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1. 学⻑からのメッセージ

『環境にやさしく、
地域と融合する大学を目指して』

『環境にやさしく、
地域と融合する大学を目指して』

人類の活動は大なり小なり環境への影響を与えます。熱力学の第２法則に依れば、孤立系
である宇宙のエントロピーは増加していますから、不可逆なエネルギー消費を伴う人類の活
動は利用可能なエネルギーを減らし、その結果として影響が環境に残されます。人類の活動
の負の効果としての環境への影響を目にするとき、人は技術への不信を強め、技術発展が害
であるとする考えを持つことがあります。しかしながら、人類の文明がもたらした環境への
影響は、技術を捨て、過去に戻ることにより解決されるものではなく、環境との調和を考慮
した技術開発とそれに携わる人材の育成によって緩和されることを認識すべきです。高野・
熊野世界文化遺産など豊かな歴史と自然環境に育まれた和歌山県に位置する和歌山大学は、
特に、その教育研究活動の根底に環境との調和を置くことが求められています。
地球温暖化に代表されるグローバルな環境問題がニュースなどで取り上げられ、耳目を集

めています。日本では既に過去のものになりつつある環境に大きな負荷を与える化学物質の
漏洩などは局所的な汚染の段階で検知され、大きな問題となりながらもグローバルな問題に
は発展しません。一方、地球温暖化の原因の１つである二酸化炭素の放出や、マイクロプラ
スチックの流出は、量に比しての環境負荷が比較的小さいため、蓄積量がマクロな量となっ
て初めて、環境への影響が認知されるに至ります。一見すると小さな効果しか与えない事象
をグローバル化させないためには、あるいはこれ以上の影響を避けるには、個々人及び各事
業所における活動の環境影響の認識と使用量と排出量の抑制といった地道な活動こそが重要
となります。つまり、日々の省エネルギーと排出量の監視が地球規模の環境問題を防ぐ最も
有効な手段となります。さらにいえば、地球温暖化による環境影響の結果発生する災害につ
いて理解を深めること、環境を意識した教育活動も重要な取り組みとなります。
和歌山大学は、「地元の人々・企業・自治体を元気にする人材」、「地元で活躍できる人

材」を育成すべく、自治体、産業界や近隣大学とともに県下全域をキャンパスとした学生教
育を展開しています。和歌山の歴史と文化を背景とする教育活動により、環境との調和を心
得た人材が育ちつつあります。
また、各学部において、出前講義や出前授業、エネルギー回収技術の研究など様々な環境
に関する教育研究活動を行っています。また、自然災害への対応をポジティブに地域振興に
役立て、地域の持続性を意識した地域防災活動を実施しています。これらの活動へ地域社会
とともに取り組むことは、地域貢献の観点だけでなく、学生が柔軟な社会性と対人関係力を
身につけ、地域に誇りを持ち、地域社会に貢献する人材として成⻑していくためにも有効で
あると考えます。
和歌山大学は、低炭素社会の実現に向けて、省エネルギー、化学物質の排出量監視や二酸

化炭素排出量の削減などの地道な活動に加え、自然エネルギーの利用を進め、環境・防災教
育に取り組むなど、環境保全に向けて一層努力してまいります。

令和元年9月
国立大学法人和歌山大学
学⻑ 伊東千尋 １



平成17年4月に「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促
進に関する法律（環境配慮促進法）」が施行され、和歌山大学では、平成18年度に和歌山大学栄
谷団地の環境についての現状を「和歌山大学環境報告書2006」として作成、公表しました。本学
では、省エネルギーの取組み等環境負荷の削減に取組んでまいりましたが、平成18年11月に環境
管理委員会を発足させ、環境管理についての取組みを検討し、以後環境負荷の削減に向けての取
組みを積極的に推進しております。
「和歌山大学環境報告書2019」では、平成30年度の和歌山大学の環境配慮の取り組みについて

の報告を行うとともに、今後の取り組みについての方向性を記載しております。

問い合わせ先 国立大学法人和歌山大学
施設整備課 TEL：073-457-7071
URL:https://www.wakayama-u.ac.jp/

対象範囲
国立大学法人和歌山大学（栄谷団地・吹上団地・⻄⼩⼆⾥団地・その他施設）

対象期間
平成30年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

参考ガイドライン等
環境省「環境報告ガイドライン(2018年版)」
環境省「環境報告書の記載事項等の手引き」

発行年月
令和元年9月 （次回予定 令和2年9月）

公表媒体
和歌山大学ホームページ（https://www.wakayama-u.ac.jp/）

栄谷団地 太陽光発電設備 （東３号館屋上） 容量：50kW

2. 環境報告書2019作成にあたって
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法改正により、平成16年4月1日に国立大学法人和歌山大学となりました。また、平成20年4月に観光学部
を創設して、4学部（教育学部、経済学部、システム工学部、観光学部）、4大学院、1専攻科、附属⼩学校・
中学校・特別支援学校等の附属施設、その他の研究センター等で構成されています。

3.1 組織

3. 大学概要

■機構図

３

法人

和歌山大学組織機構図 〔平成３０年４月１日〕

監査室

財務課

施設整備課

《各学部・研究科・専攻科》

観光学部

観光学研究科

教育学部
教育学研究科
特別支援教育特別専攻科
・附属小、中学校、特別支援学校

経済学部
経済学研究科

システム工学部
システム工学研究科

経営協議会

教育研究評議会

学長選考会議

《クロスカル教育機構》 《地域イノベーション機構》

入試課
学務課

・各学部学務担当係

国際交流課

研究・社会連携課

保健センター

《研究グローバル化推進機構》

産学連携イノベーションセンター

副学長・理事
地域連携、企画、評価

（機構長、ｺﾝｿｰｼｱﾑ、
教員組織、観光協議会、

広報）

副学長・理事
教育、学生、入試

（機構長、COC＋、ｷｬﾘｱ、
障がい学生支援、

附属学校）

副学長・理事
総務、財務、施設

（危機管理、人権、ﾊﾗｽﾒﾝﾄ
紀雲会、後援会、同窓会、
基金、安全衛生、環境管理）

副学長
産学連携・

研究推進

副学長
教養教育改革・

教職大学院

学 長 監 事

副学長・理事
研究、国際交流

（機構長、研究倫理、学術
情報、自校史、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化
推進、男女共同参画）

学術情報課

学生支援課
総務課

・各学部総務担当係

学系長
人文社会科学系

《教員組織》
学長補佐
コンプライアンス

学長補佐
教員養成改革

学系長
工学自然科学系

【事務局】

企画課

学長補佐
入試改革

学長補佐
男女共同参画

・教養・協働教育部門
・教育・地域支援部門
・国際学生部門
・障がい学生支援部門
・アドミッションオフィス

・生涯学習部門
・南紀熊野サテライト
・岸和田サテライト

・データ・インテリジェンス教育研究部門

《地域イノベーション機構》

地域活性化総合センター
・食農総合研究所
・紀州経済史文化史研究所

災害科学教育研究センター

・研究プロジェクト推進オフィス

国際観光学研究センター

《研究グローバル化推進機構》

国際交流課

研究・社会連携課

事務局長

副学長
紀雲会、後援会、同窓会

基金、地域活性化

戦略情報室 基金室 男女共同参画室

広報室 COC+推進室

《運営支援組織》

危機管理室

学術情報センター
・図書館

学長補佐
機能強化（観光学）

《クロスカル教育機構》

理事補佐

基金事務室



3.2 土地・建物面積、教職員・学生数等

栄谷団地
所在地 〒640-8510 和歌山県和歌山市栄谷930
土地面積 414,588 ㎡
建物延床面積 86,781 ㎡
教職員数 426 名
学生数 学部：3,640 名 大学院：484 名 専攻科：8 名
学生寄宿舎 男子寮：収容人員 120 人

女子寮：収容人員 50  人

吹上団地（附属⼩学校・中学校）
所在地 〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上1丁目4-1
土地面積 64,696 ㎡
建物延床面積 16,062 ㎡
教職員数 55 名
児童・生徒数 ⼩学校：572 名 中学校：420名

⻄⼩⼆⾥団地（附属特別支援学校）
所在地 〒641-0031 和歌山県和歌山市⻄⼩⼆⾥2丁目5-18
土地面積 12,141 ㎡
建物延床面積 3,793 ㎡
教職員数 32 名
児童・生徒数 ⼩学部：14 名 中学部：15 名 高等部：29 名

その他施設
松下会館 建物延床面積 １,686㎡
国際交流会館 建物延床面積 680㎡
艇庫 建物延床面積 277 ㎡
貸借施設 南紀熊野サテライト，岸和田サテライト

建物使用面積 90 ㎡ ，25 ㎡

本学は大学のキャンパスがある栄谷団地以外に⻄高松団地、吹上団地、⻄⼩⼆⾥団地及びその他施設を有し
ています。各団地の面積、職員・学生数等は下記のとおりです。

3. 大学概要
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平成30年4月1日現在



環境方針における基本理念

和歌山大学は、地球環境問題が21世紀の重要課題であるとの認識のもと、本学における教育、
研究およびそれに伴うあらゆる活動において、常に環境負荷の削減と環境との調和を図ることに
努力します。また、地域に根ざす大学として、地域の環境保全や改善のための教育・研究を積極
的に推進し、地域と一体となってその環境を保全するとともに地球環境問題の認識と解決に貢献
できる人材の育成に努めます。

本学は環境保全活動の指針を定めた「環境方針」を平成18年9月に制定しました。環境方針は「和歌山大学
21世紀グランドデザイン」の精神を受け継ぎながら、本学が地域に根ざした国立大学法人としての特徴を踏
まえて制定したものです。

国立大学法人和歌山大学 環境方針

環境方針における行動指針

1. 環境負荷の削減
 地球温暖化防止のための省エネルギー活動を推進します。
 資源の有効利用のためのリサイクル、グリーン購入の推進および水使用量

の削減を推進します。
 化学物質の適正管理を行います。

2. 環境関連法規制の遵守
 大学活動のすべてにおいて、環境に関する法規制、条例、協定、学内規程

を遵守します。

3. 持続可能な社会の構築に貢献する人材の輩出
 環境保全に関するカリキュラムと研究の充実を図り、持続可能な社会の

構築に貢献する人材を輩出します。

4. 環境マネジメントシステムの構築と継続的改善
 環境方針に基づく環境目的･目標を設定し、内容の定期的な評価・見直しを

行い、環境マネジメントシステムの構築と継続的改善を行います。

環境方針は文書化し、すべての職員と学生に周知するとともに、インターネットの
ホームページなどを通して広く一般に公開します。

4. 環境マネジメント

4.1 環境方針
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平成18年11月 環境管理委員会を設置
平成19年 1月 第１回環境管理委員会を開催
平成19年 2月 環境管理委員会WG（ワーキンググループ）を設置
平成19年 3月 環境管理システム体制（案）を環境管理委員会で承認
平成19年 4月 環境管理システム体制を評議会で承認、制定 （学生代表組織を体制に追加）

和歌山大学環境管理規則制定・施行
平成20年 4月 観光学部が創設され環境管理システム体制に追加
平成22年 6月 和歌山大学環境管理規則改正

環境管理システム体制

本学では平成18年度に環境マネジメントシステムを構築しました。現在、環境管理システム体制は下図
のような運用組織体制で、環境管理責任者である学⻑、及び環境管理委員会を中心に各部局が一体となっ
て環境保全活動を推進しています。

①本学における環境に対する企画及び立案
②環境報告書の取りまとめ
③大学全体及び各部局での環境への取組み内容の検討及び実施
④その他環境に関する重要事項の審議及び執行
尚、環境管理委員会を平成30年度に4回開催しました。

4.2 環境マネジメントシステム

4. 環境マネジメント
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自己評価の◯は目標達成、△は一部達成、×は未達成を示します。

取り組み 平成30年度目標 平成30年度実績 自己評価

･温室効果ガス排出量

･エネルギー使用量の削減
（単位床面積あたり）

削減（前年度比 1 ％）

・温室効果ｶﾞｽ排出量は11%
減少 ( 単位床面積当たり )
・ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 4.8％減
（前年度比電気：5.0％減
ｶﾞｽ：9.4％減）

〇

設備・機器等の高効率化を
推進

電気・空調、ＯＡ等の高効率機器
への更新

LED照明に66台取替
空調機17台取替 ○

設備・機器等の省エネ運転 省エネパトロール実施 夏・冬に適宜実施 ○

スマートキャンパス化 学部毎のエネルギー使用量(電気,水,
ガス)をホームページに掲載する

掲載済
http://www.wakayama-
u.ac.jp/facilities/kankyou.ht
ml

○

本学は環境に関わる法・規則の遵守はもとより、国立大学法人としての社会的役割を積極的に果たす
ため、「地球温暖化防止」、「循環型社会への貢献」、「公害防止」、「地域社会への貢献」からなる
環境行動計画を策定し、実行してきました。

平成30年度の実績と評価については、以下のとおりです。

平成30年度目標に対する実績、評価

4.3 環境行動計画

・地球温暖化防止

4. 環境マネジメント

７

取り組み 平成30年度目標 平成30年度実績 自己評価

一般ごみの削減 削減（前年度比 1 ％） 前年度比 3.4%削減 ○

用紙使用量の削減 削減（前年度比 1 ％） （購入量について）
前年度比 3.8%削減 ○

水使用量の削減(上水) 削減（前年度比 1 ％） 前年度比 14％減少 ○

コピー用紙における環境用
紙（※）の利用率向上

環境用紙利用率100％
（一部特殊用紙除く） 調達率 100 ％ ○

グリーン購入率向上 グリーン購入率100％
（一部特殊物品除く） 調達率 100 ％ ○

・ 循環型社会への貢献

（※）グリーン購入法（紙類、品目：コピー用紙）の総合評価指標に基づき、総合評価値が８０点を満たした製品であること



・ 公害防止

取り組み 平成30年度目標 平成30年度実績 自己評価

化学物質の
安全管理

基準の遵守
化学薬品の安全管理の徹底

定期的な巡視
劇物、毒薬、危険物等の保管 ○

取り組み 平成30年度目標 平成30年度実績 自己評価

公開シンポジウム等の開
催 1回開催 12/3公開シンポジウム開催

（21名参加） ○

環境にかかわる教育プロ
グラムの充実

出前授業等において実施 環境に関わる出前授業実施 ○

学生に対する環境教育の充実 環境にかかわる講義実施 ○

環境保全活動の実施

学生・教職員による学外での
環境ボランティア実施 11/18に実施（23名参加） ○

学生・教職員による一⻫清掃
の実施 7/11・10/17の2回実施 ○

・ 地域社会への貢献

4. 環境マネジメント

８



和歌山大学での環境負荷を把握するため、インプット（大学の教育・研究活動のために投入する
資源等）とアウトプット（大学の活動の結果排出する環境負荷） 、及び内部循環（構内循環的資源
の利用）をマテリアルバランスとしてまとめました。

教育・研究活動
地域社会活動等

中水製造

排水処理施設

電 力 6,621千kWh
都市ガス 133 千Nm3

ガソリン 2,0 kL

上水 45 千m3

井水 2.4 千m3

用紙 45 ｔ
ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ 3 ｔ

化学薬品 1.9 ｔ

中水 20.2 千m3

太陽光発電
124 千kWh

温室効果ガス
3,282 t-CO2

排水 36.0千m3

実験排水 1.6千m3

一般廃棄物 88 ｔ
ＯＵＴＰＵＴ

4.4 マテリアルバランス

ＩＮＰＵＴ

4. 環境マネジメント

和 歌 山 大 学

内部循環

１０



前年度⽐
-12.4％

前年度⽐
-6.9％

前年度⽐
-4.9％

前年度⽐
-11.4％

前年度⽐
-6.8％

前年度⽐
- 6.1％

前年度⽐
- 10.9 ％

前年度⽐
+7.0 ％

前年度⽐
- 4.6 ％

前年度⽐
+ 1.9 ％ 前年度⽐

- 21.3 ％

前年度⽐
-5.0 ％

5. 環境保全への取り組み

建物別使用電力量[千kWh] の推移（H25〜H30）

・ 使用電力量について

平成30年度は、平成29年度比5.0％の減少とな
りました。要因としては、 夏季・冬季における
節電への取組が有効に機能したためと考えられ
ます。(右図参照)

栄谷団地以外の吹上団地（附属小中学校）
、⻄小⼆⾥団地（附属特別⽀援学校）、⻄⾼
松団地（松下会館）の電力使用量を右図に示
しています。

附属特別⽀援学校は前年度に対して、1.9％
増加しています。附属小中学校、松下会館は
それぞれ、4.6％、21.3％使用電力が減少して
います。

附属学校等使用電力量[千kWh] の推移（H25〜H30）

【栄谷団地の使用電力】

【附属学校等の使用電力】

5.1 電気・ガス・水・エネルギー使用量データ

[千kWh]

栄谷団地の使用電力量[千kWh]の推移（H25〜H30）

電力使用量を主な建物別に分けたものを下図に
示しています。多くの建物で前年度に比べ使用電
力が減少していることがわかります。使用電力の
割合としてはシステム工学部が全体の38.5％で次
に図書館の19.8％となっています。

〔建物別の使用電力〕

[千kWh]

[千kWh]

１１

教育学部 経済学部 ｼｽﾃﾑ工学部 観光学部 附属図書館 事務局 大学会館等 その他
H25年度 823 269 2,191 71 1,311 175 445 1,119
H26年度 765 270 2,222 68 1,249 161 472 1,033
H27年度 663 244 2,181 68 1,308 160 458 975
H28年度 712 253 2,277 74 1,414 171 464 1159
H29年度 742 261 2,458 79 1,292 163 441 957
H30年度 650 243 2,337 70 1,204 153 393 1,024

附属小中学校 附属特別支援学校 松下会館
H25年度 423 100 73
H26年度 432 98 71
H27年度 394 96 72
H28年度 421 103 72
H29年度 412 104 61
H30年度 393 106 48



前年度⽐
- 9.4 ％[千㎥]

平成30年度のガス使用量は133千㎥、前年度か
ら9.4％減少となっており、前年度より大きく減
少しています。減少となった要因としては、暖
冬の影響もあり、GHPの運転時間が昨年度より
短くなったことが考えられます。

・ ガスの使用量について

5. 環境保全への取り組み

和歌山大学全体のガス使用量[千㎥]の推移（H25〜H30）

⾬⽔タンク（⻄３号館）

・ 水の使用量について

栄谷団地は排⽔を再処理し、中⽔としてトイレ
の洗浄⽔などに再利用して、上⽔の使用量を削減
しています。また、⾬⽔タンクを設置し、花壇の
⽔やりや非常時の用⽔として使用しています。ま
た吹上団地も同様に井⽔をトイレ等の洗浄に利用
することで、上⽔の使用を抑制しています。
平成30年度の⽔使用量は44.9千㎥で、平成29年

度に比べて約14％の減少となりました。減少の原
因は、一昨年度に農場付近における地下の給⽔配
管での⽔漏れを修繕したためです。今後、漏⽔が
ないかの確認を定期的に行い、⽔栓の閉め忘れ防
止の徹底・⽔量調節・自動⽔洗への更新など節⽔
対策に積極的に取り組んでいきます。

団地別上⽔使用割合（平成30年度）

和歌山大学全体の上⽔使用量[千㎥]の推移（H25〜H30）

１２

[千㎥]

前年度⽐
-14 ％



地球温暖化の原因であるとされる温室効果ガ
スは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フ
ロンガスなどがあります。和歌山大学が排出し
ている温室効果ガスはエネルギー起源のCO2排
出量のみとなっています。
平成30年度の温室効果ガス排出量3,282t-

CO2で、前年度より11％減少しました。 和
歌山大学のCO2排出量割合では電気の排出割合
が9割を占めているため、電力使用量を削減す
ることがCO2削減に対し最も有効な手段です。

5.2 地球温暖化対策

温室効果ガス排出量[t-CO2]の推移（H25〜H30）

エネルギー源別CO2排出量割合(平成30年度)

・ 温室効果ガス排出量について

注：温室効果ガス排出量は、「温室効果ガス排出量算
定・報告マニュアル」により算出しています。

5. 環境保全への取り組み

[t-CO2]

前年度⽐
-11 ％

総エネルギー使用量[原油換算kL]及び 原単位[kL/㎥]の推移（H25〜H30）

・ エネルギー使用量について

和歌山大学全体の平成30年度の総エネル
ギー使用量は原油換算値：1,830kL(70，
915GJ)、エネルギー原単位（単位床面積
あたり）は0.01688kL/㎡で前年度比-4.8％
となり、目標である前年度比1％削減を達
成できました。
その要因としてはエネルギーの9割以上

を占める電気の使用量が昨年度に比べ約5
％削減され、約1割を閉めるガスの使用量
が約9％削減されたためです。エネルギー
原単位に使用している床面積は昨年度から
変更ありません。来年度においても前年度
比1％削減を目指すとともに、今後一層の
エネルギー削減に努めます。

[kL] [kL/㎡]

１３

前年度⽐
- 4.8 ％



太陽光発電による年度別CO2 排出削減効果[t-CO2]（H25〜H30）

・ 太陽光発電の推進

太陽光発電設備を平成11年度に吹上団地（附
属⼩中学校）及び⻄⼩⼆⾥団地（附属特別支援
学校）に設置しました。また栄谷団地（大学）
に平成22年2月に50kW、7月に3kW、平成23年
3月に10kWの太陽光発電設備を設置しました。
平成25年度には商用連系運転で46kW、特定負
荷専用電源として85kWを増設しました。平成
30年度は東３号館改修工事の影響で、東３号館
屋上の太陽光を休止させた影響もあり、発電電
力量は125千kWhとなり、温室効果ガスとして
67t-CO2の排出削減効果がありました。

再生可能エネルギーである太陽光発電は温室
効果ガス削減だけでなく、防災対策としても期
待されています。本学では蓄電池と併せて使用
する事により、災害時の補助電源として役割を
果たすことになっています。

今後も太陽光発電設備の推進を積極的に進め
るとともに、省エネルギー及び温室効果ガス削
減に取り組んでいきます。

温室効果ガス排出量の削減は、平成30年度契
約電気事業者の実排出係数(0.000435
t-CO2/kWh)で算出しています。

設 置 場 所 太陽光発電設備の仕様 運転方式 設置年度

栄谷団地 東３号館 3相 200V・ 50kW 商用系統連系運転 平成21年度

〃 プール附属施設 単相 200V・3kW 〃 平成21年度

〃 ⻄２号館 単相200V・ 10kW 〃 平成22年度

〃 女子寄宿舎棟 単相200V・ 3kW 〃 平成22年度

〃 南１号館 単相200V・20kW 〃 平成25年度

〃 大学会館 3相200V・ 20kW 〃 〃

〃 ⻄５号館 単相200V・ 6kW 〃 〃

〃 ⻄３号館 3相200V・ 30kW 特定負荷専用電源 〃

〃 東５号館 3相200V・ 25kW 〃 〃

〃 課外活動施設Ⅰ 3相200V・ 20kW 〃 〃

〃 課外活動施設Ⅲ 3相200V・ 10kW 〃 〃

吹上団地 附属⼩学校校舎 3相200V・ 20kW 商用系統連系運転 平成11年度

〃 附属⼩学校校舎 3相200V・ 30kW 〃 平成25年度

⻄⼩⼆⾥団地 附属特別支援学校 3相200V・ 10kW 〃 平成11年度

団地別太陽光発電電力量[千kwh]の推移（H25〜H30）

[千kwh]

[t-CO2]

5. 環境保全への取り組み

１４

太陽光発電設備一覧

前年度⽐
-24 ％

前年度⽐
-33 ％



・ 省エネルギー施策
省エネルギーの一層の推進を図るため「省エネ対策実施要領」を定めました。（下記参照）クールビズ・ウォ

ームビズ実施で冷房室温28℃、暖房室温19℃の徹底、不在時の空調停止及び消灯などの徹底に努めています。

5.3 省エネルギーへの取り組み

5. 環境保全への取り組み

１５

「省エネ対策実施要領」
和歌山大学は「エネルギー使用の合理化に関する法律」（省エネ法）が適用され、エネルギー使用の合理化、国や県への報告書の
提出、エネルギー原単位の前年度比1％削減努力等が義務づけられていますので、省エネルギーの一層の推進を図るため日頃から各
施設の実情にあった自主的な活動が必要です。
特に空調機の使用につきましては、効率的で適切な使用により消費電力の節減が可能です。このため、各構成員におかれましては
下記省エネルギー対策を徹底して取組み、地球温暖化防止、環境の保全、経費節減に協力されますようお願いします。

記
★、空調の運転等（ガス空調も含む。）
冷房時室温２８℃、暖房時室温１９℃を目途に設定する。
（エアコンの設定温度を１℃高く（低く）すると電気代が１０％節約できます。）
昼休みは、エアコンを停止する。
退室時は、こまめに運転を停止する。
エアコンのフィルターは原則、月１回清掃を行う。
講義室は、講義時以外エアコンを停止する。
エアコン使用時は、扉を閉める。（必要以上に換気しない）
【夏季】は、ブラインド又はカーテンを閉じ直射日光を遮断する。
【冬季】は、昼間は日光を取り入れ、夜間はブラインド又はカーテンを閉じて窓からの放熱を防ぐ。
電力需要がピークに達する時季はエアコン使用をできるだけ制限をする。
【夏季】：７･８月の１０時３０分 〜１６時３０分の間
【冬季】：１･２月の１１時 〜１７時の間
【夏季】：ノーネクタイ等軽装を励行し又、自然風、扇風機をできるだけ利用する。
【冬季】：扇風機、加湿器等の使用により室内空間の上下温度差を少なく湿度を適正にする。
エアコンを使用しない時期は、電源を切る。（コンセントの場合プラグを抜く）
夜間等人が少ない時間帯はエアコンを使用する部屋を制限する。
少人数での大部屋の使用をできるだけ避ける。
会議時間の短縮に努める。
部屋の使用時間をできるだけ少なくし又、部屋の退出５〜１０分前に空調を停止し、エアコン使用時間を削減する。
電算室等で常時冷房が必要な場所は、室温が適正か時々確認する。室温が低すぎる場合は適正温度に設定する。

★、照明設備の節電
退室時は、こまめに消灯する。
昼休みは、必要のない照明は消灯する。
室内の不要な部分の照明を消灯し、必要場所の照明に努める。
講義室等の補助用白熱灯は点灯しない。
廊下、ホール等の照明は明る過ぎず暗過ぎない程度とする。
昼間窓より有効な採光がある場合は窓際の照明を消灯する。
計画的に蛍光管電球の取替及び反射板の清掃を行う

★、ＯＡ機器の節電
パソコンモニター電源自動ＯＦＦ設定にする。
⻑時間電源を入れた状態でOA機器を放置しない。
⻑時間使用しない電気製品（プリンター等）は、電源を停止する（プラグを抜く）。
電気製品はエネルギー消費効率の高い機器を選択する。

★、節水
① ⻭磨きや洗顔のとき、水を流したままにしない（コップに水をくんでおく）。
② 水洗トイレの大⼩レバーを使い分ける（⼩レバーは大レバーに比べて2リットル少なくて済む）。

③ 実験機器等を洗うときは、蛇口はこまめに閉めて、流れっぱなしにしないようにする。

★、その他
極力エレベーターの使用を控える。
給湯器及びテレビ等電化製品は、待機電力を消費するので、使用しない時間帯は、主電源を切るかプラグを抜く。（プラグを抜か
ないと待機電力を消費するものもある。）
【夏季】クールビズ及び【冬季】ウォームビズを積極的に実施する。

参考
（節電による電気料金削減の目安）
大学全体の空調の設定温度を夏場に１℃上げ、冬場に１℃下げると年間約１００万円の節約になります
大学全体の窓際照明の７０％を１日５時間、年間２００日消灯すると年間約１００万円の節約になります。
昼休みに一⻫に空調を停止すると年間約５０万円の節約になります。
年間の最大需要電力を計測する時間帯に１ｋＷの電力消費を停止すると約１．５万円の節約になります。（家庭用のエアコンで消
費電力が１ｋＷ程度です。）



《 夏季一⻫休業による効果 》

削減電力量 50,945 kWh
CO2 排出削減効果 22.2ｔ‐CO2

電気料金削減額 779,968 円

・ 夏季一⻫休業の実施

一⻫休業による電力量の推移と最大電力量（平成30年8月）

和歌山大学は全学的なエネルギー削減に取り組
む一環として、夏季一⻫休業を行っています。8
月のお盆期間を中心に1週間（5日間）実施するこ
とで電力を大幅に削減することができました。1
日の電力量は通常時と比較すると-44％、最大電
力は-59％となりました。削減した電力量は通常
時の約２日分に相当します。

電力量(kWh) 最大電力(kW)

本学では、つる性植物のゴーヤやアサガオなどの葉っぱで日差
しを遮る天然のカーテンを⻄3号館に作っています。

この植物による緑のカーテンには日射遮蔽効果があり、室内熱
負荷の低減に大きな役割を果たしています。室内の熱負荷が低減
されることで、空調機の運転効率が上がり、節電・省エネルギー
に繋がっています。また緑のカーテンはアサガオを使用している
ため、夏季の開花時期には壁面一体に花が咲き、景観向上による
癒しの効果があるとされています。

・ 緑のカーテン

緑のカーテン（⻄3号館）

5. 環境保全への取り組み

夏季一⻫休業期間

１６

温室効果ガス排出量の削減は、平成30年度契約電気事業者の
実排出係数（0.000435t-CO2/kWh）、契約電力会社料金
（15.31円/kWh）で算出しています。

※

〜エコでクリーンな天然のクーラー 緑のカーテン〜



[ｔ]

本学では、一般廃棄物は一般ごみ（可燃）・か
ん・ビン・ペットボトル・紙類の5分別によるゴミ
箱を設置し、分別の徹底を図っています。平成30
年度の一般ごみ排出量は88トン、前年度と比べて
3.4％減少しました。
今後もゴミの分別をはじめ、一般ごみの削減に

一層取り組んでいく予定です。

一般ごみ排出量[t]の推移（H25〜H30）

5.4 廃棄物の管理

・ 一般ごみ排出量

[ｔ]

5. 環境保全への取り組み

紙購入量は前年度比で3.8％の減少となり、前年
度比1％削減という目標には届きました。（右図参
照）
和歌山大学では紙購入量削減のための様々な取り

組みをしています。具体的に事務においては、業務
の電子化や、リユース可能な封筒を学内便等に利用
し、できる限り⻑期間使用しています。また事務効
率化に加え、コピー・FAX・プリンターでの用紙使
用量を削減することができるソフトウェアの利用の
推進しており、その講習会を適宜実施しています。
両面コピー・両面印刷を推進しています。また電子
機器を活用し会議等でペーパーレス化を推進してい
ます。発刊物の紙使用量削減に努めています。
なお、本学の環境用紙の購入率は１００％です。

・コピー 紙の購入量

コピー用紙の購入量[t]の推移（H25〜H30）

１７

前年度⽐
-3.8 ％

・ グリーン購入の推進

本学では、「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、これに基づき、環境物品等
の調達を積極的に推進しています。平成30年度のＯＡ機器、オフィス家具（一部の特殊品目を除く）など
の分野別調達率はすべて100％となっています。
これらの詳細データについては、ホームページ上でも公開しています。

前年度比
-3.4％



大気汚染防止法・水質汚濁防止法・瀬⼾内海環境保全特別措置法・和歌山県の公害関連条例など各種
の環境公害法令を遵守し、施設・設備を設置・管理するとともに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
基づいて廃棄物を取り扱い、本学と周辺地域の環境保全に努めています。

＊ 実験廃棄物等の分類と処理方法

実験廃棄物等

固体廃棄物

濃厚廃液

気体状廃棄物

実験排水

その他のゴミ

分別し、危険物倉
庫内に一時保管

分 別

外部に処理を委託

実験排水処理施設

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ ・ ｽｸﾗﾊﾞｰ
（定期点検・清掃）

外部に処理を委託

【分 類】 【処理方法】

・ 実験室などから排出されるその他のゴミは、次の区分ごとに処理する。

生活系

実験系

ガラス細工などで出る試薬に触れてい
ない廃ガラス

⺠間業者

試薬に接触したガラス器具・試薬瓶・
ポリ瓶・ピペット

生物組織（血液など）に接触したカミ
ソリ・シリンジ・手袋など（感染性産
業廃棄物）

和歌山市

外部に処理を委託

外部に処理を委託

一 般 廃 棄 物 分別収集

・ 実験に伴って排出される実験廃棄物等は次のように分類・処理する。

・ 実験廃棄物の管理

5. 環境保全への取り組み

１８



・ 実験排水処理システム

生活排水処理施設実験排水処理施設

注． 排水は一験排水と生活排水に分けられ、各排水処理
施設で処理し、一部処理水は中水貯留槽に貯留され中水
としてトイレの洗浄水などに再利用している。その他は
公共用水域（河川）に放流される。

処理方式：砂ろ過活性炭キレート
吸着方式

計画流入排水量：４０㎥／日
製造者名：藤吉工業（株）

処理方式：合併（接触ばっき）方式
付加装置：三次処理・中水設備
処理対象人員：1,826人
計画流入汚水量：３５５㎥／日
製造者名：⻄原ネオ工業（株）

5. 環境保全への取り組み

１９

実験排水処理施設

生活排水処理施設

中水貯留槽

水質検査

公共用水域

水質検査

調整池

汚泥

トイレなど
の洗浄水生活排水

システム工学部

教 育 学 部

産学連携研究支援ｾﾝﾀｰ

経済学部・本部

中水利用

実験排水管

実験排水管

実験排水管

生活排水管

生活排水管

放流

生活排水管

生活排水管

処理業者



・ 生活、実験排水水質検査

本学栄谷団地の排水は生活排水処理施設及び実験排水処理施設で処理して公共用水域へ、吹上団地、⻄⼩
⼆⾥団地及び⻄高松団地は公共下水道に排水しています。栄谷団地の排水基準及び排水水質は下表のとおり
です。

5. 環境保全への取り組み

２０

物質名 単位 規制値 目標値 平均値 最大値

ｐＨ 5.8〜8.6 5.8〜8.6 7.2 7.5

BOD mg/ℓ 80 10 6.3 20

COD mg/ℓ 80 20 19.0 29.0

SS mg/ℓ 90 30 2.1 4.1

大腸菌群数 個/㎤ 3000 1000 12 110

全窒素 mg/ℓ 120 120 26.3 59.0

全リン mg/ℓ 16 16 6.5 9.6

ｎ-ﾍｷｻﾝ抽出物質
（鉱物油類） mg/ℓ 5 2 0.5 0.5 

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質
（動植物油類） mg/ℓ 30 10 0.6 0.9

有機リン mg/ℓ 0.5 0.5 0.1 0.1

全シアン mg/ℓ 0.5 0.5 0.1 0.1 

カドミウム mg/ℓ 0.05 0.05 0.002 0.010

フェノール類 mg/ℓ 5 1 0.5 0.5

平成30年度 栄谷団地生活排水処理施設 排水水質測定結果

注 1.規制値は、水質汚濁防止法及び和歌山県条例に基づく基準です。
2.目標値は、施設設置時に和歌山市との協議により自主目標を定めたものです。

排水量：約36千㎥



物質名 単位 規制値 目標値 平均値 最大値

ｐＨ 5.8〜8.6 5.8〜8.6 7.6 8.0

COD mg/ℓ 80 20 1.7 2.0

銅（Cu） mg/ℓ 3.0 1.0 0.1未満 0.1未満

亜鉛（Zｎ） mg/ℓ 5.0 1.0 0.1未満 0.1未満

鉄（Ｆｅ） mg/ℓ 10.0 1.0 0.1未満 0.1未満

マンガン（Mｎ） mg/ℓ 10.0 1.0 0.1未満 0.1未満

クロム（Cｒ） mg/ℓ 2.00 0.02 0.02未満 0.02未満

カドミウム及び
その化合物 mg/ℓ 0.05 0.01 0.01未満 0.01未満

シアン化合物 mg/ℓ 0.5 0.1 0.1未満 0.1未満

鉛及びその化合物 mg/ℓ 0.5 0.1 0.01未満 0.01未満

ヒ素及びその化合物 mg/ℓ 0.25 0.01 0.01未満 0.01未満

水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の
水銀化合物 mg/ℓ 0.005 0.0005 0.0005未満 0.0005未満

フッ素（Ｆ）及び
その化合物 mg/ℓ 15 60 0.15 0.22

窒素（Ｎ） mg/ℓ 60 60 0.88 1.80

リン（Ｐ） mg/ℓ 8 8 0.33 0.40

平成30年度 栄谷団地実験排水処理施設 排水水質測定結果

排水量：約1,200㎥
1. 規制値は、水質汚濁防止法及び和歌山県条例に基づく基準です。
2. 目標値は、施設設置時に和歌山市との協議により自主目標を定めたものです。

・ 排ガス洗浄装置
大学では危険物質や有害物質に関わる化学実験や分析はドラフトチャンバー内で行います。ドラフトチャ

ンバー内で作業を行うことで、酸やアルカリ薬品等を使用する際に発生する有害ガスを封じ込め、排風機で
排ガス洗浄装置（スクラバー）に集め有害物質を取り除き、きれいにして大気に放出しています。

また、平成21年度より暖房用重油ボイラーの廃止による煤煙の排出が無くなりました。

排ガス洗浄装置（スクラバー）ドラフトチャンバー

5. 環境保全への取り組み

２１



5.5 化学物質の適正管理

・ 安全衛生講習会

本学では毒物・劇物・危険物等の化学薬品は、保管庫及び危険物倉庫に保管し在庫量、搬入量、使用量を帳
簿に記載して適正に管理しています。

システム工学部、教育学部にて使用している主な危険物の購入量、使用量、及び保管量について下記の表に
まとめています。

平成30年度 学部における化学物質量

安全衛生委員会主催で化学薬品の使用にあたっての安全管理などについて安全衛生講習会を毎年開催して
います。平成30年度は下記の通り講習会を行いました。

日 時 ： 平成30年10月18日（木）、 10月22日（月）
対 象 者 ： 3年生以上の理系（実験系）の学生及び関係教職員
講 師 ： システム工学部准教授 奥野 恒久

教育学部教授 木村 憲喜
教育学部教務職員 中村 文子

講 演 内 容： 「化学薬品の取り扱いについて」
「引火実験の演示」

5. 環境保全への取り組み
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学部 分類 化学物質名
購⼊量
(kg)

使⽤量
(kg)

保管量
(kg)

貯蔵最大数量
(L)

特殊引火物 ジエチルエーテル 29 13 49 100

ヘキサン 330 339 113

ベンゼン 0 33 40

酢酸エチル 255 285 72

トルエン 45 37 29

アセトニトリル 0 6 16

アセトン 574 561 198

テトラヒドロフラン 30 19 22

1,4-ジオキサン 0 0 8

メタノール 210 209 89

エタノール 114 103 130

2-プロパノール 0 0 27

クロロホルム 175 223 121

ジクロロメタン 120 118 99

ヘキサン 0 8 7

酢酸エチル 0 2 7

トルエン 0 0 5

アセトニトリル 15 26 0

アセトン 0 0 17

メチルアルコール 30 58 32

エチルアルコール 21 6 62

クロロホルム 0 9 8

ジクロロメタン 0 18 0

システム
工学部

第一石油類（非水溶性） 600

第一石油類（水溶性） 800

その他

アルコール類 600

教育学部

第一石油類（非水溶性） 324

第一石油類（水溶性） 162

アルコール類 396

その他



5. 環境保全への取り組み

■ PCB廃棄物

・ 特定有害産業廃棄物の適正管理

PCB含有機器保管状況

低濃度PCB(絶縁油中に0.5mg/kgを超えるPCBが含まれるもの)を含む変圧器10台（使用中含む）につ
いて適正に管理しています。使用中のものは順次取り替えを計画しています。

なお、PCB（ポリ塩化ビフェニール）廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、保管及
び処分の状況等の届け出を行っています。

※変圧器に含まれる油分は第3石油類に指定されており、消防法にて2000Lを超えるものに申請が必要ですが、
和歌山大学では保管場所における最大油量が357Lのため、危険物に関わる申請・届出は必要ありません。

■ アスベスト（石綿）

本学の施設では、建築物における吹き付けアスベストは使用していません。平成20年4月に天井、壁等の
吹き付け箇所を調査して試料を採取し、専門検査機関での分析・試験（JIS A1481-2006 アスベストの有無
の判定方法）を実施した結果、「石綿を含有せず」の報告を得ています。

また、平成26年6月に「石綿障害予防規則」が改正され、新たに保温材や耐火被覆材などが追加されまし
た。本学においては、煙突用断熱材が今回の改正に該当しますが、関係法令に従い囲い込み処置を実施し
ました）（平成27年度）。

２３

※高濃度PCB（絶縁油中に5,000mg/kgを超えるPCBが含まれるもの）を含む照明器具安定器等（ﾄﾞﾗﾑ缶3個、ﾍﾞｰﾙ
缶1個）については、平成28年度中に中間貯蔵・環境安全事業株式会社に委託し、最終処分を行いました。

廃棄物の
種類

届出番
号

重量
(kg)

製造者名 製造番号 製造年⽉ 容量等
保管の状況

漏れ等の恐れ
保管場所

油量
（L）

油量合計
（L）

変圧器 18-1 235 三菱電機 H180481K 1986 75KVA 恐れなし  設備棟電気室  48

変圧器 18-2 560 三菱電機 BY7023001 1985 150KVA 恐れなし  設備棟電気室 135

変圧器 18-3 350 三菱電機 H200507K 1986 100KVA 恐れなし  設備棟電気室 77

変圧器 18-4 485 三菱電機 G201731K 1985 150KVA 恐れなし  設備棟電気室  97

変圧器 18-5 455 三菱電機 H200887K 1986 150KVA 恐れなし ⻄2号館電気室 90

変圧器 18-6 450 三菱電機 H200888K 1986 150KVA 恐れなし ⻄2号館電気室 90

変圧器 18-7 225 三菱電機 H201263 1986 50KVA 恐れなし
⻄2号館電気室

（使⽤中）
47

変圧器 18-8 395 三菱電機 H180349K 1986 100KVA 恐れなし  ⻄2号館電気室  110

変圧器 18-9 250 三菱電機 G182090K 1984 75KVA 恐れなし 東1号館電気室 57 57

変圧器 18-10 133 三菱電機 G200442 1984 20KVA 恐れなし ⻄5号館電気室 23 23

357

337



本学では、環境方針において「地域に根ざす大学として、地域の環境保全や改善のための教育・研究を積
極的に推進し、地域と一体となってその環境を保全すると共に地域環境問題の認識と解決に貢献できる人材
の育成に努めます」を掲げており、以下のように環境教育・研究を進めています。

6.1 環境カリキュラムの紹介

〈 システム工学部 〉
「地域環境システム」「地球環境化学」「産業エコロジー工学」「水土環境工学」「環境緑化法」「森林
環境学」「緑地環境学」「建築・環境法規」などの科目が開設され、延べ753人の学生が受講しました。

〈 経済学部 〉
「政策科学Ⅰ」・「農業政策」・「自然エネルギー戦略」・「交通システム論」・「開発経済学」・「交
通まちづくり調査研究」・「環境政策特殊問題」の７科目が開設され、延べ721人の学生が受講しました。

〈 教育学部 〉
専門科目については、「環境物質の化学」・「無機環境物質（無機化学）」・「環境分析化学実験Ⅰ（分
析化学Ⅰ）」・「臨海実習」・「環境変遷史」・「地殻変動と地震」・「地球環境科学実習Ａ」・「古環
境学演習」・「歴史環境論演習Ａ」・「歴史環境論演習Ｂ」・「環境教育演習」・「衣服環境論」・「衣
服環境学実験」・「生活環境学演習」・「地域文化事業論」・「共生社会論」「途上国の政治と環境問
題」・「防災教育論」などの科目が開講され、延べ190人の学生が受講しました。

〈 観光学部 〉
観光学部では、「Tourism and Environment A」・「Tourism and Environment B」・「観光と景観保
全」・「観光と森林」・「観光と地球」、大学院観光学研究科では「森林空間政策特論」・
「Sustainability and Management」・「地球観光特論」の科目が開講され、延べ259人の学生が受講しま
した。

〈 教養科目 〉
全学部・全学年を対象とする教養科目では、「地球学」・「わかやま未来学」・「わかやまを学ぶ」・「
熊野郷土学」・「わかやま海洋体験実習」・「自然災害と防災・減災」などの環境関連科目が開講され、
延べ2,102人の学生が受講しました。

6. 環境教育・研究
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1） 田辺市の内之浦干潟と鳥の巣地区の干潟調査
環境省「モニタリングサイト1000（沿岸域調査）」事業の干潟部門に有識者委員として参画し、南紀田

辺地域の干潟調査を担当している（干潟の他に磯、アマモ場、藻場、マングローブ、⾥山等がある）。 こ
の事業は平成20年に始まり、年月を経て担当者が変わっても1000箇所を100年間継続調査が可能なように、
全国で統一された方法で調査を行っている。

内之浦干潟、鳥の巣地区の干潟、いずれも狭いながら生物相の豊かな貴重な干潟がある。京都大学の臨
海実験所が白浜にあり、付近に磯の調査地もあるために、今回田辺湾内の干潟が調査地として選定された
が、和歌山県内には和歌川河口干潟や有田川河口干潟を始め、継続調査をする価値のある生物相の豊かな
干潟が幾つも存在する。

和歌浦干潟観察会の様子

6.2 各学部における環境教育・研究

6. 環境教育・研究

2）大阪府高槻市および島本町における自然観察会
大阪府下の自然保護団体の依頼に応じて、年間4回の自然観察会を行っている。これまで43年間継続してい

る。

3）特に「⾥山の保護と保全」に関し
年間野外集中実習として、和歌山市滝畑地区の休耕畑を利用した野菜の栽培実習、増加しつつある竹林の駆

除作業、⾥山（かつての薪炭林）の保全作業として、つる植物の伐採等を行った。平成10年より継続して行っ
ている。

【教育学部】
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4）和歌浦における一般市⺠を対象とした干潟観察会
景勝地でもある和歌浦干潟は近畿地方最大級の干潟で、万葉の御世より歌に詠まれ人々に愛されてきた。こ

こで平成14年より毎年春と秋に、一般市⺠を対象に、生物学教室とわかのうらひがた倶楽部の共同主催で観察
会を行っている。平成30年は５月に開催したが、９月は台風のため、中止した。

5）有田川干潟観察会
希少な⻘のりの産地でもある有田川河口域において、平成16年以降、毎年夏に一般市⺠を対象とした干潟観

察会を、生物学教室主催で行っている。平成30年は７月に開催した。



附属⼩学校では、社会科、理科、生活科及び家庭科等で環境について学ぶとともに、総合的な学習の
時間においても、環境に対する関心を高め自然愛や社会認識を育み、持続可能な社会を築くため、自分
にできる方法で環境に働きかけ、活動する実践的態度を養うことを目標に取り組んでいます。

附属中学校では、目指す生徒像のひとつとして「社会の持続的発展に務めようとする生徒」を掲げ、社
会科、理科、保健体育科及び技術・家庭科等の各教科において、環境に関する基礎的な内容を学んでい
ます。衣服をとおして環境について考える『服の力プロジェクト』、総合的な学習の時間における地域
学習『和歌山調べ』や『沖縄学』（ビーチやマングローブ観察等のフィールドワークを含む。）をとお
して、自然科学と社会科学の両面から環境問題について主体的に考える機会を設けています。

附属特別支援学校では、職業科、作業学習、「生活」の学習の一環として、ゴミの分別や回収につと
め、ペットボトルの洗浄やラベルはがしを行い、定期的に回収業者に渡しています。また、牛乳パック
を原料として和紙を漉き、祝儀袋やレターセットの製作にも取り組んでいます。
さらに、生徒会が中心となり、プルタブやペットボトルのキャップの回収を行う活動に取り組み、ワク
チンを発展途上国に寄付する活動につなげています。

【附属学校における環境教育】

6. 環境教育・研究

附属⼩学校による環境教育の様子

附属中学校による環境教育の様子
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《 出前講義 》
生物の分野を中心に興味関心を抱かせ、より専門的な知識を身につけさせるテーマ学習

干潟の生き物の暮らしと干潟の役割 （開智中学校 平成30年7月）
《 出前実習 》
生物の分野を中心に興味関心を抱かせ、より専門的な知識を身につけさせるテーマ学習
和歌浦干潟で生き物の採集と観察 （開智中学校 平成30年7月）



経済総合研究所の研究ユニット「スポーツマネジメント研究会」のメンバーが中心となって、本学の
教養科目「わかやま海洋体験実習」（平成30年度は前期に開講）を開講し、沿岸域の「総合管理」、
「環境創造」、「自然保全・保存」をテーマに掲げ、講義、ディスカッション、和歌山県沿岸域での体
験実習、調査などを行っています。また、この授業を発展・体系化させることを目的に、平成29年度か
ら3年間の計画で、科学研究費助成事業「市⺠的教養を培う教養野外教育の展開―沿岸域の総合管理と
環境創造の推進に向けて」（基盤研究（C）（一般））を実施しています。市⺠的教養の涵養に寄与で
きる野外教育科目群（講義、実習、演習など）を本学の教養教育の中に組み込んでいきたいと考えてい
ます。

6. 環境教育・研究

【システム工学部】
環境デザイン、環境科学メジャーでは幅広い環境に関する研究を行っており、地球環境から住環境までの人
がかかわる環境についての研究・教育に取り組んでいます。地球環境の課題は日本に限ったことでなく、世
界的に考える必要があり、その研究対象地はオーストラリア（乾燥地の水資源）やカナダ（金属鉱山の汚
染）などの海外にも及んでいます。

和歌山県の歴史は古く、集落の形態も独特で漁業が盛んなことからも低地に集落が存在します。さらに集
落の道幅は狭くまた集落の高齢化により、「空き家問題」が発生しており、災害発生時には倒壊するなどし
て避難路を防ぐ可能性もあります。近年、南海トラフの地震が懸念されており、その地震に対応すべく、災
害シミュレーションや空き家状況の把握、避難経路のデータベースの構築や、分解材保護のための住宅形状
の研究なども行っています。
また、和歌山県においては森林資源が豊富であり、間伐時に出る間伐材の木質バイオマスエネルギーや農業
生産物において廃棄される廃棄物を再活用出来ないかとバイオマス化エネルギーの研究や、エネルギー回収
技術の導入における事業性評価などの研究を行っています。

2011年には様々な災害が起こり、東日本大震災や台風12号による紀伊半島豪⾬災害が起こり、その災害を
防ぐための災害の発生メカニズムの解明研究を行っています。和歌山県は紀ノ川や新宮川など大規模河川を
有し、その水源は紀伊半島中央部の大台ケ原で、水が豊富な地域であります。そのため、人間が生活をする
上で河川の挙動を理解しないと生活が出来ません。そこで、水の流れや水質の研究としては新宮川の流出解
析や紀ノ川の流出負荷量解析などの研究を行っています。紀ノ川流域の産業や下水処理水の流入による水質
の改善のための研究や洪水流出の研究も行っています。地下環境では土壌の地下水汚染対策技術の研究、ま
た、様々な生物による重金属取り込み特性（龍門山のキイシモツケなどの植物、海では牡蠣や海藻（実習で
海藻の分類、分析を行っている）、河川ではコケ）の研究を行うことにより重金属や放射性物質の除去の技
術に応用できないかと研究が始まっています。

【経済学部】
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平成30年度の「わかやま海洋体験実習」では、プラス
ティックごみによる海洋汚染の問題をテーマの一つに取
り上げ、海洋汚染の実態、マイクロプラスティックの問
題、プラスティックごみのリサイクルおよびは廃棄量の
削減等について講義をしました。週末を利用して、磯ノ
浦海水浴場と加太・友ヶ島沿岸域で漂着ゴミの調査も行
いました（写真は友ヶ島での調査（7月13日）の様子で
す）。
学生のリフレクション・シートやレポートを読むと問題
意識の高まりを感じます。学内外での主体的な取り組み
の萌芽を期待しているところです。



6. 環境教育・研究

【観光学部】

和歌山県田辺市のフィールドワーク
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観光学部の科目の中で、「Tourism and Environment A」、「Sustainability and Management」 では、
サステナビリティの基本的なコンセプトを学び、観光活動のより持続可能なあり方を検討することを目標
とします。どちらも英語で行うGlobal Program (GP)科目でもあります。Tourism and Environment A（学
部）では「サステナビリティ」という考えを、食、交通、動物、住など、日常生活の中での身近な事例を
通して学びます。それを観光に応用し、自然環境や景観保全、動物の福祉、地域の伝統文化の維持など、
環境、社会、経済の3側面に関連づけ、持続可能な観光〜サステナブルツーリズムとはどうあるべきかを
検討します。

Sustainability and Management（学部・研究科）では、多様なデスティネーションにおける「サステ
ナビリティの指標」を中心に、観光のプランニングやマネジメントについて学び、またフィールドワーク
を行います（写真、田辺）。近年特にオーバーツーリズムという課題が近年世界各地で見られ、キャ
リングキャパシティーを土台とする観光開発計画が求められています。平成29年は国連が定めた「開発の
ための持続可能な国際年」であり、今日の観光分野でも令和12年に向けたSDGs(持続可能な開発目標)へ
の貢献が求められつつあります。観光は、過去様々な弊害をもたらしたマスツーリズムの反省に基づき、
持続可能な社会のあり方を考える重要な学びの機会となっています。また、自然環境保全だけでなく、 貧
困解消、災害復興、バリアフリー、など社会の持続性を推進する上でも大きな力となりうることを、サス
テナブルツーリズムで学ぶことができます。

環境デザイン、環境科学メジャーではこのように現場教育に力を入れており、国土交通省の紀ノ川の改修
工事（河床掘削）の見学や⻄松建設の京都のシールド工法のトンネル掘削工事の見学、安藤ハザマの研究所
の見学と交流発表会なども実施してきました。

紀の川の河床掘削現場の見学 加太での海藻調査実習



平成30年12月3日（月）、環境管理委員会主催で学生・教
職員及び一般の方を対象に「大学内の研究室・実験室におけ
る省エネ」と題する環境シンポジウムを開催しました。一般
財団法人省エネルギーセンターの田村氏をお招きして、電気
製品の上手な使い方や待機消費電力の減らし方についてご講
演いただきました。

7.1 講演会などの開催

7. 環境・防災にかかわる活動

・ 環境シンポジウムの開催

環境シンポジウム講演会の様子

7.2 環境活動
・ 和歌山大学花咲プロジェクト

和歌山大学は「花咲プロジェクト」として，学生・教職
員のボランティアによる花植えをオープンキャンパス前の
7月と入学式前の3月の年間2回実施しています。
バス停前花壇において色とりどりのパンジーやキンギョソ
ウ等の花を植えました。
今後も活動を継続させ，大学キャンパス内に癒しの場を提
供していきます。

和歌山大学花咲プロジェクト

・ 栄⾕キャンパスの⼀⻫清掃
和歌山大学では毎年、学生・教職員合同で栄谷キャンパ

スの一⻫清掃を夏と秋に2回実施しています。夏の一⻫清掃
は7月11日（水）に、また秋の一⻫清掃は10月17日（水）
に行いました。多くの学生・教職員の皆様のご協力で栄谷
キャンパス構内をより一層きれいすることができました。

清掃作業の様子

和歌山大学は環境に関わるニュースを周知するため
「和大環境管理ＮＥＷＳ」を発行し、掲示及び大学ホー
ムぺージに公表しています。平成30年度にはｖｏｌ．35-
37を発行しました。
和大環境管理ＮＥＷＳでは、環境管理の取り組み目標、

エネルギー使用量などの記事を掲載して学生・教職員等
にニュースアップしています。

・ 和大環境管理ＮＥＷＳ

和大環境管理NEWS
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7.3 生協の取り組み
和歌山大学生協では、組合員の方々に環境問題への意識を持ってもらうことを目的として、生協店舗や

生協学生委員会の活動を通じて環境問題への啓発活動を行っています。生協を利用したり、活動に触れた
りすることで、少しでも地球環境や美しいキャンパスを考えてもらえるよう、様々な場面で呼びかけ、提
案を行っています。

【書籍購買店】
(1)レジ袋削減の呼びかけ

組合員がレジで商品を購入する際にレジ袋の要・不要を伺い、レジ袋削減へのご協力をお願い
しています。一人ひとりに呼びかけることで、自身で選択してもらい環境問題を考えるきっかけに
なっています。

(2)使用済トナーカートリッジの回収
生協店舗にて、使用済み商品の回収・リサイクルも行っています。

【食堂】
(1)テイクアウト丼容器のリサイクル

お昼休みの時間帯に提供しているテイクアウト丼は、リサイクル可能な容器(通称：リ・リパック容器)を使用
しています。紙の丼容器にフィルムを貼ったもので、フィルムを剥がして分別回収することで、紙の容器をリサ
イクルすることが可能です。回収された容器はトイレットペーパーなどに再生されています。

現在、丼を販売している場所のほか、北1号館1階、東1号館（Ｇ−102教室横）にリ・リパック分別用回収Ｂ
ＯＸを設置いただいております。

例年入学前に行われている新入生歓迎企画「うぇるかむＣａｍｐｕｓ」でも、参加している新入生にリ・リ
パック容器の分別方法と回収ＢＯＸの場所をＧＬ（グループリーダー）の先輩に説明してもらっています。

パーティクルボード食堂での塗り箸 セット箱

リサイクル可能容器 リ・リパック リ・リパック分別回収ＢＯＸ

(2)使用済み割り箸のリサイクル、塗り箸利用の呼びかけ
食堂やテイクアウト丼販売で利用された使用済み割り箸は、回収し分別後、リサイクル業者に引き渡して

資源ごみとして再利用しています。回収された割り箸はパーティクルボードに再生されています。また、食
堂では塗り箸の利用も呼びかけています。

7. 環境・防災にかかわる活動
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7.4 防災にかかわる活動

7. 環境・防災にかかわる活動

平成31年3月19日（火）に栄谷団地において自衛消防隊員を中心とした職員を対象に、地震の発生を
想定した防火・防災訓練を実施しました。地震発生時の被害状況に応じた活動のポイントをそれぞれが
意識し、与えられた役割を果たすことができるか等を確認しました。また、火災発生の想定を防火・防
災訓練に盛り込むことで、初期消火の手順等を再確認することができました。

・防火・防災訓練

３１

・防災・⽇本再生シンポジウム「災害後の復旧・復興へ〜学校・地域と大学がともにできること〜」を開催

平成30年10月13日（土）、和歌山県立情報交流センターBig-U（田辺市）において、シンポジウム
「災害後の復旧・復興へ〜学校・地域と大学がともにできること〜」を開催し、約50名の方にご参加
いただきました。

大規模災害後の⼩中学校における理科実験の支援のために開発されたキットや、クライシスマップ
の有効性についての講演が行われました。また、パネルディスカッションでは、学校・地域と大学が
ともにできることと題し、災害時の理科実験支援等について議論が行われました。今後は、共催団体
でもあるお茶の水女子大学と理科教育だけでなく、新しい視点での防災について連携することも検討
しています。



7. 環境・防災にかかわる活動
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・ワダイの防災カフェ（全10回）を開催
一般市⺠を対象とした防災に関する啓発活動として、今年度も「ワダイの防災カフェ」を開催しました。
ワダイの防災カフェは市⺠の皆さまが日頃から抱える災害・防災に関する様々な疑問について、防災関係
の専門家と気軽に語り合える場です。テーマは、会場・回ごとに様々で「豪⾬による土砂災害や地震災害
の事例」「自主防災組織」「防災に関する情報通信」「防災教育」「鉄道防災」「防災支援システム」等、
多岐に渡り、一般市⺠がなかなか接する機会のない技術者や科学者の生の声をお伝えする試みです。今年
度もまた、和歌山県をはじめ、地元関係機関等多くのご協力のもと、一般市⺠向けとしては広川町会場
（稲むらの火の館）で2回、和歌山市会場（和歌山県⺠文化会館）で3回、田辺市会場（田辺市消防本部）
で2回、那智勝浦町会場（和歌山県土砂災害啓発センター）で1回の計8回実施し、延べ約170名のご参加を
いただきました。また、地域防災の要となる若者への防災啓発を目標に、向陽高校・串本古座高校の生徒
を対象にも開催し、延べ約60名のご参加をいただきました。

・第6回ワダイの防災ジオツアー「みだれた地形がおりなす地景 第二弾」を開催
平成30年12月9日（土）に、第6回ワダイの防災ジオツアーを開催しました。今回は、平成23年の台

風12号によって発生した大規模斜面崩壊地（田辺市本宮町）と、「篠尾川渓谷」及び熊野川周辺の洪
水被害と地域の歴史が学べる「志古の貝持嶋」（新宮市熊野川町）を舞台に、土砂災害・地質の専門
家や南紀熊野ジオパークガイドが講師を務めました。土砂災害の研究成果や防災対策について学ぶこ
とができ、災害や地域の歴史を正しく理解することができたと好評でした。また、鉱山や大地に根付
く文化に触れることで、同地域の魅力やポジティブな側面も紹介しました。



7. 環境・防災にかかわる活動

・ 非常時給水設備

和歌山大学では栄谷キャンパスの災害時対策として停電時にも受水槽（80ｔ×2か所）の水を有
効に活用できるよう受水槽の配管に水栓を8か所取付けています。地震時に受水槽の水がの有効水
量分あるとして、大学内の現員を約5,000人とすると、1人あたり4.5L／日の水を1週間供給するこ
とが可能です。

第2受水槽（80t×2） 水栓取付（計8箇所）

7.5 災害時の設備について

・ 非常時電源設備

平成25年度に災害対策用として自家発電設備を整備しました。南1号館と体育館に自家発電機、
大学会館、南1号館、⻄5号館に太陽光発電設備、大学会館に蓄電設備を整備しました。南1号館の
発電機は主にインフラ設備の電力用で、約3日分の電力供給が可能となります。また体育館の発電
機は照明・コンセントの電力用で、避難場所として有用な体育館で災害時であっても電力を確保す
ることができるようになります。太陽光発電も非常時の電源として使用可能になり、大学会館は蓄
電池も整備しているため、日中以外でも電力供給をすることが可能です。

発電機（南1号館） 発電機（体育館）

太陽光発電設備（南1号館） 蓄電池設備（大学会館）
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本学が関係する主な環境関係法令は、下記のとおりです。

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）

地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（環境配慮促進法）

大気汚染防止法

水質汚濁防止法

瀬⼾内海環境保全特別措置法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

下水道法

土壌汚染対策法

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（ＰＣＢ特別措置法）

毒物及び劇物取締法

労働安全衛生法

高圧ｶﾞｽ保安法

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律

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）

騒音規制法

振動規制法

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（環境配慮契約法）

本学は平成30年度において上記の法令の違反はなく、法律を遵守しています。

8. 環境関係の法規制の遵守状況
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■ 環境省「環境報告ガイドライン」対照表

9. 環境報告ガイドライン対照表

３６

環境報告書ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（2018年版） 和歌山大学環境報告書2019における対照項目 掲載ﾍﾟｰｼﾞ

（1）対象組織の範囲・基本的要件 環境報告書2019作成にあたって 2

（2）対象範囲の捕捉率と対象期間の差異 環境報告書2019作成にあたって 2

（3）報告方針 環境報告書2019作成にあたって 2

（4）公表媒体の方針等 環境報告書2019作成にあたって 2

2.経営責任者の諸言 学⻑からのﾒｯｾｰｼﾞ 1

（1）環境配慮経営等の概要 大学概要、環境方針、環境⾏動計画 3〜5、7

（2）KPIの時系列一覧 環境⾏動計画 7〜9

（3）個別の環境課題に関する対応総括 環境⾏動計画 7〜9

4.ﾏﾃﾘｱﾙﾊﾞﾗﾝｽ ﾏﾃﾘｱﾙﾊﾞﾗﾝｽ 10

（1）環境配慮の取組方針 環境方針 5

（2）重要な課題、ﾋﾞｼﾞｮﾝ及び事業戦略等 環境方針 5

（1）環境配慮経営の組織体制等 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 6

（2）環境ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ体制 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 6

（3）環境に関する規制等の遵守状況 環境関係の法規制の遵守状況 35

（1）ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰへの対応 環境教育・研究、環境・防災にかかわる活動 24〜34

（2）環境に関する社会貢献活動等 環境教育・研究、環境・防災にかかわる活動 24〜34

（1）ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝにおける環境配慮の取組方針、戦略等 生協の取り組み 32

（2）ｸﾞﾘｰﾝ購⼊・調達 廃棄物の管理 17

（3）環境負荷低減に資する製品・ｻｰﾋﾞｽ等 省エネルギーへの取り組み、生協の取り組み 16.29

（4）環境関連の新技術・研究開発 各学部における環境教育・研究 27

（5）環境に配慮した輸送 ―

（6）環境に配慮した資源・不動産開発/投資等 ―

（7）環境に配慮した廃棄物処理/ﾘｻｲｸﾙ 廃棄物の管理、化学物質の適正管理 17〜23

（1）総ｴﾈﾙｷﾞｰ投⼊量及びその低減対策 電⼒・ｶﾞｽ、水・ｴﾈﾙｷﾞｰ使⽤量ﾃﾞｰﾀ 11.12

（2）総物質投⼊量及びその低減対策 廃棄物の管理 17.18

（3）水資源投⼊量及びその低減対策 電⼒・ｶﾞｽ、水・ｴﾈﾙｷﾞｰ使⽤量ﾃﾞｰﾀ 12

2.資源等の循環的利⽤の状況（事業ｴﾘｱ内） マテリアルバランス、実験排水処理システム 10.19

（1）総製品生産量⼜は総商品販売量等 ―

（2）温室効果ｶﾞｽの排出量及びその低減対策 地球温暖化対策 13

（3）総排水量及びその低減対策 廃棄物の管理 19〜22

（4）大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策 廃棄物の管理 21

（5）化学物質の排出量、移動量及びその低減対策 化学物質の適正管理 20〜22

（6）廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 廃棄物の管理 17

（7）有害物質等の漏出量及びその防⽌対策 特定有害産業廃棄物の適正管理 20〜22

（1）事業者における経済的側面の状況 ―

（2）社会における経済的側面の状況 ―

1.後発的事象等 ―

2.環境情報の第三者審査等 ―

【第7章】「環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況」を表す情報・指標

1.環境配慮経営の経済的側面に関する状況

2.環境配慮経営の社会的側面に関する状況

【第8章】その他の記載事項等

3.ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰへの対応の状況

4.ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝにおける環境配慮等の取組状況

【第6章】「事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況」を表す情報・指標

1.資源・ｴﾈﾙｷﾞｰの投⼊状況

3.生産物・環境負荷の産出・排出等の状況

4.生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利⽤の状況

2.組織体制及びｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの状況

【第4章】環境報告の基本的事項

1.報告にあたっての基本的事項

3.環境報告の概要

【第5章】「環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ等の環境配慮経営に関する状況」を表す情報・指標

1.環境配慮の取組方針、ﾋﾞｼﾞｮﾝ及び事業戦略等
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