
カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション規則 

 

令和３年７月２９日総会決定 

令和４年１１月１８日最終改正 

 

１ カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリションの参加機関及び協力機関等

並びに各機関が所属するワーキンググループは、別表１のとおりとする。 

 

２ ワーキンググループ及び研究チームは、別表２のとおりとする。 

 

 

 

  



別表１ 

【参加機関】  

北海道大学 静岡大学 

室蘭工業大学 東海国立大学機構 

北見工業大学 名古屋工業大学 

弘前大学 愛知教育大学 

岩手大学 豊橋技術科学大学 

東北大学 三重大学 

秋田大学 滋賀大学 

山形大学 京都大学 

福島大学 京都工芸繊維大学 

茨城大学 大阪大学 

筑波大学 神戸大学 

宇都宮大学 奈良教育大学 

群馬大学 奈良女子大学 

埼玉大学 奈良先端科学技術大学院大学 

千葉大学 和歌山大学 

東京大学 鳥取大学 

東京医科歯科大学 島根大学 

東京外国語大学 岡山大学 

東京工業大学 広島大学 

お茶の水女子大学 山口大学 

東京学芸大学 香川大学 

東京農工大学 愛媛大学 

電気通信大学 高知大学 

一橋大学 九州工業大学 

政策研究大学院大学 九州大学 

東京海洋大学 佐賀大学 

横浜国立大学 長崎大学 

新潟大学 熊本大学 

長岡技術科学大学 大分大学 

富山大学 宮崎大学 

金沢大学 鹿児島大学 

北陸先端科学技術大学院大学 琉球大学 

福井大学 自然科学研究機構核融合科学研究所 

山梨大学 人間文化研究機構 

信州大学 総合地球環境学研究所 



高エネルギー加速器研究機構 江戸川大学 

宮城大学 青山学院大学 

秋田県立大学 学習院大学 

茨城県立医療大学 慶應義塾大学 

高崎経済大学 工学院大学 

群馬県立女子大学 駒澤大学 

東京都立大学 芝浦工業大学 

東京都立産業技術大学院大学 順天堂大学 

横浜市立大学 上智大学 

富山県立大学 聖心女子大学 

山梨県立大学 専修大学 

長野県立大学 中央大学 

名古屋市立大学 東海大学 

滋賀県立大学 東京電機大学 

京都市立芸術大学 東京理科大学 

京都府立医科大学 東邦大学 

大阪公立大学 東洋大学 

兵庫県立大学 日本大学 

公立鳥取環境大学 文化学園大学・文化ﾌｧｯｼｮﾝ大学院大学 

岡山県立大学 法政大学 

山口県立大学 東京都市大学 

高知工科大学 明治大学 

北九州市立大学 立教大学 

東京都立産業技術高等専門学校 早稲田大学 

大阪公立大学工業高等専門学校 国際基督教大学 

八戸工業大学 成蹊大学 

東北学院大学 明星大学 

東北工業大学 創価大学 

尚絅学院大学 東京工科大学 

東日本国際大学 事業構想大学院大学 

足利大学 神奈川大学 

作新学院大学 麻布大学 

日本工業大学 新潟国際情報大学 

埼玉工業大学 新潟薬科大学 

放送大学 金沢工業大学 

千葉商科大学 静岡理工科大学 

和洋女子大学 愛知みずほ大学 



愛知工業大学 武庫川女子大学 

中京大学 岡山理科大学 

南山大学 広島工業大学 

日本福祉大学 広島修道大学 

名城大学 福山大学 

中部大学 四国大学 

藤田医科大学 徳島文理大学 

長浜バイオ大学 西日本工業大学 

京都産業大学 福岡大学 

京都女子大学 福岡工業大学 

京都光華女子大学 日本経済大学 

同志社大学 長崎総合科学大学 

佛教大学 長崎国際大学 

立命館大学 崇城大学 

龍谷大学 日本文理大学 

京都先端科学大学 別府大学 

大阪工業大学 第一工科大学 

関西大学 日本原子力研究開発機構 

近畿大学 国立環境研究所 

甲南大学 環境再生保全機構 

神戸国際大学 地球環境戦略研究機関 

関西学院大学  

  

  

【協力機関等】  

科学技術振興機構 地球環境産業技術研究機構 

理化学研究所 サステイナブルキャンパス推進協議会 

海洋研究開発機構 自然エネルギー大学リーグ 

産業技術総合研究所 損害保険ジャパン株式会社 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 株式会社球磨村森電力 

 

  



 

【ゼロカーボン・キャンパスワーキンググループ】 

北海道大学 和洋女子大学 

岩手大学 江戸川大学 

筑波大学 学習院大学 

千葉大学 順天堂大学 

東京大学 上智大学 

東京医科歯科大学 聖心女子大学 

東京外国語大学 中央大学 

お茶の水女子大学 東海大学 

東京農工大学 東京理科大学 

電気通信大学 東洋大学 

一橋大学 早稲田大学 

新潟大学 国際基督教大学 

金沢大学 創価大学 

信州大学 金沢工業大学 

東海国立大学機構 南山大学 

広島大学 藤田医科大学 

香川大学 京都産業大学 

宮崎大学 京都女子大学 

自然科学研究機構核融合科学研究所 佛教大学 

茨城県立医療大学 立命館大学 

群馬県立女子大学 龍谷大学 

横浜市立大学 近畿大学 

長野県立大学 甲南大学 

滋賀県立大学 神戸国際大学 

京都市立芸術大学 武庫川女子大学 

京都府立医科大学 徳島文理大学 

大阪公立大学 日本経済大学 

東京都立産業技術高等専門学校 崇城大学 

大阪公立大学工業高等専門学校 【協力】科学技術振興機構 

東北学院大学 【協力】理化学研究所 

東北工業大学 【協力】産業技術総合研究所 

尚絅学院大学 【協力】新ｴﾈﾙｷﾞｰ・産業技術総合開発機構 

作新学院大学 【協力】地球環境産業技術研究機構 

日本工業大学 【協力】ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙｷｬﾝﾊﾟｽ推進協議会 

千葉商科大学 【協力】自然エネルギー大学リーグ 



 

【地域ゼロカーボンワーキンググループ】 

北海道大学 鹿児島大学 

北見工業大学 宮城大学 

弘前大学 高崎経済大学 

岩手大学 東京都立大学 

東北大学 東京都立産業技術大学院大学 

秋田大学 横浜市立大学 

山形大学 富山県立大学 

福島大学 山梨県立大学 

茨城大学 長野県立大学 

筑波大学 岡山県立大学 

埼玉大学 高知工科大学 

千葉大学 北九州市立大学 

東京大学 八戸工業大学 

横浜国立大学 日本工業大学 

富山大学 青山学院大学 

金沢大学 芝浦工業大学 

北陸先端科学技術大学院大学 専修大学 

信州大学 東邦大学 

静岡大学 東洋大学 

東海国立大学機構 日本大学 

名古屋工業大学 国際基督教大学 

豊橋技術科学大学 創価大学 

三重大学 神奈川大学 

大阪大学 愛知工業大学 

神戸大学 中京大学 

和歌山大学 中部大学 

鳥取大学 京都女子大学 

島根大学 立命館大学 

岡山大学 龍谷大学 

香川大学 京都先端科学大学 

愛媛大学 関西学院大学 

高知大学 岡山理科大学 

九州工業大学 四国大学 

佐賀大学 徳島文理大学 

熊本大学 西日本工業大学 



長崎総合科学大学 【協力】産業技術総合研究所 

長崎国際大学 【協力】新ｴﾈﾙｷﾞｰ・産業技術総合開発機構 

国立環境研究所 【協力】地球環境産業技術研究機構 

地球環境戦略研究機関 【協力】ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙｷｬﾝﾊﾟｽ推進協議会 

【協力】科学技術振興機構 【協力】損害保険ジャパン株式会社 

【協力】理化学研究所 【協力】株式会社球磨村森電力 



 

【イノベーションワーキンググループ】 

北海道大学 富山県立大学 

室蘭工業大学 滋賀県立大学 

岩手大学 大阪公立大学 

東北大学 兵庫県立大学 

群馬大学 公立鳥取環境大学 

埼玉大学 東北工業大学 

千葉大学 埼玉工業大学 

東京工業大学 学習院大学 

電気通信大学 慶應義塾大学 

政策研究大学院大学 工学院大学 

東京海洋大学 駒澤大学 

新潟大学 東京電機大学 

長岡技術科学大学 東京理科大学 

富山大学 東洋大学 

金沢大学 日本大学 

北陸先端科学技術大学院大学 文化学園大学・文化ﾌｧｯｼｮﾝ大学院大学 

福井大学 明治大学 

山梨大学 早稲田大学 

静岡大学 東京工科大学 

東海国立大学機構 神奈川大学 

名古屋工業大学 麻布大学 

豊橋技術科学大学 新潟薬科大学 

京都大学 金沢工業大学 

大阪大学 静岡理工科大学 

神戸大学 愛知工業大学 

奈良先端科学技術大学院大学 中京大学 

鳥取大学 日本福祉大学 

山口大学 名城大学 

熊本大学 中部大学 

大分大学 長浜バイオ大学 

鹿児島大学 同志社大学 

自然科学研究機構核融合科学研究所 龍谷大学 

高エネルギー加速器研究機構 京都先端科学大学 

東京都立大学 大阪工業大学 

東京都立産業技術大学院大学 甲南大学 



神戸国際大学 【協力】科学技術振興機構 

関西学院大学 【協力】理化学研究所 

福岡大学 【協力】海洋研究開発機構 

福岡工業大学 【協力】産業技術総合研究所 

長崎国際大学 【協力】新ｴﾈﾙｷﾞｰ・産業技術総合開発機構 

崇城大学 【協力】地球環境産業技術研究機構 

第一工科大学 【協力】ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙｷｬﾝﾊﾟｽ推進協議会 

日本原子力研究開発機構 【協力】損害保険ジャパン株式会社 

環境再生保全機構 【協力】株式会社球磨村森電力 



 

【人材育成ワーキンググループ】  

北海道大学 東海大学 

岩手大学 東京電機大学 

山形大学 東京理科大学 

宇都宮大学 東邦大学 

千葉大学 法政大学 

東京学芸大学 東京都市大学 

富山大学 立教大学 

金沢大学 国際基督教大学 

東海国立大学機構 成蹊大学 

愛知教育大学 明星大学 

三重大学 事業構想大学院大学 

滋賀大学 麻布大学 

京都工芸繊維大学 新潟国際情報大学 

奈良教育大学 新潟薬科大学 

奈良女子大学 愛知みずほ大学 

山口大学 愛知工業大学 

九州大学 長浜バイオ大学 

琉球大学 京都女子大学 

宮城大学 京都光華女子大学 

秋田県立大学 同志社大学 

横浜市立大学 関西大学 

名古屋市立大学 広島工業大学 

大阪公立大学 広島修道大学 

山口県立大学 福山大学 

北九州市立大学 日本文理大学 

大阪公立大学工業高等専門学校 別府大学 

東日本国際大学 第一工科大学 

足利大学 【協力】科学技術振興機構 

放送大学 【協力】理化学研究所 

青山学院大学 【協力】産業技術総合研究所 

慶應義塾大学 【協力】新ｴﾈﾙｷﾞｰ・産業技術総合開発機構 

聖心女子大学 【協力】地球環境産業技術研究機構 

専修大学 【協力】ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙｷｬﾝﾊﾟｽ推進協議会 

中央大学  



 

【国際連携・協力ワーキンググループ】 

北海道大学 横浜市立大学 

岩手大学 東日本国際大学 

埼玉大学 駒澤大学 

千葉大学 芝浦工業大学 

東京大学 中央大学 

東京海洋大学 国際基督教大学 

金沢大学 日本経済大学 

北陸先端科学技術大学院大学 第一工科大学 

東海国立大学機構 日本原子力研究開発機構 

広島大学 【協力】科学技術振興機構 

愛媛大学 【協力】理化学研究所 

長崎大学 【協力】産業技術総合研究所 

人間文化研究機構 【協力】新ｴﾈﾙｷﾞｰ・産業技術総合開発機構 

総合地球環境学研究所 【協力】地球環境産業技術研究機構 

高エネルギー加速器研究機構 【協力】ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙｷｬﾝﾊﾟｽ推進協議会 

 



別表２ 

【ワーキンググループ】  

ゼロカーボン・キャンパス  

地域ゼロカーボン  

イノベーション  

人材育成  

国際連携・協力  

 

 


