
73

2017 年７月３日、環境報告書の原案に対する外部の関係者との意見交換会が行われました。
ご参加いただいた方は（写真左から）千葉大学教育学部附属中学校ＰＴＡ会長の星野哲朗様、
千葉県環境生活部環境政策課政策室長の貫井浩様、公立大学法人首都大学東京 都市教養学部
の奥真美教授、千葉市立千葉高等学校２年生の水上翔平様と佐賀熙様の５名です。司会は千葉
大学環境管理責任者（教員系）の倉阪秀史で、環境ＩＳＯ学生委員会から環境報告書 2017 編
集長の鷺谷駿、副編集長の浅輪光、班員の森田航平が同席しました。

　　　千葉大学の環境・エネルギーマネジメントシステ

ムや環境活動に対するご意見をお願いします。

奥　：PDCAサイクルをしっかりまわしていて完成度が高く、更

なる改善を常に目指されているのが伝わってきました。これは学

生が主体になっていることが大きいと思いました。一方で、環境

意識アンケートを見ると、「いつも意識している」と「たまに意

識している」の値を足した結果が書かれていますが、「いつも」

と「たまに」の意識の差は大きいと思います（※１）。学生主体

で活動していますが、アンケートによると、学生全体ではまだ常

に環境を意識している人ばかりではないようですので、学生全体

が関わる余地はまだあるように思いました。

貫井：学生が主体となってシステムを運用していることで、

ISO認証も継続できているし、世界的にも評価されている。ま

た、環境マインドを持った学生が卒業後に社会に出て活躍して

いることを見ても、この仕組みはとても効率的で成功している

と感じました。

外部の方々との意見交換会

▲奥真美様 ▲貫井浩様 ▲星野哲郎様

星野：子どもを附属学校に預けている保護者の立場からする

と、学生の活動の中でも、より子どもたちとの関わりを増やし

ていくなど、附属学校の４校（幼稚園・小学校・中学校・特別

支援学校）を巻き込んだ活動の可能性があるのではないかと思

いました。

佐賀：千葉大学の中期計画（p.3）に沿ってよく活動されてい

ることから、学生や教員が一丸となって取り組んでいるといる

という印象を受けました。また、千葉大学から地域に向けて活

動が発展していることがよいと思いました。

水上：学生が先頭に立って活動しているということが一番大き

いと思いました。環境報告書においても環境が専門ではない学

生も含めて執筆に携わり、様々な視点から活動状況をまとめて

います。これは、専門知識のない人たちから見てもわかりやす

いと思いました。
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　　　千葉大学環境報告書2017の原案に対する率直なご

感想・ご意見をお願いします。

水上：環境マップ（p.7-8）が視覚化されているので、学内で

どのような活動がされているのかわかりやすいと思いました。

また、内部監査の良好事例（p.59）にある紙の使用量を値段で

表す取り組みが新しいと思いました。一方で、用語集の存在

がわかりづらかったです。本文中からも用語集を参照しやす

くしたらよいと思います（※２）。また、年間スケジュール

（p.56）の「最高経営層からの見直し」は環境報告書内の言葉

と合わせて「学長によるフィードバック」とするべきだと思い

ました（※３）。

佐賀：図や写真、データ、アンケートなどが豊富にあって説得

力があると感じました。達成度評価一覧（p.60～）において、

目標が未達成の理由は書かれていましたが、それに対してどう

取り組んでいくのかという記述があると良いと思いました。ま

た、私も用語集が最後にあるので見づらいと思いました。

星野：私は附属小学校のPTA会長だった2010年にも、この意見

交換会に参加させていただきました。７年前の環境報告書は難

しすぎる印象がありましたが、今回はそのときよりも写真や図

が増えていて、興味を持って読むことができました。

貫井：達成度評価一覧（p.60）には「目的」は中長期、「目

標」は１年とありますが、本報告書における「目的」は中長期

の何年目にあたるのかがわかりませんでした。また、似たよう

な目的や目標が複数あってわかりづらかったです（※４）。そ

れから目次が5ページにあり、冒頭になかったのが見づらかっ

たです（※５）。

奥　：キャンパスごとに目的目標実施計画を設定しているよう

ですが、もう少し説明がほしいのと、キャンパス共通の部分と

別で設定するべき部分を整理した方が良いと思いました。（※

６）。さらに、環境・エネルギー方針（p.4）の4番目に「地域

の意見を反映させながら、地域社会に開かれた形で実施」とあ

りますが、地域からの意見にはどのようなものがあり、それら

にどう対応したのかといった記述があるとよいと思いました。

また、環境関連法規制の概要（p.65-66）にフロン排出抑制法

を入れるべきと思いました（※７）。外部からの苦情の有無に

ついては、もしあれば記載してほしいです。最後に、環境人材

をどれくらい輩出したかについて、学生の就職先などをp.46で

伝えられたらよいのではないかと思いました。

編集部より　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ご指摘いただいた点に関して反映した箇所は下記の通りです。
その他のご指摘は次年度以降参考とさせていただきます。
※１：「いつも意識している」のみを記載するよう修正
※２：用語集に記載していることを示すアイコンを追加
※３：「学長によるフィードバック」に修正
※４：目的の設定年度を入れ、項目を見やすく修正
※５：目次を１ページ目に移動
※６：年度初めに設定した目的目標実施計画をWebサイトに掲

載して本誌からも誘導
※７：フロン排出抑制法を追記

　　　千葉大学の今後の活動への期待について教えてく

ださい。

水上：千葉大学の活動の中で培ったことや見つかった改善点な

どを附属学校や地域社会にフィードバックするとともに、環境

ISO学生委員会がNPO法人格を取得しているので（p.44）、学

内だけでなくより広い地域に活動を広げていってもらえればと

思いました。

佐賀：今回このような機会をいただき、千葉大学でのさまざま

な環境活動について知ることができ、自分自身が環境について

考える機会になりました。せっかくの活動なのでもっと対外的

にアピールしていってもらいたいと思います。

星野：附属学校４校をもっと巻き込んで、さらに地域に波及さ

せてもらえればと思います。そして、学生たちが大きい世界に

向けて活躍していってもらえれば、附属学校に通わさせていた

だいている保護者としては鼻が高い思いです。

貫井：千葉大学の学生主体の環境活動は、ISCN（p.6）など世

界的にも評価され、日本の中でもトップクラスに位置していま

す。高みを目指す一方で、地域や地元の企業と一緒になって行

う、地道な環境活動も続けていってほしいと思います。

奥　：持続可能な開発目標（SDGs）を意識して教育も研究も

進めていってもらいたいと思います。今後はSDGsを意識した

言葉が頻繁に環境報告書に出てくることを期待しています。そ

して、優秀な環境人材を育成して社会に輩出していくという面

で、他大学に範を示すような充実した活動をしてほしいと思い

ます。

▲佐賀熙様 ▲水上翔平様
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用語集

p.4,p.42-p.44, p.45, p.46, p.59, p.60
環境・エネルギーマネジメントシステム（EMS・EnMS）

p.7, p.18-p.20, p.60
環境関連科目

環境ＩＳＯ学生委員会　

p.68
環境会計

p.43, p.54-p.56, p.59, p.60, p.69
環境目的・環境目標・実施計画（目目実）

p.42, p.43, p.54, p.56, p.61-p.64, p.71
基礎研修 

p.4, p.32, p.61, p.65
グリーン購入

p.7, p.32, p.39, p.43, p.55
構内事業者 

ISO14001・ISO50001
p.1,p.3-p.5, p.10, p.42, p.43, p.46

OUTPUT
p.67, p.68

INPUT 
p.67, p.68

キャンパスマスタープラン
p.26, p.35

COGOO
p.7, p.33

コミュニティガーデン 
p.6, p.48,p.49, p.63

サステイナブルキャンパス推進協議会（CAS-Net JAPAN）
p.28

持続可能な開発目標（SDGs）
p.10,p.74

省エネリーダー（会議）
p.27, p.55, p.57, p.64, p.72

千葉大学化学物質管理システム（ククリス）
p.37,p.56,p.61

内部監査 
p.3, p.7, p.42, p.43, p.54, p.56-p.58

NetFM システム
p56, p.65, p.66, p.70, p.72

普遍教育 
p18,p19,  p.42

リ・リパック
p31, p.34, p.47, p.62

株式会社ヨコタ東北が製作するプラスチック素材の環境配慮型容器。熱圧着により表
面にフィルム加工がされており、使用後はフィルムを剥がすことで、洗浄せずに回収、
リサイクルができる→ p.31 参照

事業活動の結果、生産した商品やサービス、排出した化学物質、水、廃棄物などの物質

事業活動で使用する資材、ガス、重油、水、化学物質、紙、包装材などの物質量

国際標準化機構（International Organization for Standardization：ISO）が定めた
国際規格。ISO14001 は環境マネジメントに関する規格で、ISO50001 はエネルギー
マネジメントの規格

→ p.54 参照

「大気・水質・土地・天然資源・植物・動物・人およびそれらの相互関係を含む、組
織の活動を取り巻くものであり、組織内の者から地球規模の生態系にまで及ぶ」とい
う定義に関連した科目→ p.18 参照

環境保全のために要したコスト（環境保全コスト）とその活動の効果（環境保全効果）
を認識し客観的な数値を用いて定量的に測定する会計システム

→ p.54 参照

全ての構成員および準構成員に対して、主に千葉大学の環境・エネルギーマネジメン
トシステムや環境への取り組みについて周知するための研修。学生委員会と教職員が
チームを組んで実施する→ p.43 参照

学内の施設・環境の将来像を示す骨格であるとともに、今後の施設環境の整備や活用
に関する具体的目標を定める上で指針となるもの。2017 年度更新予定

製品やサービスを購入する際に製造段階での環境負荷の小さいものを優先的に選択す
ること

千葉大学生協協同組合（全キャンパス）、レストランコルザ、ショップ大和屋（以上
西千葉）など、千葉大学構内で事業を行っている業者→ p.39 参照

→ p.33 参照

地域住民が共同で企画・運営・維持管理する庭。千葉大学は松戸地区と西千葉地区に
おいて、学生と教職員が地域住民と交流しながら運営している。

国内のサステイナブルキャンパス構築の取り組みを推進し加速させ、持続可能な環境
配慮型社会の構築に貢献することを目的とし、大学間の情報共有を活性化するための
組織。2013 年に発足。

2015 年の国連総会で採択され、環境の持続可能性確保に重点を置いて検討された国
際目標のことで、持続可能な開発のための 17 のグローバル目標と 169 のターゲット
( 達成基準 ) からなる

→ p.55 参照

環境・エネルギーマネジメントシステムの運用状況を、監査基準を用いて組織的・実
証的・定期的・客観的な視点から内部組織によって評価すること→ p.57 参照

備品や化学物質を含むすべての部品、部屋などの使用状況を把握することを目的として
開発した千葉大学独自の情報管理システム→ p.65 参照

千葉大学内で開講されている英語、初修外国語、情報リテラシー、スポーツ・健康、教
養コア、教養展開科目で構成され、国際化・情報化した現代社会において、あらゆる学
習・研究活動の基盤として必要な基礎的で共通な技能と知識を習得するための科目

→ p.37 参照

→ p.42 参照
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環境報告ガイドライン（2012 年版）における項目 本報告書にかかる対象項目 項目ページ
環境報告の基本的事項
１．報告にあたっての基本的要件
　（１）対象組織の範囲・対象期間

もくじ 1　（２）対象範囲の補足率と対象期間の差異
　（３）報告方針
　（４）広告媒体の方針等 裏表紙 裏表紙
２．経営責任者の提言 学長からのメッセージ 5-6
３．環境報告の概要

　（１）環境配慮経営等の概要 大学概要、千葉大学環境マップ、運営・教育研究組織、
千葉大学の EMS・EnMS の概要 2、7-9、54-56

　（２）KPI の時系列一覧 エネルギー消費量、紙類購入量、廃棄物排出量、PRTR
法対象物質使用量 26、29、30、37

　（３）個別の環境課題に関する対応総括 環境目的・環境目標と達成度評価一覧 60-64
４．マテリアルバランス 物質収支（マテリアルバランス） 67

「環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況」を示す情報・指標
１．環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等
　（１）環境配慮の方針 千葉大学中期計画、環境・エネルギー方針 3、4

　（２）重要な課題、ビジョン及び事業戦略等 千葉大学中期計画、学長からのメッセージ、達成度評
価一覧、学長によるフィードバック 3、5-6、60-64、69-72

２．組織体制及びガバナンスの状況

　（１）環境配慮経営の組織体制等 千葉大学の EMS・EnMS の概要、環境ＩＳＯ学生委員
会の仕組み、学生主体による EMS・EnMS の運用 54-56、42、43

　（２）環境リスクマネジメント体制 千葉大学の EMS・EnMS の概要 54-56
　（３）環境に関する規制等の遵守状況 環境関連法規制等の順守状況 65-66
３．ステークホルダーへの対応の状況
　（１）ステークホルダーへの対応 学生主体の取り組み、外部の方々との意見交換会 41-53、73-74
　（２）環境に関する社会貢献活動等 附属学校における環境教育、学生主体の取り組み 23-24、41-53
４．バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況

　（１）バリューチェーンにおける環境配慮の取組方針、戦略等 構内事業者の環境への取り組み、関連事業者へのイン
タビュー 39、40

　（２）グリーン購入・調達 循環型社会への取り組み 32
　（３）環境負荷低減に資する製品・サービス等 環境教育・研究、エコキャンパスへの取り組み 13-24、25-40
　（４）環境関連の新技術・研究開発 環境教育・研究への取り組み 13-17
　（５）環境に配慮した輸送 - -
　（６）環境に配慮した資源・不動産開発 / 投資等 環境会計 68
　（７）環境に配慮した廃棄物処理 / リサイクル 落ち葉・生ごみの有効活用、循環型社会への取り組み 25、29-34

「事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況」を表す情報・指標
１．資源・エネルギーの投入状況
　（１）総エネルギー投入量及びその低減対策 低炭素社会への取り組み、物質収支 26-28、67

　（２）総物質投入量及びその低減対策 循環型社会への取り組み、安心安全社会への取り組み、
物質収支 29-34、37、67

　（３）水資源投入量及びその低減対策 低炭素社会への取り組み、物質収支 26-28、67
２．資源等の循環的利用の状況（事業エリア内） 落ち葉・生ごみの有効活用、循環型社会への取り組み 25、29-34
３．生産物・環境負荷の産出・排出等の状況
　（１）総製品生産量又は総商品販売量等 - -
　（２）温室効果ガスの排出量及びその低減対策 低炭素社会への取り組み、物質収支 26-28、67
　（３）総排水量及びその低減対策 低炭素社会への取り組み、物質収支 26-28、67

　（４）大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策 安心安全社会への取り組み、環境関連法規制等の順守
状況、物質収支 37-38、65-66、67

　（５）化学物質の排出量、移動量及び低減対策 安心安全社会への取り組み、環境関連法規制等の順守
状況、物質収支 37-38、65-66、67

　（６）廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 落ち葉・生ごみの有効活用、循環型社会への取り組み、
物質収支 25、29-34、67

　（７）有害物質等の漏出量及びその防止対策 安心安全社会への取り組み、環境関連法規制等の順守
状況 37-38、65-66

４．生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況
環境教育・研究への取り組み、環境関連科目（一部抜粋）、
環境関連科目の内容紹介（一部）、落ち葉・生ごみの有
効活用、自然共生社会への取り組み、学生主体の取り
組み（一部）

13-17、19-20、25、35-
36、44、47-51

「環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況」を表す情報・指標
１．環境配慮経営の経済的側面に関する状況 　
　（１）事業者における経済的側面に関する状況 環境会計 68
　（２）社会における経済的側面に関する状況 環境会計 68

２．環境配慮経営の社会的側面に関する状況 安心安全社会への取り組み、内部監査の実施、環境関
連法規制等の順守状況 37-38、57-59、65-66

その他記載事項等

１．後発事象等 千葉大学 Future Earth、国内外の学術機関への情報発
信と交流、全国環境ＩＳＯ学生大会の開催 10-12、41

２．環境情報の第三者審査等 外部の方々との意見交換会 73-74

環境報告書ガイドライン対照表
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「千葉大学環境報告書 2017」をお読みいただきありがとう
ございます。千葉大学の環境報告書は今回で 13 冊目の発行と
なります。10 年を超える歴史がある中で、より良い環境報告
書となるよう、企画からデザインの細部に至るまで改善を重ね
てきました。特に今回の報告にあたっては、データの更なる視
覚化・記載情報の充実化を重点的に取り組みました。
　これら一連の業務を通じて、私たちが普段過ごしている大学
を環境の視点から客観的に知ることができただけでなく、たく
さんの学生・教職員とのやり取りの積み重ねを経て一つの冊子
を作り上げていくことの難しさや達成感を学ぶことができまし
た。本報告書が、地域社会や関係者の皆様・広く環境活動を行
う皆様とのコミュニケーションツールとして機能し、本学の環
境活動の普及と社会全体の環境活動の促進に貢献できることを
心より願っております。最後となりますが、本報告書の作成に
あたりご協力いただいた、環境ＩＳＯ事務局をはじめとする多
くの教職員の方々、環境ＩＳＯ学生委員会のメンバー、デザイ
ナーの方々、取材にご協力くださった皆様に深く感謝申し上げ
ます。

鷺谷駿	編集長（法政経学部３年）

編集後記
環境ＩＳＯ学生委員会　環境報告書 2017 編集部より

千葉大学の環境報告書は、環境ＩＳＯ学生委員会メンバーが執筆・取材・依頼
して作成した文章に、環境ＩＳＯ事務局・施設環境部が整理した環境・財務・規制
順守データを加え、各部局の意見を聴いた上で、環境ＩＳＯ企画委員会メンバーが
最終調整を行う形で作成されています。毎年、編集長をはじめとする学生委員会の
環境報告書編集部がさまざまな工夫を凝らした編集を行っています。
　また、7 月にデザイン前の環境報告書をもとに「外部の方々との意見交換会」を
開催しました。頂いたご意見を踏まえて、アンケートの集計方法や用語集の参照方
法を変更し、目的目標の達成度評価一覧の項目を修正するなど、内容の改善を図り
ました（p.73-74）。

倉阪秀史	社会科学研究院教授（環境管理責任者〈教員系〉）

千葉大学の環境管理責任者として、「環境報告書 2017」の作成にご協力いただ

いた皆様にお礼申し上げます。この度、本学の環境活動の特色でもある学生と教

職員との協働による持続性のある行動が、「サスティナブルキャンパス評価システ

ム」の、「運営」・「教育」・「研究」・「環境」及び「地域社会」の総合的な評価にお

いて、「ゴールド認定」を受けたことは、大変喜ばしいことです（詳細 p.28）。

これからも、エコキャンパスへの取組として様々な行動計画を継続的に実施す

るなど、より一層、環境負荷の少ない美しいキャンパスづくりに取り組んでまい

ります。

松下博行	施設環境部長（環境管理責任者〈事務系〉）

環境管理責任者より

▲上段左から） 佐々木圭、三浦菜摘、石塚郁海、森田航平、鷺谷駿、浅輪光
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表紙・裏表紙について

環境報告書 2017 編集部
浅輪光、新井春香、石塚郁海、鷺谷駿、佐々木圭、三浦菜摘、森田航平
環境ＩＳＯ企画委員会
秋田典子、上野武、内赤尊記、岡山咲子、小川友明、倉阪秀史、鈴木久雄、鈴木雅之、諏訪園靖、豊川斎赫、能川和浩、野田勝二、
林亨、日隈壮一郎、松下博行、丸尾達、宮尾眞智
環境ＩＳＯ事務局
荒木笙子、小原清香、二瓶麻衣、野田圭子、宮尾眞智

この環境報告書は本学教職員・学生をはじめとした沢山の方々のご協力により作成されました。

　「千葉大学環境報告書２０１７」では人と自然が調和した空
想の千葉大学をテーマに表紙を作成しました。千葉大学 4 キャ
ンパスと周辺地域をベースに様々な建物や人を描いたので実際
の千葉大学と比べながら見ていただければと思います。表紙だ
けでなく中身のほうも千葉大学周辺の地域の方に見てもらうこ
とを目標に、親しみを持って読んでもらえるようなデザインを
目指しました。

デザイナー：猪澤宏志、木山順正、籔静流、
山﨑美優斗、渡辺裕之（工学部４年）

デザイナー
猪澤宏志、木山順正、籔静流、山﨑美優斗、渡辺裕之（工学部４年）

取材・執筆等協力者（敬称略・五十音順）

教職員
朝井理香、阿部洋志、犬伏和之、上原知也、梅木清准、榎本秀雄、岡山咲子、倉阪秀史、佐藤之彦、鮫島隆行、鈴木規道、宋チョロン、
竹内望、竹内茉莉子、徳久剛史、中原秀登、西田直海、幡野雅彦、星永宏、松下博行、宮尾眞智、矢貝史樹、安岡善文、横田明美
西千葉・亥鼻地区環境ＩＳＯ学生委員会
浅輪光、新井春香、石尾朔歩、石塚郁海、上田幸秋、尾島匠、柿原啓人、岸谷和樹、釘本元気、近藤優衣、鷺谷駿、佐野春生、
上戸雅晶、須永美春、高橋穣太郎、竹田滉、中野和、西雄太郎、蓮見優花、長谷川峻介、長谷川雅人、林田裕紀、原紗和子、
桧森佑太朗、日隈壮一郎、菱田朋佳、牧野愛子、町口奈緒子、三浦菜摘、嶺康平、森田航平、山口逸平、吉川雄樹
松戸・柏の葉地区環境ＩＳＯ学生委員会
石野果歩、佐々木圭、千葉敦、廣瀬雅人、藤代杏澄、松井詩央里、松井敬亮、谷中稔侑、世継加奈
一般学生・院生
石川愛海、石口純輝、何智慧、木戸屋昌利、斎藤哲、佐渡広一、三宅由惟、毛利胡桃
その他
上野信広、NPO 法人環境ネット、沖野好規、奥真美、佐賀熙、佐藤万寿夫、西嶋恵美理、貫井浩、林功、樋口良治、廣部亘亮、
富士ゼロックス千葉株式会社、星野哲朗、水上翔平、向成央、和泉竜也

編集担当者
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