
・ “減らす” 断熱化や設備の高効率化

・ “活かす” 自然の恵みを活用

・ “創る” 最新技術等の活用

・ “見える” 仕組みや原理、消費エネルギーなどを「見える化」

・ “育む” 教育に活用

※各視点の整備事例を次ページ以降に掲載。
（各事例の詳細については、『最近の成果物の紹介』をあわせて参照のこと。）

○既存施設のエコ改修を含め環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備を一層
推進することが必要。

○その際、エコスクールの基本的な考え方の下、以下の視点にも留意することが重要。

○公立小中学校施設の約７割が建築後２５年以上経過し、老朽化が著しく進行。
○東日本大震災により、停電等によって建物の機能不全を生じた施設が多数あった。
また、電力供給力が大幅に減少

○電力需要抑制につながる省エネルギー対策を従前以上に講じることが必要。



省エネ機器（空調・照明）省エネ機器（空調・照明）

既存校舎の外壁に
断熱を施し、建物
の断熱性能を向上

（出典：Ⅲ）

蛍光灯は1990年
代と比べ約24%の
消費電力が削減

断熱・複層ガラス断熱・複層ガラス

[出典](社)日本照明
器具工業会
URL:(http://www.jla
ssn.or.jp/)

照明のスイッチを分
割することで、自然
光の明るさに応じた
点滅が可能

（出典：Ⅷ）

10年以上前の空調
機器と比べ省エネ
性能が格段に向上

（出典：Ⅷ）

減らす減らす 断熱化や設備の高効率化断熱化や設備の高効率化

エネルギー負荷エネルギー負荷やや損失の低減に資する建材損失の低減に資する建材や、消費電力等や、消費電力等
を抑制したを抑制した設備設備等を効果的に組み合わせて使用等を効果的に組み合わせて使用

【【太陽太陽】】

採光採光
既存校舎の２階を撤去
してガラス屋根を設け、
自然採光を取り入れた
「ひかりのみち」

(北海道黒松内町立黒松内中学校)

（出典：Ⅴ）

窓の中間に取り付け
た庇で反射させた日
射の光を教室内の奥
まで導入

（出典：Ⅷ ）

日射調整日射調整

(福井県大野市立有終西小学校)

（上）（出典：Ⅶ）

ルーバーや庇により、
冬は日射を取り入れ、
夏は日射を遮蔽し暑
さやまぶしさを軽減

（下）（出典：Ⅷ）

太陽熱利用太陽熱利用

集熱屋根を設置し、ダ
クト（赤線部分）を通
じて温められた空気を
床下に送り、室内を暖
める

（出典：Ⅲ ）

空気式床暖房システム概要図

（出典：Ⅷ）

複層ガラスは単板ガ
ラスに比べ、室内に
侵入する日射エネル
ギーが少ない

また、調光センサー
を設置することで、
室内の明るさに応じ
て自動的に調整が可
能

透明単板ガラス
3mm

透明複層ガラス

3mm+A6mm+3mm

透過 73%透過 80%

反射
13%反射

8%

冷房能力4.0kW エアコンの性能経年劣化

（福岡県北九州市立曽根東小学校)

コンクリート駆体

断熱材

補強ネット

下塗り材

仕上塗材

接着剤(樹脂
モルタル)

外壁部分の断熱化

また、断熱性に優れ
夏は涼しく、冬は暖
かい室内温度を保つ
ことが可能



活かす活かす 自然の恵みを活用自然の恵みを活用

消費エネルギーを抑制する方法として自然光や通風（自然風）などの自然の恵みを上手に活用消費エネルギーを抑制する方法として自然光や通風（自然風）などの自然の恵みを上手に活用

【【風・雨・大地風・雨・大地】】 【【緑・木緑・木】】

通風通風

外部に面した窓や教
室・廊下間の間仕切壁
に設けた欄間窓により、
風の通り道を確保

（出典：Ⅷ）

換気換気

換気スリットから夏の
夜間の冷気を校舎内に
引き込み、建物内に蓄
積された熱を開放

(福井県若狭町立三方中学校)

建物上部から建物内で
暖められた空気を排気
し、建物下部から比較
的低温の外気を取り込
む

(北海道黒松内町立黒松内中学校)

（出典：Ⅴ）

雨水利用雨水利用

(神奈川県横浜市立井土ヶ谷小学校)

建物屋根等に降った雨
を雨水タンクに溜め、
子どもたちが花壇の水
遣りに再利用

（出典：Ⅰ）

地中熱利用地中熱利用

（出典：Ⅲ）

緑化緑化

緑のカーテンが、日
射を遮蔽することに
加え、蒸散作用と気
化熱でより涼しさを
実感

(東京都板橋区立板橋第七小学校)

（出典：Ⅰ）

木材利用木材利用

バイオマスバイオマス

建物屋上を緑化するこ
とで、夏の屋根面の温
度上昇を抑制するなど
屋根面の断熱性能を向
上

（出典：Ⅴ）

(東京都武蔵野市立大野田小学校)

校庭等を芝生で覆うこ
とで、地表面の温度上
昇を抑制するとともに、
砂塵の飛散を防止

（出典：Ⅲ）

(東京都杉並区立和泉小学校)

地域材を活用して床
や壁等を木質化し、
あたたかみとうるお
いのある空間を創出

（出典：Ⅶ）

(岐阜県高山市立北小学校)

CO2排出量が循環サ
イクルから見るとゼ
ロとみなすことがき
る地域の間伐材を原
料としたペレットを
ストーブの燃料に利
用

（出典：Ⅲ）

[出典]環境省/・学校
エコ改修と環境教育
事業
URL:(http://www.eco
flow.go.jp/)

ドラフトによる排気
透過性のある開口部

電気制御による開閉

トレンチ

地中熱により「夏涼しく・
冬暖かく」

(山口県萩市立育英小学校)

年間を通じ、ほぼ一定
の温度の地中熱を利用
して、夏には涼しい空
気、冬には暖かい空気
を取り入れることがで
きる



創る創る 最新技術等の活用最新技術等の活用 見える見えるギーなどの「見える化」ギーなどの「見える化」

エネルギー創出や飛躍的な効率向上などにつながる最新エネルギー創出や飛躍的な効率向上などにつながる最新
技術を活用した設備等の導入技術を活用した設備等の導入

“減らす・活かす・創る”が実感できるよう、設備等の仕組み“減らす・活かす・創る”が実感できるよう、設備等の仕組み
や消費エネルギーの表示などの見える化や消費エネルギーの表示などの見える化

仕組みや原理、消費エネル仕組みや原理、消費エネル

太陽光発電設備太陽光発電設備

太陽光発電パネルを屋
上や庇等に設置し発電。
屋根やガラス等の建材
と一体のものもあり

(神奈川県横浜市立井土ヶ谷小学校)

（上）（出典：Ⅵ）

風力発電設備風力発電設備

(東京都練馬区立光和小学校)

風力発電を校内に設置
し発電。太陽光発電設
備と組み合わせたハイ
ブリッド型もあり

（出典：Ⅳ）

燃料電池燃料電池

燃料電池システム概要図

都市ガスなどの水素と
空気中の酸素を利用し
て発電。発電時の熱に
より給湯も可能

（出典：Ⅳ）

ＬＥＤ照明ＬＥＤ照明

白熱灯60W（消費電
力54W）に比べ、
LED照明の消費電力は
7.8W（約86%減）

[出典](社)日本照明
器具工業会
URL:(http://www.jl
assn.or.jp/)

太陽熱利用設備の配管
の一部を透明にして扉
をつけ、見て・触って、
暖められた空気を確認

（出典：Ⅰ）

(愛知県北名古屋市立西春中学校)

(須磨学園高等学校・中学校)

電気使用量などをリア
ルタイムに確認。太陽
光発電等の発電量を表
示するなど多機能なも
のもあり

（出典：Ⅰ）

(兵庫県神戸市立多聞東中学校)

エコ施設の仕組みや効
果を知ることができる
よう分かり易く解説し
た表示板を設置

（出典：Ⅰ）

(山梨県昭和町立押原小学校)

（出典：Ⅰ）

(埼玉県立浦和高等学校)

（下）（出典：Ⅲ）

(群馬県太田市立中央小学校)

断熱材あり 断熱材なし

（出典：Ⅰ）

地中熱利用設備の吹き
出し口をベンチと兼用
し、温度差や効果を確
認

断熱化されていない改
修前の壁を木枠内に残
し、改修後の断熱化さ
れた壁と比較し、その
効果を確認



東日本大震災において避難所機能東日本大震災において避難所機能
に役立った事例に役立った事例

【千葉県鋸南町立勝山小学校】

・地震直後から停電となったが、太陽光発電設備で充電可能な蓄電池
を設置していたため、停電時や夜間でも職員室で照明やテレビが使用
できた。（停電時に自ら稼働する、自立運転機能付きのパワーコン
ディショナーが必要。）

エコスクールは、以下のように、施設面・運営面・教育面の３つの視

点から捉え、施設自体の建築的要素と運営・教育という人的要素が、

調和・機能する学校施設である。

１）施設面・・・児童・生徒等の使用者、地域、地球に対し

「やさしく造る」

２）運営面・・・ 建物、資源、エネルギーを

「賢く・永く使う」

３）教育面・・・施設、原理、

仕組みを「学習に資する」

学習に資する

運 営 面

やさしく造る

施 設 面

教 育 面

賢く・永く使う

エコスクールの基本的な考え方エコスクールの基本的な考え方

育む育む 教育に活用教育に活用

学校施設を教材として、子どもたちがその仕組みや原理を学校施設を教材として、子どもたちがその仕組みや原理を
学び、環境にやさしいエネルギーの使い方を知る学び、環境にやさしいエネルギーの使い方を知る

ＮＰＯの専門家が、太
陽光発電パネル等を利
用した体験型環境教育
を実施

(神奈川県横須賀市立大矢部小学校)

（出典：Ⅰ）

小学生が夏休み期間中、
日々の生活で省エネ活
動に取り組んでもらう
試みを実施

(神奈川県横浜市)

（出典：Ⅰ）

緑のカーテンの涼しさ
の原理の一つである蒸
散作用について、葉っ
ぱにビニール袋をかぶ
せる実験により学習

（出典：Ⅰ）

(兵庫県三田市立武庫小学校)

5、6年生主体の“さか
な委員会”によるビオ
トープの増設や、観
察・記録、維持管理等
を実施し、生物の生息
環境について学習

（出典：Ⅰ）

ペットボトルを家に見
立て、断熱や日射遮蔽
の効果について学習

(長野県高森町立高森南小学校)

（出典：Ⅰ）

太陽光パネル 蓄電池

集熱面設置イメージ 太陽熱利用設備 システム概要

断熱、自然採光や設備等は、地震などの停電時でも、建物断熱、自然採光や設備等は、地震などの停電時でも、建物
の機能や室内環境の維持に貢献の機能や室内環境の維持に貢献

断熱

【宮城県山元町立山下中学校】

・地震直後から停電となり、時期的に気温の低い日が続いたが、建物
に断熱が施されていたこと、また太陽熱で暖めた空気を利用した暖房
設備により、室温を一定に保つことができた。（停電時の長期的な利
用には、ファン動作用の太陽光発電パネルが必要。）
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環境に配慮した学校施設
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