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第1章
エコ大学ランキングの概要
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1-1．エコ大学ランキングの趣旨・目的
■目的
私たち Campus Climate Challenge(CCC)実行委員会は、環境問題を学び、活動を行う学生のネッ
トワークです。今年度、大学の環境対策に学生として協力するため、各大学の温室効果ガス削減の現状
を把握する調査を実施し、その結果として大学の環境対策を点数化し、ランキングを作成しました。
このランキングを通して、
・上位の大学や先進的な取り組みを行っている大学に関する情報発信
・調査結果の大学へのフィードバックを通して大学の取り組みの活性化
・継続的に調査を実施することで大学間のネットワークの形成
の 3 つを目的としています。
本報告書も、上位の大学や先進的な取り組みなど他大学の地球温暖化対策の促進につながる情報発信
のツールとして位置付けております。
また調査に回答して頂いた全ての大学に順位や他大学との比較(エコ成績表)を個別に報告しています。
＊ランキングは、上位の大学のみを公表としています。まず、多くの大学に調査に参加してもらうこと
が大切であると考えたからです。
■

Campus Climate Challenge 実行委員会の概要

私たち CCC 実行委員会は、エコ・リーグ(全国青年環境連盟)を中心として、大学の環境改善活動
に関心のある大学の環境サークル・環境ゼミ等のグループをメンバーとする組織です。2008 年
10 月に発足し、現在約 30 大学にメンバーがおります。
私たちは、学生の過ごす大学（キャンパス）を「大きな実験室」と捉え、大学が社会に率先して
新技術・新システムを導入し、温暖化防止を促進することを目指しています。
国内外の様々な大学は、近年、持続可能なキャンパスづくりに向けて、多様な取り組みを始めて
おり、学生もその取り組みに協力したいと思っています。その第一歩として、学生による大学の温
室効果ガスの削減と持続可能なキャンパス作りを行い、その成果を広く社会へ発信する必要がある
と考えています。
そのために、1）温暖化防止に取り組む環境サークルの連携、2）学生による省エネの促進、
3）温暖化防止に関する大学の事例調査などを行っています。
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1-2．入賞大学
第 1 回エコ大学ランキングの入賞大学は以下の大学となりました。（125 点満点）
「国公立・私立別」「規模別」「部門別」に入賞大学を紹介します。これは、国公私立等の別や大学の
規模により、資金面や地球温暖化対策の取り組み易さなどに違いがあるためです。
■国公立・私立別順位
国公立大学
1位

岩手大学（岩手県）

１０７点

2位

九州工業大学（福岡県）

９８点

3位

山形大学（山形県）

９６点

4位

三重大学（三重県）

９３点

5位

新潟大学（新潟県）

８９点

1位

フェリス女学院大学（神奈川県）

８７点

2位

郡山女子大学、短期大学部（福島県）

８２点

3位

成蹊大学（東京都）

８０点

4位

名城大学（愛知県）

７４点

5位

京都精華大学（京都府）

７３点

私立大学

左から
フェリス女学院大学 秋山信義事務部長
エコキャンパス研究会 中沢有紗さん（学生）
岩手大学 環境マネジメント学生委員会 高橋幸委員長（学生）
大塚尚寛副学長（環境・情報統括管理担当）

Campus Climate Challenge 実行委員会
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■規模別順位（学生数により区分)
小規模大学（学生数 5,000 人以下）
1位

フェリス女学院大学（神奈川県）

87 点

2位

郡山女子大学、短期大学部（福島県）

82 点

3位

京都精華大学（京都府）

73 点

中規模大学（学生数 5,001 人～10,000 人以下）
1位

岩手大学（岩手県）

107 点

2位

九州工業大学（福岡県）

98 点

3位

山形大学（山形県）

96 点

大規模大学（10,001 人～

）

1位

新潟大学（新潟県）

89 点

2位

東京大学（東京都）

81 点

3位

九州大学（福岡県）

79 点

■部門別順位
『二酸化炭素排出量・エネルギー使用量削減』部門
1位

山形大学（山形県）（27 点/40 点満点）

『実施している地球温暖化対策』部門
1位

北海道大学（北海道）、岩手大学（岩手県）、山形大学（山形県）、郡山女子大学・短期大学部
（福島県）、群馬大学（群馬県）、埼玉大学（埼玉県）、早稲田大学（東京都）、新潟大学（新潟
県）、名古屋工業大学（愛知県）、名城大学（愛知県）、三重大学（三重県）、京都工芸繊維大学
（京都府）、京都精華大学（京都府）、島根大学（島根県）、九州大学（福岡県）、九州工業大学
（福岡県）（40 点/40 点満点）

『学生への教育・啓発』部門
1位

岩手大学（岩手県）・三重大学（三重県）
、東北大学（宮城県）（30 点/30 点満点）

『大学独自の取り組み』部門
1位

6

岩手大学（岩手県）・埼玉県立大学（埼玉県）（12 点/15 点満点）

Campus Climate Challenge 実行委員会
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2-1．参加大学の概要
以下のような大学を対象とし、計 107 校から有効回答をいただいた。
■

調査概要
調査対象：国立大学 84 校

公立大学 74 校 私立大学 176 校

合計 334 校

実施時期：2009 年 5 月～7 月
調査手法：各大学の環境対策担当者にアンケート調査票を郵送する自記式アンケート調査
なお、キャンパスクライメイトチャレンジの参加学生が在籍する大学に対しては、直接担
当者に持参した。
アンケート送付対象は、全ての国公立大学と、私立大学環境保全協議会に加盟している私
立大学を中心に選定した。
返答数、有効回答数：
送付数
全

返答数

有効回答数

有効回答率

体

334 校

109 校

107 校

32.0％

国

立

大

学

84 校

37 校

36 校

42.9％

公

立

大

学

74 校

29 校

29 校

39.2％

私

立

大

学

176 校

43 校

42 校

24.4％

国立大学 1 校、私立大学 1 校から調査に回答しない旨の返答あり
■

結果概要

回答大学の内訳
小規模大学

中規模大学

大規模大学

国 立 大 学

12 校

15 校

9校

0校

36 校

公 立 大 学

26 校

3校

0校

0校

29 校

私 立 大 学

18 校

14 校

8校

2校

42 校

合

56 校

32 校

17 校

2校

107 校

計

不明

合

計

大学の規模を調査表に記載された学生数で区分した
小規模大学：学生数

～5,000 人

中規模大学：学生数 5,001 人～10,000 人
大規模大学：学生数

8

10,001 人～
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2－2．結果の概要
本調査は、大きく『二酸化炭素排出量・エネルギー使用量削減』部門、
『実施している地球温暖化対策』
部門、『学生への教育・啓発』部門の 3 つに分けることが出来る。
『二酸化炭素排出量・エネルギー使用量削減』部門は、最新年度と前年度の二酸化炭素排出量の削減
割合、二酸化炭素削減目標・新エネルギー導入目標などを点数化したものである。
『実施している地球温暖化対策』部門は、行っている地球温暖化対策の種類、環境マネジメントシス
テムの導入・環境報告書の有無などを点数化したものである。
『学生への教育・啓発』部門は、環境に関する教育をどの程度行っているか、学生の環境活動にどの
ように協力・支援を行っているかなどを点数化したものである。
（それぞれの詳しい質問項目と採点基準は、資料編を参照）
それぞれの部門の平均点と点数の分布は以下のようになっている。
■『二酸化炭素排出量・エネルギー使用量削減』部門
平均点：12.7 点 (得点率 31.9％

最高点 27 点

40 点満点)

『二酸化炭素排出量・エネルギー使用量削減』部門の得点分布(％)（有効回答 107 校）

25 点以下
11%

30点以下
1%
5点以下
22%

20点以下
28%

10点以下
12%
15点以下
26%

『二酸化炭素排出量・エネルギー使用量削減』の部門では、多くの大学で、二酸化炭素削減の目標や
自然エネルギー等の導入目標等が設定されていなかったため、点数が低い結果となった。
得点率 50％以下が 8 割を超え、今後各大学はそれぞれ意欲的な目標を設定し、それに向けて対策を
行っていくことが求められる。

Campus Climate Challenge 実行委員会
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■『実施している地球温暖化対策』部門
平均点：22.9 点 (得点率 57.1％

最高点 40 点

40 点満点)

『実施している地球温暖化対策』部門の得点分布(％)（有効回答 107 校）

10点以下
11%
40点以下
21%
30点以下
29%

20点以下
39%

『実施している地球温暖化対策』の部門は、得点率が一番高く、多くの大学で省エネ対策を中心とし
た地球温暖化対策が実施されていることが分かる。
高得点の大学の割合も高いのが特徴である。
■『学生への教育・啓発』部門
平均点：12.1 点 (得点率 40.3％

最高点 30 点

30 点満点)

『学生への教育・啓発』部門の得点分布(％)（有効回答 107 校）

30点以下
8%
25点以下
8%
20点以下
14%
15点以下
25%

5点以下
23%
10点以下
22%

『学生への教育・啓発』の部門は、全体的に得点は低く、高得点の割合が低くなっている。
これらの対策は省エネ対策に比べて消極的であり、今後さらなる学生との連携が求められるだろう。
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2-３．大学での CO2 排出・エネルギー使用に関して
(1)最新年度の CO2 排出量*の分布（有効回答 105 校）
・全体で CO2 排出量 前年比約 1％増加
・排出量には大学ごとに大きな違いがある
平均：12,795 トン

中央値：4,697 トン

最新年度の CO2 排出量の分布(％)（有効回答 105 校

数値の単位：トン（CO2 換算））

～1,000
～5,000
～10,000
～50,000
～100,000
100,000～
0%

20%

40%

60%

80%

100%

回答のあった 105 校の 1 年間の二酸化炭素排出量の合計は約 130 万トンであった。これは、日本の
2007 年度二酸化炭素排出量 13 億トンの 0.1%を占めていることになる。
二酸化炭素排出量は全体では、増加傾向にあり、1 年間で約 1％増加していた。
（排出係数は、同一のものを使用しているため、純粋にエネルギー使用量が増加）
排出量は、約 200 トン～約 20 万トンと大学により大きな違いがあり、下のグラフからも分かるよう
に、大規模大学の排出量が大きな割合を占めている。
昇順の各大学排出量の積み上げ（有効回答 105 校
25

数値の単位：万トン（CO2 換算））
140
120

20
100
15

10

80
60
40

5
20
0
*

各大学の
排出量

排出量の
積み上げ

0

CO2 排出量は、記入のあった電力・都市ガス・A 重油・LP ガス使用量をもとに算出した。

Campus Climate Challenge 実行委員会
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(2)最新年度と前年度の CO2 排出量の比較(有効回答 104 校)
・6 割以上の大学でＣＯ2 排出量 前年比減少
・排出量が多い大学で増加している
・前年比２０％を超える削減を達成している大学もある

最新年度と前年度のＣＯ2 排出量の変化率の分布(％)（有効回答 104 校 前年比の増減にて区分）

－5％以下
－1％以下
－0％以下
＋0％以上
＋1％以上
＋5％以上
0%

20%

40%

60%

80%

100%

最新年度と前年度の CO2 排出量を比較した。6 割以上の大学で排出量が減少している。
約 2 割の大学が 5%以上の削減を達成しており、多くの大学で削減が進んでいるといえる。
しかし、全体でみると約 1%増加している要因は、年間 50,000 トン以上排出している大学のほとん
どが、前年比で排出量が増加しているなど、排出量が大きい大学での増加が挙げられ、下のグラフから
もその傾向が伺える。
排出量と前年度排出量の変化率の関係（有効回答 104 校

縦軸：CO2 排出量(対数)

横軸：変化率(％)）

1000000
100000
10000
1000
100
10
1
-40

12

-20

0

20

40

60
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(3)自然エネルギーの導入校と年間発電量（43 校導入）
・約４割の大学が自然エネルギーを活用
・太陽光発電の導入が進んでいる
・教育・啓発用、エネルギー利用など用途は様々
自然エネルギーの年間発電量合計の分布(％)（43 校導入 単位：kwh）

不明または微量
1000kwh以下
1万kwh以下
5万kwh以下
10万kwh以下
10万kwh以上
0%

20%

40%

60%

80%

100%

導入している大学約 4 分の 1 は、不明または微量と回答しており、1000kwh 以下を合わせると 4
割を超え、啓発目的の導入が多い。一方で、年間 10 万 kwh を超える発電を行っている大学もあり、そ
の利用形態は大学により大きく異なっている。
自然エネルギーを活用している大学は 43 大学と全体の約 4 割であり、そのほとんどが太陽光発電の
活用である。自然エネルギーの活用は国立大学のほうが私立大学よりも実施率が高かった。
・太陽光発電
38 大学(国公立 28 大学、私立大学 10 大学)が導入。
ただし、啓発目的の設置で発電量がほとんどの０の大学から、エネルギー源の１つとして積極的に
利用しようとしている大学までさまざまであった。
・風力
8 大学(国公立 4 大学、私立大学 4 大学)が導入していたが、太陽光発電と比べて導入はすすんでい
なかった。
・グリーン電力証書の購入
現時点で、グリーン電力証書を購入している大学はなく、普及していなかったが、今後検討してい
くと回答した大学はあった。
(4)CO2 削減量目標・自然エネルギー導入目標の有無
CO2 削減目標は、64 校が設定し、自然エネルギー導入目標は 20 校が目標を設定もしくは導入を予
定していた。
約 6 割の大学が CO2 削減目標を設定しているが、意欲的な目標であるとは言い難いものも多かった。
自然エネルギーの導入目標を設定している大学は、導入している大学の半分にも満たない結果となった。

Campus Climate Challenge 実行委員会
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2-4．大学の地球温暖化対策に関して
(1)地球温暖化対策の実施状況
・約８割の大学が省エネ型照明の導入等の省エネ対策を実施
・空調の適温化など、身近に出来る対策が多い
・学生・教員への啓発も行っている
⇒

効果的に行われていない大学が多い

地球温暖化対策の実施状況（複数回答可 有効回答 107 校）
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
(校)

省エネ型照明機器の導入
建物の断熱性向上
省エネ型空調の導入
省エネシステムの導入
空調の適温化の徹底
屋上・壁面緑化の導入
自然エネルギーの利用
グリーン電力購入
学生・教員への意識啓発
学生・職員の見回りによる消灯
新築・改修の際に省エネ対策等の基準の設置

省エネ型照明の導入や照明の自動制御、学生・教員への意識啓発、空調の適温化などは８割近くと多
くの大学が実施していた。
一方で、屋上・壁面緑化の導入や学生・職員の見回りによる消灯、新築・改修の際に省エネ対策等の
基準を設けている大学は 3 割前後と低かった。
規模が大きい大学ほど実施率が高い傾向にあった。ただし、
「学生・職員の見回りによる消灯」は規模
の小さい大学ほど実施率が高かった。
省エネ対策という費用対効果が高く、まだ大学で徹底されていない取り組みを最初に行っている大学
が多い。
(2)環境マネジメントシステム
環境マネジメントシステムの運用では、ISO14001 を取得している 13 校、エコアクション 21 が 2
校であった。その他、独自のシステム等で運用している大学が 17 校であった。
また、39 の大学が大学内で地球温暖化対策を専門に扱う部署を設けている。環境報告書は 42 校が発
行している。これらは、規模が大きいほど部署の設置率・報告書の発行率は高い傾向にあった。特に環
境報告書に関しては小規模大学が約 2 割、中規模大学が約 5 割、大規模大学が約 7 割と規模により大き
な違いが見られた。
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(3)環境対策に関する課題
環境対策に関する課題は、以下のようなものが挙げられた。
＜省エネ対策に関する課題＞
・学内の意思統一・意識啓発などソフト面の課題が多い
・ハードを導入する際の資金が足りていない
省エネ対策に関する課題（複数回答可
0

10

有効回答 107 校）
20

30

40

50

60

70

80
(校)

学内での意思統一が難しい
資金の確保が難しい
対策の効果が不透明
意識の啓発が難しい
対策の方法が分からない
機器がより高性能となってからの導入
を検討している

＜自然エネルギー導入等の排出量削減への取り組みに関する課題＞
・コスト面での課題がほとんど
・まずは省エネからという意識の担当者が多いのではないか
自然エネルギー導入等の排出量削減への取り組みに関する課題（複数回答可 有効回答 107 校）
0

10

20

30

40

50

60

70

80

(校)

学内での意思統一が難しい
資金の確保が難しい
対策の効果が不透明
意識の啓発が難しい
対策の方法が分からない
費用対効果がよくない
機器がより高性能となってからの導入
を検討している

学内での意識啓発や意思統一が難しい、資金の確保が難しいなどが課題として多く挙げられた。
また、規模が大きいほど学内での意識啓発や意思統一の難しいと回答する大学が多かった。

Campus Climate Challenge 実行委員会
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2-5．学生への教育に関して

・環境をテーマにした授業を多くの大学が行っている
・学生に対する様々な支援を行っている大学は多くない
・約３割の大学が、学生との意見交換の場を設けている
環境をテーマ（中心課題）にした講義・教育研究機関の有無（複数回答可

0

20

40

60

80

有効回答 107 校）

100
(校)

授業
学部
大学院・研究機関
大学自体が環境をテーマにしている

学生に対する支援の実施状況（複数回答可 有効回答 107 校）
0

10

20

30

40

(校)

環境保全を行う団体への助成金
環境対策に関して学生との意見交換の
場がある
インターンシップの推進
留学の支援
環境関連の会議への参加支援
国際会議参加に対する旅費等の援助
シンポジウムの開催

約 3 割の大学が、環境対策に関して学生との意見交換の場を設けていた。特に、大規模大学では 3 分
の 2 が実施していた。
環境関連の会議への参加支援、留学支援、COP 等の国際会議参加に対する旅費等の援助など学生に対
する支援の実施率は低く、1 割程度であった。

16
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学生への意識啓発の実施状況（複数回答可 有効回答 107 校）
0

10

20
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40

50

60

70

80
(校)

入学オリエンテーションでの啓発
環境に関する授業を必須単位とする
啓発イベントの実施
ポスターによる呼びかけ
学内広報による呼びかけ

ポスターや学内広報による呼びかけ は 7 割の大学が実施していた。
啓発イベントは大規模大学の実施率が 6 割と高いのに対して小規模大学は 1 割程度であった。
環境に関する授業を必須単位としている大学は 2 割弱にとどまった。

Campus Climate Challenge 実行委員会
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第３章
大学独自の取り組み
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事例集
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3-1．大学独自の取り組み
ここからは、各大学の取り組みをご紹介します。

岩手大学
『環境保全型の大学をめざして』

環境省の「自主参加型国内排出量取引制度」への

環境マネジメント推進室長

参加

寛

CO2 排出量の削減を目的とした環境省の「自主

この度、『エコ大学ランキング』において、岩

参加型国内排出量取引制度」に、国内の大学とし

副学長

大

塚

尚

手大学が国公立大学部門で第 1 位として表彰を受

て最初に参加申請して採択されました。

けたことを、大変名誉に思います。本学は、環境

岩手大学では、国立大学法人化を契機として光

に配慮した教育・研究・社会貢献活動を通じて、

熱水量の削減に積極的に取り組んでおり、特に、

環境を基軸とする持続可能な社会づくり、さらに

地球温暖化対策として、第１期中期目標・中期計

は、「共生の時代のパートナー」としての大学づ

画期間（平成 16 年度～22 年度）において、CO2

くりを目指しています。今回の受賞を契機として、

排出量を６％削減する目標を掲げています。CO2

環境配慮活動をより一層強化・充実し、「環境マ

排出量削減の取り組みとして、ポスター及びシー

インド」を有する人材の育成に努めたいと思いま

ルによる節水・節電の呼びかけ、定時退庁の普及

す。

及び昼休み消灯、エレベータの使用制限、暖房運

学生参加型の環境マネジメントシステムの実施

転期間及び運転時間の最適化、空調機の運転時間

環境配慮の取り組みに関する目標及び実施計画

及び設定温度の最適化を実施し、平成 20 年度に

を年度ごとに策定し、部局を単位としたユニット

は平成 15 年度比で、6.5％の削減を達成してい

ごとに環境負荷低減活動を実施し、自己評価及び

ます。この取り組みを一層強化・充実するととも

内部監査による点検により、翌年度の取り組みに

に、設備改修に併せた省エネ・再生可能エネルギ

反映させる見直し・改善を行うという PDCA サイ

ー設備の導入を図ることにより、低炭素社会実現

クルを機能させています。EMS 学生委員会は、実

に向けて岩手大学が社会的責任を果たす姿勢を

施計画の策定から実施、そして内部監査補助員と

示すために、環境省の「自主参加型国内排出量取

して点検に参加するなど、環境配慮活動のすべて

引制度」に参加することとしました。なお、CO2

の場面において、主体的に参加しています。

排出量の見える化のために、学生中央食堂に太陽

また、すべての学生、教職員に本学の環境配慮

光発電システムを電源とするモニターを設置し、

への取り組みを理解してもらうために、自主製作

CO2 排出量を前日の同時刻と比較して常時表示

した環境マネジメントシステム教育用ビデオ「環

しています。

境保全型の岩手大学をめざして－あなたに心がけ
てもらいたいこと－」を視聴してもらっています。
特に、新入生には「基礎ゼミナール」において、
全学生に視聴させることにより、環境への意識付
けを行っています。
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フェリス女学院大学

九州工業大学

『フェリス・エコキャンパス・プロジェクト』
国際交流学部

准教授

『キャンパスでの研究と実践』

佐藤輝

会計課課長補佐

岩村哲也

赤い羽根の風力発電をシンボルとして、各種の

国立大学法人九州工業大学は 3 キャンパスを有

再生可能エネルギー・省エネルギー設備や教育目

し，2007 年に環境マネジメントセンターを発足

的のビオトープをキャンパス内のいたるところに

させ全学的環境改善・省エネルギーに関する活動

配置しています。さらに学生団体「エコキャンパ

に取り組んでいる。2005 年に NEDO 共同研究

ス研究会」が参画する地域住民向けの環境講座の

として 60kW の太陽光発電を飯塚キャンパスに

開催、マイボトルの販売、地球温暖化の海面上昇

導入し，戸畑キャンパスでも建設に着手している。

の被害をうける太平洋の島国ツバルやキリバス共

大学祭では学内で開発されたトウモロコシ起源の

和国への支援活動など、継続的かつ積極的な取り

バイオマスカップを導入しその回収に努めるなど，

組みが全国から注目されつつあります。

大学の研究成果物を利用した学生主体の活動が行

2001 年の校舎増築をきっかけにエコキャンパ

われている。エネルギーの面では，いち早く学内

ス化がはじまり、環境学のゼミ生の有志が集まっ

の電力需要の見える化に取り組み Web を通して，

たエコキャンパス研究会が、キャンパス内のビオ

建物別の過去や現在のデマンドを確認でき，この

トープづくりを清水建設（株）と共同研究しまし

システムを利用して夏場や冬場のデマンドオーバ

た。その後も、エコ体育館を建設するときに学生

ーを 30 分前に予測し，予め設定した値を超えそ

が委員会のメンバーに正式に入って、検討と研究

うなときはキャンパス全教職員と参加登録した有

をすすめてきました。

志の学生(主に研究室配属者)に一斉メールを配信

エコキャンパス化を通して、幅広い一般の学生

し，電気の節約の協力を依頼し，ボトムアップ的

の環境意識は着実に向上し、環境関連科目の受講

協力体制によって着実な効果を挙げている。

生も増えつづけています。イベントやエコキャン

2009 年 3 月には学内にグリーンキューブと呼ば

パスの案内などでは、地域のさまざまな市民団体

れる学科横断型の環境エネルギー実験設備を建設

や自治体とのコラボレーションも生まれています。

し，緑化と省エネの評価や，伝統的な漆喰利用の

これからも、環境分野での他大学や企業との連携

定量評価，太陽光，電気自動車の効率的運用，町

も一層深めていく方針です。

中に適した風車の開発，蓄電装置の開発などに着
手している。生協ともタイアップし，小型電気自
動車で学内配達を行ってもらい，実用的なデータ
取得と，自然エネルギーとの組合せなどの研究に
着手し，学生主体で一般の学生の目に触れやすい
形でのキャンパスをモデルにした取り組みを開始
している。

グリーンキューブプロジェクトの実験風景
（九州工業大学）

Campus Climate Challenge 実行委員会
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慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス

郡山女子大学、同短期大学部

『既設設備更新時の効果的なＣＯ２削減対策』
管財部

『レジ削減プロジェクト』

緑川洋一

浜中研究会

ＣＯ２ 排出量の削減対策として、蛍光灯用イン

私たちは 2007 年 4 月より SFC 生協・生協食

バーターを計 1,452 台設置し、電灯系電力の省エ

堂において、全てのレジ袋に対して 1 枚 10 円の

ネ対策を進めるとともに、各所に温湿度計を設置

有料化を行っています。2007 年 4～5 月の 2 か

し、冷暖房温度管理を厳格に行った。又、各室内
スイッチ脇 900 ヵ所及び、各空調機コントロー
ラー187 ヵ所に「使わない時は必ずスイッチを切
る」、
「設定温度を守る」のステッカーを貼り付け、

月に渡る試行期間を通じて得られたレジ袋削減効
果や生協利用者か
らの反応を元に、大

省エネを啓発した。 更に、Ａ重油焚き暖房、給湯

学生協や学校側と

ボイラーの更新時にＧＨＰ個別空調機に変更した。

検討を行い、現在に

これにより、環境対策前より 2008 年実績で

至るまでレジ袋有

26％（590ｔ）のＣＯ２削減が達成された。又、

料化を継続してい

未曾有な原油価格の高騰前に燃転（Ａ重油・灯油

ます。有料化の目的

からプロパンガスへ）に成功し、経費の節減に寄
与するとともに、ランニングコストの試算から電
気、都市ガス等と比較した結果、約６割の価格と
なったことから、多いに費用対効果が図れた。

は「学生の環境意識
の向上」と「SFC
における環境負荷
の低減」の二点です。
私たちはレジ袋と引き換えに得られるお金を
『預かり金』と称し、学生の環境意識の向上や
SFC における環境負荷の低減につながる用途に
充てることにしています。しかし、プロジェクト
開始当初より預かり金の用途は重要な懸案事項で
あり、なかなか決定には至りませんでした。そこ
でエコキャンパス化に繋がる用途であり、預かり

室内照明スイッチ脇にステッカー貼り付け

金の金額のみで購入・準備可能であり、管理費用・
維持費用が発生せず、生協や浜中研究会、大学事
務に金銭的利益が生じないという 3 つの選定条件
を設けました。さらにアンケート調査より生協利
用者の意見や要望を集めました。それらを踏まえ
て討議を重ね、預かり金の用途は『グリーン電力
証書の購入』に決定しました。グリーン電力証書
のメリットとしては、小口購入が可能なこと、学
校の設備にグリーン電力を充てることで学生の身

蛍光灯用インバーター 1,452 台設置

近な環境対策となること、資金的に融通が利くな
どの点が挙げられます。その半面、グリーン電力
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証書の存在を知らない学生が多い、学校施設の一

削減の取り組みが大きな成果を上げています。千

部にしか貢献できない等のデメリットもあります。

葉大学生協では、2006 年 5 月よりレジ袋の有料

現在は学生の環境意識の啓発を目指し、学内での

制（1 枚 5 円）を実施しています。これは、学生

ポスター掲示やインターネットなどのメディアを

委員会と生協が協力して実現したもので、今では

通じた広報を行っています。またその他の活動と

98%以上の利用者がレジ袋を断っています。千葉

して、学園祭展示のほか、他キャンパスで行われ

大学生協は、削減されたレジ袋代とレジ袋の売り

る環境学生会議や環境イベントに参加し、外部と

上げを「れじぶー基金」として積み立てており、

の交流や情報発信を行っています。昨年は 3R 推

基金は学生委員会が学内の様々な環境改善に活用

進功労者等表彰にて会長賞を受賞、今年度はふじ

しています。例えば、2009 年 10 月からは割り

さわ環境大賞にて省エネ部門実践活動賞の優秀賞

ばしの使用量削減とマイはし普及を目的として、

を受賞致しました。

弁当購入の際に「割りばしを断ると 10 円引き」

今後は、引き続きグリーン電力証書の広報を推

というキャンペーンを行っています（割引額をれ

進するとともに、SFC の学生の声も取り入れなが

じぶー基金から拠出）。このほかにも、雑紙（ミッ

ら、レジ袋の削減や預かり金の検討を進めていき

クス古紙）の回収、落ち葉の堆肥化など様々な取

たいと思います。

り組みを行っており、その成果として、2007 年
度、一般廃棄物 500ｔ(約 25％)以上の削減
(2004 年度比)を実現し、さらに、西千葉キャン

千葉大学

パスにおいて「千葉市ごみ減量・再資源化優良事
業者」として表彰を受けています。

『CO2 21％削減』
千葉大学環境ＩＳＯ学生委員会
千葉大学は、2003 年 10 月に、学生の主体的

次に、光熱費削減についても、学生と教職員が
一体となって取り組みを行っています。
学生委員会では、省エネステッカーやクールビ

な参加により環境マネジメントシステムの構築・

ズ・ウォームビズを呼びかけるポスターを作成し、

運用を行うことを宣言し、全学として環境ＩＳＯ

全学に配布・掲示を行っているほか、省エネイベ

の認証取得に乗り出しました。多くの学生が環境

ントの開催などにより啓発活動に取り組んでいま

マネジメントシステムに主体的に参加する組織と

す。

して、大学側と学生の有志が呼びかけて発足した

また、2005 年度より、教職員主導による光熱

のが、私たち千葉大学環境ＩＳＯ学生委員会です。

水料（量）節減プロジェクトという全学を挙げた

環境ＩＳＯ学生委員会は、千葉大学の活動が環

取り組みも行われています。これは、年間 13 億

境に与える負荷を低減し、環境に及ぼす良い影響

円以上支払っていた光熱水料を削減することで環

をより大きくするための活動を行い、2007 年 1

境負荷を軽減し、教育研究費の拡充のために、リ

月までの全キャンパスにおける ISO14001 の認

ーフレットを配布し、漏水のチェックを行うなど

証取得に大きく貢献しました。

して教職員に向けて協力を呼びかけるものです。

2003 年度以降、学生と教職員が一体となって

さらに、学生委員と教職員が監査員を務める内部

取り組み、成果を上げている主な活動の中でも、

監査によって、各研究室等個別の省エネの取り組

今回は特にごみの削減と光熱水量の削減への取り

みの運用状況を確認しています。

組みについてご紹介します。
まず、ごみの削減の取り組みとしては、レジ袋

Campus Climate Challenge 実行委員会

これらにより、光熱水料は 2004 年度から
2006 年度までの 3 年間に１億４千万円削減され、
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それに伴う CO2 の排出量は 2004 年度比で
21％削減されました。

全４学部教授会で活動報告
EMS 学生委員会は、各学部の教授会に参加させ
ていただきました。これは、大学の先生方に、EMS
学生委員会の活動報告を行うとともに、各研究室

岩手大学

における環境教育、環境改善に対する意識、考え
を持っていただくためです。一般の学生がまず参

『EMS 学生委員会の取り組み』
環境マネジメント学生委員会委員長

加することができない教授会に参加し、報告など
高橋幸

をすることはとても緊張しました。大学内の環境

エコ大学第 1 位という大変素晴らしい賞を頂く

活動は学生たちだけではなく、このように教授な

ことができ嬉しい気持ちでいっぱいです。また、

どの先生方や職員のみなさんと一緒に進めていま

とても誇らしく思います。今回のこの受賞は私た

す。

ちにとってとても励みになるものでした。岩手と

この他にも今年度は、①定期的に学内の廃棄物

いう土地柄、他大学と連携して活動をすることが

調査を行い、分別の適正化に向けた啓発活動を行

とても難しいのですが、今後は他大学との交流を

う。②省エネ目標達成をめざして学内巡視と啓発

はかりながら、環境活動のネットワークを拡げ、

活動を行う。の目標を掲げ活動しています。また、

独自の取り組みを深めながらさらに充実した活動

「地球温暖化」、
「ISO14001」などの専門的なこ

をしていきたいと思います。また、委員会内の情

となど、幅広い視点から環境について学びグルー

報を共有し全員が目標に向け活動できるよう体制

プディスカッションを行う勉強会や「岩手の豊か

を一新して次期委員長にバトンを渡します。次に

なエネルギーを考える！」として、葛巻町内にあ

私たち学生委員会の主な活動を紹介します。

る風力発電やバイオガスプラント、木質系バイオ

意識啓発パンフレット「学生がつくるエコ岩大」

ガスシステムなど見学し研修しました。

の作成・配付 学生生活での様々な環境負荷の発
生状況、自然環境に配慮しながらより良い学習・
研究環境をつくる環境マネジメントシステム、学
生の日々の環境配慮行動（エコアクション）を内
容とする手書きパンフレットを入学式で説明する
とともに全学生に配付しています。
環境ウィーク広報活動
6 月 5 日は環境の日、岩手大学では 6 月 1 日
から１週間を「環境ウィーク」とし、環境に関す
るイベントや取り組みを行っています。今年は、
「テレビやゲームパソコンをつけている時間を減
らし、その時間で読書、勉強をする。」という取り
組みを行いました。私たち委員会は、この取り組
みを学生の皆さんに広く知ってもらうために、推
薦図書や取り組みを案内するチラシ配りを行いま
した。
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4-1．調査を終えて

れの特色を生かしながら、学生・教員・職員とい
う立場の違う人々を巻き込んでソフト面でも更な

今回の調査を通して、全国的な大学の環境対策

る環境対策を行っていくことが今後の課題である。

の概要を明らかにすることが出来た。
今後は、大学の環境対策の動向の調査を継続的

このような課題を強調するのは、ソフト面での

に行っていくことで、大学において環境対策を行

対策がハード面に比べて進んでいないことに加え

うための基礎的なデータを整備するとともに、大

て、大学職員・学生の両者から「どのように協力

学における環境対策を更に促進するための一助と

をしていけばいいか分からない」という声を多く

なればと考えている。

耳にするからである。
大学は、企業などと異なり、意思統一が難しく

6 割を超える大学で、前年度と比較して二酸化

学生・教員・職員など様々な主体が独立して活動

炭素排出量が減少している。多くの大学が、省エ

を行っている。つまり、様々な利害関係がある社

ネをはじめとする地球温暖化対策に取り組んでい

会の縮図ともいえるだろう。そのような中で、学

ることが伺える。

生・教員・職員の３者が連携しながら、環境対策

しかし、大学全体の二酸化炭素排出量は前年度

を実効性のあるものとすることは、社会全体に環

と比較すると増加している。これは、排出量が多

境対策を広める際にも役立つということである。

い大規模な大学における排出量増加が主な要因で

ぜひ、大学における環境対策・意識啓発が社会の

ある。世界中で地球温暖化対策の必要性が叫ばれ、

モデルとなればと考えている。

日本は 2020 年に 90 年比で 25％の温室効果ガ
ス削減を目指すことを鳩山首相が明言するなかで、

私たちは、環境意識をもった学生と大学の両者

将来を担う若い世代を輩出する大学において排出

が協力してキャンパス内での環境活動や環境対策

量が全体として増加していることは、残念である。

をより効果的に推進できるように、情報発信、活
動のサポートや意見交換会などをこれからも行っ

上記の排出量が削減されている現状からも分か

ていく。大学の職員、学生がそれぞれのキャンパ

るように、予想以上に多くの大学で環境対策が行

スにて環境対策を実践することを通して、
“大学が

われている。

変われば、社会が変わる”というスローガンが達

調査から、ソフト・ハードの両面の対策が行わ

成されることを証明していきたい。

れていることが分かった。特に、企業でも行われ
ている省エネ等のハード面での取り組みは進んで
いる。省エネ型照明の導入、照明の自動制御など
は 8 割近くの大学が実施していた。
ソフト面に関しては、半数以上の大学が学生に

これから CCC のメンバーとして活動に参加し
てくださる方、活動に賛同してくださる方を心よ
りお待ちしております。

対する何らかの啓発活動を行っていると回答した

最後となりましたが、調査にご協力いただいた

が、その取り組みには大学により差がみられた。

大学関係者の皆様に改めて御礼を申し上げます。

これらの取り組みが、学生の意識を向上させると
ともに、単なる意識啓発に留まらず、実際に省エ
ネなどの行動に繋がるようになってもらいたい。

Campus Climate Challenge 実行委員会
委員長

小川

拓哉

これらの対策を継続するとともに、大学それぞ
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<資料>

環境管理のご担当者様
2009 年○月○日
Campus Climate Challenge(CCC)実行委員会

学生が行うアンケート（エコ大学ランキング）への御協力のお願い
1.アンケート調査「エコ大学ランキング（環境偏差値）」の目的
私たち Campus Climate Challenge(CCC)実行委員会は、環境問題を学び、活動を行う学生の
ネットワークです。大学の環境対策に学生として協力するため、各大学の温室効果ガス削減の現状
を把握し、情報発信・ネットワークの形成・調査結果のフィードバックを行いたいと考えています。
本調査1は大学の環境対策を点数化し、ランキングを作成します。そして、ランキング上位の大学
や先進的な取り組みを行っている大学を雑誌・新聞等に公表、掲載し情報発信を予定しております。
ランキングの大学名は上位の大学のみ公表し、個々の大学のデータは一般には公開いたしません。
また、継続的に調査を実施することで大学間の情報共有や他大学の経費削減につながる省エネルギ
ー2やユニークな取り組みなどを皆様に提供していきます。加えまして、貴大学へ調査結果(エコ成
績表)をお知らせし、ランキングの結果や他大学と比べた取り組み状況をお知らせいたします。
その他にも

・理解促進・自然エネルギーの導入のための教育・普及ツールの作成と配布
・持続可能な大学を考え、ノウハウ共有を行うフォーラムの開催
等を通して、本調査の結果を活用していきます。

国公立大学約 160 校、私立大学約 150 校が対象。継続的に実施していく予定。
東京女子医科大学では、職員による省エネ活動等の地道な取り組みにより、３年間でエネルギー消費量
を 10.48％削減し、それにより、CO2 排出量を 10.5％削減した。
1
2
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2. Campus Climate Challenge(CCC)実行委員会とは
私たち CCC 実行委員会は、全国青年環境連盟（エコ・リーグ3）を中心として、大学の環境改善
活動に関心のある大学の環境サークル・環境ゼミ等のグループをメンバーとする組織です。現在、
約 30 大学にメンバーがおります。
私たちは、学生の過ごす大学（キャンパス）を「大きな実験室」と捉え、社会に率先して新技術・
新システムを導入し、温暖化防止を促進することを目指しています。
国内外の様々な大学は、近年、持続可能なキャンパスづくりに向けて、多様な取り組みを始めて
います。学生もその取り組みに協力したいと思っている。その第一歩として、学生による大学の温
室効果ガスの削減と持続可能なキャンパス作りを行い、その成果を広く社会へ発信する必要がある
と考えています。
そのために、1）温暖化防止に取り組む環境サークルの連携、2）学生による省エネの促進、3）
温暖化防止に関する大学の事例調査などを行っていきます。
3．調査表に関する注意事項
網掛けしている

はい

いいえ

は該当する選択肢に○をつけてください。

Ⅰ） 貴大学について
○記入する数値に関して
・付属施設・病院等を除く、大学全体の数値についてお答えください。
・分からない場合はキャンパスごとの数値で結構です。
Ⅱ） 大学での CO2 排出・エネルギー使用量に関して
○記入する数値に関して
・付属施設・病院等を除く、大学全体の数値についてお答えください。病院等の数値を分離でき
ない場合は、その旨を記入し、キャンパス毎の数値を記入してください。
・分からない場合はキャンパスごとの数値で結構です。
・CO2 排出量は、以下の計算式に従ってご記入ください。
○グリーン電力証書とは
自然エネルギー資源による電力の環境に対する付加価値（＝環境価値：二酸化炭素 排出削減効果
等）を第三者機関による認定のもとに証書化したもの。この証書を事業者等の電力需要者が購入す
ることで、その事業者等が使用する電力を自然エネルギー資源による電力と見なすことができ、購
入者は地球温暖化対策としての自然エネルギー利用を進めることができる。また、自然エネルギー
設備の所有者は証書を販売することで追加的な利益を得ることができる。

3全国青年環境連盟（エコ・リーグ）は、1994

年に発足した環境ＮＧＯです。
エコ・リーグは、様々な環境問題を考え、行動する全国の学生や環境サークルをネットワークし、青年
の環境活動全体を盛り上げることを目的としています。現在約 300 サークルをネットワークしています。
http://portal.eco-2000.net/

Campus Climate Challenge 実行委員会

29

4．調査結果の使用方法と情報の取り扱いに関して
調査表から分かった CO2 排出量、削減目標の設定状況、温暖化対策の実施状況、環境教育・学生
への支援の実施状況等を点数化して、ランキングを作成いたします。
ランキングの大学名は上位の大学のみ公表いたします。
また、理系大学、文系大学、総合大学の区分ごとのランキングも作成いたします。
加えまして、独自の先進的な取り組みをなさっている大学は、個別に表彰させていただく予定で
す。
これらの結果は、上位を雑誌や新聞等に公表、掲載する予定です。
ランキング上位の大学以外は統計データのみ公表します。個々の大学のデータは個別の大学に他
大学との比較等を通知(エコ成績表)し、一般には公表いたしません。
また、いただいた担当部署、担当者名、電話番号等は、特徴的な取り組みを行っていらっしゃる
大学への聞き取り等を追加で行う際に利用させていただき、本調査の目的以外には使用いたしませ
ん。また、これらの情報は CCC 実行委員会のメンバーのみが閲覧し、一般には公開いたしません。
5．調査表の返送
記入いただいた調査表は、同封の封筒で６月１０日までに返送をお願いします。
また、調査にご協力いただけない場合も、Ⅰ) 貴大学についての部分のみ記入していただき、返
送ください。
調査に関する疑問点等がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。

＜連絡先＞
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂 2-19 銀鈴会館 507
エコリーグ事務局内
TEL: 03-5225-7206
http://ccc.eco-2000.co.jp/

FAX: 03-5225-7206

e-mail: ccc@eco-2000.net
担当 ：
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小川拓哉

福島宏希
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◇エコ大学ランキング(環境偏差値)調査表◇

<資料>

『3．調査表に関する注意事項』をお読みになってから、ご記入してください。
Ⅰ） 貴大学について
大学名
担当部署名
Fax

連絡先 Tel
E-mail
最新

連絡先担当者名
年

月時点

大学学生数（大学院生も含む）

人

教職員数

人

キャンパス敷地面積

平方ﾒｰﾄﾙ（付属施設・病院等は除く）

のべ床面積

平方ﾒｰﾄﾙ（同上）

Ⅱ） 大学での CO2 排出・エネルギー使用量に関して（付属施設・病院は除く）
(a) 各エネルギー使用量について最新の二年度分の値をお答えください。
また、以下の計算式に当てはめて CO2 排出量をご記入ください
・電気

0.555

・A 重油

2.71

ⅰ）

tCO2/MWh
tCO2/kl

年度

電気 ①

ⅱ）

（最新のデータ）
都市ガス②

千㎥

kl
＋

②×2.08

年度

電気 ①

＋

③×2.71

＝

tCO2

（１つ前の年度のデータ）
MWh(千 kWh)

A 重油③
①×0.555

tCO2/1,000Nm3

を係数とします。

MWh(千 kWh)

A 重油③
① ×0.555

・都市ガス 2.08

都市ガス②

千㎥

kl
＋

②×2.08

＋

③×2.71

＝

tCO2

(b)自然エネルギーをキャンパス内で使用していますか。
Campus Climate Challenge 実行委員会
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１．はい
具体的に

年度
総自然エネルギー発電量

kwh/年

（内訳）風力発電

kwh/年

太陽光発電

kwh/年

バイオマス発電

kwh/年

小水力発電

kwh/年

その他

kwh/年

総グリーン電力（*）購入量

kwh/年

2．いいえ
(c)CO2 削減目標はありますか？
1．はい
（記入例）
2000 年を基準として 2007 年度までに排出総量 5％削減を達成した。2025 年までに排出総量 30％
の削減、学生一人あたり 25％削減を目標としている。

(記入欄）

ｑ
2．いいえ
(d)自然エネルギー導入もしくはグリーン電力購入の目標はありますか。
1．はい
（記入例）
2000 年を基準として 2007 年度までに 1000kwh の自然エネルギー導入を達成した。2025 年ま
でに 3 倍の 3000kwh の導入を目標としている。

（記入欄）

ｑ
2．いいえ
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Ⅲ） 大学の地球温暖化対策に関して
(e)大学として地球温暖化対策を実施していますか。
1．はい
該当するものに☑をつけてください
□省エネ型照明機器の導入

□建物の断熱性向上

□省エネシステムの導入（照明等の自動制御など）
□屋上・壁面緑化の導入

□自然エネルギーの利用

□学生・教員への意識啓発

□省エネ型空調の導入
□空調の適温化の徹底
□グリーン電力購入

□学生・職員の見回りによる消灯

□新築・改修の際に省エネ対策等の基準を設けている
□その他：具体的に（

）

2．いいえ
□地球温暖化対策を行う際にどのような課題がありますか。
該当するものに☑をつけてください
（f）＜省エネ対策＞
□学内での意思統一が難しい
□意識の啓発が難しい

□資金の確保が難しい

□対策の効果が不透明

□対策の方法が分からない

□機器がより高性能となってからの導入を検討している
□その他：具体的に（

）

(g)＜自然エネルギー導入など排出削減への取り組み＞
□学内での意思統一が難しい
□意識の啓発が難しい

□資金の確保が難しい

□対策の方法が分からない

□対策の効果が不透明
□費用対効果がよくない

□機器がより高性能となってからの導入を検討している
□その他：具体的に（

）

(h)大学内で地球温暖化対策を専門に扱う部署はありますか。
1．はい

（部署名：

）

2．いいえ

Campus Climate Challenge 実行委員会
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(i)EMS(環境マネジメントシステム)は導入していますか。
1．はい
該当するものに☑をつけてください
□ＩＳＯ１４００１

□エコアクション２１

□ローカルＥＭＳ

□エコステージ

□ＫＥＳ

□その他（自己宣言、独自のシステム運用など）

2．いいえ
(j)環境報告書を発行していますか。
1．はい
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2．いいえ
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Ⅳ）学生への教育に関して
(k)環境をテーマ（中心課題）にした講義・教育研究機関はありますか。
1．はい
該当するものに☑をつけてください
□授業

□学部

□大学院・研究機関 □大学自体が環境をテーマにしている

□その他：具体的に（

）

2．いいえ
(l)環境に関連した分野で、学生に対して支援を行っていますか。
1．はい
該当するものに☑をつけてください
□環境保全を行う団体への助成金
□インターンシップの推進

□環境対策に関して学生との意見交換の場がある

□留学の支援

□COP 等の国際会議参加に対する旅費等の援助

□環境関連の会議への参加支援
□ シンポジウムの開催

□その他：具体的に（

）

2．いいえ
(m)学生への環境意識啓発を行っていますか。
1．はい
該当するものに☑をつけてください
□入学オリエンテーションでの啓発 □環境に関する授業を必須単位とする
□啓発イベントの実施

□ポスターによる呼びかけ

□その他：具体的に（

□学内広報による呼びかけ
）

2．いいえ
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Ⅴ）大学独自の取り組みに関して
(n)大学で行っている先進事例や特に力を入れている事例はありますか。
（記入例）
自然エネルギーで、全電力の 10％を賄っている。
ESCO 事業を活用して、積極的に省エネシステムの導入を行っている。
（記入欄）

ご協力ありがとうございました。６月１７日までに返送してください。
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＜資料＞
採点基準
Ⅰ） 貴大学について

（配点なし）

Ⅱ） 大学での CO2 排出・エネルギー使用量に関して（付属施設・病院は除く）

（計 40 点）

(a) 各エネルギー使用量について最新の二年度分の値をお答えください。（配点 14 点）
年度、地域によって係数は異なるが、一律の係数を用いて CO2 排出量を計算し、前年度比での変化
率によって採点した
データなし：0 点

前年より増加：2 点

0～1％削減：6 点

１％以上削減：10 点

3％以上削減：14 点
都市ガス 2.08 t CO2／1,000 m3

係数：電気 0.555 t CO2／MWh

LP ガス 6.21 t CO2／1,000 m3

A 重油 2.71 t CO2／kl
環境省

算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧

http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/material/itiran.pdf
(b)自然エネルギーをキャンパス内で使用していますか。
（配点 10 点）
各エネルギー源について、設備容量のみの回答や発電量から判断して展示目的等の導入と判断され
る場合は 3 点、発電量が多く電力源の１つにしていると認められる場合は 6 点 最大 10 点
(c)CO2 削減目標はありますか？（配点 10 点）
毎年の削減率が 1％未満：0 点
毎年の削減率が 1％で実施開始が 2005 年以降の場合：3 点
毎年の削減率が 1％で実施開始が 2004 年以前の場合：6 点
2015 年～20 年前後を目標年とし、削減率が 11％以上の場合：10 点
その他、目標年と削減率に応じて上記基準に準じて判断した
(d)自然エネルギー導入もしくはグリーン電力購入の目標はありますか。（配点 6 点）
導入予定がある場合は 1 点とし、導入量に応じて採点した
グリーン電力購入の具体的な目標のある大学はなかった
Ⅲ） 大学の地球温暖化対策に関して

（計 40 点）

(e)大学として地球温暖化対策を実施していますか。（配点 20 点）
「自然エネルギーの利用」「グリーン電力購入」「学生・教員への意識啓発」の項目は、他の質問
と重複するため配点なし
その他の項目について 1 つあてはまるごとに 4 点、
「その他」の対策は内容に応じて０～8 点と
し、最大 20 点
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地球温暖化対策を行う際にどのような課題がありますか。

（配点なし）

(f)＜省エネ対策＞
(g)＜自然エネルギー導入など排出削減への取り組み＞
(h)大学内で地球温暖化対策を専門に扱う部署はありますか。（配点 4 点）
はい：4 点

いいえ：0 点

(i)EMS(環境マネジメントシステム)は導入していますか。
（配点 10 点）
はい：10 点

いいえ：0 点

(j)環境報告書を発行していますか。
（配点 6 点）
はい：6 点

いいえ：0 点

Ⅳ）学生への教育に関して

（計 30 点）

(k)環境をテーマ（中心課題）にした講義・教育研究機関はありますか。（配点 5 点）
授業：2 点

学部、大学院・研究機関：4 点

大学自体が環境をテーマにしている：5 点

その他：内容に応じて０～5 点
(l)環境に関連した分野で、学生に対して支援を行っていますか。（配点 15 点）
「環境対策に関して学生との意見交換の場がある」の項目に当てはまる場合は 5 点、その他の項目
は１つあてはまるごとに 3 点、「その他」の支援は内容に応じて 0～5 点とし、最大 15 点
(m)学生への環境意識啓発を行っていますか。
（配点 10 点）
「環境に関する授業を必須単位とする」の項目に当てはまる場合は４点、その他の項目は１つあては
まるごとに 3 点、「その他」の啓発は内容に応じて 0～３点とし、最大 1０点
Ⅴ）大学独自の取り組みに関して

（計 15 点）

(n)大学で行っている先進事例や特に力を入れている事例はありますか。（配点 15 点）
最大 15 点とし、学生の投票によって点数を決定した
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＜資料＞
報道採録
09 月 16 日 「エコ大学」岩手とフェリス女学院

毎日新聞(東京夕刊)

09 月 16 日 エコランキング 岩手大が 1 位

毎日新聞(岩手版)

09 月 16 日 岩手大 エコ活動 1 位 温暖化対策を点数化

岩手日報(社会面)（新聞）

09 月 16 日 「エコ大学」1 位に岩手大

盛岡タイムス（新聞）

09 月 16 日 国立１位は岩手大

建設通信新聞

私立はフェリス女学院

09 月 16 日 エコ大学ランキング、岩手とフェリスが 1 位
09 月 18 日 郡山女子大が全国 2 位

エコ大学ランキング私大部門

IBTimes（インターネット）
福島民報（新聞）

09 月 18 日 郡山女子大が全国 2 位/エコ大学私学部門

福島放送（テレビ）

09 月 19 日 岩手大が「エコ大学」1 位に

河北新報（新聞）

09 月 20 日 ZIP FM Naturally

ラジオ

09 月 22 日 岩手大(国公立部門)が 1 位

主体的活動で高評価

岩手日報（新聞）

10 月 04 日 めざせ エコ大学日本一

朝日新聞(生活面)

10 月 06 日 「エコ大学」国立 1 位は岩手大

朝日小学生新聞

10 月 07 日 東京 FM コスモ アースコンシャスアクト

ラジオ

10 月 13 日 NHK ラジオ第一 ナイトジャーナル

ラジオ

10 月 17 日 廃棄物ゼロの大学に

読売新聞(くらし教育面)

10 月 18 日 全国 1 位 エコの大学

学生ら、取り組み多彩

神奈川新聞(地域面)

10 月 21 日 山形大、エコ 3 位 重油控えガス活用で CO2 削減

朝日新聞(山形版)

11 月 02 日 「エコ女子」キャンパス彩る

読売新聞(東京夕刊)

11 月 13 日 環境に優しいフェリス

読売新聞(神奈川版)

11 月 30 日 エコ女子大生が増加中

TOKYO MX（テレビ）
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2009 年 10 月 4 日付
朝日新聞生活面
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＊エコ・リーグ（全国青年環境連盟）とは
1994 年に発足した環境ＮＧＯです。エコ・リーグは、様々な環境問題を考え、行動する
全国の学生や環境サークルをネットワークし、青年の環境活動全体を盛り上げることを目的
としています。現在約 300 サークルをネットワークしています。
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