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　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、学長が
1年間の運用と成果を振り返り、フィードバックを行うという方式を毎年続け
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。
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　2018 年 9 月 26、27、28 日の 3 日間、内部監査員研修を受けた監査員計 172 名（教職

員 88 名、環境ＩＳＯ学生委員会 84 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 133 ユニット（西千葉 76、松戸・柏の葉 10、亥鼻 47）を対象とする内部監査
を実施しました。2018 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約半分のユニット、新設されたユニット、ユニット環

境責任者が変わったユニット、継続審査に向けて監査対象としておく必要があると認め

られたユニットという条件のもとに対象ユニットを選定しました。

内部監査の実施

内部監査の結果

2018 年度内部監査の指摘結果（　）は 2017 年度

編集担当：市川太貴（法政経学部３年）

　重大な要改善点の指摘件数が前年度から半減しました。監査ユニットあたりの重大な要改善点指摘件数をキャ
ンパス別にみると、松戸・柏の葉キャンパスでは増加し、西千葉・亥鼻の各キャンパスでは減少しました。一
方で、軽微な要改善点の件数はすべてのキャンパスで減少しました。監査ユニットあたりの軽微な要改善件数
の減少は西千葉：0.14 件、松戸・柏の葉：0.15 件、亥鼻 0.57 件でした。重大な要改善点の指摘 43 件の中では、
毒劇物の管理体制に関する重大な要改善点の指摘が 19 件（31 件）で、重大な要改善点の指摘件数の 44%（34％）
を占めていました。これは全学的に毒劇物の管理の徹底を行う中で、全般的な管理状況が改善した一方、一部
の研究室において未だ管理不徹底がみられることが原因として挙げられます。

　良好ユニットの比率は全体的には 56％（55％）と前年度よりも微増しました。しかし、キャンパス別に見ると、
西千葉 54％（70％）、松戸・柏の葉 40％（50％）、亥鼻 62％（35％）となっており、西千葉と松戸・柏の葉キャ
ンパスでは、良好ユニットの割合が前年度よりも減少しました。

１.重大な要改善点の件数が計 43 件（90 件）、監査ユニット当たりの平均指摘件数 0.32 件（0.68 件）となり、

　前年度比減少

２．監査結果が良好なユニット（重大または軽微な要改善点の指摘がなかったユニット）の比率が

　前年度比微増

ヒアリングによる監査の様子 現場確認の様子
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内部監査結果を踏まえた改善意見

編集担当：市川太貴（法政経学部３年）

　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。

　監査を強化して４年目となる「高圧ガスボンベの管理にかかる指摘」については昨年の 23 件から 19
件に減少しましたが、転倒防止措置不十分など「重大な要改善点」の指摘は８件ありました。大規模地
震の可能性が指摘されているところ、引き続き周知徹底を図る必要があります。

　環境目的・目標・実施計画未作成という指摘が６件と増加しました。一方、前年度に増加したエネルギー
効率改善チェックシート未記入という指摘の件数は前年度よりも減少しました。ともに「重大な要改善
点」であり、引き続き周知徹底を図る必要があります。

　内部監査で見いだされた良好事例については、前年度に引き続き、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。

●内部監査統括のコメント　法政経学部３年（当時）平山裕之
　内部監査統括として、環境規制を理解したうえで、150 人超をまとめることはと
てもやりがいのあるものでした。また、事務連絡や PC 作業のスキル向上等、実践
的な経験を積むことができ、大変価値のあるものとなりました。環境ＩＳＯ事務局
の方々をはじめとして、ご協力していただいた教職員、学生ら多くの人たちに感謝
します。

　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、毒劇物に関する指摘が最大の割合
(44％ ) を占めています。毒劇物に関する指摘の中では、前年度新設された「毒劇物保管庫の鍵の管理に
かかる項目」での指摘は２件で、前年度の５件よりは減少しました。一方で、毒劇物管理庫に指定ステッ
カー・表示が無い場合（４件）や転倒防止措置がなされていない場合（５件）、残量・使用者の定期的照合・
記帳がなされていない場合（６件）等での指摘は依然として発生しています。毒劇物に関する指摘件数は、
前年度よりも減っていますが、いずれも「重大な要改善点」で、直接重大な事故・事件につながりかね
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。

01

02

03

04

05

学生の関わり
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柳澤	章	教授   大学院理学研究院・理学部
　　　　　　　　化学コース　有機金属化学研究室

渡邉	由芙香		助教   大学院医学研究院・医学部
　　　　　　　　  　　環境労働衛生

プリンターの使い分けでトナーの使用を削減

CUCRIS 係を通して学生が使い方を共有

受け継がれてきた火災対策

　私たち薬品物理化学研究室では、薬物の構造をコンピュータの計算機で改変
しながら設計をします。画面上の設計を分かりやすくするためにはカラー印刷
をするのですが、コストがかかるため必要に応じてモノクロとカラーとでプリ
ンターを分けて使用することをカラープリンターが普及した 15 年ほど前から
行っています。また、片面印刷の使用済み用紙は両面のものと分けて回収し、
裏紙として再び使用しています。
　また、実験室では、安全のため有機溶剤使用等に関する注意事項を壁のプラ
スチックボードに目立つように貼って周知することで、学生たちは注意事項を
守ることができています。

　私たちの研究室では、使用する機器ごとに使用・管理する学生の係を作って
います。その中に CUCRIS（化学物質管理システム）を使用し薬品の登録・
削除などの管理を行う係があります。係の人に下級生や他の学生が聞くことで、
教員が不在の時でも学生同士で CUCRIS の使い方が分かるようになり、結果
として毎年多くの学生が使い方を理解している状態が続いていくシステムと
なっています。
　さらに、薬品管理を行っていく単なる業務上の係としてだけではなく、薬品
について一からしっかりと学び、使用量やリスクに応じて購入・管理を行うな
ど、将来社会に出てからも役に立つスキルを、CUCRIS を通して学ぶといった
教育的な側面にも役立っています。

　私たちは環境労働衛生学といって「働く人の健康をどのように守っていくか」
というコンセプトのもと研究を行なっています。2017 年度 10 月に亥鼻キャ
ンパスで火災が起きましたが、火災では初期消火が非常に大切になります。当
ユニットでは火災対策として濡れタオルを常時設置しています。これは私たち
の当たり前として受け継がれてきている火災対策です。考えられる事例として
はコンセント周りからの発火、あるいは実験室からの発火です。小さい炎であ
れば濡れ雑巾で対応し、その後消火器へという対応になります。
　また、私たちのユニットでは緊急事態対応研修において緊急シャワー（万が
一薬品を被ってしまった時に洗い流すシャワー）の使い方の研修や場所の確認
を行っています。

用途別のコピー機

CUCRIS 係の学生

緊急シャワー

インタビュアー：志賀萌花（園芸学部３年）、市川太貴・細萱桂太（法政経学部３年）
　　　　　　　　橋優実（文学部２年）、高橋哲平（法政経学部３年）、小出ひなた（園芸学部３年）

　 2018 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。それらの一部のユニットに環境ＩＳＯ学生委員が取材に伺いました。

内部監査における良好事例の紹介

星野	忠次　准教授　大学院薬学研究院・薬学部
　　　　　　　　　　  創薬科学講座  薬品物理化学研究室
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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（2016 ～ 2018 年度）、環境目標は短期（同１年間）の視点から

設定しています。

環境目的・環境目標と達成度評価一覧

達成度基準 〇：目標を達成している △：目標を概ね達成しているが、
更なる努力が必要 ×：目標を達成できなかった

西：西千葉キャンパス　　亥：亥鼻キャンパス　　松：松戸キャンパス　　柏：柏の葉キャンパス

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

地区 対象部門 環境目的 2018 年度環境目標 主な取り組み 達成度 未達成理由

西

一般教育・研究
部門 / 実験系教
育・研究部門

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：369 科目（前年度比 +12）
・環境関連書籍：4178 冊（前年度比 +58）
・環境関連科目の情報を HP で公開

〇

亥
・環境関連科目：24 科目（前年度比 +4）
・環境関連書籍：571 冊（前年度比 +3）
・環境関連科目の情報を HP で公開

〇

松
大学・大学院における環境
教育・学習を充実する。

環境に関係する教育 ･ 学習の機会
を維持し、増加させる。

・環境関連科目：412 科目（前年比± 0）
・環境関連書籍：280 冊（前年比 +2） 〇

柏 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。

・環境に関する研究を推進 〇
・環境と健康に関する教育研究を推進 〇

西 附属学校部門
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。

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。

・附属幼稚園・小中学校で環境教育を実施
【幼稚園】クリーンデー ( 環境紙芝居、工作）
【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

〇

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

地区 対象部門 環境目的 2018 年度環境目標 主な取り組み 達成度 未達成理由

西

共通事項

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。

用紙類の使用量を前年度比で１％
以上削減する。

・紙類購入量 (A4 版換算前年度比 102.0％） × 授業の資料等の増加及び
主要なパンフレット刷新
のため

亥 ・紙類購入量 (A4 版換算前年度比 108.0％） ×
薬学共用試験の課題やマ
ニュアルの印刷が増加、
また、医学部では動物実
験各計画書の様式が変更
され、ページ数が増加し
たことに伴い印刷量も増
加しため

松 ・紙類購入量 (A4 版換算前年度比 98.4％） 〇

柏 ・紙類購入量 (A4 版換算前年度比 127.1％） × 会議資料の増加及び主要
なパンフレット刷新のた
め

西

用紙類の再利用・分別・回
収を定着させる。

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

〇

亥
・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

〇

松 ・裏紙再利用の推進
・古紙回収システムの推進 〇

柏 ・古紙回収システムの推進
・裏紙再利用の推進 〇
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地区 対象部門 環境目的 2018 年度環境目標 主な取り組み 達成度 未達成理由

西

共通事項

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。

水の使用量を前年比で原単位１％
以上削減することに努める。

・水資源投入量（前年度比 96.8％） 〇
亥 ・水資源投入量（前年度比 98.0％） 〇
松 ・水資源投入量（前年度比 98.5％） 〇
柏 ・水資源投入量（前年度比 102.5％） × 猛暑に伴う農産物への使

用量増のため

全地
区

・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

〇

西

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。

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。

・一般廃棄物排出量（前年度比 97.7％）
・産業廃棄物排出量（前年度比 94.1％） 〇

・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
・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
・物品や家電、図書のリユース活動

〇

亥

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。)

・一般廃棄物排出量（前年度比 91.6％）
・産業廃棄物排出量（前年度比 91.2％） 〇

・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
・物品や図書のリユース活動

〇

松

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 92.2％）
・産業廃棄物排出量（前年度比 82.4％） 〇

・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
・千葉大学環境規制順守評価チェックシートの
廃棄物関係項目をより詳細にし徹底を図るとと
もに、教授会等において、周知徹底を図った。 

△

各廃棄物は分別方法が表
示してありその指示に
従った保管がされている
が、産業廃棄物置場に掲
示されている指定の看板
に廃棄物の種類が消えて
見えない状態になってい
た。水銀使用製品産業
廃棄物の表示も含め修正
の必要があった（対応済
み）。

柏

・一般廃棄物排出量（前年度比 103.6％）
・産業廃棄物排出量（前年度比 99.0％） △ 業務活動が増えたため

・分別表示による分別促進
・千葉大学環境規制順守評価チェックシートの
廃棄物関係項目をより詳細にし徹底を図るとと
もに、教授会等において、周知徹底を図った。 ×

都市環境園芸農場内にあ
る廃棄物保管場には、廃
棄物処理法で定める保管
場の掲示板が掲示されて
おらず、また保管される
水銀使用製品産業廃棄物
について「廃棄物処理法
施行令」（2017 年 10 月
1 日施行に基づく、「水
銀使用製品産業廃棄物」
（蛍光灯・水銀電池・制
御器リレーなど）の保管
管理がおこなわれていな
かった（対応済み）。

全地
区

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。

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。

・グリーン調達方針の学内への周知を継続 〇

西

実験系教育・研
究部門

化学物質の適正な管理を行
う。

化学物質の適正管理を徹底する。

・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
・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 
・内部監査加えて監査室監査を行うなど管理徹
底を図った

〇亥

松

柏 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
・不要薬品類の安全管理・廃棄促進 〇

松
共通事項 排水中の有害物質の濃度を

定常的に低い値に下げる。

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）。

・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 × 排水量が減ったため

柏 下水道排除基準を確実に遵守す
る。

・毎月下水濃度計量検査を実施
（下水排除基準超過無し） 〇
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地区 対象部門 環境目的 2018 年度環境目標 主な取り組み 達成度 未達成理由

西

食堂部門

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。

・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   

〇
亥

松
・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

〇

西
生ごみの発生量を抑制す
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

〇
亥 生ごみの発生量を把握し、減量に

努める。

西

廃油の発生抑制・適正処理
を行う。

廃油の発生抑制・適正処理のため
のシステムを運用する。

・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） 

〇
亥

松
・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

〇

西

物品販売部門

グリーン購入の取り組みを
促進する / 普及を進める。

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。

・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

〇亥

松

西

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。

物品販売に伴う廃棄物の削減・循
環利用を促進する。

・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 〇

亥 ・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 〇

松
・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

〇

西 書籍販売部門 環境関連書籍に対する関心
を高める。

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。

・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

〇

松 物品販売部門 環境関連書籍を充実させ
る。

環境関連書籍の情報提供を進め
る。 ・店頭で環境関連書籍の取り扱い 〇

西

外回り部門

有効利用される落ち葉の量
を増やす。 落ち葉の有効利用を展開する。 ・堆肥化「けやきの子」プロジェクトの継続

・落ち葉の有効利用方法に関する情報収集 〇

松
落ち葉・放置剪定枝の適切
な処理システムを運用す
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。

・落ち葉堆肥化プロジェクト継承の体制整備 〇

西 構内の緑を維持・管理す
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。

・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

〇

松 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 〇

柏
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 〇

亥
構内の美化・清掃を進め、
構内環境を適正に維持す
る。

定期的に構内の美化・清掃を行
う。

・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

〇
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地区 対象部門 環境目的 2018 年度環境目標 主な取り組み 達成度 未達成理由

西

外回り部門

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。

・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
・自転車回収・譲渡イベントの実施

〇

松
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。

・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

〇

西 外回り部門
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
・喫煙所マップの作成と周知
・禁煙サポート、禁煙支援外来の実施
・健康診断で喫煙者へのパンフ配布

〇

松 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。

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。

・掲示板や基礎研修による喫煙マナーや喫煙所
の周知
・ポスターによる喫煙場所周知の徹底
・健康診断で喫煙者へのパンフ配布

〇

亥 外回り部門 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。

分煙環境の整備及び喫煙マナー向
上の取り組みを推進する。

・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
・健康診断で喫煙者へのパンフ配布

〇

柏 共通事項 / 外回
り部門

分煙環境及び喫煙マナーの水準を
維持する。

・喫煙マナー及び喫煙場所の周知
・健康診断で喫煙者へのパンフ配布 〇

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 2018 年度環境目標 主な取り組み 達成度 未達成理由

西

共通事項

環境ＩＳＯ学生委員会を維
持・発展させる。

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。

・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
・前年度比＋ 4 名の新入生が加入
・各種企画を実施
・活動記録を掲示板・Twitter・ホームページ
等で広報する
・プレスリリースを実施

〇

亥
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。

・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

〇

松
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

〇

柏 環境ＩＳＯ学生委員会と連携を図
る。 ・柏の葉地区のキャンパスエコマップの作成 〇

西
学生の環境意識を高める。 環境活動を通じて学生の環境意識

の向上を図る。

・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 ・亥鼻祭での環境対策の継続と発展

松 学生による自主的な環境活
動を促進させる。

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。

・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 〇
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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 2018 年度環境目標 主な取り組み 達成度 未達成理由

西

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。

・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ステークホルダーミーテ
ィングの開催
・地域の環境系イベントへの出展
・地域住民が参加する学内イベントの実施
・地域広報紙「いそちゃんだより」発行
・他大学や企業への広報活動や講演活動
・プレスリリースの実施

〇

亥 地域社会の主体的な参加を
得る。 地域社会との連携を進める。 ・亥鼻地区環境ＩＳＯ実行委員への千葉市役所

職員の参加 〇

松

地域交流を盛んにする。 地域社会と共に環境活動を行う。

・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

〇

柏
・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

〇

全地
区 学内外へ情報公開を行う。 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。

・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「環境だより」を配布（西千葉）
・プレスリリースの実施
・環境系イベント、他大学の講義、国内の環境
系会議等において取り組み発表
・学生委員会の活動報告書の作成（松戸）

〇

西 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

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

・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
・国際会議において取り組みを発表
・海外の大学からの視察の対応

〇
松

亥
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。

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。 〇

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 2018 年度環境目標 主な取り組み 達成度 未達成理由

西

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。

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。

・総エネルギー投入量（前年度比 99.6％）
・電気使用量（前年度比 99.4％）
・都市ガス使用量（前年度比 100.5％ )

△
夏季授業の増加及び GHP
の老朽化により効率が低
下していることが主な要
因

亥
・総エネルギー投入量（前年度比 98.3％）
・電気使用量（前年度比 98.3％）
・都市ガス使用量（前年度比 98.4％）

〇

松
・総エネルギー投入量（前年度比 105.3％）
・電気使用量（前年度比 107.3％）
・都市ガス使用量（前年度比 92.9％ )

△
新規大型プロジェクトが
始まりイネ栽培用設備を
フル稼働したことにより
電気使用量増加のため

柏
・総エネルギー投入量（前年度比 99.5％）
・電気使用量（前年度比 101.9％）
・都市ガス使用量（前年度比 113.0％ ) × GHP の老朽化により効率

が低下していることが主
な要因

全地
区

・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活動

〇

　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Ｉ
ＳＯ企画委員会に提出します。

2018 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 Web サイトに掲載

　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、PDCA サイクルをしっかりと意識し、目的・目標・実施計画の策定や活
動の実施・改善に取り組んでいきたいです。

[ 環境目的・目標・実施計画への学生のかかわり ]

[ 書記コメント（文学部３年　田中ひかる）]
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環境法規制等の順守状況

法規制順守の取り組み 法規制順守のための体制の確立

環境関連法規制の概要

　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。

　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．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。

　 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。

・大気汚染防止法
・水質汚濁防止法
・水銀汚染防止法
・騒音規制法など

・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

・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

・PRTR 法
・毒物及び劇物取締法
・労働安全衛生法など

・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 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。

公害等に関する法律

地球温暖化対策・省エネルギーに関する法律

リサイクル・廃棄物に関する法律

化学物質・労働安全に関する法律

その他の法律

教職員

法規制順守倫理的行動
大学憲章
行動規範
環境・エネルギー
方針

法令
条例
学内規定
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　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。

　2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日までの間に、環境に関する訴訟・違反はありませんでした。また、
千葉市立入検査による４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、自主点検によ
り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。西千葉・
亥鼻・柏の葉地区での自主点検による基準超過はありませんでした。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に周知を行いました。

　これを受けて環境健康フィールド科学センターにおいて、当該掲示板の修正と管理の見直しを行ったほか、
全学においては、2019 年度の「千葉大学環境規制順守評価チェックシート」の廃棄物関係項目をより詳細にす
るとともに、2019 年の年度初めに行われたユニット環境責任者向け説明会や学内役務契約説明会（事務担当者
への廃棄物の分別・保管の徹底を含む）において周知徹底を図りました。

　2018 年 12 月 3 日行われた ISO14001 の外部審査において、次のことについて不適合の指摘を受けました。

環境健康フィールド科学センターの都市環境園芸農場内にある廃棄物保管場には、廃棄物処理法で定
める保管場の掲示板が掲示されておらず、また保管される水銀使用製品産業廃棄物について「廃棄物
処理法施行令」（2017 年 10 月 1 日施行に基づく、「水銀使用製品産業廃棄物」（蛍光灯・水銀電池・
制御器リレーなど））の保管管理が行われていない。

　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 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。

環境関連法規制の順守手順

法規制等の特定・更新 順守評価チェックシートへの登録 内部監査による確認

環境関連法規制の順守結果

外部審査における不適合の指摘と再発防止策
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		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。2018 年度の物質収支は以下の図のとおりです

（％は前年度比）。詳細なデータは大学 Web サイトをご覧ください。

物質収支 (マテリアルバランス )

　温室効果ガスの排出量のうち直接排出量（スコープ 1）とエネルギー消費に伴う間接排出量（スコー
プ 2）以外のその他の間接排出量（スコープ 3）として、学生・教職員・入構する業者の通学・通勤に
伴う排出量を試算しました。
　2018 年度に千葉大学では 2,300 台の車の入構許可証を発行しました。この車の総年間走行距離を、
通勤手当の常勤・非常勤比率、通勤手当の距離区分などをもとに試算したところ、24,766,108km とな
りました。自動車乗用車の二酸化炭素排出係数 137 g-CO2/km・人を適用すると、千葉大学における通学・
通勤・業者用自動車からの二酸化炭素排出量は 3,393 トン / 年と推計できます。ちなみに、この数値は、
千葉大学から排出される CO2 量 38,144 トン / 年（2018）の 8.9％となります。

（参考）国土交通省「運輸部門における二酸化炭素排出量」平成 31 年 4 月 23 日更新
（https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html）

通勤・通学に伴う排出量について

教育

研究

診療

課外活動
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　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。

環境会計

　千葉大学の 2018 年度の環境保全コストは 4.0 億円（うち投資額 0.4 億円、費用額 3.6 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・光熱水料の電気料単価の値上げにより 1.1 億円の増加
となりました。

2018 年度の環境会計

環境保全コスト ［単位：千円］
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内部監査の指摘に対応して01

　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。とくに、毒劇物をはじめとす
る化学物質の管理が不十分な研究室がまだ残っているため、こ
れらをなくす努力を行うとともに、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。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。
・毒劇物の適正管理を徹底すること。また、CUCRIS の運用徹底
  と、退職などに伴う不要薬品の発生防止に努力すること。
・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。
　また、以下の項目について引き続き対策を行うこと。
・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。

　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。

目的目標の達成状況に対応して

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

02

05

教育研修の実施状況に対応して

要改善点の達成状況に対応して

全体を通じて

学内外の関連する利害関係者からの要望に
対応して

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

法律・条例の履行状況に対応して ( 遵守
状況の有効性評価 )

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

06

07

10

08

09
03

04

　毒劇物の管理を徹底させるとともに、水銀汚染防止法の適切
な施行を進めること。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、特に亥鼻キャンパスでの下水排除基準の順守をさらに
徹底すること。
　毒劇物の管理については、内部監査に加えて監査室監査を行
うなど、管理徹底を図ってきた。内部監査においても不適切管
理が減少していることが確認されているが、なお一部の研究室
において、不十分な管理が認められる。さらに、働きかけを継
続していく必要がある。
　下水排除基準違反については、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。亥鼻地区にお
いては、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。

　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。

　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。

　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。

　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。国連の持続可能な開発目標

（SDGs）に沿って関連する取組を進めていくこと。

　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、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。

　各部局において省エネルギーを引き続き進め、光熱水量を削
減するよう努力すること。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。

学長によるフィードバック

　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。

２０１８年１１月１９日
千葉大学長　	徳久	剛史




