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【 千葉大学環境報告書について 】
千葉大学の環境に関する方針・目標や実施状況等を取りまとめ、2004年度から毎年公表しているものです。
構成・執筆・編集等を環境 ISO学生委員会が行っています。
［ 報告対象者 ］
本学学生・教職員・地域住民・高校生・他大学・企業・行政機関・ISO14001、50001 に興味がある方　　　
［ 作成方針 ］
環境への配慮、簡潔な文章化、千葉大学の SDGs への対応の明確化
［ 参考ガイドライン ］
環境省「環境報告ガイドライン 2018年版」
［ 報告対象範囲 ］
活動：千葉大学主要 4キャンパス (西千葉・松戸・柏の葉・亥鼻 )および墨田サテライトキャンパスにおける教育・研究・診療・社会貢献活動、及び
         千葉大学が業務を委託した業者のキャンパス内における事業活動
期間：2020年 4月 1日～ 2021年 3月 31日　 ※対象期間を超えて報告する場合はその旨を明記

※環境パフォーマンス詳細データおよび環境意識アンケートの詳細結果については大学ウェブサイトに掲載
https://www.chiba-u.ac.jp/general/approach/environment/
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大学概要 千葉大学は４つの主要なキャンパスがあり、10 学部、17 大学院を有
し、学生・教職員を合わせて約 18,000 人が在籍しています。また、
2021 年 4 月 1 日には、工学部 100 周年を機に、「墨田サテライトキャ
ンパス」を、東京都墨田区に開設しました。

 0．はじめに

　【西千葉キャンパス】
〒 263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33
本部、国際教養学部、文学部、法政経学部、教育学部、理学部、工学部、人文公共学府、人文科学研究院、社会科学研究院、専門法務研究科（法科大学院）、教
育学研究科、融合理工学府、理学研究院、工学研究院、国際学術研究院、総合国際学位プログラム、附属図書館、教育学部附属幼稚園・小学校・中学校　各センター

【松戸キャンパス】
〒 271-8510 千葉県松戸市松戸 648 
園芸学部、園芸学研究科、園芸学部園芸別科、附属図書館（松戸分館）

【亥鼻キャンパス】〒 260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-1
医学部、薬学部、看護学部、医学薬学府、看護学研究科、真菌医学研究センター、
医学研究院、薬学研究院、医学部附属病院、各センター、附属図書館（亥鼻分館）

【柏の葉キャンパス】
〒 277-0882 千葉県柏市柏の葉 6-2-1
環境健康フィールド科学センター

【墨田サテライトキャンパス】　
〒 131-0044　東京都墨田区文花 1-19-1
デザイン・リサーチ・インスティテュート

大学名

設立年月日

本部所在地

国立大学法人千葉大学

1949 年 5 月 31 日
※国立大学法人千葉大学法人千葉大学は 2004 年 4 月 1 日に発足

千葉県千葉市稲毛区弥生町 1 － 33
（西千葉キャンパス）

学長 中山　俊憲　（2021 年 4 月 1 日～）

学生在籍数
学部学生数　10,384 名　　大学院学生数　3,330 名
 研究生等　　　 435 名　　　    合計　　14,149 名

役員・教職員数 3,501 名

土地 1,172,417㎡

建物（総面積） 616,134㎡

（ 2021 年 5 月 1 日現在 ）
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千葉大学憲章
 0．はじめに

千葉大学は、世界を先導する創造的な教育・研究活動を通しての社会貢
献を使命とし、生命のいっそうの輝きをめざす未来志向型大学として、
たゆみない挑戦を続けます。

つねに、より高きものをめざして

千葉大学の理念

千葉大学の目標

　私たち役員と教職員は、上記の理念のもと、自由・自立の精神を堅持して、地球規模的な視点から常に社会とかかわりあい
を持ち、普遍的な教養（真善美）、専門的な知識・技術・技能および高い問題解決能力をそなえた人材の育成、ならびに現代
的課題に応える創造的、独創的研究の展開によって、人類の平和と福祉ならびに自然との共生に貢献します。

１．１．私たちは、学生が個々の能力を発揮して「学ぶ喜び」を見いだし、鋭い知性と豊かな人間性を育んでいく自律成
　　長を支援するために、最高の教育プログラムと環境を提供します。千葉大学は、学生と私たちがともに学ぶ喜び
　　を生きがいと感じ、ともに成長していく知的共同体です。
２．２．私たちは、学生とともに、社会で生じるさまざまな問題の本質を、事実を踏まえて深く考察し、公正かつ誠実な
　　問題解決に資する成果を速やかに提供して、社会と文化ならびに科学と技術の発展に貢献します。
３．３．私たちは、総合大学としての多様性と学際性を生かし、国内外の地域社会・民間・行政・教育研究諸機関と連携
　　して、領域横断的研究と社会貢献を積極的に推進します。
４．４．私たちは、各人の個性・能力・意欲および自主性が継続的に最大限発揮され、意欲ある人材が積極的に登用され
　　る仕組みと環境を構築し、時代の変化に応じて柔軟に大学を経営します。

2005 年 10 月 11 日制定

中期計画（第３期：2016 年度～ 2021 年度）

　千葉大学は、「千葉大学憲章」に掲げた理念に基づき、その使命を達成するため、基本的な中期目標・中期計画・
年度計画を定めています。環境に関する項目として、「地球環境に配慮した良好なキャンパス環境を整備して、質の
高い教育研究環境を確保し、充実させる」、「安全管理に関する監視、指導を徹底するとともに、職場環境の整備に努め、
安心して学べる場と安全な教育研究環境を提供する」という中期目標のもと、以下の中期計画が定められています。

　　西千葉、松戸、柏の葉、亥鼻キャンパスにおける環境マネジメントシステム規格（ISO14001）及び環境エネルギーマネ
　　ジメント規格（ISO50001）※の内部監査等を含むシステムを確実に運用して、質の高い環境教育・研究の推進及びキャ
　　ンパス全体の環境負荷削減と環境美化を実施する。併せて地域との連携による環境改善活動を推進する。
　　有害薬品等の適正な管理、感染症危機対策、防災対策の更なる推進、防犯システムの改善、構内交通安全対策等、全学的
　　なリスクマネジメントの取組を進め、安全・安心なキャンパスを構築するとともに安全な職場環境及び教育研究環境を整
　　備する。

千葉大学正門 ▲

※ ISO 規格： 国際標準化機構（International Organization for Standardization：ISO）が定めた国際規格で、第三者機関
による審査を経て認証を取得することが可能

千葉大学では、「つねに、より高きものをめざして」
という理念を念頭に置きながら、地域、日本、さ
らには世界に貢献できる大学を目指して努力を重
ねています。　
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千葉大学
環境・エネルギー方針

千葉大学では、以下の環境・エネルギー方針を定め、
環境と持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向け
た取り組みを進めています。

　わたしたち人類は、産業革命以来、大量の資源エネルギーを用いてその活動を発展させてきました。
　その結果、地球の温暖化、化学物質汚染、生物多様性の減少など、さまざまな環境問題に直面しています。まさに、
人間活動からの環境への負荷によって人類の存続の基盤となる環境がおびやかされています。また、国連サミットで採
択された持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けて、だれひとり取り残さないという考え方のもとで、環境・社会・
経済の課題を同時に解決する努力を続ける必要があります。われわれは、こうした世界の現状及び将来に対して、英知
を結集させ、教育・研究機関として行動し、社会に貢献していきます。このため、とくに次の事項を推進していきます。

　千葉大学は、持続可能な環境配慮型社会の構築に貢献する大学キャ
ンパスと認定される「サステイナブルキャンパス評価システム」（主催：
サステイナブルキャンパス推進協議会（CAS-Net JAPAN））において、
2019 年度に「ゴールド認定校」に選ばれました。2017 年度に続き、
2 回目の選定です。新型コロナウイルス感染拡大防止の影響で、認定
証交付式は 2020 年 9 月 18 日にオンラインで行われました。

コラムコラム

 サステイナブルキャンパス評価システムにおける 2 度目のゴールド認定 サステイナブルキャンパス評価システムにおける 2 度目のゴールド認定

認定証 ▶

１．１．文系と理系の知恵を集積し、また附属学校と連携し、総合大学としての特長を活かした環境教育と研究の実践を進
　　めます。

２．２．省エネルギー・省資源、資源の循環利用、グリーン購入を推進し、構内の緑を保全します。また、化学物質の安全
　　管理を徹底し、汚染を予防します。これらにより環境負荷の少ない緑豊かなキャンパスを実現します。とくに、環
　　境・エネルギーに関連する法規制や千葉大学が同意する環境に関する要求事項を理解し、遵守します。

３．３．環境・エネルギーマネジメントシステムの構築と運用は学生の主体的な参加によって実施します。また、学生によ
　　る自主的な環境活動を推奨し、多様な環境プログラムが実施されるキャンパスを目指します。

４．４．環境・エネルギーマネジメントシステムを、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していき
　　ます。

５．５．国立大学の中で全国トップ水準のエネルギー効率を維持し、継続的に改善していきます。また、エネルギーパフォー
　　マンス改善に繋がる製品やサービスの調達 、施設の設計を支援します。

　千葉大学では、この環境・エネルギー方針に基づき目標を設定し、その実現に向けて行動するとともに、行動の状況
を監査して環境・エネルギーマネジメントシステムを見直します。これにより、継続的にシステムの改善を図ります。
　また、この環境・エネルギー方針は文書化し、千葉大学の教職員、学生、常駐する関連業者などの関係者に周知する
とともに、文書やウェブサイトを用いて一般の人に公開します。

2004 年 4 月 1 日 制定　2008 年 4 月 1 日 改定　2013 年 7 月 24 日 改定　2019 年 4 月 1 日 改定

千葉大学長　中山　俊憲
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長期ビジョン
 0．はじめに

千葉大学は 2020 年 9 月、「千葉大学サステナビリ
ティレポート 2020」の中で、2040 年に RE100
を目指す長期ビジョンを宣言しました。

「千葉大学は2040 年までにRE100 達成を目指します」

課題認識
　地球温暖化問題が地球環境に大きな負の影響を与えています。しかし東日本大震災以降、火力発電量が増加したために発電による二酸
化炭素排出量は増えています。2016 年に発効したパリ協定※をはじめ、世界全体が脱炭素に向けて取り組む中、日本も 2020 年 10 月
に菅総理が「2050 年カーボンニュートラル※」を宣言しました。このような世界の流れを受けて、千葉大学は、2005 年の ISO14001
取得以降取り組んできたエネルギー対策をさらに発展させて、2040 年までに総合大学初の RE100 達成を目指します。
※パリ協定：2015 年に開催された国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）で採択された気候変動に関する国際条約。2016 年 11 月 4 日に発効。協定
全体の目的を、世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して「2℃よりも十分に低く」抑え（2℃目標）、さらに「1.5℃に抑えるための努力を追求する」こと（1.5℃目
標）としている。
※ 2050 年カーボンニュートラル：菅義偉内閣総理大臣が、2020 年 10 月の臨時国会の所信表明演説において、「2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼ
ロにする、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。

　RE100（Renewable Energy 100%）とは使用電力の 100％を再生可能エネルギーで賄うことです。千葉大学が 100％再生可能エ
ネルギーを目指すことによって、温室効果ガス排出量の大幅削減に加え、化石燃料の輸入額の削減にも寄与でき、大学としての社会的責
任を果たすことにもつながります。

　千葉大学は、2004 年度に環境マネジメントシステムの運用を開始し、2005 年 1 月に国際規格 ISO14001 を取得、2013 年にはエ
ネルギーマネジメントシステムの国際規格 ISO50001 を取得しました。これらのシステムを運用する中で、省エネ意識の啓発活動はも
ちろん、「エネルギー効率改善チェックシート」を運用したり、省エネ目標・行動計画を立て、進捗を管理・報告する「省エネリーダー
会議」を実施したり、千葉大学エネルギー管理システム（CEMS）で、部局別・建物別に電気の使用状況を確認できる「見える化」や、
LED 化や古い機器の更新などを進める「エコ・サポート制度」を運用するなど、様々な方法で省エネに取り組んできました。その結果、
ISO14001 を取得する以前の 2004 年度と比較して、2019 年度の総エネルギー投入量は 9.1％減少、床面積あたりでは 16.9% 減少す
るなどの成果があり、近年は確実に減少傾向にあります。
　その傾向を今後継続していった場合、2040 年には約 30％の電力消費量の削減となります。再生可能エネルギーとして建物屋上など
に太陽光発電設備を徐々に導入していますが、いまだ電力消費量の 1％未満の発電量にとどまっています。千葉大学では、2040 年まで
に建て替える予定がある建物は、延べ床面積ベースで約 9％、大規模改修の予定がある建物は約 51％となっています。今後は、建て替
えや大規模改修の際に ZEB ※化を進めるなど、さらなる省エネルギーと再生可能エネルギー設備の導入に努めます。また、再生可能エネ
ルギーの主力電力化のためにさまざまな研究に取り組み、その成果を普及します。不足分は外部から再生可能エネルギー電力を購入する
ことによって、2040 年までに学内の使用電力の全てを再生可能エネルギーで賄うことを目指します。

※ ZEB（ゼロ・エネルギー・ビルディング）：快適な室内環境を実現しながら、
建物で消費するエネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと

RE100 とは

千葉大学の取り組み

千葉大学における電力消費量の推移と見込み
(GWh)

省エネ継続分

ZEB 化などの省エネ強化分

学外からの再エネ電力購入分

学内外での再エネ推進分 実績

省エネ継続ライン
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持続可能な開発目標（SDGs）と千葉大学の意識

持続可能な開発目標（SDGs）は、2015 年９月の国連サミットで採択され、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある
社会の実現のため、2030 年を年限とする 17 の国際目標を定めています。このサステナビリティレポートでは、各活動が 17 の目標の
どれと密接に関係するのかをページごとにアイコンで示しています。

SDGs の 17 の目標

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終
止符を打つ 
飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄
養状態の改善を達成するとともに、持続可
能な農業を推進する
あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活
を確保し、福祉を推進する
すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教
育を提供し、生涯学習の機会を促進する
ジェンダーの平等を達成し、すべての女性
と女児のエンパワーメントを図る
すべての人に水と衛生へのアクセスと 持続可能な管理を確保する
すべての人に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク（働きが
いのある人間らしい仕事）を推進する
強靭なインフラを整備し、 包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新の拡大を図る
国内および国家間の格差を是正する
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする
持続可能な消費と生産のパターンを確保する
気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る
海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する
陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止
および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る
持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人に司法へのアクセスを提供するとともに、あら
ゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する
持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、 グローバル・パートナーシップを活性化する

※和訳出典　国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所

　千葉大学では、この SDGs の達成に向けたあらゆる取り組みが行われています。まず、
総合大学としての特色を活かした分野横断的な環境研究を行うと同時に、その成果物を
社会に還元しています。エコでクリーンなキャンパスを目指した取り組みとしては、環
境マネジメントシステムを運用すると同時に、大学に関係するあらゆる人の環境意識向
上が図られています。さらに、千葉大学の特色の一つである学生主体の環境活動は、学
内にとどまらず地域社会や国際的な舞台にまでその範囲を拡大してきました。
　2021 年 4 月～ 5 月に学生・教職員に実施したアンケート（回答数 972 名）によると、
SDGs の認知率は 89.4％でしたが、名前も知らない人が 1 割いることがわかりました。
今後も継続的な啓発と取り組みが必要です。
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編集担当：茂路真歩（法政経学部 3 年）

SDGs に対する千葉大学の意識

名前も内容も
知っている

名前も内容も
知らない

名前は知っているが
内容は知らない

64.3%

10.6%

25.1%
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学長からのメッセージ
 0．はじめに

2021 年 6 月 3 日、千葉大学の持続可能な開発目
標 (SDGs) への取り組みや新型コロナウイルスへの
対応などについて、環境 ISO 学生委員長の茂路真
歩が、中山俊憲学長にインタビューを行いました。

持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けて、千葉大学と持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けて、千葉大学と
してどのように取り組んでいこうとお考えですか。してどのように取り組んでいこうとお考えですか。

　近年、持続可能性という視点の必要性が広く認識されるよ
うになってきました。千葉大学は、大学の研究・教育・社会
貢献という使命を通じて、SDGs に貢献していきます。今年
度から新たに、学外から環境工学が専門の研究者を、研究担
当の理事に迎えました。様々な分野の研究を伸ばしてくれる
ことを期待しています。教育面では、SDGs の精神を持ちな
がら、問題解決できる人材を育成していきます。問題を解決
できる人は、人から頼られ、社会に貢献する人材になってい
きます。従来から、総合大学である千葉大学では、教育と
研究を通じて、SDGs の各目標に対して様々な面からのアプ
ローチをしてきましたが、それらの取り組みを公表し、地域
社会と連携、協働していくこともまた、大学の社会貢献にな
ると考えています。
　また、教育と研究を推進すると同時に、SDGs ８番の「働

　政府が 2050 年の脱炭素を目指す宣言をしたことは日
本にとって良い方向だと思っています。千葉大学も昨年、
2040 年に RE100 を目指す長期ビジョン（p.4）を宣言し
ましたが、目標に向かって、いろんな方のご意見を聞きなが
ら、できるところからやっていきたいと考えています。千葉
大学は昔から学生主体で環境マネジメントに取り組んでいま　

きがいも経済成長も」という目標に関連して、職場環境の改
善を目指します。仕事の効率化を図り、時間に余裕ができれ
ば、新しい挑戦へのモチベーションを作り出し、洗練された
成果を生み出すと考えられるためです。このような効率性の
追求は、最終的には社会全体にとってプラスに作用するとい
う意味でも、SDGs の目指す方向性と合致していると捉えて
います。

千葉大学のサステナビリティに関する取り組みについて千葉大学のサステナビリティに関する取り組みについて
教えてください。教えてください。



７　インタビュアー・編集担当：茂路真歩（法政経学部 3 年）　

　この新キャンパスは地域に根差した形をとっており、一部
エリアの一般開放や、新型コロナウイルスのワクチン接種会
場としての場所提供などを実施しています。地域社会の問題
解決へ貢献できる大学を目指す中で、この地域密着型キャン
パスの開設は非常に意義のあることだと思っています。また
キャンパス全体が実証実験空間となっており、デザインや都
市環境、建築、予防医学について、分野横断的かつ実践的な
教育が展開される点も特徴的です。このような演習の場を通
して、従来の常識を覆すような新しい価値を創造していける
人材が育っていくことを大いに期待しています。

※墨田サテライトキャンパスの詳細はp.10

　千葉大学では、昨年度のはじめからオンラインを積極的に
活用した講義形態を展開すると同時に、学内施設での感染対
策も徹底してきました。今後も徹底した対策を継続しつつ、
最新状況に柔軟に対応していきます。
　今のように国際的な人の流れが止まることはあっても、国
際化の風潮が衰退することはないでしょう。そのため千葉大
学では、グローバルな世界で通用する人材の育成に引き続き
注力していきます。「ENGINE」で掲げている全員留学に関
しても、新型コロナウイルス感染症の流行がおさまって世界
との物理的な交流が再開された時、すぐに実施できるように
現在準備を進めています。
　また、オンラインシステムの導入による作業効率の大幅な
改善など、この感染症の拡大に伴って得られたこともありま
した。たしかに新型コロナウイルスは恐ろしい感染症ですが、
このピンチを悲観的に捉えるだけでなく、オンラインの良い
点と対面の良い点をうまくハイブリッドしていくなど、ここ
から学んだことをいかに今後に繋げていくかが大切なのでは
ないかと考えています。
※新型コロナウイルス感染症に対する千葉大学の対応の詳細
は p.8 ～ 9

　この伝統的な取り組みはとても素晴らしいので、これから
も是非頑張ってもらいたいですね。学生のうちに価値観を共
有できる仲間と、熱中できることに精一杯取り組むのはとて
も大切なことです。私はよく学生に対して、「全力で走りな
さい」と言います。皆さんは若いので、自分の能力がどこま
であるのかわからないですが、全力でやれば、それがわかる
ようになります。自分の得意なところが見つかれば、好きに
なるし、他人から評価してもらえます。これは一見効率性の
追求と相反するようですが、全力で努力をする中で自分の得
意分野を理解し伸ばしていくことは、将来周囲の人と能力を
補い合い、それぞれの長所を存分に発揮することに繋がって
いるのです。

す。学生自身にとっても活動したことが社会に出てから役に
立つので、とても有意義な取り組みであると考えています。
　また、地域社会への貢献という観点から、大学の在り方を
問う姿勢を大切にしています。例えば柏の葉キャンパスの、
緑の豊かさの保全に努めた土地運用の仕方は大変重要だと考
えています。緑の少ない街では薄れがちな自然環境への意識
を思い起こさせるように、大学としての取り組みの効果を学
外にまで波及させられればと思うのです。これからも、大学
に求められる役割を果たせるような運営に努めていきます。

　地域の皆様には、日頃からのお力添えに感謝の意を表する
とともに、お気づきの点がございましたら是非ご意見をお寄
せ頂きたく存じます。教職員に対しては、それぞれの職務を
全うする中で更なる社会貢献を実現させること、学生に対し
ては、グローバルで最先端な視点を常に持ち、変わりゆく社
会に通用する学びを得てもらうことを望んでいます。そして、
このような人たちと一緒に学びたいと考える方は、是非千葉
大学を受験してください。千葉大学は SDGs の達成に向け
てより一層努めてまいりますので、引き続きご支援ご協力の
ほどお願いいたします。

インタビューの様子 ▼

墨田サテライトキャンパスにかける思いを墨田サテライトキャンパスにかける思いを
お聞かせください。お聞かせください。

千葉大学における新型コロナウイルス感染症への千葉大学における新型コロナウイルス感染症への
対応について教えてください。対応について教えてください。

学生が主体となった環境マネジメントシステムの学生が主体となった環境マネジメントシステムの
取り組みについて、どのようにお考えですか。取り組みについて、どのようにお考えですか。

最後に、読者へのメッセージをお願いします。最後に、読者へのメッセージをお願いします。
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特集①特集①

 新型コロナウイルス感染症に対応した一年　～医療現場より～ 新型コロナウイルス感染症に対応した一年　～医療現場より～
2020 年 2 月 1 日に 1 人目のコロナ患者さんを受け入れてから、「可能な限り通常診療も続ける」を方針に、病院一丸となって未知のウ
イルスと闘う日々が続きましたが、発生から 1 年が経過し、ワクチン接種の広がりとともに、ようやく光が見えてきました。これまで
に延べ 353 名以上（2021 年 6 月 24 日時点）のコロナ患者さんを受け入れてきました。

次々に重症患者を受け入れてきた ICU

2020 年 2 月、感染が広がり始め、緊張と不
安の中、ECMO（体外式膜型人工肺）が必要
な重症患者を受け入れる様子

1 年後の 2021 年 2 月、千葉市医療圏外から
ヘリ搬送されてきたモバイル ECMO の患者

ICU（集中治療室）で ECMO 治療を受けてい
る重症患者に対し、 6 人で腹臥位療法を行う様
子（2021 年 2 月）

コロナ専用病棟で患者さんを支える日々

防護服で感染対策をしてコロナ患者さんの病室
でリハビリ指導を行う理学療法士（2020 年 6
月）

2021 年 1 月 7 日、患者数が増え、一般病棟
をコロナ病棟に変えるため、ゾーニングシール
を貼る看護師

「1 年前は、患者さんに寄り添うことができて
いるのか 不安でしたが、患者さんから言われ
る『ありがとう』 がやりがいと自信に繋がって
います」（2021 年 4 月）

コロナワクチンセンターを設置して、接種・研究・啓発に取り組む

院内に設置されたコロナワクチンセンターの研
究エリア

ワクチン接種の前に採血を行い研究に協力する
横手幸太郎病院長（右）

接種した職員の 99.9% に抗体量の上昇が確認
されました（詳細下記リリース参照）。

ニュースリリース（2021 年 6 月 3 日）
・当院の新型コロナウイルスワクチン接種者の抗体価調査結果について　https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/dl/news/info/info2021_03.pdf
・コロナワクチンセンターの活動報告　https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/dl/news/info/info2021_04.pdf

記
者
発
表
す
る
中
島
裕
史
▼

　
　  

副
セ
ン
タ
ー
長

2021 年 2 月 1 日に「コロナワクチンセンター」 （センター長 猪狩英俊 感染制御部長 / 病院長補佐）を設置し、病院職員と関係者への
新型コロナワクチン接種や、医学研究院（医学部）と連携したワクチン研究、ワクチンの理解促進・接種推進のための情報発信などに取
り組んでいます。
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特集②特集②

 新型コロナウイルス感染防止に対応した一年　～教育現場より～ 新型コロナウイルス感染防止に対応した一年　～教育現場より～
2020 年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、オンライン授業の導入が進みました。なお、新型コロナウイルスに対
応した学生生活への支援については、p.47 をご覧ください。

大学のオンライン授業の取り組みについて

　大学では 4 ～ 7 月は入構制限を行い、全ての授業を千葉大学 Moodle 等
の LMS ※を活用したオンライン授業として、国際未来教育基幹スマートオ
フィスを中心に実施方針を検討するとともに、学生アルバイトによるサポー
トチームを組織し、授業運営を支援しました。また、学生の受講環境支援
として、日本学生支援機構の奨学金受給者を中心にモバイルルーターの貸
与を行いました。８～９月は、感染拡大防止と修学機会の確保を両立する
ため、原則オンライン授業としつつ、入構制限を一部解除し、感染防止策
を徹底した上で対面授業を一部再開しました。10 月以降は、入構制限を全
面解除し、授業目的に応じて対面とメディアを併用しました。今後は、ア
フターコロナの高等教育におけるニューノーマルを見据え、メディア授業
と対面授業のそれぞれの利点を最大限に生かした教育の可能性
を追求していきたいと考えています。
※ LMS（学習管理システム）：e ラーニングの実施に必要な、学習教材の配信や成績などを統合して管理するシステム。

附属小学校のオンライン授業で Teams を活用

　緊急事態宣言の発令と一斉休校をきっかけとして、以前から準備してい
たMicrosoft Teamsを使用し、オンライン学習に取り組んできました。ネッ
トを介した課題の提示・提出・意見の交流、同期型でのリアルタイム授業等、
職員も児童も試行錯誤しながらの挑戦となりました。当時、ネット環境や
児童が家庭で使用できる PC が整っていない場合は、学校側から機器を貸
し出すなど、対策をとりながらできるだけ多くの児童とのつながりを確保
しました。学校再開後も授業や家庭との連絡手段の重要な要素として利用
しています。2021 年度は、児童 1 人 1 台端末も配備され、様々な教科等
の授業で頻繁に使用されるようになり、夏季休業時にオンライン学習期間
を設けるなど、効果的な学習形態や教育課程の工夫、非常時の学習保障の
確立に向けてさらなる活用を目指しています。

附属中学校は生徒総会も Zoom を活用

　昨年度はじめに一斉休校となり、生徒たちの学習保障が問題となりまし
た。中学校の Web ページを通して、課題を提示したり、連絡をしたりし
ていました。当初は教職員もテレワークでしたので、様々な取り決めをす
る際に Zoom を使い始めました。試験的に Zoom を使ったオンライン授
業や学級活動なども始めました。ただ、様々な理由からクラス生徒全員が
参加することができず、課題は残りました。学校再開後も３密を避けるため、
集会ができない状態が続いています。一堂に会して行っていた生徒総会を
各教室から Zoom を通して行ったり、雨天だった運動会予行を各教室とア
リーナをつないで行ったりと、コロナ禍において Zoom が大活躍していま
す。

授業の様子  ▲

タブレットを使って授業を行う様子  ▲

Zoom を使った生徒総会  ▲
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特集③特集③

 千葉大学墨田サテライトキャンパス 開設 千葉大学墨田サテライトキャンパス 開設

千葉大学は、2021 年 4 月 1 日に工学部 100 周年を機に、教育・研究のさらなる発展をめざして、「千葉大学墨田サテライトキャ
ンパス」を東京都墨田区に開設しました。

墨田区と連携し最先端施設を開設

　2017 年 3 月に墨田区と締結した包括的連携協定に基づき
準備を進め、地元企業の経営・技術支援の拠点であったすみ
だ中小企業センターを改修し、その施設を千葉大学が賃借す
ることで墨田サテライトキャンパスを開設しました。1921
年に設置された東京高等工芸学校を礎とする千葉大学工学部
の 100 周年を機に、これまでの、デザイン、建築、イメー
ジングに、ランドスケープ（園芸学）や予防医学などの分野
も加え、ものづくりのまちである墨田区で、工学から全学へ
と教育・研究の場を拡張します。本キャンパスは、「生活の
全てをシミュレートする」をコンセプトとした建物全体が実証実験空間となる施設です。地下１階から地上２階は地域に開放
するエリアとなり、地域の方々が大学の取組を身近に感じることのできる環境を構築するとともに、地上３階から５階の大学
専用エリアではクリエイティブな教育研究を展開します。

編集担当：武村有紗（園芸学部 3 年）

 ～ 工学部 100 周年、生活の全てをシミュレートできるデザイン教育・研究の新拠点 ～ ～ 工学部 100 周年、生活の全てをシミュレートできるデザイン教育・研究の新拠点 ～

デザイン教育・研究の新拠点を設置

　本キャンパスの開設と同時に全学共同利用教育研究施設「デザイン・リサーチ・インスティテュート（略称 dri）」を新た
に設置しました。dri は下記の 3 点を強化ポイントとしています。

●エンジニアリングの新たな展開に対応した演習授業の充実
　新たな技術の創出により、常に新たな展開を見せるエンジニアリングの教育に対応するため、クロスアポイントメントシス
　テム※による多様な高度実務家教員を採用し、最先端の学びを実現します。

※ 研究者等が大学や民間企業等の二つ以上の機関に雇用され、それぞれの機関における役割に応じて研究等に従事する制度。

●リアルとバーチャルの統合による体系的教育
　技術の発達により実物を知る機会が減少した現代、実物大のプロトタイピング（試作）を通したリアルな体験が必須であり、　　
　加えて、IoT などの最新技術を駆使するには、現実の経験をバーチャル空間に投影する能力が必要です。 そのため、高天井・
　大空間を活かした実物大の総合的プロトタイピングが可能となる、常にリアルに触れあうことができるスタジオを整備し、
　フルスケールの車両、二階建て住宅、ウインドウディスプレイなどを実装します。
●地元の具体的事例に触れ実践的な創造性を涵養
　伝統工芸から最先端技術まで多様な具体的事例が集積するエリアで創造性を涵養し、それらを研究・開発につなげて実践的
　学習への即時フィードバックを行います。そして、社会の課題解決の実践と教育・研究が隣接した環境において、プロフェッ
　ショナルによる指導のもと、現実の課題解決に取り組み教育・研究のパフォーマンスを向上させます。

　dri では、企業第一線で活躍した
プロデザイナーによる最先端のト
ピックを扱うスタジオ実習等の演習
型授業を中心に、海外大学と連携し
たワークショップ（参加体験型学
習）、西千葉キャンパス等と遠隔で
接続するリアル・リモートのハイブリッド授業を実施に加え、まちづくり、商店
街活性化等をテーマにしたワークショップ等を実施します。

イノベーションアトリエ（4 階西側）  ▼キャンパス入口（1 階東側）。北側の側面の突き
出た外階段からはスカイツリーが一望できる ▼

キャンパス外観（北側） ▼
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千葉大学の環境マネジ
メントシステムの概要

千葉大学では 2003 年から学生主体による環境マ
ネジメントシステム※の実施に取り組んでいます。
※環境マネジメントシステム：組織が運営や経営の中で環境保
全に関する取り組みを行うにあたり、環境に関する方針や目標
を設定し、達成に向けて取り組むための体制・手続き等の仕組
みのこと

　千葉大学は 2003 年に環境マネジメントシステムの構築
をはじめ、2005 年１月に西千葉キャンパスで国際規格
ISO14001※の認証を取得しました。同年 12 月には松戸・
柏の葉キャンパス、2007 年には亥鼻キャンパスに適用範囲
を拡大しました。2013 年には全国の大学で初めてエネル
ギーマネジメントシステムの国際規格 ISO50001 も取得し
ました。エネルギーマネジメント
が有効に定着したため、2019 年
12 月から ISO50001 のみ自己
宣言となりましたが、その後も継
続して国際規格に沿った環境・エ
ネルギーマネジメントシステム

（EMS）を運用しています。
※ ISO 規格：国際標準化機構（International 
Organization for Standardization：ISO）
が定めた国際規格

　千葉大学では当初から「環境 ISO 学生委員会」を組織し、
大学の EMS 組織内に位置づけ、EMS の構築・運用に必要
な中核業務を学生が行っています。また、教職員と協力して
学内において様々な省エネ・省資源活動、環境意識啓発のた
めの取り組みを行っているほか、NPO 法人格を取得して学
外での活動も積極的に行っています。さらに、学生委員会の
活動に単位と資格を与える制度があり、継続した学生組織の
運用を支えています。こうした仕組みを「千葉大学方式」と
呼んでいます。

　千葉大学の EMS の構成員は、教職員（非常勤講師を除く）、
構内事業者、環境 ISO 学生委員会の学生などからなってい
ます。また、それ以外の学生・院生や非常勤講師、児童・生
徒などは準構成員となっており、大学に属するすべての学生・
教職員が EMS に関わっています。

2019 年度に 5 回目の認証更新をしました▶

・環境 ISO 企画委員会
EMS の運営に関する重要事項や各種企画について、毎月審議・検討を
行う意思決定機関。
・環境 ISO 実行委員会
環境 ISO 企画委員会の議論を受けて、各部局に対して、依頼事項、報
告事項などを伝達と意見交換の場。
・省エネリーダー会議
部局の省エネリーダーが集まる会議で、各部局の取り組みや省エネに関
する情報交換の場。
・環境 ISO 事務局
法規制順守の各種手続きや学内外からの提案・質問の受付、学内各部局
との調整、学生委員会のサポート。
・部局とユニット
部局は事務局、学部、大学院、センター、構内事業者など。大きな部局
はさらに研究室（実験系）や学科・部（非実験系）のユニットに分けら
れ、大学全体で 41 部局 424 ユニット（2021 年６月現在）。
・構内事業者
千葉大学生活協同組合やレストラン、文具店など、千葉大学構内で事業
を行っている業者。

※環境 ISO 事務局 Web サイト 
http://kankyo-iso.chiba-u.jp/
千葉大学の EMS の概要と環境・エネルギーマネジメン
トマニュアルなどの関連文書を掲載

国際規格の取得

独自の仕組み「千葉大学方式」

環境・エネルギー
マネジメントシステム運営組織　

最高経営層（学長・理事）内部監査委員会
内部監査責任者
内部監査委員

（教職員・学生） 環境管理責任者 環境 ISO 事務局

環境 ISO 企画委員会 環境 ISO 学生委員会

西千葉地区
環境 ISO 実行委員会

約 30 部局
約 240 ユニット

松戸・柏の葉地区
環境 ISO 実行委員会

2 部局
約 70 ユニット

亥鼻地区
環境 ISO 実行委員会

約 10 部局
約 120 ユニット

省エネリーダー会議

各学部・各研究科
・センターなど

環境管理責任者・キャンパス責任者・学生委員長・他
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 0．はじめに

　EMS では自ら立てた目標の達成に向けて、PDCA サイクル（計画（Plan）、実行（Do）、点検（Check）、見直し（Act））
を繰り返し、環境保全、エネルギー効率改善に配慮した組織運営と継続的な改善を進めます。千葉大学では環境 ISO 学生委
員会が PDCA の各段階に関わる主体となって EMS を運用しています。

＜ Plan ＞　環境目的・環境目標・実施計画の策定
　環境・エネルギー方針（p.3）の中期的な活動のゴールを「環境目的」、
目的を達成するためのゴールを「環境目標」とし、それぞれ３年ごと・
１年ごとに設定し、目標達成に向けて１年間実施する活動を「実施計画」
として定めます。キャンパスごとの策定については学生委員会が原案
を作成して、環境 ISO 企画委員会に提出します。各ユニットでは年度
初めにユニット環境責任者が策定します。

＜ Do ＞　実施計画の実行
　全学生・教職員を対象に、EMS への理解を深めて行動することを
目的として、学生委員会が講師となり、４月に「基礎研修」を行いま
す。各ユニットにおいては「専門研修」（化学物質や実験機器等の取り
扱いなど）や「緊急事態対応研修・テスト」（火災、地震、事故などの
対応手順）を行います。また、年間を通じて、各ユニットでは省エネ・
省資源の取り組み、化学物質の適正管理などを行い、学生委員会では
環境意識の啓発活動や、環境教育活動、緑化美化活動などを行います。
2020 年度はコロナ禍により基礎研修を動画配信で行ったり、学生の活
動も一部制限されたりすることがありました。

＜ Check ＞　監視測定・評価
　環境目的・環境目標の達成状況と実施計画の実施状況をユニット、
キャンパスごとに測定・評価します。学生委員会はキャンパスごとの
監視測定・評価を担当します。また、９月には内部監査（詳細 p.52）
を実施し、環境関連法規制の順守状況等を確認します。学生委員会は
内部監査計画書やチェックリストの原案を作成するとともに、教職員
とチームを組んで監査員を担います。2020 年度は学生 112 名と教職
員43名の計155名で、118ヶ所の研究室などの内部監査を行いました。
さらに、学生委員会は千葉大学の環境と SDGs への取り組みをまとめ
た「サステナビリティレポート」を編集し、９月に発行します。

＜ Act ＞　見直し・改善
　11 月には内部監査の結果や目的・目標の達成状況、環境関連法規制
の順守状況、環境パフォーマンス※評価結果等をもとに、学長による見
直しが行われ、次年度の運用に活かします（詳細 p.61）。見直しの結果、

「千葉大学環境エネルギーマネジメントマニュアル」に修正が必要と
なった場合は学生委員会が原案を作成します。

千葉大学サステナビリティレポート
　https://www.chiba-u.ac.jp/general/approach/environment
　2004 年～ 2021 年発行の環境報告書を PDF で閲覧することができます。
千葉大学からのプレスリリース
　https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/15177
EMS や学生委員会の活動について随時プレスリリースを配信しています。

PDCA サイクルに沿った EMS 運用と学生の関わり

▲ 基礎研修で学生が講師をする様子
　※ 2019 年の様子

内部監査で学生が監査している様子 ▲

▲ 学長による見直しの場に同席する学生
　（手前３名）※ 2019 年の様子

外部審査に同行する学生（右２名）▲

　その後、毎年 12 月に、ISO 規格の認証に関する継続審査また
は更新審査が第三者の審査機関によって行われます。学生委員会
は外部審査に必要な書類を収集するとともに、当日は監査に同行
して議事録の作成を担当します。
※環境パフォーマンス：組織が発生させている環境への負荷やそ
れに係る対策の成果のこと



　千葉大学では EMS の運用を実務教育の一環と捉え、当
初から学生主体による EMS 運用を実践してきました。環
境 ISO 学生委員会は 2003 年に大学の一組織として発足し、
18 年にわたり、大学全体の EMS 構築・運用と地域社会で
の環境や SDGs に関する活動を行っています。学生委員会
は「西千葉・亥鼻地区」「松戸・柏の葉地区」の２地区にお
いて合わせて約 300 名（2021 年 6 月時点）が在籍しており、
様々な活動を展開しています。

西千葉・亥鼻地区環境 ISO 学生委員会 ▲
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◀ 松戸・柏の葉地区環境 ISO 学生委員会

　学生委員会の活動は、普遍教育科目※「環境マネジメントシステム実習」として単位化されており、座学・実務を通して
EMS の専門知識やマネジメントの進め方を身につける場を提供しています。この仕組みにより、実務的な能力を持った人材
の育成および学生委員の確保と学生主体の EMS の持続的な運用が可能となっています。

実習Ⅰ
主に１年生が受講します。EMS の基
礎知識と仕事の進め方を習得し、内部
監査や基礎研修等の実務に必要な技能
を身につけます。また、実際に上級生
と一緒に班活動に参加することを通し
て EMS の運用に携わります。

実習Ⅱ
実習Ⅰを受講した学生（主に２年生）
が対象で、内部監査員や基礎研修講師、
外部審査の議事録作成などの EMS 運
用上重要な実務を実習するとともに、
委員会内で班長などの役職を経験し、
主体的に活動を行います。

実習Ⅲ
実習Ⅱを受講した学生（主に３年生）
のうちの希望者が、自治体や企業等に
インターンして、そこで運用されてい
る EMS について学び、それまでの実
習の経験を活かして提言などを行いま
す。2020 年度は千葉市、足立区に合
わせて 5 名の学生が参加しました。

※普遍教育科目：千葉大学内で開講され、英語、情報リテラシー、教養展開科目など、国際化・情報化した現代社会において必要な基礎的で共通な技
能と知識を習得する科目。

　これは千葉大学での実務経験を通して
EMS に関する専門的な知識を持った学生で
あることを外部に対して示す学内資格です。
実習Ⅱの受講後も継続して、学生委員会の執
行部等として活動した３年生に対して学長か
ら与えられます。2020 年度には 54 名を認
定し、学生委員会発足以来 560 名の学生が
取得しています。

資格認定式の様子 ▲

環境 ISO 学生委員会 Web サイト
http://chiba-u-siso.xrea.jp/chibasiso/ 
学生委員会の具体的な活動や「千葉大学方
式」について掲載

学生委員会による EMS 運用の仕組み

資格認定制度「千葉大学環境エネルギーマネジメント実務士」

単位化の仕組み「環境マネジメントシステム実習」
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 0．はじめに

　学生委員会では年間を通じて学内および地域、海外に向けてさまざまな活動を実施しています。2020 年度は新型コロナウ
イルスの影響により、対面での活動や学外での活動が思うように実施できませんでしたが、コロナ禍に対応した方法でできる
ことを考え、環境活動を推進しました。また、感染防止対策の方針は、課外活動として大学の方針を順守したうえで、環境
ISO 学生委員会独自のガイドラインを作成し、対面での活動を実施する際は、そのガイドラインに沿って活動を行いました。

環境 ISO 学生委員会の 2020 年度の活動状況

月 活動内容 該当
ページ

Drops 主催のアガパンサス整備への参加（11 月以降）

NPO 法人千葉大学環境 ISO 学生委員会の活動

環境 ISO 基礎研修講師 12

間伐材を使用したオリジナルしおりを新入生に配布 39

環境関連科目の開講状況調査 18

クールビズのポスター作成・SNS 発信 26

【中止】緑のカーテン作成作業　

【中止】ちーあいふれあいの庭　春の花植えイベント

COGOO の利用状況調査 31

【中止】千葉大学生協祭における環境対策

【中止】地域の環境系イベントへの出展

★千葉大学×京葉銀行 eco プロジェクト
2020 年度企画会議 39

各附属学校へ「環境だより第 29 号」発行 22

8 オンライン新歓

環境 ISO 内部監査（監査員） 52

第 14 回環境マネジメント全国学生大会の開催 38

千葉県立佐倉高等学校との交流会に参加 42

千葉サステナビリティレポート 2020 発行

環境 ISO 監査測定記録作成 12

駐輪状況調査

【中止】第 28 回稲毛区民まつり出展

西千葉キャンパス構内巡り 50

構内めぐり、喫煙状況調査、ステッカー調査

ちーあいふれあいの庭　秋の花植えイベント 40

自転車譲渡イベント 31

ウォームビズのポスターの作成・SNS 啓発 26

第 24 回エコメッセ 2020in ちば　出展 41
サステイナブルキャンパス推進協議会
2020 年度次大会参加 41

★エコ発信局（環境啓発記事作成） 39

★千産千消フェア（リーフレット作成のための取材） 39

【中止】★映画祭 Chiba2020  39

【中止】育てて緑化、フラワープランター企画

【中止】大学祭における環境対策・模擬店・エコ啓発
企画

4

5

6

7

9

10

11

月 活動内容 該当
ページ

環境 ISO 外部審査（議事録作成） 12

太陽光によるイルミネーション

放置自転車整備 31

はっぱラリー 50

古本市（事前申込＋個別引渡し制）の開催　 28

省エネ・省資源イベント 26
「もぐもぐ！テイクアウトマップ in にしちば」の作成、
配布 38

留学生との交流イベント開催 40

亥鼻祭にオンライン出展 41

エアコンフィルター清掃呼びかけ 26

環境関連書籍の増加企画 18

環境関連図書の貸出促進キャンペーン 18
次年度のキャンパス環境目的・環境目標・実施計画原
案作成 12

次年度の環境 ISO 基礎研修パンフレットの作成開始 12

★こどもエコまつり（環境啓発動画の作成・放映） 39

ミックス古紙回収カート・裏紙回収箱移設企画 27

「千葉大学環境エネルギーマネジメント実務士」資格
認定式 13

学内ごみ分別調査 28

育てて緑化フラワープランターの回収

次世代分科会にてマスクケースのデザイン作成 42

環境 ISO 監査測定記録作成 12

★エコアクション２１取得コンサルティング開始 39

古本回収イベント 28

中古自転車回収イベント 31

落ち葉堆肥「けやきの子」販売会 29

各附属学校へ「環境だより第 30 号」発行 22

附属幼稚園の園児に向け環境教育活動（クリーンデー） 22

★千葉大学×京葉銀行 eco プロジェクト実施報告会 39
★千葉大生とともに考える環境ゼミナール（企業向け
講演） 39

★エコ発信局（レタスの種の配布企画） 39

★京葉銀行エコチャレンジ（マイボトル） 39
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編集担当者：梅木里菜（法政経学部 3 年）

［2020 年度に実施した活動］

　　　　通常実施した活動
　　　　オンラインもしくはほぼ非対面で実施した活動
  【中止】　新型コロナウイルスの影響により中止となった活動
　★印　「千葉大学×京葉銀行 eco プロジェクト」（p.39）の活動


