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外部の方々との意見交換会
千葉大学ではサステナビリティレポートの第三者レビューとして、毎年、千葉大学の
ステークホルダーの方々との意見交換会を行っています。

　2022年８月４日（木）に「外部の方々との意見交換
会」を開催しました。参加者は右から、教育学部附属小
学校PTA会長の大泉勉様、株式会社YUIDEAの津村絵
美様、千葉県環境生活部環境政策課政策室の伊藤昌央
室長、千葉県立千葉高等学校１年生の武藤尚人様、但馬
凜様の５名です。司会は環境管理責任者補佐の岡山咲
子助教が務め、本レポートの編集長である工学部３年
の井川将大と園芸学部３年の森下遥が参加しました。

千葉大学の環境マネジメントシステムや取り組みについて

本レポートの原案について

大泉　今年は原油高による電気代の高騰により千葉大学が
緊急的な節電対策をしていると聞いて、附属小学校でもソー
ラーパネルを増設しようと、後援会やOBOGの寄付を募ろ
うという案がでています。このように、附属学校は大学の動
向に敏感なので、連携した取り組みが広がっていけばいいな
と思っています。
伊藤　ごみ分別や、プラスチック削減、食品ロス、海岸清掃、
建物のZEB化など、活動内容が多岐にわたりSDGsに関わる
取り組みをしっかりされていて、年間の中で切れ目がなく活
動されているのも良いと思いました。気候変動は一つの分野
では解決できない問題なので、多学部が横断で取り組むこと
で、総合大学としての強みを活かしていただければと思いま
す。特に興味を持ったのは、附属学校で環境教育に取り組ん
でいることです。環境問題は小さい子どもからお年寄りまで
幅広い世代に、日ごろから取り組むことができるということ
を伝えるのが大事ですので、ぜひ継続してもらいたいです。
津村　学生が主体となって非常に細かいところまで取り組
まれているのが素晴らしいです。学生が決まったことに取
り組むだけでなく、課題感や問題意識を持ち、活動につな
げ、PDCAサイクルを回されていることが、生きた活動になっ

ていると思います。環境目的・目標（p.59～）で、短期的な目
標がメインになっていますが、もう少し長期的な目標の中で
どう取り組んでいるか、また今後どうしていくかが見えてくる
とよいと思います。社会に出ると、環境問題は様々なことに
関わる社会課題として解決が必要になります。学生の皆さん
には、「サステナビリティ＞環境」という視点で、大学での取り
組みがどう世界の課題につながっているのかを意識して取
り組んでいただければと思います。
但馬　率直な感想として、こんなに環境問題に対する活動が
あるんだと驚きました。コンタクトレンズケースの回収プロジ
ェクト(p.30)は、最近千葉高校でも回収が始まりました。私
はコンタクトを使っておらず空き箱やケースがあることすら
知らなかったので、こういう身近で細かいところでも取り組
みができるんだなと気づかされました。
武藤　高校では考えられない活動の幅広さに驚きました。授
業でもSDGsは習いますが、環境問題とセットででてくること
が多いです。でも、このレポートを読んで、環境以外の他の項
目があるというのに気づきました。千葉大学ではそれらに対
してもいろいろな活動をしているので視野が広いなと思い
ました。

大泉　大学の授業で作成した教材を附属学校で活用すると
いう取り組み（p.23）は、附属学校と一体となって行う良い例
だと思いました。新入生に紙製ファイルをプレゼントしたとい
う話（p.40）は、附属小も毎年新入生に記念品をプレゼント
しているので、協力した取り組みにできればいいと思いまし
た。また、附属小では近年ベルマーク回収を再開しましたが、
こうした活動でも大学と連携すればより大きな活動になる
のではないかと考えています。

伊藤　内容が豊富でよくまとまっていて完成度が高いと思い
ます。写真やグラフもたくさん使われていてイメージしやすい
ので良いと思います。原案の段階ですと、見出しの大小が見
分けづらい、一段組みで横の文字数が長くて読みづらいとい
った点がありますが、デザインの段階できれいにしていただ
ければと思います。文字の大きさは年配の方も見るものです
ので、もう少し大きい方がよいかなと思いました。※１

津村　学生が取り組みもしつつ、レポートも編集し、各ページ



69

環
境
報
告
書
の
基
本
項
目

には編集担当名も入っていて、責任を持って取り組まれてい
ることが伝わってきます。ESGレポートの編集制作に普段携
わる者としては、章立てがサステナビリティに関することと、
環境に関することが交互にでてくるので、前半と後半で分け
てまとめるなど、整理した方が読者は理解しやすいのではな
いかと思いました。
岡山　実はこの章立ては「千葉大学環境・エネルギー方針」
（p.3）の５つの柱に沿って構成されています。
津村　そういうことだったのですね。方針に基づいて取り組
まれている証となりますので、「方針に沿って報告していま
す」というようなガイドがあると読者も納得されると思いま
す※２。他の点で気になったことは、各記事がSDGsのどの目
標に該当するかをアイコンで示されていてわかりやすいの
ですが、アイコンを載せるだけですと、「SDGsウォッシュ（実
態以上にSDGsに取り組んでいるように見せかけること）」と
捉えられることがあるので注意が必要です。長期的な目標と
実際の取り組み、それらがSDGsのどれに関わるのかが一覧
でわかるような表があると、考えて取り組んでいることが伝
わってよいのではないかと思います※３。また、サステナビリテ
ィのことについて、学長からのメッセージ(p.4)で「ダイバー

シティに注力している」と書かれていますが、中を見てみると
p.48ではダイバーシティと言いつつ、女性活躍推進の内容に
とどまっています。ダイバーシティという言葉には性別だけで
はなくの様々な違いの意味も含まれているので、女性活躍推
進に特化して書かれるのであれば、「取り組みの一部を紹介
します」といったガイドがあるとよいでしょう※４。そのほか、
細かい点ですが、総エネルギー投入量の数字がp.26とp.64
で違うので、同じレポート内では同じ数字を出すのが良いと
思います※５。
但馬　文量が多いので文章を読むのが得意ではない立場か
らすると、画像がないと読むのに躊躇するのですが、レポート
では中見出しと画像だけでも視覚的に理解できるのでいい
なと思いました。また、二次元コードでYouTubeやWebサイ
トに飛べるのは紙媒体だけではなく、さらに自分で調べるこ
とができるので良いと思いました。
武藤　「カンファレンス」や「オウンドメディア」など、私たちに
はわからない用語もあったので、もう少し読み進めやすいよ
うになったらいいなと思いました※６。ざっと読みたいときに、
文章内に太字などで強調があると、パッと目に入ってわかり
やすいといったことも感じました※７。

千葉大学の今後の環境活動に対して期待すること
大泉　附属学校の代表としては、や
はり附属学校をさらに巻き込んで取
り組んでいってもらいたいです。ま
た、学生から地域の我々に教育する
ような場もあっても良いと思いまし
た。
伊藤　環境問題には身近なところか
ら地球規模のものまであります。学
生の皆さんには卒業した後も環境へ
の取り組みにおけるリーダーになる
ような存在になれるように、社会で
も活躍していってもらいたいと思い
ます。
津村　環境活動に携わることが、学
びや研究につながるということが重
要だと思います。それが総合大学で
ある千葉大学のブランド力を高める
ことにつながるのではないでしょう

か。学生の皆さんには社会課題を解決していく大きな視野を
もって、活動を継続して発展させていってほしいです。また、本
レポートはいろんな人に読んでもらうことが課題だと感じた
ので、レポートの広報という観点でも取り組んでもらえれば
と思います。
但馬　こんなにたくさんの活動を行
っている千葉大はすごいなと思いま
した。附属学校からも取り組みをし
ていると知って、小さいうちから環境
問題について知っているのは、子ど
もひとりひとりの意識が高まること
は間違いないと思いました。
武藤　実施したことを発信していく
ことが大事だなと思います。皆さんが
やってらっしゃることはとても立派な
ことなので、ぜひ積極的に発信してい
ってもらいたいと思います。

編集長より
井川　本日はありがとうございました。今回いただいたご意
見は、大学生だけではなかなか気づくことができなかった点
も多く、今年度のレポートに反映できるものは反映させ、来
年度以降になるものは後輩に引き継いで改善していきたい
と思います。

森下　本日皆さんのお話を聞いて、伝えるということと、わか
りやすくしていくことが課題であると感じました。レポート自
体の広報という観点からも新たな取り組みをしていきたい
と思いました。本日は貴重なご意見ありがとうございました。

※１・２・４・５・６ 今年度のレポートで修正・工夫します。 ※３・７ 来年度以降の参考にさせていただきます。
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環境報告ガイドライン対応表
このサステナビリティレポートは環境省による「環境報告ガイドライン2018年版」
に対応しています。

環境関連報告書の基本情報

1. 環境報告書の基本要件

2. 主な実績評価指標の推移

環境報告書の記載事項

1. 経営責任者のコミットメント

2. ガバナンス

3. ステークホルダーエンゲージメ

ントの状況

4. リスクマネジメント

5. ビジネスモデル

6. バリューチェーンマネジメント

7. 長期ビジョン

8. 戦略

9. 重要な環境課題の特定方法

10. 事業者の重要な環境課題

主な環境課題とその実績評価指標

1. 気候変動

2. 水資源

3. 生物多様性

4. 資源循環

5. 化学物質

6. 汚染予防

該当ページ

26-31

64

2-6

11-14

22-24

35

39-45

48-54

68-69

11-14

59-62

1,20-23

26-31

59-62

6

3,6,11-14

11-14

59-63

2,3,11-14,

59-62

64-65

26-27

64-65

26-27

64-65

32,39-40

45

64-65

33-34

64-65

63,64-65

記載されている章 ( 見出し )

目次 ( 編集方針 )

脱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、 物質収支詳

細データ (※千葉大学 Web サイト参照 https://www.chiba- u.ac.jp/general/

approach/environment/)

千葉大学憲章、千葉大学環境・エネルギー方針、学長からのメッセージ、長期ビジョ

ン

千葉大学の環境マネジメントシステムの概要

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、大学を支える

事業者の SDGs への取り組み、企業・行政と連携した SDGs 活動、地域社会との

交流と国内外への発信活動、NPO 法人としての取り組み、誰もが働きやすい環境

の実現を目指して、大学における社会的な取り組み、教育・研究における社会的な

取り組み、学生活動における社会的な取り組み、 外部の方々との意見交換

千葉大学の環境マネジメントシステムの概要、環境目的・環境目標と達成度評価一

覧

大学概要、SDGs・環境に貢献する最先端の研究、学部・大学院での環境教育

脱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、環境目的・環境目標と

達成度評価一覧

長期ビジョン

千葉大学環境・エネルギー方針、千葉大学の環境マネジメントシステムの概要、長

期ビジョン

千葉大学の環境マネジメントシステムの概要、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遵守状況

千葉大学憲章、千葉大学環境・エネルギー方針、千葉大学の環境マネジメントシス

テムの概要、環境目的・環境目標と達成度評価一覧、物質収支、環境会計

脱炭素キャンパスを目指して、物質収支、環境会計、物質収支詳細データ (※)

脱炭素キャンパスを目指して、物質収支、環境会計、物質収支詳細データ (※)

自然共生キャンパスを目指して、企業・行政と連携した SDGs 活動、NPO 法人とし

ての取り組み

物質収支、環境会計、物質収支詳細データ (※)

安心安全キャンパスを目指して、物質収支、環境会計、物質収支詳細データ (※)

環境関連法規制の順守状況、物質収支、環境会計、物質収支詳細データ (※)
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編集後記
千葉大学のサステナビリティレポート(旧環境報告書)は、初めて発行した2004年
度から継続して環境ISO学生委員会が原案作成・編集作業を担当しています。各種
環境・財務データや記事寄稿、校正などで教職員が協力して完成に至ります。

本レポートの環境配慮
　本レポートはPDFで千葉大学Webサイトにも掲載することで、印刷冊数は必要最低限としています。さらに、FSC®認証のついた用紙の使用
や植物油インキの使用など、印刷の工程でも環境への配慮をしていただける印刷会社に発注しています。

環境管理責任者より
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>)

木村貴彦 施設環境部長(環境管理責任者<事務系>)

千葉大学では2004年以来、18年にわたって、学生主体で環境マネジメントシステムを運営しています。最初の環境報告書は2005年３月に発
行しました。毎年、環境ISO学生委員会が主体的に作成作業を行っています。このレポートが広く読まれることによって、千葉大学のSDGsの達
成に向けた取り組みを広く知っていただければ幸いです。 

2022年4月に環境管理責任者に着任しました。千葉大学方式のEMS活動は、環境ISO学生委員会が中心となって進めており、教職員とともに
SDGsの達成に向けたさまざまな取り組みを行っています。コロナ禍で先輩から後輩への継承が難しかった面もありますが、この活動が末長く
引き継がれて行くことを期待しています。 

編集担当者
編集長
井川将大(工学部3年)、森下遥(園芸学部3年)
　「環境報告書」から「サステナビリティレポート」と名称を変えて4冊目となります。今年は特集を6
本設け、環境以外のSDGsの社会的な側面に関する記事もこれまでで最も多く掲載しました。千葉
大学の様々な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す。本レポートの作成にご協力いただいた、多くの教職員の方々、イン
タビューにご協力いただいた方々、掲載データをご提供くださった方々、デザインにご協力いただ
いた方々、その他全ての関係者の方々に厚く御礼申し上げます。

環境ISO学生委員会 サステナビリティレポート2022編集部
石塚優洋、今井佳枝、遠藤優雨、北原隆明、須藤凜之助、大六野祐斗、玉腰千紘、長谷真衣、根本大雅、根本美香、平松美空、藤本美晴、松本梨
花、三原悠慎、山本怜奈

デザイナー
荒川悠樹、改田涼　（大学院融合理工学府創成工学専攻デザインコースコミュニケーションデザイン研究室）
アクセシビリティチェック：矢野裕之

編集・校正サポート
岡山咲子 国際未来教育基幹 助教

教職員　泉康雄、入江仁士、岡久美、小川玲子、小玉小百合、小林達明、境麻美子、佐々木綾子、佐藤栄作、鮫島隆行、鈴木規道、竹内比呂也、
中嶋央子、中山俊憲、中山節子、幡野雅彦、原寛道、樋口篤志、彦坂健児、桝飛雄真、松岡延浩、山﨑敏裕、和田麻子、環境ISO企画委員会委員の
皆様

取材・執筆等協力者（敬称略、五十音順）

環境ISO学生委員会　岩井沙綾、大島三和、大城友理、小川香椰、笠原真珠、神谷有咲、日下部朱音、熊倉優輝、齋藤航世、佐藤宏紀、鈴木は
るか、鈴木ほの香、鈴木結理、須山優理乃、寺町俊輝、戸井田俊介、仁井田咲良、長谷川綾香、広瀬愛理、宮崎夢華、山岸朱里、山本健太

一般学生・院生　片桐雅玖、柴田和奏、武村有紗、中島由貴、早川咲紀、茂路真歩

その他　伊藤昌央、大泉勉、近藤優衣、櫻井翔太郎、佐合義之、佐藤龍一、瀧一馬、但馬凜、田中奈都美、津村絵美、林功、武藤尚人、守田泰成、
矢野裕之、吉田憲司




