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  校長挨拶 

 EDMC／エネルギー・経済統計要覧2011版によれば、2008年における日本国

民は一人当たり9.3トンの炭酸ガスを放出しています。我が国も京都議定書に基

づき、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量の削減目標・計画を定め、

産官学が連携して積極的に取り組むとともに、地球温暖化対策に関わる法改正が

なされるなど、温室効果ガス排出量削減への取組の強化が求められています。本

校においても、温室効果ガス総排出量の削減に努めています。しかし、平成21

年度の校舎改修に伴い冷暖房設備が充実し、改修前に比べて電気使用量が増加し

ており、今後、エネルギー使用量の削減に全校あげて取り組む必要があります。 

 また、環境に関する教育研究を推進するため、①正課授業への環境科目（講義

と実習）の導入、②1～3学年の特別教育活動を活用した環境教育、③環境に関

わる卒業研究や特別研究などの取組を実施しています。さらに、環境に関わる出

前授業、公開講座、イベントなどを多数実施して、地域社会と連携した環境保全

活動の推進に取り組んでいます。 

 本校が所在する広島県の大崎上島は、瀬戸内海のほぼ中心部にあり、本県沿岸

域には古い寺院や町並みが多く、近隣の島々には水軍に由来する伝統と文化があ

り、また、内海域には美しい島々の景観と豊かな海の生態系があります。自治体

や住民の方々と共に、地域の素晴らしい伝統・文化と自然環境の保全に取り組ん

でいきたいと考えていますので、今後ともご協力のほどお願い申し上げます。 

 

                      平成25年6月20日 

 

                      広島商船高等専門学校 

       校長 村上 定瞭 
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 平成14年3月、本校は高等専門学校として、

全国で初めて国際環境規格ISO14001の認証を

取得しました。以来、温室効果ガス排出量の抑

制や自然環境に対する負荷の軽減並びに環境汚

染の予防に努めるとともに、地域社会と連携し

た環境保全活動や環境保全に関わる教育研究を

積極的に進め、持続可能な社会の構築へ向けて

努力しています。 



◆組織 
 
  
 
 

◆教職員・学生在籍数 
 教職員 
 
 
 
 
 本科 
 
 
 
 
 専攻科 

区分 校長 教授 准教授 講師 助教 職員 計 

現員 1 22 18 4 7 43 95 

女性（内数） 1 7 8 

1年 2年 3年 4年 5年 実習課程 合計 

定員 120 120 120 120 120 40 640 

現員 136 144 130 150 103 39 702 

1年 2年 合計 

定員 12 12 24 

現員 10 14 24 

校長 教務主事（副校長） 

学生主事（校長補佐） 

寮務主事（校長補佐） 

広報主事 

専攻科 海事システム工学専攻 

産業システム工学専攻 

本科 一般教科 

商船学科 

電子制御工学科 

流通情報工学科 

事務部 総務課 

学生課 
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  広島商船高専の概要 

平成25年5月1日現在 



◆施設の概要 
 敷地 
 
  
 
 

 建物 
 校舎地区 
  
 
  
 
 

区   分 
面積 

（m2） 

校 舎 地 区 土 地 88,462 

建 物 18,396 

寄 宿 舎 地 区 土 地 29,504 

建 物 10,843 

名称 構造 
建面積
（m2） 

延面積
（m2） 

備考 

校 舎 RC-5 1,325 6,390 S44.3新築 

流 通 情 報 工 学 科 棟 RC-5 502 2,227 S62.3新築 

電 子 制 御 工 学 科 棟 RC-3 363 1,055 H3.3新築,H12.3増築 

ものづくり教育研究棟 RC-3 249 733 H20.2新築 

第 一 体 育 館 RC-1 1,100 1,100 S44.3新築 

武 道 館 RC-1 326 326 S46.3新築 

第 二 体 育 館 RC-1 880 880 S57.3新築 

第一実験実習工場等 1,629 1,694 
実習工場S44.3新築 
艇庫S44.3新築 

荒天航泊実験室S49.3新築 

第二実験実習工場等 1,668 1,708 

実習工場S44.3新築 
材料力学実験室S45.3新築 

ガスタービン実験室S50.2新築 
内燃機関総合実験室S56.3新築 

図 書 館 RC-2 876 1,640 S51.3新築 

情 報 処 理 室 RC-1 302 302 S51.3新築 

そ の 他 609 662 ボイラー室，車庫，薬品庫等 
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 寄宿舎地区 

 船舶等 

名  称 構造 隻数 航行区域 備考 

広島丸 鋼 1 近海 H9.1新造（総屯数234屯） 

ひかり FRP 1 
限定沿海 

（瀬戸内海） 
H16.3新造（総屯数16屯） 

ShiokazeⅡ FRP 1 
限定沿海 

（瀬戸内海） 
H21.3新造 

カッター FRP 3 

ヨット FRP 9 

伝馬船 FRP 3 平水 

名称 構造 
建面積
（m2） 

延面積
（m2） 

備考 

男 子 寮 RC-3 808 1,829 S39.3新築 

女 子 寮 RC-3 513 1,505 S39.3新築H6.2改修（Ⅰ期） 

男 子 寮 RC-4 2,360 4,961 
S45.3新築（高学年棟） 

H8.3改修（Ⅱ期） 
H12.3改修（Ⅲ期） 

男 子 寮 RC-4 471 1,586 H23.3新築 

若 潮 会 館 RC-2 414 750 S56.10新築（福利施設） 

そ の 他 211 211 浴室，倉庫，車庫等 

 公用車 

名  称 使用燃料 排気量(L) 登録 備考 

グロリア ガソリン 2.96 H8.3 昭和53年度排ガス適合 

サクシード ガソリン 1.49 H14.10 H22年度燃費基準達成車 

ステップワゴン ガソリン 2.35 H15.9 H22年度燃費基準5%向上達成車 

ハイエース 軽油 2.77 H10.10 
この自動車の使用本拠地は

Nox・PM対策地域外 
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  環境パフォーマンス指標 
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平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

総エネルギー投入量 
（GJ） 

19,199.77 20753.26 20781.24 20055.49 

温室効果ガス排出量  
（t-CO2） 

1,125.20 1212.56 1193.30 1142.51 

水資源投入量 
（m3） 

32,917.00 36,169.00 37,103.00 40,130.00 

建物延べ面積 
（m2） 

28,150 28,150 29,239 29,239 

環境効率指標 EEI 
（t-CO2/m2） 

0.039 0.043 0.041 0.039 

（t-CO2/人） 1.59 1.58 1.56 1.39 

 環境効率指標（EEI）については，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）が発行する環境報告書2012と同様に，温室効果ガ
ス排出量／建物延べ面積で算出しております。 
 この値は延べ面積あたりのCO2排出量を示していますので，数値が小さいほ
ど環境への負荷が少ないことを意味しています。高専機構が調査した結果，平
成24年度の全国55校を集計した結果は0.046でした。 
 
 前年度より温室効果ガス排出量が減少していることもあり，1人あたりの排
出量も約1.39トンと近年では最も少ない排出量でした。一般の家庭生活での1
人あたりの平均排出量が約1.3トンですので、それをやや上回る量になります。
今後も，省エネルギーに努めていきたいと思います。 



  物質・エネルギーの収支 

購入電力 
   電気  1,6023.74（千kWh） 
化石燃料 
   液化石油ガス（LPG)   3.00（t) A重油 33.07（kl) 
   ガソリン（揮発油)   3.45（kl) 灯油   0.40（kl) 
   軽油  54.55（kl) 
新エネルギー 
   太陽光発電 37.10 （千kWh）   
水資源投入量 
   市水  40.13（千m3) 
紙などの物質投入 6,810.0（kg）  

INPUT 

 
温室効果ガス      1,142.51（t-CO2） 
総排水量      38.61（千m3) 
廃棄物総排出量 
  可燃ゴミ   8,196.0（kg） 
  不燃ゴミ（ビン・缶）  334.0（kg） 
  資源ゴミ（ペットボトル）  426.0（kg） 
      （硬質プラスチック） 88.0（kg） 
      （紙類）  706.0（kg） 
  有害廃棄物（蛍光管・乾電池） 95.7（kg） 
  産業廃棄物 （OA機器・金属くず） 16,950.0（kg） 
 （木製机・木くず） 19,250.0（kg） 
 （廃プラスチック類） 1,700.00（kg） 
 （自転車）  0.00（kg） 
 （廃油）  0.00（kg） 

OUTPUT 

本校における事業活動 

総エネルギー投入量 
20055.49GJ 

環境効率指標（EEI） 
0.039（t-CO2/m2） 
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購入電力 

80% 

LPG 
1% 

A重油 

6% 

灯油 

0% 

ガソリン 

1% 

軽油 

10% 
太陽光発電 

2% 

総エネルギー投入量（平成24年度） 



エネルギーの種類 
年間エネルギー 

使用量 
換算係数 エネルギー投入量(GJ) 

電
気 

購入電力 
1,607.20 

 (千kWh) 

9.97 

(GJ/千kWh) 
16,023.74 

化
石
燃
料
及
び
熱 

液化石油ガス
（LPG） 

3.00 

(t)   

50.2 

(GJ/t) 
150.70 

A重油 
33.07 

(kl) 

39.1 

(GJ/kl) 
1293.04 

灯油 
0.40 

(kl) 

36.7 

(GJ/kl) 
14.68 

ガソリン（揮発油） 
3.45 

(kl) 

34.6 

(GJ/kl) 
119.52 

軽油 
54.55 

(kl) 

38.2 

(GJ/kl) 
2,083.92 

太陽光発電 
37.10 

 (千kWh) 

9.97 

(GJ/千kWh) 
369.88 

合計 20,055.49 

総エネルギー投入量の算定式（平成24年度） 

温室効果ガス排出量の算定式（平成24年度） 

エネルギーの種類 
年間エネルギー 

使用量 
単位発熱量 排出係数 

エネルギー起源 

CO2排出量(t-CO2 ) 

電
気 

購入電力 
1,656.81 

 (千kWh) 
  

0.555 

(t-CO2 /千kWh)  
891.99 

化
石
燃
料
及
び
熱 

液化石油ガス 

（LPG） 
3.48 

(t)   

50.2 

(GJ/t) 
0.0163×44/12 

(t-CO2 /GJ) 

9.01 

A重油 
35.02 

(kl) 

39.1 

(GJ/kl) 
0.0189×44/12 

(t-CO2 /GJ) 

89.61 

灯油 
0.40 

(kl) 

36.7 

(GJ/kl) 
0.0185×44/12 

(t-CO2 /GJ) 

1.00 

ガソリン 

（揮発油） 
3.05 

(kl) 

34.6 

(GJ/kl) 
0.0183×44/12 

(t-CO2 /GJ) 

8.02 

軽油 
54.55 

(kl) 

38.2 

(GJ/kl) 
0.0187×44/12 

(t-CO2 /GJ) 

142.89 

合計 1142.51 
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  環境マネジメントシステムの概要 

◆ISO14001の誕生 
 1972年に開催された「国連人間環境会議（通称：ストックホルム会議）」
にて、環境問題が国境を越えた人類共通の問題と認知されました。その20年
後のブラジル・リオで開催された国連環境開発会議（通称：地球サミット）
において、人類の子孫のために豊かで明るい地球環境を伝承するための具体
的な行動計画である「アジェンダ２１」が採択されました。 
 この「アジェンダ２１」を受け、企業などの事業活動に伴う環境への負荷
を管理する規格として、1996年９月に国際標準化機構（ISO）で制定された
のがISO14000s「環境マネジメントシステム規格」です。 
  
 

◆PDCAサイクル 
 ISO14001を取得するためには、環境への負荷を確実に、かつ継続的に改
善するための環境マネジメントシステムを確立しなければなりません。 
 そのシステムとは、組織が自ら環境方針および目的を定め、それらを達成
するための具体的な計画（Plan）を立て、定めた手順に従って活動を実施
（Do）し、その結果による環境への負荷を監視・測定及び不具合箇所を是正
（Check）し、さらに次へのステップアップを図るための見直し（Action）
を行うPDCAサイクルが中心となります。 
  
 法で定められた基準を常に満たしていることは当然ですが、ISO14001で
は「１年間で二酸化炭素の排出量を５％削減しなくてはいけない」といった
具体的な基準数値目標を定めているわけではありません。経済的あるいは技
術的に可能な範囲内で達成させる「自主的」な取り組みが重視されていま
す。 
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マネジメントレビュー 
(Ａｃｔｉｏｎ) 

 

計画 
（Ｐｌａｎ） 

 

実施及び運用 
（Ｄｏ） 

 

点検 
（Ｃｈｅｃｋ） 

継続的な改善 



◆地球温暖化への国際的な取り組み 
 「アジェンダ21」が採択された同年、「気候変動に関する国際連合枠組条約」
が締約され、大気中の温室効果ガス濃度を安定させ、気候変動がもたらす影響を
防止する政策を協議するための国際会議がスタートしました。 
 ISO14001が制定された翌年、「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議
定書（通称：京都議定書）」が締約され、地球温暖化の原因である温室効果ガス
の排出量や各国に割り当てられた削減量が決定しました。 
 これにより、日本は1990年度（平成2年）の温室効果ガス排出量を基準として、
2008年度（平成20年）～2012年度（平成24年）までの期間に平均6%の削減が
求められました。 

 
◆京都議定書への対応 
 本校が所属する独立行政法人国立高等専門学校機構（以下、高専機構と略す）
は、2004年（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
として発足しました。 
 高専機構は「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」の趣旨を踏まえ、「平成16年度を基準年
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年度までの排出量の平均を約8％削減する」ことを目
標に掲げています。 
 これを本校に適用すると、平成16年度の温室効果ガス排出量が約1,200 (t-
CO2)でしたので、平成22年度から平成24年度までの排出量の平均を約1,104(t-
CO2)に抑えることが目標でした。集計した結果、目標値を上回る1,182.79tと目
標を達成することは叶いませんでした。その原因としては校舎や学生寮の改修及
びものづくり棟・学生寮（5棟）の新設工事による、使用電気量の増大が挙げら
れます。 
 そのため、今後は効率の良いエネルギー使用を配慮した環境教育を実施し、省
エネをはかっていきたいと思います。 
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  環境方針 

◆基本理念 
 
 人間の様々な活動の拡大に伴い､世界の環境問題は深刻化している｡私たちは地
球上の全ての人々が､持続的に快適な生活を営むために地球環境問題に取り組ま
なくてはならない｡ 
 学校は､地球環境問題の改善に､具体的に取り組むことが教育機関として非常に
有効であるという観点を認識して活動する｡ 
 
 
 

◆基本方針 
 
 本校はISO14001（2004）に基づく環境マネジメントシステムを構築し、経
済的に可能な限りにおいて、直接的あるいは間接的に環境に与える影響を継続的
に改善し、汚染の予防に努める。そのため、学校は次の方針に沿った環境目的及
び目標を設定し、確実に達成するための定期的な見直しを行う。 
  
 １．環境問題及び環境保全技術に関する講義及び実習をカリキュラムに積極的 
   に取り入れ、環境問題に配慮できる技術者を育成する 
 
 ２．地域交流活動を含む環境プログラムを実施して、地域社会に貢献する 
  
 ３．学校の教育・研究活動に適用される法規則及び学校が同意するその他の 
   要求を遵守し、海洋汚染及び大気汚染、地球温暖化の防止に努める 
  
 ４．学校の教育・研究活動によって発生する廃棄物の低減に努め、資源の有効 
   利用を図る 
  
 基本理念及び基本方針は、全教職員に周知されるとともに理解され、実施及び
維持されるようにする。さらに学生及び学校関係者に対して周知される。また、
この環境方針は外部からの要求に応じて開示する。 
 
 
      2012年（平成24年）4月1日 
         広島商船高等専門学校校長 
      村上 定瞭 

11 
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  環境配慮の取組み 

環境目的 環境目標 平成22年度の実績 評価 

CO2排出量の
削減 

学内におけるCO2

総排出量を平成
16年度比で8.0％
削減する 

①エアコン温度設定の適正化 
②環境報告書の作成 

△ 

廃棄物の適正
分別、排出量
の低減 

廃棄物の適正分別
によるリサイクル
の推進 

①廃棄物の分別方法について周知徹底 

○ 

学生会主導による
クリーン活動を年
2回以上実施 

①学生会が主催した学校周辺の清掃活動
（2回） 
②教室の美化、学年別による学内清掃活
動の実施（1回） 

◎ 

環境教育・活
動を通じて環
境意識の啓蒙
を図る 

環境に関するカリ
キュラム及び卒業
研究を実施する 

①実習を含めて28科目実施した 
②卒業研究のテーマとして ◎ 

環境に関する施設
見学、ワーク
ショップ、シンポ
ジウムを1回以上
実施 

①柳井火力発電所の見学ツアーを実施し
た 
②原子力討論会in広島高専を開催した 
③電気推進船に関するシンポジウムを開
催した 

◎ 

地域への環境
活動を通じて
地域交流を推
進する 

環境に関する公開
講座、出前授業及
び清掃活動などの
地域交流活動を年
4回以上実施する 

①三原第三中学校への出前授業 
②忠海中学校への出前授業 
③ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ工作入門「ﾏｲｺﾝを使った距離
計の作成」の開催 
④環境に関する公開講座の開催 

◎ 

◆平成23年度の環境への取り組みの達成度 
 
 環境マネジメントシステムでは環境方針を確実に遂行するために実施計
画を策定します。その計画は環境目的及び環境目標をたて，その達成度を
3ヶ月に1回開催される環境管理委員会で検証します。 
 下表は本校の環境への取り組みに対する達成度を示したものです。 

※ 本校ではこの他の項目についても環境目的及び環境目標を策定して取り組んでいますが，紙面の関係上， 
 省略させていただいています。 
  ご質問等ございましたら，お手数ですが，32ページに記しております連絡先までお問い合わせ下さい。 
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  法規制の遵守状況 

 本校は環境マネジメントシステムに基づき本校の教育・研究活動の環境側面
に関係する法的要求事項及び本校が同意するその他の要求事項を特定し，これ
を順守し維持しています。 
 平成23年度の第三者機関による外部審査においても，不適合及び指摘事項は
ありませんでした。 

  環境マネジメントシステム組織図 

最高経営層 
校長・事務部長 

環境管理責任者 
環境管理副責任者 

環境管理委員会 
教務主事・学生主事・寮務主事 

各部門責任者・専攻科長 

環境事務局 
総務課長 

環境管理WG 

緊急事態対応チーム 内部監査チーム 

総
務
課 

学
生
課 

広
島
丸 

実
習
工
場 

電
子
制
御
工
学
科 

商
船
学
科 

環境教育・活動 

専
攻
科 

一
般
教
科 

流
通
情
報
工
学
科 

＜影響力の行使＞ 
 
学生食堂運営業者（中
四国栄食フードサービ
ス(株)）自動販売機設置
業者  取引業者（物品
供給，役務提供，工事
請負，委託） 

学生（本科・専攻科） 
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  環境改善のための設備投資 

 平成20年2月に完成した「ものづくり教育研究棟」の建造に関しては，国の基
準を守ると共に予算の範囲内で許す限り高エネルギー効率の省エネシステムや機
器を選定しました。 

分類 実 施 内 容 

新規 
「ものづくり教育研究棟」に省エネシステム（ペアーガラス・エコアイス・
昼光制御照明システム・人感センサー・空調機器集中管理システム）を導入 

更新 
Pn-Pb系はんだをROHS対応はんだに順次更新 

油・塗料・放射性物質などを厳重に保管するため，整理棚及び保管庫を整備 

  グリーン購入及び調達状況 

 平成22年度に本校が購入した物品については14分野109品目で，グリーン購入
の調達実績は全ての分野については100％を達成しました。 
 
グリーン調達実績（一部抜粋） 

分野 品目 総調達量 特定調達物品の調達量 達成率 

紙類 コピー用紙 7152.0kg 7152.0kg 100% 

トイレットペーパー 1066.5kg 1066.5kg 100% 

文具類 ファイル 2,484冊 2,484冊 100% 

事務用封筒 36,650枚 36,650枚 100% 

OA機器 電子計算機 113台 113台 100% 

プリンター 15台 15台 100% 

照明 蛍光ランプ 301本 301本 100% 

LED照明器具 12台 12台 100% 

役務 印刷 44件 44件 100% 
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  環境に関する教育・研究活動 

◆環境カリキュラム 
 一般教科・専門教科を問わず，本校教員に対しては環境問題にふれる教材を
推奨しております。本年度の環境に関わりがあった教科は28教科でした。 

科目名 学年 内容 

LHR １～３年生 省エネ意識の啓蒙・清掃活動 

海事工学基礎Ⅰ・Ⅱ ２年生 機械設計思想 

電気電子工学 ３年生 電気エネルギー 

国語 ３年生 環境をテーマとしたディベート 

機関概論Ⅰ ４年生 熱効率 

材料力学 ３年生 材料による省エネルギー 

熱流体力学 ３年生 排熱回収・熱効率 

機関管理 ３年生 燃料 

船舶工学 ３年生 省エネ運航 

機械力学Ⅰ ４年生 機械・構造物の軽量化 

蒸気工学 ４年生 蒸気プラントの熱効率 

流体機械Ⅰ ４年生 冷凍機 

内燃機関Ⅰ ３年生 大気汚染 

内燃機関Ⅱ ４年生 高効率 

流通システム管理 ４年生 PDCAサイクル 

流通システム工学 ４年生 リサイクル物流 

専門英語 ４年生 環境に関する英文理解 

社会特論 ５年生 世界の環境問題 

設計工学 ５年生 省エネルギーのための機械設計 

熱工学特論 ５年生 熱の質的評価 

冷凍空気調和 ５年生 冷房の効率化 

英語C ５年生 リサイクルに関する英文 

練習船実習 1・3～5年生 安全運航・海洋汚染・燃料消費 

実験実習 1・3～5年生 廃棄物・大気汚染 

環境汚染防止工学 専攻科 エネルギー消費 

エネルギー変換工学 専攻科 エネルギー消費 

管理システム論 専攻科 ISO14001の要求事項の理解 

ロジスティクス環境工学 専攻科 SCM 



漂流ブイと無線ネットワークを用いた赤潮観測システム 

はじめに 

おわりに 

広島商船高等専門学校 電子制御工学科  芝田 浩 
 

 瀬戸内海や九州を中心とした沿岸海域において，夏季に発生する赤潮は，毎年甚大な漁業被
害に至る原因の一つであり，重要な社会・経済問題として取り上げられている．各種の対策が施
され，監視体制も全国に張り巡らされつつあるものの，依然として毎年のように漁業被害を伴っ
ている．赤潮での漁業被害は，発生した赤潮が養殖場に流入することにより，養殖魚がエラの障
害を引き起こし大量へい死することで発生する．そのため，赤潮の分布や移動状況，海水温な
どのデータをモニタリングし，時々刻々と変化する赤潮を監視することで，赤潮による被害を最
小限に抑える方策が取られている．しかし，24時間の赤潮観測体制が望ましいが，労力やコスト
的に実施が困難であり，十分に対応できていないのが実状である．  

研究内容 

 本研究では，養殖場近海を監視するためのモニタリングシステムを開発した．赤潮が発生した
際にその移動状況をリアルタイムにモニタリングする漂流式の観測ブイを作成し，そのブイには
各種センサと観測データを送信する無線通信機器を載せた．本システムの使用方法としては，赤
潮が発生した後，その領域へ漂流ブイを放ち，漂流ブイから送信されるデータに基づき，赤潮の
移動経路を観測する．赤潮が現在どの位置に存在し，どのような経路で今後どのくらいの時間で
養殖施設へ到達するかを把握する．監視者は，得られたデータを基にして養殖施設をコントロー
ルし，赤潮に対応した被害対策を施す．  

 2012年夏期に例年赤潮が発生する八代海の海域において，本システムを使用した観測を実
施し，視覚的に漂流ブイの移動を表すことができた．さらに、観測場所の温度などのデータを観
測することができた． 

 今後は，漂流ブイの操作性を容易にすること，ドローグの形状を再検討すること，データの表
示方法を改善することにより，養殖業の現場にて実際に利用されるシステムにするための改善
を目指したい． 
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  電気使用量の低減 

校舎地区 寄宿舎地区 広島丸 
サテライト 
オフィス 

合計 平成16年度比 

平成16年度 801,732 433,698 101,071 0 1,336,501.00 ー 

平成21年度 833,148 469,082 80,836 2,542 1,385,608.00 3.4%増 

平成22年度 969,828 578,744 82,432 2,457 1,633,461.00 21.9%増 

平成23年度 908,472 667,187 81,151 0 1,656,810.00 23.6%増 

平成24年度 852,426 671,112 83,658 0 1,607,196.00 19.93%増 

                                     単位 kWh 
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 本校は平成20年度後期に校舎改修工事を実施したため，校舎地区では
総使用量が増加しました。教室床面積の拡大に伴う空調の電力消費量の増
加は正当な理由になりますが，不適切な温度設定による使用は課題となっ
ておりました。本年度については節電の呼びかけの効果からか、若干の減
少が見られました。 
 寄宿舎地区で増加が見られますが、これはE棟（男子寮5棟）の使用が
開始されたことによる増加になります。この棟に約100名の学生が居住す
るため、平均使用量を見極めていきたいと思います。 
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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 

平成21年度 
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平成24年度 

千kWh 

校舎地区 

寄宿舎地区 

広島丸 

サテライトオフィス 



  太陽光発電 
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日照時間（h） 
発電電力量
（kWh） 

平成19年度 2,010.7 46,519.3 

平成21年度 2,013.1 18,730.6 

平成22年度 1832.8 - 

平成23年度 1960.4 26,371.3 

平成24年度 2131.7 37,098.9 

 本校は平成10年に太陽光発電システムを導入し，本館屋上にパネルが
設置されています。上のグラフに示すように，太陽光発電は日照時間に
よって発電量が増減します（日照時間は広島県農業情報による気象データ
を使用） 。 
 本校が位置する瀬戸内は全国でも日照時間が比較的長く，本校にとって
は非常に有効なエネルギー源です。本校ではこれまで使用する電気の約
3％を，この太陽光発電でまかなってきました。パネルの寿命は約20年と
考えられていますから，これからもCO2の排出がないクリーンなエネル
ギーとして期待されます。 
 平成21年10月に太陽光発電モジュール（パネル部）で発電した直流を
交流に変換するパワーコンディショナーが故障したため，稼働していませ
んでしたが，本年度6月より復旧しました。 
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  燃料使用量の低減 

校舎地区 
暖房 

実習工場 
寄宿舎地区 
暖房・風呂 

合計 平成16年度比 

平成16年度 52.0 0.2 48.0 100.2 － 

平成21年度 0.0 0.40 59.2 59.63 40.5%減 

平成22年度 0.0 0.36 46.63 46.99 53.1%減 

平成23年度 0.0 0.25 34.77 35.02 65.1%減 

平成24年度 0.0 0.20 30.00 30.20 69.9%減 

◆A重油 

                                    単位 kl 
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 平成20年度の校舎改修により暖房用重油焚きボイラーを廃止したため，
本校でA重油を使用する箇所は寄宿舎地区の風呂用重油焚きボイラー、実
習工場の実習用内燃機関及びボイラー、タービンのみになりました。 
 学生寮については平成18年度にスチームからルームエアコンに切り替
えたため、A重油使用量は基準年度である平成16年度比で実に約65％削
減することができました。 

0 50 100 150 

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 

平成21年度 

平成22年度 

平成23年度 

平成24年度 

校舎地区暖房 

学生寮暖房・風呂 

実習工場 

(kl) 



※ 今年度の合計については若潮会館での使用量0.58も含む 
※ サテライトオフィスは平成17年7月より稼働 
※ 日本LPガス協会で定めた算出式よりLPG1m3あたりの重さに換算 
                                    単位 t 

◆LPG 

校舎地区 
寮事務室 
当直室 

学生寮 
捕食室 

若潮会館 合計 平成16年度比 

平成16年度 0.69 0.21 2.49 0.00 3.39 － 

平成21年度 0.48 0.22 2.73 0.62 4.08 20.1%増 

平成22年度 0.43 0.25 2.20 0.58 3.48 2.5%増 

平成23年度 0.47 0.24 1.42 0.88 3.01 11.4％減 

平成24年度 0.50 0.27 0.88 1.35 3.00 11.6％減 
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 LPGは，その使用量の約8割を学生寮の補食室で占めています。学生寮
の補食室は，学生らが夜食を作ったり友達と交流を持つ場所としてとても
重要な生活空間ですが，寮生の数とその使用マナーによって大きく変動し
ます。そこで，学生が自主的に省エネ活動に取り組むことを目的として，
寮生会による呼びかけやポスターの掲示などの取り組みを進めていきたい
と思います。 
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平成19年度 

平成20年度 

平成21年度 

平成22年度 

平成23年度 
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寮事務室・当直室 

学生寮補食室 

サテライトオフィス 

若潮会館 
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◆軽油 

練習船 
広島丸 

小型船 
ひかり 

トラック 合計 平成16年度比 

平成16年度 60,000 4,130 94.8 64,225 － 

平成21年度 63,140 3,340 146.0 66,620 3.7%増 

平成22年度 57,142 4,080 159.0 61,381 4.4%減 

平成23年度 57,400 4,150 220.0 61,770 3.8%減 

平成24年度 48,890 5,400 260.0 54,550 15.1%減 

                                    単位 kl 
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 平成20年度の校舎改修時において，実験実習カリキュラムを圧縮した
結果，練習船広島丸及びひかりの航海時間が約35％ほど短くなりました。
それに伴い，平成20年度の使用量が大幅に減少しております。 
 平成21年度以降の実績が校舎改修前と同等に戻っておりますが，今後
も教育と環境負荷の低減を両立した実習を実施できるよう，担当教員と協
議していきたいと思います。 
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校舎地区 
実習工場 

平成16年度比 

平成16年度 0.75 － 

平成21年度 0.61 18.7%減 

平成22年度 0.20 73.3%減 

平成23年度 0.40 46.7%減 

平成24年度 0.40 46.7%減 

◆灯油    ◆ガソリン 

公用車 平成16年度比 

平成16年度 2.69 － 

平成21年度 2.91 8.26%増 

平成22年度 2.99 11.4%増 

平成23年度 3.05 13.6%増 

平成24年度 3.45 28.6%増 

              単位 kl   単位 kl 
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 ガソリンは公用車，灯油は主に暖房用として使用されています。 
 公用車で使用するガソリン使用量が増加した要因としては，特に本年度
はPR活動実施回数が増加したことによるものであり，不適切な運用によ
るものではございません。しかしながら，急発進や急ブレーキ，アイドリ
ングストップなど省エネ運転を実施するなど，省エネに繫がる運用面での
啓発活動を展開していきたいと思います。 
 
 灯油はエアコンが設置されていない実習工場内において，石油ストーブ
で使用されています。灯油についてはストーブをこまめにON，OFFする
ことで使用量を節約していきたいと思います。 
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校舎地区 寄宿舎地区 広島丸 
サテライト 
オフィス 

合計 平成16年度比 

平成16年度 11,815 21,404 474 0 33,693 ー 

平成21年度 6,141 26,345 416 15 32,917 0.3%増 

平成22年度 6,038 29,733 385 13 36,169 10.2%増 

平成23年度 7,460 29,293 350 0 37,103 13.1%増 

平成24年度 7,981 31,707 442 0 40,130 22.3%増 

※ サテライトオフィスは平成17年7月より稼働 
                                      単位 m3 

  水資源使用量の低減 
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 水の使用量については，生活空間である学生寮が最も多く，全体の約8
割を占めています。主として風呂や洗濯，飲料と生活に密着しているとこ
ろで使用されていますので，大幅な削減は難しいところでもあります。 
 しかし，何げなく使用している分，ちょっとした節約でも全体的に大幅
な減少が期待できます。今後は，節水のアイディア募集や掲示物を通して，
学生自らが取り組める節水をテーマにした啓蒙活動を展開していきたいと
思います。 
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  温室効果ガス排出量の低減 

購入電力 LPG A重油 灯油 ガソリン 軽油 合計 
平成16

年度比 

平成16年度 741.76  10.18  271.50  1.87  6.24  168.22  1,199.77  

平成21年度 769.01 12.23 161.58 1.52 6.75 174.11 1,125.20 6.4%減 

平成22年度 906.57 10.44 127.33 0.50 6.95 160.77 1,212.56 0.9%増 

平成23年度 919.53 9.02 94.89 1.00 7.08 164.78 1193.30 0.7%減 

平成24年度 892.00 9.01 89.61 1.00 8.02 142.89 1142.51 4.9%減 

                                     単位 t-CO2 
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 このグラフは各エネルギーから排出される温室効果ガスを取りまとめた
もので，本校の各エネルギーへの依存の度合いを示しています。 
 平成20年度の校舎改修によるエネルギーシフトの影響により，電気使
用量が増加し，A重油の購入量が減少しました。しかし電気の使用量が大
幅に増加したため，温室効果ガスの排出量については校舎改修による効果
があまり見られませんでした。 
 今後は空調を中心に電気の使用方法の見直しや対策を検討していきたい
と思います。 
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  大気汚染物質の監視 
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 本校では大気汚染物質の排出量測定は行っていませんが，燃料受け入れ時に
受領する燃料油成分分析結果を監視しております。 
 また，使用時間の短縮化を図ることで燃料消費量の低減に努めるとともに，
実習工場及び練習船から排出される煤煙が大気汚染防止法で規定されている基
準と比較検討するため，業者に依頼して年に1回煤煙測定を行い，監視を行って
います。 

  排水の監視 

  化学物質の安全管理 

 本校が保管している化学物質は，四塩化炭素・メタノール・クロロフォル
ム・塩酸です。これらの化学薬品については，取り扱い責任者である化学の教
員が薬品保管庫に施錠して管理しています。 
 また、廃棄する場合は業者に委託していますが、マニュフェスト管理の流れ
に従って適正に処理していることを管理しています。 
 

 学内から排出される水はすべて浄化槽で処理をして排出されます。 
 この浄化槽の管理は外部委託しており，定期的に「浄化槽維持管理状況報告
書（水質検査・保守点検状況・薬品使用量等）」を総務課施設係に提出させ，
排水状況が適正であることを監視しています。 
 油分が排水に混じりやすい学校給食の厨房については，排水管系統に設置さ
れているグリーストラップの清掃を定期的に行い，この排水状況についても正
常であることを保っています。 
 なお，上水道使用量と排水量で1,523m3の差がありますが，これは校舎地区
では飲料水とカップ式自動販売機，寄宿舎地区では飲料水と練習船への補給水
によるものです。 

校舎地区 寄宿舎地区 合計 

上水道 市水 7,981 32,149 40,130 

井水 0 0 0 

排水 公共下水 0 0 0 

合併処理 7,422 31,185 38,607 

                                     単位 m3 



  廃棄物の減量 

 本校で発生した廃棄物は，本校が所在する大崎上島町の分別方法に従って分別収集
され，月ごとに廃棄物の重量を測定して排出状況を把握しております。 
 なお，本校の廃棄物処理については「廃棄物処理手順」を定め，マニフェストを介
して運搬業者及び中間処理業者並びに最終処分業者に廃棄物の適正処理を依頼し，こ
れを監視しています。 
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一般廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

有害廃棄物 

8,318.0kg 

107.8kg 294.0kg 

不燃物 可燃物 

701.0kg 

紙類 ペットボトル 

硬質プラスチック 

産業廃棄物 
 

 
 

 

 

 

 

 

OA機器・金属くず 木製机・木くず 

16.95t 

重要書類 

廃棄自転車 廃油・特廃油 

19.25t 0.00t 

0.00t 

380.0kg 168.0kg 

0.00t 

廃プラスチック・
FRP等 

1.70t 

※ 一般廃棄物は契約係が集約している月別廃棄物集計記録より算出した 
  産業廃棄物については本校のEMSで制定する産業廃棄物管理票台帳より算出した 



  地域社会での文化活動 

◆環境問題・新エネルギーについての出前授業 
 
 本校では、近隣の中学校に出向き、環境問題や新エネルギーについての出前
授業を実施しております。小学生あるいは中学生にエネルギーと社会・環境の
関わりの現状について正しい認識を持ってもらう事と、生徒自身が自分で判断
して実践的に行動を行い、未来の社会を考える態度を育てることを目的とし
て、科学実験や工作を取り入れた実験授業を行っております。下記の写真は、
折り紙と色画用紙を用いて、簡易ラジオメーターを作成し、光エネルギーが熱
エネルギーに変換されることで上昇気流が発生し、羽根車が回る様子を観察し
たものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

27 



28 

◆海洋環境学習のための体験航海 
 
 本校の最も重要な特色である練習船を活用したプログラムとして，練習船
「広島丸」の瀬戸内海自然学習クルージングを三原市と共催で行っています。
体験航海では海水の透明度を測定する実験から海水の汚れや，海上に浮遊する
ゴミの現状の観察、稚魚の放流などを行っております。 
 また，海洋観測には絶好のロケーションを生かしたプログラムとして，夏季
の公開講座ではカヤックを操り，本校の桟橋付近に自生するアマモの群生を観
察したり，自然をフィールドとした海洋汚染の防止意識向上を図るプログラム
を展開しております。 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 



  環境報告ガイドラインとの対照表 

基本的項目 
[基礎的情報：BI] 

掲載・検討の状況 掲載ページ 

BI-1 経営責任者の緒言 校長挨拶 2 

BI-2 
BI-2-1 

報告に当たっての基本的要件 
報告対象組織・期間・分野 

編集後記 31 

BI-2-2 報告対象組織の範囲と環境負荷の補足状況 編集後記 31 

BI-3 事業の概況（経営指標を含む） 広島商船高専の概要 3 

BI-4 
BI-4-1 

環境報告の概要 
主要な指標等の一覧 

環境パフォーマンス指標 6 

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 

環境配慮の取組み 12 

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） 

物質・エネルギーの収支 7 

環境マネジメント等の環境経営に関する状況 
[マネジメント・パフォーマンス指標：MPI] 

掲載・検討の状況 掲載ページ 

MP-1 
MP-1-1 

環境マネジメントの状況 
事業活動における環境配慮の方針 

環境方針 11 

MP-1-2 
 

環境マネジメントシステムの状況 環境配慮の取組み 12 

MP-2 環境に関する規制の遵守状況 法規制の遵守状況 13 

MP-3 環境会計情報 検討中 ー 

MP-4 環境に配慮した投融資の状況 該当しないため未掲載 ー 

MP-5 サプライチェーンマネジメント等の状況 検討中 ー 

MP-6 グリーン購入・調達の状況 グリーン購入及び調達状況 14 

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
究活動 

15 

MP-8 環境に配慮した輸送に関する状況 該当しないため未掲載 
ー 
 

MP-9 生物の多様性の保全と生物資源活動の状況 検討中 
ー 
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環境配慮と経営との関連状況 
[環境効率指標：EEI] 

掲載・検討の状況 記載ページ 

環境配慮と経営との関連状況 環境パフォーマンス指標 6 

事業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取組の
状況 [オペレーション・パフォーマンス指標：OPI] 

掲載・検討の状況 記載ページ 

OP-1 総エネルギー投入量及びその低減対策 電気使用量の低減 17 

OP-2 総物質投入量及びその低減対策 燃料使用量の低減 19 

OP-3 水資源及びその低減対策 水資源使用量の低減 23 

OP-4 
事業エリア内で循環的利用を行っている物
質量等 

検討中 ー 

OP-5 総製品生産量又は総商品販売量 該当しないため未掲載 ー 

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の低減 24 

MP-7 
大気汚染，生活環境に係る負荷量及びその
低減対策 

大気汚染物質の監視 25 

MP-8 
化学物質の排出量，移動量及びその低減対
策 

化学物質の安全管理 25 

MP-9 
廃棄物等総排出量，廃棄物最終処分量及び
その低減対策 

廃棄物の減量 26 

MP-10 総排水量等及びその低減対策 排水の監視 25 

社会的取組の状況 
[社会パフォーマンス指標：SPI] 

掲載・検討の状況 記載ページ 

社会的取組の状況 地域社会での文化活動 27 

環境マネジメント等の環境経営に関する状況 
[マネジメント・パフォーマンス指標：MPI] 

掲載・検討の状況 記載ページ 

MP-10 環境コミュニケーションの状況 地域社会での文化活動 27 

MP-11 環境に関する社会貢献活動の状況 地域社会での文化活動 27 

MP-12 環境負荷低減に資するサービスの状況 
環境保全技術に関する教育・研
究活動 

15 
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  編集後記 

 本校は2002年（平成14年）3月26に全国国公私立高等専門学校に先駆けて
ISO14001（環境マネジメントシステム）を取得し、教育機関としての特色を
生かし、環境に配慮できる技術者の育成を重点に取り組んできました。 
 
  2004年（平成16年）6月に「環境情報の提供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 制定され、事
業活動による環境保全についての配慮が適切になされることを確保するため、
環境報告書の作成及び公表を求められています。 
 
 本校は法的に義務付けられていませんが、本校教職員・学生、地域の皆様、
これから本校に入学を希望される方に、持続発展可能な社会の実現に向けた本
校の環境保全活動についてご理解いただけるように、また、環境に配慮した教
育・研究活動、地域社会への貢献をさらに推進していくために本報告書を発行
しました。 
 
 この環境報告書は、以下の範囲と期間を対象とし、毎年更新しています。 
 今後の活動を一層充実したものになるようにしていきたいと思いますので、
ご意見・ご感想を下記の連絡先までお寄せいただければ幸いです。 
 
 
◆対象範囲 
  広島商船高等専門学校 校舎地区及び寄宿舎地区における 
  事業活動・教育活動（職員宿舎を除く） 
 
◆対象期間 
  2012年（平成24年）4月1日～2013年（平成25年）3月31日 
 
 
 
 
 
 
 
◆連絡先 
  〒725-0231 
    広島県豊田郡大崎上島町東野4272-1 
     広島商船高等専門学校 環境事務局 
  
  TEL：0846-67-3000 
  E-mail：soumu@hiroshima-cmt.ac.jp 
  WEB Page：http://www.hiroshima-cmt.ac.jp 
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