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　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「環境報告書」を毎年公表しており、2019 年度より「サステナビリティレポート」

に変更しました。当初から構成・執筆・編集等を環境 ISO 学生委員会が行ってい

ます。章立ては「千葉大学環境・エネルギー方針」(p.3) に沿って構成しています。

・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

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

環境省「環境報告ガイドライン 2018 年版」

活動：千葉大学における教育・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： 2021 年 4 月 1 日 ～ 2022 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

大学名 国立大学法人千葉大学 学部学生数 10,338 名　大学院学生数 3,292 名 
研究生等 442 名　　　  合計 14,072 名

3,501 名

1,172,417 m²

608,997 m²

(2022 年 5 月 1 日現在 )

千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33 
( 西千葉キャンパス )

中山俊憲
(2021 年 4 月 1 日～)

在籍学生数

役員・教職員数

土地

建物(総面積)

設立年月日

本部所在地

学長

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。

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

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

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

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 )
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千葉大学憲章
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。

　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。

　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。

　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。

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。

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

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。

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。

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

千葉大学の理念

千葉大学の目標

中期計画(第3期:2016年度～2021年度)

1．

2．

3．

4．

“ つねに、より高きものをめざして”

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。

千葉大学正門 ▶

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。

2



3

は
じ
め
に

　千葉大学環境 ISO 学生委員会は、2021年12月４日に開催されたサステイナブルキャンパス
推進協議会(CAS-Net JAPAN)年次大会において、「千葉大学×京葉銀行 eco プロジェクト」
(p.39)の継続的な取り組みが評価され、「サステイナブルキャンパス賞2021学生活動部門」を
受賞しました。この賞は、持続可能な環境配慮型社会の構築への貢献が認められた団体へ送ら
れる賞です。

表彰状 ▶

3

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

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。

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。

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。

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。

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。

1．
2．

3．

4．
5．

コラム

サステイナブルキャンパス賞2021 学生活動部門を受賞
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学長からのメッセージ
2022年5月25日、(SDGs)やサステナビリティへの取
り組みなどについて、環境ISO学生委員長の長谷川綾香
が、中山俊憲学長にインタビューを行いました。

国際頭脳循環の中核として

世界最先端の研究を展開
World 
Leading 
Research

世界に冠たる千葉大学へ
–Towards a world preeminent academic institution–

▶ 学問の多様性を尊重し独創的な研究を推進
▶ 学際研究領域を開拓する世界水準の学術研究を推進
▶ 新たな価値を創造するイノベーティブな研究を推進
▶ 国際高等研究基幹による戦略的な研究教員組織を構築

Holistic
Governance

運営基盤を強化し、
持続的な発展を導く大学経営

▶ デジタル・トランスフォーメーション（DX）による戦略的な大学運営
▶ 個々の力を引き出し、協働体制で競争力を強化
▶ 誰もが生き生きと活躍できる多様性のあるアカデミア環境を構築
▶ 戦略的広報活動と社会資源の有効活用

世界に学び世界に

貢献する人材の育成

Global 
Education

Social 
Engagement

社会に大きく貢献する

千葉大学

▶ 高度な研究成果や優れた人材の育成を通じて社会の持続的発展に貢献
▶ 卓越した知と人材の集積拠点として環境や地域社会に貢献
▶ イノベーションの創出に向けた産学官連携の強化
▶ 世界をリードする千葉大学ブランドの定着

▶ 世界をキャンパスに最先端を学修できる優れた教育環境を提供
▶ グローバル社会のリーダーたる資質とチャレンジ精神を涵養
▶ 幅広い教養と豊かな知性とともに高度な専門性を錬磨
▶ 国際未来教育基幹の強化による最高水準の先進的教育基盤を構築

Chiba 
University 
Aspirations

　千葉大学は2021年7月に、新たなビジョン「Chiba 
University Aspirations」を策定し、「世界に冠たる千
葉大学へ」という強い思いのもと、「World Leading 
Research:国際頭脳循環の中核として世界最先端の
研究を展開」、「Global Education:世界に学び世界
に貢献する人材の育成」、「Hol is t ic Governance:
運営基盤を強化し、持続的な発展を導く大学経営」、
「Social Engagement:社会に大きく貢献する千葉大
学」の4つの項目のそれぞれに目指すべき姿を定めまし
た。この教育・研究・社会貢献・大学運営の4つについて、
他の模範となる取り組みを行うことが、このビジョンの実
現だけでなく、SDGsの達成に貢献することにもつなが
ると思っています。
　大学の良いところは卒業した学生が様々なところで活
躍することで、社会に貢献できる将来性や期待感がある
ことです。そこで教育面では、SDGsの重要性を理解する
マインドを持つ人材を育成することが重要です。学部生
に対しては課題解決型のリーダーとして活躍できる人材
を育成します。台風、地震、コロナなど予期せぬ課題が出
てきたときに、解決方法を提案できるリーダーが必要で
す。解決方法を見つけるには、さまざまな人と一緒に考え
て解決しないといけません。自分の意見を持ちつつ、他
の人の意見も聞いて理解し、みんなが賛同できるような

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。

千葉大学の脱炭素や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。

解決方法や策を見出して提案することができれば、社会
に貢献することができ、持続可能な社会の実現やSDGs
の達成につながります。
　研究活動もSDGsに重要な位置づけがあります。例え
ば、エネルギーを使わないものをつくるという研究もあ
りますが、千葉大学には多種多様な研究を行う教員が
揃っていますので、学問の多様性を尊重し独創的な研究
や、学際的な研究領域を開拓する世界水準の学術研究
などを積極的に推進します。大学院生に期待することは、
課題解決だけでは足りません。解明するところにとどま
らず、社会における新しい価値を創るところまでできる
人材が何人かに一人はでてきてほしいと思っています。
　また、「ダイバーシティ」にも注力しています。私自身が
いた20人ほどの医学部の研究室も半分は女性でした。
私は女性が活躍できない組織は発展しないという実感
がありますので、女性にはどんどん活躍してもらいたいと
思っています。千葉大学では女性研究者に対する様々な
支援のほか、外国人、マイノリティの方々への支援、キャリ
アアップ支援なども行っています。例えば、女性の若手研
究者の5年10年先を見据えた参考になるようにと、ロー
ルモデル集を作って発行しています(詳細 p.48)。

　千葉大学では2020年に「2040年までにRE100 を
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インタビュアー : 長谷川綾香 ( 理学部 3 年 ) 5

最後に、読者へのメッセ―ジをお願いします。

ロシアによるウクライナ侵攻問題などの国際情勢から
千葉大学の取り組みをどう考えますか。

この2年数カ月にわた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。

目指す」という長期ビジョンを宣言しました(p.6)。その
実現に向けて、2021年に設立された大学等間ネットワ
ークである「カーボンニュートラル達成に貢献する大学
等コアリション」と「自然エネルギー大学リーグ」のメンバ
ーに入って活動しています。また、研究面でもそれぞれの
研究がカーボンニュートラルの達成の方に進んでいくこ
とになると思います。
　これから電気代が高くなるので、世の中的にも大学と
してもどのように節電していくかが大きな課題となりま
す。 千葉大学では2005年にISO14001を取得し、環境
ISO学生委員会が主体となって環境・エネルギーマネジ
メントシステムを運用しています(p.11)。この学生主体
ということは先進的な取り組みであり、千葉大学の大き
な特長として誇れるものだと実感しています。学生はこう
した活動を行うことで、社会に出てからの練習ができま
す。自分は何が得意で、何が苦手なのかを知り、得意なこ
とを仕事として能力を伸ばしていくことができます。そう
いう実務教育という面からも学生主体の取り組みは魅
力があります。最近では「千葉大学×京葉銀行ecoプロジ
ェクト」(p.39)という地元銀行と連携したプロジェクト
がありますが、こうした取り組みをさらに発展させて次
のステージに進んでいきたいと思っています。

　この侵攻問題から、戦争、人道支援、エネルギー、食糧
安全保障、物価上昇、国際政治など、さまざまな問題が
顕在化してきたことは大きなショックです。同時に、我々
が手にしている情報はどこからの情報なのかについて
も考えなければいけません。そのうえで、顕在化してい
る課題の背景を踏まえて、課題をどう解決するかを考え
ていかなければなりません。大学の役割は見識を持って
両方の国のことを考え、教育研究の中で対応していくこ
とです。
　そして、このような事態になっていることを理解する
上で、他国の価値観の違いを知ることは大事です。千葉
大学は ENGINE という全員留学のプログラムを実施し
ています。これは、学生のうちに海外を経験することで、
価値観の違う人がいること、共有できるものがあること
など、何か発見を感じてほしいという気持ちがあるから
です。私自身も留学を経験して、考え方の違いやカルチ
ャーショックもありましたし、自分の得意・不得意も理解
でき、人間関係やコミュニケーションスキルについて成
長できたという実感がありました。2021年度はコロナ
禍で物理的に海外に学生を派遣することはできなかっ
たため、オンライン留学プログラムを導入したり、外国人
教員を新たに10人採用するなど工夫をしましたが、な
かなか ENGINEプログラムの思いは実現できていませ
ん。2022 年度になり徐々に海外に学生を派遣すること

　コロナ禍を経験し、大学は教育の面でオンラインとい
う大きな方向転換をしました。千葉大学はコロナ前にも
オンラインを活用するスマートラーニングを追求してお
り、ある程度ノウハウがあったため、2020年度にオンラ
インに切り替えざるを得ない状況下でも大きなトラブル
なく対応することができました。2年目になると少しずつ
対面との併用を増やしてきましたが、今までに授業での
クラスターは発生していません。
　オンライン教育は知識を得る、覚えるという点で優れ
ているというメリットがあります。ある学部で毎年行って
いる試験ではコロナ前より成績が良いことがわかりまし
た。しかし、課題解決力を身につけるには、人との意見交
換などが必要なので、その点については感染対策しなが
ら対面で進めていくことが大事です。また、大学生になっ
てもキャンパスに行けない、クラブ活動ができないとい
う状況は学生にとって良くありません。この2年間で感染
防止対策のノウハウも習得しましたし、ワクチンの普及
や治療薬の研究も進んでいるので、2022年度は大学で
本来得るような社会性の醸成ができるように、ニューノ
ーマルな形で大学を運営していきたいと思っています。

　教職員にはビジョンに沿って議論しながらさまざまな
取り組みを進めていきたいと思っています。学生には世
界におけるさまざまな課題を解決し、グローバルに活躍
するための学びを得てもらうことを望んでいます。この
ような環境で一緒に学びたいと考える高校生の方はぜ
ひ千葉大学を受験してください。地域の皆様には日ごろ
からのお力添えに深く感謝いたします。地域の方々が自
慢できるような千葉大学、世界をリードする千葉大とし
て、皆様の知的好奇心を満たす場に発展していこうと思
っておりますのでご期待ください。

ができるようになりましたので、学生の皆さんが卒業ま
でに短期間でも海外に行ければいいなと思っています。
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長期ビジョン
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、
長期ビジョンを宣言しました。

“ 千 葉 大 学 は 2 0 4 0 年までにR E 1 0 0 達 成を目指します ”

　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。

RE100とは

　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。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流れを受けて、千葉大学はそれまでの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達成を目指すと2020年９月に宣言しました。日本でも2020年10月に菅総理（当時）が「2050年カーボンニュー
トラル」を宣言しました。

背景

※　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。その後、2021年11月のCOP26では、1.5℃に抑える努力を追求するとした合意文書が採択されました。

※　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

千葉大学の取り組み
　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ISO50001を取得しました。これ
らを運用する中で、意識の啓発活動はもちろん、様
々な仕組みや制度、システムを整え、省エネに取り
組んできました。その結果、ISO取得前の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
の成果がありました。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十分とはいえません。千葉大学では、建物の建て替えや大規模改修を行う
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。
　2021年度にはカーボンニュートラル達成に貢献する大学等間ネットワークである、「カーボンニュートラル達成に貢献す
る大学等コアリション」、「自然エネルギー大学リーグ」が設立され、千葉大学もそれぞれのメンバーに入りました。また、11
月に学内に「RE100企画推進委員会」を立ち上げ、RE100達成に向けた道筋を検討しています。具体的には学内の各施設の
エネルギー消費量と消費密度を調査し、分類を行いました。今後はこの分類毎の利用実態を精査することで、省エネの可能
性を分析し、その後に再生可能エネルギーの導入について検討していく予定です。
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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、各ページに17の目標のどれと密接に関係するのかをアイコンで
示しています。

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる1．

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可
能な農業を促進する

2．

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を
促進する

3．

すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生
涯学習の機会を促進する

4．

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う5．

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する6．

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する7．

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する8．

強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る9．

各国内及び各国間の不平等を是正する10．

包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する11．

持続可能な生産消費形態を確保する12．

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる13．

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する14．

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失
を阻止する

15．

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のあ
る包摂的な制度を構築する

16．

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する17．

SDGsの17個の目標

　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

SDGs に対する千葉大学の意識

名前も内容も
知っている

79%

内容は知らないが、
名前は知っている

19%

名前も内容も知らない
2%

※　和訳出典　外務省仮訳

際的な舞台にまでその範囲を拡大してきました。
　2022年4月~6月に学生・教職員に実施したアンケート(回答数1,997名)による
と、SDGsの認知率は98%で、昨年の89%を大幅に上回りました。ただ、内容を知らな
い人が21%(昨年36%)いることから、今後も継続的な啓発と取り組みが必要です。
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特 集 ①

医学部附属病院では2021年度に348名のコロナ患者を受け入れており、特に県の基幹病院として多くの重症患者に対応
してきました。また、墨田サテライトキャンパスでは墨田区と協力してワクチン接種を推進しました。

新型コロナウイルス感染症への対応

　2021 年 8 月 17 日に、千葉県柏市で新型コロナウイルスに感染した妊婦の
入院先が見つからず、自宅で出産した赤ちゃんが死亡する事案が発生しました。
コロナ患者を診療し、産婦人科も診療でき、早産などのリスクのある妊婦を診る
ことができる病院が少ないことが全国的に問題となりました。これを受けて、医
学部附属病院はコロナに感染した妊産婦を受け入れるための病床としてMFICU
(母体胎児集中治療室:Maternal Fatal Intensive Care Unit)を4床確保し、全国
に先 駆けて8月27日から運用を開始しました。

いちはやく妊産婦専用コロナ病床設置

陰圧室を完備した MFICU の1室

　医学部附属病院では、公益財団法人日本財団と株式会社千葉銀行のご支援を
受け、「走るER(Emergency Room:救命救急室)」エクモカーを2021年11月に
県内で初めて導入しました。エクモカーは、他施設からのECMO(体外式膜型人
工肺)装着患者の搬送や、救命のために緊急処置が必要な患者用の移動式診療
スペースとして、また、災害時には現場に急行する災害派遣医療チーム専用車両
として活躍しています。

県内初導入「走るER」エクモカーの運用開始

11月1日に行われたエクモカー寄贈式

　墨田区の新型コロナワクチン接種体制の構築に向け、千葉大学デザイン・リサ 
ーチ・インスティテュート(dri)の張益準准教授と学生を含む4名のチームが、接種
会場の密集・密接を生まないための誘導サインをデザインしました。これにはコ
ミュニケーションデザインの知見が活用されており、子どもから高齢者まで馴染
みがある色と数字を配し、接種を受ける方が今はどの段階にいて、次はどこに進
むのかを分かりやすく示すことで、自然と身体的距離を確保できる接種会場づく
りをサポートしました。このデザインは 2021 グッドデザイン賞(グッドデザイン・
ベスト100)を受賞したほか、国際的なデザイン賞であるレッドドットデザイン賞
も受賞し、国内外で高く評価されました。

ワクチン接種会場における誘導サインに視覚伝達デザインの知見を活用

実際のデザイン

　墨田サテライトキャンパスを墨田区のワクチン接種会場として活用するにあた 
り、運営する墨田中央病院は接種会場の人員確保に苦慮していました。そこで、人 
手不足を補いつつ、コロナ禍におけるアルバイトの機会が減っている学生の助け
になれないかと墨田区に相談があったことが発端となり、授業等で同キャンパス
に通う工学部の学生8名が、2021年7月から墨田中央病院にアルバイトとして採
用され、予診票の事前確認や被接種者の案内誘導業務を行いました。

学生が墨田区のワクチン接種をサポート

 予診票確認の準備をする様子
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特 集 ②

医学部附属病院では、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、職員・関係者への新型コロナワクチン接種、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みました。

コロナワクチンセンターを設置し、接種と研究を推進

作成したポスター

　2021年3月より希望する職員や地域医療関係者のワクチン接種を進め、接種後の副反応への対応体制を整備しました。
また、6月からは千葉県の大規模接種会場「蘇我コミュニティセンター」に人員を派遣しました。

ワクチン接種の推進

　医療者向けの啓発活動として、ワクチンの希釈手順や接種手順について動画
を制作してYouTube公式チャンネルで配信したところ、合わせて100万回以上の
視聴がありました。また、ワクチンへの理解を促進するために、接種推進ポスター
全8種類を作成して院内に掲示したほか、医療機関などにも提供しました。

ワクチンの正しい情報などを伝える啓発活動

-0.4　　　　-0.2　　　　0　　　　0.2

● ワクチン接種後の抗体化（因子との関連性）

相対的重要度

免疫抑制薬の内服あり
年齢が高い

副腎皮質ステロイド薬の内服あり

飲酒の頻度が高い
抗アレルギー薬の内服あり（花粉症薬など）

１回目と 2 回目の接種間隔が長い
（18～25 日）

女性
COVID-19 既住歴あり（過去に感染）

抗体価が上がりにくい 抗体価が上がりやすい

20,000

10,000

0

１回目接種前　　２回目接種後
2021 年 3～４月

ワクチン接種後の抗体量の変動（中央値）
単位：U/mL（ユニット・パー・ミリリットル）

2,060
592

22,471

１回目接種前の
抗体量はゼロ

３回目接種前　　３回目接種後
2021 年 12 月～2022 年 1 月

抗
体
量

3 回目は２回目の
10 倍超に増加
2,060 → 22,471

8 ヶ月経過し、
３分の１に減少
2,060 → 592

３回目の直前の
38 倍に増加
592 → 22,471

　医学研究院と連携し、職員より研究協力者を募
集し、新型コロナワクチン(ファイザー社製)の1回
目の接種前と2回目の接種後に採血及び唾液を
採取・保存し、ワクチン接種前後の抗体価を測定
しました。その結果、1,774 名のうち 1,773 名、
ほぼ全員に抗体価の上昇がみられ、ワクチンが有
効であることがわかりました。また、年齢、性別、
飲酒頻度、1回目と2回目の接種間隔などの因子
と抗体価との関連についても明らかとなりました
(2021 年6月3日発表)。
　続いて、3回目接種をした職員1,372名の血液
を調べたところ、抗体量の中央値が、2回目接種
後の2,060U/mLから22,471U/mLに10倍以上
増えていることがわかりました。私たちの免疫に
は、一度感染した病原体に再度感染した際に前回
よりも早く、かつ強く病原体を攻撃する「免疫記
憶」という機能があり、3回目の接種で上乗せ効
果が表れたと考えられます。また、2回目接種後か
ら3回目接種までの8か月間で、抗体量が3分の
1に減少していることもわかりました。しかし、3回
目接種後は、年齢にかかわらず、著しく抗体量が
増加しており、3回目接種の効果を確認することが
できました(2022 年3月 17 日発表)。

ワクチンの効果・副反応・免疫応答に関する研究

YouTube 千葉大学病院 公式チャンネル
https://www.youtube.com/c/ChibaUnivHospital
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特 集 ③

千葉大学は、ワクチン研究の強化に取り組む「ヒト粘膜ワクチン学部門」を、医学部附属病院と塩野義製薬株式会社との
共同研究部門として2022年4月に設置しました。また、ポストコロナ新時代の災害医療・災害看護システム構築に向けて 
2021年10 月に「千葉大学災害治療学研究所」を発足しました。

ワクチン研究と災害治療学研究の進展に向けて

　千葉大学災害治療学研究所は、自然災害やパンデミッ
クなどによる社会的脅威に対して、国民の健康・安全お
よび社会の環境・活動性を守ることができる「災害レジ
リエントな社会」を構築することを目標に、2021年10月
に発足しました。
　日本は世界でも有数の災害大国で、これまでも多く
の巨大地震、火山噴火、津波、台風に襲われてきました。
その影響は、被災後の長期避難生活、長期の生活環境の
変化によりストレス疾患や精神疾患の悪化、生活習慣病
の憎悪など多様で深刻な健康被害をもたらしています。
　さらに2020年初頭からは、新型コロナウイルス感染
症が世界流行し、現時点でもその終息は見えておらず、こ
の様なパンデミック下で巨大自然災害が発生する「複合
災害」では、その被害は相乗的に拡大すると想定されて

ポストコロナ時代の「災害レジリエントな社会」構築を目指して

16 部門から構成される組織

　医学部附属病院は、新型コロナウイルスをはじめ、感染症に関連する 
ワクチンの研究をさらに強化していくため、2022年4月1日に、塩野義
製薬株式会社と共同研究部門「ヒト粘膜ワクチン学部門」を設置しまし
た。両者の強みを活かして、主に千葉大が基礎研究、塩野義が臨床研究
を担います。
　新型コロナウイルスなどは飛沫・空気感染、つまり鼻や口などの呼吸 
器粘膜から侵入し、感染します。抗体を粘膜面につけることができれば
感染・伝搬を阻止できます。しかし、現在、接種されているほとんどのワ
クチンは注射型ワクチンのため粘膜面での防御が不十分です。そこで
本研究では、鼻の中に噴霧して、粘膜に防御免疫を効果的につけること

新型コロナウイルスの経鼻ワクチンを産学共同開発へ

2022年2月10 日に共同研究を発表

ができる粘膜免疫誘導型ワクチン(経鼻ワクチン)の研究開発に取り組み、注射型ワクチンが有する「発症や重症化を防ぐ効
果」に加え、新たに「病原体の侵入そのものを防ぐ効果」も有するワクチンの開発を目指します。経鼻ワクチンは、注射器や
針が必要ないため、注射ワクチンよりも接種が簡単で、医療従事者を十分に確保しなくても接種体制をつくれるというメリ
ットがあります。

います。感染・免疫低下・ ストレスなどを招く自然災害や新興感染症などに対する国民の長期的不安の解消という社会的ニ
ーズに対しては、疾患の病態解析研究だけでは不十分であり、異分野の研究者や産学官民の様々なステークホルダーとの
連携を深め、学際的な研究を推進する必要があります。千葉大学は多彩な研究特色を活かし、ポストコロナ新時代の災害医
療・災害 看護システム構築に資する「災害治療学研究モデル」の樹立と人材育成を推進します。本研究所は16の研究部門か
ら 構成され、健康をターゲットとする医療系3学部である医・薬・看護の3学系と真菌医学研究センター、先端計測・AI 技術
等により災害研究を進める理学・工学系、植生等から頑健な国づくりを進める園芸学系、災害による社会変革を防ぐ社会
学系の研究者が結集し、学際的に災害治療学研究を進める学術基盤が構築されました。
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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取り組むにあたり、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(附属病院を除く)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。

国際規格の取得

　千葉大学では当初から「環境ISO学生委員会」を組織して大学のEMS組織内に位置づけ、所属する学生がEMSの構築・運
用に必要な中核業務を行っています。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。

独自の仕組み「千葉大学方式」

　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。

環境・エネルギーマネジメントシステム運営組織

※　ISO 規格:国際標準化機構 International Organization for Standardization : ISO)が定めた国際規格 

・ 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
事項などの伝達と意見交換の場。
・ 省エネリーダー会議
　各部局の取り組みや省エネに関する情報交換を行う場。
・ 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。

2019 年度に5回目の認証更新 

内部監査委員会
内部監査責任者

内部監査員
( 教職員・学生 )

・ 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40 
部局 414 ユニット(2022 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 
https://kankyo-iso.chiba-u.jp/
千葉大学のEMSの概要とマニュアルなどの関連文書を掲載
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PDCA サイクルに沿った EMS 運用と学生の関わり
　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
では「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。

＜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.57)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。2021年度は学生118名と教職員49名の計167名で、124
ヶ所の研究室などの監査を行いました。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。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。
※　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

　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。

 教授会で基礎研修の講師を務める学生

 学長による見直しに同席する学生

 外部審査で議事録を作成する学生

 内部監査員を務める学生

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。

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~ 2022 年発行の環境報告書/サステナビリティレポートを PDF で
閲覧することができます。
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学生委員会による EMS 運用の仕組み
　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、19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地区合わせて約300名
(2022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 松戸·柏の葉地区環境 ISO 学生委員会

単位化の仕組み「環境マネジメントシステム実習」
　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 実習 Ⅱ 実習 Ⅲ
主に1年生が受講します。EMSの基礎礎
知識を習得し、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、
企画立案の仕方やビジネススキルといっ
仕事の進め方を習得するほか、実際に上
級生と一緒に班やプロジェクト活動に参
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
班長やプロジェクトリーダーなどの役職
を経験し、主体的に活動を行います。

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。2021年度は
千葉市、墨田区に合わせて6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。

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」

資格認定式の様子

　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。2021年度
には47名を認定し、学生委員会発足以来607名
の学生が取得しています。

環境 ISO 学生委員会 Web サイト 
http://chiba-u-siso.xrea.jp/chibasiso/
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編集担当 : 長谷川綾香 ( 理学部 3 年 )

環境ISO学生委員会の2021年度の活動状況
　学生委員会では年間を通じて学内および地域、海外に向けて環境改善やSDGs達成に向けたさまざまな活動を実施して
います。2021年度は対面とオンラインの両方で多様な環境活動を実施しました。対面で活動を行う場合は、大学の感染防
止対策の方針に則り、環境 ISO 学生委員会独自のガイドラインに沿って行いました。 
★印は「千葉大学×京葉銀行 eco プロジェクト」(詳細 p.39)の活動です。

環境 ISO 基礎研修講師

入学式で間伐材を使用したしおりを配布

学生委員会新メンバー募集活動 ( オンライン )

エコバッグ普及「西千葉グルメキャンペーン♪」開催

Chiba Spring Fes 2021 開催 ( オンライン )

中古自転車譲渡イベント

ちーあいふれあいの庭 春の花植えイベント

構内の環境スポット確認巡り

クールビズポスター作成・SNS 発信

★2021 年度企画会議

エアコンフィルター清掃活動

駐輪状況調査

花の育て方講座

省エネ省資源イベント・キャンペーンの開催

シェアサイクル COGOO の清掃活動

古本市

樹名板勉強会、堆肥化勉強会

★マイストロー販売会

千葉県ユニセフ協会主催「ユニセフの集い」に登壇 ( オンライン )

全国大学生協主催「環境セミナー 2021」に参加 ( オンライン )

MINTIA& キャップアップサイクル活動回収開始

地域向け広報紙「いそちゃんだより」発行

★企業向け環境・SDGs 教室の開催

学内向け法規制順守の「守ろうウィーク」開催

千葉大学サステナビリティレポート 2021 を発行

環境 ISO 内部監査員

第 15 回環境マネジメント全国学生大会開催 ( オンライン )

ミックス古紙回収量調査

★千産千消リーフレット配布開始

★企業向け環境ゼミナールの開催

★農業体験プログラムへの参加

環境 ISO 監視測定記録作成

生協祭における環境対策・啓発活動

★竹林整備活動

中部大学主催「ESD・SDGs 研究・活動発表会」に登壇 ( オンライン )

エコメッセちば 2021 に出展 ( オンライン )

コンタクトレンズケース回収イベント

育てて緑化、フラワープランター企画

海岸清掃活動

ちーあいふれあいの庭 秋の花植えイベント

構内の環境スポット確認巡り

ウォームビズのポスター作成・SNS 啓発

駐輪状況調査、放置自転車撤去活動

★エコ発信局 ( 環境啓発記事作成 )

マイナビ学生の窓口主催「SDGs 学生カンファレンス」に登壇 ( オンライン )

第 22 回日中韓環境教育ネットワークシンポジウムに登壇 ( オンライン )

環境 ISO 外部審査の議事録作成

「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

省エネステッカー貼付チェック

はっぱオリエンテーリング

太陽光によるイルミネーションイベント

★こどもエコまつり「コスメペインツ」& ごみ拾い

ASEAN・大学紹介プレゼンテーションコンテストに出場 ( オンライン )

サステイナブルキャンパス推進協議会 2021 年次大会に登壇

エコプロ 2021 にブース出展

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

次年度の環境 ISO 基礎研修パンフレット作成、研修準備開始

生協における竹ストロー導入・カトラリー有料化の実証実験

西千葉再発見 ! カフェ巡りマップ作成・配布

ASCN2021 年次大会への登壇 ( オンライン )

環境関連図書の貸出促進キャンペーン開催

Chiba Winter Fes 2022 の開催

ミックス古紙回収・ゴミ分別調査

落ち葉堆肥「けやきの子」販売会

中古自転車の回収活動

附属幼稚園向けエコ啓発紙芝居の作成と配布

附属中学校 ISO 委員会の生徒への ISO レクチャー

附属学校向け「環境だより」配布

★小中学生向け動画「考えよう ! 私たちの SDGs」作成・公開

★2021 年度実施報告会

Drops 主催のアガパンサス整備への参加

緑のカーテン作製活動

落ち葉を使用した堆肥の作製活動

NPO 法人千葉大学環境 ISO 学生委員会の活動

★エコアクション 21 取得コンサルティング
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