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　2015 年 8 月、学生委員７名が三菱製
紙販売株式会社（東京都中央区）の本社
を訪問しました。当日は社内を見学し、
事業について説明を受けた後、９人の社
員が参加してくださり、会議室で三菱製
紙販売株式会社と環境ＩＳＯ学生委員会
が互いの環境活動を紹介したほか、エコ
グッズの協同企画や、千葉大学における
古紙回収の新スキーム構築の検討に関し
てディスカッションを行いました。

　環境ＩＳＯ学生委員会は新たな試みとして、三菱製紙販売株式会社と協同で環境活動に取り組みました。

社内見学の様子

　企業訪問でのディスカッションをもと
に、国内の森林から発生した間伐材を用
いたシャープペンシルの製作・販売を行
いました。間伐材とは森林の成長に伴い
密集化する立木を間引いた際に発生する
木材のことです。シャープペンシルに
は学生が考えた、” Think of sustainable 
use of forests.” という言葉を印字し、
多くの学生に「木を切ることによる環境
保全活動」について知ってもらいたいと
いう思いを込めました。このシャープペ
ンシルは 11 月に CAS-Net JAPAN（詳
細 p.6）にて展示・販売した後、1 月 27
日から千葉大学生協に協力していただ
き、一本 150 円、合計 370 本を発売し
ました。この価格は、レジ袋の有料化に
伴う「れじぶー基金」( 詳細 p.41) を使っ
た割引価格です。本企画は学生考案のエ
コグッズとして、東京新聞や各種ネット
ニュースで報道されました。

　千葉大学における古紙回収の新スキー
ムを構築する企画では、千葉大学で出た
古紙を三菱製紙販売株式会社経由でノー
トなどにリサイクルし、できた製品を再
び千葉大学で配布や販売をしたいと考え
ています。これにより、学生たちに自分
たちが排出した古紙がどうリサイクルさ
れるかに関心をもってもらうのが狙いで
す。今回、試験的に古紙を利用したノー
トの製作を試みました
が、現状ではコスト等の
課題が多く、実現にはこ
れらの課題を解決する必
要があり、引き続き検討
していくことになりまし
た。

編集担当：尾島匠（工学部 2 年 )

三菱製紙販売株式会社への企業訪問 協同エコグッズの製作・販売

古紙回収の新スキーム構築を目指して

企業と取り組む環境活動学生主体の取り組み

本社訪問時活動紹介の様子

実際の売り場の様子

実際に販売したシャープペンシル

製作した古紙ノート
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学生主体の EMS・EnMS の構築・運用

環境ＩＳＯ学生委員会について

単位化の仕組み ～環境エネルギーマネジメントシステム実習～

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～

松戸・柏の葉地区環境ＩＳＯ学生委員会

認定式の様子

西千葉・亥鼻地区環境ＩＳＯ学生委員会

実習Ⅰ

実習ⅠⅠ

実習ⅠⅠⅠ

千葉大学では、学生が主体的に環境・エネルギーマネジメントシステム（EMS・EnMS）の構築、運用を行っており、その取り
組みの中核を千葉大学環境ＩＳＯ学生委員会が担っています。

　EMS・EnMS の基礎知識を習得し、実
際に班活動に参加することを通して
EMS・EnMS の運用に携わるとともに、
内部監査や基礎研修 20) 等の実務に必要
な各種研修を行います。

　実習Ⅰの単位を取得した学生を対象と
しています。内部監査や外部審査などの
EMS・EnMS 運用上の重要な実務を実習
するとともに、委員会で班長などを経験

　実習 II の単位を取得した学生が、自
治体や企業等にインターンとして赴き、
そこで運用されている EMS・EnMS につ
いて学び、それまでの経験を活かして、
提言などを行います。2015 年度は、千
葉県・千葉市・八千代市・一般社団法
人持続性推進機構に 10 名の学生がイン
ターンを実施しました。

　千葉大学での実務経験を通して EMS・
EnMS 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 の単位を取得した後も
継続して、環境ＩＳＯ学生委員会として

2003 年 に 千 葉 大 学 に お い て
ISO14001 認証取得への動きが始まると
ともに発足しました。大学の一組織とし
て、EMS・EnMS の構築・運用の中心を
担っており、「西千葉・亥鼻地区」「松
戸・柏の葉地区」の２地区において、計

編集担当：島村卓弥（園芸学部 2 年）

活動した３年生に対して学長から与えら
れます。2015 年度には 34 名を認定し、
学生委員会発足以来 357 名の学生が取
得しています。　

155 名（2015 年度時点）が活動を行っ
ています。

環境ＩＳＯ学生委員会の活動は、全
学で普遍教育科目「環境マネジメントシ
ステム実習」として単位化されています。
座学・実務を通して EMS・EnMS の専門

知識を身につける場となっています。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主体の EMS・
EnMS の持続的な運用を図っています。

しながら、EMS・EnMS 実務活動に中心
的に関わっていきます。

学生主体の取り組み

環境マネジメントシステム実習 II

環境マネジメントシステム実習 I

学部3年
実習 III

執行部
学生委員会

主に学部3年

主に学部２年

主に学部1年



46

2016 Chiba University Environmental Report

EMS・EnMS に関する学生委員会の活動

　千葉大学に所属している全学生・教
職員、構内事業者に対し、毎年 4 月か
ら 5 月に学生委員が講師となり、基礎
研修を実施します。これは、千葉大学
EMS･EnMS について知り、大学の環境
への取り組みについて理解を深めること
を目的としています。

　毎年 11 から 12 月には、ISO14001・
50001 の継続または更新審査が、第三
者の審査機関によって行われます。学生
委員は、外部審査に必要な書類を提出す
るとともに、当日は審査に同行して議事
録の作成を担当します。通常は学生が関
わることがない外部審査の緊張感を経験
することができる貴重な機会です。また、
内部監査同様、学生委員会自体も審査の
対象となり、委員長を中心に審査員によ
る審査を受けます。

　EMS･EnMS が計画通り運用されてい
るかについて、毎年 9 月末に教職員と
学生委員会によって構成された監査チー
ムが、100 以上のユニットを監査しま
す。学生委員にとって、PDCA サイクル
の「Check」の部分を体験する貴重な機
会です。また、内部監査自体の計画書や
チェックリストなども、学生の内部監査
部が作成します。また、学生委員会も内
部監査の対象となります。

　EMS･EnMS に必要な書類の多くを学
生が原案作成しています。環境・エネル
ギーマネジメントの根幹を規定する「千
葉大学環境・エネルギーマネジメントマ
ニュアル」をはじめ、環境影響評価のと
りまとめ、キャンパスにおける環境目的・
環境目標・実施計画の原案、各実施計画
の監視測定記録や達成度評価など、実務
上重要な記録文書も作成します。

　2015 年度に ISO14001 の規格が大幅
に改定されました。それに伴い、「千葉
大学環境・エネルギーマネジメントマ
ニュアル」の内容も大幅に改定する必要
があります。2016 年度はその改定の原
案を学生委員会が作成します。

　毎年 12 月から 1 月にかけて、学生委
員会が、EMS･EnMS 上の監視測定責任
者（施設環境部や総合安全衛生管理機構
などの学内の環境に関わる部署と、学生
委員会内の各班長など）と話し合い、大
学全体の環境目的・環境目標・実施計画
の項目を見直し、次年度の原案を作成し、
環境ＩＳＯ企画委員会に提出します。

基礎研修で講師をする学生 内部監査で質問する学生 外部審査で議事録を取る学生

各種文書の原案作成

基礎研修講師 内部監査 外部審査

規格改定への対応

編集担当：島村卓弥（園芸学部 2 年）

環境目的・環境目標・ 
実施計画の策定

学生主体の取り組みSection4
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各地区委員長より
環境 ＩＳ O 学生委員会は、千葉大学の EMS・EnMS 運用において様々な実務を担っています。その活動や、目指す未来像につ

いて、2015 年度の委員長であった濱田裕司（10 代目松戸・柏の葉地区）と久保木美帆（12 代目西千葉・亥鼻地区）、2016 年
度の委員長の三宅由惟（11 代目松戸・柏の葉地区）と石口純輝（13 代目西千葉・亥鼻地区）の４名にインタビューを行いました。

濱田　松戸・柏の葉地区学生委員会は
2015 年に 10 年目の節目を迎えたとい
うことで、私の代では、今まで行ってき
たことを整理しました。先輩方が積み重
ねてきたものをこれからの活動に活かし
ていこうと 10 周年記念イベントや記念
冊子の作成を行いました。さらに、地域
とのつながりを強めることを意識し、年
間を通して地域の方々を交えた様々なイ
ベントを開催しました。
久保木　 私が力を入れたのは、個々の
学生委員に「目的・目標・実施計画」を
意識してもらう機会を増やすことです。
そのために各種資料の改訂や、全体を見
通したスケジュールを作りました。その
結果、新企画の増加や各種受賞につなが
りました。新しいことに挑戦する雰囲気
づくりに貢献できたのは良かったと思い
ます。西千葉・亥鼻地区は、松戸・柏の
葉地区と比べ外部との関わりが薄いのが

Section4

インタビューの様子

委員長として力を入れてきたこと、またこれから挑戦していきたいことは何ですか。

課題なので、改善していく余地があると
思います。
石口　学生委員会が NPO 法人格を取得
して 7 年が経ちました。より一層、地

域に学生委員会の活動を広げていける
ように努力していきたいと思います。
NPO 法人としては、eco 教室 21) に重き
を置いて活動をしていくつもりです。ま
た、西千葉地区では国際化に力を入れて
いるので、環境報告書の英訳・中国語訳
の作成をきっかけに、さらなるグローバ
ル化を進めていきたいと思います。
三宅　松戸地区としては、毎年やってき
たことをただ繰り返すのではなく、活動
の意義を考え、刷新を図っていきたいと
思います。具体的には、小規模なイベン
トを他のイベントと併せて行うことや、
さらに参加者を増やす工夫をするなどし
て、合理化・効率化を図っていきたいで
す。無駄を省き、その分一つ一つの活動
に専念していこうと考えています。
　　　：単に省くのではなく、改善策を
代替案として提案する姿勢は良いです
ね。

10 周年記念イベントの様子
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石口　学生目線での環境活動だと思いま
す。
濱田　地域との活動もその一つだと思い
ます。学生だからこそ、参加してくれた
地域の人たちの意見を吸い上げやすいの
ではないでしょうか。また、柔軟性のあ
る活動を行えるのも学生の強みでしょ
う。

石口　国内、国際的にも千葉大学の学生
主体の EMS・EnMS の構築・運用につい
ての情報発信をしていきたいです。また、
環境に関して取り組む大学の中で、千葉
大学が先進的な立場で在り続けるため
に、常に新しいことに取り組んでいきた
いと思います。
三宅　団体、組織が環境活動を始めよう
というときに、「千葉大学に聞こう、コ

石口西千葉地区委員長（左）三宅松戸地区委員長（右） 久保木前西千葉地区委員長（左）　濱田前松戸地区委員長（右）

千葉大学のEMS・EnMSを運用するにあたり、学生委員会の役割は何だと思いますか。

学生委員会の今後の方向性について考えを聞かせてください。

三宅　学生が主体的に行うことは大学に
とってのアピールポイントになります
し、他学生にとっても身近な存在から影
響を受けるわけですから、一層の環境意
識の向上になるのではないかと思いま
す。
濱田　今後は周りからのフィードバック
をより重視し、求められることを行うだ

けではなく、自分たちでニーズを拾い上
げる、あるいは創り上げていくことが必
要になるでしょう。
久保木　「環境」に含まれるエコという
面だけではなく、景観美化による心のう
るおいや、安全性、人とのつながりなど、
多面性を持つ活動を行っていくことが学
生委員会に求められていると思います。

ンタクトをとろう」と思ってもらえるよ
うなポジションにつきたいです。アドバ
イザーとしての役割を持ちたいと思って
います。
濱田　植物関係だったら松戸地区の学生
委員会、というように、専門性を持った
活動ができたらよいと思います。
久保木　学生自身の活動目的を明確に
し、学生委員会自体の目的・目標・実施

計画を強く意識して行動できるようにな
りたいですね。
石口　既存の活動一つ一つをより深め、
さらに新しい要素を盛り込みたいです。
千葉大学の環境活動が世界で手本とされ
るように、その一翼を担っていきたいと
思います。

インタビュアー：石川愛海（法政経学部 3 年）
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NPO 法人としての取り組み

環境出張授業「eco 教室」の実施

環境活動推進事業

植樹里山事業

　2015 年度は千葉県や東京都にある３
つの小中学校と１つの地域イベントにお
いて出張授業を実施しました。標準とな
る形やサイズを定めることを意味する

「標準化」と、その例の一つである「環
境ラベル」についての説明を中心とした
授業を通して、社会として「選択肢とし
ての環境」を考えるきっかけを作る授業
を行っています。
　地球温暖化といった環境問題について
の解説や、企業から提供していただいた
製品を実際に手に取って環境ラベルの意
味を考えるグループワークを通して、子

　千葉大学の EMS を主体的に運用して
きたノウハウを活かし、環境報告書の第
三者意見執筆といった環境活動の提言な
どを行っています。また、環境関連のイ
ベント等で EMS に取り組む大学や企業
などの他団体と交流し、情報交換を行う

　成田空港付近に川崎汽船株式会社が保
有している土地で里山整備活動を行って
います。2012 年に川崎汽船株式会社と

「3 年間、連携して里山整備活動を行う」
という里山協定を締結し、荒れていた土
地の下草刈り等を行うことから始めまし
た。3 年目となる 2015 年度は整備活動
のみならず、里山に触れ、親しんでもら
うための活動として、3 月にシイタケの
原木作り（11 月に収穫）、5 月にタケノ
コ掘り、11 月に果樹（カキ、クリ）の

環境ＩＳＯ学生委員会は、学内の EMS･EnMS の運用で培った知識や経験を地域社会に還元し、学外に活動の場を広げるため、
2009 年 4 月に NPO 法人格を取得しました。理事長以下役員すべてが学生で構成されています。2015 年度は第 25 回地球環境
大賞の文部科学大臣賞を受賞しました。（詳細 p.7）

「eco 教室」の様子

イベントにおける他団体との交流

植樹里山活動の様子

編集担当：有木元宏・築尾優実・飯田浩宇（法政経学部 3 年）、桐澤凜（園芸学部 4 年）

ことで、千葉大学環境ＩＳＯ学生委員会
の知名度を上げ、連携を取りやすくする
ことも目指しています。2015 年度は信
州大学の環境報告書の第三者意見を執筆
しました。2016 年度は、さらに活動の
幅を広げていくことを目指します。

植樹を行いました。3 年間の活動を終え、
地域の子どもたちが交流を図りつつ環境
教育を受けられる場を提供するという新
たな目的が生まれたため、里山協定の期
間をさらに 5 年間延長しました。今後
の展望として、多くの人が里山にかかわ
り、人がいかに里山の整備をするか、と
いった自然との共存を考えるきっかけと
なる場として、環境教育を行うことも視
野に入れながら活動を継続していきたい
と考えています。

どもたちが楽しみながら環境に対する意
識を高めることができました。

今年度の活動実績
• 2015 年 5 月 9 日（土）東京都葛飾区
立上千葉小学校５年生 137 名
• 2015 年 7 月 7 日（火）千葉市立轟町
中学校３年生 127 名
• 2015 年 11 月 7 日（土）墨田区立小
梅小学校４年生 43 名
• 2016 年 2 月 20 日（日）（財）千葉県
青少年協会開催「第 11 回ヤングフェス
ティバル」幼稚園児・小学生 23 名
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環境 ISO 学生委員会の OB・OG より
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西千葉・亥鼻地区 1.5 代目※ 馬上丈司

西千葉・亥鼻地区 1.5 代目 小山正人

西千葉・亥鼻地区 4 代目 住友寿衣

松戸・柏の葉地区 6 代目 勝美直光

　環境ＩＳＯ学生委員会においてＥＭＳに関する実務を経験し、社会に出て活躍している諸先輩方に当時のお話などについてイン
タビューしました。

※ 2001 年入学生が 1 代目として発足から ISO 取得まで（2003 年 10 月～ 2005 年 1 月）委員長をし、2003

年入学生が２代目を引き継いただため、2002 年入学生の代は委員長不在。

　学部 2 年のときに学生委員会発足時か
ら加入しました。基礎研修準備や EMS
づくり、内部監査準備などでほぼ毎日委
員会室に通いました。大学院まで進学し、
その後特任講師に就いて、学生委員会を
サポートしました。東日本大震災後、自
然エネルギーの普及という供給側の対策
が大学内では出来ないと痛感し、組織の

　構内の落ち葉や生ごみを堆肥にする活
動で、ミミズを活用したりメタン発酵を
検討したり、地域の方にもアドバイスを
いただきながら、色々な方法を試して取
捨選択していくことで、けやきの子（詳
細 p.35）の前身ができました。今につ
ながっているというのは嬉しいことで

　私が副委員長だった頃は、全学で ISO
を取得して次の段階に進む時期でした。
初めてれじぶー基金（詳細 p.39）を活
用してエコバックやマイ箸を作成・販売
したほか、千葉県や他大学とイベントを
企画するなど学外に向けた活動を強化す
るようになりました。学生委員会では普

　学部 2 年の時、東日本大震災が発生
しました。報道等から東北の様子を知る
につれ、国内唯一の園芸学部としての使
命を感じ、学生委員会の仲間や先生と相
談しながら、松戸地区でのコミュニティ
ガーデン活動の経験を生かした、石巻市
雄勝町での緑化活動を立ち上げました。

インタビュアー：日隈壮一郎（工学部 2 年）

2006 年　千葉大学法経学部総合政策学科卒業
2006 年　オリックス環境株式会社入社
2007 年　オリックス株式会社 環境エネルギー部出向

2006 年　千葉大学法経学部総合政策学科卒業
2008 年　千葉大学大学院人文社会科学研究科博士前期課程修了
2011 年　同博士後期課程修了
2012 年　千葉大学法経学部特任講師
2012 年　千葉エコ・エネルギー株式会社代表取締役

2009 年　千葉大学法経学部総合政策学科卒業
2009 年　千葉市役所入庁

2013 年　千葉大学園芸学部緑地環境学科卒業
2013 年　国土交通省入省

エネルギーマネジメント強化や、自然エ
ネルギーの事業化を支援していくため
に、事業企画から資金調達までができる
コンサルになるしかないと思い起業しま
した。学生委員会に携わった 10 年間で、
様々な立場の人に合わせて提案をして交
渉する力や、人を育てる力が今の仕事に
活きていると思います。

す。どんな仕事も 1 人で完結すること
はありません。学生委員会活動のおかげ
で単純な学生生活では得られない、人を
巻き込んだり、調整したり、スケジュー
ルを守るための段取りや人への伝え方と
いったビジネス上の基礎体力が身に付い
たと思っています。

通の学生生活では接する機会のない多く
の関係者の中で、仲間と充実感を味わう
とともに人と関わる楽しさと難しさを学
びました。学生委員会の時に築いた人脈
は今の仕事にも活きています。今は地元
で環境政策に携わりたいという思いで公
務員を勤めています。

学生委員会での活動は、人の命を守るこ
とにも繋がる国土交通省の仕事を志望す
る１つの契機となっただけでなく、ゼロ
から周りを巻き込んでやり遂げる企画力
や、大勢の大人の前で話す機会等、社会
に出てからも必要となる能力を磨くこと
のできる最高の場だったと思います。

発足期、学生委員会の礎を築いて起業

けやきの子の前身となる堆肥の生みの親

発足期の次段階を支えたキーパーソン

被災地支援プロジェクトの立ち上げ


