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　2019 年 7 月 9 日（火）に「外部の方々との意見交換会」を開催しました。参加者は写真左から千葉県環
境生活部環境政策課政策室長の中村敏彦様、千葉大学教育学部附属小学校 PTA 会長の髙地たか子様、千葉県立
佐倉高等学校２年生の湊原花歩様、山岡千紘様、ヨコハマ SDGs デザインセンターのセンター長の信時正人様
の５名です。司会は、千葉大学環境管理責任者（教員系）の倉阪秀史が務め、本レポートの編集長の園芸学部
３年の小出ひなたと副編集長の文学部２年の橋優実と法政経学部２年田中菜都乃が同席しました。

倉阪：まずは、千葉大学の取り組みについてコメントを
お願いします。

山岡：このレポートを読んで、大学生のみなさんがいろ
いろな活動をされているということがわかり、すごいと
思いました。もっと大学以外の人に知らせる方法があっ
たらいいなと思いました。

湊原：SDGs の 17 個の目標ひとつひとつに様々な視点
からアプローチしているのが良いと思いました。具体的
には小学生に対してエコや SDGs について伝える eco
教室事業（p.45）です。このような活動を冊子を手に取
る人以外にも伝えていけたら良いと思いました。

髙地：千葉大学の取り組みは環境だけでなく、地域を活
性化するといった社会的な側面があり、概念が広くて良
いと感じました。現在小学５年生の娘が附属幼稚園に通
っていたとき、クリーンデー（p.25）を経験した日に家
庭でその話をしていたことがあり、小さい頃から環境に
ついて考えることが当たり前であることが幸せだなと思
いました。

中村：これだけの取り組みを 15 年以上もの長い間、学
生主体で行っていることが素晴らしいと思いました。千

葉県庁では、毎年環境 ISO 学生委員会の学生がインター
ンに来て、本県の「千葉県エコオフィスプラン」に基づ
く EMS に参加し、監査などで活躍していただいていま
す（p.10）。千葉大学や環境 ISO 学生委員会の取り組
みが国内だけでなく世界的に高い評価を受けているとい
うことは県としても誇らしいです。

信時：千葉大学は「環境」に特に力を入れていますが、
SDGs の観点では環境・経済・社会は全部繋がっていま
す。それを認識した上で今後進めていくというのが大事
です。また、本レポートを作って終わりではもったいな
いので、どうやって一般の方に伝えていくのか方策を考
えてほしいです。

倉阪：続いて、本レポートの読みやすさに対するコメン
トをお願いします。

山岡：「ISO」という言葉がよくわからなかったです。
また、記事の中で「これから強化する必要がある」とい
った表現があり、具体的にどんなことを計画しているの
かといった内容がないので、少しモヤっとしてしまって
いるように感じました。

中村敏彦様 山岡千紘様 湊原花歩様

外部の方々との意見交換会
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湊原：全体の文章の難しさは高校生にとってはちょうど
いいと思います。しかし情報量が多いので文の中で一番
大切な言葉の色を変えるなど、目立たせる工夫ができた
ら高校生も読みやすいのではないかと思いました。

髙地：記事の１つずつに写真が入っていて読みやすかっ
たです。ただ、フォントについては明朝体でもよいので
すが、現在、小学校の配布物は学習障害がある人にも読
みやすいようにと UD フォントを使うことが多いです。

中村：学生たちが手分けして執筆しているわりには、言
葉使いも整っていて最後まで違和感なく読み進められま
した。なお、昨年度の環境報告書は環境目的・目標と達
成度評価一覧などのページの字が小さくて見づらかった
です。高齢者も読めるよう、検討をお願いします。

信時：報告書がいろいろやったことの「カタログ」に留
まっていると思います。今後の作成の際には環境・経済
・社会をどうまわしていくか、軽重をつけて、ストーリ
ーを考えてほしいと思います。また、11 ページに「学
生参加とその継続を促すためにインセンティブやモチベ
ーションを維持する仕掛けが必要」とありますが、まさ
にナッジシステム※です。モチベーションの維持のため
にナッジを意識した取り組みが大事です。

倉阪：最後に千葉大学の今後の環境活動に対して期待す
ることについてコメントをお願いします。

山岡：千葉県外にももっと知ってもらえるような方法をぜ
ひ探していってください。SNS などで気軽にアクセスでき
るような形で広報できればよいのではないかと思います。

湊原：環境などに興味のない人にも知っていただけるよ
うな工夫ができたら良いなと思います。たとえば、電車
通学の人が多いので、電車の壁に貼ってあったら読むと
思います。

髙地：持続可能性は難しい課題ですが、地球上で生きて
いくためにも小さい取り組みでも続けてもらいたいと思
います。附属学校の保護者としてお手伝いできることが
あったらぜひ声をかけてください。
中村：温暖化対策として脱炭素社会を目指すことは、化
石燃料に頼らない社会を作るということであり、「文明

の転換点」にあたります。今後抜本的な発想の転換をし
ていくことが求められています。現状の取り組みは継続
しつつ、抜本的なシステムチェンジにチャレンジしてい
ただきたいと思います。これは、県にとっても重要な課
題だと考えています。

信時：環境・社会・経済の三側面を有機的につないでいく、
そのストーリー化が SDGs を進めるときの必須条件だ
と思います。20 世紀は豊かになるためにどんどんエネ
ルギーを使用した時代でしたが、21 世紀は、パリ協定
※と SDGs の両輪の時代となり、エネルギー使用量を下
げながら 21 世紀型の豊さを目指す時代です。今までの
価値観を変えなければ将来はないという危機感のもと、
SDGs ではトランスフォーメーション（変体）が求めら
れています。若い世代の自由な発想で大人達にはできな
いトランスフォーメーションを実践していってほしいと
思います。

※ナッジ（nudge）：人々が強制によってではなく自発
的に望ましい行動を選択するよう促す仕掛けや手法
※パリ協定：2015 年に気候変動枠組み条約第 21 回締
約国会議で採択された協定。地球の平均気温を産業革命
時から 2℃以上に上げないこと、できれば 1.5℃未満に
維持することを目標に掲げる。

編集部より
・SNS を含めた広報の強化に取り組みます。
・デザイン段階で用語集に飛ぶマークを付けました。
・大事な言葉を目立たせるというアドバイスについて、
来年度検討します。
・この「外部からの意見交換会」の記事に UD フォント
を使用しました。来年度 UD フォントの全編使用を検討
いたします。
・文字の大きさは、デザイン段階で可能な限り工夫しま
した。

髙地たか子様 信時正人様



82 ｜

ISO14001・ISO50001
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システムに関する規格で、ISO50001 はエネルギーマネジメン
トの規格

OUTPUT 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

INPUT 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

環境・エネルギーマネジメントシ
ステム（EMS・EnMS）

環境マネジメントシステムとは、組織の活動によって環境に与える負荷を小さくするとともに
環境に良い影響を大きくするよう配慮した組織運営を継続的に行う仕組みのこと。エネルギー
マネジメントシステムとは、エネルギー効率改善に配慮した組織運営を継続的に行う仕組みの
こと。

環境関連科目
「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

環境ＩＳＯ学生委員会 大学の環境・エネルギーマネジメントシステムを学生主体で運用するために置かれた委員会。
大学の組織の一部として位置づけられ、活動は単位化されている。

環境会計 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

環境目的・環境目標・実施計画
（目目実）

環境・エネルギー方針の中期的な活動のゴールを「環境目的」、目的を達成する為のゴールを
「環境目標」として設定。目標達成に向けて１年間実施する活動を「実施計画」として定め、
実際に活動が行われる。

基礎研修 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。学生委員会が講師を担当する。

グリーン購入 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

構内事業者 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

コミュニティガーデン 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。

持続可能な開発目標（SDGs）
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社会共
通の目標のことで、“誰ひとり取り残さないこと”を目指し、17 の目標と 169 のターゲット ( 達
成基準 ) からなる。SDGs は Sustainable Development Goals。

千葉市地球温暖化対策地域協議会

千葉市の特性に合わせた地球温暖化対策を推進するために、2004 年より市民・事業者・行政
が一体となって様々な取組みをおこなっている団体。市民啓発、事業者啓発、再生可能エネル
ギー、広報、次世代の５つのテーマの分科会があり、それぞれがテーマに合わせた活動をおこ
なっている。

千葉大学化学物質管理システム
（ククリス）

研究室で試薬・薬品等の化学物質を購入するときに、千葉大学独自のバーコードを 発行・登録
して、学内でどのような化学物質がどれくらい使用されているかを把握する管理システム。

内部監査 EMS・EnMS 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。学生委員会と教職員がチームを組んで実施する。

NetFM システム 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

普遍教育
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。

用語集
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環境報告書ガイドライン対応表

環境報告書の基本情報 該当ページ 記載されている章

1. 環境報告書の基本要件 目次（編集方針）

2. 主な実績評価指標の推移 28-30、31-37 低炭素キャンパスを目指して、循環型キャンパスを目指して、物質収支詳細デー
タ（※）

環境報告書の記載事項

1. 経営責任者のコミットメント 4-5 学長からのメーセージ

2. ガバナンス 7-10 千葉大学の EMS・EnMS の概要

3. ステークホルダーエンゲージメントの状況
19-22、25-26、
41、42、44、48
49、51-53、80-
81

学部・大学院での環境教育、附属学校における環境教育・環境活動、構内事業者
による環境への取り組み、関連事業者による環境への取り組み、学生主体による
EMS・EnMS の運用、企業と協同した環境への取り組み、留学生に対する環境意
識啓発活動、地域社会との交流、外部の方との意見交換

4. リスクマネジメント 7-10、69-73 千葉大学の EMS・EnMS の概要、環境目的・環境目標と達成度評価一覧

5. ビジネスモデル 1、14-17 大学概要、最先端の環境研究の紹介、学部・大学院での環境教育

6. バリューチェーンマネジメント 31-37、10
69-73

循環型キャンパスを目指して、環境ＩＳＯ学生委員会による環境マネジメント、
環境目的・環境目標と達成度評価一覧

7. 長期ビジョン

8. 戦略 2、7-10、44 持続可能な開発目標 (SDGs) と千葉大学の取り組み、千葉大学の EMS・EnMS の
概要、学生主体による EMS・EnMS の運用

9. 重要な環境課題の特定方法 7-10、69-73
74-75

千葉大学の EMS・EnMS の概要、環境目的・環境目標と達成度評価一覧、環境
関連法規制等の順守状況

10. 事業者の重要な環境課題 3、６、７-10
69-73、76、77

千葉大学憲章、千葉大学環境・エネルギー方針、千葉大学の EMS・EnMS の概要、
環境目的・環境目標と達成度評価一覧、物質収支（マテリアルバランス）、環境
会計

主な環境課題とその実績評価指標

1. 気候変動 28-30、76、77 低炭素キャンパスを目指して、物質収支（マテリアルバランス）、環境会計、物
質収支詳細データ（※）

2. 水資源 28-30、76、77 低炭素キャンパスを目指して、物質収支（マテリアルバランス）、環境会計、物
質収支詳細データ（※）

3. 生物多様性
14-17、21-22
38、45、48、50
51-53

最先端の環境研究の紹介、環境関連科目の内容紹介、自然共生キャンパスを目指
して、NPO 法人としての取り組み、企業と協同した環境への取り組み、植物を
通じた復興応援活動、地域社会との交流

4. 資源循環 76、77 物質収支（マテリアルバランス）、環境会計、物質収支詳細データ（※）

5. 化学物質 39-40、76、77 安心安全なキャンパスを目指して、物質収支（マテリアルバランス）、環境会計、
物質収支詳細データ（※）

6. 汚染予防 74-75、76、77 環境関連法規制の順守状況、物質収支（マテリアルバランス）、環境会計、物質
収支詳細データ（※）

環境報告書ガイドライン 2018 年版

※ 千葉大学 Web サイト
http://www.chiba-u.ac.jp/general/approach/environment/index.html

−
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編集後記

環境ＩＳＯ学生委員会　サステナビリティレポート 2019 編集部より

環境管理責任者より

　「千葉大学サステナビリティレポート 2019」をご覧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 15 冊目の発行となります。2015 年に採択された持続可能な開発目標 (SDGs) を受け、環境に関する取
り組みの報告だけでなく SDGs の目標達成に向けた取り組みの記載を充実させるべく、本報告書より名称を「サ
ステナビリティレポート」と変更いたしました。本レポートの作成にあたっては、読みやすさを重視し視覚化、
簡潔な文章化を行ったのはもちろんのこと、読者の皆様に千葉大学の SDGs に対する取り組みが明確に分かるよ
う各ページに SDGs のアイコンを掲載いたしました。地域社会や関係者の方々・環境活動に従事する皆様に対す

　千葉大学において、学生主体で環境マネジメントシステムを動かすという
試みをはじめてから 15 年を経過しました。小出編集長のもと、学生の創意
工夫と努力が詰まったものとなっています。学生主体といっても当然教職員
の活動も欠かすことができません。本報告書においては、環境研究や環境教
育に関する記事の執筆、インタビューの実施、各種環境・財務データの収集、
法規制順守などの項目で、教職員が協力しています。
この報告書は、SDGs への取り組みを報告する千葉大学最初のサステナビリ
ティ報告書です。7 月 9 日には、外部の方々との意見交換会を開催しました。
貴重なご意見を踏まえて、今後、さらに読みやすいサステナビリティ報告書
にしたいと思います。

　千葉大学の環境管理責任者として、「千葉大学サステナビリティレポート
2019」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、「千葉大
学環境・エネルギー方針」を改正し、「持続可能な開発目標（SDGs）」といっ
た指標を取り入れるとともに、名称を「環境報告書」から「千葉大学サステナ
ビリティレポート」に変更しました。このことにより、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「運営」・「教育」・「研究」・

「環境」及び「地域社会」への行動が、更に醸成し発展していくことを期待し
ております。
　一方、本学のエネルギーマネジメントにおいても、ISO50001 に基づくシス
テムを推進するだけでなく、長期的かつ広範囲な視点に立ったキャンパスにお
ける二酸化炭素排出量の削減等に向けた検証とそれに基づく取組の確実な実施
に向けた活動の推進を、図っていきたいと考えております。このほか、エコキャ
ンパスへの取組に向けた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。

小出ひなた	編集長（園芸学部３年）

倉阪秀史　大学院社会科学研究院教授（環境管理責任者〈教員系〉）

松下博行　施設環境部長（環境管理責任者〈事務系〉）

編集作業の様子

るコミュニケーションツールとして、千葉大学の環境活動への理解を深めて
いただき、社会全体の SDGs の目標達成に向けた取り組みの促進に貢献でき
たら幸いでございます。
　本レポートのアクセシビリティチェックを引き受けてくださった矢野裕之
様にはこの場を借りて御礼申しあげます。さらなる内容の充実・読みやすさ
を追求し、ご指摘いただいた点の中で今年度反映できなかったものは来年度
以降反映いたします。最後になりますが、本レポートの作成にご協力いただ
いた、すべての関係者の皆様にも厚く御礼申し上げます。
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サステナビリティレポート 2019 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。

　「千葉大学サステナビリティレポート 2019」では、
千 葉 大 学 の SDGs へ の さ ら な る 貢 献 を デ ザ イ ン の
テーマとしました。表紙は SDGs のアイコンに基づ
いた 17 色を使用し、形の異なるブロックが上へと積
み重なっている様子は、さまざまな活動で目標を達
成し、それらが積み重なり持続可能な社会が生まれ
ることを表現しています。本文は表紙との統一感を
出し、なおかつ見やすい見出しやダイヤグラムのデ
ザインを工夫しました。

本レポートのデザインについて

安藤菜摘、有働茉莉、彭子耘 ( 大学院融合理工学府創成工学専攻デザインコース )

デザイナー

[ 教職員 ]
荒井孝義、荒井幸男、石田唯、石田剛志、石丸美奈、市井和仁、井上郁、今泉貴史、上野武、潤間 励子、岡山咲子
企画総務部人事労務課、倉阪秀史、黑沼尊紀、小玉小百合、小宮山伴与志、近藤雅征、鮫島隆行、鈴木悟子、鈴木伸吾
高氏雄平、高垣美智子、高橋恵、竹内望、田島翔太、富樫辰也、徳久剛史、中村将志、中村伸枝、西田直海、長谷川直也
花里真道、平山佐知子、星野忠次、正木治恵、松下博行、宮﨑美砂子、森千里、柳澤章、横山健司、渡邉由芙香

[ 西千葉・亥鼻地区環境ＩＳＯ学生委員会 ]
浅倉裕登、石川彩乃、市川太貴、市村明日香、稲垣俊太朗、宇田川瑞姫、越智健太、亀﨑 萌衣、小出ひなた、洪羽星、近藤諭
齋藤琴、齋藤千聡、佐藤千佳、志賀萌花、白井綾乃、曽我聖久、高橋哲平、田中真由、田中菜都乃、田中ひかる、照井友梨香
中原雛子、橋優実、張葉月、深田愛悠花、藤原健史郎、逸見るな、細萱桂太、前波謙吾、前川杏子、松野明未、丸山達也
目黒貴大、八代慈瑛、渡邉道哉

[ 松戸・柏の葉地区環境ＩＳＯ学生委員会 ]
稲村友里、大内唯、大脇航平、城間日佳梨、武脇萌子、永井千香子、松浦夏奈

[ 一般学生・院生 ]
上田幸秋、佐々木圭、志田実優、総合学生支援センターふれあいの環、ターゲ  ロッサディー 、武田オダイマ海沙子
平山裕之、望月天斗、吉田奏映

[ その他 ]
内赤尊紀、NPO 法人環境ネット、沖野好規、勝美印刷株式会社、株式会社京葉銀行、髙知たか子、佐々木誠司、佐藤彩華
佐藤万寿夫、千葉・エコエネルギー株式会社、中村敏彦、信時正人、林功、三菱製紙販売株式会社、湊原花歩、矢野裕之
山園千紘、吉田憲司、綿地雅彦

取材・執筆等協力者（敬称略・五十音順）

[ サステナビリティレポート 2019 編集部 ]
青木瞳、磯野啄己、市村明日香、宇田川瑞姫、小幡理子、木根健、小出ひなた、洪羽星、古塩樹、田口和美、武脇萌子
田中菜都乃、田中ひかる、橋優実、深田愛悠花、前川杏子

[ 環境ＩＳＯ企画委員会 ]
秋田典子、上野武、内赤尊紀、岡山咲子、倉阪秀史、佐々木正浩、鈴木雅之、諏訪園靖、関英徳、豊川斎嚇、能川和浩
野田勝二、逸見るな、松下博行、丸尾達、宮尾眞智

[ 環境ＩＳＯ事務局 ]
小澤美佳、小原清香、竹森真弓、二瓶麻衣、宮尾眞智

編集担当者
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