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持続可能な開発目標（SDGs）の
「世界を変えるための17の目標」
で示されている下記のアイコンを
関連する取り組み記事に示してい
ます。持続可能な開発目標

SDGs
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【表紙写真について】

　本学キャンパスの稲盛記念館の写真を掲載しました。
また、本学の学友会写真部員が撮影した大学構内の写真
も掲載しました。
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学長あいさつ

鹿児島大学は、日本列島の南に位置し、アジアの諸地域に開かれ、
海と火山と島々からなる豊かな自然環境に恵まれた地にあります。
このような地理的特性を備えた鹿児島大学は、学問の自由と多様性
を堅持しつつ、自主自律と進取の精神を尊重し、地域とともに社会の発展に貢献する総合大学を
目指しています。

さて、地球環境面において、地球温暖化を始めとした人類が地球環境に及ぼした影響は計り知
れず、異常気象はもはや日常となり、国内では毎年のように集中豪雨に見舞われ、大きな被害が発
生しています。こうした自然災害の原因究明と防災対策に加えて、自然環境の維持・保全への取り
組みや地球温暖化抑制への対応等、国立大学として重要な課題であると認識しています。
さらに、昨年からの全世界に襲いかかる新型コロナウイルス感染症は、感染拡大防止対策と共
に新たな取り組みや対応が求められ、生活様式を根本から見直す必要に迫られています。本学に
おいても、多くの科目を遠隔授業とするなど、新入生をはじめ多くの学生にキャンパスライフを
制限せざるを得ない状況が続いています。
本学は、学生、教職員及び関係者が一丸となってこれらを克服し、進取の気風あふれる開かれた
鹿児島大学を創っていきたいと思います。

本報告書は「鹿児島大学環境方針」に定めた基本理念に基づき、2020年度における環境教育や
環境研究、省エネ活動、廃棄物の適正管理、省資源の推進、地域と一体となった環境活動等をまと
めたものです。
教育・研究面においては、地域社会の課題解決につながるテーマとして、島嶼、環境、食と健康、
水、エネルギー等、関連する教育・研究を推進し、運営面では、再生可能エネルギーの積極的な導入
等により温室効果ガス削減等の環境負荷の低減に努めています。
これらの活動を通じて、地域の環境保全のための教育・研究活動及び社会貢献に積極的に取り
組み、自然豊かな地域に立地する大学としての責務を果たすとともに、人類の存続基盤である地
球環境を維持・継承しつつ持続的発展が可能な社会の構築を目指します。

また本学は、2015年国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」に取り組むた
め「鹿児島大学SDGs推進本部」を設置して、SDGs関連教育の提供及び人材の育成、社会的課題
を解決に導く研究の実践等、積極的に推進していくこととしており、本報告書では、関連する教
育・研究について、SDGsのアイコン（世界を変えるための17の目標）やキーワードを記事に表示
し、SDGsの達成に向けた取り組みを積極的に社会に発信することといたしました。

本環境報告書2021をご一読いただき、鹿児島大学の環境への取り組みについて忌憚のないご
意見をいただけましたら幸いです。

� 2021年9月

鹿児島大学　環境・エネルギー最高責任者

学長　佐野　輝
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■基本理念

　鹿児島大学は、人類の存続基盤である地球環境を維持・継承しつつ持続

的発展が可能な社会の構築を目指す。本学の教育・研究活動及び大学運営

においては、これを認識し環境との調和と環境負荷の低減に努める。また

地域の環境保全のための教育・研究活動及び社会活動に積極的に取り組

み、自然豊かな地域に立地する大学としての責務を果たす。

■基本方針

（1�）教育活動を通じて、環境保全に資する能力と行動力を持つ人材の育成
に努める。

（2�）研究成果とその普及のための活動を通じて、地球環境及び地域環境の
保全に努める。

（3�）地域の特性を踏まえた社会活動を積極的に展開し、地域と一体となっ
て環境保全活動に取り組む。

（4�）これらの諸活動に際し、省エネルギー、省資源、廃棄物の削減、化学物
質管理の徹底等を通じて、環境保全と環境負荷の低減に努める。

（5�）環境保全の目的及び目標を設定し、その達成及び関係法規遵守のため
の環境マネジメントシステムを構築、継続的な改善を図る。

（6）環境保全活動の取り組みを学内・外に広く公表する。

平成17年12月28日

鹿児島大学環境方針
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農水産獣医学域

附属動物病院

附属焼酎・発酵学教育研究センター
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附属地域コトづくりセンター
附属天の川銀河研究センター

附属南九州先端医療開発センター

《学部》

《学部》

《大学院》

《機構》

《学内共同教育研究施設》

《海外拠点》

共通教育センター

高等教育研究開発センター

キャリア形成支援センター

桜ヶ丘分館

水産学部分館

研究推進部

アドミッションセンター

グローバルセンター

医用ミニブタ・先端医療開発研究センター

国際島嶼教育研究センター

研究支援センター

産学・地域共創センター

地震火山地域防災センター

附属南西島孤地震火山観測所

司法政策教育研究センター

北米教育研究センター

《支援センター等》

《奄美群島拠点》
国際島嶼教育研究センター奄美分室等

学長戦略室

学術情報基盤センター

埋蔵文化財調査センター

環境安全センター

南九州・南西諸島域共創機構

稲盛アカデミー

総合研究博物館

鹿児島大学病院

ヒトレトロウイルス学共同研究センター

共同獣医学部

保健管理センター

附属図書館

研究推進機構

総合教育機構

農林水産学研究科

共同獣医学研究科

法文学系
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工学系
医学系
歯学系

農学系
水産学系
獣医学系

総合研究学系
共同学系

総合教育学系

《学術研究院》

法
文
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部

法文教育学域

理工学域

医歯学域

附属病院

総合科学域

農
　学
　部

工
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理
　学
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歯
　学
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医
　学
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共
同
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国際食料資源学特別コース
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先進工学科
（機械工学プログラム）
（電気電子工学プログラム）
（海洋土木工学プログラム）
（化学工学プログラム）
（化学生命工学プログラム）
（情報・生体工学プログラム）

建築学科
（建築学プログラム）

理 学 科
（数理情報科学プログラム）
（物理・宇宙プログラム）
（化 学 プ ロ グ ラ ム）
（生 物 学 プ ロ グ ラ ム）
（地球科学プログラム）

歯 学 科

医 学 科

保健学科

獣医学科

水産学科

国際食料資源学特別コース
（水産学系サブコース）

法経社会学科

人文学科

学校教育教員養成課程
（初 等 教 育 コ ー ス）
（中 等 教 育 コ ー ス）
（特別支援教育コース）

2020年5月1日現在
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はじめに
筆者は農学部附属演習林の専任教員で、高隈演習林（垂水
市）をフィールドにした体験型の森林環境教育を専門にしている。
高隈演習林では、3000ヘクタールの広大な土地と110年余の
歴史に支えられた豊かな森林・自然資源、さらに地元大野集落の
「開拓魂」に象徴される森林文化資源などを活用して、多彩な体
験型環境教育プログラムを実施している。
しかしながら、2020年当初より新型コロナ感染拡大により、多
くの活動が制限されるようになり、ほとんどの体験型授業が中
止または大幅な縮小を余儀なくされた。そんな中、必要に迫られ
て、オンラインでの体験授業を実施することになり、そのための
プログラムと教材開発の機会を得たので、ここに概要を報告し
たい。

オンライン授業の概要と教材
鹿児島大学農学部と岩手大学農学部の間で1979年より交
換授業を実施している。岩手大学の学生を鹿児島に迎える授業
は「暖帯林概論」という名称で、高隈演習林および屋久島を舞台
に南九州の森林・自然環境と森林と人の関わりについて実地に学
ぶ５日間の体験授業である。毎年夏季休暇に実施しているが、昨
年度はコロナ禍により実施できず、３月に延期とした。その後もコロ
ナ感染は拡大と減少の波を繰り返し、実施の可否の最終判断は
実施約１か月前まで持ち越されることになった。その頃には、実地
開催できない場合はオンライン授業とすることを計画するようにな
り、最終判断は２月５日、岩手大学側の要望により、オンライン授業
と決定した。
すでに年度初めより多くの授業がオンライン実施となり、筆者

もZoomを使っての講義には慣れていたが、本来野外や実地
での体験を伴う実習をオンラインで実施することは例が無く、ど
のように実施するのか、手探りで急ぎ計画を検討することとなっ
た。本授業の本来（リアルで実施する場合）の計画は以下のよう
であった。

１日目：桜島見学、高隈演習林へ移動、暖帯林に関する講義

２日目：高隈演習林の森林と林業、環境に関する講義と見学

３日目：屋久島へ移動、屋久島の森林について施設学習

４日目：登山、屋久島の代表的森林の見学学習

５日目：亜熱帯植物、滝、屋久杉利用等について見学学習

これらをオンライン用に再構成して以下のような素案を考えた。

①事前課題：高隈演習林や屋久島を紹介する動画を視聴する

②リアルタイム授業（３/10～12の３日間、Zoom利用）

③事後課題：レポート作成提出

事前課題のための動画は、演習林（大野集落含む）に関して
はこれまでに共同利用の広報のために作成したもの等既存のもの
（17編156分）を使用した。屋久島に関しては、事前（２/24-26）
に撮影隊（筆者＋学生３名）を組み、リアルの場合と同行程での
撮影を行い、６編95分の動画にまとめた。

授業の実施と成果
受講学生は８名であった（例年は20～30名）。リアルタイム授
業は３日間（３/10～12）とし、それまでに事前課題の動画を視
聴してもらった。リアルタイム授業はZoomで、以下のようなスケ
ジュールと内容であった。

３/10（水）ガイダンス・アイスブレイク、座学

☆開講式（林長挨拶）・ガイダンス（授業内容説明）

☆アイスブレイク（自己紹介）

☆�講義：①桜島火山、②暖帯林概論、③鹿大演習林の森林環

境教育、④屋久島林業の過去と未来

３/11（木）高隈演習林と大野地区での授業

※受講生の問いに答える＆ディスカッション

☆高隈演習林の授業（技術職員・森林科学学生）

　演習林の概要／共同利用／実習／技術者教育／経営管理

　林業生産／獣害と狩猟／山の神／地域貢献ほか

☆大野地区の授業（大野住民・森人クラブ学生）

　�大野地区の歴史と取組／森人クラブの活動（農山村での学

生の取組）／鹿大生との交流タイム

３/12（金）屋久島での授業、ふりかえり

※受講生の問いに答える＆ディスカッション

☆屋久島の授業（屋久島住民＆鹿大生）

　�屋久島の植生／地質／土壌／生態の変化／林業／鳥獣害

とジビエ／外来種／屋久杉利用／センバスビレッジ

☆全体のふりかえりと質疑応答

森林・環境・地域を学ぶオンライン授業の教材と実施成果
農学部附属演習林　准教授　井倉　洋二

森林・環境・地域を学ぶオンライン授業 森林環境教育
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事後課題は、個人でレポートを作成提出し、それを全体で共有
した。実施した成果として、毎回のふりかえりで述べられた学生の
言葉やレポートなどから、以下のような六つの点が考えられた。
①�実際に現地に行ったような気になったということは多くの学生
から何度も聞かされた。「アミューズメントパークのような楽しさ」
「博物館をガイドに案内してもらうような感じ」という言葉もあっ
た。学生にとって「見る・聴く」体験が、まるで現地に行ったかの
ようにリアリティがあったという評価であった。
②�初めて出会うことや初めて知ったことはリアリティを持って受
け入れられ、驚きと感動をもたらしたようだ。例えば桜島火山
が日々噴火していること、火山灰が日常的に降っていること、
それが鹿児島独特の環境を作っていること、鹿大の演習林が
とても開かれていること、子どもたちの体験学習の場になって
いること、大野地区の人たちの逞しさ、学生が地域に密着して
いること、屋久島の特殊な環境とそこで育まれる屋久杉・・・、
等々。
③�受講生たちには、事前に動画を視聴して、各自が「問い」を立て
て授業に臨むことを促した。その結果、各人の興味関心に基づ
いた多様な問いが寄せられた。それらはリアルタイム授業で受
講生から次 に々発せられ、常にアクティブなディスカッションが行
われた。
④�２日目と３日目に計８名の鹿大生に参加してもらい、授業では鹿
大生と一緒にブレイクアウトセッションを行い交流する機会も
作った。遠く離れた地域で同じ森林を学ぶ仲間と交流をする機
会はとても貴重だったようで、多くの受講生がそのことを評価し
ていた。
⑤�この授業で演習林や大野地区住民、屋久島住民などホストたち
が共通で発していた大きなメッセージは「地元愛」であった。そ
のことは受講生たちにもストレートに伝わり、多くの受講生はそこ
に大きな刺激を受け、自身の地元を見つめ直すきっかけになっ
たということをレポートに記していた。
⑥�鹿児島という自然とそこに住む人が織りなす歴史と文化、地域
に生きる人たちの熱量が受講生たちに十分に伝わった感があ
る。その結果、今回現地に来ることができなかった悔しさと相
俟って、「絶対に鹿児島に、屋久島に行きたい」気持ちが極限ま
で高まったようである。

おわりに
ここまで述べた実施の成果はあくまで主観的なものである。しか

しながら、これまで多くの体験型環境教育プログラムを実施し、そ
の成果の程を時々の学生の反応の中から感じ取ってきた筆者の
経験の中で、今回の初めてのオンラインプログラムは、想定を遥か
に上回る手ごたえを感じたことは確かである。
その原因としては、事前学習のための動画教材を充実させたこ

と、リアルタイムのリモート授業では鹿大生や地域住民に加わって
もらい、ディスカッションや交流を中心とした内容であったこと、授
業時の感想の共有や事後レポートの共有などにより、受講生同士
の交流も促したこと、などが挙げられる。そして実地開催した場合
よりも確実に大きなインパクトとして受講生に伝わったことは、上
述のように「行きたい気持ち」である。多くの受講生が「コロナが
おさまったら絶対に鹿児島に行く・行きたい」と表明してくれた。そ
の気持ちは私たちホスト側も同様で、受講生たちとの「再会」を楽
しみにしているところである。

写真１．撮影隊による事前課題のための屋久島動画

写真２．授業時のZoom画面
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リスクマネージメントとリスクアセスメント
我 日々本人は明治の頃から重金属を含む様々な化学物質汚染

とその影響に苦しんできた。例えば、水俣病を引き起こした水銀、
カネミ油症事件のPCBなどはその最たるものである。これらの事
故を教訓にして、汚染を最小限に止めるために、環境保全を目的
とする高度な化学物質管理とリスクマネージメントが日本では行
われ、それに伴い様々な法律や、規制・基準が設けられている。こ
れらに準じて、環境中の全生物に対する化学物質影響を最小限
にとどめるために個々の物質に応じて様々な基準値などが設けら
れているが、その値を設定するためのもととなるデータを得るため
に、公定法による化学物質の生物影響評価（リスクアセスメント）
や環境中の化学物質分布調査が多くの機関で実施されている。

学生と社会の両面からのニーズに応える
学生から人気がある職の1つに環境アセスメント関連の会社・
機関が挙げられる。環境アセスメントの仕事は多岐にわたるが、
その知識や技術を習得するための場は、日本の大学では十分に
用意されていないことが多い。一方、環境アセスメント会社・機
関から大学には、化学物質のリスクマネージメントを理解した上
でリスクアセスメントを実施出来るような、広い知識と確かな実
験技術を持った人材の育成が求められている。そこで水産学部
では、環境汚染・化学物質影響研究を専門とする我々数名の教
員が中心となり、淡水・海水域における環境汚染を主に対象とし
て、過去～現在の汚染の事例、化学物質が引き起こす生物影響
とその評価法、水域でのリスクアセスメント、生態系維持のため
のリスクマネージメントなどについて学べる「水圏環境保全科
学」、「水質保全学」の2つの科目を開講している。この2つの科
目では、環境アセスメント職で必要となる一通りの知識が修得で
きる。さらに、実際の河川や海域における汚染調査とそれに関連
した実験、得られた実験データに基づいたリスクアセスメントを
体験できるのが「環境微生物・化学実習」、「環境保全学実習」、
「環境分析化学実験」などの実験・実習科目である。我々が用意
した科目群は環境汚染に関する職に携わるための知識と技術を
一通り修得できる内容となっており、アセスメント職を希望する学
生の育成のみならず、アセスメント会社・機関からのニーズにも
応えるものである。

実習の例～環境保全学実習
本稿では、実験・実習科目の中で一番のメインの科目である環
境保全学実習を紹介したい。本実習では、1）河川の水質調査と
汚染物質分析、2）海域の有機スズ化合物影響評価、3）化学物
質暴露によるバイオマーカー測定、などに取り組む。
1）では甲突池（甲突川の源泉）～甲突川中流域に至る数地
点で水生昆虫と水試料を採取する。水生昆虫は水質汚染耐性が
種によって異なるため、その場所の種分布を調べればある程度の
水質を判定することができる。この水生昆虫分布による水質判定
法は全国の様々な組織により実施されている。本実習では各地点
の採水を行い、淡水域の代表的な汚染物質である洗剤成分やア
ンモニアの水中濃度分析を実施し、化学分析データも得る。そし
て水生昆虫と化学分析による化学物質データを比較し、水生昆
虫による水質判定の精度や、甲突川の現在の汚染状況を班ごと
に検証する。
2）では海域の有機スズ化合物の影響を調べる。有機スズは船
底防汚塗料として世界中の小型～大型船舶、養殖生簀網に用い
られてきた。しかし、生物蓄積性や毒性が強く、環境中での残留
性が高い。さらに、イボニシという貝が有機スズを蓄積すると、メス
の個体に本来オス個体しか持たないペニスが生じ、卵管が徐々に
詰まって産卵不能にする（インポセックスと呼ばれる）、過去に例
を見ないショッキングな影響が1990年代に確認されたこともあっ
て、2000年に入る頃から世界的に使用が禁じられた。鹿児島で
も2005年くらいまでは磯海岸など多くの場所でインポセックスを
呈したイボニシが観察されたが、近年はほとんど見ることができな
い。しかし、磯海岸から直線距離で4kmしか離れていない桜島の
ある地点では、現在でもほぼ100%のイボニシメス個体にインポ
セックスの症状が観察される場所がある。本実習では2003年か
ら現在まで、磯海岸とこの桜島の地点でインポセックスの調査を
毎年実施しているが、桜島のイボニシに対する有機スズの影響は
遅 と々して改善されていない。このような有機汚染の影響がいま
だに観察されるような場所は全国的にも珍しく、本実習では、イボ
ニシで観察される有機スズの影響レベルから、なぜ桜島では他の
場所のように環境改善が進まないのかを学生同士で検証する。
他にも本実習では、様々な実験に取り組み、環境アセスメント現
場で用いられるような技術・手法の修得を目指す。

環境汚染調査と生物影響評価の手法を学び、
� それらを駆使して鹿児島の水域汚染の現状を知る
水産学部水圏環境保全学分野　教授　宇野　誠一

広い知識と確かな実験技術を持った人材の育成
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最後に
我々が開講する実験・実習は作業量が多く、学生にとってなかな

かヘビーなものだと思う。ただ、履修する学生は皆、非常に熱心に
取り組んでくれる。この実習を通して、実験の面白さを少しでも感
じてくれれば良い、と思い、例年臨んでいる。環境汚染にネガティ

ブな印象があるかもしれないが、我々の子孫に健全な地球環境を
残す、という使命を担った分野でもあり、我々の講義、実験・実習を
通して、その使命を意気に感じてこの分野に進むきっかけになれ
ば良いな、と思っている。

甲突川での水質調査。
写真上：川での水生昆虫採取の様子。
写真中：�採集した昆虫を集める。このバットの中にはたくさんの水生昆虫が

いた。
写真下：水中の洗剤成分測定のための実験の様子。

インポセックスを呈するイボニシが採集する地点の風景は一見美
しい砂浜である。
写真上：�実習でイボニシを採集する海岸。桜島が噴火すると大量の灰を被

りながら、採集することになる。
写真下：イボニシ。全国各地の磯、テトラなどで普通に見られる貝である。

インポセックス
リスクアセスメント
リスクマネージメント

水生昆虫分布による水質判定
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令和２年度　環境関連授業科目

科目名 担当教員 講義内容

地域環境論
中川　亜紀治 
＜大学院理工学研究科（理学系） 
物理・宇宙プログラム宇宙情報＞

この授業の目的は、地域の様々な環境問題、およびそれと連動した社会問題の中から
いくつかの事例を選び、多角的な視点から論じ、それらの問題の全体像と本質を考え
ることにある。5名の講師が分担し、自然科学と社会科学の両方の視点から問題を論
じる。
具体的な事例として、諫早湾干拓事業などの沿岸開発、原子力発電所、水俣病事件な
どの身近ながらも普遍性を備えた問題などに焦点を当て、それらの問題を考えるた
めに必要な基礎的な知識を整理する。環境問題が引き起こされる背景としての様々
な地域社会の問題についても論じる。配布資料やパワーポイントなどを用いた講義
を行い、関連図書を紹介する。
各回の最後には小レポートを課すことで考えの整理を図る。また最終回の総合討論
では受講生の積極的な発言を期待する。

環境と進化の科学
冨山　清升 
＜共通教育センター 
初年次教育・教養教育部門＞

授業は、インターネットを用いた遠隔授業で行います。動画の形態で後から再受講で
きるように措置しています。
地球上に生息している生物がどのように環境に適応しているのか、どのようなメカニ
ズムで進化してきたのか理解します。環境への生物の適応や進化を理解するために、
生物を構成する細胞の話から生物学の基礎的分野の解説を重視します。また、人間
が環境をどのように利用し、変化させてきたか、現状の把握と今後の課題について理
解します。

地域自然環境実習
上野　大輔 
＜大学院理工学研究科（理学系） 
生物学プログラム多様性生物学＞

山や海などで生きた動植物を観察・採集することによって、鹿児島県の豊かな自然環
境に生息する生物相について学習し、それらが生態系のなかで果たしている役割を
理解する。

農業水利環境学
籾井　和朗 
＜農林環境科学科 
地域環境システム学＞

この授業では、農業水利と水質、及び農業用水管理について学びます。
特に、水管理と砂漠化の関係、総容易有効水分TRAMの考え方、農地からの浸透と蒸
発散の理論、及び農業用水利用における水質基準と水質指標について重点を置いて
説明します。

環境教育と
農山村振興

井倉　洋二 
＜農学部附属演習林＞

平　瑞樹 
＜農学部　農林環境科学科 
地域環境システム学＞

自然体験や暮らしの体験に基づく環境教育を起点として、自然と共生した持続可能な
未来社会を主に農山村の場から創出していくための考え方と方法を学ぶ。環境教育
の目的と手法（合意形成やファシリテーション等）について知り、それを具現化する自
然学校などの取組と農山村の振興事例を学び、さらにワークショップ形式でソーシャ
ルビジネスの企画を体験学習する。

農業気象環境学
神田　英司 
＜農学部　農林環境科学科 
地域環境システム学＞

地域環境の一構成要素として気象を捉え、大気環境、気象・気候の原理、局地的な気
象、地域における気象災害対策、気候資源の有効活用、気象と植物生産の関わりの基
礎を学ぶ。
農業生産の場である自然環境の一つである気象環境（大気現象から微気象まで）に
ついての基礎的知見と気象災害への対応策の基礎について学ぶ。
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科目名 担当教員 講義内容

環境水理学
伊藤　祐二 
＜農学部　農林環境科学科 
地域環境システム学＞

水は自然環境、人間活動、生物生産に深く関わる。水理学は、実験式や経験式を多く
用い、実用面を重視した学問である。本講義では、生命の源であり農業においても重
要な水の特性や諸現象、それらの水理学的評価法について論及する。

環境変動に対応
した防災と持続
的一次産業

中村　啓彦　＜水産学部＞

地頭薗　隆　＜農学部＞

山本　智子 
＜大学院連合農学研究科＞

遠城　道雄 
＜大学院連合農学研究科＞

安樂　和彦　＜水産学部＞

吉川　毅　＜水産学部＞

近年、急激な気候変動にさらされ、亜熱帯化が進行しつつあるとされている南西諸島
から南九州を例に、地域での生活と一次産業を持続的に成り立たせるために理解す
べき科学的背景を講義する。まず、地域の自然環境と生物環境の特性を整理し、環境
変動をもたらし気象災害につながるメカニズムを理解させた上で、災害による被害を
抑えつつ、変動する環境下で行う持続的な一次産業の姿を考える。あわせて、近年気
象等に関するビッグデータを活用する方法についても、基礎的な知見を修得させる。

環境衛生学
中馬　猛久 
＜共同獣医学部獣医学科 
病態予防獣医学講座＞

この授業の目的は、ヒトや動物の健康にとってよりよい環境を維持し、地球生態系の
保全に貢献するために、主体（ヒトと動物）と環境との相互作用について正しく理解
し、環境衛生の歴史と現状を学び、環境衛生の重要性と必要な関連法規を理解する
ことである。授業内容は、種々の環境要因と生命への影響、ならびにその衛生管理対
策について学習し、地域限局型環境汚染から広域環境汚染問題の現状と対策につい
て学ぶ。授業は、教科書、配付資料等を用いて講義形式で行う。

自然環境保全と
世界遺産

奥山　正樹 
＜産学・地域共創センター＞

南北に細長い日本列島の南に位置し、桜島などの火山や九州最高峰の宮之浦岳を有
し、生物の種類が著しく異なる境界を含む鹿児島県は、日本の自然環境を語る上で重
要な地域である。屋久島は日本で最初の世界自然遺産（世界遺産条約に基づく人類
の遺産）に登録され、奄美大島と徳之島は沖縄県の2島とともに、新たな世界自然遺
産に推薦されている。この授業では、鹿児島の自然環境の特性やその保全の取組、課
題を学ぶことを通じて、自然環境に関する基礎的な知識や自然環境問題を考えるた
めの視点を修得することを目的とする。併せて、日本の自然環境保全制度や自然環境
保全のための国際協力の仕組みについても理解の促進を図る。
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はじめに
鹿児島県の南方380-470キロメートルの海上に位置する奄美
大島と徳之島には、アマミノクロウサギ、ルリカケス、トクノシマエビ
ネなど多くの固有種が生息している。これらの島嶼域は、約1200
万年前までユーラシア大陸と陸続きであり、大陸と共通の生物種
が生息していたが、その後、海面の上昇により大陸と分断され、残
された生物種が独自の進化を遂げた。一部の生物種では共通の
祖先を持つ大陸の近縁種がすでに絶滅しており、奄美大島、徳之
島の生物相には他に類をみない独特の固有種が含まれている。
このことから、奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島の4島
は2021年7月に世界遺産に登録される予定である（2021年6月
現在）。
日本政府による世界遺産登録の推薦は、2度行った。1度目の
推薦で「延期」の勧告を受け、それを踏まえた2度の推薦となった
が、1度目の勧告の中では「外来種対策の推進」が指摘されてい
た。奄美大島、徳之島では数多くの外来種が確認されており、動
物では、アカミミガメ、ハイイロゴケグモ、スクミリンゴガイ、オオクチ
バス、ティラピアなどが、植物では、アメリカハマグルマ、オウゴンカ
ズラ、オオキンケイギク、ギンネム、ムラサキカッコウアザミ、ホテイ
アオイ、ボタンウキクサなどが挙げられる。これらの外来種は、在
来種・固有種の脅威となっており、これを取り除くことが喫緊の課
題となっている。
筆者は、これらの外来種の中で、「オウゴンカズラ」という蔓性

の植物の再生能力および駆除方法の研究を行ってきたので、ここ
で紹介する。なお、研究の一部は、文部科学省特別経費「薩南諸
島の生物多様性とその保全に関する教育研究拠点整備」の支援
によって実施したものである。

オウゴンカズラの再生能力
オウゴンカズラは、観賞用に日本に持ち込まれたものであり、園
芸植物「ポトス」としてよく知られている。東南アジアを原産とす
るサトイモ科の多年生草本であり、野外への投棄によって野生化
する。徳之島の気候が適しているようで、野生化した個体は旺盛
に成長し、つる状に匍匐して地表面を覆い、ときには樹木に登は
んし、その表面を覆う（図1）。これらの植物体を取り除く作業が地
域のNPO団体によって実施されているが、除去後わずか数カ月
後にはオウゴンカズラの植物体の再生が確認される（図2）。この
ことから、オウゴンカズラを完全に駆除するためには、再生能力を
持つ植物体をすべて取り除く必要がある。そこで、徳之島で実際

徳之島における外来種の駆除
農学部農林環境科学科　准教授　鵜川　信

図１．樹木を覆いつくすオウゴンカズラ

図３．オウゴンカズラ植物体の再生実験の様子

図２．�除去作業後に再生するオウゴンカズラの植物体�
（地表面に多く見える植物体が再生したオウゴンカズラ）

生物多様性
薩南諸島
外来種
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に野生化しているオウゴンカズラを対象に、どのサイズの植物体
が再生能力を有しているのかを実験によって明らかにした。
それぞれ葉が1枚、2枚、4枚、8枚付いた4つのサイズの蔓を用
意し、徳之島の森林の地表面に放置したところ、そのほとんどで、
2か月後には新しい蔓が伸び、新葉も形成されていた。1枚の葉が
付いた長さ10cmほどの蔓（重さ6.5g程度）では、放置した植物
体の83%が生残し、そのうち96%で新しい器官の形成が確認さ
れた。このことから、野外でオウゴンカズラを取り除く場合、1枚の
葉が付いた蔓でも現場に残すべきではないと考えられる。物理的
な除去作業だけでも大変苦労するが、さらに、取り残しを回収する
細かな作業が必要になる。

オウゴンカズラの駆除方法
上述のとおり、徳之島では、地域のNPO団体によって、オウゴン

カズラの駆除活動が行われている。その中で最も苦労するのが、
高い樹木に登はんしたオウゴンカズラの駆除である。関係者の話
では、はしご車まで出動することまであるそうだ。そこで、登はんし
た植物体を効率よく駆除するため、登はんするオウゴンカズラの
蔓に除草剤を吸収させて枯死させる実験を行った。
その結果、2か月後には、除草剤の処理を行ったすべての植物
体が枯死した。重要なことは、本実験で処理した除草剤の濃度
が、メーカーが規定する希釈濃度よりも低かったことである。除草
剤の適用はオウゴンカズラ以外の植物にも影響する可能性があ
り、可能な限り希釈された除草剤の利用が推奨される。今回の実
験では、樹上に登らなくとも、オウゴンカズラの登はん個体を効率
的に枯死させられること、それに使用する除草剤を希釈できる可
能性が示された。

今後の外来種駆除
本稿では、オウゴンカズラの再生能力と駆除方法に関する研究

の紹介を行った。今後も効率的な駆除方法の開発を進め、数年後
には簡易的、効率的にオウゴンカズラを駆除できるようにしたい。
一方で、一連の研究はオウゴンカズラに限ったものであり、奄美大
島、徳之島にはそれ以上に多くの外来種が存在する。1種のみの
駆除では、固有種に対する脅威は取り除かれず、今後、奄美大島、
徳之島でみられる多くの外来種について、その駆除方法を研究す
る必要がある。

図4．切断したオウゴンカズラの植物体から新しく形成された葉

図5．�除草剤を処理した植物体（ピンクのテープが付いている蔓）�
の枯死
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鹿児島県にも多数の侵略的外来種が定着しており、授業でも取
り上げている。その一つアフリカマイマイを紹介したい。本種は東
アフリカのサバンナ地帯を原産地とする外来種で、1930年代に
日本に持ち込まれた。鹿児島県では、奄美大島以南の島々に定着
しており、農業害虫として、また、衛生害虫として、国の法律で特殊
病害虫指定を受けている。本種は、全世界の熱帯・亜熱帯の侵入
地域において、爆発的な増殖を示し、農作物に甚大な被害を与え
続けている。奄美・沖縄地域でも、1970年代初頭ぐらいまでの侵
入初期には、畑地で足の踏み場もないくらいの密度にアフリカマ
イマイが増殖し、手が付けられない状態だったと地元の方々は異
口同音にその経験を語って下さる。しかし、現在では、本種は、生
息はしているものの、目立った農業被害は出ていない様である。何
らかの捕食者との平衡関係が生じたと推定されるが、その要因は
不明である。
本種の原産地は、降水量が少なく、降雨期と乾燥期が不定期

なことが多く、非常に不安定な生息環境である。このような不安
定な環境下で進化してきたため、侵入した地域でも、環境の不安
定な攪乱地を好む傾向が強い。本種が持つ攪乱地嗜好性という
生態的特性が、農地という環境によく合っていたのだろう。このた

め、本種は、森林の内部よりも林縁部のヤブ地を好む傾向が強
い。さらに、開発されたばかりの農地は、競争種や捕食者に欠ける
という一般的な特性がある。農地では、高い繁殖力・攪乱地嗜好
性・他種の欠如、という3条件が揃って、本種は爆発的な増殖を示
すのだと思われる。
本種の畑地での農業被害が著しい場合、畑地の中、もしくは、

その周辺に日中のねぐらが確保されている場合が多い。奄美大島
の空港道路周辺では、道路脇のハイビスカスの植え込みの中や、
道路際のやぶにはアフリカマイマイが見られるが、森の中に入ると
アフリカマイマイをみかけることは稀である。畑地にアフリカマイマ
イの昼間のねぐらが少ない場合、その被害は著しく軽減されるこ
とが観察されてきた。特に、被害の著しい畑地は周囲を林で囲ま
れていることが経験的に知られてきた。本種は、プランテーション、
集落地、畑地などに多く、自然林の中ではむしろ生息数が少ない
ことが報告されている。多くの研究において、アフリカマイマイは、
昼間は畑地の周辺の森林と畑地の境界に存在するやぶの周辺に
潜んでおり、夜間に畑地にはいだしてきて農業被害をもたらしてい
る観察事例が報告されている。
そこで、実際に本種が、畑地周辺のヤブにおいて生息密度が

鹿児島県の侵略的外来種アフリカマイマイ
共通教育センター　准教授　冨山　清升

図-1　電波発信機を付けたアフリカマイマイ

外来種
島の生物
固有種
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高く、森の奥には生息していないのか、密度調査を行ってみた。ま
た、昼間のねぐらが本当に林縁部に集中するのか、電波発信機を
直接装着し、追跡観察を行った。過去の研究で、本種がねぐらと畑
を往復する帰巣行動が観察されているため、本種の帰巣行動も
検討してみた。
本種は、昼間は、道路から1.5～2.5mほど奥に入ったヤブ付
近に最も多く、その周辺に潜んでいることがわかった。同じ日の夜
間になると、道路際の草地に這い出してきていた。夜間密度は、ね
ぐらから這い出して活動することにより、調査区全体に密度が分
散する訳ではなく、むしろ草地の密度が高く、本種が昼間は林縁
部のやぶに潜んでおり、夜間に摂食や繁殖行動のために草地の
開けた場所に出てくる基本行動を持つことが明らかになった。ま
た、電波発信機による追跡観察の結果、本種は森林の奥に潜むこ
とはなく、ねぐらの移動もあまりしていないことも解った。振動セン
サー付きの電波発信機を装着した個体の追跡調査の結果、本種
は、晴天時には、完全な夜行性の行動習性を示すこともわかった。
これらの観察結果は、アフリカマイマイの畑地の被害は夜間に集
中して生じ、昼間は、畑地周辺のやぶに潜んでいる、というこれま
での観察結果と一致した。

電波発信機での追跡観察では、アフリカマイマイは幼貝の頃
は、移動性が強く、直線的に移動している。未成熟の幼貝の直線
移動距離（昼間のねぐら場所の移動）は、半年で約500mという
結果が出ている。成熟すると、定着性が強くなり、約5m四方の同
じような範囲を動き回っていることがわかった。移動は直線距離
に直すと、一晩に10～20mくらいは動いている。成熟個体は、帰
巣性が強く、毎晩、同じねぐらに潜んでいることが多い。畑地や道
路脇では、周辺の林縁部のヤブに昼間は潜んで、夜間にはいだし
てくる生活をしている。
一連の研究の考察の結果、アフリカマイマイが自然林内にあま

り見られないのは、捕食などの他種との関係に因るではなく、本種
が攪乱地を好む生態特性を持つためであり、その攪乱地嗜好性
が、世界中に分散して、農業害虫となった本質的特性であろうと
結論付けられている。

図-2　電波発信機で得られたアフリカマイマイの日周活動
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2021年5月10日、ユネスコの諮問機関であるIUCN（国際自
然保護連合）から奄美・沖縄世界自然遺産（正式名称は「奄美
大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」）を登録するよう勧告が
出された。これにより、7月下旬にオンライン開催される世界遺産
委員会で登録が決定される見通しとなった。
この地域が国内で世界遺産の候補地に決まったのは2003年
で、以来18年にわたり様々な取り組みが進められてきた。2017
年に政府が推薦書をユネスコに提出してからも、翌2018年には
IUCNから「登録延期」と勧告が出されたため、一旦推薦を取り
下げ、指摘された多くの課題に対応した上で、修正された推薦書
が2019年に再提出された経緯がある。
現場から発想した環境問題への新たな提案を目指す「鹿児島
環境学プロジェクト」では、2015年から2019年にかけて世界遺産
登録に向けて大きな課題となっていた奄美大島のノネコ問題に取
り組み、2017年からは世界遺産の価値を有する自然と共生して
きた暮らしや伝統文化を「環境文化」と捉えて地域の関係者とと
もに研究を進めている。

【鹿児島環境学研究会】
2008年から実施している鹿児島環境学プロジェクトは学長裁量経
費による分野横断型プロジェクトで、自然、文化、社会など多分野の
研究に関わる学内の教職員と、行政や民間などの学外メンバーが参
加する「鹿児島環境学研究会」で議論を行いながら、地域とともに課
題解決に向けて現場を見つめ直すことを基本に研究を進めている。
2020年度の研究会は下半期にワーキンググループを3回開催

し、うち2回は環境省の奄美群島国立公園管理事務所長と屋久
島自然保護官事務所企画官に講師を務めていただいた。出席者
の多くはオンライン参加となったが、まさに世界遺産を目指して奮
闘中の奄美群島国立公園と１９９３年に世界遺産登録されて観光
客の急増等に対応してきた屋久島国立公園の両地域の最前線か
らの話を聞くことができた。

【奄美のノネコ問題】
奄美の生物多様性を象徴するアマミノクロウサギなど希少種

にとって脅威となり、世界自然遺産登録上の重大な課題であった
「ノネコ問題」に焦点を当て、2015-2016年に地域関係者と解
決に向けた共同研究を進めた。小学生による絵本や高校生用教
材を作成したほか、ニュージーランドから専門家を招き、奄美市と
鹿児島市で2回の国際シンポジウムを開催した。これらの成果は、

地域での取り組み推進に寄与するための普及啓発冊子にとりまと
め（2017年）、各方面に配布した。2019年には、この研究成果を
地域課題への大学の貢献事例として提示するとともに、ノネコへ
の対応が求められる全国各地の取り組みに貢献するため、「奄美
のノネコ-猫の問いかけ」と題する書籍を出版した。

【奄美の環境文化シンポジウム】
世界自然遺産の価値を有する自然を損なうことなく育んできた
奄美の人々の暮らしや伝統文化を「奄美の環境文化」と捉え、
2017年から地域関係者との共同研究を進めている。2017年に
誕生した奄美群島国立公園の理念として「環境文化型国立公
園」を掲げている環境省の協力の下、奄美大島内で毎年シンポジ
ウムを開催し（2018年1月龍郷町、2019年1月大和村、2020年
9月奄美市）、足元の自然と暮らしを見つめ直し、どのような環境
文化が豊かな地域づくりにつながるのかを考えてきた。2019年に
は第1回シンポジウムを開催した秋名・幾里集落の「環境文化型」
集会施設の基本構想づくりに参画し、鹿児島大学から建築学専
攻の研究者も加わって3回の住民ワークショップを開催した。
2020年度は、過去3回のシンポジウムを踏まえ、さらに、2019
年度に実施した100人インタビューの成果を共有することを目的
に、第4回環境文化シンポジウムを開催した（2021年2月21日）。
第4回シンポジウムは、新型コロナウイルス対策のため会場で

の参加者を最小限にしなければならないことを逆手に取る形で、
奄美会場と東京会場（東京大学）をつなぎ、双方向で議論する様
子をオンライン配信する方式で行った。テーマは「島と東京を結
び、これからの奄美の環境文化を語り合う」とし、東京奄美会の協
力も得て、大消費地の首都圏と島とを結ぶ環境文化のあり方につ
いても問題提起を行うことができた。当日の参加者は奄美会場47
名、オンライン参加41名だったが、その後も、地元あまみエフエム
の協力でYouTube映像のアーカイブ配信を続けており、550回
以上視聴されている（5月末日現在）。

【奄美大島の環境文化100人インタビュー】
奄美の環境文化を広く島民に考えてもらう契機とするため、奄
美大島在住の世代も立場も多様な100名に対して、幼少期の海・
川・山・里との関わり等についてインタビューを実施した（2019年
度）。その内容は2021年夏までに出版する予定。さらに、世界自
然遺産登録を機に海外にも発信するため、わかりやすく抜粋し英
訳した電子書籍版も制作中である。

奄美の世界自然遺産登録を支援（鹿児島環境学プロジェクト）
産学・地域共創センター　特任教授　奥山　正樹

世界自然遺産
地域づくり
環境文化

島嶼地域
水産資源
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【世界自然遺産推薦地に関する連携協定】
鹿児島大学は環境省自然環境局と２０１８年１０月に
協定を締結しており、鹿児島環境学プロジェクトをはじ
め、奄美世界自然遺産候補地の保護管理及び調査研
究、学生院生の人材育成のための自然環境保全分野
の教育など、自然環境保全に協力して取り組んでいる。
2020年10月には、さらに「奄美大島・徳之島の世界
遺産推薦地に関する連携協定」を環境省・鹿児島県・
鹿児島大学・国立環境研究所との4者で締結し、長期
的な調査研究の促進と保全管理への活用、若い世代
や地域の人材育成等を連携して推進していくことが確
認された。世界自然遺産としての登録が実現した後も、
推薦地域は登録地域に読み替えられ、４者が連携協力
の下で保全管理に取り組むことになっている。

市販書籍「奄美のノネコ��猫の問いかけ」�
南方新社　２０１９

「奄美大島１００人の環境文化」�
南方新社　２０２１刊行予定

写真家「西田テル子の世界」スライドショー 「環境文化を考える視点」パネリストの話題提供 「世代間をつなぐ」コメンテーターの高校生

奄美会場（画面に東京サテライト会場）

□第4回環境文化シンポジウム

開催案内

生物多様性
希少種保護
外来生物対策

住民参加
共創
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研究テーマ 担当教員 研究内容

火山荒廃地の緑の 
回復が災害防止と 
生 態 系 に 及 ぼ す 
役割

寺本　行芳 
＜農学部 
農林環境科学科 
森林科学＞

桜島の森林は、火山活動による火山灰や火山ガスの影響を受けて破壊されています。森林が破
壊され、地表面が火山灰に厚く覆われた桜島の斜面では、少雨でも多くの土砂が削り取られるた
め、この土砂が下流では土石流となって被害をもたらします。
現在、桜島から削り取られる土砂を少なくするために植物の力をどの程度活用できるのか、また、桜
島のような荒れ果てた斜面をどのようにして緑（森林）に戻していくのか、について研究しています。

作物栽培体系の高
度化

末吉　武志 
＜農学部 
農林環境科学科 
地域環境システム学＞

鹿児島県は南九州の南北600ｋｍに位置し、気候も温暖～亜熱帯気候に属すため、多岐にわた
る作物が栽培されています。また島嶼地域も多く機械化・省力化が難しい地域であるともいえ
ます。
本研究では人と環境に優しい作物栽培体系の確立を目指し、栽培作業の機械化・省力化、新しい
環境保全型栽培技術の開発等を行っています。

参加型ないし体験
型環境教育と環境
経営

大前　慶和 
＜共通教育センター 
初年次教育 
教養教育部門＞

企業が環境経営に取り組むことは、今や当たり前となった感がありますが、その戦略性は十分で
ないことが多いと思われます。環境経営の今日的課題は、環境担当部署だけでなく組織全体が本
来業務を通じた環境配慮を実践することです。
全従業員が楽しく環境教育を受け、環境経営を実践するきっかけを提供できればと考え、「環境連
想ゲーム」という楽しい環境教育教材を提案しています。

有機性廃棄物およ
びその処理物の肥
料効果の評価

樗木　直也 
＜農学部 
食料生命科学科　 
食環境制御科学＞

環境の世紀、排出される膨大な有機性廃棄物を適切に処理し、資源として循環を図ることは重要
なテーマです。鹿児島県においても、家畜のふん尿をはじめとする畜産廃棄物、焼酎粕・でんぷん
粕をはじめとする食品加工残さなど処理が問題となっている有機性廃棄物がたくさんあります。
有機性廃棄物を推肥化し農地に還元することは、有機性廃棄物処理の選択肢の一つですが、その
際問題となる、肥料としての効果や作物に対する有害な作用についての評価を行っています。

海の森（海藻）を守
り、育てる技術開発

寺田　竜太 
＜大学院連合農学研究科 
水産資源環境科学＞

山に森があるように、海の中にも広大な海藻（草）の森があります。海の森は「藻場」と呼ばれ、沿
岸域における主要な光合成の場として重要視されています。また、藻場は魚介類の隠れ家や生息
場、産卵場としても機能することから、生態系や沿岸漁業においても欠かせない存在です。
近年、藻場が各地で消失し、深刻な問題となっています。海に森を取り戻すにはどうしたらよい
か？九州・沖縄を中心として、藻場を保全し、再生させる研究に取り組んでいます。

撮影ロボットによる 
傾 斜 畑 表 面 流 の 
観測

芝山　道郎 
＜農学部 
農林環境科学科 
地域環境システム学＞

中山間地の畑は多くが傾斜地に造られているため、激しい雨によって土の粒子・肥料成分・重金属
等を含んだ表面流が生じることがあります。これが河川・湖沼など自然生態系へ流れ込むと、富栄
養化など様々な悪影響を引き起こす要因になります。表面流の発生は、気象だけでなく土壌の性
質や作物の栽培法を含む多くの要因が関わる複雑な現象です。現場での流出水の採取に頼る従
来の観測方法には、精度的・労力的に限界があり、遠隔地や突然の降雨に対応できる新たな計測
方法が必要とされます。

林地残材等未利用
木質バイオマスの
エネルギー化に関
する研究

寺岡　行雄 
＜農学部 
農林環境科学科 
地域環境システム学＞

木質系の未利用バイオマスとして林地残材が注目されています。賦存量が大量にあると言われ
ながら林地残材が利活用されていないのは、林業生産活動において森林資源の現状把握や分析
が不十分であるため。林地残材が森林の中で、どのような状態で放置されているのかも不明で
す。特に森林系バイオマスのエネルギー利用には含水率の低下が重要です。森林資源や林業生
産活動の分析からバイオマス発生量を明らかにすること、林地残材の野外での乾燥プロセスにつ
いてご紹介します。

河畔植生の動態と
種多様性に関する
研究

川西　基博 
＜教育学部 
理科教育 
生物学＞

河川に沿って成立する植生（＝ある地域に生えている植物群）を河畔植生と呼びます。河畔植生は、
河川環境に適応した独特な植物がみられること、生物の多様性が大きいこと、環境を調節する機能
があることなどから、特に注目されている植生です。しかし、多くの河川ではダムや護岸といった河
川改修が行われたことから、河畔植生は減少あるいは変質しています。本研究は、植生の動態およ
び種の生態や共存のしくみを明らかにすることで、河畔植生の成り立ちと保全を考えるものです。

バイオマスの有用
物質への変換

筒井　俊雄 
＜産学・地域共創センター＞

農業、林業、食品業が盛んな鹿児島では、バガス（サトウキビ搾汁後の残滓）や竹、焼酎粕など、未利
用バイオマスが大量に発生します。こうした未利用・低利用のバイオマスを原料として、化学原料や
高品質燃料油を製造する新しい反応技術（バイオリファイナリー技術）の開発を進めています。
地球温暖化を抑制し持続可能な社会を実現するために、地域バイオマスを有効利用する農工連
携技術の開発と、それにもとづく循環型社会の形成・地域産業活性化に向けた応用を目的として
います。

森林の維持･管理
手法の開発

鵜川　信 
＜農学部 
農林環境科学科 
森林科学＞

森林は木材生産の場であるとともに、水源涵養機能などの多面的機能を持ち、我々の生活に安定を
もたらします。森林の機能を発揮させるためには、多くの森林を健全な状態に保つ必要があります。
人工林の場合は、その造成と管理に関わる技術を向上し作業を軽減させることで、森林の機能をよ
りよく引き出すことができます。天然林の場合は、維持機構の解明を行うことで、よりよい状態で森
林を保全し、機能を安定的に享受することができます。日本の森林を守り育てるための研究です。

令和２年度　環境関連研究
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研究テーマ 担当教員 研究内容

農耕地土壌中の微
量元素の分布と動
態を解明する

赤木　功 
＜農学部 
食料生命科学科 
食環境制御科学＞

重金属をはじめとする微量元素は、あるものは生存に不可欠な物質（鉄、亜鉛、銅など）として、また
あるものは健全な成長・生育を阻害する有害な物質（カドミウム、ヒ素、鉛など）として、生物の生存・
生命活動に大きく関与しています。作物生産の基盤であり、物質循環の場でもある農耕地土壌にも
多様な無機元素が存在します。私たちの研究室では、農耕地土壌に含まれる微量元素の分析を通
して、農耕地土壌さらには耕地生態系における微量元素の分布と動態の解明を試みています。

島しょ独特の魚類
を絶滅から守る保
全生態学的研究

久米　元 
＜水産学部 
水産学科 
水圏科学分野＞

鹿児島県は多くの島しょを有し、それぞれの魚類が特有の環境にうまく適応して生活しています。
私たちの研究室では、魚の生活史を研究しています。水産物として重要な魚種の生態調査は、漁業
の資産管理に重要です。一方で、奄美大島、屋久島など島しょ独特の環境下で見事に適応進化した
魚類は、彼ら特有の戦略で種を維持しています。なかでも本土のアユとは異なるリュウキュウアユ、
屋久島のアユの生活史の解明に向けて研究を進め、環境保全のための活動に活かしていきます。

森林に生息する鳥
獣の生態と保全に
関する研究

榮村　奈緒子 
＜農学部 
農林環境科学科 
森林科学＞

森林は原生林から人工林まで多様なタイプが存在し、そこには多くの生物が暮らしています。そこ
では、動物による種子散布のように、生物同士が相互に影響し合って生態系を形成しています。ま
た、保護が必要な希少種や、人や生態系に悪影響を及ぼす外来種が暮らしている地域もあります。
本研究室では、主にフィールド調査から、森林性鳥獣を対象に生態や保全の研究を行っています。
特に、鳥の生態系の保全、種子散布を通した生物間相互作用をテーマに研究を進めています。

魚類へのメタボロ
ミクスの適用と新
たな影響評価法の
開発

宇野　誠一 
＜水産学部 
海洋資源環境教育研究 
センター＞

メタボロミクスは生体内代謝物質の変動を網羅的に検出することにより、『今、生体内で何が起
こっているか？』を詳細に見いだすことができる手法です。本法は哺乳類や植物を対象としたもの
が多いのですが、我々はこれを魚類に適用することで、これまでにない全く新しい環境汚染物質
影響評価法の開発を行っています。さらに汚染物質影響評価だけでなく、魚類の食品としての新
たな評価や魚の健康診断など、メタボロミクスの様々な適用法を模索・研究しています。

ヒートアイランド現
象を緩和するシラ
ス製被覆ブロック
開発

平　瑞樹 
＜農学部 
農林環境科学科 
地域環境システム学＞

九州には特殊土といわれる地盤が多く存在しています。特に鹿児島県本土の約50％と宮崎県南
部を含む南九州一帯に広く分布する｢シラス｣を地域資源として有効に活用する研究です。
｢シラス｣のもつ吸水性や保水性を利用した軽量基盤材、また、路上や屋上の温度上昇を防ぐこと
でヒートアイランド現象を緩和する被覆ブロック材の開発と製造方法の実証研究を目的とします。

微生物による環境
改善および食品・バ
イオマスへの有効
利用

前田　広人 
＜水産学部 
水産学科 
水圏環境保全分野＞

微生物には分解者と生産者という２つの能力があります。分解者の能力を用い、重油汚染の環境
レメディエーション、バイオディーゼル燃料の副産物処理および赤潮駆除への有効利用を図って
います。生産者としては健全な魚介類を生育するためのプロバイオティクス（善玉菌）の開発、タ
ンパク資源としての有用藻類およびバイオディーゼル燃料を生成する有用微生物の検索を行っ
ています。分解者と生産者を同時に兼ねる光合成細菌による、排水処理と有用物質生産に関する
研究も進行中です。

繁殖に着目して甲
殻類の資源評価・
保全を行う

土井　航 
＜水産学部 
水産学科 
水産資源科学分野＞

水産資源の資源評価は、一般的に漁獲統計資料を解析することによって行われます。私は熟成サイ
ズや産卵数など、繁殖に関する生物情報を調査し解析する研究を行っています。繁殖による資源評
価は資源動向を予測する情報として重要なだけでなく、漁業から独立した生物視点での資源評価
につながります。また、繁殖は生物の世代交代にとって重要なライフイベントです。希少動物の繁殖
生態に関する研究を通じて、繁殖場所の保全、個体群間のネットワークなどを研究しています。

土壌微生物の群集
構造解析による土
壌評価

境　雅夫 
＜農学部 
食料生命科学科 
食環境制御科学＞

土壌微生物は、物質の循環や土壌の形成において重要な働きを持ち、生態系が示す機能の上で
重要な役割を担っています。環境中に生息する微生物の種類とそれらの相対的割合に関する情
報を「微生物群集構造」と呼んでいます。
土壌によって異なる「微生物群集構造」を知ることにより、土壌の生産性や、汚染物質増加、地球環
境変化などの環境ストレスが土壌に及ぼす影響を評価するための情報を提供することができます。

天然物質を利用し
た環境浄化

河野　元治 
＜大学院理工学研究科（理学系） 
地球科学プログラム＞

鉱物、微生物、有機物は、天然の環境浄化物質として機能しています。粘土鉱物による土壌や堆積
物中の陽イオン固定、鉄鉱物によるヒ素汚染された地下水や鉱山排水の浄化、土壌中の腐植物
質による重金属や有害有機分子吸着固定などがよく知られた例。これらは低コストかつ環境負荷
をかけない高機能性材料として利用できます。その機能は、イオンや化合物の種類および溶液の
化学的条件によって大きく変化するため、目的に合わせた材料の選択と反応条件の設定が重要
になります。

市民と協働した海
岸漂着ごみ等の実
態把握手法の開発

藤枝　繁 
＜産学・地域共創センター＞

平成21年7月、海岸漂着物等処理推進法が成立しました。海洋ごみ問題は、国際的な環境問題と
して近年話題になっていますが、全国的に見るとその多くは国内起源であり、海の流れに乗って
国内間または海外へと地域を越えて被害を与えています。海洋ごみの発生抑制には、発生者の
一人でもある私たちが、この問題に気付くことが必要です。本研究では、NGOと協力して市民参
加型の海岸漂着ごみ等の実態把握手法を開発し、市民と共に調査活動を展開しています。
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1.　レジ袋無料配布の中止について
鹿児島大学生協では、2019年12月よりレジ袋の無料配布を取りやめ

ています。必要な方には5円で提供することにしています。「レジ袋の有料
化」ではなく、「レジ袋の無償配布を取りやめる」ことで資源利用の削減、
ひいては環境負荷の低減のためにレジ袋が不要な方には配布をしないこ
とに取り組んでいます。2020年度のレジ袋利用は年間28,591枚、辞退
率は95.9％でした。2019年度の取り組み当初は辞退率が10.3％でした
ので、レジ袋を使わない事について理解が広がってきたといえます。

2.　弁当容器リサイクルの取り組み
鹿児島大学生協で作って販売している弁当はその容器をリサイクル出来るようになっています。2020年度のリサイクル率は年間で
29.8％でした。店舗では毎月のリサイクル率を掲示するなどして、利用者にリサイクルについて意識して頂ける取り組みも行っています。ま
たリサイクル容器の回収にご協力していただいた方には、生協電子マネーのポイントを付けています。

3.　樹恩割り箸
鹿児島大学生協で使用している割り箸は「樹恩割り箸」というものです。樹恩割り箸は、日本の森林を守り、元気にするために間伐材・
国産材を使うこと、障害者の仕事づくりに貢献すること、食堂の排水を減らすこと、この3つの目的をもって生まれました。森林の未来を考え
て国産材や間伐材の製品を選ぶことは、日本の森林を元気にするためにできることの一つです。
日本では年間200億膳の割り箸が使われ、そのうち98%は外国から輸入されてい

ます。外国産の割り箸は1膳1円前後、国産の「樹恩割り箸」は「裸箸」1膳3.5円、
「完封箸」1膳4.5円と、価格の差は歴然です。しかし最近では、環境への意識が高ま
り、「樹恩割り箸」の利用は増えています。
木の製品の中でも特に身近な割り箸。「樹恩割り箸」は手にした人に日本の森林を
考えるきっかけを広げるメッセンジャーであると同時に、都市と山村を結ぶ「かけはし」
ともなっているのです。
� ～～～樹恩ネットワークホームページより

鹿児島大学生協の環境への取り組み
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農学部花壇ボランティアによる「花壇造り」
農学部では、2008年から毎年ボランティアの市民の方 に々、農・獣医共通棟前の花壇造りや中庭の花壇の管理をお願いしています。
2020年度は、4月から3月まで12回活動し、延べ270名に参加していただきました。
このボランティア活動は花壇に利用する花苗の種蒔きから苗作り、定植、その後の管理までを附属農場技術職員の支援のもと、全てボ
ランティアの皆さまが中心となって行っています。
農学部では、毎年花壇ボランティアを募集します。今後とも多くの方にご協力いただき、四季折々の花でいっぱいの素敵な花壇を作ると

ともに、市民と大学の交流を図る機会としていきたいと考えています。

共通棟前花壇

花壇の植え付け作業（共通棟前花壇）
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令和２年度　鹿児島市との連携した取組実績

事業名・取組名 事業内容・連携内容 実施実績 連携の成果

まちづくり
”未来の担い手”
育成事業

市内大学の学生と、まちづくりの課題解決
に取り組み、学生の発想や行動力を生かす
とともに、地元で活躍できる人材育成につ
なげる。

（課題解決型インターンシップの実施）

・ テーマ：SDGｓを普及する
ためのプロモーション

・ ワーキング等の実施：R2年
9月（9/2～14・４日間）

・試行：11/21

・ 成果発表：3/20若者会議
で発表

・参加者数：2名

課題解決型インターンシップの実施
を通じて、学生が地域やまちづくり
について学ぶ機会を創出するととも
に、課題としてＳＤＧｓを設定すること
で、参加学生のＳＤＧｓに対する理解
促進や、若者会議での発表を通して
ＳＤＧｓの普及・啓発にもつながった。

若者会議の開催
次期総合計画について、若者への周知や意
見聴取、まちづくりに対する若者の意識醸成
を目的に「若者会議」を開催する。

・ 令和3年3月20日（土） 
10：00～15:00開催

高校生、大学生、専門学校生、
40歳未満の社会人128名

261件の意見をいただき、第六次総
合計画の基本構想（素案）に盛り込
んだり、基本計画等の検討にあたり
参考とした。

かごしま市民みんなで
つなごう

「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」 
推進事業

環境における青年層の人材育成
【COOL CHOICE情報誌の作成】
・ 鹿児島大学と連携して、大学生に「COOL 

CHOICE」情報誌の企画案を考えてもらうこ
とで、市民目線での「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」情報
誌を提供する。

【情報誌作成】

編集会議 
6/18、6/25、7/2、7/9、
7/16

情報誌発行日 
9/28

気候変動アクション 
かごしま創出事業

「ゼロカーボンシティかごしま」の実現に向け
て、次世代を担う若者たちの地球温暖化や気
候変動に対する関心を高めるとともに行動の
輪を広げるため、鹿児島市内に居住もしくは
通学（通勤）する者又は連携中枢都市圏（日置
市、いちき串木野市、姶良市）の居住者で中
学生から25歳以下の者を対象にしたワーク
ショップ等（全5回）を開催する。
・ 連携内容：大学内における参加者募集チラシ

の設置
※R2大学別実績は、申込者数を回答

12人

次世代を担う若者の地球温暖化や
気候変動に対する関心を高めると
ともに行動の輪を広げることがで
きた。

環境未来館における 
イベントのボランティア 
スタッフ

環境フェスタ２０２０にて、主に総合案内など
の受付を行うボランティアスタッフとして、参
加を依頼する

10/17:4人 
10/18:6人 
計10人

本イベントを通じて、学生と市民が
ふれあう貴重な体験・学びの場と
なった。
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事業名・取組名 事業内容・連携内容 実施実績 連携の成果

新産業創出支援事業

「食・ヘルスケア・環境」分野での新たなビジ
ネス創出を促進するため、産学連携や先端技
術を知る「きっかけ」づくりの場として、多彩な
研究シーズを保有する鹿児島大学の研究者
と、「近い距離で双方向」にディスカッションで
きる「少人数制の産学マッチングイベント」を
定期的に開催（年間8回）する

10月～1月に計8回開催

・ 参加事業者とゲストスピーカーと
の個別相談に繋がった（6事業者）

・ 参加事業者とゲストスピーカーが
共同研究契約を締結（2事業者）

第二次かごしま都市 
マスタープラン策定に
向けた市民意見聴取

第二次かごしま都市マスタープランの素案
作成にあたり、骨子案をもとに幅広く市民意
見を聴取する一環として、市内6大学でワー
クショップ形式による意見聴取を行った。

（市内6大学で各2～4回程度）
※２年度事業完了

①10/9　27人

②10/30　27人

③12/18　27人

④1/22　27人

若い世代の都市づくりに対する意向
を把握し、出された課題や都市づく
りに関するアイデアを第二次かごし
ま都市マスタープラン策定に生かす
ことができた。

共同研究
下水処理水を養液とした水耕装置による機
能性野菜の栽培法の研究。

随時

下水処理水を用いた野菜の水耕栽
培を行い、収穫・分析等を行った。今
後も継続して水耕栽培を行い、研究
を行う予定である。

学生の学校支援ボラ
ンティア派遣

小・中学校での学校支援ボランティア事業に
学生が参加し、教職に対する理解を深めた
り、資質を高める。

・各学科の学習支援

・登下校安全指導

・環境整備　など

231人

小学校の依頼を中心に支援活動を
行い、学生と児童・生徒とのよい交流
の場となった。
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環境マネジメント活動についての２０２０年度実績及び２０２１年度目標
鹿
大
環
境

基
本
方
針

報
告
書
目
次

事　項

２０２０年度 ２０２１年度

目標 実績 達成度 目標

5

①
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

環境方針の
制定と公表

環境方針の学内外への周知を継
続する

・ 環境報告書（ダイジェスト版）の
関係部署への配布

・環境報告書のＨＰで公表
○ 環境方針の学内外への周知を継

続する

環境マネジメント
体制の確立

現行の環境マネジメント体制を継
続し、環境保全活動を適切に実行
する

現行の環境マネジメント体制を
継続し、環境保全活動を適切に
実行した

○
現行の環境マネジメント体制を継
続し、環境保全活動を適切に実行
する

4

②
環
境
保
全
活
動
へ
の
取
り
組
み

法規制の遵守 法規制の遵守、コンプライアンス
について引き続き徹底を図る

法規制の遵守とコンプライアン
スについて徹底を図った ○ 法規制の遵守、コンプライアンス

について引き続き徹底を図る

省エネルギーの推進 エネルギー使用量（原単位）
前年度比１％以上削減 前年度比較０．８％削減 △

エネルギー消費原単位の5年間平
均原単位で１％以上削減、または
ベンチマーク指標値を0.555以下

CO₂排出量の削減 過去3年間の年平均で１％以上
削減

前年度比較　１８．５％削減
過去3年間の年平均で１６．１％削減 ○

単年度当り平均1.95％以上削減
（2030年度において、2013年
度比33％以上削減）

水の消費削減 水の定期的な把握と抑制 水の定期的な把握を行い、
前年度比較１０．８％削減 ○ 水の定期的な把握と抑制

用紙購入量の削減 用紙使用の把握と抑制 用紙使用の把握を行い、
前年度比較２０．４４％削減 ○ 用紙使用の把握と抑制

廃棄物排出量の抑制
廃棄物については排出量を定期
的に把握するとともに、抑制に努
める。

排出量の定期的な把握と抑制を
行った結果、可燃物については
０．２０%削減、不燃物については、
２３．７４%削減した。

○
廃棄物については排出量を定期
的に把握するとともに、抑制に努
める。

グリーン購入の推進 ・環境方針の周知
・環境物品の１００％調達

調達方針に基づく対象物品の
１００％調達を達成 ○ ・環境方針の周知

・環境物品の１００％調達

化学物質の適正管理 排水管理システムの運用の徹底 排水管理システムの運用を徹底
した ○ 排水管理システムの運用の徹底

１

③
環
境
教
育

環境教育・学習の推進 環境教育・学習の継続と充実 特色ある環境教育を行った ○ 環境教育・学習の継続と充実

２

④
環
境
研
究

環境研究の実績 環境研究の継続と充実 特色ある環境研究を行った ○ 環境研究の継続と充実

３

⑤ 

地
域
で
の

取
り
組
み

地域と一体となった
環境保全活動 地域と連携して環境活動を行う 地域と連携して環境活動を行っ

た ○ 地域と連携して環境活動を行う

6

⑥
環
境
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

社会に開かれた
環境マネジメント

社会に開かれた環境マネジメント
を推進する

鹿児島市と連携した取り組みや
共同研究を推進した ○ 社会に開かれた環境マネジメント

を推進する

学内の環境
コミュニケーション 環境報告書の学生・教職員への周知

各学部の学生・教職員が手にしや
すい場所にダイジェスト版を置
いた

○ 環境報告書の学生・教職員への周知

達成度は以下の３段階で自己評価を行った。　○�達成した　　△�達成が不十分であった　　×�達成できなかった

環境・エネルギー管理責任者（各学部長、各センター長、事務局部長）

部局等

環境ＷＧ

キャンパス計画室施設マネジメント委員会

郡元キャンパス
環境・エネルギー管理者

環境・エネルギー管理統括者
（財務・施設担当理事）

環境・エネルギー最高責任者
（　学　　長　）

環境・エネルギー管理企画推進者
（学長が指名する有資格者）

※　　　　：省エネ法により設置するもの

桜ヶ丘キャンパス
環境・エネルギー管理者

環境・エネルギー管理担当者（各学部事務長、事務局課長）

環境・エネルギー担当者（建物ごとに置く）
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（趣　旨）
第1条 　この規則は、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号。以下

「温対法」という。）及びエネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律
第49号。以下「省エネ法」という。）に基づき、国立大学法人鹿児島大学（以下「本学」
という。）における温暖化対策及びエネルギーの使用の合理化に関し、必要な事項
を定める。

（定　義）
第2条 　この規則において「エネルギー」とは、化石燃料、これを熱源とする熱及び電気を

いう。
（学長の責務）
第3条 　学長は、環境・エネルギー管理最高責任者として、本学における温暖化対策及び

省エネルギーの推進を統括する。
2 　学長は、本学における温暖化対策及び省エネルギーを着実かつ効果的に推進するた
め、基本方針を定め、環境・エネルギー管理体制を整備し、これを実施する。

（学生及び教職員の責務）
第4条 　学生及び教職員は、温対法、省エネ法及びこの規則に基づいて講ずる温暖化対

策及び省エネルギーのための措置に協力しなければならない。
（環境・エネルギー管理組織）
第5条　環境・エネルギー管理組織は、別図及び別表のとおりとする。

（環境・エネルギー管理統括者）
第6条　省エネ法の定めるところにより、環境・エネルギー管理統括者を置く。
2　環境・エネルギー管理統括者は、財務・施設担当理事をもって充てる。
3　環境・エネルギー管理統括者は、次の業務を統括する。

（1）　経営的視点に立った温暖化対策及び省エネルギーの推進に関すること。
（2）　省エネルギー目標を達成するための中長期計画の取りまとめに関すること。
（3）　エネルギーを消費する設備の維持、使用方法の改善及び監視に関すること。
（4）　現場管理における企画立案及び実務の統制に関すること。
（5）　その他温対法及び省エネ法に定める業務に関すること。
（環境・エネルギー管理企画推進者）
第7条　省エネ法の定めるところにより、環境・エネルギー管理企画推進者を置く。
2 　環境・エネルギー管理企画推進者は、省エネ法に定める資格を有する職員のうちから
学長が指名する。

3 　環境・エネルギー管理企画推進者は、環境・エネルギー管理統括者の行う業務を実務
面から補佐する。

4 　環境・エネルギー管理企画推進者は、第9条に定める環境・エネルギー管理責任者、環
境エネルギー管理担当者及び環境・エネルギー担当者の行う業務の指導・支援を行う。

（環境・エネルギー管理員）
第8条 　省エネ法の定めるところにより、郡元キャンパス及び桜ヶ丘キャンパスに環境・エ

ネルギー管理員を置く。
2 　環境・エネルギー管理員は、省エネ法に定める資格を有する職員のうちから学長が指
名する。

3　環境・エネルギー管理員の職務は、次のとおりとする。
（1）　エネルギー使用状況の把握及び分析に関すること。

（2）　エネルギー消費設備の維持に関すること。
（3）　エネルギー使用方法の改善及び監視に関すること。
（4）　その他エネルギー管理について必要と思われる事項に関すること。
（環境・エネルギー管理責任者、環境・エネルギー管理担当者、環境・エネルギー担当者）
第9条 　部局等ごとに、環境・エネルギー管理責任者及び環境・エネルギー管理担当者を

置き、建物ごとに、環境・エネルギー担当者を置く。
2　環境・エネルギー管理責任者は、部局等において、次の職務を行う。

（1）　温暖化対策及び省エネルギー推進に関すること。
（2）　温暖化対策及び省エネルギーの実施計画の策定と実施に関すること。
（3）　温暖化対策及び省エネルギー推進に係る連絡調整に関すること。
（4）　現場管理に係る企画立案、実務の統制に関すること。
（5）　その他部局内の温暖化対策及び省エネルギーに関すること。
3　環境・エネルギー管理担当者は、部局等において、次の職務を行う。

（1）　環境・エネルギー管理責任者の行う業務を実務面から補佐すること。
（2）　エネルギー使用状況の把握及び分析に関すること。
（3）　エネルギー使用の具体的な対策・検討に関すること。
（4）　その他温暖化対策及び省エネルギーについて必要と思われる事項に関すること。
4　環境・エネルギー担当者は、建物について、次の職務を行う。

（1）　エネルギー使用状況の把握及び分析に関すること。
（2）　エネルギー消費設備の維持に関すること。
（3）　エネルギー使用の具体的な対策・検討に関すること。
（4） 　その他温暖化対策及び省エネルギーについて必要と思われる事項に関すること。
（省エネルギー目標の設定）
第10条 　温暖化対策及び省エネルギー推進に係る目標は、キャンパス計画室において

設定する。
（エネルギー管理標準の作成）
第11条 　省エネ法に基づくエネルギー管理を行うため、環境・エネルギー管理員を置く

キャンパスについてエネルギー管理標準を定めるものとする。
（雑則）
第12条　この規則に定めるもののほか、エネルギー管理に関し必要な事項は、別に定める。
附　則　この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附　則　1　この規則は、平成23年11月24日から施行する。
　　　　2　鹿児島大学環境マネジメント実施要項（平成18年9月26日学長裁定）は、廃止する。
附　則　この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附　則　この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附　則　この規則は、平成27年2月3日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附　則　この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附　則　この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附　則　この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附　則　この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附　則　この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附　則　この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附　則　この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附　則　この規則は、令和２年７月１日から施行する。
附　則　この規則は、令和２年１２月１日から施行する。

●国立大学法人鹿児島大学環境・エネルギー管理規則（平成22年３月26日　規則第30号）

環境・エネルギー管理責任者（各学部長、各センター長、事務局部長）

部局等

環境ＷＧ

キャンパス計画室施設マネジメント委員会

郡元キャンパス
環境・エネルギー管理者

環境・エネルギー管理統括者
（財務・施設担当理事）

環境・エネルギー最高責任者
（　学　　長　）

環境・エネルギー管理企画推進者
（学長が指名する有資格者）

※　　　　：省エネ法により設置するもの

桜ヶ丘キャンパス
環境・エネルギー管理者

環境・エネルギー管理担当者（各学部事務長、事務局課長）

環境・エネルギー担当者（建物ごとに置く）

●組　織
鹿児島大学環境・エネルギー管理組織図

鹿児島大学の環境マネジメントの仕組み
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鹿児島大学における地球温暖化対策に関する実施計画（2017年度策定）
　COP21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（2015年11月））「パリ協定」の温室効果ガスの排出の抑制
等に寄与するために、鹿児島大学が自ら実行する具体的な措置に関する実施計画を下記のとおり定める。

１．目標
鹿児島大学から排出される温室効果ガスの排出量は、2017年度から2021年度において、温室効果ガスの排出
量を原単位で前年度比1％以上削減する。

２．実施計画
本学において、教職員及び学生等が温暖化への危機感を共有し、低炭素な「製品」「サービス」「ライフスタイル」
の“賢い選択”のメリットを理解し行動する。

１）地球温暖化に関する危機意識の啓発
ア．�適切な情報提供等
①�学生・教職員に対し、地球温暖化対策・省資源に関する情報を本学ホームページなどにより提供し、危機
意識の浸透及び自主的な行動を促す。
②地球温暖化対策など環境教育に取り組む。

２）低炭素製品への買換
ア．��ＬＥＤ・エアコン・冷蔵庫・エコカーなどの省エネ製品の計画的な更新
①照明器具の高効率照明器具（ＬＥＤ）の導入
②エネルギー消費効率（COP）の高い空調設備機器の導入
③実験等で使用する冷蔵庫、冷凍庫は高効率機器の導入
④公用車の低公害・低燃費車の導入
⑤パソコン、コピー機等OA機器の省電力機器の導入
⑥変電設備の変圧器は、低損失型の導入
⑦�水搬送や空気搬送で使用する交流電動機は、低損失型の導入

イ．��高効率給湯器、節水型トイレ
①高効率の蒸気ボイラへの更新及び蒸気管及び給湯管の断熱性能を向上する。
②衛生設備機器は、節水型機器・自動水栓等へ更新する。

ウ．�建物の高断熱・高気密化
①建物の新増設及び改修においては、断熱材・複層ガラス等の建設資材を採用し断熱性能を向上する。

３）低炭素サービスの選択
ア．�公共交通
①�通勤・通学等では、バスや鉄道などの公共交通機関の利用を促進する。
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イ．�低炭素物流サービス
①「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（グリーン購入法）」に基づく製品を積極的に購入する。
②環境に配慮した商品を購入（「エコレールマーク」商品）する。
③低炭素の電力などを積極的に購入する。

ウ．�スマートメーターによる「見える化」
①エコ・モニターによる、「見える化」を図り、エネルギー削減に対する意識づくりを進める。

４）低炭素なライフスタイル転換
ア．�ライフスタイル
①冷房時の室温を28℃、暖房時の室温を19℃に設定する。
②昼休みは、必要な箇所を除き消灯を図る。
③エレベーター使用を控えて、階段利用を推進する。
④タブレット等を使用したペーパーレス会議を推進する。
⑤「ライフスタイルチェックシート」を用いて、ライフスタイルを確認する。

イ．�クールビズ、ウォームビズ
①夏期の「クールビズ」及び冬期の「ウォームビズ」を推進する。

ウ．�エコドライブ、自転車の利用
①公用車や自家用車の運転における「エコドライブ10」を推進する。
②通勤や業務上の移動においては、自転車の利用を推進する。
③鹿児島市コミュニティサイクル「かごりん」を導入する。

エ．�森里川海の保全・活用
①キャンパス内の緑地・森林・農地等の維持・保全を推進する。

５）フロン類等の温室効果ガスの管理
ア．�冷蔵庫、空調機器などで使用されている冷媒ガスの適正管理の徹底
①機器の損傷等を防止するため、適切な場所に設置し、その環境の維持保全を行う。
②第1種特定製品を対象とした簡易点検及定期点検を行う。
③冷媒漏えいが確認された場合は、点検及び修理が完了するまでは原則フロン類の充填を禁止する。
④適切な機器管理を行うために、機器の点検・修理、冷媒の充填・回収等の履歴を記録・保存する。

イ．�冷蔵庫、空調機器などは、ノンフロン方式の機器を導入する。

３．実施計画のPDCA
キャンパス計画室（環境WG）において、本計画の実施状況を点検し、必要に応じ、本計画の見直しを行う。
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法令遵守（コンプライアンス）
●PCB廃棄物の処理
ＰＣＢ含有機器等においては、2001年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別処置法」が
施行され、事業者は、2026年度までに適切な処理を行うことが義務づけられています。
鹿児島大学の低濃度及び高濃度ＰＣＢ含有機器は、2014年度及び2018年度に処理が完了しておりましたが、�
2019年度及び2020年度に実験用の高濃度ＰＣＢ試薬等及び低濃度ＰＣＢ含有機器等が発見されました。
一部の高濃度ＰＣＢ試薬等については適正に保管し、低濃度ＰＣＢ含有機器等については、処理に向けて手続きを進

めています。

●化学物質の排出量・移動量
1999年７月に、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（ＰＲＴＲ法）が
公布され、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的として、2001年度から毎年
度、ＰＲＴＲ対象化学物質に関する調査を実施しています。
鹿児島大学では、郡元団地、桜ヶ丘団地及び下荒田団地が対象事業所に該当し、団地ごとにＰＲＴＲ法第一種指定
化学物質に関する排出量・移動量を調査・集計し、法に定める届出基準量（※１）のものについては、環境中への排出量
及び移動量として報告しています。
� （※１）事業所ごとの集計で、年間取扱量が１トン以上ある第一種指定化学物質（特定第一種指定化学物質は０．５トン以上）

2020年度  ＰＲＴＲ法第一種指定化学物質年間排出量・移動量（10kg以上の物質のみ掲載）
� ※小数点第二位を四捨五入

【郡元団地】
物質番号 対象化学物質名 年間排出量・移動量（kg）
300 トルエン 410.2
392 ノルマル－ヘキサン 347.1
186 ジクロロメタン 295.3
127 クロロホルム 187.5
80 キシレン 149.9
13 アセトニトリル 134.5
411 ホルムアルデヒド 18.5
232 Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド 14.2
400 ベンゼン 11.5

【桜ヶ丘団地】
物質番号 対象化学物質名 年間排出量・移動量（kg）
80 キシレン 1700.6
411 ホルムアルデヒド 500.7
53 エチルベンゼン 264
13 アセトニトリル 10.8

【下荒田団地】
物質番号 対象化学物質名 年間排出量・移動量（kg）
392 ノルマル－ヘキサン 41.6
127 クロロホルム 26.4
13 アセトニトリル 25.1
186 ジクロロメタン 13.3
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大学では教育・研究の場で様々な薬品を使用して実験し、有用な発見や人材育成をすることで社会の発展に貢献
しています。実験で使用される薬品の中には危険性・有害性を有するものも多くあり、大学は、それらを安全・適正に保
管・使用・廃棄することに、事業場として大きな責任を負っています。ここでは実験で生じた廃液・排水・廃薬品の処理に
ついてご報告します。

【実験廃液・廃薬品の処理　～廃棄物処理法への対応～】
鹿児島大学では毎年多量の実験廃液が発生してい

ます（図1）。これらはすべて外部委託処理されており、
2020年度は34.9トンの廃液が処理されました。廃液量
は年々増加傾向にあります。これは、教育研究活動の活
発化と「有害物質を排水に流さない」という意識の高ま
りを反映しているものと考えられます。
実験廃液は混合危険と処理方法を考慮し、13分類に
分けて貯留・処分しています。実験廃液の多くは引火性
を有するものや有害金属、ジクロロメタンなどの有害物
質を含むため、「特別管理産業廃棄物」として処理され
ます。その内訳をみると、焼却処分される有機系の廃液
が全体の88％を占めており、中でも可燃性の廃液量が
最も多くなっています（図2）。このことは適切な保管が為
されなければ、大きな事故に繋がりかねないことを意味
しています。「排出者責任」が果たせるよう、適切な分別
を行い、処理業者へ正確な内容物情報を提供し、安全
な輸送のための適正容器を使用して、廃液搬出時から
最終処分されるまでしっかりと管理しています。（図3）。
実験廃棄物は廃液だけでなく、固形の廃棄物や廃薬
品があります。固形の実験廃棄物に水銀、鉛、カドミウム、
ヒ素、セレンが含まれている場合、処分場が限られてい
るため、北海道の処理場まで輸送して処分することにな
ります。鹿児島から北海道までの輸送には時間的・経済
的コストが多くかかるので、安全かつ効率的に処分でき
るよう、2020年度に学長裁量経費による一斉廃棄を行
い、323本の水銀等含有廃棄物を処分することができ
ました。この中には長年教育・研究用に使用されていた
ジャイロコンパス（図4）2基が含まれていました。水銀は
特異な物理化学的性質を有し、常温で液体の唯一の金

実験排水・実験廃棄物の適正処理
環境安全センター　助教　濵田　百合子

無機系
有機系

培地
4%

シアン
0.2%

難燃性有機
15%

ホルマリン
27%

ハロゲン
2% 廃油

1%

可燃性Ⅱ
12%

可燃性Ⅰ
27%

写真廃液
1%有害金属

7%

アルカリ
1%

酸
3%

無機水銀
0.4%

0

10

20

30

40

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
年度

廃
液
量（
ト
ン
）

図2　2020年度廃液区分別処理量の割合

図1　年度別廃液処理量

排出者責任廃液処理
排水の水質管理 有害廃棄物の適正処理
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属なので、教育研究の場では古くから利用されている金属ですが、水俣病発生の反省から成立した水俣条約の発効に
より、近年ではその生産・使用が制限されています。また、それに伴って処分費用が高騰しているため、不要なもの、代
替品が使用可能な場合は速やかな処分を促しています。一方で、水銀などの有害物質を適切に管理し、安全に使用・
廃棄するための教育・研究も大学として必要な使命と考え、今後も適正管理に努めていきます。

【実験排水の水質管理　～下水道法・水質汚濁防止法への対応～】
鹿児島大学の3つのキャンパス（郡元、下荒田、桜ケ丘）から排出される排水はすべて鹿児島市の公共下水道に流

されるため、下水道法の適用を受けており、各キャンパスの計8箇所の下水道接続口において年3回の排水検査をおこ
ない、鹿児島市に報告しています。また、大学には水質汚濁防止法上の有害物質を使用する研究室も多く、実験室の
流し等（有害物質使用特定施設等）から、排水に有害物質が流出しないよう指導教育するとともに、毎月1回、学内の
41か所の実験排水を採水して水質分析を行っています。検査の結果、基準違反が判明した場合は対応フロー（図5）
に則って原因調査を行い、溜めますの洗浄など必要な措置を講じます。また、再発防止のための対策と構成員への教
育・啓発もあわせておこないます。
大学の教育研究で使用される薬品の濃度は下水道法等の排除基準と比較して数万倍高い濃度のものが使用され

ています。使用済みの薬品については、きちんと廃液として回収することは当然ですが、その洗浄水にまで注意を払う
必要があります。実験器具の洗浄方法（図6）については毎年講習会を開催して、学生に注意を呼び掛け、薬品の取り
扱いに関して、安全と環境保全を構築できる人材育成に取り組んでいます。

以上の取り組みを継続し、今後も有害廃棄物の適正処理に取り組んでいきます。

図3　廃液回収作業の様子 図4　処分されたジャイロコンパス
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図5　水質検査で基準違反が判明した場合の対応フロー図

図６　実験器具の洗浄方法に関する教育スライド「廃液・排水に関する講習会」より
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1 ．総エネルギー投入量
２０２０年度の総エネルギー投入量は、遠隔授業などによる学生
利用者の減少や、空調稼働の減少により、全学で前年度比０．９％
減少した。
２０２０年度の総エネルギー投入量の原単位は、総エネルギー投
入量の減少により、全学で前年度比０．８％減少した。

● 温室効果ガス（CO₂）排出量と温室効果ガス排出係数
の推移

１）温室効果ガス（CO₂）排出量
温室効果ガス排出量は各電力会社の温室効果ガス排出係数

に大きく左右されます。
電力会社の排出係数の低減やエネルギー使用量の減少によ

り、全キャンパスで前年度比１８．５％削減した。

省エネルギーの推進

キャンパス名 項　　　目 2018年度 2019年度 2020年度

郡　元

原油換算投入量（kL） 4,341 4,176 4,043 
総エネルギー投入量

前年度比 （％） ▲ 0.0 ▲ 3.8 ▲ 3.2

延床面積 （㎡） 197,665 192,732 199,607 

原単位 （kL/㎡） 0.02196 0.02167 0.02025 

原単位前年度比（％） ▲ 0.7 ▲ 1.3 ▲ 6.6

桜ヶ丘

原油換算投入量（kL） 8,200 7,907 7,949 
総エネルギー投入量

前年度比 （％） 1.5 ▲ 3.6 0.5

延床面積 （㎡） 155,986 153,035 145,891 

原単位 （kL/㎡） 0.05256 0.05167 0.05449 

原単位前年度比（％） ▲ 0.5 ▲ 1.7 5.5

下荒田

原油換算投入量（kL） 291 277 273 
総エネルギー投入量

前年度比 （％） 3.5 ▲ 4.8 ▲ 1.4

延床面積 （㎡） 11,885 11,885 11,885 

原単位 （kL/㎡） 0.02448 0.02331 0.02297 

原単位前年度比（％） 3.5 ▲ 4.8 ▲ 1.5

その他

原油換算投入量（kL） 202 178 156 
総エネルギー投入量

前年度比 （％） 0.0 ▲ 11.8 ▲ 12.5

延床面積 （㎡） 9,807 9,656 9,656 

原単位 （kL/㎡） 0.02050 0.01846 0.01616 

原単位前年度比（％） 0.0 ▲ 10.0 ▲ 12.5

全学

原油換算投入量（kL） 13,033 12,538 12,421 
総エネルギー投入量

前年度比 （％） 1.0 ▲ 3.8 ▲ 0.9

延床面積 （㎡） 375,343 367,308 367,039 

原単位 （kL/㎡） 0.03472 0.03413 0.03384 

原単位前年度比（％） ▲ 0.2 ▲ 1.7 ▲ 0.8
※原単位＝総エネルギー投入量を建物総面積で除した数字

総エネルギー投入量
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単
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原
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）

0

0.00500

0.01000
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0.02000

0.02500

0.03000

0.03500

0.04000

2020年度

原油換算投入量（ｋＬ）
原単位（ｋＬ/㎡）

総エネルギー投入量（全学）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
■郡元 ■桜ヶ丘 ■下荒田 ■その他

22,410

2019 年度2018 年度

22,044 

温室効果ガス（ＣＯ２）排出量

18,275

2020 年度

（t-CO2）

キャンパス名 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 前年度比
増加率（％）

郡元 6,746 7,305 7,474 5,953 ▲ 20.4

桜ヶ丘 13,167 13,905 14,185 11,765 ▲ 17.1

下荒田 445 486 493 358 ▲ 27.4

その他 560 348 324 199 ▲ 38.6

計 20,918 22,044 22,410 18,275 ▲ 18.5

前年度比 － 5.4 1.7 ▲ 18.5 －

温室効果ガス（CO2）排出量 （ｔ-CO2）
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２）温室効果ガス排出係数の推移

●電力使用量
郡元キャンパスでは前年度比２．９％減、桜ヶ丘キャンパスでは前
年度比０．３％増、下荒田キャンパスでは前年度比１．１％減、全学に
おいては前年度比１．０％減となった。６月・８月・１２月・１月は前年度
より増加したものの、その他の月は前年度より減少していることか
ら、遠隔授業などによる学生利用者の一時的な減少や、空調稼働
の減少が主な要因と推察する。

●重油使用量
全てのキャンパスにおいて、おおむね使用量が減少している。郡
元キャンパスは動物焼却用に利用している。桜ヶ丘キャンパスは自
家発電設備に利用しており、電力ピークカットによる稼働時間の増
により増えている。

●ガス使用量
キャンパス全体で使用量が減少している。使用量増減の主な要
因は、郡元キャンパスは遠隔授業などによる学生利用者の一時的
な減少によりＧＨＰ空調機の稼働減少、桜ヶ丘キャンパスはＧＨＰ
空調機の稼働増加、その他は下伊敷キャンパスのＧＨＰ空調機の
稼働増加によるものである。

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000

2019年度2018年度

  ■郡元 ■桜ヶ丘 ■下荒田 ■その他 ■延床面積
（千kwh） （m2）

0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,00040,72341,824

2020年度

40,307

電力使用量

重油使用量

0
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100
（kL）

2019年度2018年度

■郡元 ■桜ヶ丘 ■下荒田 ■その他

7878

10
0 0

4141

9
0 0

2020年度

5252

9
0 0

都市ガス使用量

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

2019年度2018年度

■郡元 ■桜ヶ丘 ■下荒田 ■その他（m3）

649

1,341

34 2

638

1,211

30 2
2020年度

608

1,222

29 4

キャンパス名 2018年度 2019年度 2020年度 前年度比増加率（％）

郡元 14,127 13,541 13,154 ▲ 2.9

桜ヶ丘 25,940 25,545 25,621 0.3

下荒田 1,000 959 948 ▲ 1.1

その他 757 678 584 ▲ 13.9

計 41,824 40,723 40,307 ▲ 1.0

延床面積（㎡） 375,343 367,308 367,039 ▲ 0.1

上記使用量は電力会社からの購入分

電力使用量 （千kWh）

キャンパス名 2018年度 2019年度 2020年度

郡元 0.000409 0.000442 0.000344 

桜ヶ丘 0.000409 0.000442 0.000344 

下荒田 0.000409 0.000442 0.000308 

その他 0.000438 0.000462 －

その他（高圧） － － 0.000308 

その他（低圧） － － 0.000334 

キャンパスごとの排出係数 （t-CO2/kWh）

キャンパス名 2018年度 2019年度 2020年度 前年度比
増加率（％）

郡元 10 9 9 0.0
桜ヶ丘 78 41 52 26.8
下荒田 0 0 0 ―
その他 0 0 0 ―

計 88 50 61 22.0

重油使用量 （KL）

キャンパス名 2018年度 2019年度 2020年度 前年度比
増加率（％）

郡元 649 638 608 ▲ 4.7
桜ヶ丘 1,341 1,211 1,222 0.9
下荒田 34 30 29 ▲ 3.3
その他 2 2 4 100.0 ※下伊敷で利用

計 2,026 1,881 1,863 ▲ 1.0

都市ガス使用量 （ｍ³）
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２．省エネルギーの取組
●夏季一斉休業による環境負荷低減効果
本学では、２００５年度から夏季一斉休業を実施している。下記
表は、２０２０年度における夏季一斉休業による環境負荷低減効果
を示したものである。なお、桜ヶ丘キャンパスは大学病院を除いて
いる。� ＜２０２０年度の夏季休業は８月１２日(水)～１４日(金)＞

●太陽光発電設備
自然エネルギーを利用した太陽光発電設備により、電力料金の
削減と温室効果ガスの削減に貢献している。

さっつん保育園で利用する電力の約９０％以上をまかなっている。

●外灯設備の更新
外灯設備において、従来の水銀灯器具と照度が同等で消費電

力の少ないＬＥＤ器具に取り替えることで省エネ化を進めている。
郡元団地（１台）および桜ヶ丘団地（１台）の水銀灯をＬＥＤへ取り
替え、改修前後で約６０％の省エネを図ることが出来た。

●照明器具の更新
郡元団地において、中央図書館および学術情報基盤センター

の蛍光灯型照明器具（１１５台）をＬＥＤ照明器具に取り替えた。

●木質ボイラー設備
桜ヶ丘キャンパスでは、木質チップを燃料とした蒸気ボイラー設
備で、木質資源の活用により、化石燃料及び温室効果ガスの削減
に貢献している。

環境負荷低減効果
キャンパス名 削減電力量（kWh） 削減ガス量（ｍ3）削減給水量（ｍ3）CO2削減量（kg-CO2）原油換算使用量（ｋＬ）
郡　元 49,879 7,888 516 35,271 909
桜ヶ丘 10,605 244 104 4,208 108
下荒田 2,295 458 20 1,757 45

計 62,779 8,590 640 41,236 1,062

郡元団地
電力使用量 a
（千kWh）

太陽光発電
発電量 b

（千kWh）
割合（%）
b/（a+b）

CO2削減量
（kg-CO2）

13,154 229 1.7 79
さっつん保育園

電力使用量
（千 kWh）

※ R2.4~R3.3

太陽光発電
発電量

（千kWh） 割合（%） CO2削減量
（kg-CO2）

24.9 24.5 98.4 8
さっつん保育園
太陽光発電設備

改修前電力
使用量（kWh）

改修後電力
使用量（kWh）

削減量
（kWh）

削減割合
（％）

CO2削減量
（ｋｇ-CO2）

5,256 2,096 3,160 60% 1.0

改修前（水銀灯、郡元団地_法文学部前）

改修前
（水銀灯、桜ヶ丘_医歯学総合研究科棟１前）

改修後（ＬＥＤ、郡元団地_法文学部前）

改修後
（ＬＥＤ、桜ヶ丘_医歯学総合研究科棟１前）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000
（kwh/年）

照明（１１５台）をＬＥＤに取り替えた
電力使用量削減効果（推定値）

使用量（ｋＷｈ/年）
（改修前） （改修後）

33,586

10,265

－23,265 kwh/年
電力削減

郡元団地_中央図書館１階事務室
（改修前）

郡元団地_中央図書館１階事務室
（改修後）

2018年度 2019年度 2020年度

木質チップ使用量
（絶乾重量：ｔon） 70 94 115 

CO₂削減量
（t-CO₂/年） 50 69 93 

燃料削減量
（原油換算：kL） 56 54 99 

木質ボイラー ※ 写真は2020年度「かごしま
CO2排出削減量認証書」

水銀灯からＬＥＤへ灯具のみ更新

外灯（２台）をＬＥＤに取り替えた電力使用量削減効果（推定値）
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省エネルギーに関する啓発を目的に、省エネ温度計カード、省エネポスター、チェックシート並びに省エネパンフレットを作成し、学
内へ配布している。

啓発活動

省エネポスター

省エネ温度計カード

省エネパンフレット

チェックシート
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●廃棄物等総排出量
鹿児島大学における廃棄物は下図の通りです。
排出量を定期的に把握し、抑制に努めた結果、2020年度の排
出量は前年度より2.1％削減できました。

●廃棄物分別について
総排出量に対する資源化物及び古紙類の割合、つまりリサイク

ル割合は23.9％でした。今後も分別を徹底し、リサイクルの向上に
努めていきます。

項　目 キャンパス名 2018年度 2019年度 2020年度

可燃物
郡元・下荒田 378,420 366,720 371,665

桜ヶ丘 354,440 355,920 349,520

不燃物
郡元・下荒田 6,240 11,750 11,160

桜ヶ丘 388,355 81,508 59,954

資源物
郡元・下荒田 32,300 30,710 23,210

桜ヶ丘 39,630 35,830 28,770

古紙類
郡元・下荒田 93,540 96,680 104,770

桜ヶ丘 83,720 84,080 91,550

合計
郡元・下荒田 510,500 505,860 510,805

桜ヶ丘 866,145 557,338 529,794

合計 1,376,645 1,063,198 1,040,599
増減率（2020年度合計－2019年度合計）／（2019年度合計） －2.1%

資源物＋古紙類／総排出量　（2020年度割合） 23.9%
※（シュレッダーを含む）

キャンパス名 項　目 2018年度 2019年度 2020年度

郡元・下荒田

可燃物 74 72 73

不燃物 1 2 2

資源物 6 6 5

古紙類 18 19 21

桜ヶ丘

可燃物 41 64 66

不燃物 45 15 11

資源物 5 6 5

古紙類 10 15 17

合計

可燃物 53 68 69

不燃物 29 9 7

資源物 5 6 5

古紙類 13 17 19
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郡元・下荒田キャンパス
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,２０,２０
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※※※

（％）廃棄物等総排出量 総排出量に対する資源化物及び古紙類の割合

廃棄物等総排出量、廃棄物分別及びその低減対策
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大気汚染防止法により、ばいじん濃度、窒素酸化物濃度、硫黄酸化物濃度の測定を年2回（7月、1月）実施した結果、全て基準値を下
回った。

大気汚染

（千m3）

キャンパス名 2018年度 2019年度 2020年度 前年度比
増加率（％）

郡　元 234 248 202 ▲ 18.5
桜ヶ丘 181 175 175 0.0
下荒田 5.1 4.6 4.2 ▲ 8.7

計 420 428 381 ▲ 10.9

水資源投入量（井水＋市水）

（千m3）

キャンパス名 2018年度 2019年度 2020年度 前年度比
増加率（％）

郡　元 90 84 74 ▲ 11.9
桜ヶ丘 150 155 153 ▲ 1.3
下荒田 5.3 4.2 4.0 ▲ 4.8

計 245 243 231 ▲ 5.0

総排水量

郡元キャンパスでは、構内４個所の井戸から汲み上げた井水を
教育、研究、生活、医用及び農場潅漑に使用している。市水は飲
用の一部に使用しており、井水と市水の利用割合は９９：１である。
桜ヶ丘キャンパスでは、構内２個所の井戸から汲み上げた井水

を便所洗浄水に使用している。市水は医療、教育及び研究用に使
用しており、井水と市水の割合は１：１である。
下荒田１キャンパスは、市水のみを使用している。

※�投入量と総排水量の差は水田、散水、プール、クーリングタワー
など、地下浸透や自然蒸発によるものである。
※�桜ヶ丘の市水は、井水浄化水が80％含まれている。（2020年
度実績）

水資源投入量・総排水量

ばい煙発生施設
ばいじん濃度（g/㎥N） 窒素酸化物濃度（ppm） 硫黄酸化物濃度（㎥N/h）

排出基準 測定値 排出基準 測定値 排出基準 測定値
中央機械棟

発電機（燃料：A重油） 0.1 0.006～0.028 950 350～590 1.7 0.026～0.064

中央機械棟
木質チップボイラ（燃料：木質チップ） 0.3 0.052～0.072 350 20～75 － －

中央機械棟
冷温水機（燃料：ガス） － － 150 5～24 － －

中央診療棟
冷温水機（燃料：ガス） － － 150 10～31 － －

歯科診療棟
冷温水機（燃料：ガス） － － 150 14～38 － －

2020年度　ばい煙測定結果

省資源の推進（紙等の循環利用）

（枚）

キャンパス名 2018年度 2019年度 2020年度

郡　元 16,529,500 15,401,500 10,377,295
桜ヶ丘 15,271,500 15,626,500 14,261,500
下荒田 816,500 389,000 357,500
合計 32,617,500 31,417,000 24,996,295

2020年度の総購入量は24,996,295枚で2019年度まで概
ね31,000,000枚前後で推移していたが約6,000,000枚減少し
ました。
今後も会議等のiPadの利用推進などによりペーパーレス化に
努めていきます。
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2019年度2018年度

郡元キャンパス 桜ヶ丘キャンパス 下荒田キャンパス

10,377,295

14,261,500

357,500

2020年度

コピー・プリント用紙（リサイクル用紙購入量）

コピー・プリント用紙（リサイクル用紙購入量）
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環境報告ガイドライン2018 鹿児島大学環境報告書2021年版による項目 項目ページ
第１章　環境報告書の基礎情報
1．環境報告の基本的要件

報告対象組織 大学の概要 ５～８
報告対象期間 環境報告書の作成に当たって 43
基準・ガイドライン等 環境報告書の作成に当たって 43
環境報告の全体像 環境報告書の作成に当たって 43

2．主な実績評価指標の推移
主な実績評価指標の推移 省エネルギーの推進 35～40

第２章　環境報告書の記載事項
1．経営責任者のコミットメント

重要な環境課題への対応に関する経営責任者のコミットメント 学長あいさつ ３
2．ガバナンス

事業者のガバナンス体制 鹿児島大学の環境マネジメントの仕組み 28
重要な環境課題の管理責任者 鹿児島大学の環境マネジメントの仕組み 28
重要な環境課題の管理における取締役会及び経営業務執行組織の役割 鹿児島大学の環境マネジメントの仕組み 28

3．ステークホルダーエンゲージメントの状況
ステークホルダーへの対応方針 環境教育、地域と一体となった環境保全 ９～14､23～26
実施したステークホルダーエンゲージメントの概要 地域と一体となった環境保全 23～26

4．リスクマネジメント
リスクの特定、評価及び対応方法 環境マネジメント 27～34
上記の方法の全社的なリスクマネジメントにおける位置付け 鹿児島大学における地球温暖化対策に関する実施計画 29～30

5．ビジネスモデル
事業者のビジネスモデル 大学の概要、環境研究 ５～８､15～22

6．バリューチェーンマネジメント
バリューチェーンの概要 環境研究、環境マネジメント 15～22､28
グリーン調達の方針、目標・実績 環境マネジメント活動についての2020年度実績及び2021年度目標 27
環境配慮製品・サービスの状況 環境教育、環境研究 ９～14､15～22

7．長期ビジョン
長期ビジョン 鹿児島大学における地球温暖化対策に関する実施計画 29～30
長期ビジョンの設定期間 鹿児島大学における地球温暖化対策に関する実施計画 29～30
その期間を選択した理由 鹿児島大学における地球温暖化対策に関する実施計画 29～30

8．戦略
持続可能な社会の実現に向けた事業者の事業戦略 環境研究、鹿児島大学における地球温暖化対策に関する実施計画 15～22､29～30

9．重要な環境課題の特定方法
事業者が重要な環境課題を特定した際の手順 鹿児島大学における地球温暖化対策に関する実施計画 29～30
特定した重要な環境課題のリスト 環境マネジメント活動についての2020年度実績及び2021年度目標 27
特定した環境課題を重要であると判断した理由 鹿児島大学における地球温暖化対策に関する実施計画 29～30
重要な環境課題のバウンダリー 鹿児島大学における地球温暖化対策に関する実施計画 29～30

10．事業者の重要な環境課題
取組方針・行動計画 鹿児島大学環境方針 ４
実績評価指標による取組目標と取組実績 法令遵守(コンプライアンス)、省エネルギーの推進 31～34､35～37
実績評価指標の算定方法 エコキャンパスへの取り組み 35～40
実績評価指標の集計範囲 エコキャンパスへの取り組み 35～40
リスク・機会による財務的影響が大きい場合は、それらの影響額と算定方法 －
報告事項に独立した第三者による保証が付与されている場合は、その保証報告書 －

参考資料 鹿児島大学環境報告書（2020年版）による項目 項目ページ

1．気候変動
温室効果ガス排出、温室効果ガス排出原単位、エネルギー使用量
の内訳及び総エネルギー使用量、総エネルギー使用量に占める
再生可能エネルギー使用量の割合

27～30
35～36

2．水資源 水資源投入量、排水量 40
3．生物多様性 事業活動が生物多様性に及ぼす影響、外部ステークホルダーとの協働の状況 15～22､23～26
4．資源循環 再生不能資源投入量、再生可能資源投入量、循環利用材の量、廃棄物等の総排出量 35～40
5．化学物質 化学物質の排出量、化学物質の移動量 31
6．大気汚染 法令遵守の状況、大気汚染規制項目の排出濃度、大気汚染物質排出量 31～34､40

環境省環境報告ガイドライン（2018年版）との対照表
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第三者による評価

気候変動や異常気象による様々な現実を背景に、最近、脱炭素に向けた対策の強化が世界的な潮流となっている。このよ
うな状況下で、わが国も2050年度に温室効果ガス排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルを宣言し、さらに踏み込んで
30年度に13年度比で46％の削減を目指すという高い目標を掲げることとなった。
温室効果ガスの削減は企業にとって当然の責務であるという認識は、グローバル競争の場では定着しつつあるようで、いま

や脱炭素は企業価値に直結するといってもよい重要な課題となっている。産業界は温室効果ガスを排出する主要な部門であ
り、そこでは脱炭素に向けた世界的な競争に影響を及ぼす個々の企業の脱炭素への取り組みに大きな期待が寄せられている。
鹿児島大学『環境報告書2021』については、その対象が2020年度の環境活動であることから、「学生の取り組み」が中止

を余儀なくされるなど、新型コロナウイルスの感染拡大による影響が様々な形で見受けられる。とりわけ、「学生の取り組み」は
社会課題に目を向け、その課題解決を目指す環境活動として、どこまで踏み込むかという問題はあるものの、学生にとっては貴
重な経験となるものである。コロナ禍の終息状況によることは言うまでもないが、できる限り早い時期に「学生の取り組み」が
復活することを願わずにはいられない。
環境教育においては、現地調査が大きな意味を持つ体験型教育で、充実した動画による事前学習やリモート授業により学

生と地元住民との議論・交流を深めるなど、コロナ禍の制約をオンラインプログラムの教材開発につなげた授業が注目される。
コロナ禍でリモート授業が一般化したが、コロナ後においても対面授業の効果を高めるために、リモート授業の特性に応じた有
効活用が期待されるところである。
また、『環境報告書2021』では、各活動にSDGsの17目標のアイコンが付され、環境活動と持続的な開発目標との関連が
分かり易くなっている。SDGsの実現は地域の課題解決に直結するということもあり、地域貢献プロジェクトを検討する学生に
は参考にしていただきたい。
環境研究においては、奄美の世界自然遺産登録（2021年7月26日登録決定）に大きな役割を果たした「鹿児島環境学プ

ロジェクト」を取り上げる。2003年に国内で候補地に決まったものの、2018年にIUCNから「登録延期」が勧告されるなど紆
余曲折をたどった。
「鹿児島環境学プロジェクト」では、貴重な自然を損なうことなく育んできた奄美の人々の暮らしや伝統文化を「奄美の環境
文化」と捉え、どのような環境文化が豊かな地域づくりにつながるのかを考察してきた。長期にわたる地道な研究の積み重ね
が世界遺産登録に結実したということであろう。
奄美の世界遺産は登録された自然の保護が最大の目的であるとはいえ、地元は世界遺産に地域振興の絶好の機会として

期待を寄せ、人々は国内外を問わず唯一無二の自然として注目度を一気に高める。今後も観光客急増によるオーバーツーリ
ズムなど、様々な問題が予想される。環境省・鹿児島県・鹿児島大学・国立環境研究所が連携協力して取り組む奄美世界遺産
の保全管理に期待したい。
環境マネジメントについては、大きく変化する状況下では、経営トップのビジョンをベースに長期目標を立案し、そこから逆算

して年々の目標や戦略を策定するバックキャスティングの発想が必要であることを指摘したい。手堅く積み上げ目標を決めて
いくフォアキャスティングでは、現状との折り合いが重視されるあまり、目標の規範性が弱まりかねないからである。
PDCAについては、「本計画の実施状況を点検し、必要に応じ、本計画の見直しを行う。」とされているが、PDCAは業務

遂行上の問題点を明らかにし、その改善措置を講じる管理手法である。数値目標の
設定が難しいとしても、KPI（重要業績評価指標）としてもう少し数値目標が必要で
あるように思う。
また、地域と一体となった環境保全として、鹿児島市との連携による9事業の取組
実績が報告されている。今後とも、鹿児島大学が地域と一体となって、地域の脱炭
素社会の実現に向けて大きな役割を果たすことを期待したい。

一般財団法人鹿児島県環境技術協会理事長

宮�廻　甫�允

第三者からの評価意見
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環境報告書の作成に当たって
《環境報告書の作成に当たって》

鹿児島大学は、従来から教育・研究活動及び大学運営においては、環境との調和と環境負荷の低減に努めています。
「環境報告書」は、それらの環境に対する様々な取り組みの状況について、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境
に配慮した事業活動の促進に関する法律」（環境配慮促進法）に準拠し、報告するものです。
「環境報告書2021」の作成については、以下とおりです。

◆参考にしたガイドライン◆
環境省「環境報告ガイドライン2018年版」

◆編集委員◆
【環境ワーキンググループ】
農学部� 教　　授� 寺岡　行雄（WG長）
理工学研究科（工学系）�� 教　　授� 二宮　秀與
理工学研究科（理学系）�� 教　　授� 冨安　卓滋
水産学部� 准　教　授� 江幡　恵吾
医歯学総合研究科� 教　　授� 柴田　昌宏
財務部� 経理課長� 玉利　陽二
施設部� 設備課長� 籾井　輝寿
附属病院� 施設管理課長� 松﨑健太郎
学生部� 学生生活課長� 永松　　巌

◆執筆者◆
農学部� 准　教　授� 井倉　洋二
水産学部� 教　　授� 宇野　誠一
農学部� 准　教　授� 鵜川　　信
共通教育センター� 准　教　授� 冨山　清升
産学・地域共創センター� 特任教授� 奥山　正樹
鹿児島大学生活協同組合� 専　　務� 南條　　晃

◆報告対象期間◆
202０年４月～20２１年３月

◆発行日◆
20２１年９月

◆掲載場所◆
https://www.kagoshima-u.ac.jp/about/kankyohoukoku.html

◆次回発行予定日◆
20２２年９月



44

◇お問い合わせ先◇
国立大学法人鹿児島大学施設部
〒８９０－８５８０
住　所  鹿児島市郡元一丁目２１番２４号
ＴＥＬ　０９９－２８５－７２１５
ＦＡＸ　０９９－２８５－７２２５
E-mail kksoumu@kuas.kagoshima-u.ac.jp
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〒890-8580
鹿児島市郡元一丁目21番24号

環境報告書
2021
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環境対応型インキとして、植物由来の
油を配合した「植物油インキ」を使用し、
環境負荷にも配慮しております。




