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　愛媛大学は，平成16年４月１日に国立大学法人愛媛大学となり，国の組織から独立した経営体として再出発するこ
とになった。愛媛大学は，学校教育法に謳われた大学の目的を踏まえ，自ら学び，考え，実践する能力と次代を担う誇
りをもつ人間性豊かな人材を社会に輩出することを最大の使命とする。とりわけ，地域に立脚する大学として，地域に
役立つ人材，地域の発展を牽引する人材の養成がこれからの主要な責務であると自覚する。知の創造と知の継承を担う
学術拠点として愛媛大学は，基本目標を以下に定め，全構成員の指針とする。	

◦教　　育　　１．	愛媛大学は，学生が豊かな創造性，人間性，社会性を培うとともに，自立した個人として生きていく
のに必要な知の運用能力，国際的コミュニケーション能力，論理的判断能力を高める教育を実践する。	

２．	愛媛大学は，地域・環境・生命に関連する教育に力を注ぎ，地域の現場から課題を発見し解決策を
見いだす能力を育成する。	

３．	大学院においては，人間・社会・自然への深い洞察に基づく総合的判断力と専門分野の高度な学識
と技能が身につく教育を実施する。	

４．	愛媛大学は，学生が入学から卒業・修了まで安心して充実した大学生活を送ることができる学生支
援体制を築く。	

◦研　　究　　５．	愛媛大学は，基礎科学の推進と応用科学の展開を図り，知の創造と知の統合に向けた学術研究を実
践する。	

６．	愛媛大学は，地域にある総合大学として，もてる知的・人的資源を生かし，地域・環境・生命を主
題とする学術研究を重点的に推進する。	

７．	愛媛大学は，先見性や独創性のある研究グループを組織的に支援し，世界レベルの研究拠点形成を
目指す。	

◦社会貢献　　８．	愛媛大学は，学術研究成果の還元と優れた人材の輩出を通して，社会の持続可能な発展，人類と自
然環境の調和，世界平和に貢献する。	

９．	愛媛大学は，産業，文化，医療等の幅広い分野において最高水準の知識と技術を地域に提供すると
ともに，地域の諸課題の解決に向けて人々とともに考え，行動し，地域社会の自律的発展に貢献する。	

◦大学運営　　10．	愛媛大学は，相互に協調し啓発しあう人間関係を基調とした知の共同体を構築し，構成員の自発的・
主体的活動を尊重する。	

11．	愛媛大学は，大学の特性と現状の批判的分析の上に立って明確な目標・計画を定め，機動的で戦略
的な大学経営を行う。	

　愛媛大学は，大学憲章において，地域・環境・生命を主題とする教育に力を注ぐとともに，この主題のもとでの学術
研究を重点的に推進することを宣言しています。この理念のもとに，愛媛大学は，環境問題にかかわる教育や研究に積
極的に取り組みます。また，愛媛大学は，人類社会の持続的な発展に寄与するため，環境について責任ある行動を取る
とともに，地域の環境問題の解決に貢献します。この決意のもとに，以下に具体的な基本方針を定めます。
　

　１．社会との調和を図りつつ，環境問題に積極的に取り組む人材を育成します。
　２．環境を主題とする学術研究を推進します。
　３．環境にかかわる知識と技術を地域に提供するとともに，地域社会の発展に貢献します。
　４．大学で営まれる諸活動において，環境にかかわる法令の遵守に努めます。
　５．省資源，省エネルギー，廃棄物の減量化および化学物質の適正管理などにより，環境汚染の予防と継続的な環境
　　改善を行います。
　６．教職員および学生が協力して良好な学内環境を構築し，地球環境に配慮するように努めます。
　

　平成17年度に愛媛大学環境方針を策定し，その目標達成のために各年度ごとに環境目標と実施計画を作成し，環境
配慮活動に取り組んでいます。
　また，年度目標達成度の点検評価を行っています。
　（具体的な環境目標・平成23年度目標・点検評価については【環境目標と点検評価】を参照してください。）
　なお，国立大学法人では第一期中期目標期間（平成16年度～平成21年度）を終え，第二期中期目標期間（平成22
年度～平成27年度）における計画に基づいて実施しています。
　

　平成23年度は，平成18年度に組織的に環境保全活動の推進を図ることを目的とし構築した環境マネジメントシステ
ム（PDCAサイクル）を確立，維持するために作成した「環境管理マニュアル」により運用を継続しています。　
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環境マネジメントシステムの構築について

　
　
　本学における総エネルギー投入量（インプット）及び総温室効果ガス排出量（アウトプット）に占める割合の大部分
が電力消費によるものであるため，電力消費量抑制のため下記のような具体策を実行しています。
①省エネルギー指導員を総員213名配置し，きめ細かな節電運動の実施
　※	省エネルギー指導員：本学独自の制度で各部局等の長により任命された学生 ･教職員等が省エネに関する実施細目
に従い，定められた範囲を巡視し，講義室の照明の消灯，空調機のスイッチオフ（学生の指導員）等適切なエネル
ギー使用に努める等の省エネのための指導啓発を行う制度です。

②省エネタイプ機器への更新
③電力消費量等を毎月，対前年度比較により各部局等へ通知し，省エネへの啓発
④夏季一斉休暇の実施
⑤国民運動「チャレンジ25キャンペーン」に参加し，省エネへの啓発
⑥省エネルギーに関するポスターを年２回（夏季版・冬季版）作成し，全学教職員へ周知し，省エネへの啓発
⑦	「エコ」ステッカー（温度が14℃～ 34℃まで２℃刻みで表示ができるデジタルサーモテープ付）を使用し，省エネ
への啓発
　

２．水使用量の削減

①ポスター等による節水励行への啓発
②松山市水道局から節水シールの提供を受け，蛇口のあるところに貼付し節水励行の推進
③トイレへの感知式自動洗浄装置の導入促進
④蛇口への節水コマ取付の促進
⑤水使用量をWEBセンターに掲載し，各部局等で使用量を確認
　

３．廃棄物の削減及びリサイクルの推進

①両面コピーの推進
②紙ゴミの分別を徹底し，トイレットペーパーへの交換
③愛媛大学生協におけるテイクアウト弁当の容器及び自動販売機の紙コップのリサイクル
④総合情報メディアセンターでのプリントアウト用紙の有料化
⑤平成23年度から会議に ipad を導入したことによる紙媒体の削減
　

４．活動に伴う環境負荷

環境配慮への取り組み

１．電力消費量の削減

INPUT

総エネルギー投入量
　約540,621GJ

原油換算値で約13,948kL 

　電　　　　力：11,839kL　
　灯　　　　油：　　    8kL
　Ａ　重　油：　1,995kL 
　都 市 ガ ス：　　  95kL　
　プロパンガス：　　  11kL  

水資源投入量 
　約312千㎥    
コピー用紙購入量 
　約117.1t
グリーン購入・調達比率
　98.53%  

OUTPUT

総温室効果ガス（CO2）排出量
　約20,947ｔ－CO2
総排水量
　約312千㎥
総廃棄物排出量：1,146ｔ
　 4ｔトラック287台分 
　一般廃棄物排出量：826ｔ
　産業廃棄物排出量：296ｔ
　特別管理産業廃棄物排出量：24ｔ

化学物質排出量…PRTR
　法定規定値超
　クロロホルム　　：（大気へ）0.11ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）2.0ｔ
　ジクロロメタン　：（大気へ）0.27ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）2.5ｔ
　ノルマルヘキサン：（大気へ）0.74ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）2.9ｔ
　キシレン　　　　：（大気へ）0.05ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）1.6ｔ
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動

－平成23年度愛媛大学マテリアルバランス－
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コピー用紙購入量 
　約117.1t
グリーン購入・調達比率
　98.53%  

OUTPUT

総温室効果ガス（CO2）排出量
　約20,947ｔ－CO2
総排水量
　約312千㎥
総廃棄物排出量：1,146ｔ
　 4ｔトラック287台分 
　一般廃棄物排出量：826ｔ
　産業廃棄物排出量：296ｔ
　特別管理産業廃棄物排出量：24ｔ

化学物質排出量…PRTR
　法定規定値超
　クロロホルム　　：（大気へ）0.11ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）2.0ｔ
　ジクロロメタン　：（大気へ）0.27ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）2.5ｔ
　ノルマルヘキサン：（大気へ）0.74ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）2.9ｔ
　キシレン　　　　：（大気へ）0.05ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）1.6ｔ
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　愛媛大学は，平成16年４月１日に国立大学法人愛媛大学となり，国の組織から独立した経営体として再出発するこ
とになった。愛媛大学は，学校教育法に謳われた大学の目的を踏まえ，自ら学び，考え，実践する能力と次代を担う誇
りをもつ人間性豊かな人材を社会に輩出することを最大の使命とする。とりわけ，地域に立脚する大学として，地域に
役立つ人材，地域の発展を牽引する人材の養成がこれからの主要な責務であると自覚する。知の創造と知の継承を担う
学術拠点として愛媛大学は，基本目標を以下に定め，全構成員の指針とする。	

◦教　　育　　１．	愛媛大学は，学生が豊かな創造性，人間性，社会性を培うとともに，自立した個人として生きていく
のに必要な知の運用能力，国際的コミュニケーション能力，論理的判断能力を高める教育を実践する。	

２．	愛媛大学は，地域・環境・生命に関連する教育に力を注ぎ，地域の現場から課題を発見し解決策を
見いだす能力を育成する。	

３．	大学院においては，人間・社会・自然への深い洞察に基づく総合的判断力と専門分野の高度な学識
と技能が身につく教育を実施する。	

４．	愛媛大学は，学生が入学から卒業・修了まで安心して充実した大学生活を送ることができる学生支
援体制を築く。	

◦研　　究　　５．	愛媛大学は，基礎科学の推進と応用科学の展開を図り，知の創造と知の統合に向けた学術研究を実
践する。	

６．	愛媛大学は，地域にある総合大学として，もてる知的・人的資源を生かし，地域・環境・生命を主
題とする学術研究を重点的に推進する。	

７．	愛媛大学は，先見性や独創性のある研究グループを組織的に支援し，世界レベルの研究拠点形成を
目指す。	

◦社会貢献　　８．	愛媛大学は，学術研究成果の還元と優れた人材の輩出を通して，社会の持続可能な発展，人類と自
然環境の調和，世界平和に貢献する。	

９．	愛媛大学は，産業，文化，医療等の幅広い分野において最高水準の知識と技術を地域に提供すると
ともに，地域の諸課題の解決に向けて人々とともに考え，行動し，地域社会の自律的発展に貢献する。	

◦大学運営　　10．	愛媛大学は，相互に協調し啓発しあう人間関係を基調とした知の共同体を構築し，構成員の自発的・
主体的活動を尊重する。	

11．	愛媛大学は，大学の特性と現状の批判的分析の上に立って明確な目標・計画を定め，機動的で戦略
的な大学経営を行う。	

　愛媛大学は，大学憲章において，地域・環境・生命を主題とする教育に力を注ぐとともに，この主題のもとでの学術
研究を重点的に推進することを宣言しています。この理念のもとに，愛媛大学は，環境問題にかかわる教育や研究に積
極的に取り組みます。また，愛媛大学は，人類社会の持続的な発展に寄与するため，環境について責任ある行動を取る
とともに，地域の環境問題の解決に貢献します。この決意のもとに，以下に具体的な基本方針を定めます。
　

　１．社会との調和を図りつつ，環境問題に積極的に取り組む人材を育成します。
　２．環境を主題とする学術研究を推進します。
　３．環境にかかわる知識と技術を地域に提供するとともに，地域社会の発展に貢献します。
　４．大学で営まれる諸活動において，環境にかかわる法令の遵守に努めます。
　５．省資源，省エネルギー，廃棄物の減量化および化学物質の適正管理などにより，環境汚染の予防と継続的な環境
　　改善を行います。
　６．教職員および学生が協力して良好な学内環境を構築し，地球環境に配慮するように努めます。
　

　平成17年度に愛媛大学環境方針を策定し，その目標達成のために各年度ごとに環境目標と実施計画を作成し，環境
配慮活動に取り組んでいます。
　また，年度目標達成度の点検評価を行っています。
　（具体的な環境目標・平成23年度目標・点検評価については【環境目標と点検評価】を参照してください。）
　なお，国立大学法人では第一期中期目標期間（平成16年度～平成21年度）を終え，第二期中期目標期間（平成22
年度～平成27年度）における計画に基づいて実施しています。
　

　平成23年度は，平成18年度に組織的に環境保全活動の推進を図ることを目的とし構築した環境マネジメントシステ
ム（PDCAサイクル）を確立，維持するために作成した「環境管理マニュアル」により運用を継続しています。　

愛媛大学憲章

基　本　目　標

愛媛大学環境方針
基　本　理　念

基　本　方　針

環境達成目標について

環境マネジメントシステムの構築について

　
　
　本学における総エネルギー投入量（インプット）及び総温室効果ガス排出量（アウトプット）に占める割合の大部分
が電力消費によるものであるため，電力消費量抑制のため下記のような具体策を実行しています。
①省エネルギー指導員を総員213名配置し，きめ細かな節電運動の実施
　※	省エネルギー指導員：本学独自の制度で各部局等の長により任命された学生 ･教職員等が省エネに関する実施細目
に従い，定められた範囲を巡視し，講義室の照明の消灯，空調機のスイッチオフ（学生の指導員）等適切なエネル
ギー使用に努める等の省エネのための指導啓発を行う制度です。

②省エネタイプ機器への更新
③電力消費量等を毎月，対前年度比較により各部局等へ通知し，省エネへの啓発
④夏季一斉休暇の実施
⑤国民運動「チャレンジ25キャンペーン」に参加し，省エネへの啓発
⑥省エネルギーに関するポスターを年２回（夏季版・冬季版）作成し，全学教職員へ周知し，省エネへの啓発
⑦	「エコ」ステッカー（温度が14℃～ 34℃まで２℃刻みで表示ができるデジタルサーモテープ付）を使用し，省エネ
への啓発
　

２．水使用量の削減

①ポスター等による節水励行への啓発
②松山市水道局から節水シールの提供を受け，蛇口のあるところに貼付し節水励行の推進
③トイレへの感知式自動洗浄装置の導入促進
④蛇口への節水コマ取付の促進
⑤水使用量をWEBセンターに掲載し，各部局等で使用量を確認
　

３．廃棄物の削減及びリサイクルの推進

①両面コピーの推進
②紙ゴミの分別を徹底し，トイレットペーパーへの交換
③愛媛大学生協におけるテイクアウト弁当の容器及び自動販売機の紙コップのリサイクル
④総合情報メディアセンターでのプリントアウト用紙の有料化
⑤平成23年度から会議に ipad を導入したことによる紙媒体の削減
　

４．活動に伴う環境負荷

環境配慮への取り組み

１．電力消費量の削減

INPUT

総エネルギー投入量
　約540,621GJ

原油換算値で約13,948kL 

　電　　　　力：11,839kL　
　灯　　　　油：　　    8kL
　Ａ　重　油：　1,995kL 
　都 市 ガ ス：　　  95kL　
　プロパンガス：　　  11kL  

水資源投入量 
　約312千㎥    
コピー用紙購入量 
　約117.1t
グリーン購入・調達比率
　98.53%  

OUTPUT

総温室効果ガス（CO2）排出量
　約20,947ｔ－CO2
総排水量
　約312千㎥
総廃棄物排出量：1,146ｔ
　 4ｔトラック287台分 
　一般廃棄物排出量：826ｔ
　産業廃棄物排出量：296ｔ
　特別管理産業廃棄物排出量：24ｔ

化学物質排出量…PRTR
　法定規定値超
　クロロホルム　　：（大気へ）0.11ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）2.0ｔ
　ジクロロメタン　：（大気へ）0.27ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）2.5ｔ
　ノルマルヘキサン：（大気へ）0.74ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）2.9ｔ
　キシレン　　　　：（大気へ）0.05ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）1.6ｔ
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　本学の大学憲章においては，「地域・環境・生命に関連する教育に力を注ぎ，地域の現場から問題を発
見し解決策を見いだす能力を育成する」と謳い，環境教育を教育の一つの柱としています。
　学士課程において，全学の主に１・２年生を対象とした共通教育では，「地域・環境・生命」を題材に
した選択必修科目「教養コア科目」の授業を実施しています。各学部の専門教育では，以下のような文科
系的科目，生物学系の科目，生態学系の科目，化学系の科目，総合的科目など，広範囲で多岐にわたる環
境に関する教育を行っています。また，愛媛大学環境 ESD 指導者養成カリキュラムによる，持続可能な
社会づくりを担うことのできる環境 ESD 指導者を育成しています。
　大学院（修士課程・博士課程）においては，G-COE「化学物質の環境科学教育研究拠点」に代表され
るように，世界最高水準の研究基盤の下で，世界をリードする人材育成を目指した環境教育を行っていま
す。また，科学技術戦略推進費「森の国・森林環境管理高度技術者養成拠点」による人材育成，環境にか
かわる多彩な講演会の開催等，充実した環境教育を行っています。

環　境　教　育 環　境　研　究

　本学の大学憲章においては，「地域・環境・生命を主題とする学術研究を重点的に推進する」ことを宣
言しています。環境研究は，従来から愛媛大学の学術研究の一つの特色をなすものであり，平成23年度に
も環境研究の推進がなされ，数多くの成果・実績が研究発表，講演会等を通して公表されています。
　今回は，本学の環境研究の中から，東日本大震災への対応に関係する３つの研究等を紹介します。

  本学は，環境教育の一環として，学生の自主的な環境に関する活動を積極的に支援しています。その活
動内容は，日常生活上の省エネ活動や環境整備に始まり，３R（Reduce，Reuse，Recycle）活動，河川
環境整備活動，市民に対する環境啓発活動，さらには学業に直接結びつく環境関連調査研究プロジェクト
における活動など多岐にわたります。
  今回は，学生の環境活動の中から，特色ある３つの活動を紹介します。

東日本大震災の特徴と防災情報研究センターの地震
防災への取り組み

　防災情報研究センター長　矢田部龍一
　東日本大震災の発生を受けて，防災情報研究セン
ターでは様々な取り組みを行っています。
・東日本大震災の被災地調査と報告会開催：発災後
すぐに現地調査に入り，以後，継続的に調査を行い，
その都度，報告会を開催しています。これらの報告
会には，毎回100名を超える方に参加頂いています。
・愛媛県下市町への防災キャラバンの実施：愛媛県
下20市町で防災キャラバンと称する防災講演会を開
催しています。その他の各種の防災関連の講演会も
含めて，延べ１万人以上を対象に防災講演を実施し
てきています。

・南海トラフ巨大地震への対応に向けて：愛媛県下
20市町の市長と町長を会員として愛媛地域防災力研
究連携協議会を設置し，地域防災力の向上のために
５つの実践的研究会で精力的な研究を行っています。

愛媛大学震災ボランティアのとりくみ
法文学部総合政策学科　赤間道夫，佐藤亮子，鈴木靜
　愛媛大学震災ボランティアは，東日本大震災を受
け，本学在学生，卒業生，教員有志でつくった団体
で，代表は法文学部総合政策学科に所属する東北出
身で上記記載の教員３人です。メンバーは，10名ほ
どの小さな会ですが現在も活動を続けています。
　愛媛大学震災ボランティアでは，主に愛媛県に避
難してこられた世帯の方々のお手伝いをしています。
　平成23年度には主に，「生活用品のお届け」活動，
「ホッとする会」活動，「さとがえりバス」活動を
行いました。

福島県における放射性セシウムに汚染された土壌の
植物による除染

　理工学研究科　榊原 正幸
　「ファイトレメディエーション」は，水分や養分
を吸収・分解する植物の性質・能力を利用して，土
壌や水などの環境を浄化する技術です。
　本研究グループは，カヤツリグサ科ハリイ属マツ
バイ（Eleocharis acicularis）が多種類の重金属に
対して耐性を有し，多種類の重金属を同時に吸収・
蓄積できる超集積植物であることを発見しました。
この植物が放射性 Cs の除染に使用できた場合，田
畑はもちろん，現在，仮・仮置場で管理されている
汚染土壌の除染にも活用できると考え，研究を進め
ています。

「省エネルギー指導員」による環境活動　　　　　
　本学では，平成16年10月から，省エネルギー指導
員制度を設けて，省エネルギーについての独自の取
り組みを行っています。
　省エネルギー指導員とは，管理責任者である部局
等の長により委嘱された本学教職員・学生であり，
その主な職務は，不在時の研究室，事務室，教室等
の消灯，冷暖房の停止の指導，室温の適正な管理等
です。教職員・学生が省エネルギー指導員の取組に
接し，省エネの重要性を肌で感じる等，大学全体へ
の波及効果が現れてきています。
　平成24年４月には規程を改正し，省エネルギー指
導員制度のさらなる充実を図っています。

「ECO キャンパスサポーター」による環境活動
　学生組織である愛媛大学スチューデント・キャン
パス・ボランティア内の「ECO キャンパスサポー
ター」（ECS）は，持続可能なキャンパスの構築お
よび学生の環境への意識向上のため，リユース食器
のブースの補助，ゴミ量調査，ゴミ削減運動，ゴミ
分別，ゴミチェックなどを実施しています。さらに，
キャンパスの景観美化，学内緑化活動なども行って
います。本学はこの活動を支援しています。

附属学校園における環境活動
　附属高等学校理科部では，地域の水生生物調査，
学内での地域の水生生物飼育・展示，地域の絶滅危
惧種の生態調査研究（希少種ヒナイシドジョウ）な
どの活動を行っています。
　また，同校の農業クラブでは，めん羊に校内の雑
草を飼料として与え，除草作業の軽減（CO2排出量
減）を図るなど，めん羊を利用した校内環境づくり
を行っています。
　附属小学校は，平成23年度「ソニー子ども科学教
育プログラム」において，『最優秀校』を受賞しま
した（プログラム名：未来を拓く授業の創造～創造
性と感性の育成～）。本年10月には関連事業として
「平成24年度　子ども科学教育研究全国大会」が，
同校を舞台に開催されます。

環　境　活　動

　化学物質の管理及び取り扱いについては，諸法令を遵守するとともに，下記の本
学の指針・規程等により適正な管理を実施し，事故等の防止を図っています。
①国立大学法人愛媛大学化学物質管理指針（平成19年４月１日制定）
　	化学物質の自主的管理を行うため，国の指針に準じて大学が講ずべき化学物質管
理に係る指針
②国立大学法人愛媛大学化学物質管理規程（平成19年４月１日制定）
　	使用する化学物質の管理について，必要事項を定め，事故防止等を目的とする規程
③愛媛大学化学物質管理の手引
　	化学物質を教育・研究等で使用する大学構成員に，適切な管理を行ってもらうた
めの手引
④愛媛大学化学物質管理システム（平成16年４月１日運用開始）
　	化学物質の保有量・保管場所及び法規制情報等の検索が，本学ネットワークに接続・
登録された端末から行えるシステム
　

２．実験廃液の管理・処理

　実験廃液等有害廃液の管理及び取り扱いについては，諸法令を遵守するとともに，
下記の愛媛大学の要項等により適正な管理・処理を実施し，処分は外部の処理業者
に委託のうえ産業廃棄物管理票（マニフェスト）で最終処分まで確実な管理を行っ
ています。
①国立大学法人愛媛大学有害廃液取扱要項（平成16年４月１日制定）
　	実験廃液等有害廃液による水質汚濁を未然に防ぎ，本学から下水道等へ有害物質
を排出しない取り扱いを目的とした要項
②愛媛大学における排水，廃液についての手引
　	本学において実験で生じる排水や廃液を取り扱う構成員に，適切な管理及び処理
を行ってもらうための手引
　

３．排水の管理

　排水の水質については，城北，樽味及び重信の各地区では，毎月定期的に調査を行っています。
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　本学の大学憲章においては，「地域・環境・生命に関連する教育に力を注ぎ，地域の現場から問題を発
見し解決策を見いだす能力を育成する」と謳い，環境教育を教育の一つの柱としています。
　学士課程において，全学の主に１・２年生を対象とした共通教育では，「地域・環境・生命」を題材に
した選択必修科目「教養コア科目」の授業を実施しています。各学部の専門教育では，以下のような文科
系的科目，生物学系の科目，生態学系の科目，化学系の科目，総合的科目など，広範囲で多岐にわたる環
境に関する教育を行っています。また，愛媛大学環境 ESD 指導者養成カリキュラムによる，持続可能な
社会づくりを担うことのできる環境 ESD 指導者を育成しています。
　大学院（修士課程・博士課程）においては，G-COE「化学物質の環境科学教育研究拠点」に代表され
るように，世界最高水準の研究基盤の下で，世界をリードする人材育成を目指した環境教育を行っていま
す。また，科学技術戦略推進費「森の国・森林環境管理高度技術者養成拠点」による人材育成，環境にか
かわる多彩な講演会の開催等，充実した環境教育を行っています。

環　境　教　育 環　境　研　究

　本学の大学憲章においては，「地域・環境・生命を主題とする学術研究を重点的に推進する」ことを宣
言しています。環境研究は，従来から愛媛大学の学術研究の一つの特色をなすものであり，平成23年度に
も環境研究の推進がなされ，数多くの成果・実績が研究発表，講演会等を通して公表されています。
　今回は，本学の環境研究の中から，東日本大震災への対応に関係する３つの研究等を紹介します。

  本学は，環境教育の一環として，学生の自主的な環境に関する活動を積極的に支援しています。その活
動内容は，日常生活上の省エネ活動や環境整備に始まり，３R（Reduce，Reuse，Recycle）活動，河川
環境整備活動，市民に対する環境啓発活動，さらには学業に直接結びつく環境関連調査研究プロジェクト
における活動など多岐にわたります。
  今回は，学生の環境活動の中から，特色ある３つの活動を紹介します。

東日本大震災の特徴と防災情報研究センターの地震
防災への取り組み

　防災情報研究センター長　矢田部龍一
　東日本大震災の発生を受けて，防災情報研究セン
ターでは様々な取り組みを行っています。
・東日本大震災の被災地調査と報告会開催：発災後
すぐに現地調査に入り，以後，継続的に調査を行い，
その都度，報告会を開催しています。これらの報告
会には，毎回100名を超える方に参加頂いています。
・愛媛県下市町への防災キャラバンの実施：愛媛県
下20市町で防災キャラバンと称する防災講演会を開
催しています。その他の各種の防災関連の講演会も
含めて，延べ１万人以上を対象に防災講演を実施し
てきています。

・南海トラフ巨大地震への対応に向けて：愛媛県下
20市町の市長と町長を会員として愛媛地域防災力研
究連携協議会を設置し，地域防災力の向上のために
５つの実践的研究会で精力的な研究を行っています。

愛媛大学震災ボランティアのとりくみ
法文学部総合政策学科　赤間道夫，佐藤亮子，鈴木靜
　愛媛大学震災ボランティアは，東日本大震災を受
け，本学在学生，卒業生，教員有志でつくった団体
で，代表は法文学部総合政策学科に所属する東北出
身で上記記載の教員３人です。メンバーは，10名ほ
どの小さな会ですが現在も活動を続けています。
　愛媛大学震災ボランティアでは，主に愛媛県に避
難してこられた世帯の方々のお手伝いをしています。
　平成23年度には主に，「生活用品のお届け」活動，
「ホッとする会」活動，「さとがえりバス」活動を
行いました。

福島県における放射性セシウムに汚染された土壌の
植物による除染

　理工学研究科　榊原 正幸
　「ファイトレメディエーション」は，水分や養分
を吸収・分解する植物の性質・能力を利用して，土
壌や水などの環境を浄化する技術です。
　本研究グループは，カヤツリグサ科ハリイ属マツ
バイ（Eleocharis acicularis）が多種類の重金属に
対して耐性を有し，多種類の重金属を同時に吸収・
蓄積できる超集積植物であることを発見しました。
この植物が放射性 Cs の除染に使用できた場合，田
畑はもちろん，現在，仮・仮置場で管理されている
汚染土壌の除染にも活用できると考え，研究を進め
ています。

「省エネルギー指導員」による環境活動　　　　　
　本学では，平成16年10月から，省エネルギー指導
員制度を設けて，省エネルギーについての独自の取
り組みを行っています。
　省エネルギー指導員とは，管理責任者である部局
等の長により委嘱された本学教職員・学生であり，
その主な職務は，不在時の研究室，事務室，教室等
の消灯，冷暖房の停止の指導，室温の適正な管理等
です。教職員・学生が省エネルギー指導員の取組に
接し，省エネの重要性を肌で感じる等，大学全体へ
の波及効果が現れてきています。
　平成24年４月には規程を改正し，省エネルギー指
導員制度のさらなる充実を図っています。

「ECO キャンパスサポーター」による環境活動
　学生組織である愛媛大学スチューデント・キャン
パス・ボランティア内の「ECO キャンパスサポー
ター」（ECS）は，持続可能なキャンパスの構築お
よび学生の環境への意識向上のため，リユース食器
のブースの補助，ゴミ量調査，ゴミ削減運動，ゴミ
分別，ゴミチェックなどを実施しています。さらに，
キャンパスの景観美化，学内緑化活動なども行って
います。本学はこの活動を支援しています。

附属学校園における環境活動
　附属高等学校理科部では，地域の水生生物調査，
学内での地域の水生生物飼育・展示，地域の絶滅危
惧種の生態調査研究（希少種ヒナイシドジョウ）な
どの活動を行っています。
　また，同校の農業クラブでは，めん羊に校内の雑
草を飼料として与え，除草作業の軽減（CO2排出量
減）を図るなど，めん羊を利用した校内環境づくり
を行っています。
　附属小学校は，平成23年度「ソニー子ども科学教
育プログラム」において，『最優秀校』を受賞しま
した（プログラム名：未来を拓く授業の創造～創造
性と感性の育成～）。本年10月には関連事業として
「平成24年度　子ども科学教育研究全国大会」が，
同校を舞台に開催されます。

環　境　活　動

　化学物質の管理及び取り扱いについては，諸法令を遵守するとともに，下記の本
学の指針・規程等により適正な管理を実施し，事故等の防止を図っています。
①国立大学法人愛媛大学化学物質管理指針（平成19年４月１日制定）
　	化学物質の自主的管理を行うため，国の指針に準じて大学が講ずべき化学物質管
理に係る指針
②国立大学法人愛媛大学化学物質管理規程（平成19年４月１日制定）
　	使用する化学物質の管理について，必要事項を定め，事故防止等を目的とする規程
③愛媛大学化学物質管理の手引
　	化学物質を教育・研究等で使用する大学構成員に，適切な管理を行ってもらうた
めの手引
④愛媛大学化学物質管理システム（平成16年４月１日運用開始）
　	化学物質の保有量・保管場所及び法規制情報等の検索が，本学ネットワークに接続・
登録された端末から行えるシステム
　

２．実験廃液の管理・処理

　実験廃液等有害廃液の管理及び取り扱いについては，諸法令を遵守するとともに，
下記の愛媛大学の要項等により適正な管理・処理を実施し，処分は外部の処理業者
に委託のうえ産業廃棄物管理票（マニフェスト）で最終処分まで確実な管理を行っ
ています。
①国立大学法人愛媛大学有害廃液取扱要項（平成16年４月１日制定）
　	実験廃液等有害廃液による水質汚濁を未然に防ぎ，本学から下水道等へ有害物質
を排出しない取り扱いを目的とした要項
②愛媛大学における排水，廃液についての手引
　	本学において実験で生じる排水や廃液を取り扱う構成員に，適切な管理及び処理
を行ってもらうための手引
　

３．排水の管理

　排水の水質については，城北，樽味及び重信の各地区では，毎月定期的に調査を行っています。
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　本学の大学憲章においては，「地域・環境・生命に関連する教育に力を注ぎ，地域の現場から問題を発
見し解決策を見いだす能力を育成する」と謳い，環境教育を教育の一つの柱としています。
　学士課程において，全学の主に１・２年生を対象とした共通教育では，「地域・環境・生命」を題材に
した選択必修科目「教養コア科目」の授業を実施しています。各学部の専門教育では，以下のような文科
系的科目，生物学系の科目，生態学系の科目，化学系の科目，総合的科目など，広範囲で多岐にわたる環
境に関する教育を行っています。また，愛媛大学環境 ESD 指導者養成カリキュラムによる，持続可能な
社会づくりを担うことのできる環境 ESD 指導者を育成しています。
　大学院（修士課程・博士課程）においては，G-COE「化学物質の環境科学教育研究拠点」に代表され
るように，世界最高水準の研究基盤の下で，世界をリードする人材育成を目指した環境教育を行っていま
す。また，科学技術戦略推進費「森の国・森林環境管理高度技術者養成拠点」による人材育成，環境にか
かわる多彩な講演会の開催等，充実した環境教育を行っています。

環　境　教　育 環　境　研　究

　本学の大学憲章においては，「地域・環境・生命を主題とする学術研究を重点的に推進する」ことを宣
言しています。環境研究は，従来から愛媛大学の学術研究の一つの特色をなすものであり，平成23年度に
も環境研究の推進がなされ，数多くの成果・実績が研究発表，講演会等を通して公表されています。
　今回は，本学の環境研究の中から，東日本大震災への対応に関係する３つの研究等を紹介します。

  本学は，環境教育の一環として，学生の自主的な環境に関する活動を積極的に支援しています。その活
動内容は，日常生活上の省エネ活動や環境整備に始まり，３R（Reduce，Reuse，Recycle）活動，河川
環境整備活動，市民に対する環境啓発活動，さらには学業に直接結びつく環境関連調査研究プロジェクト
における活動など多岐にわたります。
  今回は，学生の環境活動の中から，特色ある３つの活動を紹介します。

東日本大震災の特徴と防災情報研究センターの地震
防災への取り組み

　防災情報研究センター長　矢田部龍一
　東日本大震災の発生を受けて，防災情報研究セン
ターでは様々な取り組みを行っています。
・東日本大震災の被災地調査と報告会開催：発災後
すぐに現地調査に入り，以後，継続的に調査を行い，
その都度，報告会を開催しています。これらの報告
会には，毎回100名を超える方に参加頂いています。
・愛媛県下市町への防災キャラバンの実施：愛媛県
下20市町で防災キャラバンと称する防災講演会を開
催しています。その他の各種の防災関連の講演会も
含めて，延べ１万人以上を対象に防災講演を実施し
てきています。

・南海トラフ巨大地震への対応に向けて：愛媛県下
20市町の市長と町長を会員として愛媛地域防災力研
究連携協議会を設置し，地域防災力の向上のために
５つの実践的研究会で精力的な研究を行っています。

愛媛大学震災ボランティアのとりくみ
法文学部総合政策学科　赤間道夫，佐藤亮子，鈴木靜
　愛媛大学震災ボランティアは，東日本大震災を受
け，本学在学生，卒業生，教員有志でつくった団体
で，代表は法文学部総合政策学科に所属する東北出
身で上記記載の教員３人です。メンバーは，10名ほ
どの小さな会ですが現在も活動を続けています。
　愛媛大学震災ボランティアでは，主に愛媛県に避
難してこられた世帯の方々のお手伝いをしています。
　平成23年度には主に，「生活用品のお届け」活動，
「ホッとする会」活動，「さとがえりバス」活動を
行いました。

福島県における放射性セシウムに汚染された土壌の
植物による除染

　理工学研究科　榊原 正幸
　「ファイトレメディエーション」は，水分や養分
を吸収・分解する植物の性質・能力を利用して，土
壌や水などの環境を浄化する技術です。
　本研究グループは，カヤツリグサ科ハリイ属マツ
バイ（Eleocharis acicularis）が多種類の重金属に
対して耐性を有し，多種類の重金属を同時に吸収・
蓄積できる超集積植物であることを発見しました。
この植物が放射性 Cs の除染に使用できた場合，田
畑はもちろん，現在，仮・仮置場で管理されている
汚染土壌の除染にも活用できると考え，研究を進め
ています。

「省エネルギー指導員」による環境活動　　　　　
　本学では，平成16年10月から，省エネルギー指導
員制度を設けて，省エネルギーについての独自の取
り組みを行っています。
　省エネルギー指導員とは，管理責任者である部局
等の長により委嘱された本学教職員・学生であり，
その主な職務は，不在時の研究室，事務室，教室等
の消灯，冷暖房の停止の指導，室温の適正な管理等
です。教職員・学生が省エネルギー指導員の取組に
接し，省エネの重要性を肌で感じる等，大学全体へ
の波及効果が現れてきています。
　平成24年４月には規程を改正し，省エネルギー指
導員制度のさらなる充実を図っています。

「ECO キャンパスサポーター」による環境活動
　学生組織である愛媛大学スチューデント・キャン
パス・ボランティア内の「ECO キャンパスサポー
ター」（ECS）は，持続可能なキャンパスの構築お
よび学生の環境への意識向上のため，リユース食器
のブースの補助，ゴミ量調査，ゴミ削減運動，ゴミ
分別，ゴミチェックなどを実施しています。さらに，
キャンパスの景観美化，学内緑化活動なども行って
います。本学はこの活動を支援しています。

附属学校園における環境活動
　附属高等学校理科部では，地域の水生生物調査，
学内での地域の水生生物飼育・展示，地域の絶滅危
惧種の生態調査研究（希少種ヒナイシドジョウ）な
どの活動を行っています。
　また，同校の農業クラブでは，めん羊に校内の雑
草を飼料として与え，除草作業の軽減（CO2排出量
減）を図るなど，めん羊を利用した校内環境づくり
を行っています。
　附属小学校は，平成23年度「ソニー子ども科学教
育プログラム」において，『最優秀校』を受賞しま
した（プログラム名：未来を拓く授業の創造～創造
性と感性の育成～）。本年10月には関連事業として
「平成24年度　子ども科学教育研究全国大会」が，
同校を舞台に開催されます。

環　境　活　動

　化学物質の管理及び取り扱いについては，諸法令を遵守するとともに，下記の本
学の指針・規程等により適正な管理を実施し，事故等の防止を図っています。
①国立大学法人愛媛大学化学物質管理指針（平成19年４月１日制定）
　	化学物質の自主的管理を行うため，国の指針に準じて大学が講ずべき化学物質管
理に係る指針
②国立大学法人愛媛大学化学物質管理規程（平成19年４月１日制定）
　	使用する化学物質の管理について，必要事項を定め，事故防止等を目的とする規程
③愛媛大学化学物質管理の手引
　	化学物質を教育・研究等で使用する大学構成員に，適切な管理を行ってもらうた
めの手引
④愛媛大学化学物質管理システム（平成16年４月１日運用開始）
　	化学物質の保有量・保管場所及び法規制情報等の検索が，本学ネットワークに接続・
登録された端末から行えるシステム
　

２．実験廃液の管理・処理

　実験廃液等有害廃液の管理及び取り扱いについては，諸法令を遵守するとともに，
下記の愛媛大学の要項等により適正な管理・処理を実施し，処分は外部の処理業者
に委託のうえ産業廃棄物管理票（マニフェスト）で最終処分まで確実な管理を行っ
ています。
①国立大学法人愛媛大学有害廃液取扱要項（平成16年４月１日制定）
　	実験廃液等有害廃液による水質汚濁を未然に防ぎ，本学から下水道等へ有害物質
を排出しない取り扱いを目的とした要項
②愛媛大学における排水，廃液についての手引
　	本学において実験で生じる排水や廃液を取り扱う構成員に，適切な管理及び処理
を行ってもらうための手引
　

３．排水の管理

　排水の水質については，城北，樽味及び重信の各地区では，毎月定期的に調査を行っています。
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さとがえりバス－福島県庁への要望

「ECOキャンパスサポーター」による環境活動

被災した南三陸町の防災対策庁舎

「省エネルギー指導員」による環境活動

郡山市の水田で行ったコンテナ栽培法による
マツバイの栽培実験の様子	

附属高等学校理科部による生態調査研究
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　本学の大学憲章においては，「地域・環境・生命に関連する教育に力を注ぎ，地域の現場から問題を発
見し解決策を見いだす能力を育成する」と謳い，環境教育を教育の一つの柱としています。
　学士課程において，全学の主に１・２年生を対象とした共通教育では，「地域・環境・生命」を題材に
した選択必修科目「教養コア科目」の授業を実施しています。各学部の専門教育では，以下のような文科
系的科目，生物学系の科目，生態学系の科目，化学系の科目，総合的科目など，広範囲で多岐にわたる環
境に関する教育を行っています。また，愛媛大学環境 ESD 指導者養成カリキュラムによる，持続可能な
社会づくりを担うことのできる環境 ESD 指導者を育成しています。
　大学院（修士課程・博士課程）においては，G-COE「化学物質の環境科学教育研究拠点」に代表され
るように，世界最高水準の研究基盤の下で，世界をリードする人材育成を目指した環境教育を行っていま
す。また，科学技術戦略推進費「森の国・森林環境管理高度技術者養成拠点」による人材育成，環境にか
かわる多彩な講演会の開催等，充実した環境教育を行っています。

環　境　教　育 環　境　研　究

　本学の大学憲章においては，「地域・環境・生命を主題とする学術研究を重点的に推進する」ことを宣
言しています。環境研究は，従来から愛媛大学の学術研究の一つの特色をなすものであり，平成23年度に
も環境研究の推進がなされ，数多くの成果・実績が研究発表，講演会等を通して公表されています。
　今回は，本学の環境研究の中から，東日本大震災への対応に関係する３つの研究等を紹介します。

  本学は，環境教育の一環として，学生の自主的な環境に関する活動を積極的に支援しています。その活
動内容は，日常生活上の省エネ活動や環境整備に始まり，３R（Reduce，Reuse，Recycle）活動，河川
環境整備活動，市民に対する環境啓発活動，さらには学業に直接結びつく環境関連調査研究プロジェクト
における活動など多岐にわたります。
  今回は，学生の環境活動の中から，特色ある３つの活動を紹介します。

東日本大震災の特徴と防災情報研究センターの地震
防災への取り組み

　防災情報研究センター長　矢田部龍一
　東日本大震災の発生を受けて，防災情報研究セン
ターでは様々な取り組みを行っています。
・東日本大震災の被災地調査と報告会開催：発災後
すぐに現地調査に入り，以後，継続的に調査を行い，
その都度，報告会を開催しています。これらの報告
会には，毎回100名を超える方に参加頂いています。
・愛媛県下市町への防災キャラバンの実施：愛媛県
下20市町で防災キャラバンと称する防災講演会を開
催しています。その他の各種の防災関連の講演会も
含めて，延べ１万人以上を対象に防災講演を実施し
てきています。

・南海トラフ巨大地震への対応に向けて：愛媛県下
20市町の市長と町長を会員として愛媛地域防災力研
究連携協議会を設置し，地域防災力の向上のために
５つの実践的研究会で精力的な研究を行っています。

愛媛大学震災ボランティアのとりくみ
法文学部総合政策学科　赤間道夫，佐藤亮子，鈴木靜
　愛媛大学震災ボランティアは，東日本大震災を受
け，本学在学生，卒業生，教員有志でつくった団体
で，代表は法文学部総合政策学科に所属する東北出
身で上記記載の教員３人です。メンバーは，10名ほ
どの小さな会ですが現在も活動を続けています。
　愛媛大学震災ボランティアでは，主に愛媛県に避
難してこられた世帯の方々のお手伝いをしています。
　平成23年度には主に，「生活用品のお届け」活動，
「ホッとする会」活動，「さとがえりバス」活動を
行いました。

福島県における放射性セシウムに汚染された土壌の
植物による除染

　理工学研究科　榊原 正幸
　「ファイトレメディエーション」は，水分や養分
を吸収・分解する植物の性質・能力を利用して，土
壌や水などの環境を浄化する技術です。
　本研究グループは，カヤツリグサ科ハリイ属マツ
バイ（Eleocharis acicularis）が多種類の重金属に
対して耐性を有し，多種類の重金属を同時に吸収・
蓄積できる超集積植物であることを発見しました。
この植物が放射性 Cs の除染に使用できた場合，田
畑はもちろん，現在，仮・仮置場で管理されている
汚染土壌の除染にも活用できると考え，研究を進め
ています。

「省エネルギー指導員」による環境活動　　　　　
　本学では，平成16年10月から，省エネルギー指導
員制度を設けて，省エネルギーについての独自の取
り組みを行っています。
　省エネルギー指導員とは，管理責任者である部局
等の長により委嘱された本学教職員・学生であり，
その主な職務は，不在時の研究室，事務室，教室等
の消灯，冷暖房の停止の指導，室温の適正な管理等
です。教職員・学生が省エネルギー指導員の取組に
接し，省エネの重要性を肌で感じる等，大学全体へ
の波及効果が現れてきています。
　平成24年４月には規程を改正し，省エネルギー指
導員制度のさらなる充実を図っています。

「ECO キャンパスサポーター」による環境活動
　学生組織である愛媛大学スチューデント・キャン
パス・ボランティア内の「ECO キャンパスサポー
ター」（ECS）は，持続可能なキャンパスの構築お
よび学生の環境への意識向上のため，リユース食器
のブースの補助，ゴミ量調査，ゴミ削減運動，ゴミ
分別，ゴミチェックなどを実施しています。さらに，
キャンパスの景観美化，学内緑化活動なども行って
います。本学はこの活動を支援しています。

附属学校園における環境活動
　附属高等学校理科部では，地域の水生生物調査，
学内での地域の水生生物飼育・展示，地域の絶滅危
惧種の生態調査研究（希少種ヒナイシドジョウ）な
どの活動を行っています。
　また，同校の農業クラブでは，めん羊に校内の雑
草を飼料として与え，除草作業の軽減（CO2排出量
減）を図るなど，めん羊を利用した校内環境づくり
を行っています。
　附属小学校は，平成23年度「ソニー子ども科学教
育プログラム」において，『最優秀校』を受賞しま
した（プログラム名：未来を拓く授業の創造～創造
性と感性の育成～）。本年10月には関連事業として
「平成24年度　子ども科学教育研究全国大会」が，
同校を舞台に開催されます。

環　境　活　動

　化学物質の管理及び取り扱いについては，諸法令を遵守するとともに，下記の本
学の指針・規程等により適正な管理を実施し，事故等の防止を図っています。
①国立大学法人愛媛大学化学物質管理指針（平成19年４月１日制定）
　	化学物質の自主的管理を行うため，国の指針に準じて大学が講ずべき化学物質管
理に係る指針
②国立大学法人愛媛大学化学物質管理規程（平成19年４月１日制定）
　	使用する化学物質の管理について，必要事項を定め，事故防止等を目的とする規程
③愛媛大学化学物質管理の手引
　	化学物質を教育・研究等で使用する大学構成員に，適切な管理を行ってもらうた
めの手引
④愛媛大学化学物質管理システム（平成16年４月１日運用開始）
　	化学物質の保有量・保管場所及び法規制情報等の検索が，本学ネットワークに接続・
登録された端末から行えるシステム
　

２．実験廃液の管理・処理

　実験廃液等有害廃液の管理及び取り扱いについては，諸法令を遵守するとともに，
下記の愛媛大学の要項等により適正な管理・処理を実施し，処分は外部の処理業者
に委託のうえ産業廃棄物管理票（マニフェスト）で最終処分まで確実な管理を行っ
ています。
①国立大学法人愛媛大学有害廃液取扱要項（平成16年４月１日制定）
　	実験廃液等有害廃液による水質汚濁を未然に防ぎ，本学から下水道等へ有害物質
を排出しない取り扱いを目的とした要項
②愛媛大学における排水，廃液についての手引
　	本学において実験で生じる排水や廃液を取り扱う構成員に，適切な管理及び処理
を行ってもらうための手引
　

３．排水の管理

　排水の水質については，城北，樽味及び重信の各地区では，毎月定期的に調査を行っています。
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作　　成
国立大学法人愛媛大学環境・エネルギーマネジメント委員会

お問い合わせ先
愛媛大学施設基盤部安全環境課環境管理チーム

住　　所	 〒790－8577　愛媛県松山市道後樋又10番13号

電話番号	 089－927－8125

FAX番号	 089－927－9107

E -ma i l	 kankyou@stu.ehime-u.ac.jp

U R L	 http://www.ehime-u.ac.jp/section/shisetsu/anzen/kankyo/

	 anzen_kankyo_top.html

　愛媛大学は，平成16年４月１日に国立大学法人愛媛大学となり，国の組織から独立した経営体として再出発するこ
とになった。愛媛大学は，学校教育法に謳われた大学の目的を踏まえ，自ら学び，考え，実践する能力と次代を担う誇
りをもつ人間性豊かな人材を社会に輩出することを最大の使命とする。とりわけ，地域に立脚する大学として，地域に
役立つ人材，地域の発展を牽引する人材の養成がこれからの主要な責務であると自覚する。知の創造と知の継承を担う
学術拠点として愛媛大学は，基本目標を以下に定め，全構成員の指針とする。	

◦教　　育　　１．	愛媛大学は，学生が豊かな創造性，人間性，社会性を培うとともに，自立した個人として生きていく
のに必要な知の運用能力，国際的コミュニケーション能力，論理的判断能力を高める教育を実践する。	

２．	愛媛大学は，地域・環境・生命に関連する教育に力を注ぎ，地域の現場から課題を発見し解決策を
見いだす能力を育成する。	

３．	大学院においては，人間・社会・自然への深い洞察に基づく総合的判断力と専門分野の高度な学識
と技能が身につく教育を実施する。	

４．	愛媛大学は，学生が入学から卒業・修了まで安心して充実した大学生活を送ることができる学生支
援体制を築く。	

◦研　　究　　５．	愛媛大学は，基礎科学の推進と応用科学の展開を図り，知の創造と知の統合に向けた学術研究を実
践する。	

６．	愛媛大学は，地域にある総合大学として，もてる知的・人的資源を生かし，地域・環境・生命を主
題とする学術研究を重点的に推進する。	

７．	愛媛大学は，先見性や独創性のある研究グループを組織的に支援し，世界レベルの研究拠点形成を
目指す。	

◦社会貢献　　８．	愛媛大学は，学術研究成果の還元と優れた人材の輩出を通して，社会の持続可能な発展，人類と自
然環境の調和，世界平和に貢献する。	

９．	愛媛大学は，産業，文化，医療等の幅広い分野において最高水準の知識と技術を地域に提供すると
ともに，地域の諸課題の解決に向けて人々とともに考え，行動し，地域社会の自律的発展に貢献する。	

◦大学運営　　10．	愛媛大学は，相互に協調し啓発しあう人間関係を基調とした知の共同体を構築し，構成員の自発的・
主体的活動を尊重する。	

11．	愛媛大学は，大学の特性と現状の批判的分析の上に立って明確な目標・計画を定め，機動的で戦略
的な大学経営を行う。	

　愛媛大学は，大学憲章において，地域・環境・生命を主題とする教育に力を注ぐとともに，この主題のもとでの学術
研究を重点的に推進することを宣言しています。この理念のもとに，愛媛大学は，環境問題にかかわる教育や研究に積
極的に取り組みます。また，愛媛大学は，人類社会の持続的な発展に寄与するため，環境について責任ある行動を取る
とともに，地域の環境問題の解決に貢献します。この決意のもとに，以下に具体的な基本方針を定めます。
　

　１．社会との調和を図りつつ，環境問題に積極的に取り組む人材を育成します。
　２．環境を主題とする学術研究を推進します。
　３．環境にかかわる知識と技術を地域に提供するとともに，地域社会の発展に貢献します。
　４．大学で営まれる諸活動において，環境にかかわる法令の遵守に努めます。
　５．省資源，省エネルギー，廃棄物の減量化および化学物質の適正管理などにより，環境汚染の予防と継続的な環境
　　改善を行います。
　６．教職員および学生が協力して良好な学内環境を構築し，地球環境に配慮するように努めます。
　

　平成17年度に愛媛大学環境方針を策定し，その目標達成のために各年度ごとに環境目標と実施計画を作成し，環境
配慮活動に取り組んでいます。
　また，年度目標達成度の点検評価を行っています。
　（具体的な環境目標・平成23年度目標・点検評価については【環境目標と点検評価】を参照してください。）
　なお，国立大学法人では第一期中期目標期間（平成16年度～平成21年度）を終え，第二期中期目標期間（平成22
年度～平成27年度）における計画に基づいて実施しています。
　

　平成23年度は，平成18年度に組織的に環境保全活動の推進を図ることを目的とし構築した環境マネジメントシステ
ム（PDCAサイクル）を確立，維持するために作成した「環境管理マニュアル」により運用を継続しています。　

愛媛大学憲章

基　本　目　標

愛媛大学環境方針
基　本　理　念

基　本　方　針

環境達成目標について

環境マネジメントシステムの構築について

　
　
　本学における総エネルギー投入量（インプット）及び総温室効果ガス排出量（アウトプット）に占める割合の大部分
が電力消費によるものであるため，電力消費量抑制のため下記のような具体策を実行しています。
①省エネルギー指導員を総員213名配置し，きめ細かな節電運動の実施
　※	省エネルギー指導員：本学独自の制度で各部局等の長により任命された学生 ･教職員等が省エネに関する実施細目
に従い，定められた範囲を巡視し，講義室の照明の消灯，空調機のスイッチオフ（学生の指導員）等適切なエネル
ギー使用に努める等の省エネのための指導啓発を行う制度です。

②省エネタイプ機器への更新
③電力消費量等を毎月，対前年度比較により各部局等へ通知し，省エネへの啓発
④夏季一斉休暇の実施
⑤国民運動「チャレンジ25キャンペーン」に参加し，省エネへの啓発
⑥省エネルギーに関するポスターを年２回（夏季版・冬季版）作成し，全学教職員へ周知し，省エネへの啓発
⑦	「エコ」ステッカー（温度が14℃～ 34℃まで２℃刻みで表示ができるデジタルサーモテープ付）を使用し，省エネ
への啓発
　

２．水使用量の削減

①ポスター等による節水励行への啓発
②松山市水道局から節水シールの提供を受け，蛇口のあるところに貼付し節水励行の推進
③トイレへの感知式自動洗浄装置の導入促進
④蛇口への節水コマ取付の促進
⑤水使用量をWEBセンターに掲載し，各部局等で使用量を確認
　

３．廃棄物の削減及びリサイクルの推進

①両面コピーの推進
②紙ゴミの分別を徹底し，トイレットペーパーへの交換
③愛媛大学生協におけるテイクアウト弁当の容器及び自動販売機の紙コップのリサイクル
④総合情報メディアセンターでのプリントアウト用紙の有料化
⑤平成23年度から会議に ipad を導入したことによる紙媒体の削減
　

４．活動に伴う環境負荷

環境配慮への取り組み

１．電力消費量の削減

INPUT

総エネルギー投入量
　約540,621GJ

原油換算値で約13,948kL 

　電　　　　力：11,839kL　
　灯　　　　油：　　    8kL
　Ａ　重　油：　1,995kL 
　都 市 ガ ス：　　  95kL　
　プロパンガス：　　  11kL  

水資源投入量 
　約312千㎥    
コピー用紙購入量 
　約117.1t
グリーン購入・調達比率
　98.53%  

OUTPUT

総温室効果ガス（CO2）排出量
　約20,947ｔ－CO2
総排水量
　約312千㎥
総廃棄物排出量：1,146ｔ
　 4ｔトラック287台分 
　一般廃棄物排出量：826ｔ
　産業廃棄物排出量：296ｔ
　特別管理産業廃棄物排出量：24ｔ

化学物質排出量…PRTR
　法定規定値超
　クロロホルム　　：（大気へ）0.11ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）2.0ｔ
　ジクロロメタン　：（大気へ）0.27ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）2.5ｔ
　ノルマルヘキサン：（大気へ）0.74ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）2.9ｔ
　キシレン　　　　：（大気へ）0.05ｔ
　　　　　　　　　　（事業所外へ移動）1.6ｔ

大
学
の
事
業
活
動

－平成23年度愛媛大学マテリアルバランス－


