配慮した取組の効果について具体

的な数値を示すとともに、次年度以降への取組目標・方針を掲載しています。

○ 各高専の取組状況について

・ 高専において、環境に配慮した取組を行う組織、又は委員会を設置し、環境目標

及び環境目的を定めて活動している高専は、53校（前年度53校）となっています。

・ 環境目標について、具体的に数値目標を定めて取組を行っている高専は、34校

（前年度33校）でした。

○ 各高専の環境報告書作成状況について

・ 各高専における、環境に配慮した取組の一環として、10校の高専が平成19年度

の環境報告書を作成しており、うち、６校が高専のホームページ上で環境報告書を

公表しています。

環境報告書を作成している高専一覧

高専名 公表されているホームページ

仙台電波工業高等専門学校

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/

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

福井工業高等専門学校

広島商船高等専門学校 http://www.hiroshima-cmt.ac.jp/

宇部工業高等専門学校 http://www.ube-k.ac.jp/

高知工業高等専門学校

佐世保工業高等専門学校 http://www.sasebo.ac.jp/

沖縄工業高等専門学校

公表の一例
（佐世保高専ＨＰより）
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学 校 名 表 題 ページ

０１ 函館工業高専 省エネルギー対策実践例 26

０２ 苫小牧工業高専 省エネ等に対する取組 27

０３ 釧路工業高専 ＣＯ２排出量削減に対する取組 28

０４ 旭川工業高専 温室効果ガスの削減に対する取組 29

０５ 八戸工業高専 炭素フリー技術の確立に向けて 30

０６ 一関工業高専 EMSを活用した環境改善活動に対する取組 31

０７ 宮城工業高専 CO2削減に対する取組 32

０８ 仙台電波工業高専 エコ意識の動機付けに関する取り組み 33

０９ 秋田工業高専 環境意識向上に対する取組 34

１０ 鶴岡工業高専 CO２排出量削減に対する取組 35

１１ 福島工業高専 環境に配慮した取組状況 36

１２ 茨城工業高専 省エネルギーに対する取組 37

１３ 小山工業高専 リサイクルに対する取組 38

１４ 群馬工業高専 省エネルギーに対する取組 39

１５ 木更津工業高専 教職員・学生・地域一体の環境啓発活動 40

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 41

１７ 長岡工業高専 CO2削減に対する取組 42

１８ 富山工業高専 省エネに対する取組 43

１９ 富山商船高専 環境教育と省エネに対する取組 44

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 45

２１ 福井工業高専 「森づくり」を通した協働による環境まちづくり 46

２２ 長野工業高専 ３Ｒへの挑戦～地球温暖化防止に対する取組～ 47

２３ 岐阜工業高専 自然との共生 環境・エネルギー教育に対する取組 48

２４ 沼津工業高専 省エネに対する取組 49

２５ 豊田工業高専 省エネに対する取組 50

２６ 鳥羽商船高専 環境に関する学生・職員の活動及び省エネルギー対策実践事例 51

２７ 鈴鹿工業高専 エネルギー削減に対する取組 52

２８ 舞鶴工業高専 省エネルギーに対する取組 53

２９ 明石工業高専 節電と環境対策への取組 54

３０ 奈良工業高専 節電に対する取組 55

３１ 和歌山工業高専 ＣＯ２排出量削減に対する取組 56

３２ 米子工業高専 中海とともに育てる地域連携型環境教育 57

３３ 松江工業高専 体験型環境教育に対する取組 58

３４ 津山工業高専 学生にゴミ問題に対する意識を覚醒する取組 59

３５ 広島商船高専 学生の環境意識の啓発に対する取組 60

３６ 呉工業高専 省エネルギーに配慮した建築の取組 61

３７ 徳山工業高専 温室効果ガス排出削減に対する取組 62

３８ 宇部工業高専 電力使用量の抑制に対する取組 63

３９ 大島商船高専 省エネルギーに対する取組 64

４０ 阿南工業高専 地球環境負荷の低減に対する取組 65

４１ 高松工業高専 温室効果ガス排出抑制に対する取組 66

４２ 詫間電波工業高専 温室効果ガス排出量削減に対する取組 67

４３ 新居浜工業高専 省エネ対策に対する取組 68

４４ 弓削商船高専 温室効果ガス削減に対する取組 69

４５ 高知工業高専 小さな一歩から：ＬＥＤ蛍光管型照明へ 70

４６ 久留米工業高専 温室効果ガス削減に対する取組 71

４７ 有明工業高専 環境に対する取組 72

４８ 北九州工業高専 エコキャンパスに対する取組 73

４９ 佐世保工業高専 省エネに対する取組 74

５０ 熊本電波工業高専 燃料転換に対する取組 75

５１ 八代工業高専 節水に対する取組 76

５２ 大分工業高専 環境技術者教育に対する取組み 77

５３ 都城工業高専 省エネルギーに対する取組 78

５４ 鹿児島工業高専 省エネに対する取組 79

５５ 沖縄工業高専 省エネに対する取組 80



全教職員に環境への取組の自己点検評価チェックシートを配布し、現状調査を行ない、今後重点
的に取り組むべき環境マネジメント活動の対策分野を明らかにする。

外部の有識者による環境に関する講演会を開催する事を予定している。

冷暖房機器の使用エネルギーの削減

ボイラーの運転期間の見直しを計り、５月中旬までから４月
末までへと運転期間を短縮。
（校舎５４．５時間分、学生寮９８時間分の運転時間の削減）

ＧＨＰ空調機の集中管理コントローラーにより、２時間置きに
空調機が自動的にＯＦＦになるよう設定を行なった。
（退室時の消し忘れによる無駄の削減）

次年度へ向けたさらなる取組

Ａ重油使用量
前年度比 マイナス ９．７％

ガス（１３Ａ）使用量
前年度比 マイナス １５．４％

・使用エネルギーの削減による成果
ボイラー運転期間の見直し、ＧＨＰ空調機の集中管理

による一斉停止等により、二酸化炭素排出量を平成２０
年度は平成１６年度比 マイナス ８％ を達成

・その他の取組
学生及び教職員の環境への意識の向上を図るため、

平成２０年１０月に「函館工業高等専門学校環境宣言」
を策定し、公表を行なった。

二酸化炭素排出量
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01.函館工業高専 ～省エネルギー対策実践例～
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取組の効果
上記取組を重油量に換算して

重油消費量が32Kl節約
前年度比93%

CO2削減率 93.7%

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

ボイラ運転管理等の徹底化
取組内容

ボイラ運転期間中、毎日ボイラ運転日報が提出される。その中で重油消費量、水補給量、
気温、講義室等の室温が報告される。それを元にボイラ管理士に省エネに向けた運転の方
針を指示する。

具体的な取組
・講義室等の適切な室温管理 日中室温１８℃
・ブロー回数の削減による、清缶剤量減少及びレターン水温の確保 5,803m3→H20 5,362m3

・毎月の重油消費量の前年度比較
・営繕事業による不良蒸気トラップの交換
・校舎玄関をすべて自動ドア化し、外気流入を防ぐ

２１年５月末で重油式のボイラ運転は終了する。２１年１０月から天然ガス式の貫流式ボイラ
に変更する。還水槽の保温化、蒸気配管の保温材巻付直し、真空ポンプ更新を図り、徹底的な
熱ロスとなる要因を取り除くべく工夫をしている。その他校舎二重窓化を進め、エネルギー効率
の高いボイラ運用を図ることを目標としている。
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02.苫小牧工業高専 ～省エネ等に対する取組～
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取組の効果

【ＣＯ２削減量】
前年度比 △350ｔ

△12%
写真

○平成20年度のエネルギー使用量については、重油使
用量が11%削減、電気使用量が3%削減及びガス使用
量が9%削減となり、前年度からのＣＯ２削減量は350ｔ
（－12%）となった。

なお、上記削減量のうち20ｔは3日間の冬季一斉休業

によるものである。
○今年度営繕事業において実施した「寄宿舎蒸気暖房
設備等改修工事」等により、平成21年度以降もさらなる
重油使用量の削減が期待できる。

○具体的な削減目標値を設定しさらなるＣＯ２排出量の削減を推進する
○引き続き施設の断熱強化、設備の高効率化を図り省エネを推進する
○本校の環境に即した管理標準を作成しさらなる省エネに取り組む

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

省エネルギーの取組
～寒冷地における暖房エネルギーの削減について～

本校は、北海道東部の寒冷地に所在しており、ＣＯ２

排出量の約7割が暖房エネルギーに係るものである。

ＣＯ２排出量削減のためには暖房エネルギーの削減が
不可欠であることから、冬季一斉休業の実施、温度管理
の徹底によるボイラー運転及び設備の高効率化の検討・
実施を行い、暖房エネルギーの削減に取り組んでいる。

温度センサーによる温度管理

03.釧路工業高専 ～ＣＯ２排出量削減に対する取組～
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高効率変圧器への改修と
Hf照明器具への改修で
６．８ｔ／年のＣＯ2削減と

３８kwhの契約電力の低減

校舎及び寄宿舎の変圧器を高効率変圧器に
交換し変圧器の容量を適正にしたことと、校舎
内の約３,１００㎡の照明器具を省エネタイプに

取替したことにより年間で６．８ｔのＣＯ2の削減
と３８kwhの契約電力の低減がはかれた。

現在のエネルギー消費量がより節約を意識した結果となるように、熱・電気一体となった
省エネルギーに取り組み、効果が将来に向けて発揮できるよう中長期的視点に立った計
画的な取り組みに努める。
具体的には、ボイラの高効率化と燃料のガス化等を計画しており、更なるＣＯ2の削減で
環境問題と省エネルギー対策に寄与できるものと考えている。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

①変圧器の集約
②照明器具のＨｆ化
③蒸気配管の保温強化（熱損失の低減）
④室内温度の適切な設定
⑤昼休み時間及び不要時の消灯励行
⑥エレベータの運転及び使用の自粛
⑦ＨＰを活用した省エネ意識の高揚
⑧デマンド計による消費電力の監視、補助暖房の使用制限

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）
達成を目標に、さまざまな省エネルギー対策に取り組んでいます。

照明器具のHf化

蒸気配管の保温強化

変圧器の集約

04.旭川工業高専 ～温室効果ガスの削減に対する取組～
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取組の効果

近の研究で、これまで考案されていた燃焼器に比べて燃焼
によって発生する熱の損失を抑えることが可能になりました。必
要なエネルギーをより少ない燃料で取り出せることで二酸化炭素
の排出抑制につながるとともに、コスト削減にも寄与します。発電
に利用することも可能です。

現在は、炭化水素系燃料のプロパンを使用して研究を行って
いますが、将来的には水素燃料を使用した燃焼器に応用するこ
とで、燃焼による二酸化炭素の排出がゼロになります。また、水
素燃料を使用することで機器の小型化が可能となるため、省資
源化に伴う製造過程での温暖化ガス排出削減にもつながります。

地球温暖化という人類共通の問題を解決するために、二酸化炭素をはじめとした温暖化ガスの
排出削減が求められています。これまでの研究成果をもとに、更なる高性能化と技術展開を図る
べく引き続き研究を行い、温暖化ガス排出削減に貢献できる技術の確立を目指します。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

予混合及び拡散燃焼に関する研究

燃焼型Power MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)と呼
ばれる新しい微小電源システムや微小推進システムが、注目され、
代表的なものにUltra Micro Gas Turbineがあります。

本校では円筒状の予混合火炎や拡散火炎に関する基礎研究を
行なっており、この火炎を形成できる小型の燃焼器を設計・製作し
て実験を行っています。

45
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Outer tube
(φ9)

Inner tube
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Air Rich 
mixture

Air 

Diffusion flame

Premixed flame

炭素フリー社会への光明

05.八戸工業高専 ～炭素フリー技術の確立に向けて～
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H20年度はH16年度比
マイナス16.3%

のCO2削減を達成

IESは環境マネジメントシステムの国際規格であるISO

14001のローカル版であるが、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。毎年、数値目標を掲げた環境改善

計画を策定して活動している。毎月光熱水等に関する

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。

IESの手順に従いPDCAサイクルにより、今後も継続的に環境改善を進める。エネルギーの削減

目標のみならず、環境問題に係る教育目標・研究目標を掲げ、継続的に環境問題に取り組む。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

教職員及び学生が一緒になって環境問題に取り組む気風をつくりあ
げるため、平成20年2月従来の環境マネジメントシステム(EMS)を整備
し、平成21年4月「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」の認証を取得した。教職員および学生を対象に実施
される『環境マネジメント教育』、『エコセミナー』等により、常に
環境問題を意識するよう努めている。さらに、低学年において実施す
る、環境問題を取り上げた講演会、異なる教科の視点から環境問題を
多角的に考えさせる「連携授業」等の実施を経て、卒業研究等の環境
研究へ効果的につなげている。

06.一関工業高専 ～EMSを活用した環境改善活動に対する取組～
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【システム仕様（カタログ値）】
風力発電機： 定格 1 kW （風速12.5 m/s）

太陽電池 ： 大出力 60 W （× 2台）
バッテリー ： 蓄電容量 2 kWh

インバータ ： 連続出力 600 W （純正弦波）

エネルギー使用量の可視化
省エネ機器導入の検討

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

風力・太陽光ハイブリッド発電
システムの導入

持続発展可能な社会の実現に向けた
環境教育の設備として活用。
（現代的教育ニーズ取組支援プログラム
「領域を超えた協働型環境ゼネラリストの育成」での導入）

ボイラーのバーナーをガス化

学生寮浴場の給湯ボイラーの燃料は重油であったが、
重油使用量の縮減とCO2排出量の削減を目的として、
バーナーを変更し都市ガスにした。

重油に比べて9割ほど

炭酸ガス排出が見込まれる。

07.宮城工業高専 ～CO2削減に対する取組～
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写真

のべ1000人以上が体験・

見学し、展示内容を発展させて
夏休みの課題実験にしたいなど

動機付けの役割を果たした．

平成21年5月～6月の試合開催日にスタジアム敷地内
にて，展示・実演を行った．

体験型として，自転車のダイナモで発電した電気を充
電し、①LEDツリー点灯と②ミニ四駆走行を走行させる
機器を製作した．ミニ四駆は幼児・小学生を中心に多く
の子供が体験し，発電する大変さと，発電電力の少なさ
を体感していた．また，燃料電池車の展示・試乗を実施
した．

ワークショップ型として，①木炭電池による発電解説，
②圧電素子とLEDを用いた「振ると光るエコトイ」製作を

通して発電原理および次世代エコ照明を紹介した．

大電力発電できる機器開発と，充電不要なアトラクションを設計士，年齢に関係なく発電の重要
性・大変さを体感できる機材を開発したい．また，電気エネルギーだけでなく，自然エネルギー
を活用したエコ技術学習およびエコ体験可能な実演・実験を検討したい．

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

発電体験エンターテイメントを中心とした
エコ技術展示・実演

取組内容
プロ野球スタジアム周辺で，エコへの意識向上を目的として，
『発電』をキーワードとしたエンターテイメント機器を製作し，
楽しみながら発電の大変さを体感できる体験型展示を行った．

発電・ミニ四駆走行

08.仙台電波工業高専 ～エコ意識の動機付けに関する取り組み～

エコトイ製作体験

写真

燃料電池車試乗
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《ＣＯ２削減実績》

平成１９年度 平成２０年度
１，７３１，５１３→１，５９８，８７０
削減量： １３２，６４３
削減率： ７．７％

本校では上記の活動に加え、月に１回行われる教員会議において、前年度と比較した、光熱水の
月別使用量及び、使用料金を周知することにより、省エネ活動の励行を図ってきた。
その結果、平成２０年度は対前年比で、電気（１２３，１４６ｋｗｈ ：８．３％ ）水道（２８９㎥ ： １．３％）
削減できた。次年度に向け、さらなる省エネ意識の向上を目指し、啓発活動を継続する。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

「秋田高専における省エネ意識啓発活動取組事例」

○省エネ励行を目的とした、ポスター等の掲示による環境意識
向上のための啓発活動。

○毎月実施される教員会議において、光熱水（電気・ガス・水道）
の使用量及び使用料金を確認することにより、省エネ活動の
成果及び取組状況の周知徹底を図る。その際、学生への指導
についても協議することにより、学生の環境意識への啓発にも
効果が期待できる。

《環境意識向上を目指す啓発活動》
本校では、管理棟・学科棟・講義室棟・実習工場の
大規模改修の際、耐震性能、居住性の向上に加え、
省エネ対策についても視野にいれ、実施してきた。

①個別空調用リモコンについては、冷暖房の設定温度を
表示し、利用者に対し、省エネの励行に努めるよう啓発
すると共に、さらなる省エネ意識の向上を図っている。
② トイレの照明では、人感センサー式照明のタイマーを
１５分に設定する事で、点滅回数による電球の消耗を

小限にし、省エネ・省資源対策に努めている。

トイレ用人感センサー

空調機用リモコン

09.秋田工業高専 ～環境意識向上に対する取組～
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大規模改修時に省エネ設備へ更新
・GHPエアコンへの改修
・GHPエアコン集中管理
・Hf照明器具への更新
・人感センサーによる照明制御
・高効率変圧器への更新
・デマンド計による消費電力監視

学内における省エネ活動
・蒸気暖房時間の見直し
・エアコン冷房28℃、暖房20℃設定
・エレベーター夜間・休日運転停止
・昼休みの照明消灯
・光熱水使用量の公表

省エネ意識の向上
・学生の学校周辺での清掃活動
・市環境フェアにソーラーカー出展
・本校教授が環境やまがた大賞受賞

以上の取組を行った結果、右図のとお
り、平成20年度のCO2排出量を平成
16年度比で７％削減した。

平成22～24年度のCO2排出量を、平成16年度比で８％削減することを目標としており、平成
20年度は７％削減できた。次年度は、これまでに行なってきた取組の更なる強化を図り、平成
16年度比８％以上の削減を目指す。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

省エネ対策と意識の向上

取組内容
・大規模改修に伴う省エネ設備への改修
・冬期間の蒸気暖房時間の見直し
・学内における省エネ活動
・省エネ意識の向上

CO2排出量を平成16年度比７％削減

町内会と合同の清掃活動 環境やまがた大賞受賞

エアコン集中管理 ガス空調室外機 照明センサー

ソーラーカー（鶴岡市環境フェアに出展）

CO2排出量推移

10.鶴岡工業高専 ～CO２排出量削減に対する取組～
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次年度へ向けたさらなる取組

省エネルギー対策への取組

写真

毎月の光熱水量グラフの作成、省エネシール貼り
付けなどを行うことで、学生・教職員の省エネルギー
に対する意識啓発を図り、意識向上に努めている。
①ソフト面

クールビズ、ウォームビズの実施、昼休みの教室
等の照明の消灯、雨水再利用による資源保護など
②ハード面

照明器具安定器の効率化、昼光・人感センサー
及び自動水栓の設置、ＧＨＰ式空調設備の導入など

建物毎に電気・水道メーターを設置することにより、建物毎の使用量を把握し、「見える化」
を行うことで、学生・教職員への省エネルギー対策への意識啓発を図り、更なる使用量の
削減に努める。

●省エネルギー及び温室効果ガス削減対策実施事例
①ガスヒートポンプ式空調設備の導入

ＧＨＰ式エアコンを導入することにより、温室効果ガス
発生量の少ない天然ガスを利用し、Ａ重油の軽減に
取り組んでいる。

②雨水再利用による資源保護
屋上に降る雨の一部を貯留している。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る。

【取組の効果】
温室効果ガス排出量を
平成１６年度比で８．６％
の削減が図られた。

②雨水再利用による資源保護

①ガスヒートポンプ式空調設備の導入

11.福島工業高専 ～環境に配慮した取組状況～
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・継続して毎月の消費エネルギー量を周知し省エネへの意識向上を目指すと共に、
積極的な節電活動を呼びかけていく。

・複層ガラスや網戸の積極的採用により、さらなる省電力化を計る。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

省エネルギー対策取組事例

①LED照明 （図書館）

②遮光フィルム（図書館）

③扇 風 機 （一般教室）

④複層ガラス （物質工学科棟）

・LED照明による省電力・蛍光管廃棄量減

・遮光フィルム貼りを実施し、夏季の気温上昇
の緩和による冷房電力の軽減

・授業教室への扇風機設置による冷房効率

のUP
・複層ガラスを設置し、気密効果による冷暖

房稼動時のエネルギーの省力化

LED照明

遮光フィルム

複層ガラス
扇風機

12.茨城工業高専 ～省エネルギーに対する取組～
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約５００冊の本を
リサイクル

写真

写真

リサイクル図書コーナーは、平成２０年６月
１２日より設置されて以来好評で、平成２０年
度は約５００冊の図書がリサイクルされました。

また、平成２１年度には約１，０００冊の図書
がリサイクルされる予定です。

本校では現在、一部の古くなった照明器具を試験的にLED蛍光管に取替えています。これにより、
４０W１灯式器具においては消費電力が３５％（約６割減）になりました。
評価の結果問題がなければ今後、更にLED蛍光管への切り替えを行っていきたいと思います。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

リサイクル図書コーナー

小山高専では、図書の有効活用を目的として、
図書情報センターで不要と判断した図書や保存
年数を経過した雑誌、利用者が不要となった図書を
希望する方が、誰でも持ち帰る事ができるように、
図書情報センターに「リサイクル図書コーナー」を
設置しました。

写真

13.小山工業高専 ～リサイクルに対する取組～
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省エネルギー対策実践例

・各講義室のGHPエアコンに集中管理システムを導入した。

・建物の改修時、 断熱防水等を積極的に採用し、断熱性
の向上に努めた。

・既設講義室の窓へ断熱フィルムを貼り、冷暖房負荷の
低減をはかった。

・ゴーヤの試験栽培を環境都市工学科の学生が行った。
（左写真）

・平成１９年度と比べて平成２０年度は約１％の地球温暖化
ガスの排出量削減を図ることが出来た。

H16年度を基準として排出される温室効果ガスの８％削減とH21年度の排出量を比較し
少ない排出量を目標数値とする。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

省エネルギー対策

－ 新たな取組内容 －
年々増加傾向にある光熱費の削減のため、

今年度は、新たに省エネパトロールを実施した。
まず、実施する為に各部屋へ温度計を設置し
（右下写真：教室のコントロール上）
事務員２名１組で、各教員室・研究室・教室・事務室等188室を

巡視し、空調機の設定温度・室温の確認を行い、省エネ対策について
不十分なところについて、改善・指導をおこなった。

本
14.群馬工業高専 ～省エネルギーに対する取組～
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所属【　　　　　　　　　　　　                 　　　】　　　　担当者　【                                                      】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 項目ごとに評価記号を記入してください。   ○：積極的にできた　　△：ほぼできた　　×　：あまりできなかった　　　　　　　　　　　　

取り組み項目

①冷房の場合28度程度、暖房の場合19度程度を厳守します。

②冷暖房中の窓、出入口の開放禁止を徹底します。

③昼休みに停止するなど停止時間帯の設定を工夫し、退出時には必ず電源ＯＦＦを確認します。

①消灯を徹底し、教室・部屋を離れる場合には必ず消灯します。

②自然光を利用し、講義室・事務室等で、支障のない範囲で部分点灯にします。

①原則として、エレベーターの使用を控え、階段を利用します。

②昼休みや長時間の離席時、退校時には、OA機器、パソコン、モニターの電源をＯＦＦにします。

①会議用資料・各種報告書・研究発表資料類は、ページ数や部数が 小限の量となるよう見直します。

②両面印刷・両面コピーの徹底を図り、用紙の使用量を削減します。

③使用済み用紙の裏紙使用を図ります。

節水 ①洗面所、浴室、シャワー室、給水等での節水を心掛けます。

①使い捨て製品の購入を減らします。

②分別を徹底し、個人のゴミを減らします。

③コピー機、プリンターなどのトナーカートリッジの回収と再使用を進めます。

④シュレッダーの使用は、秘密文書の廃棄の場合のみに制限します。
⑤在庫管理を徹底し、期限切れ廃棄の防止に努めます。

自己評価と今後の目標

　　　　　　　　　　　　こつこつ省エネチェックリスト　　　　    【教職員用】

ご
み
・
廃
棄
物

 奨励項目 （支障のない範囲で） ①廊下等の部分点灯　②昼休みの消灯　③空調OFFタイムの設定（noon_OFF、evening_OFF）

照
明

設備
・

機器

資
源

用
紙
類

冷
暖
房

・エコキャップ運動およびこつこつ省エネチェックリストの継続
・学生の環境に対する啓発意識の更なる推進

次年度へ向けて・・・

教職員：コツコツ省エネチェックリストによる
電気・水道・ガス等の使用における省エネの徹底

学生：学友会によるエコキャップ回収運動

地域：公開講座を通した啓発活動

環境：緑あふれるキャンパス作り

こつこつ省エネチェックリスト
省エネ目標に対する教職員の取り組みを毎月集計し、啓発を推進した結果、年間

の総電力使用量を155千kWhも削減（前年度比-7.2%）することができました。また、

電気・水道・ガス等の省エネについて、四半期ごとの使用量を周知し、エアコン等に
は設定温度を表記するなど省エネの徹底を図りました。

エコキャップ回収運動
ペットボトルのキャップ回収によるワクチン購入の支援を推進しました。1年間で1

万個以上のキャップを回収することができました。

公開講座を通した啓発活動
「牛乳ミニパックで橋づくり」等の講座を行い、地域の小・中学生の環境に対する

関心の増進に貢献しました。

緑あふれるキャンパス
樹木を多く植栽し、教職員・学生による環境整備で緑のキャンパス作り を目指し、

ＣＯ2排出の削減に貢献 しています。

15.木更津工業高専 ～教職員・学生・地域一体の環境啓発活動～
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16.東京工業高専 ～技術者マインドで取り組む東京高専～
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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

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 （20年度の発表件数 ：30件･･年々増加）

◆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 ◆LCA

◆環境マネジメント ◆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

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～19年度の電気使用量は毎年減少

校舎改修後の20年度は前年度比8.5%の増加

平成17年度 １,６６６,０７５ｋｗｈ

平成18年度 １,５７１,１３６ｋｗｈ

平成19年度 １,５６５,１２６ｋｗｈ

平成20年度 １,６９８,６００ｋｗｈ

啓発活動等の強化により電気使用量削減を目指す
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

メスの羊2頭(サフォーク種）によるキャン
パスの除草の 適化(科研費による研究）

羊を用いたキャンパスの除草の取組

成

果

1頭が1日に15~25m2の面積を除草する

1頭が1日に生草5~10ｋｇを食べ，1~2kgの糞

に変える

糞はコンポスト資材あるいは燃料として利用

草刈機よりも環境負荷が少ない

学生・教職員に対する優れた癒し効果

成
果

平成18年度 8トン回収(約4万円の収入）

平成19年度 19トン回収(約9万円の収入）

平成20年度 39トン回収(約18万円の収入）

・19,20年度の増加は校舎改修に伴う引越しによる

・収入は清掃用具等の購入に充当

2週間後
5月に毛刈りをした直後の様子

羊毛は染色後ｳｰﾙ製品にする予定

(環境教育とものづくり教育の融合）

今後の目標
温室効果ガスを平成１６年度を基準として、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している



Ｈ20年度CO2削減率

－４．５％削減
(H19年度比)

・Ｈ20年度のCO2削減率(H19年度比)－4.5%
H21年度のCO2削減率(4～8月) －4.3%

実験内容の変化による、実験装置の停止
照明・空調管理による、電力需要軽減
設備改修による電力・ガスの需要軽減等、

CO2削減に取り組んでいます。

学生会・寮友会を中心に更なる省エネ・CO2削減を推進！
H22～24年度の平均削減目標 －８％（対H19年度）

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

こまめな照明・空調管理、
設備改修により、CO2を削減

取組内容
講義室のこまめな照明・空調管理
第2体育館照明改修
図書館、学生食堂にサーキュレーターを導入
GHP室外機の静音設定

17.長岡工業高専 ～CO2削減に対する取組～
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二酸化炭素等排出量を
平成２０年度に

平成１７年度比３％削減

写真

二酸化炭素排出量、総排水量、一般廃棄物の抑制を図
るため、平成２０年度に平成１７年度比３％削減をめざし、
二酸化炭素、総排水量については、それぞれ20%
(約247,000kg-CO2)、21%(約19,500m3)の大幅な削減を
達成した。しかし、一般廃棄物排出量は2.5%(約0.4t)の削
減にとどまった。原因として、校舎改修に伴い、研究室等か
ら排出された可燃ゴミ等が一時的に増加したためではない
かと推測される。

平成２１年度から、ゴミ減量化の一環として、ペットボトル
キャップの分別回収を実施している。

引き続き、二酸化炭素排出量、総排水量、一般廃棄物排出量の抑制を図るため、平成23年度に
平成20年度比3%削減の数値目標を定めた。また、教職員・学生に本校の環境活動についてさらな
る浸透を図り、CO2等の削減にとどまらず、教育・研究における環境活動等にこれまで以上に取り組

むこととしている。
各学科等においては、学科独自の環境行動計画を定め、実施に向けて取り組むこととしている。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

【エコアクション２１に基づく
環境活動への取組】

取組内容
毎年度当初に環境目標及び行動計画を立案し、行動計画に

沿った環境活動を実施している。その実施状況について、各部
門の環境責任者が各々評価を行い、今後の環境活動のさらな
る推進並びに改善等に活用している。

写真

（エアコン集中コントローラー)

(ペットボトルキャップ回収ボックス）

18.富山工業高専 ～省エネに対する取組～
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取組の効果(H19→H20年度）
電気量 ：1.55％減
都市ガス量 ：6.28％減
上下水道量：8.97％減
CO2排出量：12.47％減

写真

写真

省エネルギー対策実践事例

・教室等の空調温度を管理装置により集中管理
・デマンドメータにより 大電力を抑制
・自動水栓及び照明センサーを設置
・網戸を設置し、空調機の使用を極力抑制
・夏季期間（６月１日～９月３０日）軽装での執務を励行

平成２１年１０月１日に高度化再編により富山工業高等専門学校と統合し，富山高等専門学校が
発足するが，新たに施設・環境点検評価委員会を設置し，省エネ，光熱水量の更なる縮減に効果
的な施設・設備の整備について検討を開始する。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

環境教育への取組

取組内容
全国で５校しかない商船高専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配慮している。
・大気汚染対策：舶用脱硝装置を装備，軽油を燃料としている。
・海洋汚染：汚水・し尿処理→国際法に順ずる実機を保有

写真

空調管理装置

照明センサー

舶用脱硝装置

19.富山商船高専 ～環境教育と省エネに対する取組～
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・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。

取組の効果

出前授業について
河北潟環境問題やボランティアの興味外であった学生が
出前授業を通してその意義を理解することができた。
自然エネルギー・自然再生プロジェクトについて
自然エネルギー発電式酸素吸入装置や配水システムの
設計施工による水質改善が行えた。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

環境に関する地域との連携・環境教育改善
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。
・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。
河北潟に還す：工学的な提案と実践
・間伐採利用による「木工沈床」の制作・水質浄化の実験を通して、
郷土の森林維持から水質改善までのプロセスを学ぶ。
・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制作を実施する。

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

←創造工学演習Ⅱ

河北潟出前授業→

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～
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◇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

「環境マネジメントシステム」の取組

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

1) より具体的な「持続可能な取り組み」体制の確立ならびに具体的低炭素社会の推進
⇒地域社会と連動した環境啓発活動を含む次世代環境リーダーの育成

2) 校舎等施設改修に伴う施設整備における省エネルギーの実現と学校行事全体での持続可能な環境負荷低減に関する
取り組み体制の確立

3) 各種行事の運用方法の改善による効率的な省エネルギーの実現

次年度へ向けたさらなる目標

採択事業名：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

事 業 概 要：本事業は，本校が「環境計測」と「環境都市づくり」の技術支援を行い，
地元地域の環境行政と環境教育，環境の保全創発活動の持続可能な協働体制の
構築を目指す。特に，市民の世代や活動レベルに応じた環境計測，データ収集，デ
ータ解析に基づく環境評価の実践的な方法を体系化し提示する。

持続可能な「環境まちづくり」に関する取組 （特別教育研究経費採択課題）

1) 本館棟の改修に伴う照明・空調設備の改善
CO2削減量： 92,644 kg/year （本校施設係調べ）

2) 一斉休業によるエネルギー消費量の削減（20年度実績：3日）
CO2削減量： 2,053 kg       （本校総務係調べ）

3) マイカー制限日の設定によるCO2排出量の抑制（20年度実績：12日）

CO2削減量： 7,970 kg/year （本校総務係調べ）

その他の具体的取り組み

1) 公開講座「ふるさと福井のかんきょうを測る」
2) 鯖江市「環境フェア」出展
3) 越前市「エコキャンプ」等支援
4) 地域の小中学校における出前授業
5) 環境まちづくりフォーラムの開催

国際生態学センター長 宮脇昭氏の講演等
6) 環境計測セミナー・フォーラムの開催

①緑・水質・流速を計測する（ 新）技術
②環境ＧＩＳ入門
③潜在自然植生について ほか

7) 具体的な数値評価（炭素固定量の推定）と開示
GISを用いたデータの蓄積と公開
（フォーラムや学会活動による成果報告等）

具体的な取り組み成果

1) 地域への有識者派遣（環境関連委員長等）
2) 地域の環境NPOにおける「エコメイト」への支援
3) プロジェクトWET，プロジェクトWILDの奨励と

授業における同取り組みの導入
4) インターンシップを通じた協働・研究体制の確立
5) 地域環境団体との協働（越の郷地球環境会議等）

地元全小学校における「森づくり」ワークショップ
6) 地元二市における「どんぐりからの森づくり」活動

苗の生育と植樹

地域との協働による「森づくり」

21.福井工業高専 ～「森づくり」を通した協働による環境まちづくり～

46



22.長野工業高専 ３Ｒへの挑戦 ～地球温暖化防止に対する取組～
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・みどりの自転車
「みどりの自転車」は、NASL地球環境フォーラムが長野市内で実施し
ている無料貸自転車のことです。
長野市立長野高校と合同で、不用となった自転車を整備し、緑色に塗装
する作業を実施しました。作業日当日はあいにくの雨で、図書館ピロテ
ィーを利用して両校の学生・生徒３０名余りの参加があり、整備・塗装
を一台一台丁寧に仕上げました。狭い場所で作業は大変でしたが、12
台の自転車を仕上げ、NASLに贈呈されました。整備した自転車は、善
光寺ご開帳にも使われ多少ではあるが地球温暖化防止に貢献できました。

ＮＡＳＬ地球環境フォーラムとは
ＮＡＳＬ（ナッスル＝Ｎａｔｕｒｅ、Ａｉｒ、Ｓｅａ、Ｌａｎｄ）

「地球温暖化防止」のために自転車の活用を勧めている。
※自転車を大切に使って地球環境を守りましょう

１台の自転車には６つの『Ｋメリット』があります
「環境」「健康」「交通」「観光」「経済」「交流」 ｂｙ．ＮＡＳＬ

・ソーラーカーラリーに出場
ソーラーカー研究部員は7月24日
から28日にかけて秋田県大潟村で 開催された第10回全日
本学生ソーラーカーチャンピオンシップに出場した。
この大会は1周25kmのコースを3日間走り続けるレース
で， 本校はハーフサイズカテゴリー・ストッククラ
スの部に出場して19周（475km）を走破して優勝
した。

・スパナ池の浄化
本校ロータリーにある「スパナ池」をきれいにしようと、
環境都市工学科5年生が文化祭企画の一環で備長炭を入れ
た網、水草を付けた木の枠などをスパナ池に放ち、池の浄
化に取り組んだ。

・環境教育
8月31日（日）に大町市にある財団法人大町エネルギ
ー 博物館において，環境教育の一環として出前授業
を実施した。 当日は同館の大町少年少女発明クラブ
員１３名の参加があり， 太陽電池とニッケル水素電
池，発光ダイオードを組み合わせた ソーラー常夜灯
の製作に取り組んだ。

・今後の取組
１．環境・省エネWGの設置（省エネルギーの具体的な対策案を検討）

２．環境・省エネルギーポスターの募集
３．環境・省エネルギー対策案の募集



23.岐阜工業高専 ～自然との共生 環境・エネルギー教育に対する取組～

48

現在既設太陽光発電設備は、出力50Kw
年間発電量約54,000KWH、年間約30t-CO2の

排出量を削減しています。

地球環境問題は、人類の生存と繁栄に
とって緊急かつ深刻な 課題とされ、 大
学や企業等多くの関係者が自然エネル

ギー利用型発電に関心を寄せています。
社会的ニーズに応えるため、 自然エネ
ルギー利用型発電機の発電効率向上、

未利用エネルギー利用型発電機の開
発等様々な研究が行われていますが、
この研究は注目度の高い太陽光発電
の、未利用スペースが有する潜在的発
電能力を定量的に評価して、太陽光発
電設備の導入促進を図るとともに、環
境ビジネスによる地域経済の活性化、
教育機関のランニングコスト削減など
様々な効果を期待することができます。太陽光発電量表示盤

自然との共生

自然との共生、環境負荷軽減や環境・エネルギー教育への積極的な
活用という観点から、学校施設のエコ化が急務とされています。
電気情報工学科・建築学科共同で 岐阜高専に導入されている50ｋｗ
太陽光発電設備のデーター、学内の消費電力データー、 日射データ
ー等を長期的に測定し、 未利用スペースと照合することで、 学内消
費電力の自立供給性について検証し、教育機関のエコ化、地域経済
の活性化に向けて、 大規模太陽光発電設備導入の実現性について
研究活動を始めました。 既設太陽光発電設備既設太陽光発電設備

屋上に設置してある日射計
・風向風力計

老朽化した機器更新時には、トップランナー機器を積極的に採用し、
省エネ・CO2削減を推進します。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標



学生寮において寮生会を学生寮において寮生会を
中心に省エネ活動実施中中心に省エネ活動実施中

【【施設係施設係 寮生会との省エネ意見交換寮生会との省エネ意見交換】】

ＣＯ２排出量削減▲３．９１％削減
（H20年度の削減率（％） 前年度比）

写真

写真

・本校は、光熱水の使用量が全高専の中で上位にあり、
全校あげての省エネ化に努めてている。

・学校内での、環境教育指導だけでなく、地域の中学生
に「門池環境調査隊」により環境教育の重要性も訴え
ている。

・毎年、光熱水量の増加する８月に夏季一斉休業を設け
て、削減を図っている。（電気使用削減：▲17,380ｋw
金額にして約24万円）

・設備・備品等も計画的に省エネ仕様に更新中であり、今
後なお一層のCO2削減を図っていく。

電力監視システムの有効活用による省エネの推進電力監視システムの有効活用による省エネの推進

・各建物ごとの電力使用量を週もしくは月ごとにデータとして示し、学生及び教職員に対し
省エネを常に意識させる。（省エネに対する意識）

・削減できた光熱水料の何％かを次年度予算において、各学科又は教員に研究費として
再配分することを学内にて検討中。（現実的な省エネ実施の方策）

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

温室効果ガス排出量削減に対する取組

１．温度監視による暖房ボイラー運転１．温度監視による暖房ボイラー運転
（外気温１１℃以上になったら運転停止

昨年度実績 Ａ重油14,000ﾘｯﾄﾙ削減）

２．電力監視システム導入による２．電力監視システム導入による『『見える化見える化』』整備整備
（建物別に電力量が把握できるよう電気室を整備）

３．既存設備を計画的更新の継続３．既存設備を計画的更新の継続
（電灯使用時間の多い教室や実験室を高効率照明器

具、自転車置場をLED蛍光灯に更新）

写真

電力監視システム

太陽光発電システム

自転車置場（ＬＥＤ導入）

24.沼津工業高専 ～省エネに対する取組～
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二酸化炭素排出量に
換算しておよそ４０ｔ/年

の削減となる。（※試算）

２００９年夏季に寄宿舎の旧式照明器具を高効率の

照明器具に取替え、且つ照度の見直しを行い、照明

器具の個数を減らす工事を行った。それに加え、浴室

の灯油式ボイラ設備をガス式のボイラ設備に改修する

工事を行った。これにより、二酸化炭素排出量の大幅

減少を図り、より環境負荷の低い学校運営を行うこと

が可能となった。

今年度導入を行った講義室天井扇について効果の検討を行
い、効果が見込まれた場合には今後順次整備を行っていく。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

空調機運転の効率化をはかる

本校の講義室にはGHPの空調機が設置されている。空調機

を運転させる期間・設定温度等には制限かけて運転をしている。
輻射熱による室内温度の変化を減少させることにより、空調
負荷を下げ、効率よく運転させることに重点を置き、取組を行っ
た。取組内容に関しては窓ガラスに飛散防止兼遮熱フィルムの
貼付及び天井扇の一部講義室への導入を行った。

25.豊田工業高専 ～省エネに対する取組～
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太陽光発電システ
ムにおいて約

45,000kwhの電力
を発電し、電気に
よるCO2排出量を約
3.6％削減した。

＜ＧＨＰ更新＞
新設及び更新する空調に関しては、計画的にＧＨＰ
に変更している。

＜集中リモコン＞
集中管理コントローラーによる遠隔管理にて、空調
温度の設定、切り忘れ防止のため定刻になるとOFF設
定を実施。

＜デマンド監視＞
デマンド監視により目標デマンドを超える時には、
空調の運転制限に協力を依頼し、ピーク電力を抑制
している。

電力使用量の節減（対前年度比１％以上の削減）

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

環境に関する学生・職員の活動

＜環境に関する学生の取組状況＞
学生による、地域の環境美化運動として、通学に使用
している最寄の駅（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。

＜環境に関する職員の取組状況＞
校内美化活動の一環として校内の除草作業及び室内の
空気環境、空調効率の改善のためフィルター清掃を
職員にて行っている。

省エネルギー対策実践事例

26.鳥羽商船高専 ～環境に関する学生・職員の活動及び省エネルギー対策実践事例～
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ちょっとしたちょっとしたECOECOからから

・環境配慮への取組状況
夏季・冬季省エネキャンペーンポスター掲示
契約電力超過予想時の省エネ放送
学科・課毎のエアコン使用時間帯の設定
ゴミの分別回収
節電・節水の啓発

◆照明等のスイッチや水栓付近等に節電・節水シールを張り、
無駄エネルギーの推進に努める。

◆月２回の定時退庁日を設け、学生教職員全てが早期退庁に努め、
積極的なエネルギーの節約推進等を図る。

窓ガラスに遮熱フィルム張り

廃棄物分別集積場所

●夏季の節電のため、エアコンを使用できる時間
帯を学科・課毎に決めて、契約電力超過対策を
行っている。
●構内にキャンペーンポスターを掲示して、節電
や節水等を実施している。
●ゴミの分別回収で、資源化を促している。
●西日対策のため、窓ガラスに遮熱フィルム張り

電 力 使 用 量 前 年 度 差

－ ８ ８ ， １ ８ ８ ｋ ｗ ｈ

給 水 使 用 量 前 年 度 差

－ ２ ， ２ ８ ５ ｍ 3

ガ ス 使 用 量 前 年 度 差

－ ５ ６ ０ ｍ 3

遮 熱 フ ィ ル ム 24 8 ㎡

27.鈴鹿工業高専 ～エネルギー削減に対する取組～
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写真

写真

○随時Hf型照明器具に交換し、電気使用量の軽減を行
っている。

○太陽光発電パネルの利用により、平成20年度は年間
約40,000kwh発電した。

○教室・講義室においてGHPを利用し、電気使用量の
軽減と室内環境維持の両立を図っている。

○個別空調用リモコンに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発すると共

に省エネ意識の向上を図っている。

省エネ対策を進め、温室効果ガス排出量の軽減を図る

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

省エネルギー対策実践事例

○Hf型照明器具への交換
○太陽光発電システムの利用
○空調機をGHPに変更
○洗面所に自動水栓設置
○トイレに人感センサー式照明・自動水洗設置
○太陽光高反射防水シートによる防水改修

写真

温室効果ガス排出量
前年度より98t-CO2削減

28.舞鶴工業高専 ～省エネルギーに対する取組～
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今後は電力量の計測箇所を増やし、棟別で消費量を把握することで、省エネを推進する。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

節電への取組

（取組内容）
熱線センサーによる照明制御、教室等照明器具
をHf照明器具への更新することにより電力量削減。

昼休み消灯の実施。
空調集中管理装置によるデマンド制御を行っている。

環境対策（廃油回収と燃料化）

（取組内容）
食堂、学生、教職員から天ぷら廃油を
回収し、福祉施設で精製(BDF)、環境活動に

使うトラックに使用している。

熱線センサー、Hf器具導入後の
20年度は前年度比-1.5%を達成
21年度は前年度比-7%達成中

天ぷら廃油（BFD）使用量
平成20年度 ２８８ℓ

天ぷら廃油の回収天ぷら廃油の回収

BDFBDF使用のトラック使用のトラック

HfHf照明器具照明器具

熱線センサー熱線センサー

電力量の比較
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29.明石工業高専 ～節電と環境対策への取組～
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節電の効果

年間７万年間７万kwhkwhを削減を削減

独立行政法人国立高等専門学校機構の環境目標に沿って，奈良高専として，さらにCO2削減や
電気等のエネルギーの削減や省力化の具体的な取組みを行うとともに，ひとりとりの環境意識を
高めることによってできる小さな環境に対する取組みを積み重ねてゆきます。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

節電で守節電で守ろうろう地球と奈良高専地球と奈良高専
－取組内容－
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（上段），
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。２０年度には予定していた全

ての廊下等の電灯を自動点灯・消灯するものへ変更しました
（下段）。

○ 節電の取組みにより，平成20年度と平成19年度の校舎地区
年間電気使用料を比較すると年間で約７万kwhの削減効果が

ありおよそ半月分の電気使用量削減に相当します。（上図）

○ 学生が主体となって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，環境美化に取組み
「地球にやさしい環境」を常に意識することにも役立っていま
す。（右上写真）

○ 平成20年11月にインテックス大阪にて開催された 「NEW
EARTH 2008」に教員2名が出展するなど、環境を意識した
研究にも積極的に取り組んでいます。 （右写真）

感知センサー

145

150

155

160

19年度 20年度

年
間

電
気

使
用

量
［
万

kw
h
]

△７万kwh削減

157.1 149.8

30.奈良工業高専 ～節電に対する取組～
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取組の効果
平成20年度実績で年間約
45,300kwhの発電を行い

約16tのCO２を削減。

太陽光発電設備により発電した電力を使用することに
より、温室効果ガスの削減による環境負荷の低減及び
学内経費の軽減に寄与している。
また、発電量以外にも数々の収集されたデータを学内
で太陽光発電の研究材料として活用している。

次年度に向けさらなる省エネの為の方策を検討・実施していくと共に、環境対策設備として
太陽光発電設備の他、ＧＨＰエアコン、明るさセンサー付人感照明スイッチやその他省エネ
設備を有効に活用し、ＣＯ２排出量削減に向けて取組を進めていく。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

太陽光発電設備によるＣＯ２排出量削減
に対する取組

取組内容
・太陽光発電設備によるＣＯ２排出量の削減。
・発電に関する数々なデータが収集され、それに基づく
太陽光を利用した環境負荷軽減のための研究。

表示盤

インバータ制御盤

屋上設置太陽光パネル

31.和歌山工業高専 ～ＣＯ２排出量削減に対する取組～
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32.米子工業高専 ～中海とともに育てる地域連携型環境教育～
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平成20年10月 講演：中海の現状及びラムサール条約について
11月 講演：干拓事業を中心とした中海の歴史
11月 中海船上視察
12月 講演：泳げる中海の実現を目指して

平成21年 2月 学習発表会

中海の環境問題に対し「現状認識」から問題解決のための「提案」、さらに 「実践」といった連続的
な学習を３年間にわたり体験し、環境問題を意識した技術者を育成する。

・ １年目「現状認識・動機付け」
・ ２年目「中海沿岸の現状把握・分析」
・ ３年目「研究成果発表」

初年度の主な取組み

CO2排出量削減に関する取組状況

取組内容
風力・太陽光ハイブリッド発電による外灯照明を設置し、
発電電力・ＣＯ2排出削減状況および蓄積データ等を本校
ホームページで公開。

中海とともに育てる地域連携型環境教育
地球環境の悪化が叫ばれている現在、「持続可能な開発」を具体化するためには、環境問題を

自ら解決していく技術者の育成が必要となっています。本校では平成20年度に教育GP選定プロ

グラムが採択され、身近な環境中海を教材として、地域の住民と連携して「中海」の環境と有効利
用を図っていくという環境教育プログラムの取り組みを開始した。

中海再生への取組み目標

中海の歴史や環境改善への取組につい
ての講演会、現状を理解するための船上視
察、汚泥調査などのフィールドワークを基に
グループ学習（２０グループ）を行い、学習
発表会（環境コンテスト）で成果を発表した。



ＣＯ２排出量
平成１６年に比べて

２．２％削減

松江高専では、学生会の中に美化委員会があり、各
クラスから選出された美化委員（１クラス２名、合計５０
名）及び委員長１名、副委員長数名で組織され、この美
化委員会が中心となって学生版環境マネージメントシス
テムを確立・運用・改善してきた。

美化委員会の２０年度の活動として、『捨てればただ
のゴミ、分別すれば資源』というスローガンのもと、特に
ペットボトルの飲み終わった後の処理（フィルム・キャッ
プ・ボトルに分別）の呼びかけを強化した。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

学生版環境マネージメントシステム
による環境改善

学生会美化委員会が中心となって環境目的・目標を
立て行動計画を作成しています。

【環境目的】
１．無駄な電気使用量の削減
２．一般廃棄物の削減
３．学生の環境意識の向上

目標：ＣＯ２排出量を平成１６年度比８％削減！！

学生版環境メネージメントシステム等の体験型環境教育について、今後も改良を重ねながら目標
の達成を目指します。

環境・建設工学科が製作したコンクリートカヌー

33.松江工業高専 ～体験型環境教育に対する取組～
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空缶、ペットボトル、
段ボールの回収に
より１６，９８０円の

売却益をえる

美化委員会による空缶のリサイクル及び寮生会の環
境委員による空缶、ペットボトル、段ボールの回収を実
施しており、平成２０年度はリサイクルにより１６，９８０
円の売却益を得ることができました。この売却益は学生
会費及び寮生会費へ還元することで学生のリサイクル
に対する意識向上を狙っています。

また、機械工学科5年の学生6人と藤原教員が、津山
市小桁にある津山市環境事業課の焼却場の見学に行
き、ゴミの処理の実態を知ることが出来ました。

学生への環境問題への意識向上のためリサイクルの徹底と校内美化活動を積極的に取り組んで
行きます。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

津山市環境福祉部ごみゼロ推進係長の朝田一氏
らをお招きして、新入寮生を対象としたリサイクル研
修会を行いました。
津山市のごみ処理の現状や、包装容器リサイクル
についての講演を聴き、また関連したDVDを視聴し
ました。

地域環境のみならず、これからの地球環境を考える

上で、リユース（資源の再使用）・リデュース（ごみ
の減量）・リサイクル（資源の再利用）の３Ｒが大切
であることを学びました。

34.津山工業高専 ～学生にゴミ問題に対する意識を覚醒する取組～
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平成20年度実績

CO2削減13.8%達成
（平成16年度比）

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

ISO14001環境マネジメントシステムによる

環境教育・活動の実施

取組内容
1． LHRや環境に関する地域交流活動による環境意識の啓発
2． 省エネルギーに関する掲示や，CO2発生量の「見える化」

による環境意識の啓発
3． 近隣の住民や各種団体と連携したクリーンデー実施や海岸

清掃活動の実施
4． 原子力セミナーの実施

省エネルギーチェック，グリーンカーテン及び商船祭における環境に関する発表等，学生
会を中心とした環境活動を更に活性化させ，CO2の削減に努める（平成１６年度比 8％削

減）。

授業や実験・卒業研究を通して，学生が得た
知識や技術を生かした環境に関する出前授業，
公開講座，地域交流活動を産・学・官の連携
により実施し，「学生の環境意識の啓発」及び
「地域への環境に関する情報発信を行う。

35.広島商船高専 ～学生の環境意識の啓発に対する取組～
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冷夏のため、単純比較出来
ないが、今年度は昨年度より8kw

(2%)の 大需要電力を抑える

ことが出来ている。

昨今，持続可能な開発が求められており，建築分野で
は省エネルギーに配慮した建築設計のあり方が大きな
課題とされている。温熱環境の面では，断熱材や遮光
材料などの人工的な材料の活用のほか，自然材料とし
て植物を活用した屋上緑化や壁面緑化が注目されてい
る。植物の活用は，省エネ効果だけでなく，景観調和，
リラクゼーション効果など多面的な効果が期待できる。
また、このような植物を活用した建築設計教育は，今後
の専門教育で重要性を増すものと期待される。

今年度は，温熱環境の測定を行い，壁面緑化の効果を記録・考察し、来年度も引き続き行う事
を予定している。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

壁面緑化プロジェクト

壁面緑化による省エネルギー効果を把握すると共に，身近な壁
面緑化の実践により学生に環境教育上の意識啓発を促すため
に，壁面緑化を実践することとした。

36.呉工業高専 ～省エネルギーに配慮した建築の取組～
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中央暖房方式から、個別空調方式に移行することによ
り、エネルギー高効率化や搬送損失および放熱損失の低
減が図れ、 A重油を燃焼して発生していた、ばい煙発生も

なくなり大気汚染の防止にもつながりました。
個別空調方式は、運転時間や冷房暖房の適正な温度

設定の徹底のため集中管理を行い、談話室などのオープ
ンスペースの空調切り忘れ防止も図っています。

その他、昼休み等における消灯やこまめな消灯の徹底、
電化製品の待機電力の削減も取り組んでいます。

建物の外壁断熱や複層ガラスの採用、並びに太陽光発電設備の設置を図り、前年度比1.5％の
電気使用量の削減を目指します。

研究室毎の電気使用量が計量できるように整備を行い、使用量を把握・分析してエネルギー
削減を図ります。

今後の温室効果ガス排出削減に対する取組について

中央暖房方式から個別空調方式へ

徳山高専では、蒸気ボイラー2基（3.6ｔ/ｈ,1.2ｔ/ｈ）により

校内の暖房を行っていた従来の中央暖房方式から、
建物毎の個別空調方式へ計画的に更新を行い、
平成２０年度末で完全に個別空調方式の移行を終えました。

これにより、エネルギー源がA重油から、天然ガスや電力
に変わり、温室効果ガス排出削減に貢献しました。

空調集中管理

電気
671ｔ
68％

A重油
灯油
241ｔ
25％

ｶﾞｿﾘﾝ･軽油
6ｔ 1％

都市ｶﾞｽ
LPｶﾞｽ
63ｔ
6％

温室効果ガス
排出量

平成16年度実績

981 t-CO2

電気
660ｔ
79％

A重油
灯油

74ｔ 9％

ｶﾞｿﾘﾝ･軽油
4ｔ 1％ 都市ｶﾞｽ

LPｶﾞｽ
93ｔ
11％

温室効果ガス
排出量

平成20年度実績

831 t-CO2

150 ｔ-CO2

約15％を削減
※平成21年度実績から

A重油分がなくなります。

37.徳山工業高専 ～温室効果ガス排出削減に対する取組～
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取組の効果

写真

写真

○照明の消灯による消費電力削減量
事務室：21ヶ所×0.064kw/h×1時間×260日＝ 349kw
廊 下：62ヶ所×0.032kw/h×8時間×260日＝4,127kw
○太陽光発電による発電量
平成20年度実績：47,059ｋw
○削減されたＣＯ２排出量

（4,476+47,059ｋｗ）×排出係数0.555＝28,601.9ｋｇ
※約28.6ｔのＣＯ２排出量削減であり、本校が１年間に排
出するCO2の約2.5％に相当する

今年度に引き続き、不要な電力使用の削減を推進すると共に、グリーンカーテン等を導入し、
外部からの熱の侵入を抑制することにより、空調負荷の低減を図り、電力使用量を削減する。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

照明設備の消灯活動について

取組内容
・昼休み時間中、事務室の照明を消灯している
・片廊下については、日中は照明を消灯している
・省エネパトロールを随時行い、適切な冷暖房の使用、不要な
照明・機器の電源OFF、学生・教職員への省エネ意識啓発活

動を行っている。

写真

38.宇部工業高専 ～電力使用量の抑制に対する取組～
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取組の効果
Ｈ２０年度電気使用量

床面積あたり１．１キロ
ワットの削減

（Ｈ１９年度比）

写真

写真

20年度の電気使用量については、19年度使用量

に比べ７，３００キロワット増加した。それは「ものづ
くり棟」の増築に伴う使用量の増加と思われる。し
かし、19年度床面積あたりの電気使用量は４４．６
キロワット／㎡で20年度床面積あたりの電気使用
量は４３．５キロワット／㎡で床面積あたり１．１キロ
ワット／㎡の減少となった。

Ⅰ．本校の省エネルギー推進への取組

１．ブラインドを活用し自然光を利用した節電
２．空調設備の温度設定による節電
３．夏季一斉休業による節電
４．夏季の軽装

Ⅱ．分別収集、リサイクルへの取組
１．ごみの分別収集
２．コピー用紙等のリサイクル用品の購入

教職員への省エネ対策依頼文

空調集中制御パネル

分別回収ボックス

環境に関する取組

39.大島商船高専 ～省エネルギーに対する取組～
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無駄なエネルギー使用量の削減、省エネ活動の推進

次年度へ向けたさらなる取組又は目標



温室効果ガス(CO2)排出量削減
平成１６年度比

CO2排出量 13.8%減
重油使用量 42.0%減

平成20年度のエネルギー使用率は平成16年度比で
重油：58.0％、灯油：43.8％、ガソリン：72.4％、軽油：
124.7％、電力：97.8％、 LPガス：184.2％、 CO2排出
量：86.2％となっている。

校舎地区の暖房用ボイラーの運転を廃止した結果、
重油の使用量を抑制することができエネルギー使用率
が低減され、本校の平成20年度温室効果ガス排出量
の削減目標である平成16年度比で5％削減するという
目標を達成することができた。

・寄宿舎に省エネルギー型の冷暖房機を設置し、暖房用ボイラーの運転を廃止する。
・福利施設、総合情報処理演習室等の老朽化している冷暖房機を省エネルギー型の冷暖房機に
更新する。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

エネルギー使用量抑制による
温室効果ガス(CO2)排出量の削減

図書館、講義室、実験室の老朽化している冷暖房機を
氷蓄熱型ビル用マルチ空調システム等の省エネルギー
型設備に更新すると共に、校舎地区の暖房用ボイラーの
運転を廃止することにより、重油の使用量を抑制しCO2
排出量の削減を行った。

図書館閲覧室 エアコン室内機

平成２０年度竣功

氷蓄熱型ビル用マルチ空調システム室外機
平成２０年度導入

40.阿南工業高専 ～地球環境負荷の低減に対する取組～

CO2排出量  (t-CO2)

0 300 600 900 1200 1500 1800

H20

H19

H16

CO2排出量の推移
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取組の効果
Ａ重油によるＣＯ２排出量が

約２７ｔ削減達成

写真

写真

高松工業高専物質エネルギー収支
ＩＮＰＵＴ OUTＰＵＴ

エネルギー
投入量 ＣＯ２排出量

Ｈ１９年度 購入電力 1,713 千ｋｗｈ 951 ｔ
Ａ重油 17.6 ｋｌ 47.7 ｔ

Ｈ２０年度 購入電力 1,642 千ｋｗｈ 911 ｔ
Ａ重油 7.6 ｋｌ 20.7 ｔ

Ａ重油削減量 10 ｋｌ 27 ｔ

ボイラー廃止を視野に入れた空調更新。

取組内容
・ボイラーと空調設備が重複している部屋についてボイラー

による蒸気暖房を取り止め、個別空調による暖房に変更。
・ボイラーによる蒸気暖房をしている部屋について空調設備

へ順次変更。（Ｈ２０年度は講義室６室を更新）

ボイラー廃止を視野に入れた空調更新。

取組内容
・ボイラーと空調設備が重複している部屋についてボイラー

による蒸気暖房を取り止め、個別空調による暖房に変更。
・ボイラーによる蒸気暖房をしている部屋について空調設備

へ順次変更。（Ｈ２０年度は講義室６室を更新）

写真
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41.高松工業高専 ～温室効果ガス排出抑制に対する取組～

老朽化した空調機及び照明器具を順次省エネ型に取り替える。又、電気室の変圧器
を高効率変圧器に取り替える等の取組を行い約２６．８ ｔ のＣＯ２削減を目標とする。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標



取組の効果
空調のエネルギーをＡ重油
からガス（ＬＰＧ）にした事で

温室効果ガス排出量を
約６５ｔ削減

写真

写真

詫間電波高専温室効果ガス削減実績

燃 料 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 削減量
Ａ重油 使用量 １２５ｋｌ ９８ｋｌ －２７ｋｌ

ＣＯ２排出量 ３３８．７ｔ ２６５．５ｔ －７３．２ｔ
ガス（ＬＰＧ） 使用量 ６．５ｔ ９．２ｔ ２．７ｔ

ＣＯ２排出量 １９．６ｔ ２７．７ｔ ８．１ｔ

老朽化した空調機器等を省エネ型へ更新。また、更新された機器
の運用方法を見直し、温室効果ガス削減の取組を行う。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

空調設備設置に伴う蒸気暖房の廃止

取組内容
・講義棟における蒸気暖房設備の老朽化に伴い、蒸気暖房か

らガスヒートポンプ方式（ＧＨＰ）空調設備へ更新した。
・講義室にＧＨＰ空調を設置することで、暖房用ボイラーによる

蒸気送りを廃止できるため、重油使用量の削減を図った。
・夏・冬季の空調運転においても、集中監視操作装置を設置し、

温度設定や運転時間の制御を行い、ガス使用量の抑制を図った。

写真

42.詫間電波工業高専 ～温室効果ガス排出量削減に対する取組～
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打ち水大作戦

実践的な環境教育

環境保全委員会を設置し、環境保全要領を策定して環境目的及び目標の達成を図る。
温室効果ガス排出量の検証を行い、削減目標値の設定。

冷暖房使用細則の制定及びメール配信等による省エネ意識の浸透と啓発。
学生環境委員会と連携し学校一丸となった省エネ活動と実践的な環境教育。

省エネルギー対策に対する取組状況・成果

池の太陽光噴水と浄水システム
新居浜工業高等専門学校

環境方針を策定
ＨＰで公表

温室効果ガス排出量
の検証

ホームルーム等への空調機導入
により電力負荷は増加の一途

学校環境
美化宣言

環境保全委員会
学生環境委員会

本校の使用エネルギー比率
電力 ７２％ Ａ重油 ２１％ ＬＰガス ７％

電力エネルギー削減が有効

今後の取組
◆現状以上の省エネ活動の継続
◆暖房設定温度を２０℃から１９℃に変更
◆設備投資はかかるが、空調機整備計画

を継続して、高効率形空調機への更新を
推進する。

H２２年以降（H16比）

削減目標９％

各種省エネ活動

Ｈ１６

１２２２t
１２５４t

１１９３t
１１８８t

１１８５t
１１１５t

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２２以降目標

１０３％

９７％ ９７％

９１％

１００％ ９８％

新居浜高専エネルギー使用量（CO2換算：単位トン）

◆冷暖房使用細則制定
◆空調機整備計画の策定
◆メール配信や巡回点検による省エネ活動
◆学生・教職員の自発的な省エネ活動

43.新居浜工業高専 ～省エネ対策に対する取組～
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取組の効果

（7,8月校舎地区使用電力量比較）
H20年度 H21年度

7月 98352kwh → 83706kwh
8月 74682kwh → 72102kwh

写真

写真

『緑のカーテン』は来訪者からも，見た目も涼しく，環境
にやさしいイメージなどと評判も良い。効果の方も室内
温度が以前と比べ３度低くなり，冷房に使う電力量の抑
制に繋がっている。

『緑のカーテン』の範囲を増やすとともに，エアコン・照明等の適正使用をさらに徹底し，
使用電力量の抑制を進める。

次年度へ向けたさらなる取組・目標

『緑のカーテン』で地球温暖化対策

取組内容

本校では，今年度から管理棟の壁を植物で覆って暑さ
を和らげる『緑のカーテン』を実験的に行っている。管理
棟の壁にネットを張ってゴーヤを栽培し，冷房を控える
ことで，夏場の電気使用量の削減を目指す。

写真

44.弓削商船高専 ～温室効果ガス削減に対する取組～
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取組の効果

（ＬＥＤへの取替により
1,340kwh削減）

写真

写真

学生の駐輪場として利用している自転車及びバイク置場
の省エネ対策として、従来の蛍光管型照明をＬＥＤ蛍光
管型照明に取替えた。（３４台）
駐輪場の点灯時間は、平均１２時間（点灯日数：３６５日）
でありわずかであるが、この積み重ねが大きな省エネへ
とつながっていく。
学校全体として、前年度比約▲３０t-CO2と少ないが削減
が行われている。
また、高知県地球温暖化防止県民会議に入会し、４部会
へ教職員を派遣して取り組んでいる。県民活動推進部会
では、街頭宣伝活動及び大川村（２４０世帯）の白熱球を
省エネ電球へ取替えを実施することになっている。

駐輪場の省エネはわずか全体の0.07％にしかすぎないが、全学電気使用量（ｋｗｈ）は、１９年度
1,917,921ｋｗｈ、２０年度 1,874,979ｋｗｈ で前年比 ▲2.2％であり、２１年度もさらなる削減に

努める。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

小さな一歩から

取組内容
現在の蛍光管に比べ約６倍以上の寿命で、CO2
排出量は約１／３削減できる。そこで、まず一歩と
して駐輪場の従来の蛍光管型照明を、ＬＥＤ蛍光
管型照明に取替えを行った。

45.高知工業高専 ～小さな一歩から：ＬＥＤ蛍光管型照明へ～
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取組の効果
（H１７年を基準として３年間平均）

使用電力量削減 約81,000kWh/年
温室効果ガス削減 約 3,100kgCO2/年

○窓ガラスに熱反射フィルムを張り外部からの熱貫流を減らし、空調負荷を減らす。
○古い照明機器を高効率タイプ（Hｆ）に変更し、省エネを図る。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

デマンド監視装置による
使用電力量及び温室効果ガス削減

取組内容
デマンド監視装置を設置し、空調設備の自動制御運転

を行うことで、使用電力量の削減を図り、温室効果ガス
削減に取り組んでいる。

デマンド監視画面

デマンド監視装置概念図

契約電力は、夏場の 大電力を基に決められているた

め、デマンド監視装置により、デマンド監視を行い、契約
デマンドを超えそうな場合には、電力負荷の大きい空調
設備の自動制御を行った。 、
また、使用電力の大きな実験は、使用時間帯を１３時～

１６時以外の時間帯に実施することにより契約デマンドを
６２０ｋWから５６０kWへ下げることができた。 、

以上により、年間の使用電力量及び温室効果ガスは、
平成17年度を基準として３年間平均で約5.2％を削減で

きた。 、

年度別 使用電力量－温室効果ガス量

46.久留米工業高専 ～温室効果ガス削減に対する取組～
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取組の効果
（太陽光発電・漏水調査）

写真

写真

太陽光発電により１９年度は、約４９，０００ＫＷＨ
２０年度は、約５１，４００ＫＷＨ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。

漏水調査により２１年３月に漏水か所を発見し、修
理した。水道使用量は、２１年４月から６月まで約３，
６００ｍ3となり、前年同時期約８，６００ｍ3に比べ約
５，０００ｍ3縮減出来た。

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
さらにつとめていきたい。春・秋の中間期は、集中管理により空調を停止することにしている。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

集中管理

取組内容
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。 集中管理コントローラー盤

写真

47.有明工業高専 ～環境に対する取組～
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電気・ガス・水の総使用量が
対前年度比△３．７％

本校では、エコキャンパス推進のため様々な取り組みを
行っている。本年度はエアコン室外機の間欠運転による
デマンド抑制とエネルギー使用量の抑制が図られた。
また、校内のエレベーター、空調、照明、水道の適切な
所に省エネステッカーを貼付け、学生・教職員の意識の
向上に努めた。その効果が現れたのか、本校学生会役
員とクラブの部長達による「ごみ拾い部」が結成され、学
校内外の清掃を定期的に行っている。これには、周辺住
民の評判も良い。さらなる省エネ活動推進のため、省エネ
ルギー診断も実施し、省エネに対する新たな知見を得た。

・照明設備の現状調査を行い、機器の更新計画を策定する。
・ボイラの運転効率を向上させる。
・意識の啓発やマナーの普及のため、講演会等を実施する。
・暖房機器の実態調査を行い、冬期のエネルギー消費を抑える。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

～ 環境に配慮した北九州高専エコキャンパスの構築 ～

取組内容
①空調機制御システムの導入
②省エネステッカーの貼付
③「ごみ拾い部」による学生の清掃活動
④省エネルギー診断の実施

48.北九州工業高専 ～エコキャンパスに対する取組～
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平成２０年度電力量
３８，０００[kWh]削減

（全体の２．７％）

写真

写真

各建物の使用電力量を時間別に集計することで、
休日・夜間の待機電力量等を把握し、非効率な電力
の削減の呼びかけを行っているところである。
電力使用量を学内で常時閲覧可能にしたことによ

り、省エネ意識を高める効果が得られるようになっ
た。

平成２３年度末を温室効果ガス排出抑制の最終年度とし、平成２４年度末に確実に８％
削減できる体制を整える。
旧型のエネルギーを多く消費する空調機更新や照明器具の更新を確実に行う。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

電力遠隔監視メーター取付

取組内容
建物毎に電力遠隔監視メーターを取り付け、

時間別の使用電力量の集計と、インターネッ
トを通しての学内の閲覧を可能にした。

写真

時間別電気使用量平成２１年５月分（平日 の平均値）
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合宿研修施設

制御Ｂ棟

機械Ａ棟

実習工場

機械Ｃ棟

49.佐世保工業高専 ～省エネに対する取組～
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ＣＯ２排出量削減値
９８ｔ／年

エネルギー削減量
３４ＫＬ／年

空調方式を変更し、これまでのＡ重油から電気
へエネルギー燃料を転換したことにより、大幅な
ＣＯ２排出量及びランニングコストの削減が実施
できた。
前年度と比較し８．１％のＣＯ２排出量を削減、
ランニングコストについても約４，８００千円を
削減することができた。

照明設備、空調設備などを省エネ型機器へ更新し、
省エネルギー、ＣＯ２排出量抑制を推進する。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

空調方式の見直しによる熱源の転換

温室効果ガス（ＣＯ２）排出量の抑制及びコスト削減を考え、
暖房設備をこれまでの中央方式のボイラーによる空調方式
からＥＨＰを主体とした個別空調方式へ切り替えを行った。

蒸気ボイラー（廃止前の状況）

蒸気ボイラー
(廃止後、撤去を行った状況）

空調方式切替

50.熊本電波工業高専 ～燃料転換に対する取組～
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構内漏水箇所の調査（構内全域）、
及び修理（６カ所）

平成１９年度水道使用量 ９７，２４０ ㎥
平成２０年度水道使用量 ６２，２２９ ㎥

↓
年間 ３５，０１１㎥の削減

平成２１年度も節水に取組むともに、電力使用量の削減にも取組む予定である。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

水道漏水箇所の調査、修理

熊本県は、豊富な地下水を生活用水に利用しているが、
近年、地下水位の低下が問題となっている。

本校では、この問題に対して下記の取組み行っている。
現在、構内給水等配管の老朽化による漏水が起こるため

水道（井水）使用量が増大する。そこで事前に漏水箇所を
調査、修理することにより使用量増大を抑制する。

51.八代工業高専 ～節水に対する取組～
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平成20年度成果

特別講義出席：502名
校外見学会参加：48名
外部成果発表：5件
学協会発表：6件

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

大分高専は、地域行政団体やNPO法人との連携のもと、大
分県の豊かな水環境を対象とした地域水環境調査とそれに基
づく環境整備計画に学生を主体的に参画させることで、実社会
との相互交流を踏まえた実践的環境教育を推進しています。こ
れによって、環境保全に関する知識と意欲の増進を図り、環境
問題に対する調査研究や政策策定を遂行し得る能力を備えた
人材（環境技術者）を養成します。また、世界の水環境事情を
学ぶ機会も与え、地球的視点から環境問題を捉えることのでき
る技術者の養成を図ります。

地域水環境を活用した実践的環境技術者教育

大大 分分 高高 専専
実践的環境技術者教育

国土交通省
九州地方整備局

大分県 大分市

地域行政団体

NPO NPO 法人おおいた水フォーラム法人おおいた水フォーラム

助 言 研究設備

人 材 人 材

蓄積データ

人 材

提言

地域水環境を活用した実践的環境技術者教育地域水環境を活用した実践的環境技術者教育

地域貢献

ＰＢＬ関連科目／プロジェクト実験
卒業研究／特別研究

地
域
連
携
研
究
コ
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ソ
ー
シ
ア
ム
大
分

大分大学大分大学

県立看護県立看護
科学大学科学大学

日本文理日本文理
大学大学

立命館アジア立命館アジア
太平洋大学太平洋大学

別府大学別府大学

県立芸術文県立芸術文
化短期大学化短期大学

国
際
交
流
・
共
同
研
究

シンガポール
ポリテクニック

中国
武漢理工大学

USA
ミネソタ大学

NPO取組

外国水環境 意見・協力

大分大学

日本文理大学
別府大学

立命館アジア
太平洋大学

民間団体
民間団体

地域水環境

河川環境調査

海岸清掃活動

平成21年度実施状況

川づくりコンテスト発表（優秀賞）／
NPO活動参加／夏季集中講義実施
／河川調査・見学会実施／シンガポ
ールポリテクニク校との共同実習／

日中水環境フォーラム開催

次年度は、3年間の取組みの成果を報告書としてまとめ、広く外部に公開するために成果報

告会を開催するとともに、外部審査員による総合評価を実施し、さらなる教育改善（組織や教
育システム、カリキュラム等の改善）に取組む予定です。

52.大分工業高専 ～環境技術者教育に対する取組み～
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次年度へ向けたさらなる取組又は目標

１．太陽光発電
物質工学科棟と機械工学科棟の屋上に、太陽光発電を設置している。
又管理棟前に太陽光発電の表示盤を設置し、わかりやすく説明している等、省エネルギーに
対する意識改革を図っている。

２．空調機のＯＦＦタイマー設置
教室・実験室系統の空調機にＯＦＦタイマー設置し、消し忘れ防止を図っている。

・ＧＨＰ方式の空調機にＯＦＦタイマー（消し
忘れ防止）を設置し省エネルギ－を図って
いる。
・年間約３００ｍ3（ＬＰＧ）の節約になってい
る。

太陽光発電（物質工学科棟屋上）

管理棟前の表示盤

ＯＦＦタイマー設置状況

・物質工学科棟屋上と機械工学科物棟
屋上に太陽光発電を設置している。
・定格出力（４０ＫＷ）
・年間約４１,０００ＫＷｈの発電をしている。

・ ＯＦＦタイマーの設置場所を増加し、更なる省エネルギーに努めたい。

53.都城工業高専 ～省エネルギーに対する取組～
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光熱水費の使用量抑制に
より、年間17ﾄﾝ程度の抑

制を図ることが出来た。

・昼休み及び不在時は部屋の照明を消す（省エネ）
・利用してしないコンセントを抜く（待機電力カット）
・水道の節水コマの順次導入
・自動水洗の順次導入
・議事録・決裁等の電子化
・印刷の裏紙の利用
・大便器の擬音装置の導入
・冷暖房の設定温度の徹底

（改修済みの建物のＧＨＰは集中管理）
・蒸気ボイラー廃止による重油使用量の減

・さらに、前年度比１％超の省エネを図る。
・グランドへの天然芝植え付けにより、設備的な部分ではなく、教育施設としてのＣＯ2削減を図る。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

省エネへの取組状況

取組内容：本校では、環境目的及び目標を設定し、取組
を行っている。

これは、教職員のみならず、学生へも呼び掛
けており、省エネに対する意識向上が浸透して
きている。

54.鹿児島工業高専 ～省エネに対する取組～
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玄関から風を取り入れ
排煙窓を通じて滞留した空気

を排出している。
＜空調機のＣＯ2削減率１０％＞

写真

写真

エコアクション２１認証に向けて、教職員及び学生の意識改革
及び啓発活動をさらに推進していきます。

次年度へ向けたさらなる取組又は目標

学校は、名護市（やんばるの大自然）に位置し、
自然環境及び景観に恵まれている。
併せて敷地・地形を生かした環境にやさしい設
計となっている。
また、自然エネルギーの中で、自然風に着目し
積極的利用を促進しながらエネルギーの有効

活用を目指している。

写真

創造・実践棟：玄関付近

創造・実践棟：吹抜部分

沖縄高専全景

校内には、メデｲア棟を始め 創造・実践棟
夢工場 体育館 教育実験施設などがあるが、
できるだけ朝方、夕方に外気を取り入れ自然
の風を循環させている。

また日頃から学生には、エコ環境の大切さを
伝えている。

55.沖縄工業高専 ～省エネに対する取組～
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まとめ

平成20年度においては、総エネルギー投入量及び温室効果ガス排出量ともに、前

年度に比べ大幅に減少しています。これは、平成19年度補正予算等の措置に伴い、

多くの施設が改修工事により使用停止になったためと分析しており、施設の使用再開

とともにエネルギー投入量は以前にも増して増加すると予想されますので、引き続き

その動向を注視していくことが必要と考えています。

また、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を分析

した結果、Ａ重油等の液体燃料については、前年度から大幅な減少が見られる一方、

都市ガスは増加しています。重油は、従来、寄宿舎の暖房用燃料として使用されてき

ましたが、温室効果ガス発生係数が高いため、重油よりも温室効果ガス発生係数が低

い都市ガスへの転換を進めたことによるものと考えられます。

なお、電気、化石燃料及び熱による投入エネルギー量を抑えるために有効とされる

太陽光発電等の新エネルギー機器について、前年度から３校増え、全55高専中45校

が導入しており、地球温暖化対策への取り組みを着実に進め、貢献してきていると自

己評価しています。

省エネルギーとともに省資源化を推進する観点から、水資源の投入量及び排水量に

ついても分析し、掲載しています。水資源投入量については、各高専の節水への積極

的な取組により年々減少していますが、資源別で見た場合、市水は減少していますが、

井水は増加に転じていることから、雨水利用や中水利用を検討課題としつつ、更なる

改善を目指していきたいと考えています。

同様に、事業活動に伴う廃棄物排出量について、 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）を推進するとともに、排出量の重量と 終処分量

の把握に努めてまいります。

さらに、本報告書には各高専毎の温室効果ガス排出量やエネルギー使用量等を参考

資料として掲載しています。他高専と比較することにより、自己点検や省エネ等の取

り組みがより一層推進されることを期待しています。

平成21年４月からは、改正された省エネ法及び温対法が施行されることとなり、

地球温暖化対策への更なる取組が求められることになります。高専機構としても、関

係する法規制を順守するとともに、新たに法規制が改正された場合などに対し、迅速

な対応が出来るよう、全ての高専に法令等を確認できる体制、仕組みを整備すること

を目標に、環境に関する課題についても「安全衛生管理・地球温暖化対策委員会」の

下に設置した環境対策WGにて、具体的な方策について検討を行い、環境に配慮し

た取組を強力に推進してまいります。
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〈 資 料 〉
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環境報告ガイドライン(2007年版)
【基礎的情報:BI】

高専機構環境報告書
における記載内容

ﾍﾟｰｼﾞ 環境報告書ガイドライン

2003年度版の項目

告示 掲載・検討
の状況

BI-1:経営責任者の緒言 はじめに (1)経営責任者の緒言 第２の１

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

本報告書の対象となる
、組織・範囲・期間

８６ (2) 報告に当たっての基本的要
件（対象組織・期間・分野）

第２の２

BI-2-2:報告対象組織の範囲と環
境負荷の補足状況

本報告書の対象となる
、組織・範囲・期間

８６ 新規

BI-3:事業の概況（経営指標を含
む）

高専機構について １ (3) 事業の概況（経営指標） 第２の２

BI-4：環境報告の概要

BI-4-1：主要な指標等の一覧

主要な環境パフォーマ
ンス指標等の推移

７ 新規

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

総括コメント ８１ (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

第２の３

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）

高専機構の物質・エネ
ルギー収支

８ (6) 事業活動のマテリアルバラン
ス

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】

高専機構環境報告書
における記載内容

ﾍﾟｰｼﾞ 環境報告書ガイドライン

2003年度版の項目

告示 掲載・検討
の状況

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

環境方針について ５ (4) 事業活動における環境配慮
の方針

第２の１

MP-1-2：環境マネジメントシステ
ムの状況

マネジメントシステムの
状況

１７ (8) 環境マネジメントシステムの
状況

第２の４

MP-2：環境に関する規制の遵守
状況

法規制順守状況 ２０ (12) 環境に関する規制遵守の状
況

第２の７

MP-3：環境会計情報 － － (7) 環境会計情報の総括 記載につい
て検討を行
う。

MP-4：環境に配慮した投融資の
状況

該当なし － 新規 投融資を行
っていない
ため。

MP-5：サプライチェーンマネジメ
ント等の状況

－ － (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

サプライチェ
ーンのグリ
ーン化につ
いて検討を
行う。

MP-6：グリーン購入・調達の状
況

グリーン購入の状況及
び方策

１６ (23) グリーン購入の状況及びそ
の推進方策

第２の５

MP-7：環境に配慮した新技術、
DfE等の研究開発の状況

環境保全技術に関する
教育・研究

１９ (10) 環境に配慮した新技術等の
研究開発の状況

MP-8：環境に配慮した輸送に関
する状況

該当なし － (22) 輸送に係る環境負荷の状況
及びその低減対策

第２の５ 製品の輸送
を対象とし
た項目。

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

－ － 新規 記載につい
て検討を行
う。

環境報告ガイドラインとの対照表
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環境報告ガイドライン(2007年版)
【基礎的情報:BI】

高専機構環境報告書
における記載内容

ﾍﾟｰｼﾞ 環境報告書ガイドライン

2003年度版の項目

告示 掲載・検討の
状況

MP-10：環境コミュニケーションの
状況

環境に配慮した取組・
省エネルギーの取組
事例

２４ (11) 環境情報開示、環境コミ
ュニケーションの状況

第２の７

MP-11：環境に関する社会貢献
活動の状況

環境に配慮した取組・
省エネルギーの取組
事例

２４ (13) 環境に関する社会貢献活
動の状況

MP-12：環境負荷低減に資する
製品・サービスの状況

環境保全技術に関す
る教育・研究

１９ (24) 環境負荷の低減に資する
商品・サービスの状況

第２の６

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】

高専機構環境報告書
における記載内容

ﾍﾟｰｼﾞ 環境報告書ガイドライン

2003年度版の項目

告示 掲載・検討の
状況

OP-1：総エネルギー投入量及び
その低減対策

高専機構の物質・エネ
ルギー収支

８ (14) 総エネルギー投入量及
びその低減対策

第２の５

OP-2：総物質投入量及びその低
減対策

グリーン購入の状況及
び方策

１６ (15) 総物質投入量及びその
低減対策

第２の５

OP-3：水資源投入量及びその低
減対策

水資源投入量 １１ (16) 水資源投入量及びその
低減対策

第２の５

OP-4：事業エリア内で循環的利
用を行っている物質量等

－ － 新規 記載について
検討を行う。

OP-5：総製品生産量又は総商
品販売量

該当なし － (19) 総製品生産量又は総製
品販売量

第２の５ 製造業等を対
象とした項目
。

OP-6：温室効果ガスの排出量及
びその低減対策

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

１０

１８

(17) 温室効果ガス等の大気
への排出量及びその低減対
策

第２の５

OP-7：大気汚染、生活環境に係
る負荷量及びその低減対策

－ － (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

第２の５ 記載について
検討を行う。

OP-8：化学物質の排出量、移動
量及びその低減対策

化学物質の管理 １５ (18) 化学物質排出量・移動
量及びその低減対策

第２の５

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

廃棄物等総排出量 １５ (20) 廃棄物等総排出量、廃棄
物 終処分量及びその低減
対策

第２の５

OP-10：総排水量等及びその低
減対策

総排水量 １１ (21) 総排水量及びその低減
対策

第２の５

環境報告ガイドライン(2007年版)
【 環境効率指標：ＥＥＩ】

高専機構環境報告書
における記載内容

ﾍﾟｰｼﾞ 環境報告書ガイドライン

2003年度版の項目

告示 掲載・検討の
状況

環境配慮と経営との関連状況 主要な環境パフォーマ
ンス指標

７ 新規

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

ﾍﾟｰｼﾞ 環境報告書ガイドライン

2003年度版の項目

告示 備 考

社会的取組の状況 － － (25) 社会的取組の状況 記載について
検討を行う。
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本報告書の対象となる、組織・範囲・期間

本報告書は、環境省から公表されている「環境報告ガイドライン2007年版」に準

拠して作成をしています。

本報告書の対象となる組織・範囲・期間は下記のとおりとなります。

組 織：独立行政法人国立高等専門学校機構

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。）

期 間：平成20年４月１日 ～ 平成21年３月31日

発行年月日：平成21年９月30日

次回発行予定：平成22年９月
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