
千葉大学では、エコでクリーンなキャンパスを目指して綿密な計画を立て、環境・
エネルギーマネジメントシステムを運用しています。そして、年度末にはその 1 年
の運用を振り返り、学長がフィードバックを行うという方式を年々続けてきました。
その結果、全国でもトップ水準のエネルギー効率を誇るキャンパスとなっています。

4
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内部監査の結果

66

内部監査の実施

４．環境・エネルギーマネジメントシステムの運用状況  ～永続的な運用を目指して～

　2017年９月27、28、29日の３日間、内部監査員研修を受けた監査員（教職員88名、環
境ＩＳＯ学生委員会70名）計158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
132ユニット（西千葉70、松戸・柏の葉16、亥鼻46）を対象とする内部監査を実施しました。
2017年度は、過年度に重大な要改善点があり改善できていないユニット、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、省エネリーダー会議のリーダー選出単
位の部局、ユニット、新設されたユニット、ユニット環境責任者を変更したユニット、特に監査
対象としておく必要があると認められたユニットの条件で、対象ユニットを選定しました。

2017年度内部監査の指摘結果　　（　）は2016年度

※良好ユニットとは重大または軽微な要改善点の指摘がなかったユニットのこと

▲ヒアリングによる監査の様子 ▲現場確認の様子

１．重大な要改善点の件数、監査ユニットあたりの平均指摘件数、前年度比
　　増加

　すべての重大な要改善点の指摘 90
件の内訳に関して、化学物質に関
する重大な要改善点の指摘が 50 件
(56％ )、その内毒劇物に関する重大
な要改善点の指摘のみで31件 (34％ )
でした。これは本年度発生した劇物紛
失事件を背景に毒劇物の管理の徹底を
全学的に行う一環として内部監査でも
厳格化したためです。また、重大な

要改善点の平均指摘件数が増加した
キャンパス（西千葉：0.39 件増・亥鼻：
0.3 件増）では、軽微な要改善点の平
均指摘件数も増加（西千葉：0.25 件・
亥鼻：0.34 件）。一方、松戸・柏の葉
キャンパスでは重大な要改善点の平
均指摘件数 0.13 件、軽微な要改善点
の平均指摘件数0.15件減少しました。

２．監査結果が良好なユニットの比率
　　が前年度比減少

　監査結果が良好なユニットの比率
が、西千葉では 65％→ 70％、松戸・
柏の葉では 38％→ 50％、亥鼻では、
60％→ 35％となり、全体では 59％
→ 55％と減少しましたが、これは
2017 年度よりも非実験系ユニットの
監査数が減り、相対的に実験系ユニッ
トの監査対象の割合が高くなったこと
が影響しています。
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内部監査結果を踏まえた改善意見

4 5

　なお、昨年度に新設された「フロンを
含む機器の管理にかかる項目」は、３ヶ
月に１度の簡易点検を行っていない場
合「観察事項」となり９件でした。また、
部局事務がフロン点検記録簿を作成し
ていない場合は「軽微な要改善点」とな
り１件でした。引き続き、各ユニットに
周知を図ることが求められます。

　監査を強化して３年目となる「高圧
ガスボンベの管理にかかる指摘」につ
いては 54→ 23件（28％→ 17％）と
改善しましたが、引き続き周知徹底を
図る必要があります。

7 8

　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（0.01件）と昨年から増加傾向
にあります。これはエネルギー効率改
善チェックシートの未作成ユニットが
４件あるためで、EnMSの効果が表れ
るためにも各ユニットが主体的に関連
項目を認識することが求められます。

　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。

1 2 3

　内部監査の指摘事項にもとづく運用
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。

　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、化学物質に
関する指摘が最大の割合 (56％ ) 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。

　本年度新設された「毒劇物保管庫の
鍵の管理にかかる項目」は毒劇物専用
保管庫の鍵をその部屋内に誰でも利用
できる状態で放置されている場合「重
大な要改善点」となり 5件でした。保
管庫の施錠のみでは管理が行き届いて
いるとは言えないため、各部局での周
知徹底を図る必要があります。

6

　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、化学物質の管
理体制の厳格化に伴い質問内容の細分
化したためであります。毒劇物管理に
関する指摘事項の中には本年度のみ軽
微な要改善点で、来年度以降重大な要
改善点となる項目があります。今一度、
各部局・ユニットで主体的に改善を図
り、管理の徹底を進めていくことが求
められます。

　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。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。

内部監査統括コメント　工学部３年（当時）長谷川雅人

　内部監査の計画を行うにあたり、スケジュール管理やメールのや
り取りなど実践的に学ぶことができました。また、監査チームは学
生と教職員が一緒になるのでさまざまな視点からの考えを聞く貴
重な機会となりました。

   学生のかかわり　　　
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内部監査における良好事例の紹介

金田平太郎准教授
大学院理学研究科理学部地球科学コース

地形学研究室

西田芳弘教授、中村一樹総務係長
松戸・柏の葉地区安全衛生委員会

米元雄一係長
未来医療系事務部　管理企画課

研究支援係

環境係を中心とした環境活動
独自の薬品管理システムで
不要薬品をリユース

LED導入や空調設備の交換で
環境に配慮した研究室に

　私たちの研究室では、メンバーが
ともに生活しやすい環境を学生自ら
が自覚をもって整える目的で、約５
年前から環境係を１～２名、学生研
究室メンバーから募っています。環
境係の仕事は、ごみの分別の管理、
環境ＩＳＯ学生委員会の内部監査や
外部審査への立ち会いなど多岐にわ
たります。研究室のあるフロアには
ミックス古紙回収カートがないた
め、回収ボックスを独自に設置して
一時保管し、満タンになれば環境係
がカートへ運びます。また、裏紙に
なるものと紙ごみになるものを分別
して回収し、裏紙は誰でも利用でき
るようになっています。さらに、環
境目的・環境目標・実施計画のうち、
特に守ってもらいたい点を標語のよ
うな形でまとめて研究室内の全部屋
に掲示し、研究室メンバーの自覚を
促しています。

　園芸学部では、退官される先生が
試薬の処理に困ってそのまま放置し
たり、不要な試薬が倉庫に大量に残
されたりすることが問題となってい
ました。そこで、松戸・柏の葉地区
安全衛生委員会では大学の化学物質
管理システム（CUCRIS）の導入に
伴い、独自に不要薬品を管理するシ
ステムを作りました。研究室で不要
となった試薬を回収し、共用試薬と
して管理します。新たに試薬を必要
とする研究室が、共用試薬に登録さ
れているものをリユースできる仕組
みです。このシステムの運用によっ
て、試薬の処理費用を約５分の１に
軽減させるとともに、学生に対する
リユースの教育にもつながっていま
す。教職員、学生ともに一人一人が
しっかりと薬品管理の意識を持つこ
とができるよう、講習会も実施して
います。

　真菌医学研究センターでは、2016
年度より 26 台の iPad を導入し、教
員会議での資料の閲覧に使用してい
ます。資料を紙媒体から電子媒体に
移行することで、紙資源の削減に貢
献したり、印刷の手間を省いて業務
の効率化を図ったりしています。
　真菌医学研究センターは、2010 年
に文部科学大臣より「共同利用・共
同研究拠点」に認定されました。「共
同利用・共同研究拠点」とは、個々
の大学の枠を越え、研究設備や資料・
データ等を全国の研究者が共同で利
用したり、共同研究を行ったりする施
設のことです。この認定を受けて年々
進めているオープンリサーチラボの
整備において、LED 電球を導入した
り、空調設備をエネルギー効率の良
いものに交換したりしました。共有
部分の照明の LED化率は 35％となっ
ています。

　2017年度の内部監査において、ほかのユニットへの水平展開が望ましい取り
組みである良好事例が複数ありました。それらのユニットの環境管理責任者に環
境ＩＳＯ学生委員が取材に伺いました。

▲自作の裏紙・ミックス古紙
　回収ボックス

▲化学薬品の適正管理に関する
　教職員向けの講習会の資料（一部）

▲改修中の研究室に新たに導入された
　LED電球
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環境目的・環境目標と達成度評価一覧

４．環境・エネルギーマネジメントシステムの運用状況  ～永続的な運用を目指して～

　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（2017～2019年度）、環境目標は短期（2017年度）
の視点から設定しています。

環境方針 I　総合大学としての特長を活かした環境教育・研究

環境方針 II　環境負荷の少ない緑豊かなキャンパスづくり

西千葉

亥鼻

松戸

柏の葉

西千葉

地区

地区

対象部門

対象部門

環境目的

環境目的

2017年度環境目標

2017年度環境目標

主な取り組み

主な取り組み

達成度

達成度

未達成理由

未達成理由

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。

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。

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。

大学・大学院における環境
教育・学習を充実する。

大学における環境関係の研
究を充実する。

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。

一般教育・ 研究
部門 / 実験系教
育・研究部門

共通事項

附属学校部門

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。

用紙類の使用量を前年度比で
1%以上削減する。

用紙類の再利用・分別・回収を
キャンパス全体に浸透させる。

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。

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。

環境に関係する教育・学習の機 
会を維持し、増加させる。

環境に関係する研究を推進する。

・環境関連科目 :357科目 (前年度比+44)
・環境関連書籍 :4304冊 (前年度比+107) 
・環境関連科目の情報をHPで公開

・紙類購入量 (A4版換算前年度比102.7%)

・紙類購入量 (A4版換算前年度比78.6%)

・紙類購入量 (A4版換算前年度比115.5%)

・紙類購入量 (A4版換算前年度比61.9%)

・環境関連科目 :20科目 (前年度比+1) 
・環境関連書籍 :55冊 (前年度比0) 
・環境関連科目の情報を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、クリーンデー 
【小学校】環境 ISO校内美化委員会の継続 
【中学校】環境 ISO委員会の継続

・環境関連科目 :461科目 (前年比+38) 
・環境関連書籍 :795冊 (前年比+10)
   【2017年 10月時点】

・環境に関する研究を推進

・環境と健康に関する教育研究を推進

・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

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

・節水型設備の導入の推進
・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

・裏紙再利用の推進
・古紙回収システムの推進

・水資源投入量 (前年度比105.3%)

・水資源投入量 (前年度比95.9%)

・水資源投入量 (前年度比138.8%)

・水資源投入量 (前年度比94.2%)

・古紙回収システムの推進
・裏紙再利用の推進

・理学部3号館の実験機器冷却
水用の井水バルブの故障によ
る増加のため

・図書館における水道管の破損
及び圃場における井水の漏水
の発生による増加のため

・イベント増に伴うチラシ類の
増加のため

・留学生の増加に伴う資料の増
加のため

西千葉

亥鼻

松戸

柏の葉

西千葉

亥鼻

松戸

柏の葉

全地区

西千葉

亥鼻

松戸

柏の葉

達成度基準 目標を達成している項目
目標を概ね達成しているが、
更なる努力が必要な項目

目標を達成できなかった項目
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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。

化学物質の適正な管理を
行う。

実験系教育・
研究部門

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。

化学物質の適正管理を徹底す
る。

各種法規制を確実に遵守する
ための体制を整える。

・化学物質管理システム(CUCRIS)の利用 
・ホームページなどによる有害廃棄物処理手
順の周知 
・基礎研修などにおける化学物質の適正管理
方法の周知 
<  2017年7月に劇物に指定されている硝酸銀 
(約400g)が医学部棟から紛失(7月20日記者
発表)> 
・(紛失事件を受けて )部局の化学物質管理責
任者に、盗難・紛失防止策の徹底を要請 
・9月の内部監査においても化学物質を重点的
に監査 
< 2017年12月の外部審査において工学部でク
ロロホルム(劇物)の使用量記録が7月以降な
されていないことが発覚し、軽微な不適合の
指摘を受ける。> 
・巡回検査、抜き打ち検査を行うなど毒劇物
の管理対策を強化

・化学物質管理システム (CUCRIS)の利用 
・不要薬品類の安全管理・廃棄促進

分別表示による分別促進

・グリーン調達方針の学内への周知を継続

毒劇物の管理対策の重要性
について徹底されていな
かったため。

入室のための番号キーの変
更、毒劇物保管庫の鍵の保
管場所の配慮など毒劇物盗
難対策が徹底されていな
かったため。

地区 対象部門 環境目的 2017年度環境目標 主な取り組み 達成度 未達成理由

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。

共通事項

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。

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。)

廃棄物の分別と発生抑制に努
める。

・一般廃棄物排出量 (前年度比89.4%) 
・産業廃棄物排出量 (前年度比82.8%)

・一般廃棄物排出量 (前年度比100.5%) 
・産業廃棄物排出量 (前年度比100.9%)

・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
・ごみ分別ステッカー貼付の継続
・大学祭での分別と発生抑制の促進

・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
・大学祭での分別と発生抑制の促進
・古本市の実施

・一般廃棄物排出量 (前年度比85.5%) 
・産業廃棄物排出量 (前年度比79.0%)

・リ・リパック回収促進活動 
・使用済みインクカートリッジ回収促進 
・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 
・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

・一般廃棄物排出量 (前年度比68.8%) 
・産業廃棄物排出量 (前年度比67.8%)

真菌医学研究センターにお
ける特別管理産業廃棄物の
増加、RI施設廃止に伴う放
射性廃棄物の処分による増
加のため亥鼻

西千葉

松戸

柏の葉

全地区

西千葉

亥鼻

松戸

柏の葉
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地区 対象部門 環境目的 2017年度環境目標 主な取り組み 達成度 未達成理由

排水中の有害物質の濃度
を定常的に低い値に下げ
る。

廃水の浄化を促進する。

生ごみの発生量を抑制す
る。

廃油の発生抑制・適正処
理を行う。

グリーン購入の取り組み
を促進する / 普及を進め
る。

物品販売に伴う廃棄物の
削減・循環利用を定着・
促進させる。

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。

共通事項

食堂部門

物品販売部 
門

書籍販売部 
門

物品販売部 
門

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 )。

下水道排除基準を確実に遵守
する。

廃水の浄化のためのシステム
を運用する。

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。

生ごみの発生量を把握し、減
量に努める。

廃油の発生抑制・適正処理の
ためのシステムを運用する。

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。

物品販売に伴う廃棄物の削
減・循環利用を促進する。

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。

環境関連書籍の情報提供を進
める。

・毎月下水濃度計量検査を実施
<窒素について自主検査による下水排除基準
の超過があった>

・毎月下水濃度計量検査を実施
(下水排除基準超過無し )

・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

・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

・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

・廃油の発生抑制 (ろ過機能付きフライヤー
の導入・清掃等 )
・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等 ) 
<亥鼻地区において自主検査によるノルマル
ヘキサン抽出物質の下水排除基準超過が2件 
起こった>

・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

・生協におけるレジ袋有料化制度の継続
・使用済みインクカートリッジ等の回収

・生協におけるレジ袋有料化制度の継続
・使用済みインクカートリッジ等の回収

・生協におけるレジ袋有料化制度の継続
・リ・リパックによる弁当販売の継続
・使用済みインクカートリッジ等の回収

・ブックセンターにおいて社会情勢に適した
環境関連書籍の取り扱い
・環境関連書籍の啓発を実施

・店頭で環境関連書籍の取り扱い

・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

下水に流入する窒素量を十
分に削減できなかったため

グリストラップに相当する
設備の機能が不十分であっ
たため。

西千葉

松戸

亥鼻

西千葉

亥鼻

松戸

西千葉

松戸

松戸

柏の葉

西千葉

亥鼻

松戸

西千葉

亥鼻

松戸

西千葉

亥鼻
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・柏の葉地区のキャンパスエコマップの作成環境ＩＳＯ学生委員会と連携
を図る。

・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

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。

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。

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。

共通事項

環境ＩＳＯ学生委員会を
維持・発展させる。

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。

環境方針 III　学生主体の環境マネジメントシステムの構築と運用
地区 対象部門 環境目的 2017年度環境目標 主な取り組み 達成度 未達成理由

・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
・前年度から約60名の新入生が加入
・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

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。

・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

西千葉

亥鼻

松戸

柏の葉

西千葉

亥鼻

松戸

地区 対象部門 環境目的 2017年度環境目標 主な取り組み 達成度 未達成理由
有効利用される落ち葉の
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。

構内の緑を維持・管理す
る。外回り部門

外回り部門

外回り部門

落ち葉の有効利用を展開す
る。

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。
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。

・堆肥化「けやきの子」プロジェクトを進め
る
・落ち葉の有効利用方法に関する情報収集

キャンパスの緑の適正な
管理システムを運用す
る。

キャンパスの緑の管理システ
ムの継続的な改善に努める。

・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

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。

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。

・学生の実習等による管理

・喫煙所を定め、喫煙マナーとともに周知 
・HP等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

・落ち葉堆肥化プロジェクト継承の体制整備

・構内緑地の維持・管理
・緑化活動の促進
・清掃の企画・水辺空間の管理方法検討

構内の美化・清掃を進め、
構内環境を適正に維持す
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。

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。

定期的に構内の美化・清掃を
行う。

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。

分煙環境及び喫煙マナーの水
準を維持する。

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。

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。

・定期的な構内美化・清掃を実施
・放置自転車抑制の方法を検討、ポスター掲
示

・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
・基礎研修やポスターによる自転車利用マナー
の啓発
・シェアサイクル利用の促進

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

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。

さらなる分煙環境の整備のた
めに喫煙に関する情報を収集
するとともに、喫煙マナー向
上を推進する。

・喫煙所の配置の確認
・学生、教職員への喫煙アンケート

共通事項/ 
外回り部門

外回り部門

共通事項/ 
外回り部門

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。

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。

・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

西千葉

松戸

西千葉

松戸

柏の葉

亥鼻

西千葉

松戸

西千葉

松戸

亥鼻

柏の葉

喫煙マナー、喫煙所の周知
は出来たが、周知の効果が
見られず、十分ではなかっ
たため。



・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

・海外の環境系会議等での発表や受賞
・留学生を対象に英語による基礎研修を実施
・基礎研修や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

・留学生ガイダンス時における基礎研修の実
施

・基礎研修資料の英訳

・環境報告書を公表

・環境報告書を公表
・活動報告書の作成

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。共通事項

共通事項

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。

地域社会の主体的な参加
を得る。

地域交流を盛んにする。

学内外へ情報公開を行
う。

環境ISO活動について国
際的な情報交換を行うと
ともに留学生の環境活動
推進を図る

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。

環境方針 IV　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
地区 対象部門 環境目的 2017年度環境目標 主な取り組み 達成度 未達成理由

・西千葉地区環境 ISO実行委員会での地域
代表の参加
・環境報告書に関する意見交換会の開催
・「いそちゃんだより」の発行
・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

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。

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。

環境に関した国際的な情報発
信を行い、留学生との交流を
通じて相互に環境意識の向上
を図る

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。

・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
・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

西千葉

亥鼻

松戸

柏の葉

亥鼻

松戸

西千葉

松戸

西千葉

亥鼻
柏の葉

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。

共通事項
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。

環境方針V　国立大学でトップ水準のエネルギー効率の維持
地区 対象部門 環境目的 2017年度環境目標 主な取り組み 達成度 未達成理由

・総エネルギー投入量 (前年度比100.6%) 
・電気使用量 (前年度比100.3%) 
・都市ガス使用量 (前年度比101.8%)

・総エネルギー投入量 (前年度比101.2%) 
・電気使用量 (前年度比101.2%) 
・都市ガス使用量 (前年度比101.6%)

・総エネルギー投入量 (前年度比96.6%) 
・電気使用量 (前年度比95.5%) 
・都市ガス使用量 (前年度比96.9%)

・総エネルギー投入量 (前年度比72.2%) 
・電気使用量 (前年度比68.4%) 
・都市ガス使用量 (前年度比100.5%)

・省エネリーダー会議の開催
・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
・省エネイベントの実施
・省エネ啓発ポスター
・ステッカーを掲示
・エアコンフィルター清掃

松戸

柏の葉

全地区

西千葉

亥鼻

・工学部・理学部等外部資
金獲得に伴う研究活動が増
加したため

・医学研究院の教職員数が
約 7%増加するとともに、
外部資金獲得に伴う研究活
動が増加したため

・度重なるGHPの故障 (29 
年度のみで5度故障 )によ
り、稼働効率が低下したこ
とに伴うガス使用量の増加
のため

環境目的・目標・実施計画への学生のかかわり
　環境ＩＳＯ学生委員会の書記を中心に、毎年各キャ
ンパスにおける環境目的・目標・実施計画の原案を作
成します。達成度評価についても、学生が情報を集め
て、一覧にまとめ、環境ISO企画委員会に提出します。

書記コメント ( 文学部 2年 田中ひかる )
　目標・目的・実施計画の策定から達成度評価に至るまでキャンパス
単位という大きな規模での環境マネジメントシステムを学生の力で運
用するという貴重な経験をすることができました。以後は、目的をしっ
かりと認識したうえで、活動の実施・改善に取り組んでいきたいです。

2017 年度のキャンパスごとの環境目的・環境目標・実施計画は大学ウェブサイトに掲載▲

編集担当：桧森佑太朗・森田航平（法政経学部３年）、滝沢友莉子・村田理沙（園芸学部３年）、田中ひかる（文学部２年）
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法規制順守の取り組み
　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月には大学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。

環境関連法規制の概要
　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。

法規制順守のための体制の確立
　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。
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環境関連法規制等の順守状況

４．環境・エネルギーマネジメントシステムの運用状況  ～永続的な運用を目指して～

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

１．手順書等の作成
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。

２．研修等の実施
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。

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
・フロン排出抑制法など

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

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

NetFM（ネットエフエム）とは
　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。
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環境関連法規制の順守手順
　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。

劇物紛失事件と再発防止策
　2017年 7月に劇物に指定されている硝酸銀（約400ｇ）が医学部棟から紛失し、千葉中央署に盗難届を提出しました（7
月 20日記者発表）。千葉大学では化学物質管理システムの更なる運用管理の徹底や定期的な在庫確認など、再発防止策を
講じるほか、全教職員の化学物質管理に対する意識の向上をはかりました。
　具体的には、全部局の化学物質管理責任者に対して注意喚起文書を周知し、本事件の共有と千葉大学化学物質管理マニュ
アルの周知の徹底要請、盗難・紛失防止策の徹底要請を行いました。また、化学物質管理運営委員会が、全学に対して「研
究室における毒劇物の管理状況調査」を行い、保管庫の設置、施錠、表示、管理記録の整備について確認を行い、大学運
営会議にて調査結果の説明と徹底管理の依頼をしました。9月の環境 ISO内部監査においては、毒劇物の管理に関する質問
項目を追加して監査強化をはかりました。さらに、10月には全学の「化学物質管理マニュアル」における毒劇物の取扱項
目を改訂するとともに、全学で使用できる毒劇物管理簿および特別管理物質管理簿を策定しました。2018年 4月に実施し
た環境 ISO基礎研修の場でも、化学物質の管理の徹底について再度周知しました。

環境関連法規制の順守結果
　2017年 4月 1日から 2018年 3月 31日までの間に、環境に関する訴訟・違反等はありませんでした。また、自主検査
による8件の下水排除基準超過がありました。このほか、松戸地区においては、下水排除基準を超える窒素の排出が確認
されており、対応策の効果を経過観察中となっています。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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物質収支（マテリアルバランス）

４．環境・エネルギーマネジメントシステムの運用状況  ～永続的な運用を目指して～

　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。
　2017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
料編をご覧ください。

総エネルギー投入量
　793,684 GJ

　97.9 %
電気使用量

62,193千kWh
100.0 %

都市ガス使用量
4,094千m3

91.7 %
A重油使用量

25.79 ㎘
97.9 %

灯油使用量
64.73 ㎘
133.0 %

エネルギー

水資源投入量
　483.95千m3

99.8 %
上水使用量

317.02千m3

95.1 %
地下水使用量

166.93千m3

110.2 %

水資源

化学物質投入量
17.17 t
93.5 %

紙類（A4判換算）購入量
36,509千枚

99.3 %
トイレットペーパー購入量

157.20千ロール
100.9 %

主要物質

二酸化炭素排出量
　39,643 t-CO2

　98.0 %
硫黄酸化物（SOX）排出量

0.027 t
37.0 %

下水排出量
320.38千m3

93.0 %
BOD排出量

60.06 t
74.1 %

大気・水域への排出

化学物質排出量・移動量
　17.22 t
　96.3 %

廃棄物総排出量
3,100.85 t
94.2 %

廃液排出量
46.28 ㎘
107.2 %

キャンパス外への移動

空きビン
49 t

　84.5 %
空きカン

14 t
100.0 %

ペットボトル
99 t

100.0 %
古紙類

375 t
86.6 %

主な再資源化品目

再資源化
（マテリアルリサイクル）

INPUT
資源の投入量

OUTPUT
環境への排出学内の主な活動

▼ ▼

教育

研究

診療

課外活動

●基本情報
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：2017年度（2017年４月１日～2018年３月31日）



2017 年度の環境会計
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環境会計

４．環境・エネルギーマネジメントシステムの運用状況  ～永続的な運用を目指して～

　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」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2017年度の環境保全コストは6.8億円（うち投資額3.0億円、費用額3.8億円）でした。また、環境保全対
策に伴う経済効果は、光熱水使用料金の値上げ等のため0.8億円のマイナスとなりました。
環境保全コスト

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」

●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。

環境保全対策に伴う経済効果 [単位：千円 ] 

※1：PRTR法対象化学物質
※2：生物化学的酸素要求量

環境保全効果 [単位：物量 ]



78

　「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。

2017年 11月 22日
千葉大学長　　徳久　剛史

学長によるフィードバック

４．環境・エネルギーマネジメントシステムの運用状況  ～永続的な運用を目指して～

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。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、毒劇物をはじめとする化学物質の管理の徹底不足がみられるため、
これらを徹底するとともに、引き続き高圧ガスボンベの管理の徹底にも注力す
ること。

２．目的目標の達成状況に対応して
とくに、右記の項目について確
実に改善を図ること。

また、右記の項目について引き
続き対策を行うこと。

・毒劇物の管理の徹底とCUCRIS の運用徹底に注力するとともに、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。

・エネルギー消費量の削減に関する対策を行うとともに、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。

・下水排除基準違反を未然に防止するよう十分に対策をすすめること。

・紙の使用量の削減と古紙の有効利用を進めるための措置を講ずること。

・学内および最寄り駅周辺での駐輪マナーの向上を含め、構内での交通環境を
改善させるために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
　　（遵守状況の有効性評価）

　2017 年度に発生した劇物紛失事件に対応して毒劇物の管理を徹底すること。
また、引き続き高圧ガスボンベの管理を徹底することと。西千葉・松戸・柏の
葉地区では改善しているものの、キャンパスにおける（特に亥鼻地区）での水
質基準の順守をさらに徹底すること。
　下水排除基準違反に対応して、各キャンパスにおいて発生源を特定するとと
もに、排水管等の洗浄、化学物質等の下水への混入防止のための啓発などの対
策を進めてきた。2015 年度に比較して、2016 年度は今のところ、件数は減少
してきているものの、なお、下水排除基準違反が見られているため、さらに、
未然防止に努めていく必要がある。
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学長によるフィードバックの様子

　環境管理責任者（教員系）の倉阪秀史教授、同（事務系）
の松下博行施設環境部長、内部監査責任者の上野武教授が、
内部監査の結果や目的・目標の達成状況などを記した「見
直しのための情報」と、昨年度の学長見直しの指摘事項に
対するフォローアップ結果について学長に報告し、その結
果をもとに、学長より「学長によるフィードバック」が示
されます。これはPDCAサイクルの最終段階ということで、
環境ＩＳＯ学生委員会の学生も陪席して見届けました。

▲最奥の中央が徳久学長、手前が学生たち

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、および前年度比増加し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。

７．要改善点の達成状況に対応して 　内部監査で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。

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

　法規制について制定・改訂時には，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。建物の新営・改修工事において LED 照明の導入拡大を進
めるとともに，新技術の開発時において導入の検討を行なうこと。

１０．全体を通じて 　千葉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他大学、報道メディアに対してさらに広報 PR を強化する
こと。また、国内外のサステイナブルキャンパス構築推進のため、千葉大学の
事例やノウハウに関して、国内外の大学関係者に対する情報発信を強化するこ
と。学生を中心として、地域社会と連携した取り組みを強化すること。亥鼻キャ
ンパス関係学部のメンバーを含め、環境 ISO 学生委員会メンバーの人数が継続
的に確保できるように努力すること。
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昨年の学長によるフィードバックでの指摘事項 フォローアップ結果

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。

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。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、毒劇物と高圧ガスボンベ
の管理の徹底不足がなおみられるため、これらを徹底する
こと。

下水排除基準違反を未然に防止するよう十分に対策をすす
めること。とくに、松戸・柏の葉キャンパスでの窒素 ･リ
ン、亥鼻・西千葉キャンパスでの各種化学物質・油分につ
いては、十分に留意すること。

CUCRIS 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。

紙の使用量の削減と古紙の有効利用を進めるための措置を
講ずること。また、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。

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。大学運営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。毒劇物や高圧ガスボンベの管理方法については専用の写真
入り説明資料を作成し、2017年度の「環境エネルギーマネジ
メントマニュアル」に収録したほか、年度初めのユニット環境
責任者向け説明会でも周知を行った。また、2017年度内に発
生した劇物紛失事件を踏まえて全学的に毒劇物の管理状況を調
査するとともに、内部監査における監査の強化を行った。

下水排除基準違反については、西千葉・松戸・柏の葉地区では
改善したが、亥鼻地区で増加した。2016年4月から2017年10
月まで時点で自主検査で14項目（すべて亥鼻地区）判明し注意
喚起を行った。引き続き完全に遵守できるよう徹底すべきである。

写真入りの説明資料を「環境エネルギーマネジメントマニュ
アル」に収録しているほか、ユニット環境責任者向けの研修
で説明し、内部監査においても厳しく確認することで、普及
啓発に努めている。内部監査の結果から高圧ガスボンベの管
理状況は改善しているといえる。不要薬品については化学物
質運営委員会において廃棄キャンペーンを行った。

2016 年度の紙類購入量は前年度比 4.3％減少した。一般廃
棄物排出量は前年度比 3.0％減少した。また、2017年度か
ら環境ＩＳＯ学生委員会の提案により、古紙の有償回収をス
タートした。今後、有償分の売上を活用した還元施策により
更なる構成員の意識向上を図っていく。

また、以下の項目について引き続き対策を行うこと。

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。

学内および最寄り駅周辺での駐輪マナーの向上を含め、構
内での交通環境を改善させるために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。

各ユニットでチェックシートを運用して自己点検を行うこと
で、エネルギーの効率改善につとめている。また、省エネリー
ダーを中心とした各部局での省エネに対する取り組みを行っ
ているものの、2016年度の総エネルギー投入量は対前年4.0％
増加した。さらなる取り組み強化が必要であり、2017年度は
エネルギーの使用量の抑制に努めるよう会議及びメール等で
全学に配信し、全学において意識強化に取り組んでいる。

2017年3月にシェアサイクルがリニューアルして50台が稼働
した。基礎研修において、自転車のマナーやシェアサイクルの
利用に関する普及啓発のためのリーフレットを配布した。また、
2016年9月～12月に交通環境対策WGを開催し、西千葉駅の
駐輪対策、臨時駐車場、シェアサイクルなどについて検討した。

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。

以下のとおりの取り組みを進めている。
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３．法律・条例の達成状況に対応して

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。下水排除基準違反に対応し
て、各キャンパスにおいて発生源を特定するとともに、排水管
等の洗浄、化学物質等の下水への混入防止のための啓発などの
対策を進めてきた。2015年度に比較して、2016年度は今のとこ
ろ、件数は減少してきているものの、なお、下水排除基準違反
が見られているため、さらに、未然防止に努めていく必要がある。

下水排除基準違反については、西千葉・松戸・柏の葉地区
では改善したが、亥鼻地区で増加した。2016 年 4 月から
2017 年 10 月までに自主検査で 14項目判明し注意喚起を
行った。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、近年内部監査においても監査を強化し
てきたことにより、改善されてきている。

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。

省エネリーダー会議において省エネ行動計画の実施状況お
よび達成状況を確認した。

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・緊急事態対応訓練研修が行わ
れるようにさらに努力を行うこと。

４月に各ユニットにおいて専門研修と緊急事態対応訓練研
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。

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。

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。

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。

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。2017
年度には Net FM 施設利用状況調査の結果により各種
チェックシートの「該当状況」に自動的に印がつくように
改良し、各ユニットの回答の手間の軽減に努めた。

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

法規制について制定・改訂時には，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。建物の新営・改修工
事において LED 照明の導入拡大を進めるとともに，新技
術の開発時において導入の検討を行うこと。

環境法令・環境条例を第一法規株式会社のWeb 版「エコ
ブレイン環境条例ナビプレミアム」で各構成員が閲覧で
きる環境を整備している。平成 28 年度工事実績において
LED照明を 440 台、LED防犯灯 6台導入を進めた。

10．全体を通じて

千葉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他大学、報道メディ
アに対してさらに広報 PRを強化すること。亥鼻キャンパ
ス関係学部のメンバーを含め、環境ＩＳＯ学生委員会メン
バーの人数が継続的に確保できるように努力すること。

環境ＩＳＯ学生委員会がISCN Awardを受賞したり、国際会議で
事例発表するなど、国際的なPRが強化された。また、京葉銀
行との協同ecoプロジェクトにおいて記者会見を行ったり、各
種企画を報道機関にプレスリリースしたりすることで、広報PR
を強化した。また、エコプロダクツ展等のエコイベントでブー
ス出展したり、他大学で学生が特別講義を行うなど対外的な広
報も継続して実施している。メンバー数については前年度から
は減少したがシステム運用に必要な人員は確保できている。

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。

部局ごとのエネルギー原単位について、類似の部門にかか
る国立大学法人の平均値（基準値）と比較して省エネリー
ダー会議で確認を行っている。基準値を越えている（また
は同値）部局のうち、対前年増加している部局は２つあった。




