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千葉大学環境報告書とは
千葉大学の環境に関する方針・目標や実施
状況等を取りまとめ、2004 年度から毎年
公表しているものです。構成・執筆・編集
等を環境ＩＳＯ学生委員会が行っていま
す。

報告対象者
・本学学生・教職員
・地域住民
・高校生
・他大学
・企業・行政機関
・ISO14001、50001 に興味がある方

本報告書作成方針
・環境への配慮
・簡潔な文章化
・前年度版以上の環境データの視覚化
・前年度版以上の情報の充実化

参考ガイドライン
環境省「環境報告ガイドライン 2012 年版」

報告対象範囲
活動：千葉大学主要４キャンパス（西千葉・
松戸・柏の葉・亥鼻）における教育・研究・
診療・社会貢献活動、及び千葉大学が業務
を委託した業者のキャンパス内における事
業活動
期間：2016 年 4 月 1 日～ 2017 年 3 月 31 日　
※対象期間を超えて報告する場合はその旨
を明記
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国立大学法人千葉大学

1949 年 5月 31 日　※国立大学法人千葉大学は 2004 年 4 月 1 日に発足

千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33（西千葉キャンパス）

徳久　剛史　（2014 年 4 月 1 日～）

学部学生数　10,670 名	 大学院学生数　3,444 名

園芸別科学生　11名	 研究生等　520 名	 	 合計 14,645 名	

3,461 名

1,265,003 ㎡

561,628 ㎡

大学名

大学概要

〒 263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33
本部、国際教養学部、文学部、法政経学部、教

育学部、理学部、工学部、人文公共学府、専門法
務研究科（法科大学院）、教育学研究科、融合理工学

府、理学研究院、工学研究院、附属図書館、教育学部附属
幼稚園・小学校・中学校、各センター

〒 271-8510 千葉県松戸市松戸 648

園芸学部、園芸学研究科、

園芸別科、附属図書館（松戸分館）

〒 260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-1

医学部、薬学部、看護学部、医学薬学府、

看護学研究科、真菌医学研究センター、

医学研究院、薬学研究院、医学部附属病院、

各センター、附属図書館（亥鼻分館）

〒 277-0882 千葉県柏市柏の葉 6-2-1

環境健康フィールド科学センター

（平成 29 年 5 月 1 日現在）

松戸キャンパス

柏の葉キャンパス

西千葉キャンパス

亥鼻キャンパス

設立年月日

本部所在地

学長

在籍学生数

役員・教職員数

土地

建物（総面積）



　千葉大学では、「つねに、より高きものをめざして」という理念を念頭に置きながら、地域、日本、さらには
世界に貢献できる大学を目指して努力を重ねています。

千葉大学の理念

千葉大学の目標

2005 年 10 月 11 日制定

私たちは、学生が個々の能力を発揮して「学ぶ喜び」を見いだし、鋭い知性と豊かな人間性を育んでいく自
律成長を支援するために、最高の教育プログラムと環境を提供します。千葉大学は、学生と私たちがともに
学ぶ喜びを生きがいと感じ、ともに成長していく知的共同体です。

私たちは、学生とともに、社会で生じるさまざまな問題の本質を、事実を踏まえて深く考察し、公正かつ誠
実な問題解決に資する成果を速やかに提供して、社会と文化ならびに科学と技術の発展に貢献します。

私たちは、総合大学としての多様性と学際性を生かし、国内外の地域社会・民間・行政・教育研究諸機関と
連携して、領域横断的研究と社会貢献を積極的に推進します。

私たちは、各人の個性・能力・意欲および自主性が継続的に最大限発揮され、意欲ある人材が積極的に登用
される仕組みと環境を構築し、時代の変化に応じて柔軟に大学を経営します。

つねに、より高きものをめざして 　千葉大学は、世界を先導する創造的な教育・研究活動を通
しての社会貢献を使命とし、生命のいっそうの輝きをめざす
未来志向型大学として、たゆみない挑戦を続けます。

1.

2.

4.

3.

　私たち役員と教職員は、上記の理念のもと、自由・自立の精神を堅持して、地球規模的な視点から常に社会と
かかわりあいを持ち、普遍的な教養（真善美）、専門的な知識・技術・技能および高い問題解決能力をそなえた
人材の育成、ならびに現代的課題に応える創造的、独創的研究の展開によって、人類の平和と福祉ならびに自然
との共生に貢献します。

地方公共団体をはじめとする地域の機関と連携し、生涯学習の支援、小・中・高校生対象の教育プログラム、各種研
修会や公開講座、地域連携プロジェクト等を企画・実施して、保健・医療・福祉サービス、環境・エネルギー・防災
等の様々な分野や、地域の医療機関や教育機関への心理教育相談や認知行動療法プログラムの提供、性暴力・性犯罪
被害者支援教育において地域社会に貢献するとともに、学外機関による研究施設・設備の有効活用を促進する。

地球環境に配慮した良好なキャンパス環境の整備を推進し、教育研究施設、附属病院、附属図書館、学生寮において、
教育研究、医療環境及び学生生活の充実のため、新たな施設整備計画を策定し、国の財政措置の状況を踏まえ、必要
な施設設備の整備・改修等を計画的に実施する。

西千葉、松戸、柏の葉、亥鼻キャンパスにおける環境マネジメントシステム規格（ISO14001）及び環境エネルギー
マネジメント規格（ISO50001）の内部監査等を含むシステムを確実に運用して、質の高い環境教育・研究の推進及
びキャンパス全体の環境負荷削減と環境美化を実施する。併せて地域との連携による環境改善活動を推進する。

　千葉大学は、「千葉大学憲章」に掲げ
た理念に基づき、その使命を達成するた
め、基本的な中期目標・中期計画・年度
計画を定めています。その中で環境に関
係する中期計画の項目は右記のとおりで
す。
中期計画（第３期：2016 年度～ 2021
年度）

◆

◆

◆
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▲構内に掲げられたフラッグ

　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、

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。

　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。

2004 年４月１日
2008 年４月１日
2013 年７月 24 日

　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。

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。

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。

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。

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。

1.

2.

3.

4.

5.

制定
改訂
改訂

千葉大学長　徳久 剛史

ISO50001 を取得しました。千葉大学
では、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。

4
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　　　千葉大学が長年取り組んできた学生主体の環境マネジメ
ントシステムが ISCN Awards 2017 の Excellence in Student 
Leadership 部門を受賞したこと（詳細 p. ６）について、どの
ように受け止めていらっしゃいますか。

学生主体で始めたこのシステムが、いよいよ世界レベルに
なってきたのだと思います。しかし、賞は結果であり、これま
でやってきたことが世界的にも評価されたということでしかあ
りません。環境 ISO 学生委員会には、次のステップ、すなわち、
世界に向けて新しい発信をするとともに、世界の様々な情報を
仕入れて世界の最先端の進み方を千葉大にも取り入れて、日本
方式として実践していくといった新たな展開を期待します。こ
の受賞がその第一歩だと思います。

　　　国際プログラム Future Earth 日本事務局コンソーシア
ムに千葉大学の加盟が承認されました（詳細 p.10）。大学とし
てどのように取り組んでいくべきとお考えでしょうか。

本学の研究者がこれまでに行ってきたさまざまな環境に関す
る研究をどう Future Earth で展開し、その流れの中で千葉大
として環境問題をどのように解決していくかということが重要
になってくると思います。そのために学部横断的な組織を作り、
“食と健康、そして環境” をテーマに千葉大独自のものを生み

学長からのメッセージ

千葉大学は、2017 年で ISO14001 取得後 13 年目に突入し、昨年度は初めて ISO50001 を更
新しました。本学の先進的な環境への取り組みに対する国内外における評価と、大学をあげて
の環境研究の推進などについて、14 代目の環境ＩＳＯ学生委員会委員長である日隈壮一郎が、
徳久剛史千葉大学長にインタビューを行いました。

千葉大学長　徳久剛史 千葉大学環境 ISO学生委員会委員長　日隈壮一郎

出し、Future Earth に貢献するとともに、我々の教育研究に
役に立たせていきたいと思います。

　　　国内においても本学は、「サステイナブルキャンパス評
価システム (ASSC)」においてゴールド認定を受けました（詳
細 p.28）が、このことについてはどのようにお考えになりま
すか。
　素晴らしい成果ではありますが、我々にはまだ改善できる余
地があると考えているので、より高い評価であるプラチナ認定
を受けた大学との相違を見ながらより良いキャンパス整備を実
現していきたいです。

　　　千葉大学で行われている環境研究について、注目してい
るものをお教えください。
　千葉大学では新規性・独創性を備えた発展性のある研究群を
持続的に創出し、育成するシステムとして、2016 年 4 月 1 日
に「グローバルプロミネント研究基幹」を設置し、推進してい
く 15 の研究プロジェクトを同年 9 月に選定しました。環境研
究についてはその中の１つである、工学部の星永宏教授の「脱
化石燃料を指向した高効率エネルギー変換システムの研究開
発」（詳細 p.13）に注目しています。これは太陽光を使って自
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インタビュアー : 日隈壮一郎 （工学部 3 年）

ISCN	Awards	2017 を受賞

　サステイナブルキャンパス構築を目指す世界的な大学ネットワークであ
る ISCN（International Sustainable Campus Network） が 行 っ て い る「 
Sustainable Campus Excellence Awards」は、リーダーシップ、創造性、有効
性、優れたパフォーマンスが認められる持続可能なキャンパスプロジェクトを表
彰する制度です。2017 年、環境ＩＳＯ学生委員会を中心とする、千葉大学の学
生主体の環境マネジメントシステムのプロジェクトが、持続可能なキャンパス
づくりに貢献した優れた学生プロジェクトに与えられる「Excellence in Student 
Leadership 部門」を受賞しました。ISCN Awards を受賞するのは日本の大学で初
めての快挙です。

ら水素を取り出す水素エンジンの研究です。環境問題に対して
は、将来の地球のために根本的なエネルギーの仕組みそのもの
を変える必要があります。そういう観点から、触媒で一挙に解
決しようという星先生の研究は画期的なアイデアであると思っ
ています。

　　　千葉大学のエネルギー消費量は、ISO 取得前と比較する
と約 10％減少しているものの、2016 年度は 2015 年度と比べ
ると大幅に増大してしまいました（詳細 p.26）。また、下水排
除基準違反もなかなかなくなりません。こうした状況について
どのようにお考えになりますか。
　それぞれに理由はあるものの、対策が後追いになってしまっ
ていることがあります。現状の問題をしっかりと分析して、改
善できるところはすぐに取り組むとともに、根本的な改善に向
けた仕組みの開発研究を、教職員が率先して行っていくほかな
いと思います。

　　　園芸学部の学生と教員が 2011 年より毎年、東日本大震
災の被災地に赴いて、彼らのスキルを活かしたコミュニティ
ガーデンづくりを行っています（詳細 p.48）。このような活動
を学長はどう見ていますか。

　素晴らしいことだと思います。本学としてもボランティア活
動をこれからも重視しようと思っています。ボランティアはア
ルバイトと違ってお金をもらいませんが、その代わりに別のも
のを得ていると私は思います。さらにボランティア活動では社
会の仕組みを知ることができたり、つながりを作ったりするこ
ともできます。学生には在学中に勉強以外のことをたくさん経
験してもらって、大学の外の人々と関わることで倫理観や思い
やりを育んでもらいたいです。

　　　最後に、学生や教職員、地域の方々へのメッセージをお
願いします。
　大学としては星教授のように将来を見越して根本的に環境問
題を解決しようと研究している人たちを積極的にサポートして
いきたいと考えています。そのきっかけとなるのが先ほどの
Future Earth です。また、地域の方と一緒になって取り組ん
でいくことはとても重要だと思っています。大学としての自発
性を発揮して、社会のさまざまな人々に千葉大がこんな知識を
持っていて、こんなこともできるということを示していきたい
と思います。そして、千葉県域だけではなく日本全国や世界の
人々と一緒になって発展していきたいと思っています。
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　千葉大学ではキャンパス全体で様々な環境活動を行っています。
下記のマップは主に本報告書記載の環境活動マップです。

西千葉キャンパス

附属図書館

法政経学部

法政経学部

教育学部

工学部

理学部

環境リモートセンシング研究センター

事務局

正門 南門

松韻会館 附属幼稚園

理学部

教育学部

工学部

文学部・法政経学部

けやき会館
附属小学校

附属中学校

総合校舎

北門

　　　 10kw
　　　 20kw

太陽光パネル（出力）設置位置

　　　 5.5kw

学生主体の取り組み

施設名 ページ番号 記事名

 　　シェアサイクル COGOO の駐輪ポート（p.33）

千葉大学環境マップ

附属中学校の取り組み
P.24　

家電 ・家具のリユース
P.31　

省エネ・省資源イベントの実施
P.28　

レジ袋有料化・「レジ袋基金」
P.32　

構内事業者の取り組み
P.39　

構内事業者の取り組み
P.39　

構内事業者の取り組み
P.39　

附属中学校の取り組み
P.24　

生協食堂

生協ライフセンター

ショップ大和屋 生協ブックセンター

構内事業者の取り組み
P.39　

構内事業者の取り組み
P.39　

Environment Festival 
P.47　
イングリッシュハウス

レストランコルザ

環境 ISO 事務局・環境 ISO 学生委員会
P.42　

緑のカーテン
P.36　

落ち葉の堆肥化ピット
P.25　

ちーあいふれあいの庭
P.49　

環境関連科目紹介「地球生理学」
P.20　

内部監査における良好事例の紹介
P.59　理学研究院　

環境関連科目の紹介「環境法」
P.20　

環境関連科目の紹介「環境法」
P.20　

部局長に聞く！
P.21　

こどもまつり
P.50　

中庭花壇
P.35　

古本市
P.30　

環境関連書籍の充実
P.18　

学長からのメッセージ
P.3　

最先端の環境研究・教育の紹介
P.13　工学研究院

図書リユース
P.31　

学長によるフィードバック
P.69　

附属幼稚園の取り組み
P.23　

部局長に聞く！
P.21　

部局長に聞く！
P.22　

古本募金回収ポスト
P.31　

P.49　
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加工実習棟

温室

正門

南門

植物工場

植物工場

化学物質過敏症対応モデルハウス

環境健康フィールド科学センター

最先端の環境研究
P.16　

内部監査における良好事例の紹介
P.59　

編集担当：浅輪光（文学部２年）

松戸キャンパス

柏の葉キャンパス

亥鼻キャンパス

記念講堂
看護学部

医学部

薬学部

園芸学部

医学部附属病院

附属図書館亥鼻分館

薬学部

バイオメディカル研究センター

予防医学センター

園芸学研究科

附属図書館松戸分館

環境関連書籍の充実
P.18　

環境 ISO 事務局・環境 ISO 学生委員会
P.42　

環境 ISO 事務局・環境 ISO 学生委員会
P.42　

生協の取り組み
P.32,P.39　

生協の取り組み
P.32,P.39　

看芸ガーデン
P.36　

内部監査における良好事例の紹介
P.59　

部局長に聞く！
P.22　

最先端の環境研究
P.15　

最先端の環境研究
P.17　

環境関連書籍の充実
P.18　

附属病院外来診療棟の改修
P.27　

図書リユース
P.31　

戸定みんなの庭
P.49　

おひさまガーデン
P.35　

流しそうめんイベント
P.50　

環境関連科目紹介「森林管理学」
P.20　



9

経営協議会

副学長

教育研究評議会

監査室

運営・教育研究組織

役員

分子キラリティー研究センター

環境リモートセンシング研究センター

銚子実験場

本館

薬学研究院

附属クリスタル・スキルズ・センター

医学研究院

附属看護実践研究指導センター

看護学研究科

附属薬用資源教育研究センター

附属次世代モビリティパワーソース研究センター

附属ハドロン宇宙国際研究センター

人文科学研究院

薬学部

柏の葉診療所

附属病院

園芸学部

附属創造工学センター

理学部

附属幼稚園

附属教員養成開発センター

国際教養学部

管理企画課

国際教養学部事務部

事務局長

国際戦略本部

広報戦略室

広報戦略本部

未来医療教育研究戦略室

総合安全衛生管理機構

学術研究推進戦略室

学術研究推進機構

高等教育研究戦略室

高等教育研究機構

運営基盤機構

国際未来教育基幹

研究部門

グローバルプロミネント研究基幹

国際戦略室

大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科

附属図書館

社会科学研究院

人文公共学府

園芸学部園芸別科

理学研究院

工学研究院運営基盤戦略室

国際未来教育基幹キャビネット

全学教育センター

役員会

監事

学長
理事（企画・人事）

フィールドセンター事務部

総務課

医学部附属病院事務部

利用支援企画課

附属図書館事務部

施設企画課

施設環境部

教育企画課

学務部

研究推進課

研究推進部

財務課

財務部

総務課

企画総務部

運営組織 教育研究組織

フロンティア医工学センター

環境健康フィールド科学センター

バイオメディカル研究センター

社会精神保健教育研究センター

予防医学センター

未来医療教育研究センター

再生治療学研究センター

子どものこころの発達教育研究センター

ベンチャービジネスラボラトリー

アイソトープ実験施設

千葉大学・上海交通大学国際共同研究センター

真菌医学研究センター

アカデミック・リンク・センター

共用機器センター

統合情報センター

先進科学センター

グローバル関係融合研究センター

海洋バイオシステム研究センター

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科

附属法医学教育研究センター

附属超高齢社会研究センター

附属国際粘膜免疫・アレルギー治療学研究センター

附属動物実験施設

附属専門職連携教育研究センター

専門法務研究科

教育学研究科

融合理工学府

園芸学研究科

医学薬学府

看護学部

医学部

工学部

文学部

法政経学部

教育学部

経営企画課

管理課

医事課

医療サービス課

医療安全課

医学部事務部

薬学部事務部

看護学部事務部

人文社会科学系事務部

教育学部事務部

理学部事務部

工学系事務センター

園芸学部事務部

未来医療系事務部

学術コンテンツ課

建築環境課

設備環境課

亥鼻分室

学生支援課

就職支援課

入試課

留学生課

スーパーグローバル大学事業推進事務室

産学連携課

情報企画課

企画政策課

人事課

職員課

渉外企画課

経理課

契約課

人文社会科学系教育研究機構

自然科学系教育研究機構

未来医療教育研究機構

研究推進部門

若手研究者育成部門

学術資料部門

学術研究 IR 部門

研究活動適正推進部門

産業連携研究推進ステーション

研究推進人材ステーション

コミュニティ・イノベーションオフィス

教育総合推進部門

ICT 推進部門

学生支援部門

アドミッション部門

高大連携・地域貢献部門

FD 推進部門

危機管理部門

大学評価部門

IR 部門

男女共同参画推進部門

地域連携推進部門

アラムナイ部門

情報環境部門

キャンパス整備企画部門

入試センター

国際教育センター

学生支援センター

キャリアセンター

（アカデミック・リンク・センター）

育成部門

次世代研究インキュベータ

運営部門

理事（教育・国際）
理事（研究）
理事（広報・情報）
理事（総務）
理事（法務）

附属小学校 附属特別支援学校附属中学校

亥鼻分館

松戸分館

附属幼稚園
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千葉大学は 2016 年８月に、国際プログラムである Future Earth の
日本事務局コンソーシアムに加盟したことをうけ、

2017 年 3 月 2 日に千葉大学 Future Earth に関するキックオフワークショップを開催しました。

Future Earth は “学界を越えて社会
と繋がる” ことの必要性から始まった社
会と科学技術を繋ぐ新しい国際的な協働
研究プログラムです。「人類が持続可能
で公平な地球社会で繁栄する」というビ
ジョンの実現に向け、環境と人間活動が
相互に影響し合う複雑でダイナミックな
地球の理解、地球規模の持続可能な発展、
持続可能な社会への転換という 3 つの大
きなテーマのもと、2015 年から 10 年
計画で正式に活動を開始しました。日本
では日本学術会議を中心として複数の大
学や研究機関が参加し活動しています。

千葉大学は 1971 年に環境科学研究機
構を発足させ、1974 年には園芸学部に
環境緑地学科（のちの緑地環境学科）を
設置するなど、環境の問題にわが国でも
いち早く取り組んできた伝統がありま
す。現在は、工学部都市環境システムコー
ス、園芸学部緑地環境学科、環境リモー
トセンシング研究センター、環境健康
フィールド科学センター等を有し、また、
全 学 で ISO14001、ISO50001 を 取 得 し
て環境配慮に取り組むなど、環境に対す
る意識の高い大学として、自他ともに認
められています。千葉大学が行ってきた
環境への取り組みの特徴の一つは、環境
の分析に終止するのではなく、私たちが
形作る対象として環境を扱ってきたとこ
ろにあります。千葉大学 Future Earth
では園芸学研究科長の小林達明教授を代
表として、「食と健康、そして環境」、す
なわち「生活」と直結した学として考え
ていきます。

国際連携プログラム
「Future	Earth」とは

「千葉大学 Future	Earth」とは

千葉大学 Future	Earth キックオフワークショップ
～環境・健康・食をキーワードに千葉大学 Future Earth の在り方を考える～

2017 年３月２日、西千葉キャンパス
において「千葉大学 Future Earth」の
キックオフワークショップが開催されま
した。まずは、基調講演として、春日文
子先生（フューチャー・アース国際本部
事務局日本ハブ事務局長）より「Future 
Earth と日本の役割」、谷口真人先生（総
合地球環境学研究所副所長・教授）より

「Future Earth：日本が取り組むべき国
際的優先テーマの抽出」、蟹江憲史先生

TOPICS

千葉大学が Future	Earthコンソーシアムに加盟

はじめに　TOPICS 　

（慶應大学大学院政策・メディア研究科
教 授 ） よ り「SDGsと Future Earth の
超学際研究」というテーマで講演をして
いただきました。その後、千葉大学の教
員を交えたパネルディスカッションでは

「食」、「健康」、「環境」をキーワードと
した研究の紹介をしたのち、千葉大学に
おいて Future Earth 研究をどう具体化
するかについて活発な議論が交わされま
した。

TOPICS

▲オープニングで挨拶する徳久剛史学長

▼パネルディスカッションの様子▼ポスターセッションの様子
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国内外の学術機関等への情報発信と交流

2016 年～2017年に実施した視察対応・講義・発表

環境ＩＳＯ学生委員会および環境ＩＳＯ事務局は、国内外の大学からの視察対応や、他大学に
おける講義や研修、様々なイベントや国際会議での発表を通じて、千葉大学における学生主体の
環境マネジメントシステムの取り組みについて、国内外に積極的に情報発信を行っています。

千葉工業大学大学院 ｢ 戦略的プ
ロジェクトマネジメント特論 ｣ に
て講義

NPO 法人環境ネット総会にて特別講演

法政大学「エネルギー自治実践論」にて講義
環境ＩＳＯ学生委員会が「千葉大学でのエネルギーへの取り組み」
と題して講義を行いました。

「第 11 回　若者と市民の環境会議」にて発表

千葉商科大学政策情報学部政策情報学科の
講義「ゼミナール 2」にて発表

IWGM2016 での発表
2016 年 4 月、インドネシアのジャカルタにおいて「ＩＷＧＭ

2016」（International Workshop on UI GreenMetric 2016） が 開
催され、世界 15 カ国から環境に関する研究者 70 名以上が集まり
ました。千葉大学からは環境ＩＳＯ事務局の岡山咲子が出席して、
“Water, Education and Research” のセクションで大学の取り組み
と環境ＩＳＯ学生委員会の活動について発表しました。

京都大学「環境・サステイナビリティ
先端事例視察・交流研修」にて教職員
4 名、学生 8 名が来訪。

お互いの大学の環境活動について発
表した後、今後の活動の課題などにつ
いて意見交換を行いました。

2016 年1 月28日 2016 年 5月13日

2016 年 5月16日

2016 年7月18日

2016 年7月26日2016 年 4月21日

2016 年 3月7日 2016 年 8月30日
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編集担当：藤代杏澄 （園芸学部２年）、柿原啓人 （法政経学部３年）、佐渡広一 （法政経学部４年）

芝浦工業大学にて教職員向けの
EMS に関する研修講師を担当

日本工業大学「学
生環境推進委員会」
の学生 4 名が来訪。
ISO14001 取得大学
として学生同士で
交流を深めました。

千葉大学 Future Earth キックオフ
ワークショップ（詳細 p.10）にてポ
スターセッションに参加。

NUSとの交流
2017 年 1 月、イギリスの 600 以

上の学生連盟が加盟している NUS
（National Union of Students） と

ドイツを中心としたヨーロッパで持
続可能な社会創りに取り組んでい
る RootAbility、両団体の代表者が、
千葉大学を訪れました。環境ＩＳＯ
学生委員会はキャンパス内の環境に
関する施設を案内した後に、千葉大
学の学生主体の環境への取り組みに
ついて英語で発表を行い、高い評価
を受けました。NUS と RootAbility
からの、各々の活動に関する発表も
あり、今後の環境活動に活かしてい
くことができる有意義な交流となり
ました。

AASHE2016 での発表
2016 年 10 月、 ア メ リ カ・ ボ

ル チ モ ア で 開 催 さ れ た サ ス テ イ ナ
ブ ル キ ャ ン パ ス に 関 す る 国 際 会 議

「AASHE2016」（The Association for 
the advancement of Sustainability in 
Higher Education ）において、環境
ＩＳＯ学生委員会の五十嵐双葉（国際
教養学部１年）・藤代杏澄（園芸学部
１年）の２名が千葉大学の環境ＩＳＯ
の取り組みと成果について発表したほ
か、海外の大学の方々とも交流しまし
た。千葉県主催の「千葉県３Ｒ推進シンポジウム」

にて発表。「大学生が取り組む３Ｒ活動」をテー
マに環境 ISO 学生委員会が環境に対する取り
組みを紹介しました。

韓国からのグリーンキャンパス視察
2016 年 8 月、韓国・京畿道グリーンキャンパス協

議会から教職員と学生あわせて約 20 名の視察団が千
葉大学を訪れました。環境ＩＳＯ学生委員会が大学に
おける環境マネジメントの仕組みや活動内容について
発表しました。視察団からは活動の単位化やレジ袋の
有料化の仕組みなどについて質問が多く寄せられ、活
発な議論が交わされました。日韓の環境面での協力に
繋がるイベントとなりました。

2017年 2 月24日2016 年 9月15日

2017年 3月2日

2017年1 月26日

2016 年10月10日

2016 年 9月22日


