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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』

須らく⼈類の社会活動は、エネルギーを消費し、廃棄物、排気ガスあるいは排熱などを⽣じさせ
ます。この活動が⾼度に、そして多岐に渡ると、利⽤するエネルギー量は増⼤し、結果として⽣じ
る廃棄物や排熱なども増加します。活動により得られる⼈類全体の利益（ベネフィット）と、廃棄
物などによる環境影響による不利益（コスト）とこれを低減させるための活動に必要な費⽤の和を
⽐べ、⼈類全体の利益が上回る場合に、その活動は社会に容認されるといってよいでしょう。産業
技術が発展した現在、過去にあったような、著しい環境汚染を引き起こす廃棄物の漏洩は少なくな
りました。しかしながら、廃棄物、特に環境に放出される⼆酸化炭素などの効果は、⻑い期間にわ
たって影響を及ぼすため、これらの影響はその全体像の把握が困難であるという問題があります。
このような理由故、我々の⽇常的な活動において、廃棄物や⼆酸化炭素などの放出量を極⼒低下さ
せる取り組みを進め、環境負荷を減らすことが必要となります。
今、社会が抱える⼤きな問題は、新型コロナウィルス感染症の拡⼤です。現在この課題に対して、

「新しい⽇常」が提起され、ワクチンの接種が進められています。その陰で、⼤気放出される温暖
化ガスの量が、4~8%程度低下しているらしいと報道されています。新型コロナウィルス感染症の感
染拡⼤防⽌のために、国境を跨いでの⼈の移動はもとより、同⼀国内での移動にも強い制限が幾つ
かの国で実施されました。このような⼈の⾏動の制限によって、温室効果ガスの削減がなされたこ
とは、温室効果ガスの放出に対する⼈類の⽇常的な活動の影響が如何に⼤きいかを物語っています。
しかしながら、⽇常的な活動の制限は⼈々のwell-being（幸福や健康）には繋がりません。社会を健
全に保つには、⼈々のwell-beingを保つ健全な社会活動を維持しつつ、廃棄物や温暖化ガスなどの環
境に負荷を与えるものの排出量を低減させるという、困難な課題を解決することが必要となります。
このためには、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なのです。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を通じて、我々の⽇常活動がもたらす⻑
期的な環境影響が我々の住環境にどのような影響を与えるかを理解すること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。これらの活動を通じて、新しい地域
価値を地域社会と共に創造することは、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３年9⽉
国⽴⼤学法⼈和歌⼭⼤学
学⻑ 伊東千尋
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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2021」では、令和2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
令和2年度(2020年4⽉1⽇から2021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3年9⽉ （次回予定 令和4年9⽉）

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

2. 環境報告書2021 作成にあたって

２



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、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
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法 人

和歌山大学組織機構図 〔令和２年４月１日〕
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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：3,620 名 ⼤学院：474 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 51 名
児童・⽣徒数 ⼩学校：542 名 中学校：417 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 35 名
児童・⽣徒数 ⼩学部：13 名 中学部：15 名 ⾼等部：28 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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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
平成28年 3⽉ 和歌⼭⼤学環境管理規則改正
平成28年 6⽉ 和歌⼭⼤学環境管理規則改正
平成29年 3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、環境管理委員会を令和2年度に2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 令和2年度⽬標 令和2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:14 %減少
エネルギー使⽤量:14 ％減少
（前年度⽐電気：14 ％減

ガス：30 ％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437台更新
空調機68台更新 ○

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.html

○

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。令和２年度の実績と評価については、以下のとおりです。
なお、令和３年度の⽬標は、令和元年度、２年度がコロナ禍の特殊状況下であったことを考慮して、前
年度⽐ではなく、前５年度平均⽐としました。

令和2年度⽬標に対する実績、評価

4.3 環境⾏動計画

4. 環境マネジメント

７

取り組み 令和2年度⽬標 令和2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32%削減 ○

⽤紙使⽤量の削減 削減（前年度⽐ 1 ％） 前年度⽐46%削減 ○

⽔使⽤量の削減(上⽔) 削減（前年度⽐ 1 ％） 前年度⽐ 36 % 削減 ○

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 ％ ○

取り組み 令和2年度⽬標 令和2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 ○

・
地
球
温
暖
化
防
⽌

・
循
環
型
社
会
へ
の
貢
献

・
公
害
防
⽌

取り組み 令和2年度⽬標 令和2年度実績 ⾃⼰評価

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 ○

・
地
域
社
会
へ
の
貢
献



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 令和３年度⽬標 令和３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５年度平均⽐ 1 ％）

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

設備・機器等の省エネ運転 省エネパトロール実施

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

（参考） 令和３年度の取組⽬標

4. 環境マネジメント

７

取り組み 令和３年度⽬標 令和３年度実績 ⾃⼰評価

⼀般ごみの削減 削減（前５年度平均⽐ 1 ％）

⽤紙使⽤量の削減 削減（前５年度平均⽐ 1 ％）

⽔使⽤量の削減(上⽔) 削減（前５年度平均⽐ 1 ％）

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）

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）

取り組み 令和３年度⽬標 令和３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

・
地
球
温
暖
化
防
⽌

・
循
環
型
社
会
へ
の
貢
献

・
公
害
防
⽌

取り組み 令和３年度⽬標 令和３年度実績 ⾃⼰評価

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

学⽣に対する環境教育の充実

・
地
域
社
会
へ
の
貢
献



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 5,677 千kWh
都市ガス 95 千Nm3

上⽔ 31.4 千m3

井⽔ 2.4 千m3

⽤紙 20 ｔ
ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ 3 ｔ

化学薬品 2.1ｔ

中⽔ 9.9 千m3

温室効果ガス
2,655 t-CO2

排⽔ 16.0千m3

実験排⽔ 1.6千m3

⼀般廃棄物 55ｔ
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

８



前年度⽐
-8.5 ％

前年度⽐
-18 ％

前年度⽐
-12 %

前年度⽐
-6.4 ％

前年度⽐
-14 ％

前年度⽐
+0.0 ％

前年度⽐
-57 ％

前年度⽐
-8.6 ％

前年度⽐
+0.0 ％

前年度⽐
+1.8 ％ 前年度⽐

-10 ％

前年度⽐
-15.5 ％

5. 環境保全への取り組み

建物別使⽤電⼒量[千kWh] の推移（H27〜R2）

・ 使⽤電⼒量について

令和2年度は、前年度⽐ 15.5 ％の減少となりま
したが、要因は、コロナ禍での対⾯授業減による
影響が⼤であり、この数値全てが節電による効果
が出たものではなく、今後コロナ禍が収まった後
は令和元年度⽐で削減できるよう引き続き節電に
取り組んでいきます。

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、1.8％増
加し、附属⼩中学校はほぼ変動はありませんで
した。春先の休校の影響と夏休みの減少により
、昨年度とほぼ同等の使⽤量になっています。

松下会館は10％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（H27〜R2）

【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（H27〜R2）

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。

特に学⽣⾷堂が⼊っている⼤学会館は、⾷堂の
運営時間が⼤きく減少したことを受けて前年度⽐
57 ％の減少となっています。

〔建物別の使⽤電⼒〕

[千kWh]

[千kWh]

９

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
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
R元年度 733 261 2,305 78 1,157 149 386 909
R2年度 671 214 2,035 73 992 149 167 831

附属⼩中学校 附属特別⽀援学校 松下会館
H27年度 394 96 72
H28年度 421 103 72
H29年度 412 104 61
H30年度 393 106 48
R元年度 389 110 48
R2年度 389 112 43



前年度⽐
-30 ％[千㎥]

令和2年度のガス使⽤量は前年度から30％の減
少となりましたが、要因としては、コロナ禍で
の対⾯授業減による影響が⼤であり、この数値
全てが省エネの取組による効果が出たものでは
なく、今後コロナ禍が収まった後は、令和元年
度⽐で削減でできるよう引き続きガス使⽤量の
削減に取り組んでいきます。

・ 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（H27〜R2）

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。

令和2年度の⽔使⽤量は前年度に⽐べて約36％の
減少となりましたが、要因は、コロナ禍での対⾯授
業減による影響が⼤であり、この数値全てが節⽔に
よる効果が出たものではなく、今後コロナ禍が収ま
った後は、令和元年度⽐で削減できるよう節⽔対策
に取り組んでいきます。

団地別上⽔使⽤割合（令和2年度）

和歌⼭⼤学全体の上⽔使⽤量[千㎥]の推移（H27〜R2）

１０

[千㎥]

前年度⽐
-36 ％



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。

令和2年度の温室効果ガス排出量2,655 t-CO2 

で、前年度より 14 ％ 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（H27〜R2）

エネルギー源別CO2排出量割合(令和2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
-14 ％

総エネルギー使⽤量[原油換算kL]及び 原単位[kL/㎥]の推移（H27〜R2）

・ エネルギー使⽤量について
令和2年度の総エネルギー使⽤量は前年

度⽐14 ％の減少となりましたが、要因は
、コロナ禍での対⾯授業減によるもの影響
が⼤であり、この数値全てが省エネによる
効果が出たものではなく、今後コロナ禍が
収まった後は、令和元年度⽐で削減できる
よう、引き続き省エネに取り組んでいきま
す。

[kL] [kL/㎡]

１１

前年度⽐
- 14 ％



・ 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

１２

「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２０℃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。
【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 〜１７時の間
【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。）



[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。

令和2年度の⼀般ごみ排出量は前年度と⽐べて32
％減少しましたが、要因は、コロナ禍という異常事
態での対⾯授業減の影響による影響が⼤であり、こ
の数値全てがごみ削減の取組による効果が出たもの
ではなく、今後コロナ禍収まった後は、令和元年度
⽐で削減できるよう、引き続きごみ排出量の削減に
取り組んでいきます。

⼀般ごみ排出量[t]の推移（H27〜R2）

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46％の減少となり、前年度
⽐1％削減という⽬標を達成しました。（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（H27〜R2）

１３

前年度⽐
-46 ％

・ 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。令和2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
-32 ％



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

１４



・ 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

１５

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

産学連携イノベーショ
ンセンター

経済学部

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

観光学部
⽣活排⽔管



・ 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

１６

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 6.6 7.8

BOD mg/ℓ 80 10 11.3 46

COD mg/ℓ 80 20 25.5 45.0

SS mg/ℓ 90 30   11.3 18

⼤腸菌群数 個/㎤ 3000 1000 0 0

全窒素 mg/ℓ 120 120 40.2 50.0

全リン mg/ℓ 16     16 6.0 7.8 

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

令和2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16 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 7.3 7.9

COD mg/ℓ 80 20 2.2 3.0

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 0.11 0.14

窒素（Ｎ） mg/ℓ 60 60 1未満 1未満

リン（Ｐ） mg/ℓ 8 8 0.10 0.10

令和2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1,600㎥
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
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5.5 化学物質の適正管理

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。

令和2年度 学部における化学物質量

5. 環境保全への取り組み

１８

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 14 6 52 100

ヘキサン 238 224 153

ベンゼン 0 10 38

酢酸エチル 255 248 88

トルエン 60 52 38

アセトニトリル 0 7 17

アセトン 401 431 214

テトラヒドロフラン 15 12 32

1,4-ジオキサン 0 0 8

メタノール 154 165 96

エタノール 85 82 111

2-プロパノール 14 12 19

クロロホルム 200 229 187

ジクロロメタン 60 41 96

ヘキサン 0 0 13

酢酸エチル 0 0 18

トルエン 0 0 4

アセトニトリル 120 30 90

アセトン 0 0 19

メチルアルコール 0 5 27

エチルアルコール 4 8 17

クロロホルム 0 8 0

ジクロロメタン 0 0 0

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

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



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）。

１９

※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」「森林環境学」「緑地
環境学」「建築・環境法規Ａ」などの科⽬が開設され、延べ786⼈の学⽣が受講しました。

〈 経済学部 〉
「公益事業論」・「開発経済学」・「⾷料経済」・「農業政策」・「交通システム論」・「環境政策
論」・「⾃然エネルギー戦略」・「環境政策特殊問題」の8科⽬が開設され、延べ777⼈の学⽣が受講しま
した。

〈 教育学部 〉
専⾨科⽬については、「環境変遷史」・「古環境学演習」・「⾐服環境論」・「⽣活環境学演習」・「地
域⽂化事業論」・「教師のための⽣活環境学」・「途上国の政治と環境問題」・「防災教育論」・「⾃然
地理学」・「地学概論A」・「和歌⼭の⾃然」などの科⽬が開講され、延べ131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」・「観光と地球」・「Sustainability and Management」・「国際観光論」・「⽇本観光事情（t）」、
⼤学院観光学研究科では「森林空間政策特論」・「Sustainability and Management(M)」・「地球観光特
論」・「The Ethics of tourism and travel(M)」の科⽬が開講され、延べ271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、「わかやま未来学」・「地球科学」・「⾃然と環境」・「ロ
ボット学」・「災害科学」・「わかやまを学ぶ」・「⾃然災害と防災・減災」・「熊野郷⼟学２C」・「異
⽂化コミュニケーション共同演習」などの環境関連科⽬が開講され、延べ2,381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ます（⼲潟の他に磯、アマモ場、藻場、マングローブ、⾥⼭等がありま
す）。 この事業は2008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ます。 2020年も調査を実施しました。

⽥辺市内にある内之浦⼲潟と⿃の巣地区の⼲潟は、いずれも狭いながら⽣物相の豊かな貴重な⼲潟です。
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します。

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ます。2019年までで44年間継続

していましたが、2020年は新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため中⽌となりました。

【教育学部】

２１

3）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ました。

ここで2002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
察会を⾏っています。2020年は、５⽉は新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため中⽌しましたが、9⽉には開
催しました。

4）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、2004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ます。2020年はコロナウイルス感染拡⼤防⽌のため中⽌しました。



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『修学旅⾏についての学習』（史跡や⾃然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。

さらに、⽣徒会が中⼼となり、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

２２

附属特別⽀援学校では、職業科、作業学習、「⽣活」の学習の中で、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。



経済学部では2016年度より，１学科体制で６プログラム「グローバル・ビジネス＆エコノミー」「企
業分析・評価」「ビジネスデザイン」「企業会計・税法」「地域公共政策・公益事業」「サステイナブ
ル・エコノミー」とエキスパート・コース（アグリビジネス・ユニット）を編成している。これらはす
べて，本学の環境⽅針における⾏動指針のひとつである「持続可能な社会の構築に貢献する⼈材の輩
出」に直接あるいは間接的に貢献しているといえる。とくに「サステイナブル・エコノミー」プログラ
ムの⽬的はこの⾏動指針と⼀致します。

前節にあげた「環境カリキュラム」以外にも，環境配慮に関係する内容を含む授業科⽬は多い。例え
ば，「経営管理論」の授業においては，近代経営管理システムのプロトタイプであるPDCAの考えを例
証する素材として，ISOが制定しているISO14000や26000を取り上げている。とりわけ後者の中に「環
境」配慮指向の経営管理課題が掲げられており，企業における経営課題の1つに環境への配慮を意識し
た経営，そのための取り組み状況等を解説しています。
環境に関わる研究の⼀例として，⿑藤久美⼦教授の研究を紹介します。⿑藤教授は本来の研究の傍ら，
地域研究に関わり，サンゴ礁，サンゴ群⽣と経済効⽤の研究をテーマとしてここ⼗年以上，この研究に
関わっています。そこでは，まず，和歌⼭県地域活性化におけるサンゴ群⽣がどのように観光資源にな
るか，また，環境保全とどのように両⽴するかを研究してきました。例えば，和歌⼭県串本町において
は，主としてサンゴ群⽣へのダイバーの⼊域の時間制限，地域制限，⼊域料の負担によって，地元の漁
協と共存し，さらにまた，環境保全に役⽴てていることについて⽴証してきました。また，世界遺産で
ある⾼野⼭や熊野古道観光とのパッケージにより，経済的効果を上げていることを証明しようとしまし
た。そのために地価をメルクマールとして，地価上昇の効果を計測しようとしたが，東⽇本⼤震災や台
⾵をはじめとする⾃然災害により必ずしも効果が得られないことが分かりました。

さらにサンゴ群⽣（ここではサンゴ礁）では⽇本でも最も広域な沖縄県と⽐較しました。沖縄県の場
合，地域にもよるが，必ずしも地元漁協とサンゴを観光資源とする業者，団体とはうまくいっていませ
ん。それぞれの利権があることはわかったが，サンゴ群⽣の効⽤というよりもいわゆる沖縄バブルに
よって地価は上昇し，経済効果があることが⽴証されました。これらの研究は1992年の国際サンゴ礁学
会（オーストラリアのケアンズ）での研究報告，その他ほぼ毎年⽇本サンゴ礁学会（昨年度は北海道⼤
学）で報告し，研究要旨や論⽂，報告書として発表しています。

令和2年は，新型コロナウイルスに世界的に⼤打撃を受け，和歌⼭県も沖縄県もインバウンド観光客
だけでなく⼤きく経済の落ち込みを⾒せています。このような観光業に付随するホテルの宿泊者も激減
し，平成元年度決算では営業損失，経常損失を出しているところが多いです。また，令和3年度もさら
に落ち込みが予測され，現在，政府レベルや地⽅⾃治体レベルの政策がとられているが，その⾏く先は
まだ不透明である。利⽤者が少なくなったということは環境保全に⼀⾒，役⽴っているかもしれないで
す。本年はこれらを背景にしながらさらに研究を進化させる予定であります。

6. 環境教育・研究

【経済学部】

２３
和⼤⽣による串本町のサンゴ群⽣調査



【システム⼯学部】

環境科学、環境デザインメジャーでは、環境に関する幅広い授業を座学と演習により展開している。例
えば、森林環境学では、気候変動などの環境問題をテーマとして、地球の未来についての課題解決のひ
とつとして、森林の視点から講義を⾏っている。⽔⼟環境実験実習では、屋外でのフィールドにおける
実習と⽔や⼟、⽣物などによる室内実験を通して、計測や分析を⾏い、環境を測ることで⾃然の減少を
理解し、将来の変化を予測するモデリングの技術を学ぶことを⽬的としている。
令和2年度に関してはコロナ禍による影響もあり、様々なフィールドに出かけての対⾯での実習などの
実施が困難となる時期が続いた。そのため、授業においては学⽣の居住地付近にて⾃然環境を観察する
内容など、オンラインでも実施できるように⼯夫が⾏われた。
環境デザインメジャーでは、感染症対策を⾏いつつ、対⾯での卒業研究発表会を⾏った（写真１）。卒
業研究発表においては、気候変動やごみ問題については「気候変動防⽌に対する⽇本⼈若者の意識」、
「番川河⼝部における漂着ゴミによる環境への影響」、「男⾥川河⼝における漂着ゴミの分布」、植⽣
調査に関しては「⼩型UAVを活⽤した烏審召保護区に⽣育する臭柏群落の把握」、「⼆ホンジカによる
イネ科植物の採⾷性」、公園緑地に関しては「和歌⼭城公園におけるソメイヨシノの樹勢回復に関する
研究」、「公園利⽤者の滞留⾏動特性と滞留⾏動の発⽣要因に関する研究−⼤阪市⻑居公園を事例に
−」、「久宝寺緑地におけるバリアフリーの実態に関する研究」、本学のキャンパスに関しては「和歌
⼭⼤学構内の建物沿い植栽樹⽊が⼈・環境・景観に与える影響」、「和歌⼭⼤学の外部空間における憩
いの空間の現状と植栽樹⽊との関係性について」といった環境に関する幅広いテーマを含めた研究発表
が⾏われた。
学外での発表においては、これまでの成果を取りまとめてオンラインや紙⾯での発表が⾏われるなど、
活発な研究発表への参加があった。環境科学メジャーでは、学部2名（2名とも2019年3⽉に学部を卒
業）、修⼠2名（うち1名は2019年3⽉に博⼠前期を修了）の取りまとめた研究成果が学術論⽂として
「⼟⽊学会論⽂集G（環境）」に掲載されている。廃棄物に関しては3件の発表があり、「⼈⼝減少下で
の⽼朽化したごみ焼却施設における施設更新の事業性評価−施設の集約，更新時期，稼働率を考慮して
−」、「災害廃棄物発⽣原単位の違いが都道府県の災害廃棄物処理計画に及ぼす影響の分析−和歌⼭県
を対象として」、「下⽔汚泥の燃料化における熱源の選択が エネルギー回収に及ぼす効果」、このほか、
エネルギー回収技術に関する「サーモセレクト⽅式ガス化改質炉でのエネルギー回収技術導⼊による
GHG削減効果の評価」に関する研究が公表されている。
キャンパス内においては、コロナ禍において少しでも癒しになればという思いで、システム⼯学部職員
有志がシステム⼯学部北1号館⼊⼝の花壇を整備し、ヒマワリやコスモス、ビオラなどの季節の花を植
えて維持管理を⾏っている。このような美化活動により、学⽣や教職員を季節の花々が温かく出迎える
エントランス空間となった。

6. 環境教育・研究

写真１ 卒業研究発表会の様⼦ 写真２ システム⼯学部北1号館⼊⼝の花壇
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【観光学部】

２５

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」の基本コンセプトを、⾷、交通、動物、住など、⽇常⽣活の中での⾝近な事例
を通じて学びます。それを観光という経済活動に応⽤し、環境や景観保全、動物の福祉、地域の伝統⽂化
の維持・継承など、 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(研究科)では、多様なデスティネー
ションにおける持続可能なプランニングやマネジメントについての理論と実践を学びます。持続可能な観
光評価指標の使い⽅なども取り⼊れ、地域のキャリングキャパシティー、⾃然・⽂化的特徴、住⺠の意向
なども踏まえ、環境破壊や地域へのストレス（オーバーツーリズムなど）をもたらさない観光はどうある
べきかを学びます。2030年に向けたSDGs(持続可能な開発⽬標)達成への意識が社会全体で⾼まる中、観
光からも積極的な貢献が求められます。観光という、多様なステークホルダーが参加する経済活動が、過
去様々な弊害をもたらしたコントロールのない過度の開発の反省に基づき、より持続可能な社会を作る⼿
段や学びの機会になることには⼤きな可能性があります。持続可能な観光では、⾃然環境や⽂化の保全・
活⽤だけでなく、 貧困解消、災害復興、バリアフリー、多⽂化や多様性への対応など、社会のサステナビ
リティ推進について多⽅⾯から学ぶことができます。

和歌⼭県⽥辺市のフィールドワーク



7.1 防災にかかわる活動

7. 環境・防災にかかわる活動

令和2年10⽉16⽇（⾦）に栄⾕団地において⾃衛消防組織構成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。今回はトランシーバによる通報連絡訓練に主眼を置き、
トランシーバによる通話⼿順、使⽤⽅法等を確認しました。また、安否確認メールを送信することによ
る安否確認訓練も実施しました。

・防⽕・防災訓練

２６

・防災・⽇本再⽣シンポジウム
「鉄道津波対策サミット〜災害対応と地域振興を結合する防災イノベーション〜」を開催

令和2年11⽉4⽇（⽔）、オンライン配信にて、シンポジウム「鉄道津波対策サミット〜災害対応と地
域振興を結合する防災イノベーション〜」を開催し、「鉄道防災」×「地域振興」の事例を共有する
とともに和歌⼭での鉄道防災の取り組みを発信することで、鉄道乗⾞時の安全・安⼼の向上はもとよ
り、地域振興にもつなげていくことを考える機会としました。防災・減災に関⼼を持つ鉄道・交通産
業関係者をはじめ、⾃治体関係者、⼀般市⺠の皆様、⼤学教職員、⼤学⽣等、300名余りの参加をいた
だき、また終了後1週間における動画の再⽣回数は590回にのぼりました。
基調講演では、「光り輝く三陸を⽬指して 台⾵被害等を乗り越えて」の演題で、三陸鉄道株式会社の
中村⼀郎社⻑より、東⽇本⼤震災後、台⾵による再度の被害も乗り越えながら、地域資源を活かし後
世に教訓を伝える「震災学習列⾞」等の取組が続けられていることが紹介されました。
さらに、基調報告前半では、本学⻄川⼀弘准教授より、鉄道からの津波避難には鉄道会社の避難判断
等に加え、乗客が迅速に認知、判断し、⾏動する仕組みが重要であることを報告し、旅客の避難⼒、
主体性を平時から育む津波避難訓練の継続・拡⼤には、「楽しい訓練」にするエデュケーショナル
ツーリズムが⼤きな可能性を秘めていること、そして「防災と⾔わない防災」の視座のもとで地域振
興と鉄道防災を掛け合わせていく取り組みの重要性を指摘しました。基調報告後半は、⻄⽇本旅客鉄
道株式会社和歌⼭⽀社の中⻄宏友副⽀社⻑より「ＪＲきのくに線における津波対策について」と題し、
鉄道運⾏上の対策のほか、地域との連携による⼩中学校・⾼校での講演活動、津波避難訓練の実施な
どについても報告されました。
最後に、パネルディスカッションでは「新しい視点やアプローチで防災・減災に取り組む」をテーマ
に、JR四国四国家連携部やJR東⽇本横浜⽀社による取り組みも紹介し、「学⽣が考えるアカデミック
な視点によるツアー」や「社員⾃⾝の逃げる体制づくり」なども議論すると共に、鉄道防災について
太平洋側で知⾒などをシェアしていけるようなネットワーク構築の提案を⾏いました。



7. 環境・防災にかかわる活動

令和3年2⽉20⽇（⼟）、本学が⽴地する和歌⼭県北部エリアが広域に被災したことを想定した災害対応
訓練を実施しました。和歌⼭市が⼤規模災害に⾒舞われた場合、和歌⼭市社協は紀の川左岸の市内中⼼
部に災害ボランティアセンターを設置するため、紀の川右岸の⾼台にある本学が重要な拠点となること
が想定されます。今回の訓練は、和歌⼭県、および和歌⼭市の社会福祉協議会（以降、社協）と共創し
て、和歌⼭県社協が計画した広域・同時多発災害対応訓練に、社協以外の機関としては初めて参画した
もので、海南市社協および⾼野町社協と並び、本学内に災害ボランティアセンターを開設し、オンライ
ン中継で県社協本部と結びながら進⾏して⾏きました。当⽇の参加者は、本学関係者は教職員9名、お
よび学⽣2名の11名、市社協関係者が12名の総勢23名にのぼり、参加者は2グループに分かれ、災害ボ
ランティアセンター運営と災害ボランティアの両⽅の役割での訓練を交代して実施しました。
いずれ来る災害を⾒据え、地域との連携を強め、今回の訓練1回限りではなく、今後も継続して訓練等
の活動に取り組むことを検討していきます。

・社会福祉協議会と連携した災害ボランティアセンター設置運営訓練

２７

・和歌⼭⼤学災害ボランティアステーション（愛称：むすぼら）の開設
東⽇本⼤震災の発災から10年となる令和3年3⽉11⽇、和歌⼭⼤学災害ボランティアステーション（愛
称：むすぼら）を開設しました。本ステーションは、下記の2点を⽬的として、災害科学・レジリエン
ス共創センター内に設置した災害ボランティア部会が運営します。
（ア）多発する災害に対して決して他⼈事はなく「⾃分ゴト」として捉えるとともに、災害フィール
ドに関わることを通じて、災害時の危機管理能⼒・対応⼒の向上を⽬指す。
（イ）⼤規模災害が発⽣した場合、災害ボランティアの育成・諸活動を通じて、当該被災地域の復
旧・復興に貢献する。
3⽉11⽇の発⾜式に合わせて開催した「いま・ここで できるボランティア〜地震被災地に⼿作り⽡を
送ろう」は、同年⽉13⽇に発災した福島県沖地震の被災地に、段ボール製の⽡の代⽤品を⼿作りして
送る遠隔地⽀援ボランティア活動で、20名の参加者によって51枚の⽡を製作し、被災地に送ることが
できました。令和3年度より災害ボランティア活動への参加希望者を学⽣・教職員を対象に本格的に募
集、登録メンバー間での主体的な交流や学びを深めていく予定です。



7. 環境・防災にかかわる活動

和歌⼭⼤学では、将来の南海トラフ地震や豪⾬災害に備えるために、防災について知識や知恵を持ち、
地域や職場でも地域防災⼒の向上につながる⼈材を養成するために、平成29年度より防災⼠の資格を得
ることができる機関として⽇本防災⼠機構より認証を受けています。令和元年度までは、教養科⽬「⾃
然災害と防災・減災」と他学部⽣にも開放しているシステム⼯学部専⾨科⽬「防災⼯学」または教育学
部専⾨科⽬「防災教育論」の履修取得（教養科⽬1科⽬と専⾨科⽬1科⽬）と所定のレポート提出で和歌
⼭⼤学防災⼠養成プログラムとして実施し、学部⽣のみが受講できるものでした。しかしながら、令和
2年度はコロナ禍ということで、⼤学としては従来の対⾯講義ではなくオンデマンドによる遠隔講義と
なり、⽇本防災⼠機構の定める対⾯講義による研修に該当しないため、通常の講義を利⽤した防災⼠養
成が実施できないことになりましので、これを機に、学部⽣に限定した講義ではなく、短期集中の対⾯
型公開講座形式で実施し、和歌⼭⼤学に在籍する⼤学院⽣、研究⽣、科⽬等履修⽣、学部開放科⽬受講
⽣（南紀熊野サテライト、岸和⽥サテライト）、教職員（客員教員、研究員を含む）まで広げて募集を
⾏いました。

その結果、受講者は33名（学部⽣17名、⼤学院⽣2名、学部開放科⽬受講⽣6名、教員4名、職員4
名）にのぼり、受講者アンケートからも、今後も防災⼠養成講座のニーズは⾼いと推定される結果が得
られました。令和3年度も引き続きコロナ禍の影響が⾒込まれ、対⾯型公開講座の開催を検討して⾏き
ます。

・防災⼠養成講座の開催

２８



7.2 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. 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）

7.3 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。

発電機（南1号館） 発電機（体育館）
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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）

本学は令和元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

３２

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202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2021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2021作成にあたって 2

（3）報告⽅針 環境報告書2021作成にあたって 2

（4）公表媒体の⽅針等 環境報告書2021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

（3）個別の環境課題に関する対応総括 環境⾏動計画 7 

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 31

（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 20〜30

（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 20〜30

（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 29

（2）ｸﾞﾘｰﾝ購⼊・調達 廃棄物の管理 13

（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 12.29

（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 24
（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 13〜19

（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 9~11
（2）総物質投⼊量及びその低減対策 廃棄物の管理 13
（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 8.15

（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 11

（3）総排⽔量及びその低減対策 廃棄物の管理 13
（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 17

（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 18,19
（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 19

（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1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


