
　太陽光発電パネルの設置数は近年急増
しています（図１）。1999 年度は附属
小中学校及び附属特別支援学校。2001
年度は工学系総合研究棟１。2003 年度
は看護・医学系総合教育研究棟。2012
年度は園芸学部 D 棟、総合学生支援セ
ンター、総合校舎 D 号館、総合校舎 E
号館、環境リモートセンシング施設棟、
本部棟。2014 年度は附属図書館本館Ｌ
棟、工学系総合研究棟２、学際研究棟、
附属小学校南校舎、武道場、総合校舎Ｇ
号館に、それぞれ出力 10kW（但し、本
部棟、学際研究棟、武道場、総合校舎Ｇ
号館は 5.5kW）合計 163kW の太陽光発
電パネルを設置しました（写真１）。

　2014 年度に完成した附属病院外来診
療棟の熱源機器は、一次エネルギー消費
量の削減、省 CO2 に優れたモジュール
型空冷ヒートポンプチラーおよび冷水専
用チラー※と、効率の良い創エネ効果が
高い太陽熱利用ガス焚冷温水機を併用し
ています（写真２）。また、省エネとし
て冷水，温水は、変流量制御および８℃
差送水により搬送動力を削減していま
す。

太陽光発電への取り組み 太陽熱利用への取り組み

（写真２）熱源機器

　千葉大学では、キャンパスマスター
プラン12)2012 の基本整備方針である

「美しく持続可能なキャンパスの実現
（Campus Sustainability）」のため、東
日本大震災以降、災害時に教育・研究・
医療活動を停止させないよう、大学内に
おけるエネルギー創出の必要性が提唱さ
れ、自然資源を活用した再生可能エネル
ギーの創出に取り組んでいます。千葉大
学環境・エネルギー方針に「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」と
あるように、学生数 1 万人以上の国立
総合大学の中で、千葉大学はエネルギー
原単位（床面積 m2 当たり）の数値がと
ても小さい大学です。今後も、トップ水
準のエネルギー効率を維持することを目
標として、さらなる努力を続けていきま
す。

（図１）太陽光発電パネルの設置数の推移

※チラーとは：空調熱源や各種装置等の温度を一定

　　　　　　　に保つための装置
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（写真１）太陽光発電パネル

創エネルギーの取り組みエコキャンパスへの取り組み
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　2014 年度に改修した園芸学部浩気寮
に、大気中の熱を集め、効率よくお湯を
沸かすエコ給湯器を設置しました。エコ
給湯器のメリットとして、給湯器のタン
クに水を蓄えることができるので、災害
時にタンクから水を取り出して生活用水
などに利用できるようになっています。
また、高効率のヒートポンプ方式のため、
電気の使用量は電気エネルギーのみの場
合に比べて約３分の１で済み、そのため
CO2 の排出量を大幅に削減することが
可能です。（写真３)

（写真５）ダブルスキンカーテンウォール（内観）（図２）ダブルスキン（写真３）エコ給湯器

執筆者：施設環境部 設備環境課 課長（当時）永島政則／編集担当：橋本大樹（法政経学部３年）

（写真４）
ダブルスキンカーテンウォール（外観）

　附属病院の理念である「医療の透明性」の具現化、空調負荷の低減、快適な自然採
光を実現するため、新外来診療棟の南面にダブルスキンカーテンウォールを採用しま
した（図２、写真４・５）。ダブルスキン※は、インナーガラスにペアｔ 8+A12+ ｔ
8、アウターガラスにフロートガラスｔ 15、ｔ 19 を採用するとともに、ダブルスキ
ン内に日射を自動制御するブラインドを採用することで空調負荷の低減と自然採光を
効率的に行えるシステムとしています。また、ダブルスキン内の温度制御は、上部に
設置した電動シャッターおよび排気ファンにより、３段階の制御としています。これ
らにより、環境に配慮した建物になっています。

日射の自動制御による環境配慮への取り組みエコ給湯器導入への取り組み

※ダブルスキンとは：窓際の温熱環境を向上させ、省エネを図る建築手法のこと
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化学物質の管理
エコキャンパスへの取り組みSection3

　千葉大学では、日々さまざまな化学物質を用いて多様な実験・研究が進められています。取り扱う化学物質には人体や生態系
に悪影響をおよぼす可能性のある物質や、環境への影響が明らかになっていない物質もあります。総合大学である千葉大学では
医薬系の学部も有しており、大学における化学物質管理は複雑化しています。このため、大学では化学物質を適正に管理・使用し、
使用後も環境に負荷を与える恐れのないよう適切に廃棄などの処理を行っています。

ククリスによる化学物質の管理

　ククリス（CUCRIS：Chiba University Chemical 
Registration Information System）とは、研究室
で試薬・薬品等の化学物質を購入するときに、千葉
大学独自のバーコードを発行・登録して、学内でど
のような化学物質がどれくらい使用されているかを
把握する管理システムです。2007 年度に導入され、
現在では 95％程度の高い稼働率を維持しています。
2013 年度からは年１回「化学物質の管理状況点検
報告書（チェックリスト）」の提出を通じて、総合
安全衛生管理機構が試薬・薬品などの管理状況を確
認しています。不要薬品に関しても、研究室からの
問い合わせに対して処理方法の提案などをすること
で適切な廃棄ができています。
　今後もククリスの運用をベースに、試薬・薬品な
どの購入から使用・廃棄までの一連の過程が適正に
行われるよう努めてまいります。

　千葉大学では環境に影響をおよぼす恐れのある
PRTR 物質（462 物質）の集計を行いました。大半
の試薬・薬品はククリスに登録されていたため集計
作業の効率アップを図ることができました。2015
年度の PRTR 法の対象物質のうち、取り扱い（排出・
移動）量が 100kg 以上の物質は右表の通りです。
PRTR データは大学や事業所を含めて全国集計され
化学物質のリスク（エコチル調査など環境リスク評
価）に関する疫学調査などにも利用される貴重な資
料となります。

編集担当：福田菜穂子（園芸学部 3 年）

千葉大学化学物質管理システム（ククリス 13)）の運用

PRTR 法 14) 対象化学物質の収支

※ 1 －西千葉地区における届出対象物質　
※ 2 －亥鼻地区における届出対象物質

PRTR 法対象物質使用（排出・移動）量 ( 単位：kg）

政令
番号 対象物質名 入量 使用量 残量

ノルマン -ヘキサン※１※２

クロロホルム※１※２

エチレンオキシド※２

ホルムアルデヒド※２

トルエン※１

ジクロロメタン

キシレン

アセトニトリル

N,N- ジメチルホルムアミド

392

127

56

411

300

186

80

13

232

6,109

8,279

2,520

4,114

2,190

2,139

2,159

1,220

454

4,068

3,791

2,520

2,627

1,150

1,194

966

433

149

2,041

4,488

0

1,487

1,040

945

1,193

787

305
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エコキャンパスへの取り組みSection3

軽装期間を知らせる貼り紙

光熱水量の削減の取り組み
　千葉大学では、光熱水量削減のため、各部局に省エネリーダーを置き、部局ごとに省エネ行動計画を作成しています。また、3 ヶ
月ごとに開催する省エネリーダー会議を通じて、各部局の省エネ行動計画の実施状況を確認するとともに、内部監査 15) において
もチェックする仕組みとしています。そのほかにも、エコ・サポート制度の実施、各種ステッカーやポスターによる呼びかけ、
省エネ・省資源イベントの開催、エアコンフィルター清掃などによって光熱水量削減の促進も行っています。さらに、2015 年度
にはネガワット取引（節電買取）実証事業に参加しました。

省エネリーダー会議の様子

省エネステッカー

執執務務室室ででのの軽軽装装をを励励行行中中でですす  

 
 

実施期間：５月１日～１０月３１日 
地球温暖化対策の一環として冷房の適温化の徹底のために、 

自主的に取り組みを行っています。 

クールビズポスター ウォームビズポスター

エアコンフィルター清掃の様子

　エコ・サポート制度とは、省エネルギー
を推進するため、各部局における効率の
悪い冷蔵庫や空調機の更新及び省エネ対
策に対し、大学本部が費用を半額補助す
る制度です。2015 年度は、空調機 5 件、
冷蔵庫 8 件、ブラインドや LED 照明の
設置などの省エネ対策 13 件に対して、
約 492 万円の補助が省エネリーダー会
議にて承認されました。　

　節電の取り組みの一環で全教職員に対
して 5 月から 9 月まで執務室における
軽装（ノー上着、ノーネクタイ）を励行
し、冷房温度の適温化を呼びかけました。
また、来客等に対する告知のため、軽装
期間である旨の貼り紙を執務室に貼付し
ました。
　環境ＩＳＯ学生委員会は学生含め全学
的にクールビズとウォームビズを推奨す
るポスターを作成し、掲示板などに貼付
することで節電を呼びかけました。また、
学生委員会では照明とエレベーターのス
イッチに貼る省エネステッカーのデザイ
ンを 11 年ぶりに一新しました。

　環境ＩＳＯ学生委員会は、エアコンの
エネルギー効率を上げ電力使用量を削減
することを目的に、定期的なエアコン
フィルター清掃の実施を促進していま
す。2015 年度には、西千葉、亥鼻キャ
ンパスで 32 件の依頼を受け、学生委員
と各研究室の職員が協力して計 159 台
のエアコンフィルター清掃を実施しまし
た。松戸キャンパスでは、学生委員会が
エアコンフィルター清掃チェックシート
を各研究室等に配布し、清掃を促してお
り、2015 年度は計 110 台の清掃が行わ
れました。

エコ・サポート制度の実施

節電対策のよびかけ

エアコンフィルター清掃
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　千葉大学では、夏場の電力使用量の削
減や資源の有効活用などを喚起するた
め、環境ＩＳＯ学生委員会が主体となり、
毎年 6 月に省エネ・省資源イベントを
実施しています。2015 年度、西千葉キャ
ンパスでは『３Ｒ』をテーマに掲げ、マ
イボトル持参者への麦茶の配布や自転車
を利用した創エネルギー体験の他、オリ
ジナルうちわやかき氷を配布しました。
また、パネル展示を通して「リ・リパッ

千葉大学環境ISO学生委員会
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環境ＩＳＯ学生委員会製作のうちわ

シンポジウムの様子

西千葉キャンパスのイベントの様子

ク 16)」や「ミックス古紙（詳細 p.34）」
の紹介も行い、２日間で学生を中心に約
1,000 名が来場しました。夕方から開催
したシンポジウムでは、東洋大学の山谷
修作教授、千葉市資源循環部廃棄物対策
課の安田孝正課長をお招きし、学生委員
会の代表者２名と千葉市のごみの有料化
について議論をして、環境意識の啓発を
行いました。
　松戸キャンパスではエアコンフィル

ター清掃実施記録の回収、廃棄物抑制の
ための分別クイズ、古紙を短冊に使用し
た七夕を行いました。亥鼻キャンパスで
はパネル展示とそれに関連したクイズを
実施しました。さらに、オリジナルうち
わを作成し、西千葉キャンパスで 2,450
枚、亥鼻キャンパスで 250 枚、松戸キャ
ンパスで 300 枚配布しました。

　千葉大学西千葉キャンパスでは 2015
年 12 月と翌年 1 月に次世代エネルギー
実証事業のネガワット取引（節電買取）
に参加しました。ネガワット取引とは、

（株）地域エネルギーからの実証事業の
参加要請に協力し、千葉大学との間に節
電売買契約を締結し、東京電力からの節

編集担当：石川愛海（法政経学部 3 年）、上野平悠理（法政経学部 2 年）、結城大瑚（工学部 2 年）

大学初のネガワット取引への参加

省エネ・省資源イベントの実施

電要請に対して節電を行い、その節電し
た電力量に応じて成功報酬が支払われる
仕組みのことです。主に夏場、冬場など
電力の需給逼迫時に、電力会社が追加で
電気を生産、調達するよりも、節電によっ
て需給調整を行った方がコストを抑える
ことができるという考え方にもとづいて

います。この実証事業への大学の参加は
千葉大学が初の取り組みでした。2015
年度は 12 月と１月の 2 ヶ月間の間に４
回の節電要請があり、節電効果としての
成功報酬は 47,000 円でした。



33

エコキャンパスへの取り組みSection3

データ協力：施設環境部／編集担当：石川愛海（法政経学部 3 年）

光熱水量の推移
　2015 年度の千葉大学の総エネルギー投入量は、前年度比で 0.9% 減、水資源投入量は、前年度比で 0.6% 減、二酸化炭素排出
量も前年度比で 1% 減でした。エネルギーの内訳は、電気使用量が前年度比 1% 減、ガス使用量が前年度比 0.4% 減となりました。
西千葉地区で増加した理由として、2014 年 12 月に完成した工学系総合棟２が年間を通して利用されたことと、図書館Ｌ棟のリ
ニューアルに伴い入館者数が大幅に増加したことがあげられます。全体としては、2015 年冬季の気温が前年度より高かったため、
空調負荷が軽減し、エネルギー使用量の減少につながったと考えられます。水資源（上水＋地下水）投入量が松戸地区と柏の葉
地区で増加したのは、ともに圃場で漏水があり、地下水使用量が増加したことが主な要因です。

総エネルギー投入量 ( 単位：GJ）

水資源 ( 上水＋地下水 ) 投入量 ( 単位：千 m3)

二酸化炭素排出量 ( 単位：t)

学生・教職員の省エネに関する意識

　2016 年 4 月に学生 1255 名、教職員
263 名を対象にアンケートを実施した
ところ、「省エネルギーに配慮した生活
をしていますか」という問いに対し、「い
つも意識している・たまに意識している」

と答えた割合が、学生では 70.7%、教
職員では 92.8% でした。前年度の調査
では、学生が 69.7%、教職員が 97.4%
という結果でした。学生が環境を意識し
ている割合は近年増加傾向にあります

が、教職員と比較すると低い水準にあり
ます。学生は毎年、卒業・入学によって
多くの人が入れ替わるため、新入生を対
象とした更なる意識啓発が今後の課題と
なりました（詳細 pp.76-79）。

前年度比
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紙資源の３R
エコキャンパスへの取り組みSection3

　紙は大学で大量に消費される資源の一つです。千葉大学では、構内で排出される紙を分別回収してリサイクルしたり、有効に
活用したりして、可燃ごみの削減を実現しています。

データ協力：施設環境部／編集担当：大井洸慈 ( 理学部 3 年 )、長谷川雅人 ( 工学部 2 年 )

ミックス古紙回収の取り組み

裏紙回収の取り組み

学生・教職員への
紙資源の 3R に関する意識調査

用紙の購入量の推移

　千葉大学では「ミックス古紙」（千葉
市では「雑紙」）という分別方法を導入
して、可燃ごみの総量を減らしています。
資源古紙とは別に、メモ用紙やお菓子の
空き箱などを専用カートで回収すること
によって、これまで可燃ごみとして焼却
処分されていた、束ねられないきれいな
紙ごみがリサイクルできるようになりま
した。2015 年度は可燃ごみの回収費用
が 1kg あたり 28 円に対し、ミックス古
紙は無料であるため、大学にも経済的メ
リットがあります。

　大学では講義資料などで多くの紙が使
用されるため、裏が白紙の余った資料を
専用のボックスにて回収し、再利用する
ことで印刷用紙の購入を抑える取り組み
をしています。2015 年度には、より多
くの人への回収システムの普及を目指し
て、環境ＩＳＯ学生委員会が回収ボック
スの場所を示したポスターを新たに作成
し、掲示しました。今後も更なるシステ
ムの改善、普及活動を行い、千葉大学の
用紙量削減に取り組んでいきます。

　2016 年 4 月に学生 1255 人、教職員
263 人にアンケートを実施しました ( 詳
細 pp.76-79) 。ミックス古紙回収シス
テムに関して、教職員は利用率が 8 割
超と非常に高いのに対し、学生は約 2
割という結果でした。去年から 4.7% 増
加しましたが、依然として低いため、利
用を促す新たな取り組みの実践と、ミッ
クス古紙を知らない生徒に対しての継続
した周知の徹底を並行して行う必要があ
ります。

　2015 年度の千葉大学での紙類購入量
（A4 換算）は、前年度比 4.0% 増となり
ました。また、トイレットペーパーの購
入量は前年度比 3.8% 減となりました。
西千葉では今年度新設された国際教養学
部の設置に伴う資料、広報誌・情報誌の
刊行量の増加や、学部・大学院の改組の
ための資料、会議資料の増加に伴い印刷
が増えたことなどが要因です。松戸地区
ではホームページ改修による移行期間中
に、内部資料のネット閲覧ができない期
間が発生したこと等による増加、医学部
附属病院では外来診療Ａ棟及び南棟改修
に伴う会議等資料の印刷による増加が主
な要因です。

ミックス古紙回収カート

回収場所を示したポスター

紙類　A4 換算購入量（単位：千枚）　
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廃棄物の削減
　千葉大学ではごみの３R（リデュース・リユース・リサイクル）に関する活動を通し、廃棄物削減に取り組んでいます。

ごみ分別の徹底

古本市の開催

弁当容器をリサイクル

　千葉大学の生活協同組合（以下生協）
は、環境配慮容器リ・リパックを利用し
た弁当の販売を行っています。リ・リパッ
クにはトレーの上に薄いフィルムが貼っ
てあり、弁当を食べた後にそのフィルム
をはがします。フィルムのみを可燃ごみ
として廃棄し、トレーは専用の回収場

　千葉大学ではごみを可燃ごみ、資源ご
み、不燃・粗大ごみ、家電リサイクル品
目の４品目に分別しています。中でも、
頻繁に捨てられる可燃ごみと資源ごみ

（缶、ペットボトル、ビン、ミックス古紙、
リ・リパックの６種類）に関しては、分
別回収を徹底しています。環境ＩＳＯ学
生委員会では、その分別率を調べるため
に年に２回分別状況の調査を行っていま

　古本市は学内の教職員や学生から不要
になった教科書や専門書、学術雑誌、文
庫本などの古本を、環境ＩＳＯ学生委員
会が回収し、格安で販売するイベントで
す。このイベントを通して、廃棄物の減
量と、３Ｒについての理解を深めてもら
うことを目標としています。2015 年度
の古本市では 41 人の教職員と学生から
2140 冊を回収しました。教科書や参考
書などの本も多く出品されることもあっ
て学内での知名度や参加者が年々増加

ごみの分別ボックス ごみ分別調査結果（工学部）

古本市の様子

容器のフィルムを剥がす様子

す。調査結果はポスターにまとめて各学
部の掲示板に貼り出して、今後の分別状
況の改善に努めています。

し、4 月中旬の当日 2 日間で、延べ 359
人が来場、510 冊の本を販売し、売上
総額は 165,798 円に上りました。これ
らの売り上げは、返金を希望する本の提
供者には値付けした金額分を返金し、希
望しない人の分に関しては環境活動の資
金に充てる仕組みになっています。この
活動は大学全体で教材を再利用する試み
として、2015 年 4 月 21 日の日本経済
新聞にて紹介されました。

所で回収を行います。集められたリ・リ
パックは生協学生委員会（JCK）が回収
を行い、工場に輸送します。リ・リパッ
クはペレット状にされて約 70% がリサ
イクル資源となります。これにより、容
器をそのまま捨てた時に比べて可燃ごみ
を 95％減量させることができます。



36

2016 Chiba University Environmental Report

データ協力：施設環境部／編集担当：尾島匠（工学部 2 年）、西雄太郎（法政経学部 2 年）

家具・家電リユースの取り組み

一般廃棄物排出量 ( 単位：t)

産業廃棄物排出量 ( 特別管理産業廃棄物含む )　( 単位：t)

学生・教職員の廃棄物削減に関する調査

廃棄物排出量の推移

　一般廃棄物排出量は前年度比 1.3％減
に、また、産業廃棄物排出量は前年度比
21.8％減となりました。松戸地区及び
医学部附属病院の改修工事が完了したこ
とにより全体の排出量が減少しました。
なお、西千葉地区では、建物解体（工

　2015 年 4 月に学生 1255 名、教職員
263 名にアンケートを実施したところ、

「普段から、なるべくごみを出さない、
ごみのリユース、リサイクルを意識して
いますか？」との問いかけに対し、意識
している（「いつも意識している」「たま
に意識している」の合計）割合は、学
生 69.0%、教職員 92.7% に上りました。
また、正しい分別を意識している割合は
学生 88.7%、教職員 98.1% で、どちら
も廃棄物削減に対する意識は高いことが

　生協学生委員会（JCK）では新学期プ
ロジェクトの一環として、学生が使わな
くなった家具家電を回収し、一般で販売
されているものより新入生に安く販売
し、無料で配送するというリサイクル企
画を毎年 4 月に実施しています。廃棄
物を削減し環境への負担を減らすことを
目的とするこの企画は多くの新入生が利
用しています。JCK では、この企画の
他にも再利用可能な弁当容器のリ・リ
パックの回収を毎週実施するなど、環境
に配慮した活動を行っています。 回収した家電家具

わかりました。リ・リパックに関する調
査では、リ・リパックの認知率は学生
69.2％、教職員 44.0％でまだ高くない
といえます（詳細 pp.76-79）。

学部 12 号棟）や耐震改修工事（工学部
20 号棟・松韻会館）に関連する一般廃
棄物が増加しました。柏の葉地区では、
前年度発生した廃棄物をまとめて 27 年
度に処理したために一般廃棄物・産業廃
棄物が増加しました。亥鼻地区では、教
職員、学生が増加したこと、研究室の有
効利用に伴い各研究領域の移動が多かっ
たことによって、一般廃棄物・産業廃棄
物が増加しました。
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緑化活動
　千葉大学では学生が主体となり構内の緑化や花植え活動を行うことで、景観維持に取り組んでいます。

編集担当：飯田浩字 ( 法政経学部 3 年 )、三宅由惟 ( 園芸学部 3 年 )、佐々木星紀 ( 理学部 2 年 )

おひさまガーデン 緑のカーテン

おひさまガーデン

フラワープランター

横幅 30m 超の緑のカーテン

　西千葉・亥鼻キャンパスでは、2015
年度から「育てて緑化、フラワープラ
ンター」企画を始めました。この企画
は、環境ＩＳＯ学生委員会が、花苗・プ
ランター・培養土などの植栽に必要な物
一式を、プランター設置を希望する事務
部や研究室にお届けするものです。構内
を通行する人からよく見える場所に設置
していただくことで、キャンパス全体で
の緑化、景観の向上を目指しました。プ
ランター等の購入はれじぶー基金（詳細
p.41）から拠出され、レジ袋削減によ
る利益の還元を図っています。また、プ
ランターは回収して再利用しています。
2016 年度は設置箇所の増加による、さ
らなるキャンパス緑化を目指します。

　おひさまガーデンは、松戸キャンパス
北門を入り、坂を上り切ったところの左
手にある庭園です。環境ＩＳＯ学生委員
会が植物を育てており、春はチューリッ
プ、夏はひまわり、秋はハーブ類、冬は
パンジーをメインに、四季折々様々な姿
を見せ、学生だけでなく、キャンパスを
訪れる多くの人を楽しませています。専
門家のアドバイスのもと、学生主体での
除草、花苗の植え付け、多年草の管理な
どを行っています。おひさまガーデンで
育てた植物は、押し花やドライハーブに
し、被災地支援活動（詳細 p.52）での
はがき作りや石鹸作り、地域の子供たち
との交流でのクリスマスリース作りなど
に用いています。

　緑のカーテンとは、ゴーヤやアサガオ
などを育てて作る植物のカーテンです。
景観の向上はもちろん、遮光の役割を果
たすので夏場は室内温度が下がり、空調
機器の使用抑制による省エネ効果も期待
できます。毎年環境ＩＳＯ学生委員会の
メンバーがゴーヤを種から育てており、
水やりや追肥などの管理・測定をしてい
ます。計測の結果、緑のカーテンの外側
と内側では約５℃の差がありました。ま
た、ゴーヤの種の配布といった緑のカー
テンを知っていただくための広報活動も
行っています。

育てて緑化フラワープランター

おひさまガーデン 緑のカーテン
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落ち葉の有効活用

生ごみ堆肥化活動

堆肥化等検討会議

エコキャンパスへの取り組みSection3

　千葉大学のキャンパス内には多くの樹木が生えており、毎年大量の落ち葉がごみとして廃棄、処理されています。放射線の影
響で自粛していた落ち葉堆肥の作製および地域への頒布が、基準値を下回るようになったため 2014 年度から再開しました。また、
千葉大学生協食堂の協力を受け、生ごみ堆肥の作製に取り組んでいます。

落ち葉堆肥作製活動と頒布会

頒布会の様子

堆肥作製の様子

　環境ＩＳＯ学生委員会では、地元の環
境 NPO である「NPO 法人環境ネット」
から技術的な指導を受け、2006 年度よ
り構内の落ち葉の一部を堆肥化し、「け
やきの子」という名称で、地域住民に頒
布することで、資源の有効利用に貢献し
てきました。しかし 2011 年の東日本大
震災以後は原発事故の影響により頒布を
自粛してきました。
　2014 年度に放射線量の調査を行った
ところ、農林水産省の定める落ち葉腐葉
土に含まれる放射線量の基準を大幅に下
回りました。そのため、2015 年度より
堆肥の頒布を再開し、8 月には２日間に
わたって「けやきの子」の頒布会を行い、
3kg1 袋、10kg40 袋を、近隣の住民８
名に頒布しました。

　千葉大学では毎年３回「堆肥化等検討
会議」を開催し、環境ＩＳＯ学生委員会
メンバーと教職員、生協職員、千葉市を
拠点として活動されている NPO 法人環
境ネットの方々が集まり、堆肥化活動や、
公園整備活動の状況報告や検討を行って
います。

　2015 年度、環境ＩＳＯ学生委員会で
は千葉大学生協の食堂より生ごみの提
供を受け、11 月から 12 月にかけて生
ごみを用いた堆肥の試作に取り組みまし
た。2016 年度も引き続き試作に取り組
み、実用化を目指します。

編集担当：松村佳孝（工学部 2 年）
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自転車環境の整備

編集担当 : 小山智子 ( 法政経学部 3 年 )、三宅由惟 ( 園芸学部 3 年 )

　千葉大学では、構内の景観と安全の維持、自転車利用環境の改善を図るため、環境ＩＳＯ学生委員会と教職員が協働して、自
転車利用状況の調査・分析を行い、具体的な対策を実施しています。

自転車回収イベントの様子 プランター企画の様子駐車台数調査の様子

自転車回収・譲渡イベント駐輪台数の調査と現状の把握

　西千葉キャンパスでは、構内の駐輪が
緊急車両や歩行者の妨げとなっている問
題が深刻化した 2006 年度から、自転車
台数削減の取り組みとして、利用者に年
間 500 円のステッカーを発行し、交通
環境改善費に充てています ( 一部区域は 
2,000 円 )。また、2013 年度から新入
生の構内移動のための自転車 ( 自宅から
の通学用自転車除く ) の持ち込みを禁止
し、2016 年度までに持ち込み「ゼロ」
を目指しています。

　西千葉キャンパスでは放置自転車や駐
輪マナーが大きな問題となっています。
大学から調査依頼を受けた環境ＩＳＯ学
生委員会は、2015 年 12 月に 22 人体
制で駐輪台数と駐輪マナー調査を行いま
した。その結果、構内に駐輪してあった 
4,053 台のうち、14.8% は所定のステッ
カーが貼られておらず、20.9% が指定
された駐輪スペースに停められていない

「マナー違反」であることがわかりまし
た。また、2016 年 4 月に行った学生・
教職員向けのアンケートによると、大
学内の自転車利用マナーや駐輪状況への
満足度について、「とても満足している」
または「やや満足している」と回答した
のは、学生 63.5％、教職員 60.1％でし
た（詳細 pp.76-79）。

　千葉大学では、卒業や故障などによる
放置自転車が大きな問題になっていま
す。このため、環境ＩＳＯ学生委員会で
は、放置される前に不要になった自転車
を無料で回収し、それらを修理して、主
に留学生などの自転車を必要とする学生
に販売する「自転車回収・譲渡イベント」
を実施しています。2015 年度は、卒業
の時期に合わせて 2 月から 3 月にかけ
て、西千葉、亥鼻両キャンパスで合計 
59 台回収しました。そのうち状態の良
い 26 台を修理し、5 月に販売しました。
松戸キャンパスでも 3 月から 4 月にか
けて 3 台回収し、譲渡に向けて動いて
います。

緑化と駐輪対策を
両立させる「プランター企画」

　松戸キャンパスでは環境ＩＳＯ学生委
員会が、2015 年度から、駐輪禁止場所
に植物を植えたプランターを置くこと
で、駐輪が可能となってしまうスペース
をなくすとともに、キャンパス内の緑を
増やすプランター企画を始めました。違
反駐輪を減らすだけでなく、景観の維持
向上につなげるこの企画は、園芸学部な
らではの発想でした。今後もさらに良い
企画へと発展させていきます。
　今後は放置自転車の発生抑制だけでな
く、ポスターを使った正しい自転車利用
の周知や駐輪マナーの改善など、構内の
自転車環境の整備によって快適な学生生
活が送れるような活動を展開していきま
す。

構内移動用自転車「ゼロ」を目指して

構内の駐輪場の様子
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編集担当：小山智子（法政経学部 3 年）

エコキャンパスへの取り組み

分煙環境の整備・グリーン購入
17)

促進
Section3

　千葉大学では分煙環境の整備や、環境にやさしい製品を購入する「グリーン購入」を促進しています。

分煙環境の整備と禁煙サポート

グリーン購入の促進

喫煙状況の調査結果

　環境ＩＳＯ学生委員会は、毎年大学構
内の分煙状況や分煙環境把握のために、
学生と教職員に対してアンケート調査を
実施しています。2016 年 4 月に行った
アンケート調査（詳細 pp.76-79）によ
ると、大学構内の喫煙者の割合は、学
生 9.7％、教職員 11.8％で、2012 年か
ら大きな変化は見られません。また、分
煙状況やマナーに対して、学生 75.1％、

　千葉大学では、グリーン購入法（国等
による環境物品等の調達の推進等に関す
る法律）の規定をもとにし、毎年度「環
境物品等の調達の推進を図るための方
針」を策定して公表しています。この方
針の中で、紙類や文房具、オフィス家
具をはじめとした物品およびサービス
267 品目を特定調達物品等（「環境物品
等の調達の推進に関する基本方針」にお
ける判断基準を満たす物品等）として定

　千葉大学では総合安全衛生管理機構が
中心となり、「国立法人千葉大学におけ
る喫煙対策に関する方針」に則って、非
喫煙者の受動喫煙を防止するため各キャ
ンパス内に喫煙所を設置し、それ以外の
場所での喫煙を禁止するとともに、歩き
タバコの防止に努めています。今後も分
煙環境の整備のために、喫煙所の見回り
や設置場所の見直しなどを検討し、継続
的改善を図っていきます。また学生と教
職員向けに「禁煙支援外来」の受付を行っ
ており、禁煙サポートにも力を入れてい
ます。

グリーン購入促進ポスター

め、調達目標を 100％として管理して
います。また、構内事業者においては、
グリーン購入法適合製品に「適合マーク」
を表示するなどの自主的な取り組みを実
施しています。さらに、環境ＩＳＯ学生
委員会は、グリーン購入に関する理念や
枠組みの理解促進を目標として、グリー
ン購入に関するポスターを作成・掲示し
ました。

キャンパス内全面禁煙に賛成ですか、反対ですか ?

教職員 77.9％が満足またはやや満足し
ていると回答しています。キャンパス内
の全面禁煙について、賛成またはどち
らかといえば賛成と回答したのは、学
生 72.9％、教職員 76.0％となっており、
昨年度の学生 74.9％、教職員 76.5％と
比較して大きな変化は見られませんでし
た。

工学部喫煙所

[%]
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構内事業者
18)

との活動

編集担当：柿原啓人（法政経学部 2 年）

生協のレジにて

　千葉大学生活協同組合（以下、生協）
のレジ袋有料制（１枚５円）は、環境 
ＩＳＯ学生委員会の発案から始まりまし
た。2005 年に試験的にレジ袋有料制を
導入し、アンケートなどの調査を経たの
ちに、生協の環境に対する積極的な姿勢
もあり、2006 年度には西千葉キャンパ
スの生協店舗で、2007 年度には全生協
店舗での導入が実現しました。年間 110
万人以上が生協を利用するにもかかわら
ず、2015 年度のレジ袋利用は 6000 枚
未満（利用者の 0.5％）にとどまってい
ます。

　節減されたレジ袋仕入れ代と、レジ袋
販売の収入を、生協から拠出して「れじ
ぶー基金」と呼ばれる環境対策基金を設
けています。この基金は、主に学内の環
境改善とレジ袋有料制に協力している生
協店舗の利用者への還元を目的とする

「れじぶー企画」に活用され、どのよう
な企画を行うかは環境ＩＳＯ学生委員会
が毎年考案し、実施しています。
　2015 年度の「れじぶー企画」の一つ
では、さらなるレジ袋使用率削減と学内
外の環境意識啓発のための取り組みとし
て、生協店舗にて「千葉大学オリジナ
ルエコバッグ販売」を行いました。表
部分には、学生が考えた "Complete the 
map! WE are the artists of the earth."
というメッセージが描かれています。こ
のエコバッグは元々の単価が 483 円で

千葉大学の特徴的な環境への取り組みの一つに「レジ袋の有料化」があります。生協でレジ袋を有料にするだけでなく、その
成果を環境基金として利用する千葉大学独自の取り組みです。

たたんで入れられるポーチ付き

A4 サイズが入る
マチ付きのトートバック

生協の売り場の一画を借りて陳列しました。
値札やポップは学生の手作りです。

有料化によってレジ袋使用率が 0.5%に

「れじぶー基金」

あるところを、「れじぶー基金」によっ
て補填することで、200 円で 290 個販
売されました。



　ライフセンターでは、エアコンの温度
調節、閉店後や休業期間中の冷蔵庫の電
源オフなどの省エネ活動に取り組んでい
ます。また、データ処理による印刷用紙
の削減や、プリンターのトナーカート

千葉大学生協食堂　上野信広店長より　　

　ブックセンターでは、エアコンの温度
調整や照明の調節、パソコンの電源をこ
まめに切る、などの環境に配慮した営業
を行っています。また、お客様にレジ袋

　生協食堂では、フライヤーのろ過装置
による廃油量の削減や、休講期間中の不
要な電気機器の電源オフ、定期的なエア
コンフィルターの清掃といった消費電力

　ショップ大和屋では、環境に配慮した
営業を毎年継続して行っています。リサ
イクル商品を積極的に仕入れる他、一度

ココルザでは、これまでと変わらず、環
境に配慮した運営を続けています。油の
ふき取り、グリストラップの清掃や、初
めに盛り付けるご飯やパンの量を少なく

千葉大学生協ライフセンター　樋口良治店長より

千葉大学生協ブックセンター　佐藤万寿夫店長より

ショップ大和屋　林功店長より　

コルザ　沖野好規料理長より

リッジ回収に力を入れています。さらに、
リサイクル容器「リ・リパック」（詳細
p.35）の回収、グリーン購入法適合商品
の販売（詳細 p.40）も継続的に行って
います。

を抑える取り組みを継続しています。ま
た、休講期間中に環境ＩＳＯ学生委員会
と協力して生ごみの堆肥化（詳細 p.38）
も行いました。

が必要であるかどうかの確認を取ること
で、レジ袋の削減にも努めています。環
境関連書籍のフェアなども行っていま
す。

使用した紙をただ捨ててしまうのではな
く、裏紙として最大限活用するなど、廃
棄物を極力減らす努力を続けています。

し、おかわりを自由にすることで、残飯
を減らす工夫なども行っています。また、
店内の照明を減らすことで節電も心がけ
ています。
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構内事業者の環境への取り組み
Section3

　千葉大学では、大学構内に事業所を持つ事業者も構成員 19) として、環境・エネルギーマネジメントシステムの運用に取り組ん
でいます。事業者の方々に環境ＩＳＯ学生委員会のメンバーが、環境への取り組みについてインタビューを行いました。

インタビュアー：柿原啓人（法政経学部 2 年）

千葉大学生協食堂　上野信広店長より　　千葉大学生協食堂　上野信広店長より　　
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関連事業者へのインタビュー

インタビュアー：柿原啓人（法政経学部 2 年）

　千葉大学では、さまざまな業務を委託している関連事業者を、①全く環境影響のないグループ（電子ジャーナル購読など）、　
②環境影響のあるグループ、③環境影響の大きなグループに分類し、②または③の事業者と契約を結ぶ際には、環境配慮要請と
して千葉大学環境・エネルギー方針を示し、加えて③の事業者には業務に関する具体的な環境配慮について伝達しています。環
境ＩＳＯ学生委員会が関連事業者の一社、大西総業株式会社の常務取締役営業部長の桑原義一氏にお話を伺いました。

2015 年度千葉大学西千葉地区
  一般廃棄物等処理業務請負事業者：大西総業株式会社

　大西総業株式会社は、一般廃棄物の収
集運搬、産業廃棄物の収集運搬及び中
間処理、金属類、紙類、木くずを主と
したリサイクルを行っている企業です。
2006 年には ISO14001 を認証取得して
います。

千葉大学から回収するごみの処理に関し
て教えてください。

シュレッダー古紙保管コンテナ 可燃ゴミ類回収車

古紙製造工場へ送り、そこで溶かされて
紙として再生されます。資源物は、種類
ごとにコンテナで保管しておき、専門業
者に渡してリサイクルしています。

た、誰によって処理されるのか、という
意識を持つことが重要です。ミックス古
紙としてリサイクルできるものを、焼却
処分される可燃ごみとして捨ててしまわ
ない、ビンとカンはしっかりと分別して
捨てる。一人一人のこうした小さな心が
けが、処分されるだけのごみを減らし、
循環型社会の構築につながっていくと考
えています。

　千葉大学からは、可燃ごみ類（可燃ご
み、落ち葉・草ごみ、生ごみ）、古紙類

（ミックス古紙、シュレッダー古紙）、資
源物（空きビン、空きカン）を回収して
います。可燃ごみ類は、千葉市の清掃工
場へ運搬し、焼却処分しています。古紙
類は、一時的に保管しておき、まとめて

千葉大学の環境に対する取り組みについ
て一言お願いします。

　ただ、ごみをごみ箱に投げ捨てるので
はなくて、そのごみが、どのように、ま




