
Environmental and Energy Policy of Chiba University 
Since the Industrial Revolution, we, humankind, have developed our activities with abundant energy resources. As a result, we are now faced with various 
environmental problems, such as global warming, pollution by chemical substances and loss of biodiversity of living things. The environment, 
which is the ground of our subsistence, is just threatened by environmental loads produced by human activities. By the nuclear power plant accident in 
Fukushima, there is an urgent need to ensure a safe and sustainable energy sources. We should mobilize our wisdom, and should think what to do against 
this situation. Chiba University has a duty to contribute to forming, accumulating and practicing this wisdom as a comprehensive institution of education 
and research in a broad filed of natural and social sciences. To this end we will take the following action 
 
 1. Accumulating the wisdom of natural and social sciences, we advance practice of environmental education and research, taking advantage of the 
characteristic as a university in cooperation with the attached schools. 
2. We promote energy and resource saving measures, cycling use of resources and buying goods considering the environment, and protect vegetation in 
our campus. We also manage the safety use of chemical substances to prevent pollution. Though these we realize a campus with a small environmental 
load and lush. Above all we understand and comply with legal and other requirements about the environment and the energy which Chiba University 
agrees with. 
3. The environmental and energy management system is constructed and operated by the students as the main constituents. We also encourage voluntary 
activities by the students, aiming at a campus where a variety of environmental programs are put into practice. 
4. We practice the environmental and energy management system opens to the local community with reflection of their opinions. 
5. We will keep top level of energy efficiency and improve it continuously. And, we supports design of products and drafts of service and facility which lead 
to improvement in energy performance. 
 
Standing on this policy, we establish the targets, take actions to realize them, and think better of the environmental management system, auditing the 
actions. Then, we continually improve the system. This environmental policy is documented and communicated to the people concerned, including the 
teachers, officials and students of Chiba University and relative businesses who are usually stationed there, and released to the public in a document and 
on website. 
 
April 1, 2004 Enactment 
April 1, 2008 Second revision 
July 24, 2013 Third revision 

千葉大学環境
ISO学生委員会 

Takeshi Tokuhisa 
President of Chiba University 
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基礎研修パンフレット

Environment Festival の様子

千葉大学の発表の様子

マリア・エルミロヴァさん

　出身の国や地域によって異なる環境意
識を持つ留学生に、千葉大学の環境への
取り組みを理解してもらおうと、環境Ｉ
ＳＯ学生委員会では、ガイダンスで配布
する基礎研修パンフレットの英語版を作
成しました。また、基礎研修は 4 月だ
けでなく、9 月から入学する短期留学生
に対しても行いました。

　2015 年 11 月、韓国・釜山の韓国海
洋大学校にて開かれたアジア環境会議

「1st Asian Conference on Campus Sus-
tainability」に、環境ＩＳＯ学生委員が
参加し、千葉大学の学生主体の環境への
取り組みについて発表を行いました。同
会議では、韓国・中国・マレーシア等の
発表もあり、今後の環境活動の参考とな
りました。

 園芸学研究科博士後期課程 1 年　
マリア・エルミロヴァさん（ロシア）
　千葉大学での環境への取り組みには
驚きました。まずキャンパスにおける
ごみの分別です。私の出身国ではまだ
徹底されていません。二つ目に、使わ
なくなった自転車を回収し、学生に再
譲渡することです。環境にとても優し
いと思いました。三つ目に、食べ物の
容器を再利用する「リ・リパック」で
す。フィルムを剥がすことで、プラス
チックの容器が再利用できることに衝
撃を受けました。

留学生の声

編集担当：牧野愛子（教育学部 2 年）佐渡広一（法政経学部 3 年）

　千葉大学は、2014 年度に文部科学省の「スーパーグローバル大学 22) 創成支援事業」
に採択され、2016 年度からは、積極的な留学生の受け入れを目的の一つとして、６
ターム制 23) を導入するなど、グローバル化に積極的に取り組んでいます。また、世
界 50 カ国以上から 800 名以上も留学生が訪れるなど、海外からも注目されています。

　環境ＩＳＯ学生委員会は、環境活動
を通して留学生との交流を深め、相互
の環境意識の向上を図るため，2015 年
度は世界の環境活動について紹介し合
う「Environment Festival」の開催など、
さまざまな活動を行いました。

留学生に環境への取り組みを発信 留学生向けに英語版の資料を作成

アジア環境会議で取り組みを発表

国際化への対応環境コミュニケーション



執筆者：喜村亮介（園芸学部 3 年）
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2011 年から継続して行う被災地支援活動

被災した地域の高校生や子供たちとの交流

植物を通じた被災地支援活動

土壌整備の様子

ローズガーデンで集合写真　環境ＩＳＯ学生委員会は、2011 年 7
月より年に約４回、宮城県石巻市の雄勝
という町を中心とした被災地支援活動を
行っています。過去にはハーブを使った
香袋や石鹸作り、住民の方との餅つき大
会、小学校でのワークショップなども行
いました。

その管理をしている方にハーブを利用し
たお菓子を作り、試食していただきまし
た。また、初めて山元町に赴き、新設住
宅地の花壇の土入れ作業や住民の方との
交流もしました。

旭市での植樹祭の様子

高校生とのローズガーデン作り

　2014 年に学生委員と活動を行った岩
手県立大槌高校の生徒が、本学の先進的
なコミュニティガーデンについて学びた
いということで、2015 年 7 月に最初の
ワークショップを開催しました。高校生
と学生委員の間で意見交換をし、専門家
の指導のもと都内のガーデンを見学しま
した。8 月には生徒たちが主体となり、
大槌町のコミュニティガーデンのお披
露目会を行いました。12 月には２回目
のワークショップを開催し、蔓や葉など

　植物を通じた被災地支援活動（被災地プロジェクト）は、園芸学研究科の秋田典子准教授の指導のもと、国立大学の中で唯一
の園芸学部として、知識や経験を活かして被災地に笑顔と元気を届けたいという想いから始まりました。園芸学部の学生有志と
松戸・柏の葉地区の環境ＩＳＯ学生委員会は、2011 年 7 月から毎年継続して被災地を訪問し、コミュニティガーデンの創造、維持、
管理活動や商店街の緑化活動などを地域住民の方々と一緒に行っています。

のコミュニティガーデンの素材を使った
クリスマスリースやモニュメントを作製
しました。大槌高校のコミュニティガー
デンは、NHK の「R の法則」でも 2016
年 3 月 10 日に放映されました。
また、陸前高田市のコミュニティプレイ
スである「りくカフェ」でも、現地の子
どもたちと、8 月にハーブを用いたうち
わ、12 月にクリスマスリースを作製し
ました。これらにはローズガーデンや近
隣の里山の素材が使用されました。

2015 年 6 月
　震災で被害の大きかった石巻市立大川
小学校の周辺や、大須、立浜、森林公園
の仮設住宅にある花壇や、立町復興商店
街のプランターを整備しました。
2015 年 10 月
　雄勝町に展開しているローズガーデン
での芝刈り、苗植え、土壌整備といった
作業をしました。森林公園の仮設住宅で
は花壇の整備と焼き芋イベントをしまし
た。
2016 年 2 月

2016 年 3 月
　雄勝町のローズガーデンを出発点とす
る被災地ウォークに参加し、大学生を中
心とする若い語り部から震災当時の話を
聞きました。その後、復興の小さな拠点
づくりの先進事例の視察や、森林公園、
大須地区の仮設住宅と波板地区の地区集
会施設の花壇の花の植え替えをしまし
た。
　また、千葉県旭市では、園芸学部有志
学生 25 名が地元ボランティア 600 名
と一緒に、2015 年 3 月に海岸減災林を
1,000m2 にわたって植樹しました。8 月
には地元の小学生と保護者が参加して、
減災林の手入れを行いました。　ローズガーデンの手入れ作業のほか、
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編集担当 : 石川愛海 ( 法政経学部 3 年 )、須永美春 ( 法政経学部 2 年 )

Section5

Web サイトを通じた発信

2015 年度 新聞報道録 ( 一部抜粋 )

地域社会への情報発信

千葉大学 Web サイト
（http://www.chiba-u.ac.jp）

2015.4.21
2015.6.23
2015.8.14
2016.1.25
2016.1.29
2016.2.11
2016.2.29 

日付 媒体 見出し・タイトル等
日本経済新聞
千葉日報
岩手日報
日本経済新聞
東京新聞
千葉日報
産経新聞 

学術書や家具再利用が新しい 大学が後押し 学生・住民に好評
身近な省エネ、3R 紹介 環境意識向上イベント開幕

【陸前高田】被災者生活の「声」代弁 千葉大学が聞き取り調査
学業専念へ「食」「書」支援 学術書の格安古本市
学生考案のエコグッズ レジ袋有料化基金を活用 千葉大生協で販売
千葉大生がエコグッズ製作 環境意識を啓発へ 大学生協で販売
第 25 回地球環境大賞 2015 年度 

大学内の本をリリースする学生発のイベント「古本市」
千葉大学の省エネ・省資源イベント
落ち葉堆肥「けやきの子」地域住民への頒布会
千葉大学の環境報告書は、学生が編集長 ! 本日発行の 2015 年版は 82 ページの大作
千葉大学では学生が教職員を監査。環境とエネルギーに関する ISO の内部監査を実施
サステイナブルキャンパス推進協議会 2015 年次大会を、11 月 13 日に千葉大学にて開催
学生委員会が小学校で「環境ラベル」に関する出前授業を実施
大学生による幼稚園への環境教育イベント「あおぞら教室」11 月 5 日・6 日
千葉大学環境 ISO 学生委員会が「第 1 回サステイナブルキャンパス賞」を受賞
千葉大学環境 ISO 学生委員会が「低炭素杯 2016」ファイナリスト賞を受賞 !

「千葉大学環境エネルギーマネジメント実務士」が新たに 34 名誕生 !
学生が企画・デザインしたエコグッズを大学生協で割引販売
学生が作成した環境報告書が「第 19 回環境コミュニケーション大賞」を受賞 !
環境 ISO 学生委員会が「低炭素杯 2016」で「ユニ・チャーム最優秀エコチャーミング賞」を受賞 !
NPO 法人環境 ISO 学生委員会が、第 25 回地球環境大賞の文部科学大臣賞を受賞 !
レジ袋がパンジーに !? 学生考案、教職員を巻き込む学内緑化活動
大学内の本をリユースする学生発のイベント「古本市」で約 1100 冊の古本を販売 !

プレスリリースなどによる発信 

日付 見出し・タイトル等

　2015 年 4 月、大幅にリニューアルを
して、環境への取り組みに関する発信を
強化しました。千葉大学の環境活動の概
要や環境報告書、節電対策の見える化な
どを掲載しています。

環境ＩＳＯ事務局 Web サイト
（http://kankyo-iso.chiba-u.jp）
　千葉大学の EMS・EnMS の概要と環境・
エネルギーマネジメントマニュアルなど
の関連文書などを掲載。

環境ＩＳＯ学生委員会 Web サイト
（http://env.chiba-univ.net/）
　学生が行っている活動や、お知らせな
どを掲載。

　千葉大学では地域社会に開かれた EMS・EnMS の運用を目指す一環として、Web サイトによる情報公開、プレスリリースや取
材への対応を通じた情報発信、学生委員会が各種イベントなどに参加することによる情報発信を行っています。

　2015 年度に行ったプレスリリースは以下の通りです。これらは環境 ISO 事務局や千葉大学の Web サイトでご覧いただけます。

2015.4.8
2015.6.12
2015.8.3
2015.9.1
2015.9.30
2015.10.19
2015.10.23
2015.10.23
2015.11.13
2015.11.27
2015.12.25
2016.1.26
2016.2.10
2016.2.17
2016.2.29
2016.3.25
2016.3.25



編集担当：上村拓生（工学部 3 年）、巖見りおん（法政経学部 3 年）
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エコプロダクツ 2015エコメッセ 2015 in ちば

エコライフ・フェア 2015

第 9 回全国環境 ISO 学生大会

学生委員会による発信

第９回全国環境 ISO 学生大会

　環境ＩＳＯ学生委員会は、環境に対す
る取り組みの広報と、協働の可能性があ
る他団体とのつながりを構築することを
目的として、さまざまな環境関連イベン
トに出展しています。イベントでは、パ
ネル展示と各種資料配布による、学生主
体の EMS・EnMS と千葉大学内外におけ
るさまざまな活動について広報するほ
か、子ども向けの簡単な環境教育を実施
します。2015 年度は、以下のようなイ
ベントに出展しました。

　2015 年 9 月 3 日、4 日に、三重大学
で開催された第 9 回全国環境 ISO 学生
大会に千葉大学環境ＩＳＯ学生委員会と
して参加しました。この大会は、環境活
動に取り組む全国の大学生が集い、活動
報告や情報交換を行う場です。今大会で
は、基調講演や活動発表、分科会などが
行われ、参加を通じて他大学とのつなが
りを強固にしつつ、委員会の活動のさ
らなる活性化を図ることができました。
2016 年度には、第 10 回全国環境 ISO
学生大会が千葉大学で開催される予定で
す。

エコライフ・フェア 2015

　環境省、関係地方公共団体、関連法人、
業界団体、企業及び NGO が連携し実施
しているイベントで、6 月 6 日、7 日に
代々木公園で開催されました。パネル展
示と基礎研修パンフレットや環境報告書
などの配布を行い、また、子供向けに昆
虫クイズを実施しました。

エコメッセ 2015 in ちば

　9 月 23 日に幕張メッセで開催された、
主に千葉県のさまざまな団体が環境への
取り組みを発表する千葉県最大級の環境
活動見本市です。このイベントには子ど
もが多く来場するので、子ども向けの企
画には力を入れ、今年度はごみの分別
ゲームを実施しました。

エコプロダクツ 2015

　国内最大級の環境展覧会で、12 月 10
日～ 12 日に東京ビッグサイトで開催さ
れました。全国の企業や大学などが集ま
るのでため、積極的にコミュニケーショ
ンをとる、他団体とのつながりの形成を
図りました。

　環境ＩＳＯ学生委員会では、千葉大学の環境・エネルギーマネージメントシステム（EMS・EnMS）運用における取り組みを、
さまざまなイベントを通じて発信しています。
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ちーあいふれあいの庭

戸定みんなの庭

コミュニティガーデンの運営

　松戸・柏の葉地区環境ＩＳＯ学生委員
会では、松戸キャンパスの近くにある「戸
定みんなの庭 ｣ というコミュニティガー
デンで、千葉大学の学生、教職員と地域
住民が主体となって庭づくり活動を行っ
ています。もともとは荒地であった松戸
市の土地を無償で借り、開墾や整地を行
い、一から作り上げてきました。活動は、
除草や種まき、花の植え付けなどの管理
作業だけでなく、「戸定みんなの庭」の
植物を用いたリース作りなど、自然を生
かしたイベントも行っています。子ども
からお年寄りまで、幅広い年齢層の方が
参加するため、子どもは昆虫を追いかけ
たり、花を摘んだり、大人は学生との会
話を楽しんだりと、それぞれが人や自然
とのかかわりを楽しみながら、庭を作り
上げています。この活動は松戸市の緑地
面積の向上に加え、千葉大学と地域社会
とのコミュニケーションの創造に大きく
寄与しています。

　西千葉地区では、2013 年度より環境
ＩＳＯ学生委員会と敬愛大学との共同企
画として、千葉大学と敬愛大学の間に位

置する、新港横戸町線道路の交差点脇の
緑地帯に、花壇が設けられました。両大
学が合同で管理をするため、花壇は「千
葉」と「敬愛」の名前から文字を取り「ち
―あいふれあいの庭」と名付けられ、毎
年、近隣住民と合同で花の苗を植えるイ
ベントを行っています。3 年目の 2015
年度も春と秋の計 2 回イベントを行い、
春は約 20 名、秋は約 15 名の地域住民
の方々や学生が参加しました。2016 年
度で 4 年目に突入し、継続して活動に
参加してくださる住民の方も増えてきま
した。今後もこの活動を維持しつつ、新
たな工夫を加えて、地域の景観を維持す
るとともに、学生と住民とのさらなる交
流の場としての役割を強めていきます。

管理作業後の集合写真

 管理作業の様子

　千葉大学では、コミュニティガーデン、学生による環境系サークルや NPO 法人の活動、昆虫教室などを通して、地域住民や子
どもたち、他大学との交流を行っています。これらの環境活動は地域とのつながりを強めることにもつながっています。
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植物同好会

千葉大学の環境系サークル

　1956 年に発足し、例年 60 ～ 70 名
ほどで構成されている、山野草に親しむ
ことを目的としたサークルです。主な活
動内容は、附属農園を利用した植物の栽
培、西千葉キャンパス総合校舎の花壇整
備、週一回で開催する植物に関する知識
や交流を深めるための定例会、大学祭で
の植物販売・企画展示、霧ヶ峰自然保護
指導員としての活動、その他合宿等のイ
ベントやフィールドワークの企画など、
年間を通して植物に触れあいながら活動
しています。

HGC（Human Green Coordinator）

　2010 年 4 月 1 日に設立し、みどりを
用いて人とのコミュニケーション並びに
自らの専門分野の知識を深めることを目
的として、松戸キャンパスで活動してい
ます。構成人数は 28 名（2016 年 2 月
現在）です。年に 2 回主に小学生を対
象とした環境教育イベントの企画運営、
月に 1 回程度、高齢者住宅の庭のお手
入れや住民の方との交流を楽しむ訪問園
芸活動を行っています。

MCY（松戸キャンパスをよくする会）

　2013 年 6 月頃に発足し、学生主体で
松戸キャンパス内の緑地の問題点を見つ
け、改善するために整備を行っている
サークルです。2015 年度の主な活動は、
A 棟南側方面の裸地部分に土留めを設置
し、土砂流出を防ぎました。土留めに
は、キャンパス内の材を有効活用するた
めに、キャンパス内の竹林でできた竹材
で作成しました。

Fabric

　Fabric は世界を視野に入れた社会貢
献活動をするために設立された公認サー
クルです。主な活動として Table For 
Two（TFT）を千葉大学で運用するお手
伝いをしています。TFT は先進国の肥満
と途上国の飢餓を同時に解決すべく、先
進国にはヘルシーな食事を、途上国には
子供達の給食を届けるシステムです。ヘ
ルシーな TFT メニューを先進国の人々
に食べてもらい、その代金のうち 20 円
を途上国の子供達の給食費にするという
ものです。20 円は子供達の給食１食分
に相当し、先進国で１食食べると途上国
の子供達に 1 食届くことから Table For 
Two という名前になりました。

　千葉大学では生協との兼ね合いによっ
て TFT メニュー１食につき 10 円が送
られることになっています。昨年の活
動として Fabric は TFT の広報活動やメ
ニュー作りを中心に行いました。

 活動の際の集合写真 環境教育イベントの様子 A 棟南側方面の土留め

TFT メニュー Fabric の会議の様子
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昆虫教室

地域の方との交流企画

　松戸キャンパス内にて環境ＩＳＯ学生
委員会と園芸学研究科応用昆虫学研究室
のメンバーが共同で、毎年 8 月に昆虫
教室を開催しています。野村昌史准教授
による昆虫に関する特別講義や学生委員
による昆虫クイズを行い、子どもたちに、
昆虫が生きていくための環境の重要性を
伝えています。子どもたちが興味を持ち
やすい昆虫を対象にすることで、楽しみ
ながら環境を学んでもらうとともに、野
外での活動を通じて自分の住む地域の自
然環境に触れてもらいたいと考えて実施
しています。毎年 25 名前後の小学生が
参加してくれていて、中には毎年参加し
ている小学生もおり、地域の方たちとの
定期的な交流の場としての役割を果たし
ています。

NPO 法人 Drops による
「学園通り」での交流活動

　Drops は、2005 年に千葉大学の学生
を中心に設立した NPO 法人で、「楽し
いコトづくり」をするグループです。様々
な学部のメンバーと共に、千葉大学西千
葉キャンパスの正門から京成みどり台
駅・ロータリーまでの「学園通り」に交
流を生む活動に力を注いでいます。例え
ば、昼間の太陽光を生かして発電を行い、
夜道を彩る街灯「ペットボタル」の設置

流しそうめんイベント

　松戸・柏の葉地区環境 ISO 学生委員
会では、2014 年から、8 月に松戸キャ
ンパス内での流しそうめんイベントを
行っています。ただ流しそうめんを楽し
むだけでなく、キャンパス内に生えてい
る竹を利用し、流し台を作る作業から一
緒に行うことで、子どもたちに自然を身
近に感じてもらっています。今日の都心
では、本物の竹を利用した流しそうめん
を行える機会は多くないため、このイベ
ントは子どもからも保護者の方からも好
評で、地域の方と学生の交流を深めなが
ら、自然と季節を楽しめるイベントに
なっています。

や、紫色の花を咲かせる 5000 株のアガ
パンサスのお手入れ活動を毎月第 3 土
曜日の午前中に行っています。地元のみ
なさんと学生が一緒に汗を流し、かつて
はごみが無関心に放置されていた学園通
りが、変わりつつあります。この春には、
たくさんのアガパンサス色のかざぐるま
で学園通りを彩りました。やがて、夏の
はじめに花芽をつける美しいアガパンサ
スに誘われて、新たな交流や地道な活動
の輪が広がることを願っています。

アガパンサスお手入れ活動の様子 流しそうめんの様子

昆虫教室の様子
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 大学祭における環境対策

ゴミステーション最終集積所

大学祭の様子

大学祭ゴミステーション地図

　毎年 10 月末から 11 月初旬にかけて
各キャンパスで開催される大学祭では、
環境ＩＳＯ学生委員会と各キャンパスの
大学祭実行委員会を中心に、大学祭参加
団体と協力して割箸リサイクルやごみ分
別などの環境対策活動を行っています。
西千葉キャンパスの「千葉大祭」は参
加団体およそ 300、来場者数は４日間
でのべ５万人にものぼります。「千葉大
祭」では、リサイクルの推進やごみ分別
の徹底を目的に、学内のごみ箱を全て封
鎖し、特設のごみ捨て場（ゴミステー
ション）と最終集積所を設置、スタッフ
を常駐させることで来場者や参加団体の
ごみ分別をサポートしています。2015
年度は西千葉キャンパスにおいて、割箸
約 34,000 膳を回収し、リサイクルの為
に愛知県の製紙会社（王子製紙株式会
社春日井工場）に送りました。これは
ボックスティッシュ 204 箱分に相当し

ます。また、回収されたリ・リパックは
24,000 枚にのぼりました。
　松戸キャンパスで行われる「戸定祭」
では、「分別コンテスト」を開催してご
み分別の徹底を図っています。出展団体
のごみ分別の状況や、環境配慮容器の導
入などを得点化し、表彰しています。「戸
定祭」の来場者にも、出展団体にも環境
について考えてもらうためのイベントに
なっています。
　亥鼻キャンパスで行われる「亥鼻祭」
では、今年度から西千葉キャンパスと同
様に、亥鼻大学祭実行委員会と環境ＩＳ
Ｏ学生委員会のメンバーで協力をして、
ゴミステーションにスタッフを配置しま
した。このことによってさらなるごみ分
別の徹底を目指しました。来年度からも
継続して行うことで、ごみ分別の徹底と
環境への意識の向上を目指していきま
す。




