
環境・エネルギーマネジメントシステム運営組織
   千葉大学の EMS・EnMS は以下のような組織で運用されています。EMS・EnMS の構成員は、教職員（非常勤講師を除く）、構
内事業者（パート含む）、環境ＩＳＯ学生委員会の学生、大学院博士後期博士課程の院生で指定された者からなっています。また、
それ以外の学生・院生や非常勤講師などは準構成員 24) として、大学に属するすべての学生・教職員が EMS・EnMS に関わっています。

環境ＩＳＯ企画委員会 環境ＩＳＯ事務局

環境ＩＳＯ実行委員会 省エネリーダー会議

部局とユニット

　EMS・EnMS の運営に関する重要事項
について、毎月審議・検討を行っていま
す。この環境ＩＳＯ企画委員会において、
各キャンパス間での情報の共有が行われ
ます。環境ＩＳＯ企画委員会には、環境
ＩＳＯ学生委員会委員長も出席し、学生の
視点からさまざまな提案を行っています。

　地区ごとに開催している委員会です。
環境ＩＳＯ企画委員会の議論を受けて、
環境ＩＳＯ企画委員会メンバーから各部
局に対して、依頼事項、報告事項などを
伝達するとともに、部局からの意見を聞
く場となっています。

　施設環境部に設置しており、法規制順
守のための各種手続きや、学内外からの
苦情・提案の受付、学内各部局との連絡
調整などを行っています。環境目的・環
境目標・実施計画における環境ＩＳＯ事
務局の業務の多くを、環境ＩＳＯ学生委
員会が実習として行っています。

　部局ごとに定められた「省エネリー
ダー」による会議です。この場を用いて
EnMS に関する情報を、各部局 や 環境
ＩＳＯ事務局の間で伝達します。

　部局は事務局、学部、大学院、センター、
構内事業者などを単位とします。大きな
部局は、さらに、研究室（実験系）や学
科・部（非実験系）単位のユニットに
分けられています。西千葉地区は 29 部
局 230 ユニット、松戸・柏の葉地区は
2 部局 68 ユニット、亥鼻地区は 10 部
局 114 ユニット、計 41 部局 412 ユニッ
ト（2016 年 6 月現在）からなります。

千葉大学環境・エネルギーマネジメントシステム組織図
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編集担当：西山友啓（法政経学部 3 年）

最高経営層

環境 ISO事務局

ISO学生実行委員会

西千葉地区
環境ISO実行委員会

西千葉地区部局
松戸・柏の葉地区部局

徳久剛史 学長（統括）、　中谷晴昭 企画担当理事（エネルギー管理統括者）、　猿渡政範 総務担当理事

2016.6.9 現在

環境 ISO企画委員会
環境管理責任者＋各キャンパス責任者、＋キャンパス整備企画室員＋環境 ISO 学生委員会委員長

＋学生教育担当＋構内事業者担当（生協）＋有識者

キャンパス責任者
諏訪園靖 医学研究院教授

部局実行委員 ＋ 千葉市環境保全課

キャンパス責任者　倉阪秀史 人文社会科学研究科教授
部局実行委員 ＋ 稲毛区町内自治会連絡協議会

環境 ISO 事務局の業務の実習

キャンパス責任者
秋田典子 園芸学研究科准教授

部局実行委員

内部監査責任者
上野　武 キャンパス整備企画室長

内部監査員
教職員 ＋ 環境I SO 学生委員会メンバー

環境管理責任者
教員系　倉阪秀史 人文社会科学研究科教授、　事務系　松下 博行 施設環境部長

部屋あるいはユニット別のエネルギー管理を担当する 建物あるいは部局別のエネルギー管理を担当する

省エネリーダー会議亥鼻地区
環境 ISO実行委員会

亥鼻地区部局

内部監査委員会

松戸・柏の葉地区
環境 ISO実行委員会

建物管理部局
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　環境・エネルギーマネジメントシステム（EMS・EnMS）を運営する上で、千葉大学が行っている取り組みの一年間のスケジュー
ルを以下に示します。

環境・エネルギーマネジメントシステムの
１年間の運用スケジュール

編集担当：西山友啓（法政経学部 3 年）

4月

5月

6月

8月

12月

10月

2月

7月

9月

1月

11月

3月

基礎研修（全学生・教職員）
千葉大学の EMS・EnMS に関する基礎知識や取り組みについての研修

ユニット環境目的・環境目標・実施計画の作成・周知（全ユニット）
ユニットの本業（教育・研究）に絡めて目的・目標・実施計画を作成

専門研修（実験系ユニット）
化学物質や高圧ガスボンベなどの取り扱い等、リスクに応じて研修を実施

省エネステッカー、古紙・裏紙ボックス、ごみ分別容器の設置確認

千葉大学環境報告書の学生原案の協議

千葉大学環境報告書の発行

最高経営層 26) による見直しの実施

更新・継続審査【外部審査】

「千葉大学環境エネルギーマネジメント実務士」の認定・授与式

次年度のキャンパス目的・目標・実施計画の検討・協議

次年度の基礎研修の日程確認、パンフレット作成

千葉大学環境・エネルギーマネジメントマニュアルの改訂

次年度のキャンパス環境目的・環境目標・実施計画の確定

次年度の環境エネルギーマネジメント組織体制の確認

緊急事態対応研修
火災、地震、事故などの緊急時の対応について手順の確認・周知

緊急事態対応テスト
緊急時の手順が実施できるかのテストを実施

NetFM25) による著しい環境影響調査
施設情報管理システムを用いて、学内の全ての建物・部屋の使用状況を把握

内部監査計画の策定、内部監査員の選定

内部監査員の確定

内部監査員研修の実施

内部監査の実施

内部監査の要改善点の是正計画書の作成・確認

環境規制順守評価チェックシート・エネルギー効率改善チェックシートの記入（全ユニット）
NetFM による環境影響調査の結果をもとに、ユニットにおける規制順守状況を自己点検

前期の環境目的・環境目標・実施計画の実施状況の確認

全体ユニット 内部監査 一般

~



　2015 年 9 月 28、29、30 日の３日間、内部監査員研修を受けた監査員（教職員 91 名、環境ＩＳＯ学生委員会 75 名）計 166
名が、教職員と学生でチームを組む形で全キャンパスの計 118 ユニット（西千葉 70、松戸・柏の葉 8、亥鼻 40）を対象とする
内部監査を実施しました。2015 年度は、過年度に重大な要改善点があったユニット、リスクの存在に関わらず過去２年間に対象
となっていなかったユニット、新設されたユニットなどの条件で、対象ユニットを選定しました。

１．監査結果が良好なユニットの比率が
       前年に比べ減少
　全体では 44%（47%）。西千葉では
44%（40%）、 松 戸・ 柏 の 葉 で は 63%

（60%）、亥鼻では、40%（54%）でした。
※（　）内は前年度
   良好ユニットの比率は全体的に減少傾
向ですが、これは今年度の新設項目「化
学物質安全データシート（SDS）」と「高
圧ガスボンベの管理台帳」の指摘が増え

たことと、化学物質と高圧ガスボンベに
関する監査基準を明確化したことが影響
しています。

２．重大な要改善点の平均指摘件数は、        
　　監査ユニットあたり前年比大幅増加
　すべての重大な要改善点の指摘（92
件）の内訳における前年度比をみると、

「高圧ガスボンベの転倒防止措置不足」
が 7 件→24 件、「毒劇物の管理」が 6 件

→ 16 件、「順守評価チェックシートの
未作成」が 2 件→ 7 件と増加している
ことが原因です。キャンパスごとの比率
を見ると、西千葉キャンパスでは「化
学物質等の運用管理にかかる改善点」が
42%、亥鼻キャンパスでは「高圧ガス
ボンベの転倒防止措置不足」が 53% で
最も高いという結果になりました。

内部監査の実施

実際の監査の様子内部監査員研修の様子

内部監査の結果

西千葉地区

内部監査の指摘事項の概要（）内は前年度

70(65)

8(15)

40(41)

118(121)

31(26)

5(9)

16(22)

52(57)

0.80(0.26)

0.50(0.20)

0.80(0.29)

0.78(0.26)

0.76(0.91)

0.25(0.33)

0.68(0.54)

0.69(0.71)

1.00(0.71)

0.50(0.60)

1.05(0.88)

0.98(0.75)

地区名
1 監査ユニット当たりの指摘他件数

監査
ユニット数

良好
ユニット数 重大な

要改善点
軽微な

要改善点 観察事項

松戸・柏の葉地区

亥鼻地区

合計
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　環境ＩＳＯ学生委員会には内部監査部
があり、統括担当者を中心に、内部監査
計画書の原案作成、監査対象ユニットの
選定原案の作成、内部監査チェックリス
トの修正を行い、環境ＩＳＯ企画委員会
に提出するほか、学生監査員のシフトづ
くり、学生監査員への事前説明会など、
さまざまな実務を行います。
　監査当日は、内部監査員研修を兼ねた

「環境マネジメントシステム実習 I」を
修得した２年生以上の学生委員が、教職
員の監査員とチームになって監査を行い
ます。そして、監査終了後には、内部監
査統括が監査報告書を作成し、教員の内
部監査責任者とともに、学長に結果を報
告します。

１．内部監査の指摘事項に基づく運用の　　　
　　改善が確実に図られるように、所見
　　書に対して、被監査ユニットが確実
　　に改善計画・報告を提出する必要が
　　あります。また、重大な要改善点が
　　多発しているユニット（要重点的対
　　策ユニット）には、さらなる個別指　　
　　導を行い、改善を図る必要があります。

２．今回の内部監査で指摘されたすべて
　　の重大な要改善点のうち、「高圧ガ
　　スボンベの転倒防止措置が不十分」
　　が最大の割合（25%）を占めてい
　　ます。直接重大な事故につながりか
　　ねない項目ですので、各部局におい
　　て引き続き管理の徹底を図る必要が
　　あります。とくに亥鼻キャンパスで
　　はこの傾向が顕著でしたので、重点
　　的に対策していく必要があります。

３．なお、今回新設された「高圧ガス
　　ボンベの管理台帳に関する項目」は　　   
       今年度の監査では、管理台帳が記入
       されていない場合「軽微な要改善点」
       での指摘（8 件）でしたが、来年度
       は「重大な要改善点」での指摘とな
       ります。また、「化学物質安全デー
       タシート（SDS）」の指摘は 11 件あ  
       りました。引き続き各ユニットに周    
       知を図ることが求められます

４．昨年度から新たに内部監査で確認し  
       た「化学物質の正しい使用・管理・   
       廃棄のためのチェック項目」につい   
       ては未記入のユニットは 8 件（9%）  
       でしたが、引き続き周知徹底を図る
       必要があります。

５．今回の内部監査では１監査ユニット
　　あたりの重大な要改善点の指摘件数
　　が増加しました。これは、今回から
　　内部監査員研修で写真や図表入りの
　　資料を配ることにより、指摘基準の
　　明確化・厳格化が図られたことが一 
       因であると考えられます。引き続き  
       適切な資料配布などを行い研修の質    
       を高めていくことが求められます。

６．EnMS 関連項目のうち重大な要改善   
       点の指摘数は 1 監査ユニット あた  
       り 0.04 件と前年並みであり、一 昨
       年からの EnMS の成果が表れていま     
       す。

７．内部監査で見いだされた良好事例に  
       ついては、昨年度に引き続き、環境
       報告書に項目を設けるなどの水平展 
       開を行っています。環境ＩＳＯ事務 
       局において、この点をさらに推進さ    
       せていくことを期待します。

環境ＩＳＯ学生委員会内部監査統括コメ
ント（法経学部３年（当時）荒井遼祐）
　９ヶ月前から取り掛かる学生委員会の
一大行事です。大学全体に関わる内部監
査は大きな仕事ですが、小さな努力の積
み重ねで成し遂げられるということが分
かり、自信につながりました。

内部監査統括 荒井遼祐
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　2015 年度の内部監査において、ほかのユニットに水平展開をすることが望ましい取り組みであるである良好事例がいくつかあ
りました。そこで、良好事例を行っているユニットに環境ＩＳＯ学生委員会のメンバーが取材に伺いました。

『研究設備と合わせて省エネ機器を導入』
梶原康司講師

（環境リモートセンシングセンター）

『抜き打ちメールで
緊急事態の対応をチェック』
廣瀬裕二助教

（工学部都市環境システム学科）

『研究室に「ISO 担当学生」を配置し、
環境への取り組み浸透へ』
木下勇教授

（園芸学部緑地環境学科）

内部監査における良好事例の紹介

工学部都市環境システム学科　廣瀬裕二助教 園芸学部緑地環境学科　木下勇教授 環境リモートセンシングセンター　梶原康司講師

抜き打ちでのメールの対応チェックにつ
いて詳しく教えてください。
　毎年 4 月初旬に、緊急事態対応テス
トの一環として、ユニット構成員に抜き
打ちでメールを送っています。事前に登
録されたアドレスが、実際に使用可能か
を確認することが目的です。2015 年度
は 4 名全員から 24 時間以内に返信があ
りました。

「ISO 担当学生」を配置することになっ
た経緯を教えてください。
　ISO を取得した当初から、私の研究室
では「ISO 担当学生」を配置しています。
４月に行われる基礎研修だけでは不十分
だという思いで、年度初めに学生の中か
ら「ISO 担当学生」を決定し、一年間活
動しています。

省エネ機器導入のきっかけについて教え
てください。
　この部局では、空調の使用制限、LED
の導入など普段から行っている対策に加
えて、部局予算に組み込んで、省エネ機
器を導入しています。大学が行うエコ・
サポート制度（詳細 p.31）にも限りが
あるため、研究設備の入れ替えや新規導
入とあわせて省エネ対策を行うことが大
切だと考えています。メールの対応がしっかりなされているこ

とで、役立った経験はありますか？
　2011 年 3 月の東日本大震災により、
西千葉キャンパスで計画停電が起きた際
に、メールで滞りなく指示を出すことが
できました。事前にメールアドレスが利
用可能かを確認していたので、緊急時に
メールが届かないなどといったトラブル
が起きずに済みました。

「ISO 担当学生」を配置することによっ
てどのようなメリットがありますか？
　担当の学生がいることで、研究室の構
成員に環境配慮を複数回呼びかけること
ができるため、ごみの分別や節電を徹底
することができます。特に、私の研究室
では留学生が多いため、人の入れ替わり
があるたびに呼びかけを行なっていま
す。また、研究室の環境目的・環境目標・
実施計画の策定にも関わっていて内部監
査にも担当の学生が同席しています。ま
た学生の中に担当を決めることで、学生
自身や周りの学生にとって環境意識の向
上や環境への取り組みへの浸透につな
がっています。

今後の課題を教えてください。
　できる限りの省エネ対策をしています
が、私たちの研究は必然的に使用電力量
が多くなってしまうため、部局単一でな
く、大学本部と協力した省エネ対策が今
まで以上に必要であると考えています。
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　環境に特に影響を与え、またはその可能性がある項目に関して、千葉大学環境・エネルギー方針に基づいて、キャンパスごと
に環境目的・環境目標・実施計画を設定しています。環境目的は中長期（原則として 3 年間）、環境目標は短期（同１年間）の視
点から設定しています。
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環境目的・環境目標と達成度評価一覧
Section6

：目標を達成している項目

：目標を達成できてなかった項目
：目標を概ね達成しているが、更なる努力が必要な項目達成度基準

環境方針 環境側面

環境教育

用紙類の
使用

西千葉

西千葉

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

西千葉

松戸

松戸

柏の葉

柏の葉

亥鼻

亥鼻

西千葉

松戸

柏の葉

亥鼻

環境目的 地区 未達成理由主な取り組み2015 年度環境目標 2015年 度
達成度

総合大学として
の特長を
活かした

環境教育・研究

環境負荷の
少ない緑豊かな

キャンパス
づくり

大学・大学院におけ
る環境教育・研究を
推進し、学内におけ
る環境関係の教育・
研究を充実させる。

環境に関係する教育・
研究機会を維持し、増
加させ、また学内での
環境教育の状況につい
て、情報公開を行う。

・環境関連科目：304 科目（前年度比 ‑9）

・環境関連書籍：4104 冊（前年度比 +44）

・学内での環境教育の状況について HP で公開

・環境関連科目：14 科目（前年度比 +3）

・環境関連研究者：25 名（前年度比 ‑1）

・環境関連書籍：50 冊（前年度比 +5）

・学内での環境教育の状況について HP で公開

・附属幼稚園・小中学校で環境教育を実施

【幼稚園】環境紙芝居読み聞かせ、あおぞら教室

【小学校】環境ＩＳＯ校内美化委員会への継続的参加

【中学校】環境ＩＳＯ委員会への継続的参加

・用紙類の分別回収、裏紙利用の励行
・ミックス古紙回収システムの継続実施
・リサイクルボックス等の継続設置

・裏紙利用促進ポスター掲示の継続
・ミックス古紙回収システムの継続実施
・リサイクルボックス等の継続設置

今年度新設された国際教養学部の設置に
伴う要求資料、広報誌・情報誌の刊行量
の増加や、学部・大学院の改組のための
要求資料、会議資料の増加に伴い印刷が
増えたため。

・裏紙利用の推進
・古紙回収システムの推進

・裏紙利用の推進
・古紙回収システムの推進

・環境関連科目：142 科目（前年比 ‑8）

・環境関連書籍：769 冊（前年比＋11）

・環境と健康に関する教育研究を推進

・紙類購入量 (Ａ４版換算前年度比 106.3％）

・紙類購入量 (Ａ４版換算前年度比 92.7％）

・紙類購入量 (Ａ４版換算前年度比 110.7％）
ホームページ改修による移行期
間中に内部資料のネット閲覧が
できない期間が発生したこと等

・紙類購入量 (Ａ４版換算前年度比 95.5％）

・環境関連研究者 :87 名（前年度比 ‑4）

環境に関係する教育･
学習の機会を維持し、
増加させる。

附属中学校・小学校・
幼稚園における自主的
な環境教育プログラム
を充実させる。

用紙類の使用量を今後
３年間にわたり年平均
で１％以上削減する。

用紙類の再利用・分
別・回収を定着させ
る。

附属中学校・小学校・
幼稚園における自主的
な環境教育プログラム
の継続と発展を図る。

用紙類の使用量を前年
度比で１％以上削減す
る。

用紙類の再使用・分別・
回収をキャンパス全体
に浸透させる。

用紙類の再利用・分別・
回収をキャンパス全体
に浸透させる。

用紙類の再利用・分別・
回収システムをキャンパ
ス全体に浸透させる。

大学における環境関係
の研究を充実する。

環境に関係する研究を
推進する。

環境に関係する研究を
推進する。

大学・大学院における
環境教育・学習を充実
する。

キャンパスにおける
環境関係の研究を充
実する。
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・グリーン調達方針の学内への周知を継続

水の使用
ー

ー

柏の葉

柏の葉

亥鼻

亥鼻

西千葉

松戸

松戸

環境負荷の
少ない緑豊かな

キャンパス
づくり

・水資源投入量（前年度比 91.5％）
・上水使用量（前年度比 93.0％）
・地下水使用量（前年度比 89.2％）
・節水を促すステッカーを構内に掲示
・漏水に対する早期発見と処置の実施

圃場で漏水があり、地下水使
用量が増加したため。

圃場で漏水があり、地下水使
用量が増加したため。

水の使用量を前年比で原

単位１％以上削減するこ

とに努める。
水の使用量を今後３年間

にわたり年平均で原単位

１％以上削減する。

水の使用量を前年度比で

原単位 1％以上削減する。

・水資源投入量（前年度比 94.5％）
・上水使用量（前年度比 95.7％）
・地下水使用量（前年度比 92.5％）
・節水ステッカーを構内に掲示

・水資源投入量（前年度比 119.2％）
・上水使用量（前年度比 100.9％）
・地下水使用量（前年度比 123.1％）

・水資源投入量（前年度比 103.4％）
・上水使用量（前年度比 95.9％）
・地下水使用量（前年度比 109.6％）

・化学物質のバーコード管理システム（CUCRIS）の利用
・CUCRIS 導入の啓発活動を実施
・ホームページで有害廃棄物処理手順を掲載
・基礎研修にて化学物質の適正管理方法を告知

・化学物質のバーコード管理システム（CUCRIS）の利用
・CUCRIS 導入の啓発活動を実施
・ホームページで有害廃棄物処理手順を掲載
・基礎研修にて化学物質の適正管理方法を告知

・千葉大学化学物質管理システム (CUCRIS) の説明  
会の実施

・CUCRIS 登録のため毎月の巡視を徹底させた

・グリストラップの継続設置・数日ごとの定期的
洗浄

・厨房機器の油分拭き取りの励行

・グリストラップの継続設置・定期的洗浄
・厨房機器の油分拭き取りの励行

・食堂における油分対策を実施( 新聞紙やぺーパー
タオルで拭き取り)

・グリストラップの設置継続・定期的洗浄

・不要薬品類の安全管理・廃棄促進

・定期的な検査の実施

・定期的な検査の実施

製品の購入
ー

ー

ー

ー

柏の葉

亥鼻

松戸

大学の物品購入におい
て千葉大学グリーン調
達方針に基づく調達を
行う。

環境配慮型製品を優先
的に購入する「グリー
ン購入」を大学の物品
購入において推進する

前年度発生分をまとめて2 7
年度に処理したため。

窒素の排水基準値超過があった
ため。

廃棄物の分別と発生抑
制に努める。

各種法規制を確実に遵守

するための体制を整える。

下水道排除基準を確実
に遵守する。

下水道条例において定める排除基準
を１００％確実に遵守するための体
制を整える（特に窒素、ノルマルヘ
キサン抽出物質、水銀等）。

化学物質の適正な管理
を進める。

・一般廃棄物排出量（前年度比 105.1％）
・産業廃棄物排出量（前年度比 216.0％）

廃棄物の
排出

ー

ー

西千葉

西千葉

・一般廃棄物排出量（前年度比 104.0％）
・産業廃棄物排出量（前年度比 80.8％）

教職員、学生が増加し、研究
室の有効利用に伴い各研究領
域の移動が多かったため。

建物解体（工学部１２号棟）や耐震改修
工事（工学部２０号棟・松韻会館）に関
連する一般廃棄物が増加したため。

廃棄物の分別の徹底およ

び廃棄物の排出量を削減

することに努める。

廃棄物分別を徹底し、
３Ｒ（リデュース・リ
ユース・リサイクル）
の促進を図る

３Ｒ（リデュース・リユース・
リサイクル）の促進を図ると
ともに、一般廃棄物排出量を
前年度比で１％以上削減し、
及び産業廃棄物の排出量を削
減することに努める。( リサ
イクル分を除く。また、施設
の改修整備に伴うものは除外
して比較する。)

・レジ袋有料制度の継続実施
・分別表示ポスターを構内に掲示
・ペットボトルキャップの分別回収
・分別状況調査の実施
・古本市の実施

・一般廃棄物排出量（前年度比 113.6％）
・産業廃棄物排出量（前年度比 106.5％）

・レジ袋有料制度の継続実施
・ごみ分別ステッカー貼付の継続

化学物質の
使用

排水の管理

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

柏の葉

柏の葉

亥鼻

松戸

松戸

松戸

化学物質の適正な管理
を行う。

排水中の有害物質の濃
度を定常的に低い値に
下げる。

化学物質の適正管理を
徹底する。

西千葉

亥鼻

西千葉

ー

廃水の浄化 廃水の浄化を促進する。 廃水の浄化のためのシ
ステムを運用する。

ー

教職員、学生が増加し、研究
室の有効利用に伴い各研究領
域の移動が多かったため。

・一般廃棄物排出量（前年度比 84.4％）
・産業廃棄物排出量（前年度比 58.9％）

・リ・リパック回収推進活動
・使用済みインクカートリッジ回収推進
・レジ袋有料制度の継続実施
・分別ポスターなどの掲示による分別促進活動
・大学祭での分別と発生抑制の促進
・一般廃棄物排出量の学内掲示による啓発活動

環境方針 環境側面 環境目的 地区 未達成理由主な取り組み2015 年度環境目標 2015年 度
達成度
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生ごみ処理

廃油の排出

ー

ー

亥鼻

西千葉

環境負荷の
少ない緑豊かな

キャンパス
づくり

・生ごみ発生量を記録・削減方法の検討
・食堂部門における小盛りメニューの販売・作り置きの抑制・ビュッフェ
形式により食べ残しを削減

・生ごみの堆肥化について検討会議を開催

生ごみの発生量を把握

し、減量に努める。

生ごみの発生量を抑制す

るためのより効率的な取

り組みを促進する。

生ごみの発生量を

抑制する。

生ごみの排出量を

抑制する。
・・生ごみ発生量の計量・記録
・ビュッフェ形式により食べ残しを削減

環境関連書籍

緑の存在

構内の美化

ー

ー

松戸

西千葉 ・店頭で社会状況に適応した環境関連書籍を取り扱う
・環境関連書籍の啓発を行う

環境関連書籍の情報提供

を進める。

環境関連書籍の品揃えを充実さ

せ、その情報提供を進めて積極

的な選択を促す

排出された落ち葉・剪定枝を活

用した再資源化や再利用に関す

るプロジェクトを継承する。

環境関連書籍に対する関

心を高める

環境関連書籍を充実させ

る。 ・店頭で環境関連書籍を取り扱う

落ち葉
・

剪定枝処理
ー

ー

松戸

西千葉
・「けやきの子」プロジェクトを進める
・落ち葉・剪定枝の有効利用方法に関する情報収集
・堆肥化等検討会議の開催

落ち葉・剪定枝の有効利

用を展開する。

有効利用される落ち葉・

剪定枝等の量を増やす。

落ち葉・放置剪定枝の適

切な処理システムを運用

する。

キャンパスの緑の適正な

管理システムを運用する。

キャンパスの緑の将来像

を描き、適正な管理シス

テムを構築する

構内の緑を維持・管理す

る。

・落ち葉堆肥化プロジェクト継承の体制整備

・グリーン購入基準適合製品の品揃えの充実
・グリーン購入基準適合製品の表示の明確化・情報発信
・グリーン購入基準適合製品の購入促進

・グリーン購入基準適合製品の表示による情報提供
・グリーン購入基準適合製品の品揃えの充実

・グリーン購入基準適合マークの商品への明示の継続
・グリーン購入基準適合製品の品揃えの充実
・グリーン購入基準適合製品の購入促進

ー

ー

ー松戸

松戸

亥鼻

西千葉

西千葉

製品の販売

グリーン購入の取り組み

を促進する。 グリーン購入基準適合製

品の品揃えを充実させ、

その情報提供を進めて積

極的な選択を促す。

松戸

・生協におけるレジ袋の有料化の継続
・リ・リパックによる弁当販売の継続
・インクカートリッジ・トナー・ボタン電池等の回収

・生協におけるレジ袋の有料化の継続
・リ・リパックによる弁当販売の継続

・生協におけるレジ袋の有料化の継続
・インクカートリッジ・トナー・ボタン電池等の
回収の継続

ー

ー

ー亥鼻

物品販売に伴う廃棄物の

削減・循環利用を定着さ

せる。

物品販売に伴う廃棄物の

削減・循環利用を促進す

る。

物品販売に伴う廃棄物の

削減・循環利用を促進す

る。

物品販売に伴う廃棄物の

削減・循環利用のシステ

ムを維持・促進する。

グリーン購入製品の普及

を進める。

西千葉

松戸

松戸

・緑地マップの活用検討、実施
・構内緑地の維持・管理
・緑化活動の促進
・定期的な構内美化・清掃の企画
・水辺空間の管理方法検討　　　　　　　　　　　　

・学生の実習等による管理

・構内における緑の効果的な活用
・構内における緑地の管理状態の確認

・教職員と学生で定期的な構内美化・清掃を企画
・放置自転車抑制の方法を検討、ポスター掲示

ー

ー

ー柏の葉

亥鼻

構内における緑地の状況を把握
し維持・管理を継続するととも
に、水辺空間の管理方法につい
て検討する。

緑地の適正な管理システ

ムの確立をめざして検討

し実行する。

構内の美化・清掃を進め、

構内環境を適正に維持す

る。
ー

定期的に構内の美化・清

掃を行う。

放置自転車の
存在

自転車管理体制の維持・

発展を通じて駐輪状況を

改善する。

放置自転車を削減し、大
学構内において自転車に
正しく「乗る」・「停める」・

「捨てる」の三本柱を主軸
とした自転車利用を浸透
させ、構内の自転車環境
を整備する。

構内の放置自転車の撤去
をすすめるとともに、正
しい自転車利用方法の周
知とマナーの向上に向け
て、必要かつ効果的な施
策を進める。

西千葉

・自転車ステッカーの交付
・駐輪場場所案内の掲示
・放置自転車の撤去
・自転車回収イベントの実施

・自転車駐輪状況を確認
・放置自転車の撤去
・自転車ステッカーの交付
・ポスターによる自転車利用マナーの啓発
・回収自転車の処分
・シェアサイクル利用促進

ー
放置自転車の発生を抑制
する取り組みを推進する。
また、自転車管理体制の
改良を推進する。

シェアサイクルの管理システムが７月から
停止し、それ以降は利用の促進ができな
かったため。

ー

ー

亥鼻

西千葉
・廃油の発生抑制（揚げ物メニューの削減・ろ過
機能付きフライヤーの導入）

・廃油適正処理のためのシステム運用

・廃油の発生抑制
・廃油適正処理のためのシステム運用（廃食用油
専用マニフェスト）

・廃油の発生抑制
・廃油適正処理のためのシステムの運用
・食用油( ラー油等) も廃油缶に入れて流さないよ
うにしている

廃油の発生抑制・適正処

理のためのシステムを運

用する。

廃油の発生抑制・適正処

理を行う。

廃油の発生抑制・適正処

理を確保する。

ー

キャンパスの緑の管理シ

ステムの継続的な改善に

努める。

環境方針 環境側面 環境目的 2015 年度環境目標 地区 未達成理由主な取り組み 2015年 度
達成度
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ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

松戸

亥鼻

柏の葉

環境方針 環境側面 環境目的 地区 未達成理由主な取り組み2015 年度環境目標 2015年 度
達成度

喫煙

西千葉

環境負荷の
少ない緑豊かな

キャンパス
づくり

・喫煙所の配置の確認
・学生、教職員への喫煙アンケート調査
・ヒアリング調査による各部局の対応確認
・分煙環境整備のための情報収集及び改善策検討

アンケートから指定の喫煙所
を守っている人が多数だとわ
かったが、そうでない人への
対策が課題として残ったた
め。

・喫煙所を定め、喫煙マナーとともに周知
・ポスターの設置による喫煙場所周知の徹底

・掲示板による喫煙マナーや喫煙所の周知
・ポスターの設置による喫煙場所周知の徹底

・喫煙マナー及び喫煙場所の周知

さらなる分煙環境の整
備のために喫煙に関す
る意見を収集するとと
もに、喫煙マナー向上
を推進する。

分煙環境の整備及び喫
煙マナー向上の取り組
みを推進する。

さらなる分煙環境の整備
と施設利用者への周知を
通じて受動喫煙を防止す
る。また、喫煙マナー向
上を推進する。

分煙環境及び喫煙マナー
の水準を維持する。

分煙環境の整備と喫
煙対策指針を施設利
用者に周知すること
を通じて、受動喫煙
を防止する。

分煙環境の整備を行
う。また、受動喫煙
を防止する。

分煙環境の整備と施
設利用者への周知を
通じて、受動喫煙を
防止する。また、歩
行喫煙への対策を通
じてポイ捨てを防止
し、景観を向上させ
る。

分煙環境の整備と施設利用者へ
の周知を通じて受動喫煙を防止
する。また、歩行喫煙への対策
を通じてポイ捨てを防止し、景
観を向上させる

松戸

亥鼻

学生主体の

ＥＭＳ・ＥｎＭＳ

学生の自主活動

西千葉
・新年度ガイダンスや基礎研修での学生委員会活
動への参加の呼びかけ

・各種企画を実施
・活動記録を掲示板・ホームページ等で広報する

・新年度ガイダンスを通じて学生委員会活動への
参加の呼びかけ

・学生委員会内で定期的に企画を実施
・イベントで委員会活動の発信　　　

意欲的に呼びかけ等は行っているが、目標
であるメンバーの増加には至っていないた
め。

・新年度ガイダンスを通じて学生委員会への参加
の呼びかけ

・スポーツ大会など学生委員会内のイベントを開
催

学生委員会の活動を学内
外に向けて積極的に情報
発信していくとともに、
学生委員会メンバーを増
加させ、内部コミュニ
ケーションを盛んにす
る。

環境ＩＳＯ学生委員会を

維持・発展させる。
学生委員会メンバーを増
加させ、内部コミュニ
ケーションを盛んにす
る。

学生委員会のメンバーの
増加、知識向上、内部コ
ミュニケーションの強化
を図る

松戸

亥鼻

柏の葉

西千葉

学生主体の環境
マネジメントシ
ステムの構築と

運用

地域社会に開か
れた形での環境
マネジメントシ
ステムの実施

・学生に向けて環境活動の場を提供
・大学祭実行委員会や他団体との共同による大学祭環境対策の実施

・亥鼻祭での環境対策の継続と発展

・大学祭環境対策などによる自主的な環境活動
・環境系サークルの交流会の実施

・柏の葉地区のキャンパスエコマップの作成

環境活動を通じて、学生
の環境意識の向上を図る

自主的な環境活動を行っ
ている学生の情報を収集
し、発信する。またそれ
を学生間で共有する。

環境ＩＳＯ学生委員会と
連携を図る。

学生の環境意識を高める。

学生による自主的な環境

活動を促進させる。

環境ＩＳＯ学生委員会を

維持・発展させる。

松戸

亥鼻

柏の葉

地域社会の

主体的な参加

西千葉

・西千葉地区環境ＩＳＯ実行委員会での地域代表
の選出

・環境報告書ステークホルダーミーティングの開
催

・環境ＩＳＯ学生委員会による学外環境イベント
への出展

・地域住民が参加する学内イベントの実施
・他大学や企業への広報活動

・亥鼻地区環境ＩＳＯ実行委員への千葉市役所職
員の参加

・コミュニティガーデン活動を実施
・戸定祭にて地域住民と連携し環境教育企画を実施
・夏季休業中に地域の子供を対象に「昆虫教室」を
開催

・センター祭の実施
・カレッジリンク・プログラム等の環境教育企画の
実施

地域社会の意見を反映
させるとともに、地域
社会に積極的に参加
し、対外的に広報活動
をする。

地域社会との連携を進め
る

地域社会と共に環境活動
を行う。

地域社会の主体的な参加

を得る。

地域交流を盛んにする。

地域社会の主体的な
参加を得つつ、地域
社会との交流を盛ん
にし、千葉大学環境
ＩＳＯを広めていく。
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環境方針 環境側面 環境目的 地区 未達成理由主な取り組み2015 年度環境目標 2015年 度
達成度

地域社会に開か
れた形での環境
マネジメントシ
ステムの実施

国立大学でトッ
プ水準のエネル
ギー効率の維持

エネルギーの使用

松戸

亥鼻

柏の葉

西千葉

・総エネルギー投入量（前年度比1 00.5％）
・電気使用量（前年度比 101.3％）
・都市ガス使用量（前年度比 97.5％)

・省エネイベントの実施
・省エネを啓発するポスター・ステッカーを構内に
掲示

・エアコンフィルター清掃
・エコサポート制度を継続するとともに、エネルギー
多消費型機器の使用状況を把握

・総エネルギー投入量（前年度比9 7.1％）
・電気使用量（前年度比 96.7％）
・都市ガス使用量（前年度比 99.1％)

・総エネルギー投入量（前年度比9 8.9％）
・電気使用量（前年度比 98.9％）
・都市ガス使用量（前年度比 98.4％)

・省エネイベントの実施
・省エネを促すポスター、ステッカーの掲示によ
る啓発活動

・エアコンフィルターの清掃
・エコサポート制度を継続するとともに、エネル
ギー多消費型機器の使用状況を把握

・省エネステッカーを構内に掲示
・省エネイベントの実施
・エコサポート制度を継続するとともに、エネル
ギー多消費型機器の使用状況を把握

エネルギー使用量を前年
度比で原単位１％以上削
減することに努める。

管理研究棟で温度管理が必要な研究を実施
しているため。

完成した工学系総合棟２が年間フル稼働し
たことによる増加や、図書館Ｌ棟が新館と
なり、入館者数とともに大幅に増加したた
め。

・総エネルギー投入量（前年度比9 6.3％）
・電気使用量（前年度比 94.5％）
・都市ガス使用量（前年度比 132.0％)

・省エネを促すステッカーの掲示による啓発活動
・エコサポート制度を継続するとともに、エネル
ギー多消費型機器の使用状況を把握

エネルギー使用量を今後

３年間にわたり年平均で

原単位１％以上削減す

る。

松戸

亥鼻

柏の葉

地域社会への

情報公開

西千葉
・千葉大学のEMSの取り組みに関して大学Web
サイトに掲載

・環境報告書を発行、公表
・附属学校における取り組みをまとめた「環境だ
より」を公表

・環境報告書を配布、ホームページ等で公表

・環境報告書を公表
・活動報告書の作成

・環境報告書を公表

千葉大学の環境への取り
組みについて学内外に情
報発信を行う。

キャンパスにおける環境
への取り組みについて、

キャンパスにおける環境
への取り組みについて学
内外に情報発信を行う。

キャンパスにおける環境
への取り組みについて学
内外に発信する。

学内外へ情報公開を行う。

松戸

亥鼻国際化への対応

西千葉
・基礎研修資料の英訳
・留学生を対象に英語による基礎研修を実施
・委員会紹介パンフレットの英訳
・学内で留学生と交流するイベントを開催

・基礎研修資料の英訳　　　　　　　　　　　　

・留学生ガイダンス時における基礎
研修の実施

海外の環境や環境ＩＳＯ
活動についての情報を入
手し、留学生が環境活動
に参加しやすくなるよう
な取り組みを検討する。

留学生に対して、本学の
環境 ISO 活動に関する情
報発信をする。

国際的な情報発信を行う

とともに留学生との交流

を強化し、環境ＩＳＯ活

動に関する国際的な相互

理解をさらに深める。

編集担当：巖見りおん・西山友啓（法政経学部 3 年）

佐藤圭介・堀川千秋（園芸学部 3 年）



法規制順守の取り組み

環境関連法規制の概要 法規制順守のための体制の確立

公害等に関する法律
大気汚染防止法
水質汚濁防止法
騒音規制法など

リサイクル・廃棄物に関する法律
資源有効利用促進法

容器包装リサイクル法
家電リサイクル法
廃棄物処理法など

地球温暖化対策・省エネルギー
に関する法律

地球温暖化対策推進法
省エネルギー法など

化学物質・労働安全に関する法律
PRTR 法

毒物及び劇物取締法
労働安全衛生法など

その他の法律
環境配慮促進法
環境配慮契約法
高圧ガス保安法

　　　グリーン購入法など

１．手順書等の作成

教職員 法規制順守

法令

条例

学内規定

学内憲章

行動規範

環境・エネルギー方針

倫理的行動

　千葉大学では、環境に関連する法令や
条例等の特定と順守状況の評価も、本学
の EMS･EnMS に組み込んで実施してお
り、規制順守とともに環境負荷の低減と
汚染の未然防止に努めています。
　2005 年 10 月には学内憲章と行動規
範を制定・公表し、全教職員に法令順守
と倫理的行動の徹底を求めています。

　千葉大学が教育・研究活動を展開する
にあたり、規制を受ける環境関連法規制
の主なものは以下の通りです。

   千葉大学では、環境関連の法規制順守
の体制を確立するため、各学部やセン
ターの下にユニットを設定し、そのすべ
てのユニットの環境責任者等が法規制の
該当状況をチェック、評価しています。
なお、法規制の該当状況を調査する手段
として NetFM システムを使い 、「NetFM
施設利用状況調査」を毎年行っています。
また、上記に関連する教育・訓練等を各ユ
ニットで以下のとおりに実施しています。

①取扱い手順書
　法規制等の順守が求められるプロセス

（化学物質や機械等の取り扱い、実験動
物等の取り扱いなど）について平素の取
り扱い手順書を著しい環境影響を及ぼす
可能性のあるユニットごとに作成します。
②緊急事態対応運用文書
　緊急時の措置を記載した運用文書を、
全ユニットで作成します。

①専門研修の実施
　取扱い手順書を基に、研修を通じてユ
ニット構成員に留意点を周知し、実施日
時等を記録・保管します。
②緊急事態対応研修・テストの実施
　緊急事態対応運用文書を基に、定期的
にテストを実施し、結果を記録・保管し
ます。
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環境関連法規制等の順守状況

　NetFM の基本システムは、ユーザー
参加型（発生源入力型）の施設管理デー
タベースシステムで、研究室から事務室・
講義室・廊下・階段等のあらゆるスペー
スの管理が行えます。機能としては、施
設の利用情報・設備情報・不具合情報等
をインターネット経由で発生源から入力
できる利用状況調査機能と、施設利用の
データの集計・分析機能があります。

NetFM( ネットエフエム )とは

２．研修等の実施



法規制等の特定・更新
　環境ＩＳＯ事務局は、順守すべ
き法規制等に変更があったかどう
かを随時特定し、ホームページ等
で教職員が参照できる「大学もし
くはキャンパス全体に適用される
環境規制一覧」を更新します。

順守評価チェックシートへの登録
　研究室等の各ユニット環境責任
者は、環境関連法規制の該当状況
を、毎年 5 月から 6 月に「NetFM
施設利用状況調査」で確認を行
い、その法規制の履行状況の結果
を「順守評価チェックシート」に
登録します。

内部監査による確認
　内部監査員は、9 月の内部監査
で研究室等の各ユニットで作成さ
れた「大学もしくはキャンパス全
体に適用される環境規制一覧」の
履行状況が適切かどうかを確認し
ます。

環境関連法規制の順守結果 

  2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日までの間に、環境に関する訴訟・過料等はありませんでした。ただし、千葉市による
立入検査において３件、そして、自主検査による 11 件の下水排除基準超過がありました。
　当該部局において適正な処理方法の周知徹底を行うとともに、関連部局に対して同様の違反が起こらないよう周知を行いまし
た。
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環境関連法規制の順守手順　

データ協力：施設環境部／編集担当：木戸屋昌利（法政経学部 3 年） 

2015 年度排水基準値超過状況　

団地 学部 規制物質名 測定値
(mg/l) (mg/l)

基準値 対応採取日

自主検査

千葉市立入検査

団地 学部 規制物質名 規定値
(mg/l) (mg/l)

基準値 対応採取日

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

水質改善について勧告松戸団地

亥鼻団地

亥鼻団地

亥鼻団地

亥鼻団地

柏の葉団地

西千葉団地

園芸学部

看護学部

医学部

医学部

看護学部

環境健康フィールド
科学センター

水質改善について注意

水質改善について勧告

水質改善について勧告

水質改善について勧告

水質改善について勧告

水質改善について勧告

水質改善について勧告

水質改善について勧告

水質改善について勧告

水質改善について勧告

〃

〃

〃

〃

‑

‑

‑

0.12

110

40

0.0130

0.0008

650

1.2

34

0.0006

1.3

810

1,000

38

980

0.1

60

30

0.0005

0.0005

600

1

30

0.0005

1

600

600

30

600

鉛及びその化合物

窒素含有量
ノルマルヘキサン

（動植物油）

ノルマルヘキサン
（動植物油）

総水銀

溶解性鉄

亜鉛及びその化合物

浮遊物質量（ss）

総水銀

純水銀

生物化学的酸素要求量
（BOD)

ノルマルヘキサン
（動植物油）

浮遊物質量（ss）

生物化学的酸素要求量
（BOD)

2015/4/15

2015/5/12

2015/9/15

2016/1/19

2016/1/19

〃

〃

2015/11/24

2016/2/26
※改善勧告・注意を出したもの

実験系検水桝検査の結果、基準値超過があった部局に対
して改善勧告を行った。また、厨房設備の排水管理状況
を確認し、厨房排水の適切な管理、特にグリストラップ
の清掃を確実に実施するよう勧告した。厨房設備系統の
排水管及び最終検水桝の清掃を実施した。

   千葉大学では環境関連法規制を順守するための手順として、以下のような手続きを定めています。また法定有資格者につい
ても毎年特定しています
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物質収支（マテリアルバランス）

データ協力：施設環境部／編集担当：木戸屋昌利（法政経学部 3 年）

　大学の教育・研究活動から生じる環境負荷には、教育・研究に使用される電気などの各種エネルギーの利用や、用紙などの資
源の消費、排出される二酸化炭素や廃棄物などがあります。千葉大学ではこれらの環境負荷の適正管理に努め、環境負荷低減に
積極的に取り組んでいます。2015 年度の物質収支は以下の図のとおり（パーセントは前年度比）です。詳細なデータは資料編（詳
細 pp.81-82）をご覧ください。           

基本情報
集計項目：第２部　４．物質収支（マテリアルバランス）
集計範囲：国立大学法人千葉大学（西千葉、亥鼻、松戸、柏の葉）
対象期間：2015 年度（2015 年 4 月 1 日～ 2016 年 3 月 31 日）　

学内の主な活動

教育

研究

診療

課外活動

エネルギー

水資源

主要物質

大気・水域への排出

キャンパス外への移動

主な再資源化品目

総エネルギー投入量 777,241 GJ
99.1%

60,066 千 kWh
99.0%

4,238.00 千m 3

99.6%

23.85 kℓ
54.8%

487.05 千 m3

99.4%

331.37 千 m3

98.6%

155.68 千 m3

101.3%

18.33 t
93.7%

37,641 千枚
104.0%

143.87 千ロール
96.2%

18 t
(112.5%)

21 t
(150%)

82 t
(303.7%)

462 t
(99.8%)

17.19 GJ
97.7%

2,861.54 t
87.6%

43.57 kℓ
91.0%

39,907 t‑CO2
99.0%

0.023 t
51.1%

373.29 千 m3

103.8%

76.35 t
138.1%

電気使用量

都市ガス使用量

A 重油使用量

二酸化炭素排出量

硫黄酸化物（SOX）排出量

下水排出量

BOD 排出量

化学物質排出量・移動量

廃棄物総排出量

廃液排出量

再資源化
（マテリアルリサイクル）

空きビン

空きカン

ペットボトル

古紙類

水資源投入量

上水使用量

地下水使用量

化学物質投入量

紙類 (A4 判換算) 購入量

トイレットペーパー購入量

INPUT27)

資源の投入量
OUTPUT28)

環境への排出 
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環境・エネルギーマネジメントシステムの仕組みと結果Section6

データ協力：施設環境部／編集担当：木戸屋昌利（法政経学部 3 年） 

環境会計
　千葉大学では、2006 年度から環境保全活動の取り組みに対する費用対効果を把握するために、「環境会計 29)」情報の集計に取
り組み始め、環境報告書においてその結果を公表しています。2007 年度集計分からは、これまで集計対象外としていた環境保全
対策に伴う人件費を新たに集計項目に追加し、投資額と費用額に分けて集計を行っています。  

　千葉大学の 2015 年度の環境保全コストは 4.5 億円（うち投資額 1 億円、費用額 3.5 億円）でした。また、環境保全対策に伴
う経済効果は、有価物等の売却収入・光熱水量の節減額等が増加したため 2.8 億円の減少となりました。

2015 年度の環境会計

【データ集計方法】
参考ガイドライン　
環境省「環境会計ガイドライン 2007 年版」

環境保全コスト

環境保全効果 環境保全対策における経済効果

算定方法
環境保全コスト
・上・下流コスト及び研究開発コストは集計していません。
・費用の中には減価償却費は含めていません。
環境保全効果
・物質収支のデータ集計方法のとおり。
環境保全活動に伴う経済効果
・確実な根拠に基づいた実質的効果のみ計上しています。

分類

分類 環境パフォーマンス指標（単位）
入出量

2014 年度 2015 年度
入出量 効果量 前年度比

INPUT 事業活動に投入する資源に関する環境保全効果

総エネルギー投入量 (GJ)

有価物等の売却収入額

光熱水費の節減額

廃棄物リサイクル・処分費の節減額

廃液処分費の節減額

合計金額

電気使用量 ( 千 kWh)
都市ガス使用量 ( 千 m3)
A 重油使用量 (kl)

水資源投入量 ( 千 m3)
上水道使用量 ( 千 m3)
地下水使用量 ( 千 m3)

化学物質※1 投入量 (t)
用紙（A4 換算）購入量 ( 千枚 )
トイレットペーパー購入量 ( 千ロール )

二酸化炭素排出量 (t‑CO2)
硫黄酸化物（SOX）排出量 (t)
下水排出量 ( 千 m3)
BCD※2 排出量 (t)
化学物質※1 排出量・移動量 (t)
廃棄物等総排出量 (t)
廃液総排出量 (kl)

※1：PRTR 法対象化学物質　　※2：生物化学的酸素要求量

784,565

1,736

   ▲ 177,963

▲        659

▲        644

▲ 177,530

1,946

287,742

▲     7,667

277282,299

60,679
4,254
43.48

489.79
336.06
153.73

19.57
36,177
149.49

40,308
0.045

359.68
55.3

17.59
3,267.40

47.9

777,241
60,066

4,238
23.85

487.05
331.37
155.68

18.33
37,641
143.87

39,907
0.023

373.29
76.35
17.19

2,861.54
43.57

7,324 ▲    0.9%
▲    1.0%
▲    0.4%
▲  45.1%
▲    0.6%
▲    1.4%

1.3%
▲    6.3%

4.0%
▲    3.8%

▲    1.0%
▲  48.9%

3.8%
38.1%

▲    2.3%
▲12.4%

▲    9.0%

613
16.1

19.63
2.74
4.69

▲    1.95
1.24

▲  1,464
5.62

401
0.022

▲  13.61
▲  21.05

0.4
405.86

4.33

OUTPUT 事業活動から排出する環境負荷及び廃棄物に関する環境保全効果

投資額

事業エリア内コスト 201,199 173,255 93,928 148,397

25,561 32,754 24,771 37,308

22,575

2,079

0

907

0

0

0

0

5,582

24,537

0

0

0

2,636

0

0

12,747

5,226

0

3,260

3,181

0

140

216

3,541 チャコールフィルター交換、空中放射線濃度測定、ばい煙測定

排水の水質分析、排水桝及び排水管内の清掃等30,859

0

0 工事用防音パネルの設置、超低騒音工法の採用等

0 防振架台の設置

建具の水性塗料化、悪臭防止装置の設置、便所芳香剤取付等2,909

0

0

172,926 9,588 67,851 9,111

172,070

856

0

9,123

0

465

6,7663

189

0

高効率照明・人感センサー、内断熱・ペアガラスサッシ、全熱交換器の設置等

フロンガスの回収・適正処理

自然換気窓

8,524

59

527

2,712 130,912 1,305 101,978

2,712

0

0

0

0

0

0

10,161

2,232

93,264

25,168

87

123

8

7

987

181

0

節水型器具への更新等

金属くず、ペットボトル等のリサイクル

古紙・空き缶・空き瓶等のリサイクル

不用機器・廃液・感染性廃棄物等の処分

可燃ごみ・落ち葉・厨芥等の処分

9

938

1,541

85,346

14,145
0

大気汚染防止

水質汚濁防止

土壌汚染防止

騒音防止

振動防止

悪臭防止

地盤沈下防止

その他の公害防止

地球温暖化防止及び省エネ対策

オゾン層破壊防止

その他の地球環境保全

資源の効率的使用

産業廃棄物のリサイクル等

一般廃棄物のリサイクル等

産業廃棄物の処理・処分

一般廃棄物の処理・処分

その他の資源循環利用

4,752 89,352 4510 196,753管理活動コスト

0

0

0

0

4,752

23,173

620

1,529

4,153

59,878

0

0

0

0

4,510

環境 ISO 関連各種委員会、研修、事務局等の人件費および認証（更新）、運用等

環境報告書・パンフレットの作成・発送等
定期排水分析検査

内部監査員の養成、研修資料の作成等

構内環境美化活動、樹木の剪定管理費等

22,911

618

1,529

3,961

167,735

0 14,237 0 8,780社会活動コスト

0

0

0

14,237

0

0

0

0

0

樹木剪定・伐採8,780

0

0

1,137 0 0 0環境損傷対応コスト

1,137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

公害防止コスト

地球環境保全コスト

資源循環コスト

環境マネジメントシステムの運用

環境情報の開示及び環境広告

環境負荷監視

教職員及び学生への環境教育等

緑化、美化等の環境改善対策

事業所を除く緑化、美化等

環境保全団体等への寄付・支援

地域住民の環境活動支援等

自然修復

損害賠償等

引当金繰入及び保険

207,088 276,843 98,438 353,931合計金額

費用額 投資額 費用額
主な取組内容

〔単位：千円〕
2014 年度 2015 年度

〔単位：物量〕
分類

収益

費用節減

効果内容 2014 年度 2015 年度
〔単位：千円〕
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環境・エネルギーマネジメントシステムの仕組みと結果Section6

「環境・エネルギーマネジメントシステムの見直しのための情報」に基づき、下記のとおりの方向性で、環境・エネルギー
マネジメントシステムを見直すことが必要と判断する。

２０１５年１１月１９日
千葉大学長　　　徳　久　　剛　史

記

１．内部監査の指摘に対応して
　内部監査における要改善点の指摘に対する是正処置が確実に実施されるように配意すること。重大な要改善点を多発
させているユニットを特定し、部局環境責任者から個別指導を行うこと。なお、指導が実施されたかについては環境
ISO 事務局において確認をすること。環境・エネルギーマネジメントシステムの重要性について、学内に対してさらに
十分に周知するように努めること。内部監査で収集された各ユニットでの優良事例について、ひきつづき学内に周知さ
れるよう努めること。とくに、毒劇物を管理する棚と高圧ガスボンベの転倒防止措置不足がみられるため、これらの管
理を徹底すること。

２．目的目標の達成状況に対応して
　とくに、以下の項目について確実に改善を図ること。
・ CUCRIS（ククリス）の運用や化学物質の安全管理と、高圧ガスボンベの安全管理が徹底するように個別指導

に努めること。とくに今後の地震の可能性などに備え、危険物の安全保管の徹底を図ること。また、退職な
どに伴う薬品の引き継ぎ処理を徹底させ、不要薬品が発生しないよう努力すること。

・ エネルギー多消費型機器の保有ユニットや導入予定ユニットに対してエネルギー効率の改善のためのノウハ
ウを提供するとともに、学内の省エネルギー意識の維持・向上の働きかけを行うことにより、さらなるエネ
ルギー消費量の削減に努めること。

・ 2016 年度より構内移動用自転車をゼロにするための施策を講ずるとともに、学内および最寄り駅周辺での
駐輪マナーを向上させるために必要な措置を講ずること。

           また、以下の項目について引き続き対策を行うこと。
・ 紙の有効利用を進めるための措置を講ずるとともに、ミックス古紙の回収システムの定着をはじめとして一

般廃棄物の排出量を削減するため必要な措置を講ずること。
・ 喫煙マナーの徹底と喫煙所の適正配置を進めること。

３．法律・条例の履行状況に対応して
　各キャンパスにおける水質基準の順守をさらに徹底すること。高圧ガスボンベの管理を徹底すること。

４．組織の環境パフォーマンス評価結果と組織のエネルギーパフォーマンス
　　及び関連するエネルギーパフォーマンス指標の評価結果に対応して
　各部局で管理をしている光熱水量について、引き続き省エネ使用の管理を行うこと。とくに基準値（類似の部門にか
かる国立大学法人全体の平均値）と比較して基準値を超えている部局は対応を徹底すること。

５．次期に向けて計画されたエネルギーパフォーマンスに対応して
　各部局とも、省エネ行動計画に沿って省エネ項目を確実に実施すること。

６．教育研修の実施状況に対応して
　確実に各ユニットで専門研修・緊急事態対応研修が行われるように更に努力を行うこと。
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７．要改善点の達成状況に対応して
　内部監査時に指摘された要改善点を確実に改善するように、該当ユニットを適切に指導すること。

８．学内外の関連する利害関係者からの要望に対応して
　実行委員から各部局・ユニットへの情報伝達がすみやかに行われるように留意すること。NetFM 施設利用状況調査と
各種チェックシートについて、回答しやすさを確保するとともに、事務作業負担を合理化する観点からさらに改良を加
えること。

９．周囲の状況の変化（法規制の制定・改訂、新技術の開発等）に対応して
　新規に制定された法規制について、確実に対応できるように、学内での周知徹底に努めること。LED 照明・外灯の導
入拡大を進めるとともに、太陽光発電など再生可能エネルギー設備の導入を進めること。環境・エネルギーマネジメン
トシステムの教育上の効果を確認するため、アンケートの措置を継続すること。

10．全体を通じて
　千葉大学の環境エネルギーマネジメントシステムの安定的な運用のため、環境ＩＳＯ学生委員会の学生を増やすため
に努力すること。また、大学の学生主体の環境・エネルギーマネジメントシステムについて、学内外の利害関係者や報
道メディアに対してさらに広報 PR を強化すること。

昨年の学長見直しの指摘事項 フォローアップ結果

内部監査所見書に対する是正処置計画・報告書の返送が確実に
行われるよう、該当部局に要請を行い、すべてのユニットから
提出を得た。部局長連絡会議における環境報告書や内部監査結
果の報告などを活用して環境マネジメントシステムの重要性に
ついて、周知を行った。環境報告書を通じて優良事例の周知を
行った。
2015 年度の基礎研修およびユニット環境責任者説明会、内部監
査員研修において、内部監査結果をふまえた説明を行った。
毒劇物や高圧ガスボンベの管理方法や「化学物質の正しい使用・
管理・廃棄のためのチェック項目」の周知のため、専用の写真
入り説明資料を作成し、2015 年度の内部監査で監査を強化した。

「2 年以上使用しないで保管期間が経過した高圧ガスボンベ」に
ついては、実情を踏まえた上で、総合安全衛生管理機構・施設
環境部・環境 ISO 事務局とで検討し、「今後使用する予定のない
ボンベまたは所有者不明のボンベ」に関して、返却・廃棄を進
めることとした。

2014 年度は、多消費型実験設備の増加や実験室の改修などに伴
い、対前年 0.2％増加したが、2011 年度以降継続して震災前の
2010 年度実績は下回ることとなった。

基礎研修において、普及啓発のためのリーフレットを配布し、
啓発に努めた。シェアサイクルの台数も増加させた。西千葉駅
前の状況は、電磁ロック式駐輪場の開設などによって引き続き
改善したが、みどり台駅前については電磁ロック式駐輪場を使
わずに放置される自転車が見られ、更なる対策が必要である。

写真入りの説明資料を作成し、基礎研修やユニット環境責任者
向けの研修で説明したほか、内部監査においても厳しく確認す
ることで、普及啓発に努めるとともに、総合安全衛生管理機構
において運用の徹底を図った。

エネルギー多消費型機器の保有ユニットや導入予定ユニットに
対してエネルギー効率の改善のためのノウハウを提供するとと
もに、学内の省エネルギー意識の維持・向上の働きかけを行う
ことにより、さらなるエネルギー消費量の削減に努めること。

学内におけるシェアサイクルの運用拡大を進めるとともに、放
置自転車の防止など学内および最寄り駅周辺での駐輪マナーを
向上させるために必要な措置を講ずること。

CUCRIS の運用や化学物質の安全管理が徹底するように個別指導
に努めること。とくに今後の地震の可能性などに備え、危険物の
安全保管の徹底を図ること。また、退職などに伴う薬品の引き
継ぎ処理を徹底させ、不要薬品が発生しないよう努力すること。

　内部監査における要改善点の指摘に対する是正処置が確実に
実施されるように配意すること。重大な要改善点の再発を繰り
返しているユニットを特定し、部局環境責任者から個別指導を
行うこと。環境・エネルギーマネジメントシステムの重要性に
ついて、学内に対してさらに十分に周知するように努めること。
内部監査で収集された各ユニットでの優良事例について、ひき
つづき学内に周知されるよう努めること。
　とくに、以下の項目について確実に改善を図ること。
・毒劇物等の管理不徹底（表示欠落、施錠せずなど）と高圧ガス
ボンベの転倒防止措置不足がみられるため、「化学物質の正しい
使用・管理・廃棄のためのチェック項目」を確実に運用するこ
とを通じて、これらの管理を徹底すること。
・2 年以上使用しないで保管期間が経過した高圧ガスボンベが学
内に数多く保有されていることから、適切に返却・廃棄を進め
ていくこと。

１．内部監査の指摘に対応して 

２．目的目標の達成状況に対応して  
とくに、以下の項目について確実に改善を図ること　　　　　　　　　　以下の通りの取り組みを進めている　を図ること。 

また、以下の項目について引き続き対策を行うこと。 
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西千葉・亥鼻地区学生委員会として運用することとし、亥鼻
キャンパス関係の人員を西千葉地区から出すこととした。また、
2015 年 4 月は亥鼻での勧誘を強化するほか、環境マネジメン
トシステム実習Ⅰを亥鼻で開催できるよう、スカイプによる講義
中継を企画したが、残念ながら受講者がいなかった。

紙類購入量（A4 換算）は、2014 年度は対前年 3.2％増であった。
また、各キャンパスでの建物の改修工事や農場のごみ処分に伴
い、一般廃棄物排出量が 8.8％増加した。

基礎研修・ポスターなどにおいて普及啓発に努めた。また、総
合安全衛生管理機構では「禁煙教室」「禁煙支援外来」を実施し
ている。

下水排除基準違反については、自主検査で 13 件、千葉市立入検
査で１件判明し、前年度を上回った。引き続き完全に順守でき
るよう徹底すべきである。高圧ガスボンベについては総合安全
衛生管理機構でも周知徹底するとともに、内部監査においても
監査を強化した。

4 月に各ユニットにおいて専門研修を徹底するように伝達すると
ともに、内部監査においてその状況を確認した。

省エネリーダー会議において計画の達成状況を確認した。

4 月に各ユニットにおいて専門研修を徹底するように伝達する
とともに、内部監査においてその状況を確認した。

内部監査においては、未是正ユニットの固定化傾向が明らかに
なってきた。適切な指導が必要である。

部局の事務組織の協力を得つつ情報伝達が確実に図られるよう
に努めているが、今後とも努力が必要である。NetFM 施設利用
状況調査と各種チェックシートについては、今後とも改良が必
要である。また、「化学物質の取り扱いに関するチェック項目」
については、化学物質運営委員会と協力して、周知の徹底をは
かった。

第一法規の「エコブレイン・セレクション～ Web 版環境法令マ
ネジメントサービス～」を各構成員が閲覧できる環境を整備し
ている。平成 26 年度実績 ( 全キャンパス総計 ) において、LED
照明を 4,228 台、LED 外灯 21 台、太陽光発電パネルを 6 箇所
57.5kW と導入を進めた。附属病院外来診療棟には太陽熱利用
設備も新設した。教育効果を確認するためのアンケートを継続
して実施した。その活用が必要である。

2015 年 4 月に大学のホームページをリニューアルした際、環
境への取り組みをトップページに大きく取り上げ、リンク先も
トップページに常設した。環境 ISO 学生委員会の企画を報道機
関にプレスリリースを配布したり、web リリース配信サービス
を活用するなどして、広報 PR を強化している。また、エコプロ
ダクツ展等のエコイベントで環境 ISO 学生委員会がブースを展
示するなど、対外的な広報が進展した。

亥鼻キャンパスにおける学生委員会の人数確保のための方策を
検討し実施すること。

紙の有効利用を進めるための措置を講ずるとともに、ミックス
古紙の回収システムの定着をはじめとして一般廃棄物の排出量
を削減するため必要な措置を講ずること。

喫煙マナーの徹底と喫煙所の適正配置を進めること。

各キャンパスにおける水質基準の順守をさらに徹底すること。高
圧ガスボンベの管理を徹底すること。

各部局で管理をしている光熱水量について、引き続き省エネ使
用の管理を行うこと。とくに基準値（類似の部門にかかる国立
大学法人全体の平均値）と比較して基準値を超えている部局は
対応を徹底すること。

各部局とも省エネ行動計画に沿って省エネ項目を確実に実施す
ること。

確実に各ユニットで専門研修・緊急事態対応研修が行われるよ
うにさらに努力を行うこと。

内部監査時に指摘された要改善点を確実に改善するように、該
当ユニットを適切に指導すること。

実行委員から各部局・ユニットへの情報伝達がすみやかに行わ
れるように留意すること。NetFM 施設利用状況調査と各種チェッ
クシートについて、回答しやすさを確保するとともに、事務作
業負担を合理化する観点からさらに改良を加えること。

新規に制定された法規制について、確実に対応できるように、学
内での周知徹底に努めること。ＬＥＤ照明・外灯の導入拡大を
進めるとともに、太陽光発電など再生可能エネルギー設備の導
入を進めること。環境・エネルギーマネジメントシステムの教
育上の効果を確認するため、アンケートの措置を継続すること。

大学の学生主体の環境・エネルギーマネジメントシステムについ
て、学内外の利害関係者や報道メディアに対してさらに広報 PR
を強化すること。2015 年 4 月のリニューアルの際に大学のホー
ムページのトップページから「環境・エネルギーへの取り組み」
へのリンクを設けること。

３．法律・条例の達成状況に対応して   

４．組織の環境ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ評価結果と組織のｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ及び関連するｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ指標の評価結果に対応して 

５．次期に向けて計画されたｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽに対応して 

６．教育研修の実施状況に対応して  

７．周囲の状況の変化（法規制の制定・改訂、新技術の開発等）に対応して  

８．学内外の関連する利害関係者からの要望に対応して

９．周囲の状況の変化 ( 法規制の制定・改訂、新技術の開発等 ) に対応して 

10．全体を通じて 


