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はじめに 

 岡山大学環境管理センター報第 40 号は、環境管理センターが平成 29 年(2017 年)度に行った業

務を纏めたものです。 

このセンター報は、環境管理センターの前身である環境管理施設の広報誌「岡山大学環境管理施設

報」から、通算 40 号にあたります。昭和 54 年の発行から、40 年経過し、年号は昭和から平成に移り、

来年は新しい年号に変わります。誌名も、「環境管理施設報」「環境管理センター報」「環境制御」と変

化し、今号から、再び「環境管理センター報」に戻りました。 

この間、環境管理センターの組織も、「環境管理施設」から「環境管理センター(無機廃液部門、有機

廃液部門)」「環境管理センター(無機廃液部門、有機廃液部門、洗浄排水部門、生活排水部門)」

「環境管理センター(廃液部門、排水部門、廃棄物部門、環境管理部門)」と変化し、岡山大学法人化

と同時に「保健環境センター環境安全部門」になり、「環境管理センター」「環境管理センター(環境マネジ

メント部門、化学物質管理部門)」と変遷してきました。 

冊子の内容も、「センター業務のお知らせ・活動報告集」から「環境の話題＋センター業務のお知らせ・

活動報告集」に、そして「環境に関する論文・話題＋センター業務のお知らせ・活動報告集」「環境に関す

る論文・講演会論文＋センター業務のお知らせ・活動報告集」「講演会論文＋センター業務活動報告

集」と変化してきました。 

この間、センターの業務も、廃液処理、排水管理、廃棄物管理と拡大し、さらに、大学の環境対策から

大学の環境マネジメントへと大きく範囲を広げてきました。これらの業務に加え、環境保全、環境安全の教

育、研究活動も併せて行ってきました。取り扱う環境問題も地域環境から地球環境へと拡大し、センター

の目的も大学環境保全からサステイナブル・キャンパスの構築へと変化しつつあります。 

人類が直面する喫緊かつ重大な課題である環境問題は、対象範囲の拡大とともに、社会や経済、統

治や政治などの課題も併せて総合的に捉えることが必要となってきました。そこで、このような複雑化した環

境の諸問題は、他書に委ねることとし、センター報を環境管理センターの活動記録として特化することにし

ました。 

これまで発行してきた環境管理センター報は、岡山大学の環境対策、それに伴う環境管理センターの

対応の記録であり、加えて、私たちのまわりの環境、環境問題の変遷の記録と捉えることもできます。センタ

ー報の歴史と意義を踏まえつつ、環境管理センター報第 40 号（2018)は、今までのセンター報の論文、

解説、話題、お知らせ等を省略し、環境管理センターの前年度の活動に限定した「センター業務活動報

告集」に一新しました。 

今後も、環境管理センターの活動をご理解いただき、ご協力をお願いする次第です。 

                               岡山大学環境管理センター長   菅 誠治  
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環境管理センター活動報告 

1 運営委員会 

平成 29 年度開催結果 

第 1 回環境管理センター運営委員会 

日時：平成 29 年 5 月 30 日           

場所：本部棟 第二会議室 

議題： 

(1)審議事項 

1)平成 29 年度予算案について 

2)平成 28 年度業務報告について 

(2)報告事項 

1)平成 29 年度組織目標について 

2)平成 29 年度業務計画について 

3)平成 29 年度業務計画について 

4)大学機能強化戦略経費について 

(3)その他 

  1)環境管理センター公開講演会の開催について 

    2)岡山大学エコナイト 2017 の開催について 

    3)その他 

 

第 2 回環境管理センター運営委員会 

日時：平成 30 年 3 月 7 日－3 月 14 日           

持ち回り会議 

議題： 

(1)審議事項 

1)環境管理センター人事について 
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第 3 回環境管理センター運営委員会 

日時：平成 30 年 3 月 27 日           

場所：環境理工学部 大会議室 

議題： 

(1)審議事項 

1)センター規程及び運営委員規程の改正について 

2)平成 30 年度事業計画について 

(2)報告事項 

1)平成 29 年度中期計画・年度計画・行動計画の実施状況等に係る報告について 

2)平成 29 年度業務報告(概要)について 

3)平成 29 年度組織目標評価について 

4)平成 30 年度組織目標について 

(3)その他 

1)その他 

 

 

［参考資料］平成 29 年度環境管理センター予算・決算                                             

(平成 30 年度第 1 回環境管理センター運営委員会資料より抜粋)        

事  項 平成 29 年度予算 平成 29 年度決算 

消耗品費 1,014 千円 1,093 千円 

備品費 0 0 

旅費交通費 500 424 

光熱水料（電力料） 700 767 

光熱水料（ガス料） 30 41 

光熱水料（上下水道料） 50 54 

通信運搬費 90 65 

水質分析委託経費 1,700 1,694 

修繕費 2,300 2,377 

保守管理費 150 154 

印刷製本費 2,800 1,700 

その他経費 1,000 208 

化学物質管理経費 1,000 2,000 

図書雑誌費 250 243 

教員教育研究経費 900 902 

廃液処理振替経費 100 -209 

非常勤職員人件費 4,700 4,433 

      計 17,284 15,946 
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2 業務関連データ 

廃液搬入量 

無機廃液 

平成 29 年度無機廃液部局別搬入量                （単位：kg） 

 学務 理 医歯薬 薬学部 工 環理 農 異分ｺｱ 異分研 植研 環セ 合計 

 重金属  270 1,080 70 106 1,214 1,178 127 632 204 125 24 5,028 

 水銀  - 46 - - - 73 - - - 13 - 131 

 シアン  21 21 - 13 28 68 - - - - - 150 

 部局別計  291 1,146 70 118 1,242 1,318 127 632 204 137 24 5,309 

 

有機廃液 

            平成 29 年度有機廃液部局別搬入量                   （単位：kg） 

 学務 理 自セ 医歯薬 病院 薬 工 環理 農 異分ｺｱ 植研 異分研 教育 合計 

非水溶性有機溶媒 - 493 - 113 54 233 3,142 107 140 442 2 56 120 4,902 

水溶性有機溶媒 - 128 2 67 65 565 1,778 863 197 391 83 113 - 4,252 

廃オイル類 - 32 - 33 - 50 260 59 10 17 9 20 - 490 

その他自燃性有機廃液 - - - 22 - 6 52 17 - - - 7 - 104 

低濃度塩素系有機廃液 - 147 7 9 - 4,157 1,207 18 55 9 49 145 - 5,803 

高濃度塩素系有機廃液 30 455 - 80 - 1,449 5,185 995 254 511 61 1,714 - 10,734 

ホルマリン廃液 - 62 - 162 - 1 - - - 21 23 - 10 279 

その他難燃水系廃液 - 76 37 320 - 1,083 2,134 1,470 298 - 202 182 - 5,802 

部局別計 30 1,393 46 807 119 7,544 13,757 3,530 954 1,392 427 2,237 130 32,365 

 

写真廃液 

              平成 29 年度写真廃液部局別搬入量            （単位：kg） 

 学務 理 自セ 医歯薬 薬 工 農 植研 環セ 合 計 

現像廃液 15 - - 277 - 74 12 - 16 394 

定着廃液 6 - - 203 - 43 14 - 16 282 

部局別計 20 0 0 480 0 116 26 0 32 676 

 

特殊廃液  

平成 29 年度特殊廃液部局別搬入量   (単位：kg） 

 理 医歯薬 異分研 工 植研 合計 

部局別計 181 74 212 282 15 764 
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津島地区排水分析結果 

平成 29 年度津島地区団地洗浄排水・生活排水水質分析結果 
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平成 29 年度津島地区団地洗浄排水・生活排水水質分析結果 
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平成 29 年度津島地区団地洗浄排水・生活排水水質分析結果 
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廃棄物発生量集計 

平成 29 年度部局別廃棄物発生量集計 

部  局  名 

産業廃棄物 

管理票 

発行枚数 

年間発生量（t） 廃棄物 

発生量 

合 計 

（t） 

再資源化物 

発生量 

一般廃棄物 

発生量 

産業廃棄物 

発生量 

事務局 8 28.632 5.797 4.175 38.604 

事務局（学務部） 19 21.955 32.480 35.904 90.339 

社会文化科学研究科 4 14.890 6.445 4.102 25.437 

教育学部 20 14.876 3.760 3.890 22.526 

理学部 100 21.949 6.601 23.842 52.392 

薬学部 33 5.842 10.350 18.128 34.320 

工学部 76 39.633 22.241 33.700 95.574 

環境理工学部 36 16.186 4.700 95.923 116.809 

農学部 25 11.417 12.610 18.387 42.414 

情報統括センター - 1.180 0.301 - 1.481 

附属図書館 2 26.053 2.099 1.805 29.957 

保健管理センター 1 0.000 0.811 0.094 0.905 

環境管理センター 87 0.000 0.000 39.560 39.560 

グローバル・パートナーズ 4 2.324 36.344 5.100 43.768 

自然生命科学研究支援センター（動物資源） 50 0.000 2.350 2.305 4.655 

異分野融合先端研究コア 4 3.056 0.940 3.764 7.760 

研究推進産学官連携機構 - 0.000 0.000 - - 

理学部附属臨海実験所 6 0.000 0.000 0.490 0.490 

医歯薬学総合研究科（鹿田） 108 1.430 0.000 4.546 5.976 

大学病院 301 333.644 808.450 465.348 1,607.442 

大学病院三朝医療センター - 0.000 0.000 - - 

惑星物質研究所 13 4.279 3.700 4.380 12.359 

資源植物科学研究所 27 4.311 6.939 5.767 17.017 

附属小学校 1 0.000 17.092 1.420 18.512 

附属中学校 6 0.000 4.762 5.960 10.722 

附属特別支援学校 12 0.000 4.272 4.705 8.977 

合   計 943 551.657 993.044 747.056 2,327.995 
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化学物質管理状況 

平成 29 年度 PRTR 法第一種指定化学物質の使用量、排出量、移動量 

PRTR 法の第一種指定化学物質の排出量・移動量の平成 29 年度の全学集計結果を示す。

PRTR 法に基づき、排出量・移動量が年間 1 トンを超えた津島地区のクロロホルム，ジクロロメタン及び

ノルマル-ヘキサンについて国へ届出を行った。 

平成 29 年度 PRTR 法に基づく第一種指定化学物質の排出量・移動量 （単位：kg ） 

第一種指定化学物質 排出量 移動量 排出量・移動量計 

アセトニトリル 15.1  516.4 531.6 

エチレンオキシド    456.0 ※）      0.0 456.0 

キシレン 47.2   792.7 839.9 

クロロホルム 47.1 4466.0 4513.1 

ジクロロメタン   2.2 1218.7  1221.0 

ジメチルホルムアミド   1.4   164.2    165.7 

トルエン 10.4   365.2    375.5 

ノルマル-ヘキサン 29.6  5384.6   5414.2 

ベンゼン   0.7      48.3       49.0 

ホルムアルデヒド   2.5     120.8      123.3 

       ※）エチレンオキシドの排出には，触媒により無害化がなされている 

  

化学物質管理状況監査 

 平成 29 年度化学物質管理状況監査は、現地調査を惑星物質研究所、自然生命科学研究支援

センター、研究推進産学官連携機構及び学務部について実施した。  
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3 教育・研究活動 

出前講義 

学生実験・実習を始めるにあたっての環境安全教育 

(部局の依頼により、環境管理センター教員が実施) 

 

使用教材：岡山大学環境管理センター概要 

        環境安全の手引き 

 

平成 29 年度出前講義実施結果 

月 日 対象学生 人数(名) 担当教員 センター教員  

4/10 理学部生物学科 2 年 42 中堀 清 崎田真一 

4/11 農学部 3 年・他大学からの大学院生 40 宗正晋太郎 崎田真一 

4/13 環境理工学部環境物質工学科 2 年 40 西本俊介 崎田真一 

4/20 工学部化学生命学科 3 年 40 金山直樹 竹内文章 

5/8 新任教員・他大学からの大学院生 20 中村宣督 竹内文章 

5/15 工学部化学生命学科 3 年 40 金山直樹 崎田真一 

6/1 工学部化学生命学科 3 年 40 金山直樹 竹内文章 

6/15 一般教育教養生物学実験受講生 40 中堀 清 竹内文章 

7/4 農学部総合農業科学科 1 年 125 嶋 一徹 崎田真一 

10/2 農学部総合農業科学科 2 年 28 豊田和弘 崎田真一 

10/5 農学部総合農業科学科 2 年 26 田村 隆 竹内文章 

12/4 工学部化学生命学科 2 年 150 中西 真  竹内文章 

12/14 一般教育教養生物学実験受講生 15 中堀 清   竹内文章 

                      平成 29 年度合計      646 名 
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講習会 

環境管理センター主催環境マネジメントに関する講習会 

 

 

 

廃液処理技術指導員講習会（津島地区） 

日時：平成 29 年 6 月 2 日 9:50-11:05 

場所：自然科学研究科棟 第二講義室 

内容：挨拶                           環境管理センター長 西村 伸一 

     「環境安全と廃液管理システム」       環境管理センター 准教授 崎田 真一 

     「廃液の貯留及び受入時の留意点」   安全管理課 主任専門職員 秋吉 延崇 

参加者：7 名 

 

廃液処理技術指導員講習会（鹿田地区） 

日時：平成 29 年 12 月 6 日 17:30-18:50 

場所：臨床講義棟 臨床第二講義室 

内容：挨拶                          環境管理センター長 西村 伸一 

     「環境安全と廃液管理システム」      環境管理センター 准教授 崎田 真一 

     「廃液の貯留及び受入時の留意点」  安全管理課 主任専門職員 秋吉 延崇 

参加者：16 名 
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化学物質管理講習会（１）（鹿田地区） 

日時：平成 29 年５月 31 日 17:30-18:30 

場所：臨床講義棟 臨床第二講義室 

内容：挨拶                       環境管理センター長 西村 伸一 

        「化学物質管理規程及び実施要項並びに平成２８年度化学物質管理状況           
監査結果について」            環境管理センター 准教授 崎田 真一 

      質疑応答 

  参加者：12 名 

 

化学物質管理講習会（2）（津島地区） 

日時：平成 29 年 6 月 1 日 14:00-15:00 

場所：自然科学研究科棟 大講義室 

    （倉敷地区及び三朝地区は、テレビ会議システムによる受講） 

内容：挨拶                       環境管理センター長 西村 伸一 

        「化学物質管理規程及び実施要項並びに平成２８年度化学物質管理状況           
監査結果について」            環境管理センター 准教授 崎田 真一 

      質疑応答 

  参加者：9 名 

 

化学物質管理講習会（3）（鹿田地区） 

日時：平成 29 年 6 月 1 日 17:30-18:30 

場所：臨床講義棟 臨床第二講義室 

内容：挨拶                       環境管理センター長 西村 伸一 

        「化学物質管理規程及び実施要項並びに平成２８年度化学物質管理状況        
監査結果について」            環境管理センター 准教授 崎田 真一 

      質疑応答 

  参加者：5 名 
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化学物質管理講習会（4）（津島地区） 

日時：平成 29 年 6 月 2 日 14:00-15:00 

場所：自然科学研究科棟 大講義室 

内容：挨拶                       環境管理センター長 西村 伸一 

        「化学物質管理規程及び実施要項並びに平成２８年度化学物質管理状況            
監査結果について」            環境管理センター 准教授 崎田 真一 

      質疑応答 

  参加者：12 名 

 

水質管理講習会（1）（鹿田地区） 

日時：平成 29 年 5 月 31 日 18:35-19:25 

場所：臨床講義棟 臨床第二講義室 

内容：挨拶                       環境管理センター長 西村 伸一 

        「水質管理規程及び実施要項並びに平成２８年度水質管理状況について」            
環境管理センター 准教授 崎田 真一 

      質疑応答 

  参加者：11 名 

 

水質管理講習会（2）（津島地区） 

日時：平成 29 年 6 月 1 日 15:10-16:10 

場所：自然科学研究科棟 大講義室 

    （倉敷地区及び三朝地区は、テレビ会議システムによる受講可能） 

内容：挨拶                       環境管理センター長 西村 伸一 

        「水質管理規程及び実施要項並びに平成２８年度水質管理状況について」            
環境管理センター 准教授 崎田 真一 

      質疑応答 

  参加者：5 名 
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水質管理講習会（3）（鹿田地区） 

日時：平成 29 年 6 月 1 日 18:35-19:25 

場所：臨床講義棟 臨床第二講義室 

内容：挨拶                       環境管理センター長 西村 伸一 

        「水質管理規程及び実施要項並びに平成２８年度水質管理状況について」            
環境管理センター 准教授 崎田 真一 

      質疑応答 

  参加者：4 名 

 

水質管理講習会（4）（津島地区） 

日時：平成 29 年 6 月 2 日 15:10-16:10 

場所：自然科学研究科棟 大講義室 

内容：挨拶                       環境管理センター長 西村 伸一 

        「水質管理規程及び実施要項並びに平成２８年度水質管理状況について」            
環境管理センター 准教授 崎田 真一 

      質疑応答 

  参加者：4 名 

 

環境管理員講習会 

日時：平成 29 年 6 月 9 日 9:50-11:05 

場所：工学部 大会議室 

    （倉敷地区及び三朝地区は、テレビ会議システムによる受講可能） 

内容：挨拶                                           環境管理センター長 西村 伸一 

        「環境管理規則及び廃棄物管理担当の環境管理員の業務について」                   
環境管理センター 教授 竹内 文章 

      「水質管理の状況規則と水質管理担当の環境管理員の業務について」              
環境管理センター 准教授 崎田 真一 

質疑応答 

  参加者：15 名 
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地球温暖化講習会 

日時：平成 29 年 6 月 14 日 9:50-10:20 

場所：工学部 大会議室 

    （倉敷地区及び三朝地区は、テレビ会議システムによる受講） 

内容：挨拶                       環境管理センター長 西村 伸一 

        「地球温暖化対策に関する実施基本計画及びフロン排出抑制法の課題等について」                      
環境管理センター 教授 竹内 文章 

質疑応答 

  参加者：8 名 

 

グリーン調達講習会 

日時：平成 29 年 6 月 14 日 10:30-11:00 

場所：工学部 大会議室 

    （倉敷地区及び三朝地区は、テレビ会議システムによる受講） 

内容：挨拶                       環境管理センター長 西村 伸一 

        「グリーン調達及び平成２９年度調達方針について」                        
環境管理センター 教授 竹内 文章 

質疑応答 

  参加者：11 名 
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廃液処理技術指導員名簿(平成 29 年度認定者) 

講習会 部 局 名 職 名 氏 名 登録番号 

津島 大学院自然科学研究科（工） 助教 三野 泰志 S1753 

津島 大学院自然科学研究科（工） 助教 山田 寛 S1754 

津島 大学院環境生命科学研究科（環） 助教 辻本 久美子 S1755 

津島 大学院環境生命科学研究科（農） 助教 河井 崇 S1756 

津島 大学院医歯薬学総合研究科（医） 技術職員(特任) 松尾 洋子 S1757 

津島 大学院医歯薬学総合研究科（歯） 助教 荒木 大介 S1758 

津島 教育学系事務部 主任 寺尾 茂 S1759 

鹿田 大学院自然科学研究科（工） 教授 鶴田  健二 S1760 

鹿田 大学院自然科学研究科 教授(特任) 高田 潤 S1761 

鹿田 大学院医歯薬学総合研究科（医） 助教 王 登莉 S1762 

鹿田 大学院医歯薬学総合研究科（医） 技術職員 小川 瑠里子 S1763 

鹿田 大学院医歯薬学総合研究科（薬） 教授 好光 健彦 S1764 

鹿田 大学院医歯薬学総合研究科（薬） 准教授 井上 剛 S1765 

鹿田 大学院医歯薬学総合研究科（薬） 准教授 藤吉 正哉 S1766 

鹿田 大学院医歯薬学総合研究科（薬） 助教 松本 准 S1767 

鹿田 岡山大学病院 講師 山本 直史 S1768 

鹿田 岡山大学病院 医員 青柳 浩明 S1769 

鹿田 環境管理センター 助教 加瀬野 悟 S1770 
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公開講演会 

平成 29 年度岡山大学環境管理センター公開講演会 

「予想される巨大地震に備えた耐災のまちづくり」 

日時：平成 29 年 6 月 21 日 14:00-16:45 

場所：環境理工学部 104 講義室 

内容：挨拶・趣旨説明                      環境管理センター長 西村 伸一 

      「南海トラフ巨大地震への備えーレジリエントな社会の構築に向けてー」               
香川大学危機管理先端教育研究センター長 特任教授 白木 渡  

質疑応答 

「高性能計算を使う都市丸ごと地震シミュレーション」                                             
東京大学地震研究所 教授 堀 宗朗  

質疑応答 

閉会挨拶                         環境管理センター長 西村 伸一 

 参加者：127 名（学外者 65 名） 
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4 広報活動 

冊子 

環境制御                                              

(A3、35 頁、白黒印刷)(150 部)(平成 29 年 11 月発行) 

 

ポスター 

環境管理センター環境月間公開講演会開催ポスター                    

(A2、カラー印刷)(250 部)(平成 29 年 5 月発行) 

地球温暖化対策啓発ポスター(日本語版)                    
(A3、カラー印刷)(150 部)(平成 29 年 6 月発行) 

地球温暖化対策啓発ポスター(英語版)                            

(A3、カラー印刷)(150 部)(平成 29 年 6 月発行) 

グリーン購入啓発ポスター                                     

(A3、カラー印刷)(150 部)(平成 30 年 2 月発行) 

 

参考資料 

雑紙(ざつがみ)啓発資料(日本語版)                        
(1 頁)(平成 30 年 3 月 PDF 作成、HP 公表) 

雑紙(ざつがみ)啓発資料(英語版)                         
(1 頁)(平成 30 年 3 月 PDF 作成、HP 公表) 

「環境と安全」ガイドブック                               
(10 頁)(平成 30 年 3 月 PDF 作成、HP 公表) 
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環境報告書 2017(共同制作) 

HP 公表 

冊子発行 

ポスター発行 

ダイジェスト版発行 

OKAYAMA UNIVERSITY Environmental Report 2017(英語版)発行  

 

エコナイト 2017 

日時：平成 29 年 6 月 28 日 17:30-20:00 

場所：津島地区北福利施設(マスカットユニオン)前広場 

主催：エコナイト 2017 実行委員会 

共催：環境管理センター、岡山大学生活協同組合 C.C.C!、岡山大学生活協同組合、           

岡山大学環境部 ECOLO 
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5 対外活動 

大学等安全協議会 

第 35 回大学等安全協議会総会・研修発表会 

日時：平成 29 年 7 月 20 日、21 日 

場所：神戸大学 百年記念館六甲ホール 

      実務者連絡会企画見学会  見学場所：東水環境センター 

 岡山大学環境管理センターからの参加：西村伸一、竹内文章、崎田真一、秋吉延崇 

 

第 33 回大学等環境安全協議会技術分科会 

日時：平成 29 年 11 月 16 日、17 日 

場所：京都工芸繊維大学 大学センターホール 

      見学会  見学場所：京都環境保全公社伏見環境保全センター、旭興産業㈱ 

 岡山大学環境管理センターからの参加：西村伸一、竹内文章、崎田真一、秋吉延崇 

 


