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第17回 環大コンペ ～SDGs論文コンテスト～ の結果について第17回 環大コンペ ～SDGs論文コンテスト～ の結果について

地域社会におけるSDGsへの取組
オンラインマルシェの利用における利点と課題の一考察

【 第1位  】【 第1位  】

環境学部　４年　萩原 陸斗

健康寿命が回復した自治体～自立する期間を長くする為に～
【 第2位  】【 第2位  】

経営学部　４年　高栁 健也

再生可能エネルギーを用いた長期停電時の電力貯蔵システムの構築
津ノ井地区でのシミュレーション

【 第3位  】【 第3位  】

環境学部　４年　和久 大輝

公立鳥取環境大学キャンパスの鳥類相　生態系保全の観点から見たキャンパスの役割
環境学部　２年　市原 晨太郎

環境学部　２年　笈川 慶司

環境学部　１年　金 彬燕

鳥取県東部におけるロードキルの現状調査　
鳥取県東部主要道路の動物轢死記録から動物の事故の発生特性を分析

地域社会におけるSDGsへの取組
ファッション産業の持続可能性̶̶持続可能な化粧品(Sustainable Cosmetics)

【 奨励賞 】【 奨励賞 】

　環大コンペとは「公立鳥取環境大学を支援する会」主
催のイベントで、大学生活の向上と地域社会に貢献する
企画を学内から募集し、優秀企画（団体）を表彰し副賞
を授与するものです。第17回環大コンペは「地域社会に
おけるSDGsへの取組」をテーマに論文コンテスト形式で
行われました。
　今年度は6人の学生から応募があり、論文審査、ポス
ター発表を経て、右記のとおり入賞企画が決定しました。 
　2月5日に行われた2次審査では、審査員を目の前にし
て緊張しつつも、日ごろのプロジェクト研究やゼミ活動の
中で培ったプレゼンテーションの力を発揮し、堂 と々発表
を行いました。
　オンラインマルシェに関する発表を行い、1位に入賞し
た萩原陸斗さんは「私の研究が農産物ネット販売に興味
を持つきっかけになれば嬉しいです。」と喜びの言葉を述
べました。

AI技術の活用による
ESG情報の評価に関する研究

環境経営
CSR経営

経営学部

中尾 悠利子准教授

専
門

　AI（人工知能）技術を利用し、企業の側
面に加えて、社会全体のサステナビリティ
を追求したESG情報を評価するモデル構
築を目指し、学外の研究者と共同研究を
行っている。ESG情報をもとに機関投資
家が運用するESG投資は世界規模で増
加傾向にある(GSIA, 2019)。たとえば、金
融安定理事会（FAB）傘下のTCFD（気候
関連財務情報開示タスクフォース）は、
2017年、企業を念頭に、気候変動がもた
らす「リスク」及び「機会」の財務的影響を
把握し、開示する旨を強調した提言を公
表した。2021年1月時点で、世界70カ国
の金融機関や企業、NGO/NPOなど約
1,600団体、日本も309の団体が賛同して
いる。ESG情報は今や企業価値を評価す
る上でのリスクと同時に、機会として財務
的影響を及ぼしうる重要な位置づけにあ
る。しかしながら、ESG情報をもとに行う
ESG評価に関しては、実際の評価機関の
評価プロセスが十分に開示されていない
こともあって、肝心の部分がブラックボッ

クスとなっていることが多い。したがって、
企業のESG情報の重要性が叫ばれなが
らも、実際には評価機関の評価を上げる
ための情報開示に歪曲されている危険性
がある。 
　ESG情報はその特性として、財務情報
よりはるかに定性的な情報が多く、その情
報を評価する内容は多様となる。そのた
め、これまで人が評価している内容をAI技
術の一手法であるディープラーニング(深
層学習)を利用し、評価することが重要とな
り、すでに商業ベースで活用されている。

　本研究ではAI技術を利用したESG情報
との融合に着目し、ESG情報開示が実際
のESG評価にどのように影響し、ステーク
ホルダーへの印象を良くするためだけに
開示されていないかどうかを判定するモ
デルを構築している。具体的には、経営
者の発言するESG情報の内容を判
定するモデルやESG情報に掲載
されている写真を自動取得し、そ
れらの使用傾向を明らかにする
解析を行っている。

▲ 企業のESG情報開示とは？ ▲ 共同研究 打ち合わせの様子

environmental social governance
GSE

【例】
ダイバーシティ推進
(人材の活用)
労働環境や人権
課題への対応
地域社会への対応

【例】
法令遵守
汚賄防止
株主との対話
透明性の確保

【例】
気候変動対策
環境汚染防止
水資源の有効活用
生物多様性の保全

水環境工学
下水道工学

環境学部

戸苅 丈仁 准教授
専
門

下水汚泥からエネルギーを創出
－ 循環型社会の切り札・下水汚泥 －

　下水道と聞くと、「臭い」「汚い」などのイ
メージを抱く人が多いかと思います。しか
し、下水道は都市で大量に発生する汚れ
た水を処理するという重要な役割を担っ
ています。下水汚泥はその下水処理の過
程で発生するのですが、「安定的に」「大量
に」「均質に」発生することから有用なバイオ
マス資源として、近年注目を集めています。

　私の研究室では、メタン発酵という処理
により、下水汚泥からメタンを回収し、再
生可能エネルギーを創出する研究に取り
組んでいます。メタン発酵とは、酸素の存
在しない条件下で働く微生物により、下水
汚泥などの有機性廃棄物中の有機物を

分解し、減量化する処理方式です。また、
その過程で発生するバイオガスに含まれ
るメタンは発電利用や熱利用が可能で
す。

　下水汚泥の種類によっては、メタン発酵
での分解量やバイオガス発生量が小さい
ものもあります。そこで我 は々、生分解性の
小さな下水汚泥からのバイオガス発生量
を多くするにはどうすればいいか？バイオ
ガスの発生速度を大きくするにはどうすれ
ばいいか？を考えながら、日々実験を繰り
返しています。例えば、メタン発酵の前処
理として、下水汚泥を熱してみたり、マイク
ロ波や超音波を照射してみたり。バイオガ
ス発生量の変化、バイオガス発生速度の

変化、前処理条件の変更（例：マイクロ波
照射であれば、温度、保持時間、照射強
度、照射時間など）による影響、前処理前
後の性状変化などを調べることで、どのよ
うな前処理条件がベストか、どのよう
な原理でバイオガス発生量が増加
するかを研究しています。仮説に
基づいて実験計画を立てるので
すが、ほとんどの場合は望んだ結
果は得られません。しかし、仮説
が間違っていたという結果もま
た、新しい知見なので、失敗を積
み重ねることも決して無駄では
ありません。私も学生も、めげる
ことなく次の新たな実験に取り
組んでいます。
　水処理や汚泥処理は、世界中
で新しい技術の研究開発が行
われています。世界を唸らせる新
しい発見や、世界で活躍する卒
業生の姿を夢見て、日々研究に
取り組んでいます。

下水汚泥は有用なバイオマス

メタン発酵による下水汚泥からの
エネルギー創出！

研究は失敗の繰り返し
それも大事な積み重ね

▲ 下水汚泥 ▲ マイクロ波照射装置

▲ 回分式実験の様子

外国人との共生社会を目指して

　2020年初頭に勃発した新型コロナウ
イルスの世界的な流行は、人々の価値観
や行動様式を大きく変化させました。国
内での地域間移動や国外移動が制限さ
れ、航空産業や観光産業等、あらゆる産
業に影響が生じています。

　他方で、人口減少が進む我が国では
労働力不足が顕著であり、それを補完す
べく外国人労働者の本格的な受入が検
討されています。私の研究対象である介
護サービス産業では、①2008年のEPA
(Economic Partnership Agreement、経
済連携協定)創設、②2017年の技能実
習制度対象職種への介護の追加、③
2017年の介護福祉士資格を取得した
留学生への在留資格「介護」の創設、④
2019年の改正入管法施行に伴う「特定
技能」の創設の4つにより、外国人介護
職員の受入が進んでいます。中でも、フィ

リピンやベトナム、インドネシア、ミャン
マー等のアジアからの受入が多いのが特
徴です。

　他方で、上記の制度的受入とは別の
理由で来日し日本に長期滞在する就労
制限のない外国人の中に、介護サービス
産業就業者が存在することも明らかにさ
れつつあります。彼らは「日本人の配偶者
等」の身分に基づく在留資格で滞在し、
日本での生活や文化に慣れ親しんでいる
者も多いです。したがって、このようにす
でに日本に居住する外国人を労働力とし
て活用することは重要です。
　ただ、上記のように介護サービス産業
の外国人労働者は多様な在留資格や国
籍出身者で構成されるがゆえに、これら
の諸条件の違いが労働条件や生活スタ
イル等に差を生み出すことも予想され、
外国人労働者が急増する今日において、

日本人と外国人という2軸ではなく、外国
人同士の違いも含めた広い視点で彼ら
が抱える課題を検討することは必要で
す。

　これは、介護サービス産業に限らず、
多様な産業で就業する外国人にもあて
はまります。実際、災害時や緊急時にお
ける迅速かつ正確な情報入手が困難、
外国人児童の不就学や勉学の遅れ等の
課題が生じており、彼らを単なる労働力
ではなくひとりの人間として生活課題ま
で含めたきめ細やかな対応を行っていく
ことが求められています。

経営学部

佐藤 彩子 講師
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環境学部 経営学部2021年3月卒業予定者 内定速報

【公務員】
環境省、水産庁、陸上自衛隊、京都府（林業）、大阪府、鳥取県（水産）、島
根県、徳島県（農業）、愛媛県、鳥取市
【教員】
長崎県、大阪市
【一般企業】
＜建設業＞ウッズカンパニー、木下エネルギーソリューションズ、水工技
研、第一技研、福田造園土木、メタウォーター＜製造業＞ウェルファムフー
ズ、オーニット、岩谷瓦斯、大日本除蟲菊、徳真電機工業、日本板硝子、フ
ジクリーン工業、山崎製パン、吉泉産業＜電気・ガス・熱供給・水道業＞ア
イテック＜情報通信業＞テクノプロジェクト、日本海ケーブルネットワー
ク、東日本電信電話＜運輸業・郵便業＞エムケイ、JR西日本交通サービス
＜卸売業・小売業＞イオンベーカリー、イオンリテール、Sマート、九州ケー
ズデンキ、コタニ、湖東タックス、生活協同組合ユーコープ、外林、鳥取東
伯ミート、ナフコ、ナリカ、日興商会、福井県民生活協同組合、フジモト
HD、マルイ、ミツワフロンテック、リコージャパン、ヤンマーアグリジャパン
＜金融業・保険業＞あいおいニッセイ同和損保、全国共済農業協同組合
連合会島根県本部＜不動産業・物品賃貸業＞アクティオ、カチタス、タカ
ミヤ、帝人ヘルスケア、西尾レントオール、モリス＜学術研究・専門・技術
サービス＞大洋測量設計、TSP、フジみらい＜生活関連サービス業・娯楽
業＞大木家＜教育・学習支援業＞学校法人TBC学院国際情報ビジネス
専門学校＜医療・福祉＞アースサポート＜複合サービス事業＞福山市農
業協同組合、南ひだ森林組合＜サービス業＞アース環境サービス、イオン
ディライト、ＮＴＴファシリティーズ関西、クリタス、三光ホールディング
ス、鳥取市環境事業公社、日研トータルソーシング
【進学】
北海道大学大学院、東北大学大学院、東京大学大学院､名古屋大学大学
院、京都大学大学院、広島大学大学院、大阪市立大学大学院、兵庫県立
大学大学院

2021年3月卒業予定者 内定状況 （2021年1月31日現在）

※企業名は業種別50音順／株式会社等省略

【公務員】
海上自衛隊、鳥取市、新見市、東栄町、神石高原町
【一般企業】
＜建設業＞AVANTIA、一畑工業、袖長建設、中央建設、ヘルシーホーム、
ヤマタホーム＜製造業＞安泰ニット、出雲村田製作所、大下産業、岡山木
村屋、柿原工業、鹿島木材、加茂繊維、廣榮堂、寿製菓、是常精工、大山乳
業農業協同組合、鳥取スター電機、山崎製パン＜電気・ガス・熱供給・水道
業＞沖縄ガス、名張近鉄ガス＜情報通信業＞アクシス、アドヴァンスト・イ
ンフォーメイション・デザイン、システムエンタープライズ、システムズナカ
シマ、新日本海新聞社、ZEXIS、ソフィア、ネットビジョンシステム、BUY 
THE WAY＜運輸業・郵便業＞エムケイ、岡山交通、西日本旅客鉄道、日ノ
丸自動車＜卸売業・小売業＞ウェブシャーク、宇都宮製作、グッディ、ゲン
キー、コスメック、コスモス薬品、ザグザグ、佐渡島、山陰パナソニック、島村
楽器、杉本商事、スズキ自販静岡、高橋石油、ダンロップタイヤ四国、天満
屋ストア、東京靴、トップ産業、日興商会、日本キャタピラー、ネッツトヨタ
兵庫、白十字、兵庫日産、ファミリー、富士ゼロックス愛知東、ププレひまわ
り、ペティオ、前嶋、マツヤスーパー、ムトウ、ユニコン＜金融業・保険業＞エ
ヌケーシー、岡三証券、掛川信用金庫、カンダホールディングス、かんぽ生
命保険、山陰合同銀行、山陰信販、鳥取銀行、鳥取信用金庫、鳥取県信用
農業協同組合連合会、日本生命保険相互会社＜不動産業・物品賃貸業＞
大阪トヨタ商事、カチタス、大東建託パートナーズ、ハウスドゥ＜学術研
究・専門・技術サービス＞栗本ホールディングス、TETRAPOT、西谷技術
コンサルタント、非破壊検査、フェイスグループ<宿泊業・飲食サービス業>
エスエルディー、関西フーズ、大起水産、ワールドワン＜生活関連サービス
業・娯楽業＞丸三(LPCグループ）、ルルアーク<教育・学習支援業>公立鳥
取環境大学、ビーシーイングス田中学習会<医療・福祉>ニチイ学館、兵庫
県国民健康保険団体連合会、ヒューマンライフケア<複合サービス事業>
晴れの国岡山農業協同組合、長崎県央農業協同組合<サービス業>アース
サポート(廃棄物処理)、オープンループパートナーズ、公益財団法人核物
質管理センター、三機サービス、三光ホールディングス、東洋テック
【進学】
公立鳥取環境大学大学院

2021年3月卒業予定者 内定状況 （2021年1月31日現在）

※企業名は業種別50音順／株式会社等省略

先生、先輩、友人やインターネットなど様々なソースから情報
を得ることです。しかし、そこから様々なアドバイスや気づきを
もらいますが、人それぞれ就職活動に対する思いや手法が
異なるのは当たり前なので、他の人の意見を聞きながら、自
分の意思をしっかりと持った状態で面接などに挑むようにし
ていました。結局は、みんなの就活ではなく、自分の就活なの
です。また、肩の力を入れすぎず、時には友達とZoomや電
話で会話を楽しむなどの息抜きをするようにしていました。

　エントリーシート
最初はインターネットを参考にしていましたが、情報が多すぎ
て、書き方が全くわかりませんでした。大学の就職支援セン
ターの方に添削、指導してもらうようになり、自分なりのエント
リーシートの書き方や、言葉回しなどを学ぶことができ、本当
に磨きのかかった内容を書くことができるようになりました。
　面  接
最初は準備不足でうまく答えることができませんでした。ま
た、私は人に面接練習をしてもらうことが苦手だったので、実
際の面接試験の際に出会った自分の憧れるような面接をす
る人をイメージして、個人で練習を行っていました。自分なり

に試行錯誤して練習していくと、だんだんと自分の面接にも
自信が持ているようになっていきました。絶対に面接練習は
先生に見てもらったほうがいい、こうしたほうが良いというの
はないと思います。自分に合った方法で努力することも大切
だとこの経験から感じました。また上記2点の壁にぶち当たっ
たとき、自分なりに解決することも大切ですが、一人で抱え
込まず、家族や友人に話を聞いてもらっていたことは個人的
に良かったと思います。

少人数の大学であるため、先生にしっかりと指導をしてもら
えました。また、友達の輪が広がりやすく、色々な人と繋がり
ができ、毎日が充実していたので採用面接などで話せるエピ
ソードがたくさんありました。留学、資格取得や就職について
大学からの手厚いサポートもありました。また、鳥取県は学生
の人数も少ないこともあり、学生が何かしたいと思ったときに
は地域の方が歓迎してくれ、何事にも挑戦しやすい環境が
ありました。

TVのCMを見たり、チラシを見たりする際に、この会社のブ
ランド力やターゲット層は…などと経営学の視点から物事を
捉えられるようになりました。仕事にも大学で学んだことを上
手に生かしたいと思います。

様々な人に会いに行き、様々な考え方を得ようと行動してい
たところです。また、就職活動には、精神面も重要となってく
るので、オンとオフをしっかりするようにしていました。

英語の資格や部活動の経験が主な助けになりました。また、
友人との交流、ゼミの先生の柔軟なサポート（個別相談な
ど）も大きな助けになりました。

自分はどういう人間なのか、また自分のやりたいことについて
考え、表現することが難しかったです。その中でも、私は将来
やりたいことが明確ではなかったので、自分の興味のある業
界や自分自身の経験などから得た価値観から自分自身を表
現していきました。

公立鳥取環境大学では、都会の大学ではできない活動や
経験を地方であるからこそ無意識のうちに行うことができて
いると考えます。そういった他とは違った経験や知識は希少
なものであり、1つの自分の武器として就職活動で使えるの
ではないかとも思います。

本学では、先生方との距離が近いこともあり、専門的な知識
や新しい価値観を取り入れやすかったです。入社後もそう
いった他者を受容していく力は十分に役に立つと思います。
また、環境に対する知識についても、どの企業に入社しても
必要になってくる知識でもあるため就職後も十分に役立つ
と思います。

学ぶべきことや体験すべき事は各々もちろん違うと思います
が、何か熱中できることを見つけ、誰よりも一生懸命に取り
組むとよいと思います。

東日本電信電話（NTT東日本）内定

萩原 陸斗さん
（神奈川県出身）

西日本旅客鉄道（JR西日本）内定

越智 むつ美さん
（広島県出身）

就職個人面談 就職ガイダンス

2022年3月卒業予定者の活動状 況

３月から就職活動が本格化する３
年生の就職活動への意識を高め
るため、夏・冬期の２回面談を行
いました。夏はジョブカードから自
己分析、就活準備状況を確認、
冬は志望企業の確認やエントリー
シートの添削などを行いました。

2022年卒業予定者を対象に様々な
就職ガイダンスを開催しています。
２月には、就活直前ガイダンスと学内
合同業界セミナーをオンライン形式
にて実施しました。ガイダンスでは、ス
ケジュールなどの基本事項の確認を
するとともに、コロナ禍の中で就職活
動を乗り切るための講演会、就活ナ
ビサイト各社による合同企業説明会
の効果的な参加の仕方などの話が
ありました。セミナーでは、学生の業
種、職種に関する理解促進のため、
鳥取県内外の優良企業65社を招聘
し、人事担当者から各企業について
の説明をしてもらいました。

就活のことで何か困ったことや行きづまったことがあれば、就職支援
センターに来てください。人生経験豊富な職員が話を聞き、それぞれ
にあったアドバイスをしてくれること間違いなしです。就職は人生の中
でも大きな転機となりますので、学生の皆さんに併走しながら、本人が
何を望んでいるのかを確認し、みなさんの就活をサポートします。

●自己分析
●自己PR
●企業研究
●模擬適性検査受検会
●面接対策
●グループディスカッション対策
●マナー対策
●就活塾（少人数制ガイダンス）

　など

●リモート企業紹介フェア
●企業見学バスツアー
●OB・OG就職　       など

公式 YouTube チャンネルで本学の就職活動
支援を紹介する動画をご覧いただけます。

就職ガイダンスの例

そのほか就職関連イベント

Q 就職活動で意識的に取り組んだ
ことは何ですか？

Q 大学時代に学ぶべきこと
体験すべきことは何ですか？

Q 就職活動で直面した困難には
どのようなものがありますか？
それを乗り越えられた理由は何ですか？

Q 就職活動を振り返って
公立鳥取環境大学、鳥取で学ぶことの
良さは何ですか？

Q 公立鳥取環境大学で学んだことが
今後の仕事にどう生かされると
考えていますか。

大学のサポート、研究、授業、資格、
先生や職員のアドバイス、友人の言葉
など、就職活動で役立ったものは
何ですか？

Q

就職活動で意識的に取り組んだことは
何ですか？

Q

就職活動で直面した困難には
どのようなものがありますか？
それを乗り越えられた理由は何ですか？

Q

就職活動を振り返って
公立鳥取環境大学、鳥取で
学ぶことの良さは何ですか？

Q

公立鳥取環境大学で学んだことが
今後の仕事にどう生かされると
考えていますか。

Q

就職支援センタースタッフ

現在はマスク着用、パーテーション設置など
感染症対策を講じて面談をおこなっています。
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　公立鳥取環境大学磯野ゼミでは、2016年よりゼミ独自の鳥
取のお土産イラストブランド「とっとりメモリー」を企画・販売し
ています。これまでにこのブランドから絵はがきシリーズ、箸置き
シリーズを展開し、いずれも好評を博し、これまでに多くの観光
客や地元の方にご購入いただいてきました（写真１、２）。今年
度である2020年度は、1-2年生が携わるプロジェクト研究に
よって、このブランドの新たな商品シリーズの開発を試みまし
た。

　まず前期プロジェクト研究チームで、コースター、買い物袋、
缶バッチ、ステッカーなど様々な商品アイデアを展開し、それら
の市場性や実現性を検討した後に、ステッカー案がいいのでは
ないかという結論に至りました。それを受けて後期プロジェクト

研究チームで、具体
的なステッカーのデ
ザインを検討しまし
た。試行錯誤を経て
得られたステッカー
デザインの数案につ
いて（写真３）、顧客
調査（インタビュー
調査）をおこない、よ
り市場性のありそう
な案を選択するとと
もに、調査から得ら

れた顧客の声をもとに、案を修正展開しました。並行して、顧客
魅力を実現する価格設定、ブランドの魅力を最大限に表現する
店頭ディスプレイの展開も検討しました。そして最後に販売委

託先である「まちパ
ル」のアドバイスをい
ただきながら、ステッ
カーデザインを決定
し（写真４）、作成に
進み、また店頭ディス
プレイを立ち上げまし
た（写真５）。
　このプロジェクト研
究は、教育活動であり
ながら、本物の商品
の企画・販売であるた
めに、学生だからとい
う一切の妥協なしに進めることを心がけました。その結果、担当
学生には大きな責任がかかり、また、チームワーキングや顧客を
理解する際に伴う様々な困難を乗り越えることが求められまし
たが、学生は、自分が考えたアイデアを実現することの難しさと
面白さを学んだはずです。
　皆様がこの原稿をお読みになる頃には、「まちパル」（まちなか
太平線通り・若桜通り交差点角）の店頭にて、この「とっとりメモ
リー」ステッカーシリーズが、新たな独自の店頭ディスプレイの
中で、絵はがきシリーズなどと並んで展開されているはずです。
ぜひ実際にお手に取り、その魅力を実感していただければ幸い
です。

〈 環境学部 〉 岩田涼奈、太田琴未、渕菜々穂、宮脇康太
〈 経営学部 〉 伊坂友里、一色貫汰、梅田直矢、原田航希
〈 環境学部 〉 寺沢小町、中川謙斗、原田真弥
〈 経営学部 〉 川口和輝、高見直樹、中村颯汰、西川真由

経営学部　磯野誠 教授プロジェクトアドバイザー

プロジェクトメンバー

「とっとりメモリー」（鳥取のお土産イラストブランド）の新商品開発

プロジェクト名

プロジェクト研究2

プロジェクト研究4

　本学とセントラルクリスチャンカレッジオ
ブカンザスは、双方の学生の利益と教育プ
ログラムを強化し、文化交流を促進するこ
とを目的とし、学部学生および教職員の相
互派遣を計画、促進、実施するため、また、
両大学の教育・研究などの分野における学
術的文化的交流の発展を目指し、覚書を
締結しました。
　セントラルクリスチャンカレッジオブカン
ザスはアメリカ中西部・カンザス州のマク
ファーソンに位置し、1884年に創立された
私立大学です。評価機関Higher Learning 
Commissionの認定を受けており、学生数
約250人と小規模カレッジではあります
が、経営、アート、教育、サイエンスなど200
以上のコースがあります。
　今後、学生交流と異文化体験を主とし
た相互派遣方式のプログラムを実施してい
く予定です。本学の派遣プログラムでは正
規科目の英語、その他科目の履修、学生寮
滞在など学生同士の交流を極力多く含ん
だプログラム内容で、単位取得を目指すも
のとなります。

　「SDGsカフェ」とは、SDGsに関する取組
の一環として本学の学生とSDGsに関連す

るテーマについて共に考え、SDGsへの一
層の理解と教育を行うことを目的に企画し
たイベントです。今回のテーマは「お米から
地球温暖化を考える」です。
　本学学生らが中心となり、鳥取市生山で
稲作に取り組んでいる「稲葉プロジェクト」
の代表である田子川さん（経営学部3年）
から稲作の一連の流れ（苗づくり、収穫、次
の年に向けた水源の掃除まで）や、今年新
たに挑戦した無農薬米の栽培や稲作を通
じた地域交流に関しての説明がありまし
た。
　また、「TUES地球環境を考える会」から
地球温暖化が進む現在の気候変動の様
子や地球温暖化における米の品質への影
響について説明がありました。
　その後、経営学部山口講師から世界の
米の品種や日本独自で品種改良された米
についての説明がありました。参加者は説
明を聞きながら、稲葉プロジェクトで栽培
した3種類の米（ひとめぼれ、新潟産コシヒ
カリ、鹿児島産ヒノヒカリ）を試食し、味や
粘り、甘みなどの違いを比べました。またお
米と共に、スイカ漬けや砂丘ラッキョウと
いった鳥取県特産の漬物も味わいました。

　参加した学生からは「ご飯の食べ比べに
よって品種の違いが分かり、興味深かっ
た。」「世界の米とSDGsとの関連性につい
て興味が湧いた。」という意見がありました。

　この度、本学は持続可能な地域社会の
実現に向け、鳥取県とともにSDGs推進に
取り組む「とっとりSDGsパートナー」に登
録し、鳥取県発行のパートナー証を受け取
りました。

セントラルクリスチャンカレッジ
オブカンザス（アメリカ）との
覚書を締結しました

2020年12月18日（金）
本学多目的ホールにて
「SDGsカフェ」を開催し
学生15名が参加しました

「とっとりSDGsパートナー証」を
受け取りました

本学学生が鳥取警察署より
感謝状を贈呈されました

▲ セントラルクリスチャンカレッジオブカンザス
　 （アメリカ）

▲ SDGsカフェの様子

▲ コメの品質に影響する地球温暖化について解説

▲ とっとりSDGsパートナー証

▲ 写真5　新しい店頭ディスプレイ

▲ 写真3　ステッカーデザイン初案

▲ 写真4　ステッカーデザイン最終案

▲ 写真１　とっとりメモリー
　　　　　 絵はがきシリーズ展開

▲ 写真2　とっとりメモリー
　　　　　 はし置きシリーズ

　経営学部３年の小坪稔輝さんが「目撃
状況を正確に通報する等犯人の検挙に功
績があった」として、鳥取警察署長より感謝
状を贈呈されました。
以下、小坪さんのコメント
「当たり前のことをしただけですが、感謝状
を贈られて光栄に思います。」

▲感謝状を手にする小坪さん
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2019年度の決算の概要は次のとおりです。詳しい情報は大学のホームページでご確認ください。
〈 http://www.kankyo-u.ac.jp/about/announcement/report_since2012/ 〉

損益計算書損益計算書
収          益

項 目 割合（％）金 額（円）
運営費交付金収益
入学金収益
授業料収益
検定料収益
受託研究・事業等収益
補助金等収益
寄附金収益
資産見返負債戻入
財務収益
雑益
臨時利益
目的積立金取崩額
合計

860,784,269
85,258,000
534,763,862
23,459,800
11,851,947
39,921,284
6,036,195
81,050,002
4,077,925
23,395,436
4,293,738
82,404,961

1,757,297,419

49.0％
4.9％
30.4％
1.3％
0.7％
2.3％
0.3％
4.6％
0.2％
1.3％
0.3％
4.7％
100％

収          益
大学の収益は主に、設置者（鳥取県及び鳥取市）からの運
営費交付金（49%）と学生からの授業料、入学金の納付金
（35.3%）です。

費          用
項 目 割合（％）金 額（円）

教育経費
研究・教育研究支援経費
受託研究・事業費
人件費
一般管理費
雑損
臨時損失
当期総利益

合計

326,198,545
212,601,749
10,418,456

1,053,614,792
126,949,799

15,510
4,293,758
23,204,810

1,757,297,419

18.6％
12.1％
0.6％
60.0％
7.2％
0.0％
0.2％
1.3％
100％

費          用
大学の費用は主に、教育経費（18.6%）、研究・教育研究
支援経費（12.1%）、役員・教職員の人件費（60%）、一般
管理費（7.2%）です。

貸借対照表貸借対照表
資          産

項 目 割合（％）金 額（円）
土地
建物、構築物、
工具器具備品他
図書
その他有形固定資産
無形固定資産
有価証券等
現預金
未収入金等

合計

3,514,650,000

5,298,354,962

370,055,190
4,506,000
12,573,639
199,568,439
815,700,450
48,813,574

10,264,222,254

34.2％
　51.6％

3.6％
0.1％
0.1％
1.9％
8.0％
0.5％
100％

資          産
大学の保有する資産はその大部分が土地・建物等
（85 .8%）です。また、その他の主な資産として有価証
券・現預金等が(9.9%)、図書(3.6%)となります。

負 債・純 資 産
項 目 割合（％）金 額（円）

固定負債
流動負債
資本金
資本剰余金
利益剰余金

849,756,967
141,710,439

8,336,830,000
159,859,077
776,065,771

8.3％
1.4％

81.2％
1.6％
7.5％

合計 10,264,222,254 100％

負 債・純 資 産
資本金は設置者から出資（鳥取県50%、鳥取市50%）。
また、固定負債の主なものが資産見返負債（80%）、長
期寄附金債務（20%）です。

資産見返負債
　目的積立金以外の財源で固定資産を購入する場
合、計上する必要がある地方独立行政法人会計特
有の負債。この負債は各固定資産の耐用年数に応
じて毎年減額。
長期寄附金債務
　長期を見据え、学生支援をするための財源として
本学が保有する負債。

※

※

決算報告

　2020年度公立鳥取環境
大学 学部・大学院学位授
与式を下記の通り執り行い
ます。

　2021年3月現在、新型コ
ロナウイルス感染症の影響
で席の制限をしておりますが、ご家族の皆様の入場は制
限しておりません。満席になり次第、入場をお断りいたし
ますが、ご了承ください。

　なお、今後の感染症拡大状況により、参加者の制限や
内容を変更する場合がございますので、必ず最新の情報
をホームページにてご確認の上、ご出席ください。

【 日時 】 2021年3月19日（金）

公立鳥取環境大学総務課 TEL /（0857）38-6700
〈 お問い合わせ先 〉

● 受付開始/   9：30  
● 開　　式/10：00
● 終了予定/12：30

大学からのお知らせ

【 会場 】とりぎん文化会館　梨花ホール
            （鳥取県鳥取市尚徳町101-5）

2020年度
学部・大学院学位授与式

詳しくは下記お問い合わせ先へご連絡ください。

公開講座

本学では一般の方を対象とした公開講座を実施していま
す。ぜひご受講ください。
また、講座の様子は動画でも配信中です。（随時更新中）

公立鳥取環境大学　公開講座

●講座情報や動画視聴はこちらから

https://www.kankyo-u.ac.jp/about/alliance/seminar/

KANラジ
FM鳥取で放送されたKANラジの収録風景を本学公式YouTube
チャンネルからご覧いただけます。

動画配信中

お問い合わせ 研究交流推進課 TEL E-mail0857-38-6704　 event@kankyo-u.ac.jp

本学教員の普段なかなか聞くことのできない話を
ぜひご視聴ください！

第1回  「動物たちの日々、動物たちとの日々」　
　　　　環境学部  小林 朋道 教授

第2回  「SDGｓを考える」　　　    
　　　　経営学部  高井 亨 准教授  ・  環境学部 甲田 紫乃 講師

New

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSiGyoo8APzPSLSooyv4s0WxJVAb_8BpN
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