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基本理念

東京学芸大学は 2006 年に学生、教職員、地域の方々が一緒になって環境保全活動をできる場とし
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の発展に寄与するために、地球環境の保全と充実に向け

識を十分培うことができ、また、こうした活動は本学が担う一般業務のひとつとなったため、
「学芸
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また、緑豊かな自然を保持する本学は、建学以来育ん
できた「学芸の森」をかけがえのない教育研究環境とし
て守り発展させ、周辺地域の自然環境との調和に努めつ
つ、多彩な環境パートナーシップを構築する。

17

携活動を推進してきました。こうした取り組みにより学生、教職員、地域の方々に、環境に対する意

京学芸大学Explayground推進機構」のプロジェクトのひとつ「学芸の森人・集・ラボ」などに引き継
がれています。
2018 年の西日本豪雨、2019 年の台風 19 号のような近年の異常気象被害により、地球温暖化など
環境問題について、再認識させられました。自然の力を認識し、理解するとともに、それと共存共生

基本方針
本学のあらゆる活動から生ずる環境負荷を認識し、環境

■ 編集方針

て「学芸の森環境機構」を立ち上げ、「学芸の森」を守る活動、啓蒙活動、環境リーダー育成、地域連

汚染の防止、エネルギー使用量・廃棄物排出量の削減、

本報告書は、
「環境情報の提供の促進等による特定事

資源リサイクル量の向上をはかり、園児・児童・生徒・

業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法

学生・教職員などの心身の健康を図ると共に、環境への

律」にもとづき、本学が取り組んでいる環境整備・保

自覚を高める。

していく人間の生活のあり方について考えていくことは、教育系大学である本学にとって重要な課題
です。
本学は法令を遵守しながら、環境保全に尽力するとともに、学生、教職員の環境に対する意識を高
め、循環型社会実現に向けた人材育成に努めていきたいと思います。

全に関する方針・活動を皆様にご理解いただくと共
に、
「学芸の森」及び自然を共に守り・育て・継承し

地球環境や地域環境を保全・改善するための研究活動及

ていくための資料・教材として多くの方々に活用して

び環境教育・環境学習活動を推進し、公開講座等を通じ

いただけることを目指しています。

て環境問題の啓発、普及に務め、循環型社会の担い手と
なる優れた人材の育成に努める。

学芸の森環境機構
大学及び附属学校・園の自然環境の保全・充実に努め、

国立大学法人 東京学芸大学 学長

國分

充

「学芸の森」の学術的・教育的価値を更に高めると共に、
■ 参考としたガイドライン
環境省「環境報告ガイドライン（2018 年版）
」
■ 報告書の対象範囲
小金井キャンパス、ならびにその他地区（各附属学校）
■ 報告書の対象期間・発行
対象期間 平成 31 年 4 月（2019 年 4 月）
〜令和 2 年 3 月（2020 年 3 月）
発行

地域社会と連携し、園児・児童・生徒・学生・教職員・
地域住民等の多様で主体的な環境活動を推進する。
「学芸の森環境機構」を中心とする環境マネジメントを
構築し、武蔵野の風土と文化を生かした自然環境を形成
し、学生も参加した定期的な環境監査等を実施する。
環境に関する法規、条例、協定及び学内規定を遵守する。

令和 2 年 9 月（次回：令和 3 年 9 月発行予定）

■ 環境報告書は東京学芸大学のホームページで公表して
います。
https://www.u-gakugei.ac.jp/jouhou/01/
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竹早地区

附属幼稚園竹早園舎
附属竹早小学校
附属竹早中学校

東久留米地区

附属特別支援学校

大泉寮
小平寮
東久留米国際学生宿舎
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在学者数
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敷地面積
18,728㎡

在学者数
在学者数
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67 名
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4,233㎡
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大学概要

東京学芸大学の概要（令和元年 5.1 現在）

国立大学法人東京学芸大学 The National University Corporation Tokyo Gakugei University

大学概要
機構図
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小金井キャンパスマップ

基本的な目標・中期計画
㑊㞴ሙᡤ

1RUWK$UHD

㛛

Evacuation area

基本的 な 目 標 ・ 中 期 計 画

小金井 キ ャ ン パ ス マ ッ プ

࢚ࣜ
す㛛

West Gate

North Gate



基本的な目標



東京学芸大学は、教育を通しての社会変革を主導する大学として、知識基盤社会の進展・グローバル化の展開・
教育的課題の多様化・地域社会の疲弊という現代社会の特徴に対して、協働して課題を解決する力・多様性を尊重
する力・自己を振り返り、自己を表現する力･新しい社会を創造する力という四つの力を持った次世代の子どもを
育成するための人材養成を使命とする。
本学はこれまでも初等･中等教育における様々な教育実践や教科教育に関わる有為の教育者を養成してきた教育
の総合大学であるが、第 3 期中期目標期間が日本の社会及び教育の大きな転換点であると認識し、次世代の子ども
の育成を目指す次世代育成教育において、次の三つの役割を担い、日本の教育を主導する全国的拠点大学となると
ともに、広く海外に日本の教育成果を発信する大学となることを目標とする。
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教育課題の多様化に対応する力や、知識基盤社会における継続的な教育環境の変化に対応する力を持つ新しい
教員を養成するとともに、諸課題に直面している教育現場の教員に対して、次世代の子どもを育成する上で必
要な能力を付与する研修を実施する。そのために第 3 期中期目標期間において、教育学部と大学院において必
要なカリキュラム及び教育組織の整備を行うとともに、現職教員研修のための組織を立ち上げる。
現在進行しつつある日本社会の変化と教育改革に伴う教育課題の多様化・複雑化には、学校教員と教育支援者
が協働して対応に当たる必要があるという認識の下に、教育支援の専門的技能を持つ人材及びコーディネー
ターを養成するとともに、教育支援者と協働できる教員を養成する。併せて学校と教育支援者を結ぶコーディ
ネート体制の構築に寄与し、地方自治体、教育委員会、NPO、民間企業等と連携した教育支援事業を展開する。
次世代育成教育のための研究を集中的に展開するとともに、その研究成果を次世代育成教育モデルとして全国
及び世界に発信する。そのために本学(T)が、北海道教育大学(H)・愛知教育大学(A)・大阪教育大学(O)と連
携して進めるHATOプロジェクト及び日本教育大学協会を基盤とした全国的ネットワークを構築するととも
に、OECD及び教員養成国際コンソーシアムと連携して、国際的な発信の基盤を作る。

୰ኸ࢚ࣜ
&HQWUDO$UHD

中期計画

ṇ㛛

Main Gate

国立大学法人東京学芸大学の達成すべき業務運営に関する目標
本部棟・図書館
学務部

本部棟



学務部（学務課・学生課・国際課）
〈南講義棟（S 棟）
〉



研究棟

施設センター

総合教育･人文社会１号館




総合教育２号館



総合教育３号館



人文社会２号館



人文社会４号館



自然科学１号館



自然科学２号館



人文社会・自然科学３号館



特別支援教育・教育臨床サポートセンター
〈教育実践研究支援センター 1 号館〉



書庫棟

芸術・スポーツ
関連施設

㸸㸿㹃㹂タ⨨ሙᡤ

㸸㑊㞴ሙᡤ

Outside toilets

AED locations

芸術・スポーツ１号館
芸術・スポーツ２号館
 芸術・スポーツ３号館
 芸術・スポーツ４号館
 芸術・スポーツ５号館
 芸術・スポーツ６号館
 芸術・スポーツ７号館
 芸術・スポーツ８号館


Evacuation areas



特別支援教育・教育臨床サポートセンター
〈教育実践研究支援センター 2 号館〉



福利厚生施設



第１むさしのホール



小金井クラブ



第２むさしのホール

正門守衛所



サークル棟（課外活動共用施設）

２０周年記念飯島同窓会館



北門守衛所

ICTセンター〈教育実践研究支援センター1号館〉



合同棟



ICTセンター〈情報処理センター〉



国際教育センター〈合同棟〉



総合メディア教育館



次世代教育研究センター〈合同棟〉



保健管理センター



次世代教育研究センター
〈芸術・スポーツ2号館〉



若草研究室



合宿所



理科教員高度支援センター〈自然科学1号館〉



環境教育研究センター



学芸の森保育園・こどモードハウス



コミュニティーセンター



放射性同位元素総合実験施設



温室





農園



国際交流会館
東門守衛所



留学生センター〈北講義棟（N棟）〉



ケヤキ広場
共通利用１号館



有害廃棄物処理施設〈共通利用2号館〉



共通利用２号館

西講義棟（Ｗ棟）



中央講義棟（Ｃ棟）



西講義棟（Ｗ１１０）



北講義棟（Ｎ棟）



南講義棟（Ｓ棟）



弓道場



プール



芸術館（学芸の森ホール）



ハンドボールコート



音楽ホール



東門バレーボール・テニスコート

ものづくり教室



プレイパーク



大体育館・小体育館



北門テニスコート



屋外バスケットボールコート



総合グラウンド



剣道場



卓球場



柔道場



野球場



舞踊場
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その他




〉は現在の建物名称の表記
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（平成 28 年度〜令和 3 年度）より抜粋

附属図書館



附属学校

教職大学院



附属幼稚園小金井園舎



附属小金井小学校



教職大学院棟



附属小金井中学校

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標
①第 2 期中期目標期間においては、施設設備委員会を設置してキャンパスマスタープランを策定し、教育研究環境の
保持と有効利用に努めてきた。また、全学情報化マスタープランに基づいて、情報環境の整備を行ってきた。
第 3 期中期目標期間においては、本学の教育・研究環境にふさわしい施設を整備し、豊かな緑に恵まれた自然環境
を有するキャンパスを未来に継承していくとともに、教育研究環境の質的向上を図り、自然環境の保護・保全並び
に環境負荷の低減に配慮した施設の老朽化対策及び有効活用を行う。さらに、飛躍的に進展しているICT環境に合
わせて、教育研究のための情報環境を改善していく。

国立大学法人東京学芸大学の中期目標を達成するための計画
国立大学法人東京学芸大学 中期計画（平成 28 年度〜令和 3 年度）より抜粋
Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置
67 ①-1「文部科学省インフラ長寿命化計画」を踏まえ、平成 28 年度中に行動計画を、平成 32 年度までに個別施設
計画を策定するとともに、本学キャンパスマスタープラン及び設備マスタープランに基づき、教育・研究環境の質的
向上、老朽・環境対策の推進、既存施設の有効活用など、計画的な維持管理を行う。さらに、地球温暖化対策に基づ
き、LED照明や高効率な空調機などの省エネ機器の導入及び節電等により、平成 32 年度までに本学の温室効果ガス
排出量を、東京都温室効果ガス排出総量削減義務による排出上限量（18,715トン）以下とする。また、学芸の森環
境機構や地域住民と連携しながら、自然環境の保全を行い良好な緑地を維持する。

東京学芸大学 環境報告書 2020
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環境マネジメント組織体制

学芸の森環境機構
2019 年 7 月 17 日

長

事務局、学生支援センター

推進責任者

統括管理者

（連携調整担当）

事務局、附属図書館

推進責任者

事務局、教員養成開発連携センター

地球温暖化対策協議会

（技術担当）

事務局

技術管理者

事務局、有害廃棄物処理施設

【国立大学法人東京学芸大学における地球温暖化対策の推進に関する規程】
第３条 学長は，本学の事業活動における地球温暖化対策を着実かつ効果的に推進するた
め，次に掲げる事項を処理するための体制を整備するものとする。
（1）地球温暖化対策計画書等の作成
（2）温室効果ガスの削減対策（以下「削減対策」という。
）の実施及び進行管理
（3）削減対策の効果の確認及び検証
（4）削減対策の見直し
（5）エネルギーの使用設備・機器の稼働状況及びエネルギーの使用に関する数値
（6）エネルギーの使用設備・機器の運転及び保全についての適正な管理
（7）職員，来学者，関係業者等に対する地球温暖化対策に関する理解・認識を深めるた
めの普及啓発，研修等の実施
（8）その他地球温暖化対策に関する事項
第９条 対策会議は，第３条各号に掲げる事項を協議するとともに，本学における地球温
暖化対策の推進に係るさまざまな方策を提言することを目的とする。

総合教育科学系、研究センター
人文社会科学系
自然科学系、RI 施設、理科教員高度支援センター
芸術・スポーツ科学系

学内草木の観察講習会（学芸の森推進部門）
学芸の 森 環 境 機 構 各 部 門 の 活 動

学

推進員

学芸の森環境機構

環境マ ネ ジ メ ン ト 組 織 体 制

地 球 温 暖 化 対 策 会 議

各部門の活動

樹木医の新井先生と学内を散策し、様々な植物を観察しながら、植物に関するお話を伺い
ました。
2019 年 7 月 31 日・8 月 1 日

プレイパーク大掃除（環境創造地域連携部門）

7 月 30 日に事前作業を渡辺機構員が行い、NPO「こがねい子ども遊パーク」の子供たちや
保護者、地域の皆さんがプレイパークの大掃除を行いました。
2019 年 11 月 13 日

学習会「古歌から辿る万葉集の由来」
（環境学習推進部門）

附属図書館のラーニングコモンズで林勉名誉教授のお話を拝聴し、万葉池周辺の散策と
ワークショップを行いました。
2019 年 12 月 12 日

万葉池の落ち葉さらい（環境改善企画部門）

学生・教職員の 22 名で万葉池の落ち葉さらいを行いました。
2020 年 2 月18 日講演会「学芸の森の始まりから今日までの変遷」
（環境創造地域連携部門）
学芸の森環境機構の活動に関わってきた高坂機構員による講演会が行われました。
「学芸の森環境機構」は学内外の諸団体と連携し、本学の自然環境の保護及び充実並びに環
境負荷の低減に努め、併せて環境に関する教育研究活動の推進や人材の育成を促し、地球
環境及び地域の環境の保全に資するための総合的な環境マネジメントを行うことを目的と

副校
（園）
長
（竹早園舎は教務主任）

して、平成 17 年 2 月 2 日に発足され、令和 2 年度に廃止となりました。
GAKUGEINO MORI

危 機 管 理 会 議

学 長

理事及び副学長

学系長
附属図書館長
大学院連合学校教育学研究科長
附属学校運営部長
事務局長
部長

学 芸 の 森 環 境 機 構
学芸の森環境機構

学 長

環境安全委員会

学 長

安全管理関係

環境学習推進部門

（審議事項）
第５条 危機管理会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる
事項を審議する。
（1）総合的な危機管理体制の整備に関する事項
（2）危機管理を必要とする諸問題に関する事項
（3）全学的な防災訓練等の実施に関する事項
（4）関係委員会等との連絡調整に関する事項
（5）その他危機管理に関し必要な事項

動物実験関係

放射線関係

人集ラボ」を立ち上げ、活動することとなりました。

【国立大学法人東京学芸大学危機管理規程】
（目的）
第４条 危機管理会議は、関係委員会及び各部局（以下「関係委員
会等」という。
）との密接な連携のもとに、本学の危機管理に関す
る総合的な体制を整備することを目的とする。

環 境 安 全 委 員 会

遺伝子組換え関係

令和 2 年度よりExplayground事業の中に学芸の森環境機構の理念を継承する「学芸の森

環境改善企画部門

「古歌から辿る万葉池の由来」講演
人文社会科学系
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●林

ように位置にあります。しばらくの間、自然のなすが

学芸の森推進部門
環境学習推進部門

よる池の「かいぼり」や、環境学習推進部門による萩の
移植など、少しずつ改善を試みてきました。また、池
周辺の樹木の剪定や竹柵の設置もされて、庭園の趣が
復活しました。
そこで、2019 年度は、環境学習の企画として、万

環境創造地域連携部門

葉集研究の泰斗である本学名誉教授、林勉先生に万葉

環境調査評価部門

本稿では 2019 年 11 月 13 日、大学図書館のラーニ

【東京学芸大学学芸の森環境機構規程】
第２条 学内外の諸団体と連携し，本学の自然環境の保護及び充実並び
に環境負荷の低減に努め，併せて環境に関する教育研究活動の推進や人
材の育成を促し，地球環境及び地域の環境の保全に資するための総合的
な環境マネジメントを行うことを目的とする。

す。林先生は図書館での企画にふさわしく、万葉の植
物に関する貴重な資料をご持参され、ブックトークを
してくださいました。

勉（はやし・つとむ）

一九二五年 滋賀県出身
一九六二年 東京大学大学院博士課程単位
取得退学
早稲田大学政治経済学部教授、東京学芸大学
教育学部教授、東洋大学文学部教授、帝京大
学文学部教授を歴任
東京学芸大学名誉教授・ 安田女子大学大学院
講師

ままになっていました。しかし、環境改善企画部門に

ング・コモンズで行われた林先生のご講演を紹介しま
【東京学芸大学環境安全委員会規程】
第２条 委員会は，本学における教育研究活動・実験の安
全管理及び適正な実施の確保に関すること並びに学内の良
好な環境の保全に関することを審議し，学内の環境安全の
向上を図ることを目的とする。

中村 純子

東京学芸大学の万葉池はキャンパスの真ん中、臍の

池についてご講演をお願いしました。
有害廃棄物関係

准教授

●主な著書
『契沖全集』
（岩波書店・共編）
『契沖研究』
（岩波書店・共著）
『日本書紀上・下』
（日本古典文学大系・原文校異訓読分担）
『日本書紀上・下』
（中央公論社・共著）
『日本書紀一〜五』
（岩波文庫・原文校異訓読分担）
『日本書紀兼右本一〜三』天理図書館善本叢書和書之部（八木書店）
『西本願寺本萬葉集（普及版）巻第一〜二十』
（主婦の友社、おう
ふう・監修）
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環境学習推進部門

環境学習推進部門

今度は万葉池のことを少しお話ししましょう。
こちらは教務補導部のお便りです。施設課の田代技官のお名前
があります。田代さんは理科の先生で始めに入られて、施設を充
実させたいとお考えになって、技能職になられたのです。「昭和
37 年に、文部教官から文部技官からの配置換えをしてまで造園に
関して情熱を傾けたと言われている」とプロローグに書いてあり
ます。そして、第五代学長の万葉学者の太田善麿先生と協力して、
万葉池を作り上げたそうです。田代さんは植物のお世話をしなが
らこういう文章をお書きになっているのですね。田代さんが技能
職員として書かれていた「教務補導部便り」はいかにも古めかしい
ものですね。学生は補導される対象ではないという声も上がり、
「キャンパス通信」に変わりました。

学芸の 森 環 境 機 構 各 部 門 の 活 動

学芸の 森 環 境 機 構 各 部 門 の 活 動

私が退職した後、萬葉ゼミを河添先生が引き継いてくださいました。私はその後もこれまで、ゼミには顔を出すよ
うにしていました。
この学芸の森環境機構で出された『万葉池の周辺を歩く 散策ガイドマップ』は河添先生が監修してくださいまし
た。この奥付の小さいところにパンフレットを作ったスタッフが紹介されています。プロローグには万葉池の経歴が
書いてあります。中の 22 首の歌をまとめてくれたのは萬葉ゼミの学生、３名です。解説を書いてくれました。

大学の図書館に万葉植物の本が２冊あります。松田修氏の写真による保育社の文庫
本『万葉の植物』これが一番万葉集を中心にまとめられたものです。
奈良女子高等師範学校の小清水卓二さんの『萬葉植物―寫眞と解説―』は戦争中の
ものです。昭和 16 年発行です。万葉植物園はほうぼうにありますが、奈良女子大の
中にもあります。
私はこの本を買った日を後ろに書いていますね。昭和 23 年 3 月 23 日です。東京大
学の前の古本屋で買いました。これには奈良の公園の中にある万葉植物園の植栽目録
がありました。昭和 15 年にできたのをはさんでいます。それから、万葉植物の代表
的なこのハマオモト、ハマユウとも言いますが、この写真もはさんでいました。写真
の裏に赤い字で万葉・巻の第四、相聞 柿本人麻呂の歌を書いていました。
三熊野之

浦乃浜木綿
み熊野の

百重成
は ま ゆ う

心者雖念直不相鴨
も も え

浦の浜木綿 百重なす

も

心は思へど

ただ

直に逢はぬかも

それから、「昭和 22 年 11 月 11 日、於いて奈良万葉植物園」と書いてあります。この写真を入り口で買ったんです
ね。だいぶ前ですね。
それから、こんなものも挟んでいますね。なんだろう、ああ、押し花も入れていましたね。これは馬酔木です。学
校の門のところで桜の下の方に生えていましたね。早春、白い小さな花が咲きますね。その葉と花をはさんでいまし
た。少女趣味と言わないでください。万葉を愛する若い時の学問的な研究です。

『やまと万葉の花』は菅野さん、宮地さんが書いています。カラー
です。
『花の万葉秀歌』は高木進さんをはじめ、いっぱいの方が書いてい
ますね。里美さんは島根県の先生ですね。島根県では万葉の会が盛
んです。
それから、『花の大和路』というのがありまして、これは写真が主
ですけど、文章を小清水卓二さんが解説を書いています。
こちらの学芸大学出版会から出ている『学芸の森 私の植物』とい
うはご存知ですか。真山茂樹先生は自然科学、植物学の先生です。
万葉池のことも出ています。
それから、「万葉池の周辺を歩く」という絵葉書もありますね。
それから英語で書いたものも出ていますね。英語を話す学生さん
に万葉集の花のことを紹介してみてください。
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こちらのマップには私の文章も載っていますね。少しおセンチかもしれません。私も若かったですから。
１年の時に全員にゼミをやりますね。私は万葉集の原文からやります。漢字ばかり書いてあって、わかりません
ね。しかし、最近の女性の名前では万葉仮名風の書いているのが多くなりましたね。昔は子のつく名前が多かったの
ですが、私の母の名は「はる」なのですが、
「春」と書かずに、二文字で「波留」とか書いてますよね。キラキラネーム
ですよね。万葉仮名風でしたが、最近では日本語でないようになっていますね。
このように、林先生は和やかな雰囲気でお話をしめくくられました。
この後、参加者の皆さんと万葉の草木を見つけるワークショップを行いました。『散策ガイドマップ』の和歌と植物
の解説をラミネート加工した札を一人一枚持って、その植物をみつけて針金で括り付けるのです。皆さん、マップを
見ながら万葉池の周辺を散策する楽しいひとときを過ごしました。晩秋の良い想い出となりました。

林勉先生は 2020 年２月13 日にご逝去されました。改めてご講演くださったことに感謝し、ご冥福をお祈りします。

東京学芸大学 環境報告書 2020
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環境創造地域連携部門

環境創造地域連携部門

学芸の森のこれから
環境創造地域連携部門長

健康スポーツ科学講座

森山 進一郎

が、これは発展的解散でもあります。つまり、この理

つながりの杜 en

学芸の森環境機構には 2015 より近隣住民として参

小澤 要

そして学芸の森ボランティア参加が何らかのステー
タスや満足感になる要素が必要と感じます。

加し始め 5 年が経ちました。

3 年目になります。4 年前に着任した私にとって、環境

念や活動の発展は、これからも止まりません。東京学

創造地域連携部門に配置されたことは、とてもありが

芸の森を「教育の森」として守り、育てるための「学

という立ち位置で会議に参加してきましたが、気が付

たいことでした。なぜならば、新しい環境で右も左も

ぶ・務める・近隣に暮らす」人々のコミュニティであ

くと学芸の森の環境管理が実体験として重要な価値観

わからなかった私に、小金井の新たなファミリー（学

る「学芸の森人集ラボ（がくげいのもりびとつどうら

芸の森で活動されている方々）が出来たからです。み

ぼ）」が一般社団法人東京学芸大Explayground推進機

学芸大内で活動している近隣住民が側からの客観視

に変わり、持続的な環境管理を活動内で模索し試行す

巷のボランティア参加要素としては仕事や趣味の延
長線上で関わりやすいようです。
個人的では有りますが、環境管理は意識の波及が重
要で根付いた認識が安定的持続に繋がると思います。

る事を自分のサブテーマとして行う様になりました。
その影響か構内を歩く時の視野が広がり環境の違和感

<キーワード>

の発見や気付きの意識が多くなり、その意識は学芸大

どの様にあるべきかの抽象的イメージの構築&コン

なさまのお話を伺いつつ、大学に関わるきっかけや思

構のラボとして立ち上がりました。このラボは、学芸

学内の自然環境をベースに活動する杜enメンバーに

セプトのイメージスケッチ。

いがみな様々な形で存在して、そして同じ森の中で共

の森環境機構の活動を継承、そして発展するべく芽生

も若干波及した様子で、危険老木の気付きや伐採処理

周囲に協力を得る為の充実した意義を構築。

存している、このことが、とても心強く感じると共に

えた新たな息吹です。東京学芸大学と学芸の森に携わ

後の景色の反応から独自の発想・発案が起こり環境管

どう言う環境管理が必要か、それには何が必要か。

理の意識啓発に効果（特に子供達は自然活動の発見に

環境管理につながる共通意識、認識、意義。

敏感に反応）が出ています。

環境管理の方針を学芸大側が強気に打ち出す。

うれしく感じたことをよく覚えています。私たちの学

る方々との関係、そして学芸の森に携わる方々同士の

芸の森をもっとよりよいものへと変えていこう、そう

関係がよりシームレスなものとなり、学芸の森環境機

いった思いの中で部門会議は行われていました。

構としての 14 年間で培われてきた理念が継承されつ

学内で行われている様々な改革の一環として、学芸
の森環境機構は、その歴史を今年度末で幕を閉じるこ
とになります。ある面から考えますと残念なことです

つ、学芸の森がいつまでも美しい場所であり続ける、
そのような発展を心より願っています。

学芸の 森 環 境 機 構 各 部 門 の 活 動

学芸の 森 環 境 機 構 各 部 門 の 活 動

私がこの機構に携わらせて頂くようになり、今年で

「つながりの杜 en」の活動から体感した学芸の森環境機構

団体管理の充実。
<学内コミュニティ活動から学芸の森ボランティアへ

ボランティア活動や団体管理を研究につなげる。

の誘導考>

学芸大の環境維持管理するボランティア参加が何

ボランティアは無償実務提供者と捉えています。

らかのステータスや満足感になる要素の発見。例

今までに見聞きしていた 1 グループの一ヶ所管理が

えば、大きく綺麗なロゴのIDカード（GEM/学芸大

それぞれ複数ヶ所での活動では学芸大全体の環境管理

Environmental management等 直 感 的 に 解 る 事 ）

にはシステムとして弱いが、いくつか有るグループ内

を携行し活動。

から 20%前後ボランティア参加者が有れば人員数も増

各団体にボランティア管理員 連絡員 シニアを置く。

え能率的になる。それに伴い取りまとめるボランティ

肩肘張らずにノンビリと活動する。

アグループが必要と思われます。

参加の子供達は学芸大が懐かしの場所となり将来の

そのグループが理想論を具象化する構想を企画します。
各団体にボランティアリーダー（管理員

ボランティア候補予備軍。

連絡員

シニア）を任命し各グループのボランティアリーダー
が学芸の森管理に導く。
近隣住民・学生・小金井市が、誇れる学芸大イメー
ジの構築と定着から持続可能な環境管理（文化とする）
を派生させる。
何をしてもらいどの様な環境管理とするか具体性の
ある提示をする。
それには確固たる魅力有るプリンシプルが必要では

環境管理はそこそこクリエイティブな要素が濃く、
志の有る数人が周辺多数に波及する努力をして現実化
します。学芸大に関わる人々が意識し思考し行動とな
り、目に見える変化や結果が実行の証明になります。
2019 年度で学芸の森環境機構は廃止となる様です
が、環境管理の軸となる人材は不可欠ですので何らか
の団体・組合等組織を立ち上げ、学芸の森環境機構の
志を引き継ぐ事を期待します。

ないでしょうか。
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環境配慮の取り組み

14 年に渡る学芸の森環境機構の活動を継承、発展させていく
機構員

高坂 憲二郎

2020 年、学芸の森環境機構が廃止されることが決

ベーション事業の中に「学芸の森人集ラボ」という形で

定しました。2005 年から 14 年という長きに渡って、

今までの学芸の森環境機構活動の継承と新たな展開を

教員や職員、学生と地域の住民で作り上げてきた「学

推進することが決まり、今までの委員会形式とはまっ

芸の森」の保全、育成活動は、新たな課題に向けて動

たく異なった参加者の自主参加というボランティア形

き始めます。それまでは機構活動は、何となく前年度

式の活動が始動することになります。

省エネ対策について

東京学芸大学（小金井キャンパス）は「2015 年から 2019 年度までの 5 年間で基準年度の 17%の削減（CO2 換算）」に
加えて、大学全体では省エネルギー法による「毎年 1%以上のエネルギー消費原単位の削減」の達成を目指し、以下の
対策を行いました。
クールビズ・ウォームビズの実施
夏季は 5 月 1 日〜 10 月 31 日、冬季は 11 月 1 日〜 3 月 31 日に実施しました。
省エネ･節電ポスター及び省エネマニュアルによる省エネの実施
ᥦᚱᤨߩቶ᷷ߪ

の活動の延長線上という気分でしたが、2019 年は、

そ れ ま で の 学 芸 大 学 が 標 榜 し て き た「University

あらためてこの活動の意義と継承の必要性が問われ、

Social Responsibility」という視点からも重要な一歩

その重大性が再認識されたような 1 年となりました。

となることでしょう。過去を整理し、再検証し、改善

大学構内のあちこちに残るこの 14 年の環境機構の軌跡

して新たなムーブメントにしていく、そんな学芸の森

を感じさせる植栽の姿をもう一度視点を変えてみてい

の未来が見えてくることを願っています。

環境配慮の取り組み

学芸の 森 環 境 機 構 各 部 門 の 活 動

東京学芸大学

͠ޓޓ

ਇⷐߥ
ࠦࡦࡦ࠻ߪ
ᛮߊ㧋

⺕߽ߥߣ߈ߪ
ᥦᚱᾖ 1((
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ߒ
ߒ㨨ࠎ
㨨ࠎ̖

く。そんな作業が 1 年間続きました。

ᮾிᏛⱁᏛ

結果、学芸大学が現在、取り組んでいるインキュ
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「省エネ・節電取組チェック」のアンケートによる確認
大学教員(特任、非常勤教員等を含む)、附属学校教員(常勤)､ 職員(常勤、非常勤)を対象としたアンケートをWEB
上で実施しました。
省エネパトロールの実施
各部局等における適切な省エネ実施状況の把握及び省エネ活動の推進を目的とし、地球温暖化対策推進員及び施設
課により適宜、省エネパトロールを実施しました。

若草研究室でのラボ準備会議と 14 年間の機構会議活動の学習会
風景

契約電力オーバー予測時の対応
学芸ポータルトップ画面の電力使用率示が 98%以上になった場合は、小金井団地の事務室、研究室等の空調・照
明停止の要請をする。

PCB 廃棄物について
本学では、PCB特措法に基づき､ PCB廃棄物の恐れがあ
る廃電気機器、廃油、汚染物（ウエス、汚泥等）について
「学芸の森人集ラボ」のロゴマーク

PCB含有の有無を調査・分析し、PCB廃棄物の場合、保管
および処分状況、使用機器などについて東京都知事に毎年

新たに改訂され、情報が今までの情報集約された学芸の森Website

届出書を提出しています。
低濃度PCB及び高濃度PCB廃棄物は平成 27 年度に調査・
分析し平成 28 年度〜令和元年度にかけて処分を行い完了
しました。
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環 境 パ フォ ー マ ン ス

環境パフォーマンス

環境パフォーマンス

事業活動に係わるエネルギー ･ 資源の全体量
電気・ガス・水道などの地球環境に影響する使用量および支出額のデータを比較表にして、学内へ定期的に通知し、

INPUT

その増減状況の共通理解を得ることにより、省エネの意識向上を図っています。

電

以下に環境パフォーマンスの取り組みデータを示します。

気

ガ

7,896,573kWh

ス

紙などの資源
総エネルギー投入量
（MWh）

機器の更新にあわせ高効率の機器の導入を推進して
います。

水

温室ガス

4,754t

（CO2 換算）

507,325㎥

水

電気

OUTPUT

116,390㎥

一般廃棄

338,000kg

17,268,500 枚

排

116,390㎥

水

水資源投入量（㎥）

本学の小金井地区では井戸水を使用しています。
トイレ等の改修にあわせ、節水型トイレや自動水栓を
導入し節水を図っています。

環境保全効果
水使用量
■小金井団地 ■附属学校
附属学校
校

■小金井団地 ■附属学校

（小金井地区の
附属学校を除く）

2,170

2,153

（小金井地区の
附属学校を除く）

2,093
40,771

6,113

5,832

48,786

環境パフォーマンス指数

2018 年度

2018年

102,189

99,175

0.97

水資源使用料（㎥）

130,046

116,390

0.89

5,447

4,754

0.87

36,243

5,804

2019年

総エネルギー投入量
（千m3）

ガス

87,502

81,260

80,147

2017年

2018年

2019年

本学では、冷暖房期間の電力ピークカットのため空
調設備の一部にガスを利用した空調設備を導入して
います。空調設備の改修に合せ老朽化した空調設備
を高効率の空調設備に更新しています。

CO2

温室効果ガス（t ／二酸化炭素換算）

電力会社が変わり係数が減ったことにより、排出量が減
りました。

■小金井団地 ■附属学校

総物質投入量（枚）

使用量の節約を図るため、下記の項目に取り組んでい
ます。
❶ 両面利用の徹底
❷ IT活用の推進
❸ 紙媒体からWebサイトへの利用の推進

太陽光発電量

（kwh ／年）

※小金井地区とする。（芸術・スポーツ科学系研究棟 30kW、）
総合教育科学系研究棟 3 号館 5kW、附属小金井中学校 20kW）

■小金井団地

■小金井キャンパス ■附属学校

（小金井地区の
附属学校を除く）

1,539

1,599
39,615

1,389

36,458
32,694

201
190

8,524,000
3,771

14

紙

■小金井団地 ■附属学校

（小金井地区の
附属学校を除く）

215

385

357

318

2017年

2018年

2019年

ENVIRONMENTAL REPORT

前年比

エネルギー使用量
（GJ）

温室効果ガス排出量（t-CO2）
2017年

2019 年度

2017年

3,865

2018年

8,365,500

7,621,000

10,630,000

9,090,000

9,647,500

2017年

2018年

2019年

3,365

2019年

2017年

2018年

2019年
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環境パフォーマンス

化学物質

化学物質排出量・移動量（㎏）

「東京学芸大学毒物および劇物取扱規定」に従い、教育・研究で使われる化学物質は適正な管理・使用を行っています。PRTR
法の報告対象となる使用量に達するものはありませんが、年間使用量の多い上位４つの化学物質についての数値を記載します。

クロロホルム

ジクロロメタン

トルエン

ノルマルーヘキサン

■小金井キャンパス

■小金井キャンパス

■小金井キャンパス

■小金井キャンパス

■附属

■附属

■附属

■附属

廃棄物

118.55

244.54

253.18

7年

8年

201

1.18
66
9年

1.2

201

0.0

201

3.41

201

135.39

8年

0.0
72

274.67

201

117

7年

7年
201

9年
201

8年
201

7年
201

0.99

201

273.00

0.49
50.42

9年

123.2

201

113.32

6.85

0.0

8年

0.99

201

1.27

9年

5.07

環境配慮促進法（記載事項等に関する告示）準拠状況
番号

記載必須項目

掲載ページ

表2

1

事業活動に係る環境配慮の方針等

2

主要な事業内容、対象となる事業年度等

3

事業活動に係る環境配慮の計画

4

事業活動に係る環境配慮の取組の体制等

06

5

事業活動に係る環境配慮の取組の状況等

07 〜 16

6

製品等に係る環境配慮の情報

―

7

その他

―

表 2・02 〜 05
01・05

廃棄物等総排出量・廃棄物最終処分量（㎏）

ゴミの分別、ペーパーレス化の推進および返納物品活用バンクなどにより、廃棄物の減量に努めました。

廃棄物等総排出量

廃棄物最終処分量
その他

170,139
125.782
100,975
96,552
122.725

136,065

223.972

201,935

2017年

2018年

578,946

2019年

2017年※

2018年※

2019年※

※その他地区は集計していないためデータ無し。

※2019 年度は2015 年度から保管していた再利用品目のパソコンをまとめて処分しました。またWindows7 のサポー
ト終了に伴い、パソコンを処分する量が増えました。
（パソコンのみで 379.024kg）

お問い合わせ
財務・研究推進部

再生利用品目
（小金井地区 2019 年度）
紙類
ペットボトル
缶・金属･スプレー缶
パソコン
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単位：kg

97,900
240
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本報告書に関するご意見、ご感想、ご助言などをお待ちしております。これま
で発行した環境報告書は東京学芸大学のウェブサイトからご覧いただけます。

www.u-gakugei.ac.jp/jouhou/01/
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