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１．理事長メッセージ 

急速に進むグローバル化の中で、地球温暖化・食料

問題・災害対策などを始めとする環境・エネルギー問題

は深刻さを増しています。そのような状況下において、本

学は環境に配慮した、持続可能な社会を築いていく取り

組みを全学的に推進してきました。 

平成 18 年に、本学が公立大学法人化した際の第

一期中期計画においては、中期目標として「地球環境

の保全に貢献する大学」、「持続可能な社会の形成に

向け、教育、研究、社会貢献などの活動を介して、環

境問題の解決に挑戦し、貢献する大学」になることが掲

げられ、本学は、その実現に向けて努めました。

平成 24 年からの第二期中期計画では、それまでの環境憲章を見直し、新たな環境憲章

を制定しました。この憲章には、基本理念とそれに基づく 7 つの基本方針を掲げています。現

在、それら 7 つの基本方針に対して、計画目標「アクションプラン」を策定し、その達成に向け

て取り組んでいるところです。 

平成 27 年度からの目標・計画・環境マネジメントについては、これまでの成果を踏まえ作

成しましたが、計画に当たりましては、私が理事長・学長就任時に、本学がこれから実行すべ

き目標として発表した「名市大未来プラン」を基盤とし、環境問題への具体的な取組方針を

策定しました。 

本学は、これからも環境パフォーマンス指標（E P I） により目標管理をおこない、その中から

本学の特性を活かし、重要な環境課題に適した主要なパフォーマンス指標（K P I） に重点的

に取り組む計画です。これらの環境問題への活動を通して、本学の使命である、未来のリー

ダーを育成し、世界に発信する研究をおこなうことにより、社会に貢献してまいりたいと思ってお

ります。 

本報告書を通して、本学の環境安全確保の活動について、温かいご理解とご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。 

平成 29 年 8 月 

公立大学法人名古屋市立大学 

理事長              

理事長 

郡 健二郎 
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２．名古屋市立大学環境憲章 

平成 24 年 4 月 1 日制定 

[ Ⅰ ] 基本理念 

 人類の様々な活動が地球環境に大きな負荷を与えているという現実の中で、環

境負荷の低減と環境の保全に努めていくことは、教育研究活動を通じて次世代を

育成し、社会に貢献する大学の使命である。 

名古屋市立大学では、様々な危機に直面している地球環境を救うために、幅広

い専門分野の教育・学術研究・社会貢献活動を可能にする総合大学としての特徴

を活かし、以下の基本方針に掲げる環境保全活動を積極的に推進する。 

[ Ⅱ ] 基本方針 

１ 環境問題への理解を深める教育を推進し、将来、持続可能な地球環境を保全

し、環境問題に取り組んでいくことのできる意欲ある人材を育てていく。 

２ 学生の学内、地域社会、国内外における環境保全活動への自主的な参画・取

り組みに対して積極的に支援していく。 

３ 生物多様性の保全に関連する学術研究等を推進する。 

４ 環境に関連した公開講座、シンポジウム等を地域社会や企業などと連携して

開催し、地域社会に貢献する。 

５ 環境負荷低減のために、環境マネジメントシステムに沿って行動計画（アク

ションプラン）を策定し、キャンパス内で省エネルギー・省資源に積極的に取

り組み、実践していく。 

６ 物品調達に際してグリーン購入の推進を図るとともに、設備・機材等の利用

にあたって廃棄物の減量化とリサイクル資源の活用を推進していく。 

７ 環境マネジメントシステムを絶えず見直すとともに、環境保全活動の成果（環

境報告書）を広く社会に公表していく。 
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３．環境マネジメントシステム及び推進体制 

（１）環境マネジメントシステム 

組織や事業者が、その運営や経営の中で自 

主的に環境保全に関する取り組みを進めるに 

あたり、環境に関する方針や目標を自ら設定 

し、これらの達成に向けて取り組んでいくこ 

とを「環境マネジメント」といい、このため 

の事業所内の体制・手続き等の仕組みを「環 

境マネジメントシステム」といいます。 

 本学では、環境への取り組みを進めるにあ 

たり、環境憲章で定めた基本方針の実現のた 

めに、基本方針の各項目について３年間の計 

画目標（アクションプラン）及び年度計画を 

定めています。これらの達成に向けて、右図 

に示すＰＤＣＡサイクルを環境マネジメント 

システムの体系と定め、同システムの継続的 

改善により、さらなる環境への取り組みを進 

めていきます。

（２）推進体制 

環境問題の推進を図るための全学委員会として公立大学法人名古屋市立大学環境委員

会を置き、その下に作業部会を置いています。 

Plan 

環境憲章 

アクションプラン 

Do 

実施・運用 

Check 

測定・評価 

Action 

見直し 

環境報告書 

作成 

公立大学法人名古屋市立大学環境委員会 

理事長 

副理事長・事務局長 

理事、学長補佐、病院長 

研究科長、学部長、総合情報センター長 

事務局次長、医学部管理部長 

教育部会 

研究部会 

病院部会 

業務運営部会 

作業部会 
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４．アクションプランの取り組み状況 

基本方針１
環境問題への理解を深める教育を推進し、将来、持続可能な地球環

境を保全し、環境問題に取り組んでいくことのできる意欲ある人材

を育てていく。 

アクションプラン

(平成27～29年度)
環境問題への理解を深める科目を設置する。 

平成2８年度計画
教養教育及び専門教育において、各学部・研究科のカリキュラムや

専門性に合わせた環境関連科目を持続して開講し、その充実を図

る。 

取り組み状況

（１）平成 28 年度計画の取り組み状況 

教養教育及び専門教育科目においては、環境問題及びその周辺の諸課題を認識し、自

ら解決方法を考えさせることを目標とした科目を引き続き開講しました。 

教育区分 授業科目名（平成 28 年度開講実績） 

教養教育 

（15 科目）

地域特色科目 1（水と社会の関わり～水行政を考える）、地域特色科目 6（ESD

と地域の環境）、地理学（都市と郊外の地理学）、社会学 1（英国の貧困と福祉

国家への道）、現代社会 4（省資源・省エネルギー型の社会を考える）、心理学

2（こころ・身体・環境のダイナミクス）、人間と自然 2（環境と制度・社会・

政治・経済）、人間と自然 3（環境科学）、人間と自然 4（植物の多様性と環境）、

人間と自然 8（都市の緑と自然）、人間と自然 11（行動生態学）、自然と数理 4

（植物とバイオテクロジー）、自然と数理 6（エネルギーのサイエンス）、自然

と数理 9（地球史入門）、自然と数理 10（地域生態学） 

専門教育 

（11 科目）

基礎自主研究（環境労働衛生学分野選択）、社会医学講義（予防医学基礎）、薬

理・毒性学Ⅳ、環境経済学Ⅰ、持続可能な日本社会論、辺境論、保育内容研究

（環境）、環境社会学、環境管理論、ランドスケープ論、国際保健活動論 

大学院教育

（5科目）

社会医学（予防医学応用）、地域活性化研究Ａ、環境管理特論、ランドスケー

プ特論、理学情報特論１ 
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全学共通の教養教育科目においては、全学部生が履修できるよう、教養教育の環境関

連の科目 15 科目を開講し、環境問題への理解と関心を深めるようにしています。

学部専門教育科目においては、食品と健康の問題を考える上で必要な食品衛生及び化

学物質の安全評価、環境に関する種々の問題とその原因を理解し、対策や解決方法を学

んでいます。また、環境問題の社会的側面について、名古屋新幹線公害、四日市公害、

御嵩産廃処理施設建設問題、豊島のゴミ不法投棄問題、吉野川可動堰建設をめぐる住民

投票など、いくつかの事例を詳しくみていき、環境社会学という学問分野の成立や研究

等に関し理論的検討を行っています。 

また、大学院教育においては、環境問題について様々な学問的手法による分析、現地

調査などによる研究を取り入れた授業科目が提供されています。提供された授業科目は

表のとおりです。 

その他、「社会医学講義（予防医学基礎）」「国際保健活動論」など、環境に関する内

容を一部取り扱う講義があり、学生への環境教育を多様な形で実施しました。
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基本方針２
学生の学内、地域社会、国内外における環境保全活動への自主的な

参画・取り組みに対して積極的に支援していく。 

アクションプラン

(平成27～29年度)

学生が課外活動等の一環として行う自主的な環境に関する取組み

に対して、支援を行う。 

平成2８年度計画
大学祭、課外活動その他の学生の自主的な活動の機会における環境

に関する取組みを持続して支援する。 

取り組み状況

（１）平成 28 年度計画の取り組み状況 

学生の自主的な活動である課外活動や大学祭において、学生がアイデアを出し、環境

保全に関する様々な取り組みを行いました。本学としては、このような課外活動や大学

祭における学生の自主的な取り組みに対して支援を行いました。 

開学記念日一斉清掃の実施 

平成 27 年度に引き続き、「本学の美観

向上を達成し、“おもてなし”の精神で大

学祭の来場者を迎えたい」という趣旨に

より、学友会や各キャンパス自治会が企

画・発案し、開学記念日に学生と教職員

が力を合わせて“一斉清掃”を行いまし

た。キャンパス内共用部分、普段学生が

使用する共用スペース(学生会館、体育

館、格技場ほか)などの清掃・ごみ拾い・

草むしり等について、4 キャンパスで総

勢 1,000 名以上の参加がありました。 
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大学祭における取り組み 

ごみ・資源の分別を促すエコステーシ

ョン（ごみの回収所）を設置して分別に

ついての理解と行動を促進しました。 

各クラブ・サークル代表者を集めた学習

会の実施 

クラブ・サークル代表者会議にて名古

屋市環境局によるごみ分別学習会を開催

し、家庭や課外活動において排出される

ごみの正しい分別方法を学び、環境保全

に対する意識を高めました。 

エコ・クッキング教室への参加 

東邦ガスが主催する大学生向けのエ

コ・クッキング教室に人文社会学部を中

心とした有志学生が参加し、日常生活の

中でできる環境保全への取り組みを学び

ました。 
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基本方針３ 生物多様性の保全に関連する学術研究等を推進する。 

アクションプラン

(平成27～29年度)

①学内研究費の環境分野の研究への配分や環境分野の公的研究資

金の積極的な獲得により、環境問題の解決に資する学術研究を推

進する。 

②環境分野において、行政、NPO 等と連携した研究プロジェクトを

推進する。 

平成2８年度計画

①特別研究奨励費を環境に関する研究に配分するとともに、国の環

境分野に関連する補助金等、外部研究資金の獲得に取り組む。 

②-1 他大学や他研究機関、行政機関等と環境分野における共同研

究等の展開を図る。 

②-2 東山動植物園及びなごや生物多様性センターとの連携を推進

する。 

②-3 国連食糧農業機関との連携を推進する。 

取り組み状況

（１）平成 28 年度計画の取り組み状況 

① 環境問題の解決に資する学術研究の推進

本学では、研究費の重点配分及び公的研究資金や民間研究資金の積極的な獲得によ

り、環境問題の解決に資する学術研究を推進しています。平成 28年度は、環境問題

に関連する以下の研究２件に対し、特別研究奨励費として合計 700 千円を交付しまし

た。 

その他、過去に採択された特別研究奨励費については、研究成果報告書を本学 HP に

て公開し、環境問題に関する研究についても学内外に発信しています。 

平成2８年度特別研究奨励費 環境問題に関する研究テーマ一覧 

・ヒト生殖医療の人工飼育下オランウータン繁殖計画への応用 

・外来種の名古屋市への侵入速度・経路に関する研究 
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②-1 行政等と連携した研究プロジェクトの推進 

  医学研究科に設置した「母と子供の健

康・環境総合研究センター」が中心となっ

て、名古屋市および一宮市に居住する約

5,400 人のお子様を対象に、「子供の健康

と環境に関する全国調査（エコチル調査）」

を継続して実施しました。平成 28 年度は、

同意を得た約 280 名の方を対象に住居内

外の大気環境測定・アレルゲンの採取を行

う訪問調査（1.5 歳および３歳時点）を実

施するとともに、医学的検査・精神神経発

達検査（２歳時点）を順次実施しました。

そのほか、調査参加者や病院・行政などの

関連機関向けに冊子「Eco 愛 children!

magazine」の発行、北区民まつりや一宮市

市民健康まつり等での地域住民へのエコ

チル調査の PR 活動等を実施しました。 

②-2 東山動植物園及びなごや生物多様性センターとの連携 

東山動植物園と名古屋市立大学の連携に関する覚書に基づき、教養教育科目として、

東山動植物園にて「人間と自然４：植物の多様性と環境」、「人間と自然５：動物とヒ

トの進化多様性」を開講しました。 

  さらに本学では、東山動物園と連携して、霊長類繁殖のための基礎研究を行ってい

ます。具体的には、日本国内において 1985 年の 79 頭をピークにその飼育個体数が

年々減少しているオランウータンについて、“ 移動を伴わない非血縁間での繁殖” を

前提とした場合、排卵予知、人工授精、体外受精等のヒト補助生殖技術（ART）を応

用することにより、日本国内のオランウータンの人工繁殖計画に貢献できないか研究

を進めています。本研究は東山動物園の他に、岐阜大学応用生物科学部動物繁殖学研

究室や京都大学野生動物研究センター、よこはま動物園ズーラシア等とも連携し、研

究を進めています。平成 28 年度は、６月に東山動物園で開催された「第 47回東山動植

物園ワークショップ」に医学研究科教員が参加しました。現在臨床の現場（産科婦人科

学及び泌尿器科学）で行われている ART や周産期医療を霊長類繁殖計画に応用する

という本研究の独創性は、今後更に“ 人と動物と環境に優しい名古屋市立大学”と

して獣医学、環境学との異分野融合型研究を展開することが期待されています。 

   また、その他の連携として、本学ではこれまで生物多様性研究センターにおいて、

東山動植物園から提供を受けた動物や植物の組織片を用いて DNA 塩基配列の分析を

行っています。平成 28年度は、平成 27年度に分析した東山動物園の動物 34 個体の DNA

データを、これまでのデータとあわせて解析し、「東山動物園 DNA バーコードプロジェク
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ト」として報告書を作成したほか、東山植物園から依頼されたサボテンの種同定を，DNA

分析により行いました。

②-3 国連食糧農業機関との連携 

  国際的な共同研究・支援活動として、

世界の食糧生産と分配の改善と生活向上

や生物多様性を目的とした国連食糧農業

機関（FAO）とインターンシップに関する

協定を締結しています。この協定に基づ

き、平成 28年度は薬学部１名、人文社会

学部２名計３名の学生を派遣しました。
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基本方針４
環境に関連した公開講座、シンポジウム等を地域社会や企業などと

連携して開催し、地域社会に貢献する。 

アクションプラン

(平成27～29年度)

①生涯学習等の幅広い展開の中で、環境に関連した研究成果を、広

く市民へと還元する。 

②環境に関する各種イベントに参加し、市民の環境に対する意識の

向上に寄与する。 

③本学教員による審議会委員への就任等を通じて、行政機関の環境

政策の形成等に貢献する。 

平成2８年度計画

①本学が主催する市民公開講座や他機関との連携講座など、環境に

関する講座を開催する。 

②「環境デーなごや」などに出展し、本学の取り組みの発信を通じ

て、市民の意識啓発に貢献する。 

③本学の教員が名古屋市の環境配慮に関連する審議会等に参画す

る。 

取り組み状況

（１）平成 28 年度計画の取り組み状況 

① 生涯学習機会の提供等 

本学は、「地域に開かれた大学」を目指して、幅広い世代の市民に生涯学習機会を

提供しており、環境に関連した研究成果を、以下のように広く市民の方へ還元してい

ます。 

・ 平成 26 年 11 月の ESD ユネスコ世界会議の終了をうけ、本学では持続可能性に関

する新たな国際的政策動向と教育課題を見据えながら、地域における持続可能性に

関する研究を進め、次のとおりサイエンスカフェやシンポジウムを行いました。

平成 28 年 10 月 15 日
第 77 回 Human&Social サイエンスカフェ 

「持続可能な社会と教育:ESD のこれまでとこれから」

平成 28 年 11 月 12 日

ESD シンポジウム「名古屋駅西におけるリノベーションまちづ

くりの可能性 ～『現代の家守』と持続可能な都市と地域社会

を考える～」

平成 29 年１月 21 日
第 79 回 Human&Social サイエンスカフェ 

「持続可能な社会とベーシック・インカム」

・ 知っておきたい子育てのヒントを、各分野のスペシャリストが特別講義でお伝え

する「大学発！ハッピー子育て講座」では、「遺伝子組み換え食品から考える子ど

もの健康と環境保全」（平成 28年 10 月 26 日）と題した講座を開催し、子どもの健
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康のためになる食品を選ぶことは、環境保全にもつながるということを市民の方に

お伝えしました。

・ 学部学生に開講している授業科目を、学生と一緒に受講していただく授業公開で

は、人文社会学部の「環境社会学」（平成 28 年度前期）、芸術工学部の「環境管理

論」（平成 28 年度前期）といった環境をテーマとした授業を、一般の方にも受講い

ただきました。

・ 名古屋市教育委員会からの依頼を受けて協力している教員免許状更新講習におい

ては、本学教員が「環境教育の在り方と進め方」と題して、822 名の学校教員に対

して講義を実施し、環境教育の推進に貢献しています。

  ・ システム自然科学研究科では、科学について市民の皆様と科学者が喫茶店でコー

ヒー片手に気軽に話し合う「サイエンスカフェ in 名古屋」において、「生態学最前

線～昆虫の脳から地球環境問題まで～」（平成 28年４月 15日）、「花を取り巻く植

物の話」（平成 29 年 1月 20 日）と題して話題提供するなど、環境テーマを積極的

に取り入れています。 

・ 名古屋市市民経済局の消費者啓発事業

に、本学人文社会学部の学生がゼミ活動と

して連携協力し、その一環で 11 月５日･

６日にオアシス 21 で開催された「名古屋

市消費生活フェア」「なごや HAPPY タウン

～こどものまち～」にブース出展し、「な

ごや HAPPY タウン～こどものまち～」では

ステージ出演しました。 

ブースでは、学生たちが消費生活の背後

にある食料問題の現状等についてまとめ

たパネル展示やオリジナル・ドギーバックの制作を実施するなど消費者啓発に努め

ました。また、ステージでは、「その食べ物はどこから来たの?～牛さんが育つまで

～」というタイトルで、食料の大切さや私たちにできることなどについて考えても

らうための発表を行いました。

② 環境に関する各種イベントへの参加 

市民とともに環境について考えるイベント「環境デーなごや 2016」（平成 28 年９

月 16 日）において、「環境首都名古屋に向けて:過去と未来」をテーマとしたブース 

を出展しました。ブースでは、過去 20 年間の

名古屋市の環境への取り組みを振り返り、そ

の成果を引き継いで持続可能な都市名古屋

(環境首都名古屋)を実現するための提案を学

生が行いました。 

「環境教育」「低炭素交通ビジョン」「会議

でエコロジー」「ゴミゼロ都市」「未来を照ら
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す LED」の５つのテーマで、学生がパワーポイントによるプレゼンを行ったほか、ワ

ークショップを開催するなど、参加者に持続可能な社会づくりへの理解を深めても

らうことができました。

   その他、平成 28年 10 月 30 日に開催された「第３回なごや生物多様性センターま

つり」では、システム自然科学研究科附属生物多様性研究センターが「なごやのカス

ミサンショウウオは生き残れるか？」をテーマとしたブースを出展し、カスミサンシ

ョウウオを始めとする名古屋の両生類の生物多様性に関するこれまでの研究成果や

将来展望について紹介しました。 

③ 行政機関の環境政策の形成等への関わり 

名古屋市審議会等委員として、各研究科の教員が選出され、名古屋市における環境

保全に関する施策に関し、重要な提言等を行うなど、行政機関の環境政策の形成等に

積極的に貢献しました。 

平成 28 年度 審議会等委員就任状況一覧（環境配慮に関連するもの） 

教員名 審議会等名称 

上島通浩（医学研究科教授） 名古屋市環境審議会

上島通浩（医学研究科教授） 名古屋市土壌・地下水汚染対策懇談会

上島通浩（医学研究科教授） 六番町駅アスベスト飛散にかかる健康対策等検討会

森徹（経済学研究科教授） 名古屋市緑の審議会

別所良美（人間文化研究科教授） 名古屋市環境学習センターのあり方に関する懇談会

別所良美（人間文化研究科教授） 低炭素都市なごや戦略実行計画の改定に係る懇談会委員

横山清子（芸術工学研究科教授） 名古屋市環境影響評価審査会

森旬子（芸術工学研究科教授） 名古屋市環境影響評価審査会

溝口正人（芸術工学研究科教授） 名古屋市広告・景観審議会

森山昭彦（システム自然科学研究科教授） なごや生物多様性センター アドバイザー
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基本方針５
環境負荷低減のために、環境マネジメントシステムに沿って行動計

画（アクションプラン）を策定し、キャンパス内で省エネルギー・

省資源に積極的に取り組み、実践していく。 

アクションプラン

(平成27～29年度)

①光熱水の使用量の節減に努める。 

②自動車燃料の使用量の削減に努める。 

③紙使用量の削減に努める。 

④一般廃棄物（感染性一般廃棄物を除く。）の排出量の削減 

⑤病院において排出する医療廃棄物（感染性一般廃棄物、感染性産

業廃棄物及び非感染性産業廃棄物）について、適正な回収・処理

を行い、汚染を防止する。 

⑥古紙、びん、缶、ペットボトルの資源化率 100％を維持 

⑦平成 26 年度省エネ推進奨励事業における提案内容の実現を図

る。 

平成2８年度計画

①電気、都市ガス及び水の総使用量について、過去 3 年間(H25～

H27)の平均使用量から、平均削減量を減じた量以下となるよう削

減を目指すとともに、温室効果ガス排出量についても、CO2 換算

で、過去 3 年間(H25～H27）の平均排出量から、平均削減量を減

じた量以下となるよう削減を目指す。（平成 27 年度換算値を使用

する。） 

②公用車の効率的な利用及び自転車等の積極的な利用を呼びかけ、

自動車燃料の１台あたりの使用量について、過去 3 年間(H24～

H26)の平均使用量から、平均削減量を減じた量以下となるよう削

減を目指す。 

③両面印刷、集約印刷の徹底、メールの積極的活用及び不要となっ

た用紙の裏面利用を呼びかけ、紙総使用量について、過去 3年間

(H24～H26)の平均使用量以下の量となるよう削減に努める。 

④過去 3年間(H24～H26)の平均排出量から、平均削減量を減じた量

以下となるよう削減を目指す。 

⑤適正処理を継続する。 

⑥資源化率 100%を継続する。 

⑦平成 26 年度省エネ推進奨励事業における提案の中から、実現可

能なものを実施する。 
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取り組み状況

（１）平成 28 年度計画の取り組み状況 

省エネ法（エネルギー使用の合理化等に関する法律）に基づき、桜山キャンパスは第

一種エネルギー管理指定工場等に指定されており、省エネルギー推進委員会を置いてエ

ネルギー使用量の削減に取り組んでいます。 

①－１ 電気使用量 

28 年度の電気使用量は、約 39,111 千 kWh となり、対前年度比で約 309 千 kWh、

0.8％の微増となりました。28年度目標値（過去3年間(H25～H27)の平均使用量から、

平均削減量を減じた量）は約 39,102千 kWh となっており、目標値との比較では0.02％

の超過で、ほぼ近似した値となりました。 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

総使用量 40,266 40,210 39,756 38,802 39,111
川澄（病院除く） 10,529 10,533 10,764 10,574 11,146
病院 21,495 21,424 21,083 20,758 20,471
田辺通 3,996 4,043 3,961 3,822 3,795
山の畑 2,794 2,746 2,672 2,515 2,520
北千種 1,452 1,464 1,277 1,134 1,179
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①－２ ガス使用量 

28 年度のガス使用量は、約 4,070 千㎥となり、対前年度比で約 77 千㎥、1.9％の

増加となりました。28 年度目標値（過去 3 年間(H25～H27)の平均使用量から、平均

削減量を減じた量）は約 4,053 千㎥となっており、目標値との比較では 0.4％の超過

となりました。ガス使用量については、26 年度に大幅に減少し、27 年度も前年度よ

り減少していたため、26 年度の使用量とほぼ同じであっても、対前年度比で増加と

なり、目標値を超過することとなりました。 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

総使用量 4,309 4,470 4,012 3,993 4,070
川澄（病院除く） 964 965 857 832 843
病院 2,830 2,977 2,655 2,717 2,738
田辺通 375 395 388 346 366
山の畑 117 106 91 85 100
北千種 23 25 21 14 23
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①－３ 水道使用量 

28 年度の水道使用量は、約 328 千㎥となり、対前年度比で約 6 千㎥、2.0％の増

加となりました。28 年度目標値（過去 3 年間(H25～H27)の平均使用量から、平均削

減量を減じた量）は約 316 千㎥となっておりますが、目標値との比較では 3.8％の超

過となりました。 

水道使用量については、24 年度に大幅に減少し、その後も 25、26 年度も減少傾向

であったことと、前年度と比較して夏は暑く冬は寒かったため、24 年度の使用量と

ほぼ同じであっても、対前年度比での増加及び 28 年度の目標値を超過しました。 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

総使用量 321 317 307 322 328
川澄（病院除く） 70 65 59 67 66
病院 200 205 202 212 221
田辺通 24 23 23 22 20
山の畑 21 19 19 17 17
北千種 5 5 4 4 4
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①－４ 温室効果ガス排出量 

28年度の温室効果ガス排出量（名古屋市地球温暖化対策指針の規定に基づき算定）

は 27,025 t-CO2 となり、対前年度比で 619 t-CO2、2.3％の増加となりました。28

年度目標値（過去 3 年間(H25～H27)の平均使用量から、平均削減量を減じた量）は

26,466 t-CO2 となっておりますが、目標値との比較では 559 t-CO2、2.1％の超過と

なりました。温室効果ガス排出量は、電気、ガス及び自動車燃料の使用量により算出

されており、電気及びガス使用量が増加したことにより、温室効果ガス排出量も増加

したと考えられます。 

なお、温室効果ガスの排出量については、地球温暖化対策計画書において削減に係

る目標をたて、実施状況書において、毎年度の実績を報告しております。計画書及び

実施状況書は名古屋市に報告するとともに、本学ウェブサイトにおいて公開しており

ます。（http://www.nagoya-cu.ac.jp/about/environment/ondanka/index.html） 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

総排出量 27,113 27,473 26,226 26,406 27,025
川澄 22,543 22,863 21,800 23,079 23,286
田辺通 2,903 2,974 2,917 1,945 1,983
山の畑 1,155 1,115 1,057 992 1,233
北千種 512 521 452 390 523
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② 自動車燃料使用量 

本学では、自動車を４台所有しています。これらの自動車の利用に伴い使用した燃

料（天然ガス及び軽油についてはガソリン給油量に換算）の 28 年度の総使用量は、

1,578 ℓとなり、対前年度比で 435 ℓ、21.6 %の削減となりました。28 年度より所有

自動車を 1台削減したことから、ガソリン使用量を大きく削減することができました。 

   自動車燃料の使用量については、アクションプランにおいて、自動車燃料の１台あ

たりの使用量について、過去 3年間(H24～H26)の平均使用量から、平均削減量を減じ

た量を目標値とし、目標値以下となるよう削減を目指すとしています。目標値は 1台

あたり 394 ℓとなりますが、28年度実績では 1台あたり 395 ℓとなり、わずかに目標

を達成することができませんでした。 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

総使用量 1,867 2,072 1,977 2,013 1,578
ガソリン 1,124 1,983 1,904 1,807 1,430

天然ガス

（ガソリン換算）
743 89

軽油

（ガソリン換算）
73 206 148
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③ 用紙類使用量

用紙類の使用量については、アクションプランにおいて、過去 3 年間(H24～H26)

の平均使用量以下の量となるよう削減に努めるとしています。28 年度の使用量は

82.6 ｔとなり、過去3年間の平均使用量 88.1 ｔ以下に削減することができました。

これは、会議のペーパーレス化、両面印刷及び裏紙利用の徹底、電子データでの保存

の促進など、日常的な削減努力の積み重ねによって達成されたと考えられます。 

なお、使用した用紙類を廃棄する際は、委託業者によってリサイクル処理されてい

ます。 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

総使用量 86.2 82.1 96.2 81.9 82.6
川澄（病院除く） 28.4 25.6 27.8 27.5 27.2
病院 37.4 36.3 43.0 39.6 39.5
田辺通 0.7 0.4 0.4 0.4 0.6
山の畑 17.2 17.6 15.0 12.5 12.8
北千種 2.4 2.2 10.0 1.8 2.6
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④ 一般廃棄物排出量

感染性一般廃棄物を除く一般廃棄物の排出量については、アクションプランにおい

て、過去 3 年間(H24～H26)の平均排出量から、平均削減量を減じた量を目標値とし、

目標値以下となるよう削減を目指すとしています。28 年度の排出量は、452.7 ｔと

なり、目標値 413.4 ｔ以下に削減することはできませんでした。 

⑤ 医療廃棄物の処理

病院では、医療活動で排出される医療廃棄物（感染性産業廃棄物、非感染性産業廃

棄物）について、法令順守のもと廃棄物処理に係る規程に則り、適正に回収・処理を

行っています。また、平成 20 年 2月に認定され、平成 25年 8 月に最新バージョンで

の全国第１号認定（機能種別一般病院 2）を受けた病院機能評価においても、廃棄物

処理は適切であると評価されています。 

平成 28 年度は、1,646.39t の医療廃棄物を業者委託により回収し、適正に処理を

行いました。 

⑥ 古紙、びん、缶、ペットボトルの資源化率

資源化率 100%を継続することができました。 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

総使用量 461.4 455.3 394.4 439.6 452.7
川澄（病院除く） 189.1 175.8 129.4 128.8 132.9
病院 201.6 218.7 206.5 249.2 257.8
田辺通 17.2 8.6 10.3 13.0 14.0
山の畑 31.4 34.4 32.5 31.1 32.6
北千種 22.1 17.7 15.8 17.5 15.4

0

100

200

300

400

500

排
出
量
（
ｔ
）

一般廃棄物の排出量



22 

⑦ 省エネ推進奨励事業の実施

平成 26 年度に各部局の省エネルギー・省資源推進

への取組を奨励するため、省エネ改修工事等の提案

を募集し、工事等を実施する省エネ推進奨励事業を

実施しました。「照明などの単位時間当たりの電気料

金をスイッチなどに貼り、明示により省エネを図る」

等が選考されました。 

電気料金をスイッチなどに明示することについて

は全学的に取り組みを実施しました。 

また、提案された事業の中から「照明器具の LED 化」について、改修工事や設備更新

などにより、順次、LED 照明器具に切り替えを実施するなど「照明器具の LED 化」を推

進し、一層の省エネルギー化に取り組んでまいりました。 

今後も、照明器具において修理不能となった場合や改修工事の機会に順次、「LED 照

明」に更新する等、取り組みやすいものは、引き続き、実施していく予定です。 

（２）その他の取り組み状況 

ア）地球温暖化対策実施状況の報告 

名古屋市の「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」（環境保全条

例）に基づき、温室効果ガスの排出量等を、地球温暖化対策実施状況書により名古屋

市に報告しています。また、本学ウェブサイトにおいても、実施状況報告書・計画書

を公開しております。 

（http://www.nagoya-cu.ac.jp/about/environment/ondanka/index.html） 

イ）省エネ対策の実施 

省エネ対策工事として山の畑キャンパスの２号館（教養教育棟）の熱源機器の更新

工事を実施しました。 

冷却塔一体型冷温水発生機 1、2 号機 冷却塔一体型冷温水発生機 3号機 
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基本方針６
物品調達に際してグリーン購入の推進を図るとともに、設備・機材

等の利用にあたって廃棄物の減量化とリサイクル資源の活用を推

進していく。 

アクションプラン

(平成27～29年度)

①名古屋市グリーン購入ガイドラインに従いグリーン購入を推進

し、指定品目について１００％の達成をめざす。 

②設備・機材等の利用にあたって、不要物品の有効活用を推進し、

廃棄物の減量化を図る。 

平成2８年度計画
①グリーン購入１００％を目指す。 

②学内における不要物品の有効活用を継続して実施する。 

取り組み状況

（１）平成 28 年度計画の取り組み状況 

① グリーン購入の推進 

名古屋市グリーン購入ガイドラインにならい、本学においてもグリーン購入を推進

しています。ガイドラインで指定する品目（印刷物、用紙・封筒類、文房具、衛生用

紙等）については、品目毎に設定された基準に適合するグリーン商品を可能な限り選

択して購入した結果、平成 28 年度は、グリーン商品の購入割合が 99.1 ％となりま

した。一部グリーン商品の購入が難しい物品について、非グリーン商品により発注・

調達を致しましたが、これらの商品についても、第三者機関が認定する環境ラベル（エ

コマーク、グリーンマーク等）を取得した商品を購入するなど、環境に配慮するよう

努めています。他にも、詰め替え用事務用品の使用など、グリーン購入に加え、環境

に配慮した物品調達を行っています。 

② 不要物品の有効活用 

各所属にて不要物品が出た場合は、再利用できる旨を学内へ周知 

して再使用希望者を募集しており、不要物品の有効活用を継続して 

実施しています。 



24 

基本方針７
環境マネジメントシステムを絶えず見直すとともに、環境保全活動

の成果（環境報告書）を広く社会に公表していく。 

アクションプラン

(平成27～29年度)

①環境報告書を作成し、社会へ公表する。 

②環境マネジメントシステムに従って、構成員に対する環境配慮の

意識啓発を図る。 

平成2８年度計画

①環境報告書を本学ホームページにて掲載をするほか、「環境デー

なごや」をはじめとした環境関連イベントで配布をするなど、学

内外を問わず、積極的に公表・発信をする。 

②環境配慮に関する職員研修を行う。 

取り組み状況

（１）平成 28 年度計画の取り組み状況 

① 環境報告書の発信 

環境報告書を作成し、本学ホームページにおい

て公表しました。また、環境報告書の概要版を作

成するとともに、新入生ガイダンスや環境デーな

ごやで配布し、学内外を問わず、積極的に発信し

ました。 

② 環境配慮に関する職員研修 

新規採用者研修において、環境報告書概要版を配布するとともに、本学の環境に対

する取り組みや環境マネジメントシステムを紹介し、環境配慮への意識啓発を行いま

した。 
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５．アクションプラン以外の取り組み状況 

（１）大学施設・地域美化活動事業

職員によるキャンパス周辺のボランティア清掃活動

を毎月 25 日の昼休憩中または始業前に実施しました。

また、看護部の呼びかけにより、毎月第 3 水曜日の時

間外に、「環境ボランティア名市大病院エコ友」として、

キャンパス周辺の清掃活動を行いました。区内各公所と

の連携社会貢献活動である瑞穂区内一斉ボランティア

清掃にも継続して参加し、地域の環境美化に努めまし

た。 

（２）エコスタイル運動への取組み

例年実施しているエコスタイル運動については、28 年度は、5 月 9 日から 10 月 31 

日まで実施しました。ネクタイ、上着等の着用を省き、半袖シャツや開襟シャツ等の

軽装に心がけ、冷房の使用にあたって配慮ができるよう、本学一丸となって夏場の省

エネルギーに取り組みました。 

（３）「ライトダウンキャンペーン」への参加

環境省の呼びかけにより実施されている「ライトダウンキャンペーン」に参加し、

平成 28 年 6 月 21 日と 7月 7 日に、病院のＬＥＤ看板及び芸術工学部シンボルタワ

ーを消灯し、電力消費量の抑制を図りました。 

（４）名市大古本募金による古本の回収

「名市大古本募金」とは、在校生、卒業生、保護者、教職員または一般の方々から

提供された書籍類（CD・DVD 等を含む）の買い取り金額が本学への寄附金となる仕組

みです。提供された書籍類は再利用されており、環境保全に貢献しています。 
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（５）名古屋市立大学病院の取組み

  名古屋市立大学病院は、地上 17 階、地下 2 階建の病棟・中央診療棟、及び、外来診

療棟、東棟、西棟からなる大学病院です。特定機能病院、災害拠点病院等、多くの承認

を受けており、名古屋都市圏の中核医療機関として、皆さんの健康と福祉に貢献するこ

とを使命としています。高度先進医療を提供し療養環境を向上させるための最新の医療

設備の整備、手術件数や救急受入件数の増加により、年々、環境に負荷をかける度合い

が大きくなっています。 

それに対しては、中央管理による空調システムや人感センサーつきの照明・洗面台等

の省エネルギー対策を講じた設備を導入し、より環境負荷を削減するよう努めています。 

また、エレベーター、エスカレーターの運転時間の短縮、エレベーターの効率運用の

推進、廊下やエントランス、外灯等、診療に直接影響の無い場所での照明点灯を必要最

小限にする、患者さんや来院者に影響のない範囲で、空調・熱源機器の設定温度や運転

時間等を見直す等の、省エネルギー対策を継続的に実施しています。 

  平成 28 年度は、空調・熱源機器の設定温度や運転時間等を見直す運用改善を一層推

進しました。 

また、「照明器具の LED 化」について、改修工事や設備更新などにより可能な箇所に

ついて、順次、LED 照明器具に切り替えを実施しました。 

加えて、夏季に地下鉄出入口から外来診療棟までの歩行者通路に「グリーンカーテン」

を引き続き設置し、来院者の暑さ対策に取り組みました。 

  しかし、単に設備面からの対策には限度があるため、病院に勤める職員それぞれが、

環境負荷の削減を意識して日常の業務活動に取り組むことを目指して、日常的な意識啓

発を進めています。 

  一方で、手術件数や救急受入件数の増加など 医療活動の拡大に伴い、感染性廃棄物

をはじめとした医療廃棄物は年々増加し、削減が困難な状況にありますが、医療廃棄物

の適正な回収・処理を行うとともに、再資源化の推進など廃棄量の増加抑制についても

取り組んでいます。 

  このように、名古屋市立大学病院では、今後も引き続き省エネルギー対策や適正な廃

棄物処理を推進し、環境負荷を軽減していくように努めてまいります。 
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【参考資料】公立大学法人名古屋市立大学の概要 

（１）沿革 

名古屋市立大学は、明治 17 年（1884 年）に設置された名古屋薬学校にその端を発

しています。昭和 25 年（1950 年）４月１日、名古屋女子医科大学と名古屋薬科大学

を統合して、医学部（旧制）と薬学部（新制）２学部を有する名古屋市立大学が発足し

ました。その後、様々な変革を経て、平成 18 年４月１日、公立大学法人名古屋市立大

学として、新たなスタートを切ることとなりました。 

（参考：http://www.nagoya-cu.ac.jp/about/profile/history/index.html）

（２）基本理念

公立大学法人名古屋市立大学第二期中期目標において、本学の基本的な理念として

「全ての市民が誇りに思う・愛着の持てる大学をめざす」と掲げています。基本的理念

を実現するために、第二期中期目標期間においては、次の教育・研究及び社会貢献活動

に率先して取り組むこととしています。 

  1 名古屋市立大学は、医・薬・看護の医療系三学部を有する我が国唯一の公立大学と

して、その特性を活かし、市民の健康と福祉の向上に資する教育研究課題に積極的

に取り組む。 

2 名古屋市立大学は、その教育・研究機能を通じて、その歴史と実績を活かして、次

世代育成支援、地球環境の保全と社会環境の整備発展に関わる教育研究課題に重点

的に取り組む。 

3 名古屋市立大学は、名古屋市民によって支えられる市民のための大学であることか

ら、市民等からの寄附を教育研究などに役立てるとともに、市民及び地域への教育

研究成果の還元を通じて、名古屋市の行政課題の解決を始めとした地域社会の発展

に寄与する。 

また、平成 26 年度に策定した名市大未来プランにおいては、「環境アクションプラン

を策定し、教育研究活動や業務運営の改善を通じて、環境負荷の低減と環境の保全に取

り組む」ことを目指す未来像として掲げています。 

（３）構成員数（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

区分 人数（現員） 区分 人数（定員） 

学部学生 3,851名 役員 10名

大学院生 693名 教員 558名

特別聴講生等 72名 その他職員 1,208名

合計 4,616名 合計 1,776名
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（４）環境配慮の取組の歴史

  本学は平成 21 年度より毎年度、教育・研究、社会貢献、大学運営の各活動における

環境問題への取り組みの成果を環境報告書としてとりまとめています。 

  これまでに作成した環境報告書は本学ウェブサイトにおいてご覧いただけます。 

（http://www.nagoya-cu.ac.jp/about/environment/report/index.html） 
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（５）各キャンパスの概要 

桜山（川澄）キャンパス 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1

医学部・大学院医学研究科・附属病院 / 看護学部・大学院看護学研究科 / 事務局本部 

滝子（山の畑）キャンパス 名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑 1

経済学部・大学院経済学研究科 / 人文社会学部・大学院人間文化研究科 / 大学院システム自然科学研究科
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田辺通キャンパス 名古屋市瑞穂区田辺通 3‐1

薬学部・大学院薬学研究科 

北千種キャンパス 名古屋市千種区北千種 2‐1‐10

芸術工学部・大学院芸術工学研究科 



報告対象組織  桜山（川澄）キャンパス   田辺通キャンパス

滝子（山の畑）キャンパス  北千種キャンパス 

報告対象期間 平成 28年度（平成 28年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）

準拠あるいは参考にした環境報告等に関する基準又はガイドライン等

 環境報告ガイドライン（2012 年版）（平成 24 年 4 月環境省）

作成部署及び連絡先 策定会議：公立大学法人名古屋市立大学環境委員会 

           事務担当：事務局総務課 

名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１ TEL 052-853-8005

公表ウェブサイト 本学ホームページ http://www.nagoya-cu.ac.jp/ 


