
1

もくじ

1

はじめに

千葉大学の概要

環境教育・研究への取り組み

エコキャンパスへの取り組み

学生主体の取り組み

環境コミュニケーション

環境・エネルギーマネジメントシステムの仕組みと結果

資料編

1

2

3

4

5

6

7

目次　……………………………………………… 1

編集方針　………………………………………… 2　　

学長からのメッセージ  ………………………… 3

環境・エネルギー方針  ………………………… 5 

TOPICS サステイナブルキャンパスの推進  … 6

千葉大学の環境活動への評価  ………………… 7

千葉大学の主要キャンパス  …………………… 9 千葉大学憲章  …………………………………… 11 千葉大学の運営・教育研究組織  ……………… 12

TOPICS 植物工場において葉の老化を抑制

する栽培システムを開発  ……………………… 13

最先端の環境研究・環境教育の紹介  ………… 14

教職員向けアンケート調査結果  ……………… 76

学生向けアンケート調査結果  ………………… 78

環境ガイドライン対照表  ……………………… 80

TOPICS 創エネルギーの取り組み  …………… 28 

化学物質の管理  ………………………………… 30

光熱水量の削減の取り組み  …………………… 31

光熱水量の推移  ………………………………… 33

紙資源の３Ｒ  …………………………………… 34

環境・エネルギーマネジメントシステム

運営組織  ………………………………………… 59

１年間の運用スケジュール  …………………… 60

内部監査の実施  ………………………………… 61

TOPICS 企業と取り組む環境活動  …………… 44

学生主体の EMS・EnMS の構築・運用  ……… 45

TOPICS 国際化への対応  ……………………… 51

植物を通じた被災地支援活動  ………………… 52

部局長に聞く！  ………………………………… 18

附属学校における環境教育  …………………… 23

学部・大学院での環境教育・環境研究  ……… 25

物資収支詳細データ  …………………………… 81

用語集  …………………………………………… 83

外部の方々との意見交換会  …………………… 85

廃棄物の削減  …………………………………… 35

緑化活動  ………………………………………… 37

落ち葉の有効活用  ……………………………… 38

自転車環境の整備  ……………………………… 39

分煙環境の整備・グリーン購入促進  ………… 40

内部監査における良好事例の紹介  …………… 63

環境目的・環境目標と達成度評価一覧  ……… 64

環境関連法規制等の順守状況  ………………… 69

物質収支（マテリアルバランス）  ……………… 71

EMS・EnMS に関する学生委員会の活動  ……… 46

各地区委員長より  ……………………………… 47

地域社会への情報発信  ………………………… 53

地域との交流  …………………………………… 55

環境関連科目一覧（一部抜粋）   ……………… 26

環境関連科目の内容紹介（一部）   …………… 27

編集後記  ………………………………………… 87

構内事業者との活動  …………………………… 41

構内事業者の環境への取り組み  ……………… 42

関連事業者へのインタビュー  ………………… 43

環境会計  ………………………………………… 72

最高経営層によるマネジメントシステムの

見直し  …………………………………………… 73

NPO 法人としての取り組み  …………………… 49

環境 ISO 学生委員会の OB・OG より  ………… 50

大学祭における環境対策  ……………………… 58



編集担当：石川愛海（法政経学部 3 年）

編集方針

2

2016 Chiba University Environmental Report2016 Chiba University Environmental Report

報告対象範囲

千葉大学の西千葉・松戸・柏の葉・亥
鼻キャンパスにおける教育・研究・診療・
社会貢献活動及び本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

発行年月日

2016 年 8 月 31 日

参考ガイドライン

環 境 省「 環 境 報 告 書 ガ イ ド ラ イ ン
2012 年版」

作成方針（千葉大学環境報告書2016）

1. 環境に配慮した作成
2. 今後の活動の多角的な展望化
3. 環境に関する取り組みの視覚化
4. 学生主体の前面化
5. 新企画についての情報の発信
6. 簡潔な文章化
7. 千葉大学としての、環境・エネル

ギーマネジメントシステム（EMS・
EnMS）4) の構築・運用のための役
割を示す。

環境報告とは

　環境報告とは、事業者が事業活動に関
わる環境情報を基に、自らの事業活動に
伴う環境負荷および環境配慮等の取り組
み状況について公に報告するものです。
事業者の環境に配慮した経営の状況を適
切に社会に伝える、コミュニケーション
ツールとしての外部機能と、事業活動に
おける環境配慮等の取り組みを促進させ
る内部機能の２つの機能があります。

千葉大学環境報告書とは

千葉大学環境報告書は、千葉大学の
環 境 に 関 す る 方 針・ 目 標・ 計 画、 環
境・エネルギーマネジメントシステム
(EMS･EnMS) に関する取り組み内容とそ
の実施状況等について、環境的・経済的・
社会的側面に基づき取りまとめ、2004
年度から毎年公表しているものです。

本書は環境ＩＳＯ学生委員会が構成・
執筆・編集等を行っており、千葉大学に
おける環境に関連した研究、環境教育を
通した地域との交流、学生主体で行う
EMS･EnMS の運用等、様々な先進的取
り組みをまとめています。

本書は千葉大学公式 Web サイト上で
公開しています。トップページ (http://
www.chiba-u.ac.jp/) の【環境・ISO の
取り組み】からご覧いただけます。千葉
大学環境報告書のバックナンバーも公開
しておりますので、ぜひご覧ください。

報告対象期間

　2015年4月1日～2016年3月31日
※過去の実績を含む（対象期間を超えて
報告する場合は、その旨を明記する）

メールによるご意見・お問い合わせ

千葉大学が毎年発行する環境報告書に
ついて、ご意見・ご感想・ご要望のある
方は、下記のメールアドレスまでご連絡
をお待ちしております。

千葉大学環境ＩＳＯ学生委員会
info@chiba-univ.net

報告対象者

主に千葉大学学生、教職員、高校生、
地域住民、千葉大学に興味がある方、
ISO140011)・500012) 等の ISO 規格取
得に興味がある方

発行部署

千葉大学施設環境部（環境ＩＳＯ事務
局）

作成部署

千葉大学環境ＩＳＯ学生委員会 3)
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学長からのメッセージ

環境問題といっても幅が広く、生物学
や経済学など様々なアプローチの仕方が
あり、環境問題に取組む際は、俯瞰的な
視野が必要になると思います。この様な
幅広い視点が必要になる環境教育は、教
養教育の一環として初年次から取り入れ
る必要があると思います。国際教養学部
は初めの 2 年間で学生が自身の適性を
見極めてから専門を選んでいく仕組みな
ので、この 2 年間に行う教養教育とし
て環境教育を強化しようとしています。
このような履修の動きは法政経学部、
文学部、工学部でも展開されています

今回の受賞は、学生主体の活動とそれ
を支える千葉大学の取組み全体が評価さ
れての受賞だと思います。今回受賞され
た学生諸君は、13 年間にわたる先輩の
努力の積み重ねの上に受賞があるという
ことを自覚してほしいと思います。そし
て、環境ＩＳＯ学生委員会の取組みは、
「環境マネジメントシステム実習」とし
て単位化され、千葉大学独自の環境実務

環境リモートセンシング研究センター
の研究について注目をしています。セン
ターでは人工衛星から受信した莫大な量

2016 年度に国際教養学部が新設された

（詳細 p.18）ということも踏まえ、千葉大学
でどのように環境問題に配慮した人材を
育成していくのでしょうか。

環境ＩＳＯ学生委員会が地球環境大賞
文部科学大臣賞を受賞しました（詳細 p.7）。

学生主体の環境活動が評価された点につ
いてお考えを率直にお聞かせください。

千葉大学で行われている環境に関する研
究について、注目しているものをお教え
ください。

　千葉大学では、2003 年 10 月以来、環境ＩＳＯ学生委員会が中心となって、学生主体で環境マネジメントシステムの運用を行っ
てきました。国内のさまざまな賞を受賞するなど、その取り組みは対外的にも高く評価されるようになってきています。13 代目
学生委員会委員長である石口純輝が、これからの千葉大学の「環境」への取り組みや方針について、徳久剛史千葉大学長にイン
タビューを行いました。

教育となっています。ここまで学生主体
で環境マネジメント教育を行っている大
学は他にはないと思います。学生委員会
のこれらの活動はもっと外部の方たちに
知ってもらうべきですし、そのためには
自分たちの活動を対外的にアピールして
いく必要があります。その意味から今後
は学内だけの活動だけではなく、学外で
の活動にも力を入れていってもらいたい
と思います。

ので、環境教育は、初年次から積極的に
取り入れるようにしていきたいと思いま
す。

千葉大学環境ＩＳＯ学生委員会委員長　石口純輝 千葉大学長　徳久剛史
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高圧ガスの管理に関して、2013 年に
腐食した高圧ガスボンベから塩素ガスが

千葉大学での環境に対する取組みの課題
についてお聞かせください。

最後に、学生・教職員へのメッセージを
お聞かせください

のデータを解析することで、たとえば、
温暖化によって永久凍土中のメタンが溶
け出すことによりさらに温暖化を促進さ
せてしまう状況、森林減少の状況、砂漠
化する農地の状況など、さまざまな環境
変化の状況を把握できるようになりまし
た。千葉大学では、センターの建物を補
強して巨大なサーバーを設置し、膨大な
データを加工して無償で一般に提供して
います。これによって、データが様々な
研究で活用できることになり、日本や世
界の環境研究に貢献出来ていると考えて
います。

漏れだす事故を契機として、管理体制を
大幅に強化しました。エネルギーについ
ては 2013 年に ISO50001 を取得して
更なる省エネに努めていますが、十分効
果が現れているとは言えません。また喫
煙対策も大きな課題です。キャンパス全
面禁煙にするのは簡単ですが、それだけ
では様々な問題が発生するかもしれない
ので、現時点では規制と喫煙のバランス
をうまくとりながら進めていく必要があ
ると考えています。自転車の適正管理も
重要です。環境ＩＳＯ学生委員会が卒業
生から自転車を回収して、留学生などに
譲渡しています ( 詳細 p.39) が、環境面
では素晴らしい取組みだと思います。こ
のように、大学の環境マネジメント上の
課題を解決するためには、学生からもい
ろんな知恵を出してほしいと思っていま
す。

千葉大学は 2004 年の独立法人化以
降、6 年ごとの中期目標を打ち立てそれ
に則って大学全体の改革を行ってきてお
り、2016 年度から新たに第三期中期目
標期間に入りました。文部科学省では、
この第三期中期目標期間から国立大学を
機能強化の方向性に沿って３つの群に分
けることになりました。千葉大学は、東
京大学などを含む大規模総合大学 15 大
学とともに世界最高水準の教育研究を行
う大学群（第三群）に入りました。学生・
教職員には、第三群の大学にいるという
自覚をもって一丸となって頑張り、教育
や研究面での成果をどんどんアピールし
てもらいたいと思います。

インタビュアー：石口純輝（法政経学部 3 年）
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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、福島第一原子力発電所の事故
に伴い、安全で持続可能なエネルギー源の確保が急務となっています。われわれは、こうした現状に対して何をすべ
きか考え、英知を結集させるべきです。

千葉大学は、総合的な教育・研究機関として、この英知の形成と集積と実践に寄与していく責務があります。この
ため、とくに次の事項を推進していきます。

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．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．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．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．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  改訂
 2013 年 7 月 24 日  改訂

千葉大学長　徳久　剛史

千葉大学環境・エネルギー方針

千葉大学では、2003 年 10 月より環境マネジメントシステムの運用を開始し、2005 年 1 月に西千葉キャンパスで ISO14001
を取得。その後、他キャンパスに適用範囲を拡大し、2007 年に全学で ISO14001 を取得しました。また、2013 年 6 月からは全
学でエネルギーマネジメントシステムを統合して運用し、2013 年 12 月に全国の大学で初めて、ISO50001 を取得しました。

千葉大学では、以下の環境・エネルギー方針を定め、環境への取り組みを進めています。



　本協議会は国内のサステイナブルキャンパス構築の取り組みを推進し加速させ、持
続可能な環境配慮型社会の構築に貢献することを目的とし、大学間の情報共有を活性
化し、エコキャンパスの取り組みを進化させるための組織です。2013 年に発足し、
研究者や大学職員などを中心に年々メンバーを増やしてきました。

　今回の年次大会では、第 1 部のシン
ポジウムでは名古屋大学のキャンパスマ
ネジメントに関する基調講演などがあ
り、第 2 部では「建築・設備」「大学運
営」「学生・地域連携」の３部門に分か
れ、事例発表を行いました。千葉大学か
らは、施設環境部の職員が「千葉大学の
エコ・サポート制度」と「千葉大学外来
診療棟の省エネ対策」について、環境Ｉ
ＳＯ学生委員会が「学生がつくるサステ
イナブルキャンパス」について報告しま
した。大会の運営も教職員と学生委員会
が一丸となって積極的に関わりました。

　今回の年次大会からの新たな取り組みとして、「サステイナブルキャンパス賞
2015」の表彰が行われました。「建築・設備部門」「大学運営部門」「学生活動部門」

についての表彰がされ、千葉大学環境ＩＳＯ学生委員
会が、国際規格ＩＳＯ 14001 およびＩＳＯ 50001 の
構築と運用を学生主体で行う取り組みが評価されて、

「学生活動部門」を受賞しました。また、「建築・設備
部門」には立命館大学大阪いばらきキャンパスの計画
に対して、学校法人立命館と（株）竹中工務店が、「大
学運営部門」にはサステイナブルキャンパス評価シス
テムの構築に取り組んだ北海道大学が、それぞれ受賞
しました。また、同賞の奨励賞には「キャンパス・ユ
ニバーサル・ガイドライン 2015」の発行が評価され
た名古屋大学と、省エネや持続可能な大学づくりに向
けた先進的な取り組みに挑戦した大阪大学が選ばれま
した。

編集担当：石口純輝（法政経学部 3 年）

事例発表のまとめ報告の様子
賞状を受け取る学生委員会の久保木美帆
委員長（当時）

受賞者一同

　2015 年 11 月 13 日に、千葉大学の西千葉キャンパスにてサステイナブルキャンパス推進協議会「CAS-Net JAPAN（Campus 
Sustainability Network in Japan）」の第３回年次大会が行われ、会員、非会員含め多くの方が集まりました。

第 1回サステイナブルキャンパス賞を受賞

サステイナブルキャンパス推進協議会とは 第 3回年次大会を千葉大学で開催

6

サステイナブルキャンパスの推進はじめに

運営委員一同
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千葉大学の環境活動への評価

　NPO 法人千葉大学環境ＩＳＯ学生委
員会は、温暖化の防止や環境保全活動に
積極的に取り組む企業や団体を表彰する

「第 25 回地球環境大賞」において「文
部科学大臣賞」を受賞しました。千葉大
学の環境マネジメントシステムを学生主
体で運用するだけでなく、学内の活動か
ら得られた知識や経験を地域社会に還元

千葉大学の学生等で構成されている
NPO 法 人 Drops が 第 一 回 ま ち な か 広
場賞（特別賞）を受賞しました（詳細
p.56）。まちなか広場賞とは（社）国土
政策研究会の「公共空間の「質」研究部
会」が主催する賞で、まちでの多種多様
な活動の受け皿、居場所の創出、出会い
の機会の提供など、まちでの暮らしをよ
り豊かにする役割を果たしている萌芽的
、発展的、独創的な「まちなか広場」を
広く表彰するものです。

今回は Drops の地域コミュニティの
成長を目指した活動が 高い評価につな
がりました。

授賞式で賞状を授与される石口純輝理事長 参加したメンバー

表彰状とトロフィー

地域住民の方との作業風景 受賞時のプレゼンテーション

　千葉大学の環境活動は対外的に大きく評価されており、2015 年度も様々な賞を受賞しました。

第 25 回地球環境大賞 文部科学大臣賞受賞

第１回 まちなか広場賞（特別賞）受賞

するため、NPO 法人格を取得し、学外
での活動も長年にわたり行ってきたこと
が評価されました（詳細 p.49）。秋篠宮
両殿下をお迎えした授賞式とレセプショ
ンが東京・明治記念館で行われ、徳久剛
史学長、環境管理責任者の倉阪秀史教授
とともに、学生委員 17 名が参加しまし
た。
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2015 年度には千葉大学でサステイナ
ブルキャンパス推進協議会（CAS-Net 
JAPAN）の第３回年次大会が開催され
ました。千葉大学環境ＩＳＯ学生委員会

2015 年度に発行した「千葉大学環境
報告書 2015」が、優れた環境報告書等
を表彰する環境コミュニケーション大賞
の環境報告書部門「環境配慮促進法特定
事業者賞」を受賞しました。

千葉大学環境報告書は 2004 年度より
発行されており、環境ＩＳＯ学生委員会

「低炭素杯 2016」は、次世代に向け
た低炭素社会の構築を目指し、平成 22
年度から開催されている地球温暖化対策
活動の全国大会です。千葉大学環境ＩＳ
Ｏ学生委員会が初挑戦し、全国から応募
のあった 1993 団体の中からファイナリ
スト 38 団体に選ばれ、2 月 16 日の最
終審査にて４分間のプレゼンテーション

千葉大学亥鼻キャンパスにある「ゐの
はな記念講堂」が、長期にわたっての適
切な維持保全や優れた改修を実施した優
秀な建築物を表彰する BELCA 賞のロン
グライフ部門を受賞しました。千葉大学
医学部 85 周年を記念して 1963 年に竣
工しました。有数の日本モダニズム建築
の一つとして文化的価値の高い建築であ

表彰状

ゐのはな記念講堂外観

発表者（左から）日隈壮一郎、鷺谷駿、千葉敦

プレゼンテーションの様子

授賞式の様子

編集担当：石口純輝・石川愛海（法政経学部 3 年）

第 1 回サステイナブルキャンパス賞　学生活動部門受賞

第 19 回環境コミュニケーション大賞　
環境報告書部門 環境配慮促進法特定事業者賞受賞

第 25 回 BELCA 賞　ロングライフ部門受賞

低炭素杯 2016　ユニ・チャーム最優秀賞エコチャーミング賞受賞

は今大会より創設された「サステイナブ
ルキャンパス賞」を「学生活動部門」で
受賞しました（詳細 p.6）。

が原案作成・編集作業を担っています。
「環境報告書 2015」は、学生委員が編
集長・副編集長を務め、30 名以上の学
生が原稿の構成・取材・執筆・校正を行
い、デザイン学科の学生がデザインをし
ました。

る本講堂を、老朽化に伴う修復だけでな
く、新しいニーズにあわせた性能強化な
どを行い、より豊かな空間へと再生を図
りました。戦後に建設され既に 50 年以
上が経過していますが、その古さを感じ
させない建築である点などロングライフ
となっている点が評価されました。

を行い、企業／団体賞の「ユニ・チャー
ム最優秀エコチャーミング賞」を受賞し
ました。学生委員会の仕組みや活動をわ
かりやすく発表し、その内容とプレゼン
テーションが評価されての受賞となり
ました。発表内容は YouTube（https://
youtu.be/22UiU7qitKw）でご覧いただ
けます。


