
TOPICS

▲堆肥化等検討会議のメンバー
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落ち葉・生ごみの有効活用

エコキャンパスへの取り組み　TOPICS 

　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」
から技術的指導を受け、2006 年度より
構内の落ち葉の堆肥化を行っています。
作製した堆肥は「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
回っていたため、2015 年度より堆肥の
頒布を再開、2016 年 6 月には 290 ㎏の
堆肥を頒布しました。頒布会で行ったア
ンケート調査によると、頒布された堆肥
は主に家庭菜園や花壇などに利用されて
おり、品質面では利用者の方から高い評
価をいただいています。

生ごみ堆肥化活動

　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学生委員会と教
職員、生協職員、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。

　環境ＩＳＯ学生委員会では生協食堂より生ごみの提供を受け、生ごみを用いた堆肥の
試作にも取り組んでいます。
　落ち葉と同様に「NPO 法人環境ネット」からの技術的指導をうけ、食堂にて専用の
乾燥機にかけて乾燥させた生ごみを、堆肥ピットに投入しています。その際、乾燥機投
入前後の生ごみの質量から算出した水分蒸発量や、乾燥機が使用した電力量を計測し、
堆肥化への影響を調査しています。さらに今後は生ごみの内訳と他の調査項目との比較、
乾燥生ごみの堆肥ピット投入頻度の調整なども実施する予定です。2017 年度も引き続
き試作に取り組み、実用化を目指します。

落ち葉堆肥作製・頒布活動

　西千葉キャンパスは樹木の多い緑豊かなキャンパスです。

そのため、毎年大量の落ち葉が可燃ゴミとして廃棄されています。

そこで環境ＩＳＯ学生委員会が中心となり落ち葉を堆肥化して、

作製した堆肥を地域住民に頒布することで、

大学全体の廃棄物削減と低炭素化、地域との連携強化に取り組んでいます。 

堆肥化等検討会議

（左）堆肥作製の様子
（右上）頒布会の様子
（右下）落ち葉で作った堆肥「けやきの子」

編集担当：髙橋穣太郎 （工学部２年）
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千葉大学では、キャンパスマスタープラン 2012の基本整備方針の１つである「美しく持続可能
なキャンパスの実現（Campus Sustainability）」の中で、地球環境問題に対する社会的責任として、

「省エネ・創エネによるエコキャンパスの実現」を謳っています。光熱水量削減のため、各部局に
省エネリーダーを置いて部局ごとに省エネ行動計画を作成・運用しています。このほかにも省エネ
に関して様々な取り組みを行っていますが、2016 年度はエネルギー使用量が前年度比で増加して
しまったため、今後、さらに対策を強化していきます。

低炭素社会への取り組み

2016 年度の千葉大学の総エネルギー投入量は 808,540GJ で前
年度比 4.0％増加（電気は 62,224 千 kWh で前年度比 3.6％増加、
ガスは 4,466 千㎥で前年度比 5.4％増加）となりました。エネル
ギー原単位は 1,605MJ/ ㎡となり、前年度比 3.9％の増加でした。
水資源投入量は前年度比 0.9％減少、二酸化炭素排出量は前年度
比 3.3％増加となりました。

エネルギー使用量増加の主な要因は、システム更新に伴い新旧

エネルギー消費量の推移 システムを数ヶ月間並行稼働したこと、新たな研究分野が設置さ
れたことや産学連携推進等に伴い研究室が増えたことなど、各部
局において諸活動が増加したことが考えられますが、教職員及び
学生の省エネ意識の更なる醸成がますます重要になっています。

今後の省エネ対策として、エネルギー見える化の強化、部局ご
とのエネルギー削減計画として学生利用居室の集約化や空調温度
管理などの省エネに関する様々な取組を確実に実行していくこと
により、エネルギー消費量の削減を目指します。

詳細データおよび環境意識アンケート結果の詳細は大学ウェブサイトに掲載

総エネルギー投入量

電気使用量

都市ガス使用量

水資源（上水 + 地下水）投入量

二酸化炭素排出量
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省エネを推進するため、エネルギー効
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「エコ・サポート制度」を運
用しています。2016 年度は、空調機２
件、冷蔵庫・冷凍庫８件、ブラインドや
LED 照明の設置などの省エネ対策７件
に対して の補助が省エネリーダー会議
にて承認されました。年間で電気使用量
約 7,000kWh の削減効果が見込まれま
す。

千葉大学では、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
出の必要性を掲げ、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。

1999 年度より太陽光発電パネルを設
置してきました。2016 年度時点では出
力 5.5kW が ６ 箇 所、10kW が 11 箇 所、
20kW が 1 箇所、合計 18 箇所（設置箇
所の詳細は p.7 ～ 8 参照）に合わせて
163kW が設置されており、月間平均の
発電電力量は 14,768kWh でした。

千葉大学は 2013 年にエネルギーマネ
ジメントの国際規格である ISO50001 を
取得したことをきっかけに、エネルギー

エコ・サポート制度の実施

太陽光発電の取り組み

エネルギー対象配慮設計の
基準に関する効果検証

▲医学部附属病院外来診療棟（左）、附属図書館の屋上にある太陽光パネル（右上）、発電量をリアルタイムで表示（右下）

◀︎ダブルスキン ( 夏期 )

配慮対象設計の基準を定めました。具
体的には、大学におけるエネルギーパ
フォーマンスに著しい影響を与えるよう
な施設、設備、システム及びプロセスの
新設、改造及び改修の設計にあたり、エ
ネルギーパフォーマンスの改善の機会及
び運営管理を考慮するための基準であ
り、それに沿った PDCA の実施を行っ
ていくものとしています。

本基準の効果検証の対象として、附
属病院外来診療棟の改修前（2012 年）
と竣工後３年経過した 2016 年の主要
エネルギーの熱量換算による比較を行
いました。その結果、2012 年の熱量換
算消費量が 3,646 MJ/ ㎡であった一方、
2016 年は 3,010 MJ/ ㎡となり、削減率
は 17％でエネルギーマネジメントの効
果が確認されました。

附属病院外来診療棟の基本的な構成は
中央に３層の吹抜け空間を配置し、その
両側に外来待合、外来診療室を主とした
施設構成とし、南面にダブルスキンカー
テンウォール、東西面にバルコニーと竪
ルーバーを設置し、明るく開放的な空間
と環境配慮の両立を図っています。また、
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
減と自然採光の効率的に行えるシステム
を導入し、ダブルスキン内の温度制御は、
上部の設置した電動シャッター及び排気
ファンによる制御としています。

2017 年 ４ 月 に 学 生 964 名、 教 職 員
295 名を対象に環境意識アンケートを
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」と答
えた割合は、学生が 16.2％（前年度比
+0.2％）、教職員が 59.7％（-1.1％）と
なりました。教職員の意識が低下したほ
か、依然として教職員と学生の間には大
きな意識の差がみられる結果となりまし
た。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、継続的な意識啓
発が必要です。

学生・教職員の
省エネ意識について

詳細データおよび環境意識アンケート結果の詳細は大学ウェブサイトに掲載



28
編集担当：町口奈緒子・佐野春生（法政経学部３年）、三浦菜摘（工学部２年）

省エネ・省資源イベントの実施 省エネの呼びかけ

エアコンフィルター清掃

サステイナブルキャンパス
評価システムのゴールド認定

７月には環境ＩＳＯ学生委員会が省エ
ネ・省資源イベントを実施しました。全
キャンパスでオリジナルのしおり型うち
わを約 2,000 枚配布しました。裏面の省
エネチェックシートで使うたびに省エネ
を意識できるようになっています。また、
夏が終わっても活用できるようにしおり
型にしました。

さらに、西千葉地区では紙資源やごみ
分別に関するパネル展示やクイズを実施
したほか、事前に SNS にてエコ川柳を
募集し多数の応募の中から 7 作品を優
秀作品として選出し、イベント当日に来
場者に投票してもらった結果、最優秀賞
が【「要りません。」 あなたのひとこと エ
コロジー】に決定しました。松戸地区で
は七夕に合わせて開催され、古紙で作っ
た短冊を用いた七夕祭りや ECO クイズ
を実施。亥鼻地区では学生に対してアン
ケートの実施を通じて、省エネ・省資源
を意識した生活を提案しました。

環境ＩＳＯ学生委員会は、学生および
教職員に対して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
などに貼付しました。また、例年、大学
構内の講義室やお手洗い、階段やエレ
ベーターの付近に、節電および節水を呼
びかけるステッカーを貼付しており、今
年もステッカーの貼付とその点検を行い
ました。 

千葉大学は 2017 年２月 27 日に京都
大学で開催された、サステイナブルキャ
ンパス推進協議会（CAS-Net	JAPAN）
平成 28 年度総会において、「サステイ
ナブルキャンパス評価システム（ASSC）」

▲イベントの様子 ( 左 )、エアコンフィルター清掃の様子（右）

▲しおり型うちわ ( 上 )、

　クールビズ・ウォームビズポスター ( 下 )

▲ ASSC のゴールド認定証

のゴールド認定を受けました。ASSC と
は「持続可能な環境配慮型社会の構築に
貢献する大学キャンパス」を促進する取
組みの一環として CAS-Net JAPAN で導
入された評価・認定制度で、「運営」「教
育と研究」「環境」「地域社会」の部門を
アンケート結果から分析評価するもので
す。認定の有効期間は 3 年間です。

千葉大学ではエネルギー消費量削減の
ため、夏季のエアコン使用増加前にフィ
ルターの清掃を推奨しています。毎年環
境ＩＳＯ学生委員会がフィルターの清掃
を請け負うイベントを実施しています。
2016 年度は西千葉キャンパスで 59 台、
亥鼻キャンパスで 43 台のエアコンフィ
ルターを清掃しました。従来は委員会に
完全委託であったフィルター清掃でした

が、2016 年度からはエアコンを所有す
る部局の教職員とともに清掃するプラン
も用意することで各部局の自主的なエア
コンフィルターの清掃を推進することが
できました。
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編集担当：上田幸秋 （法政経学部２年）

　千葉大学は限りある資源を効率的に利用するとともに３Ｒ（リデュース・リユース・
リサイクル）を進めることで、循環型社会の実現に貢献しています。

循環型社会への取り組み

2017 年４月に学生 964 名、教職員 295 名を対象に環境意識
アンケートを実施したところ、「要らなくなった紙は、裏紙利用
をしたのち、適切に分別することを意識していますか？」とい
う問いに対し、「いつも意識している」と答えた割合は、学生が
23.0％（前年度比 +1.6％）、教職員 61.0％（-3.9％）となりまし
た。また、教職員に対する「講義・会議資料、連絡事項等は、電
子媒体または文書配布によらない方法を意識していますか？」と
いう問いに、「いつも意識している」と答えた割合は 31.2％で前
年度より 6.4％増加しました。ミックス古紙回収システム（右記
参照）の利用率は学生 19.6％、教職員 53.6％と依然として低い
ため、継続的な啓発が必要です。

千葉大学では「ミックス古紙」（千葉市では「雑紙」）という分
別方法を導入しています。ミックス古紙とはメモ用紙、包装紙、
紙袋、紙箱などの汚れが無く束ねられない紙ごみを指します。大
学内に専用カートを設置し、これまで焼却処分されていた紙ごみ
をリサイクルすることで、可燃ごみの排出総量の削減に貢献して
います。可燃ごみの回収費用は１kg あたり 29 円であるのに対し、
ミックス古紙は無料であるため、経済的メリットもあります。雑
紙を回収していない自治体も多く、新入生や留学生をはじめ、学
生全体に浸透していない部分もあるため、今後も回収システムの
普及活動に努めていきます。

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
の余った資料などを専用のボックスにて回収し、再利用すること
で用紙の使用を抑える取り組みをしています。また、環境ＩＳＯ
学生委員会では 2015 年度から回収ボックスの場所を示したポス
ターを掲示するなど普及・認知度向上に努めており、今後も紙資
源排出量の削減のために更なるシステムの改善に取り組んでいき
ます。

2016 年度の千葉大学での紙類購入量（Ａ４換算）は、前年度
比 2.3％減少しました。主要な会議において資料を電子情報で提
供するペーパレス化が定着してきたのが主な要因です。

用紙の購入量の推移

ミックス古紙回収の取り組み　

裏紙回収の取り組み　

ミックス古紙回収カート▶︎

▼裏紙回収ポスター

学生・教職員の紙資源の節約に対する意識

紙類（A4 換算）購入量
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編集担当：長谷川峻介（法政経学部２年）

廃棄物排出量の推移 学生・教職員のごみの３Ｒに対する意識

ごみ分別の徹底

古本市の開催

2016 年度の千葉大学における一般廃棄物排出量は 1,430 ｔで
前年度比 3.0％減少、産業廃棄物排出量は 1,863 ｔで前年度比
34.3％の増加となりました。増加した理由としては、学生寮（稲
毛寮・睦寮）や附属病院の外来診療棟の取り壊しがあげられます。

2017 年４月に学生 964 名、教職員 295 名を対象に環境意識ア
ンケートを実施したところ、「普段から、なるべくゴミをださない、
ゴミのリユース、リサイクルを意識していますか？」との問いに
対して、「いつも意識している」と答えた割合は、学生 19.9％（前
年度比 +1.7％）、教職員 56.9％（+9.6％）でした。また、「ゴミ
の正しい分別（表示通りにゴミ箱を利用するなど）を意識してい
ますか？」については、学生は 53.0％（+1.2％）、教職員 90.2％

（+5.8％）となり、３Ｒの意識向上が継続するよう取り組んでい
く必要があります。

古本市では、環境ＩＳＯ学生委員会が教職員や学生から不要に
なった教科書や専門書、および文庫本などの古本を回収し、安価
で販売しています。これは廃棄物の削減はもちろんのこと、来場
者に３Ｒへの理解を深めてもらうことを目的としています。また
来場者の中には新入生も多く、高価な学術書を安く入手できると
いう実益も兼ねています。2016 年度は計 1,303 冊を回収、うち
674 冊を販売し、売上は 150,460 円でした。売上は返金を希望す
る本提供者には返金し、残りは寄付金として環境活動の資金に充
てます。

千葉大学では、ごみを可燃ごみ、資源ごみ（古紙類・ビン・カ
ン・ペットボトル）、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。環境ＩＳＯ学生委員会では年に２回分別
調査を行い、ごみの分別率の結果を学内の掲示板に貼り出すこと
で、分別の現状の周知と改善に努めています。

古本市の様子▶︎

ごみの回収ボックス▼

詳細データおよび環境意識アンケート結果の詳細は大学ウェブサイトに掲載

一般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量
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編集担当：西雄太郎・鷺谷駿 （法政経学部３年）、三浦菜摘 （工学部２年）、長谷川峻介 （法政経学部２年）

千葉大学には在学生・卒業生・職員な
どからの古本・DVD・CD の寄付によっ
て、その売却金額が基金となり、千葉大
生を支援する取り組みがあります。これ

附属図書館本館では研究室で使わな
くなった重複図書を中心に、本学の教
員や学生に無償で譲渡するイベントを、
2006 年から年２回程度実施しており、
2016 年 12 月に 20 回目を迎えました。
毎回約 3,000 冊あまりの図書がリユース

教職員の間でリユースの輪を広げる場
として、学内リユース掲示板（Kururi）
の Web サイトがあります。教職員が公
費で購入した物品が不要となった場合に
その物品の情報を掲示板に公開すること
で、必要になった方が引き取ることがで

千葉大生協学生委員会（JCK）は卒業
生から要らなくなった家具・家電を回収
し、新入生に低価格で譲渡、無料で配送
するという新生活応援リサイクル企画を
実施しています。2016 年度は大型家電
など 400 点ほどを譲渡しました。売上

千葉大学生協で販売されている弁当の
中には、環境配慮容器 “リ・リパック”
を利用したものがあります。リ・リパッ
クにはトレー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

附属図書館での図書リユース

学内リユースweb 掲示板　-Kururi-

千葉大学 SEEDS 基金　-古本募金 -

弁当容器をリサイクル　-リ・リパック-

家具・家電のリユース

図書リユースの様子▶︎

掲示板の画面 ▶︎

リ・リパック回収箱▶︎

回収した家具・家電▶︎

回収ポスト▶︎

までは電話か Web でのみ受付していま
したが、回収の促進を目的に 2017 年３
月、附属図書館に専用のポストを設置し
ました。

て廃棄し、トレーは専用の回収場所に集
めます。トレーは回収後、工場に輸送さ
れて容器の 70％がリサイクル資源にな
ります。これにより、容器をそのまま捨
てた時より可燃ごみを 95％減らすこと
ができます。

きます。2016 年度は机・椅子・棚など
の事務用備品から、電気ポット・洗濯機・
暖房機などの電化製品、また実験台や恒
温器などの実験用備品に至るまで、幅広
い物品が廃棄されずにリユースされまし
た。

は清掃に必要な用具等の備品にあてら
れ、さらに残ったお金は生協に返納しま
した。JCK では、この企画の他にも再
利用可能容器のリ・リパックの回収など、
環境に配慮した活動を行なっています。

の対象になり、そのうち７割程度が引き
取られます。残った図書の一部は千葉大
学 SEEDS 基金の古本募金に寄附してい
ます。また、リユースは亥鼻分館でも行っ
ています。
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編集担当：竹田滉（国際教養学部２年）

分別回収して集めたペットボトルキャップ約 563,386 個（1,310kg）を、有限会社三協化学工業所を通じて「認定 NPO 法人世界の
子どもにワクチンを日本委員会」に寄付しました。これはポリオワクチンに換算すると約 655 人分になり、ゴミとして焼却した場合
と比べ CO2 発生量 4,127kg の削減につながりました。

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、
毎年度「環境物品等の調達の推進を図るための方針」
を公表しています。この中でオフィス用品等の物品お
よびサービス 267 品目を特定調達物品等として定め、
調達目標を 100％として管理しています。2016 年度
の目標達成率はほぼ 100％を維持しています。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」を表示し、購入促進に取り組んでいます。
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し、学内の店舗に掲示し
ました。

千葉大学生活協同組合（以下、生協）のレジ袋有料
制は、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
トなどの調査結果と、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
舗でのレジ袋有料制の導入が実現し、2007 年度には
全キャンパスで導入しました。

2016 年度は 110 万人以上が生協を利用しましたが、
その中でレジ袋を購入したのは利用者全体の 0.5％未
満である 5,327 人にとどまりました。

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。

2016 年度の「れじぶー企画」の
一つとして、昨年度のエコバックが

ペットボトルキャップを回収し、ワクチンへ

グリーン購入の促進

レジ袋有料制による使用率の減少

「れじぶー基金」と「れじぶー企画」

▼ショップ大和屋の商品棚

▼オリジナルエコバッグ

▼レジ袋は１枚５円で販売

好評だったため、新たに「オリジナ
ルエコバック」を学生がデザインし
て作成しました。表面にはイラスト
とともに “ＷＥ ＡＲＥ ＴＨＥ 

ＣＲＥＷ”「誰もがこの地球の一
員」だというメッセージがデザイン
されています。原価 500 円以上す
るこのバッグを、れじぶー基金から
捻出して割引に充て、学生にも購
入しやすい価格（200 円）で、合計
390 個販売しました。
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編集担当：須永美春・町口奈緒子 （法政経学部３年）

西千葉キャンパスでは、自転車が歩行者や緊急車両の妨げとな
るなど、駐輪マナーが大きな問題となっています。そのため、自
転車利用環境向上の取り組みとして、利用者に年間 500 円（2017
年度から 800 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、2016 年度から、構内
の自転車台数削減と放置自転車対策として、構内移動のための自
転車（自宅からの通学用自転車は除く）の持ち込みを全面的に禁
止しています。

COGOO（コグ―）とはスマホで気軽に利用できる自転車シェ
アサービスです（運営：リレーションズ株式会社）。西千葉キャ
ンパスでは、構内移動用の自転車利用を禁止するかわりに、この
シェアサイクルを 2013 年度に導入しました。一時期休止してい
ましたが、2016 年度は 25 台が稼働、2017 年３月にリニューア
ルして、現在 50 台のシェアサイクルが学生の構内移動をサポー
トしています。

（駐輪ポートの場所は p.7 参照）

西千葉キャンパスにおいて、大学から依頼を受けた環境ＩＳＯ学
生委員会は 2016 年 12 月に 29 人体制で「駐輪台数と駐輪状況」に
ついて調査を行いました。その結果、構内に駐輪してあった 3,785
台のうち、指定ステッカーの貼付率は 88.2％と昨年より改善してい
ました。一方で、所定の駐輪スペース内に停められている自転車は
58.3％で昨年より悪化していました。2016 年度に駐輪指定場所が
大きく変更されたことについて、学生への周知が不十分であったこ
とが原因として考えられます。

今後は、駐輪状況改善のため学生や教職員に駐輪場の場所の周知
やマナーの向上を重点的に呼びかけていくとともに、構内の景観保
全や安全対策のための自転車対策を進めていく必要があります。

 千葉大学では、卒業やキャンパス移動、故障等を理由とする
自転車の放置が大きな問題となっています。これらの対策として
毎年、環境ＩＳＯ学生委員会は、不要になった自転車を放置され
る前に無料で回収するイベントを各キャンパスで行っています。
このイベントで回収された自転車のうち状態の良いものは適切に
修理され、希望者に譲渡するという形で大学構内における自転車
のリユースを推進しています。2016 年度は３キャンパス合計で
108 台回収し、44 台譲渡しました。

自転車回収・譲渡イベント

シェアサイクル COGOOについて

駐輪台数の調査と現状の把握

構内移動用自転車「ゼロ」を目指して

▲自転車回収イベントの様子

▲ COGOO 駐輪場の様子

▲西千葉キャンパスの駐輪場

▲駐輪台数調査の様子
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編集担当：林田裕紀（理学部２年）、斎藤哲（園芸学部４年）

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、たくさんのサークル団
体等がさまざまな食品を提供するテントを出展しま
す。そのため、環境ＩＳＯ学生委員会と大学祭実行
委員会は、大学祭参加団体と協力して割り箸のリサ
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。前日に学内のごみ箱をすべて封鎖し、当日は
特設のごみ捨て場 ( ゴミステーション ) と最終集積
所を設置し、ゴミステーションにスタッフを常駐さ
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。今年度は西千葉キャンパスにおいて、
割り箸約 27,000 膳（昨年度 35,000 膳）、リ・リパッ
ク 20,000 枚（24,000 枚）を回収しました。

松戸キャンパスで行われる「戸定祭」では西千葉
キャンパスと同様の活動に加えて「分別コンテス
ト」を開催しています。これは、参加団体のごみ分
別状況や、リ・リパック導入の有無などを得点化す
ることで、環境対策への貢献を評価し、表彰すると
いうものです。2016 年度は環境対策への協力の呼
びかけを強化したこともあり、9 割以上の食品出店
の参加団体がリ・リパックを導入しました。その結
果、2016 年度の「戸定祭」では 2015 年度に比べて、
ごみの排出量を約 100kg 削減することができまし
た。

亥鼻キャンパスで行われる「亥鼻祭」では、ゴミ
ステーションにスタッフを配置しごみの分別を徹底
することで環境への意識の向上を目指しています。

大学祭における環境対策

▲西千葉キャンパス分別サポート

▲松戸キャンパス分別サポート

空気砲を用いた分別ゲーム▶︎

▲最終集積所での分別の様子

西千葉キャンパスの「千葉大祭」では 11 月 3 日・4 日の 2 日間、“頭と体を使い
環境について楽しく学べる” をテーマに、来場者にごみ分別を学んでもらおうと、ク
イズと空気砲を用いた射的の分別ゲーム企画を行いました。クイズの正解数に応じて
空気砲の撃てる回数が決まり、指定した分別種のごみを正しく射落とすことができた
ら、景品がもらえるというゲームです。小中学生 62 人を含む 136 人が参加しました。

大学祭における環境啓発企画
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編集担当：松井詩央里 （園芸学部３年）、岸谷和樹 （理学部２年）

千葉大学ではキャンパスマスタープランで緑豊かなキャンパスの整備に努めているほ
か、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、自然と触れ合う機会を増
やすとともに、景観維持に取り組んでいます。また、大学全体で定期的にキャンパスク
リーン活動を行っています。

自然共生社会への取り組み

千葉大学では、キャンパスマスター
プラン 2012の基本整備方針の１つであ
る「美しく持続可能なキャンパスの実現

（Campus Sustainability）」の中で、「緑
溢れるキャンパスの維持と交流空間（パ

ブリックスペース）の充実」を掲げてい
ます。千葉大学は良好な緑資源に恵まれ
ており、緑地が急激に減少していく都市
部において、豊かな自然環境形成に必要
不可欠な場所となっています。これら緑

を大学施設整備、開発と調和をはかりな
がら、適切に保存・維持・管理していき、
一体的な整備を実現しています。

西千葉キャンパス総合校舎１号館の北
側にある中庭では、植物同好会 ( 詳細 P.53)
が花壇の整備を行っています。主に春・夏・
秋冬の年３回程度、花苗の植え付けを行っ
ており、季節に合わせた植栽で構内の美

西千葉・亥鼻キャンパスでは環境ＩＳ
Ｏ学生委員会が、花の苗やプランター、
培養土などの花を育てるために必要なも
のを、プランターの設置を希望する事務
室や研究室にお届けする企画を行ってい

観維持に努めています。陽があまり当た
らない場所なので、日陰に強い植物を植
えるなど工夫をしています。2017 年度も
引き続き、花壇のデザイン向上・美観維
持に力を入れていきます。

春の花壇▶︎

ます。この企画はキャンパス全体の緑化
だけではなく、緑化活動による学生また
は教職員の植物への関心を高めることも
期待できます。プランターはお届けした
花の時期が終わる頃に回収し、再利用し

 きれいに咲いたパンジー▶︎

おひさまガーデン管理の様子▶︎

ています。2017 年度は引き続き、設置
箇所の増加に力を入れ、さらなるキャン
パス緑化を目指します。

おひさまガーデンとは、松戸キャンパ
ス北門を入って坂を上ったところにある
庭園です。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、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、環境
ＩＳＯ学生委員会が主体となり、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、
被災地活動でのはがき作りや石鹸作りに
用いたり、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たり
と、様々な活動に貢献しています。

キャンパスマスタープラン

中庭花壇

育てて緑化、フラワープランター

おひさまガーデン
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緑のカーテン

キャンパスクリーン清掃

緑のカーテン内外の気温変化

看芸ガーデン

西千葉キャンパスでは緑化と省エネ活動
の一つとして、夏に緑のカーテンの管理・
効果測定を行っています。緑のカーテンと
は、ゴーヤやアサガオのようなツル植物を
用いて作る、植物のカーテンです。　　　　

環境 I ＳＯ学生委員会では毎年ゴーヤ
を種から育てており、土の整備や追肥、
水やりなどをしています。このカーテン

はキャンパスの景観の向上だけではな
く、遮光による室内温度の低下にも役立
ちます。実際にカーテンの葉の表と裏の
温度を比べると、葉の裏側（室内）の方
が約５℃低いという結果になりました。
また、この温度上昇を抑制する効果によ
り空調設備の使用が抑えられ、省エネ効
果も期待できます。

四季折々いろいろな種類の花が咲く看
護学部の中庭は、学生や教職員の癒しス
ポットです。看護学部と園芸学部の学生
と教職員の有志による共同花壇「看芸
ガーデン」は、健康と園芸のつながりを
体験するテーマにそって植えられた花々
が訪れる人を “歓迎” します。

清掃の様子▶︎

 窓を覆う緑のカーテン▶︎

本学では環境整備・美化に対する意識
の向上を図ることを目的に、教職員及び
学生が一体となって自らのキャンパスを
清掃する「キャンパスクリーン清掃」を
実施しています。夏季と秋季に行われる

 春の様子▶︎

本行事には学内の各事務局・学部から多
くの教職員及び学生が参加します。今年
度は夏季と秋季あわせて 8,198 名が参加
し、各キャンパス構内において側溝の清
掃やゴミ拾いを実施しました。
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編集担当：鷺谷駿 （法政経学部 3 年）

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及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。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するなどの処理
を行っています。

安心安全社会への取り組み

千葉大学では化学物質を取り扱う部局に「化学物質管理責任者」
と「化学物質管理者」、各研究室には「化学物質取扱責任者」を
配置して「化学物質管理マニュアル」に基づいた管理を行ってい
ます。また、年１回（７月頃）、化学物質管理者を集めて「化学
物質管理運営委員会」を開催し、化学物質や高圧ガスボンベ、有
害廃棄物などの取り扱いについての情報を共有しています。

2017 年 7 月に劇物が紛失し盗難届を提出しました。化学物質の
更なる管理徹底や定期的な在庫確認などの再発防止策を講じ、全教
職員の化学物質管理に対する意識の向上をはかっていく所存です。

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回の「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をしています。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及ぼす恐れのある 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。
2016 年度の PRTR 法の対象物質のうち、使用量が 700 ㎏以上の物
質はグラフの通りです。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。

※ PRTR 法：特定化学物質の環境への排出量の把握および管理の改善の促進に

　　　　　　関する法律の通称

*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

化学物質の管理の徹底 PRTR 法（※）対象化学物質の収支

千葉大学化学物質管理システム（ククリス）の運用

◀︎ククリスによる化学物質の管理

PRTR 法対象化学物質使用量の推移（単位：kg）
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編集担当：菱田朋佳（園芸学部２年）

大学内の全面禁煙に賛成ですか、反対ですか？

詳細データおよび環境意識アンケート結果の詳細は大学ウェブサイトに掲載

環境ＩＳＯ学生委員会では毎年、大学
構内の分煙状況や分煙環境を把握するた
めに学生と職員に対してアンケート調
査を実施しています。2017 年 4 月に学
生 964 名、教職員 295 名を対象に行っ
た調査によると、喫煙者の割合は学生
14.1％、教職員 10.5％で、前年度に比
べて学生が 4.4％増加しました。分煙環
境や喫煙マナーに関して「とても満足」
または「やや満足」と回答している割合
は、学生 75.6％、教職員 73.4％でした。
また、キャンパス内の全面禁煙について
は学生の 63.2％、教職員の 77.6％が賛
成またはどちらかといえば賛成と回答し
ています。

千葉大学では「国立大学法人千葉大学における喫煙対策に関す
る方針」に則って、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しています。また、
一部の喫煙所にはプレハブ小屋を設置することで歩きタバコの防
止に努めています。

 その一方で、喫煙所からの煙を歩行中に吸ってしまうことも
あり、未だ受動喫煙対策が完全ではありません。喫煙所の設置場
所の見直しなどさらなる検討が必要です。また、定期的な喫煙所
の見回りや清掃活動も行い、継続的改善と生活環境の整備を図っ
ていきます。

総合安全衛生管理機構では学生と教職員向けの「禁煙支援外来」
でニコチン置換療法による禁煙サポートを行っています。また、
喫煙所に喫煙による身体への影響をまとめたポスターの設置や、
喫煙所をまわって呼気一酸化炭素濃度測定や肺年齢測定を定期的
に実施するなど、より多くの人に喫煙のリスクを認知してもらう
ための活動も積極的に行っています。

分煙環境の整備 禁煙サポート

喫煙状況のアンケート結果

 ▲教育学部１号棟喫煙所  ▲呼気一酸化炭素測定
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構内事業者の環境への取り組み

千葉大学では、大学構内に事業所を持つ事業者も、構成員として
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

（詳細ｐ .55）。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。

ライフセンターでは、トナーの回収や、紙の分別を行ったり、
エアコンの設定温度も環境に配慮した温度に設定したりと、お
客様の目に見えるところ、見えないところで多種多様な環境に
対する取り組みを行っています。これからも環境に配慮した営
業を目指して、努力していきます。

生協食堂では、フライヤーのろ過装置での廃油量の抑制や、
定期的なエアコンフィルターの清掃、休講期間中の不要な電気
機器の電源オフなどの取り組みを継続して行っています。また、
休講期間中には環境ＩＳＯ学生委員会と協力して生ごみの堆肥
化も行いました。

ブックセンターでは、毎年環境関連書籍を導入し、環境につ
いての啓発活動を実施しています。また、こまめに照明、エア
コンを調節したりパソコンの電源を切ったりと、環境に配慮し
た営業を行っています。さらに、レジ袋を希望制にしたことで
レジ袋の削減にも成功しています。

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ているほか、
一度使用した紙や搬入時の包装紙をただ捨ててしまうのではな
く、裏紙として再利用したり、購入者に再度包装紙として利用
してもらったりするなど、廃棄物をできる限り削減する努力を
続けています。

コルザでは、これまで通り、環境への配慮に関してできるこ
とを続けています。初めに盛り付けるご飯の量を少なくし、お
かわりを自由にすることで、残飯を減らすよう工夫しています。
また、廃油を抑制するための取り組みも継続的に行っています。

千葉大学生協ライフセンター　樋口良治店長

千葉大学生協ブックセンター　佐藤	万寿夫店長

ショップ大和屋　林	功店長

レストラン	コルザ　沖野	好規料理長千葉大学生協食堂　上野	信広店長

インタビュアー：竹田滉 （国際教養学部２年）
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千葉大学では、様々な業務を委託している関連事業者を①環境影響のないグループ、
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。

富士ゼロックス千葉株式会社

関連事業者のうちの複合機を取り扱っている富士ゼロックス
千葉株式会社を環境ＩＳＯ学生委員会が訪問してお話を伺いま
した。富士ゼロックス千葉株式会社は 2001 年に ISO14001 を
取得して環境への取り組みを推進しています。

　　　千葉大学との付き合いはいつごろからですか。
　千葉大学とは 20、30 年前からになります。現在は４キャ
ンパス合わせて 250 台ほど当社の複合機が利用されています。
また、単に複合機を納品するだけでなく、遠隔でメンテナンス
を行ったり、トナーやコピー用紙の残量をモニターし、必要量
に応じて事前にお届けしたりする総合的なサービスを提供する
ことで、大学内における業務や活動に支障をきたさないように
心がけています。

　　　御社の環境に対する取り組みについて教えてください。
　当社は環境保護のみを行うのではなく、環境保護とビジネス
を両立することを目指しています。当社は CO2 削減を大きな
目標として定め、「Challenge Eco No. １活動」を行っています。
この活動は、当社製品の原材料仕入れから廃棄までのすべての
段階において環境に配慮し、総合的に環境にやさしい企業を目
指すというものです。例えば環境にやさしい材料を利用するの
はもちろんのこと、輸送の際もより排気ガスの排出量を減らす
効率的なルートを考えるため、輸送専門の部署を設けたり、販

関連事業者へのインタビュー

▲（左から）ご対応いただいた、マーケットサポート部の罍浩一様、第1営業統括部の保坂英明様、人事総務部の大野博之様

▲千葉大学で使用している複合機 ▲オフィス内での節電対策

売店での環境配慮も行ったりと、企業グループ全体で環境対策
に取り組んでいます。
　特にリサイクルに関しては、設計段階からリサイクルしやす
い設計をして、お客様が使用した後の機器も回収、分解、洗浄
した後に、そのまま利用できる部品は利用し、それ以外は溶か
して再び材料にすることで、99.999% 再利用、廃棄ほぼゼロ
化に成功しています。このような環境保護に対する努力を理解
していただけないお客様も多いのが難しいところではあります
が、千葉大学はこの点を正当に評価してくださりうれしく思い
ます。これからも富士ゼロックスは、より環境にやさしい企業
を目指して努力を続けていきます。

インタビュアー：竹田滉（国際教養学部２年）


