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　環境への取り組みや環境に関する情報の伝え方を考えるため
に、１日目は「発信力を高めるには？考えてみよう」と題し、
株式会社リクルートマーケティングパートナーズの永野あい子
様に基調講演をしていただきました。実際に社会で “広報” の
分野で活躍されている方から学び、今後の活動の為になる大変
貴重な機会となりました。
　２日目は「活動を進めていくためにどのような工夫をしてい
くか」と題して、千葉大学環境管理責任者 ( 教員系 ) の倉阪秀
史教授が講演を行いました。また、ワークショップ形式の分科
会では、他大学の学生との交流を深め、意見交換を行うことに
より、さまざまな刺激を受けることができました。さらに、千
葉大学内の太陽光パネルや地下水浄水施設など環境にまつわる
施設を巡るキャンパスツアーも行いました。

全国環境 ISO学生大会の開催

学生主体の取り組み　TOPICS

テーマ「多くのアイデアを、多くの人に、正確に」

大会終了時のアンケートでは、参加者から「環境、エコを
志す者同士集まり、交流を深める非常にいい機会となった」、「活
動のことだけでなく、もっと根本（モチベーションなど）のこ
とから話し合えて有意義でした」などの感想がありました。
　また、本大会は企画から運営まですべて環境ＩＳＯ学生委
員会によって行われたため、携わった学生はイベントを一か
ら作り上げ、実施するという貴重な経験ができました。この
ように実り多いこの大会に、今後も環境ＩＳＯ学生委員会は
継続的に参加していきます。

参加側・運営側の両方にとって実りの多い大会に

全国環境ＩＳＯ学生大会とは、

大学で環境啓発活動や環境マネジメントシステムの運用に積極的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い、活動の活性化を図ることを目的とした交流会です。

10 回目となる 2016 年は、千葉大学において環境ＩＳＯ学生委員会の主催で、

9 月 5 日・6 日の２日間にわたり開催され、全 13 団体 90 名（※）が参加しました。 

※参加団体（五十音順）

岩手大学環境マネジメント学生委員会／大阪大学環境サークル GECS ／工学院大学環境 ISO 学生委員会／公立鳥取環境大学学生 ISO 委員会／信州大学工学部

ISO 学生委員会／信州大学繊維学部環境 ISO 学生委員会／信州大学農学部環境 ISO 学生委員会／信州大学松本キャンパス環境 ISO 学生委員会／千葉大学西千葉・

亥鼻地区環境 ISO 学生委員会／千葉大学松戸・柏の葉地区環境 ISO 学生委員会／中部大学 ESD エコマネーチーム／東京大学サステイナブルキャンパスプロジェ

クト室 (TSCP 室 )TSCP 学生委員会／三重大学環境 ISO 学生委員会

（左）全国から参加した学生たち
（右上）分科会のグループ発表の様子
（右下）キャンパスツアーの様子

編集担当：山口逸平 （工学部２年）



42
編集担当：石塚郁海 ( 法政経学部２年 )

～環境エネルギーマネジメントシステム実習～

　千葉大学では、環境ＩＳＯ学生委員会が主体となって環境・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
ています。環境ＩＳＯ学生委員会の継続を支える仕組みは「千葉大学方式」と呼ばれており、活動の単位化と資格認定制度、そしてそ
の活動内容が特徴です。

環境ＩＳＯ学生委員会について

環境ＩＳＯ学生委員会の仕組み

　 環 境 Ｉ Ｓ Ｏ 学 生 委 員 会 は、2003 年 に 千 葉 大 学 に お い て
ISO14001の認証取得への動きが始まると同時に発足しました。
大学の一組織として、EMS・EnMS の構築・運用の中核を担って
おり、「西千葉・亥鼻地区」「松戸・柏の葉地区」の 2 地区において、
計約 200 名（2016 年時点）がさまざまな班に分かれて活動して
います。

▲ 12 月に行われた資格認定式の様子

▲西千葉・亥鼻地区環境ＩＳＯ学生委員会 ▲松戸・柏の葉地区環境ＩＳＯ学生委員会

実習Ⅱ（２単位）

実習Ⅰ（２単位）
　EMS・EnMS の基礎知識を習得
し、内部監査や基礎研修等の実務
に必要な各種研修を受けます。ま
た、実際に班活動に参加すること
を通して環境活動の実経験を積み
ます。

実習Ⅲ（２単位）

　実習Ⅰの単位を取得した学生を
対象とし、内部監査や外部審査な
ど の EMS・EnMS 運 用 上 の 重 要
な実務に携わります。また、委員
会内で班長等の役職を経験しなが
ら、環境活動の中心的な役割を担
います。

　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
という形で赴き、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。2016 年度は、千
葉県・千葉市で 5 名の学生がイ
ンターン実習を行いました。

～千葉大学環境エネルギーマネジメント実務士～

　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学生委員会として活動した 3 年生に対し
て学長から与えられます。2016 年度には 30 名を認定し、
学生委員会発足以来 387 名の学生が取得しています。

環境ＩＳＯ学生委員会の活動は、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。この実習は、座学・
実務を通して EMS・EnMS の専門知識と業務の進め方を身につ
ける場となっており、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 の持続的な運用が可能
となっています。 　　　　　　　　　　　　　

単位化の仕組み 資格認定制度
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編集担当：石塚郁海 ( 法政経学部２年 )

　「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、
キャンパスにおける環境目的・環境目標・実施計画、各実施計画
の監視測定記録や達成度評価など、EMS・EnMS の実務上重要な
記録文書の原案を学生が作成しています。

学生主体によるEMS・EnMSの運用

基礎研修講師
　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、EMS・EnMS に関す
る基礎研修を実施します。基礎研修は、千葉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。

内部監査

外部審査

各種文書の原案作成環境目的・環境目標実施計画の策定

ISO14001規格改定への対応

　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。学生にとっては、PDCA サイクルの

「Check」の部分（詳細 p.54）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、学生委員会の内
部監査部が作成します。なお、学生委員会も内部監査の対象とな
ります。

　毎年 11 月から 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収集するとともに、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のない外部審
査の緊張感を経験できる貴重な機会です。また、内部監査同様、
学生委員会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。

　2015 年度に ISO14001 の規格が大幅に改定されました。それ
に伴い千葉大学では、2016 年度に学生委員会が中心となり、「千
葉大学環境・エネルギーマネジメントマニュアル」の改訂原案を
作成し、学内手続きを経て、2017 年度から新しいマニュアルで
の運用を開始しました。

　毎年 12 月から 1 月にかけて、学生委員会が施設環境部や総合
安全衛生管理機構などの学内の環署や、学生委員会内部での話し
合いを重ね、キャンパスにおける環境目的・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。

▲内部監査の様子

▲外部審査の様子

▲マニュアル改訂作業の様子

▲基礎研修の様子

　環境ＩＳＯ学生委員会は大学が EMS・EnMS を運用するにあたって必要な業務を「実
習する」という形で担っています。
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編集担当：嶺康平（法政経学部３年）

▲ eco 教室授業風景

▶︎里山活動協定認定書

▲植樹里山活動 “K” LINE の森

NPO法人としての取り組み

　2016 年度は２つの地域イベントと３つの小中学校にて出張
eco 教室を行いました。これは経済産業省が行っている「標準
化教室」という事業に、「環境」という要素を加えた独自の授
業です。
　環境に関する標準化された基準であるエコマークやグリーン
マークなどの「環境ラベル」の説明を中心とした授業を通して、

「選択肢としての環境」を考えるきっかけを作ることを目的と
しています。さらに授業の中でワークショップを行い、企業か
ら提供していただいた環境配慮製品を実際に手にとってみるこ
とにより実践的な環境教育を行っています。

植樹里山事業

環境活動推進事業

▲環境活動推進事業

環境教育事業“ 出張 eco 教室”

　自然保護だけでなく環境教育の一環として、植樹や里山保全
活動を通して子どもたちに環境への関心をもってもらう事業で
す。手入れをする人がいなくなってしまった山林で、月に一度、
植樹や間伐などを行うことで森林を活動できる場所にすること
を目指しています。
　2012 年に川崎汽船株式会社と里山協定を結び、成田国際空
港付近の “K” LINE の森にて里山活動を行っています。また、
2016 年度からは、新たに公益社団法人環境生活文化機構が主
催し、佐川急便株式会社の共催によって行われる “高尾 100
年の森プロジェクト” にも参加しています。

　長年千葉大学の EMS を運用してきたノウハウを活かし、学
生の立場から地域社会に対し “環境” というテーマから働きか
けを行っています。エコプロダクツやエコメッセなどの環境イ
ベントに出展し、EMS に取り組む他大学や企業と情報交換を
行うことで、学生委員会が地域社会と連携が取りやすくするこ
とも目指しています。また、他大学や企業等が発行する環境報
告書の第三者意見の執筆も行っています。

　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、理事などの役員含めすべて学生で構成されており、2016 年度は 167 名が
所属しています。2015 年度にはこれまでの取り組みが評価され、「第 25 回地球環境大
賞　文部科学大臣賞」を受賞しました。
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西千葉・亥鼻地区 13 代目委員長		
石口純輝（法政経学部法政経学科４年）

松戸・柏の葉地区 11 代目委員長
三宅由惟（園芸学部園芸学科４年）

環境ＩＳＯ学生委員会は「西千葉・亥鼻地区」（2003 年創設）と「松戸・柏の葉地区」（2006
年創設）の２つあり、それぞれで環境活動を行いながら、内部監査や外部審査といった大きな
イベントのときには協力して活動しています。委員長や執行部などの役職は主に３年生が務め、
毎年１月～ 12 月の１年間で代替わりをします。

2016 年は私たちの取り組みを国内外へと大きく発信するこ
とができた１年だったと感じています。千葉大学のように徹底
して学生が主体となって EMS・EnMS の構築・運用に取り組
んでいる大学は珍しいのではないかと思います。その取り組み
をアメリカ・ボルティモアで開かれた AASHE2016 や、本学で
行われた第 10 回全国環境ＩＳＯ学生大会等で発表するなど、
国内外に発信することができました。私は委員長として、千葉
大学の学生主体のこの取り組みが国内外を問わず常にトップ水
準であることを目指してきたので、このような場で反響をいた
だけたのは大変嬉しく思いました。

千葉大学が ISO14001 を取得して 12 年、ISO50001 を取得
してから３年が経ちましたが、まだまだ取り組むべきことは多
いと思います。千葉大学の EMS・EnMS が常に先進的である
ように、後輩たちには新しいことにチャレンジし続けてもらい
たいと思います。

最後になりましたが、いつも学生委員会のご支援・ご協力を
していただいている皆様に感謝を申し上げます。これからもご
協力をよろしくお願いいたします。

私にとって 2016 年度の活動の中で大きな出来事となったの
は、2011 年から活動を行っている宮城県石巻市のローズガー
デン（詳細 p.48）の移転です。東日本大震災の被災地が、復
興に向け少しずつ姿を変えつつあると同時に「被災地支援」か
ら「復興応援」へと、学生の意識や活動内容も変化し始めまし
た。活動の形が変わっていく一方で、「花と緑で笑顔を届けたい」
という先代からの思いは引き継がれています。

松戸・柏の葉地区の学生委員会は 2016 年度で 11 年目となり、
新たな一歩を踏み出す１年となりました。この１年間は、これ
からの 10 年間の基盤となるために「委員会の見直しと立て直
し」に重点を置き、硬直化した組織運営や各企画の打開を目指
しました。私たちの築いた土台の上で、様々なことに積極的に
取り組んでいる後輩たちの姿を目にすると嬉しく感じます。そ
して、これから委員会はどのように発展していくのだろうかと
期待しております。

最後になりましたが、学生委員会は大学教職員や地域の皆さ
まなど、多くの方々のご指導・ご協力のもとに成り立っており
ます。感謝の気持ちと責任感を忘れずに、今後も活動を行って
参りますので、ご支援のほどよろしくお願い致します。

各地区委員長より

編集担当：石塚郁海 （法政経学部 2 年）
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▲学生委員会室の前で廣部さんとインタビューした学生▲和泉さんの会社に訪問してインタビュー

学生委員会での経験を活かしてISO14001に携わる仕事に
　学生委員会では内部監査員や基礎研修講師のほかには、情報
部員としてサーバーの導入、パソコンの修理などを行いまし
た。また、在籍中に学生委員会がNPO法人格を取得するプロ
ジェクトに関わることもありました。
　卒業後に就職した綜合警備保障株式会社では、営業を経て
CSR推進室に勤務し、ISOに関する内部監査や外部審査の事
務局対応、研修講師などを担当しました。また、個人的に
ISO14001の審査員補の資格も取得しました。
　現在は監査法人系のコンサルティングファームに転職し、
CSRコンサルタントに就いています。学生委員会で培った大学
（社会）全体を見据える高い視座とISOのマネジメント経験は
現在のプロフェッショナルとしての仕事に寄与しています。

後輩へのメッセージ～何事も熱意を持ってやってほしい
　学生委員会で情熱を持った仲間、先輩、後輩に出会えたこと
が私の財産です。また、役職に就いたり、周囲の情熱に触発さ
れたりすることで、自分も積極的になることができました。こ
れは学生委員会のいいところだと思います。学生の皆さんに
は、何事も熱意を持ってやってほしいです。熱意があれば、背
中を押してくれる人は必ずいます。ぜひ熱意を持って物事に取
り組んでほしいと思います。

“土の色”になった被災地に花の力で彩りを添えたい
　2011年に大学に入学し、被災地に貢献したいと思って学生委
員会に入りました。宮城県石巻市の雄勝町を2012年に訪れると
一面さら地になっていました。色で表現するならばまさに“土の
色”でした。花の力で彩りを添えたい、花や植物の力で被災地の
方の心を癒そうというのが、被災地支援活動でした。花壇やプ
ランターを整備する傍ら、未来の雄勝について話し合うワーク
ショップなどで被災地の子どもたちと交流することで、彼らの
前向きさとパワーを感じることができたのが印象的でした。
　その後、地元の造園会社の協力を受け、ゼロからローズガー
デンをつくりました。完成したときに土地の所有者の方が泣い
てらしたことが心に響きました。現在も現役生と一緒に卒業生
も参加して、復興応援活動を継続しています。

後輩たちへのメッセージ～何事にもチャレンジしてほしい
　自分の中で心残りだったのが、後輩が持ってきた企画に反対
してしまったことです。その話をしたら倉阪教授が、「せっか
くだからやりなよ。こんないい機会無いよ」とおっしゃったこ
とを今でも忘れられません。本気で取り組んだことに対する失
敗に間違いはなく、必ずいい経験になります。先のことを心配
するのではなく、ぜひ何事にもチャレンジしていってほしいと
思います。

環境ＩＳＯ学生委員会での経験を活かして社会で活躍している卒業生に、当時のお話や社会
に出て活きている経験などについて学生委員会がインタビューしました。

環境ＩＳＯ学生委員会のOBより

2012 年　千葉大学法経学部総合政策学科卒業
2012 年　綜合警備保障株式会社 （ALSOK） 入社
2017 年　KPMG あずさサステナビリティ株式会社入社

2015 年　千葉大学園芸学部緑地環境学科卒業
2015 年　成田市役所入庁

西千葉・亥鼻地区６代目　和泉竜也さん 松戸・柏の葉地区８代目　廣部亘亮さん

インタビュアー：石塚郁海（法政経学部２年）
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　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ターム制を
導入するなど、グローバル化に精力的に取り組んでいます。環境についても留学生の環
境活動推進を図るための活動を行っています。今後も留学生と日本人学生の交流を深め、
環境に関する意見交換の場を多く設けていきます。

留学生と協力した環境活動

▲ Environment Festival の様子

▲英語の基礎研修パンフレット

▲海岸清掃イベントの集合写真

　環境ＩＳＯ学生委員会では、海外からの留学生に対して、千葉大学の環境への取り
組みについて周知する環境ＩＳＯ基礎研修（詳細 p.43）を英語で行っています。また、
研修で使用するパンフレットも英語版を作成しています。 

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 

留学生のコメント

教育学部　交換留学生　何智慧さん（中国）
　千葉大学の緑豊かなキャンパスに感銘を受けました。また、キャンパス内で
のごみ分別が徹底されていることに衝撃を受け、千葉大学の環境イベントに参
加しました。そこでは、千葉大学の環境への取り組みについてより深く知るこ
とができ、私の環境活動に対する意識が大きく変化するきっかけとなりました。
このような取り組みを続けることで、環境活動に関心を持つ留学生が増えてい
くと思います。

　環境に関する国際的な情報交流を目的として、留学生を対象に大学構
内のイングリッシュハウスにて「Environment Festival」を開催しまし
た。環境ＩＳＯ学生委員会の学生が、リ・リパックをはじめとする千葉
大学の環境活動を紹介したり、海外の環境活動についての意見交換を
行ったりすることで、相互に環境意識を高めました。

　千葉大学中国人留学生学友会は毎年６
月に首都圏の大学に所属する留学生と日
本人学生とともに稲毛海岸の清掃イベン
トを実施しています。この取り組みは
2009 年より行われており、過去 7 年間
での漂流物やゴミの回収量は 800kg に
上ります。

留学生向けに英語による基礎研修を実施

Environment	Festival の開催

中国人留学生による海岸清掃

編集担当：牧野愛子 （教育学部３年）
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　植物を通じた復興応援活動は、国立大学唯一の園芸学部としての知識や経験を活かし、
花と植物で東北に笑顔と元気を届けたいという想いから 2011 年 7 月より始まりました。
2016 年にはさらなる活動の推進のために、石巻市雄勝総合支所と大学院園芸学研究科
の間で連携協定を締結しました。

▲雄勝ローズファクトリーガーデン　　

植物を通じた復興応援活動

▲プレゼントしたプランター ▲ほ ぼ完成した石組み

　園芸学研究科の秋田典子准教授が責任者となり、園芸学部
の学生有志及び松戸・柏の葉地区環境ＩＳＯ学生委員会の学
生たちが行っている活動です。宮城県や岩手県、千葉県旭市
にも取り組みを広げ、2011 年からこれまでに 40 回以上に
わたり被災地を訪問し、コミュニティガーデンの維持管理や、
商店街の緑化活動、ハーブを使った香袋や石鹸作りなどを、
地元の方々と一緒に活動を行ってきました。

　これまでの実績を踏まえ、石巻市雄勝総合支所から千葉大学大
学院園芸学研究科と協定を結びたいとの要請を受け、2016 年 12
月に、東日本大震災からの復興に関する研究、施策、記録の作成
等を通じた地域社会の復興に寄与するための連携・協力に関する
協定書を締結しました。

復興応援活動とは 石巻市雄勝総合支所との連携協定

雄勝ローズファクトリーガーデン

　2011 年に旧雄勝町の仮設住宅の住民から、かつて彼らの住ま
いがあった低平地（津波の被害を受け、居住が禁止されている場
所）が瓦礫だけになっているのが淋しいとの相談を受けたことが
きっかけとなり、これまでに千葉大学は、地元の住民、ボランティ
ア、造園会社と協力しながら毎年約４回、５年間で延べ 300 名
以上の学生とともに継続的に低平地の緑化に関わってきました。
2016 年度もローズガーデンの維持・管理活動を地域住民の方々
と共同で行いました。

● 2016 年６月
植栽管理、草刈り、土壌整備、ヒマワ　　
リの種蒔きなどの管理作業。

● 2016 年 11 月
ローズガーデンの管理作業を行ったほ
か、石巻市内の仮設商店街を卒業しお
店を再開された方々にお祝いのプラン
ターを作製しプレゼントしました。ま
た、仮設住宅において焼き芋イベント
を実施して、周辺住民の方々と交流し
ました。

▲被災地ウォークの様子

● 2017 年２月
復興事業でローズガーデンの一部が道
路になることを受けた移転作業を行い
ました。移転先の土台となる石積みを
行う講習会に参加し、石材を綺麗に磨
き上げる作業を行いました。

● 2017 年３月
石積み講習会に参加したほか、地元開
催の「被災地ウォーク」に参加しまし
た。被災された語り部の方々から震災
当時の話を聞いたり、イベントの受付
や誘導を手伝ったりしました。

編集担当：世継加奈・廣瀬雅人（園芸学部３年）
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編集担当：蓮見優花 （国際教養学部２年）

松戸・柏の葉地区環境ＩＳＯ学生委員
会では、松戸キャンパス近くにて「戸定
みんなの庭」というコミュニティガーデ
ンを地域の方々と共同で運営していま
す。毎月の花壇管理作業では、種まき、
除草、花の植え付けに加え、庭の花を使っ
たしおりづくりや竹柵づくりも行ってい
ます。

地域の方々の中には学生にアドバイス
をしてくださる農家の方もおり、子ども
からお年寄りまで、幅広い年齢層の方が
楽しく交流しながら庭を作り上げていま
す。この活動により、松戸市の緑地を増
やし、千葉大学と地域社会とのコミュニ
ケーションの活性化に大きく貢献してい
ます。

地域社会との交流活動

ちーあいふれあいの庭

西千葉・亥鼻地区環境ＩＳＯ学生委員
会では、2013 年度より西千葉キャンパ
スと敬愛大学の間に位置する道路の緑地
帯の花壇を、大学生ごみ減量ボランティ
アグループ「ちばくりん」敬愛大学支部
及び千葉市と共同して管理しています。
両大学にちなんで花壇は「千葉」と「敬
愛」から文字をとって「ちーあいふれあ
いの庭」と名付けられ、毎年春と秋の計
２回、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。2017 年度で
本活動も５年目に突入し、継続してイベ
ントに参加してくださる方も増えてきま
した。今後も地域の景観を維持するとと
もに、学生と住民のさらなる交流の場と
しての役割を強めていきます。

コミュニティガーデンの運営

戸定みんなの庭

▲表彰状

▲戸定みんなの庭 ( 左上 )、花の植え付けの様子 ( 右下 )、ちーあいふれあいの庭の花植えイベント ( 左下 )、水やりの様子 ( 右上 )

これまでの活動が評価され、2017 年
5 月 8 日、千葉市を美しくする会より「千
葉市を美しくする運動推進功労者【団体
の部】」として環境ＩＳＯ学生委員会と

「ちばくりん」が表彰されました。この
賞は地域社会にボランティア精神を基盤
に尽力している千葉市民または千葉市内
の団体を表彰するものです。
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編集担当：日隈壮一郎（工学部３年）、鷺谷駿（法政経学部３年）、佐々木圭（園芸学部２年）

教育系サークルを中心とした学内団体
が様々な催しものを企画し、地域の子ど
もたちとの交流を図る千葉大学教育学部
後援の「こどもまつり」が毎年６月に行
われ、環境ＩＳＯ学生委員会も参加して
います。2016 年度は牛乳パックをもと
に再生紙を作ることでリサイクルをより
身近に感じられる「紙すき体験」、ごみ
を貼った魚の絵を釣って分別することで
正しいごみの分別を学べる「魚釣りゲー
ム」を実施しました。６月 18 日・19 日
の２日間で子どもたちや保護者が計 519
人参加し、楽しみながら身近な環境に興
味を持ってもらうことができました。

2014 年から環境ＩＳＯ学生委員会は、
８月に松戸キャンパス内にて地域の方々を
招いて流しそうめんイベントを行っていま
す。これはただ流しそうめんを楽しむだけ
でなく、キャンパス内の竹を利用して流し
台を作る作業から子どもたちと一緒に行う
ことで、自然を身近に感じてもらうイベン

NPO 法 人 Drops は、2005 年 に 千 葉
大学生を中心に設立した、「楽しいコト
づ く り 」 を 行 う グ ル ー プ で す（URL：
http://drops-c.org/）。様々な学部のメン
バーとともに、千葉大学正門から京成み
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。

紫色の花を咲かせるアガパンサスがま
だ咲かない春には、通りに彩りを添え、
新しい出会いの季節をまちぐるみで祝う
ために紫色の風車を植栽帯に設置しま
す。夏には総計 5,000 株の素敵なアガパ
ンサスの花が満開を迎えます。花が咲か
なくなった秋から冬にかけては、昼間の
太陽光を活かして発電を行い、夜道を明
るく照らす「ペットボタル」も設置して
います。

これらの活動は、毎月第３土曜にごみ
を拾い、雑草を取るという地道なお手入

地域の子ども向けに

ゲームで環境教育

アガパンサスと地域に根ざした

学園通りの交流活動

流しそうめんを通して

自然に親しむイベント

地域の方との交流企画

れを地元のみなさんと学生が一緒になっ
て、汗を流しつつ行うことによって支え
られています。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。小さくひ弱だったアガパンサ
スの株も、5 年目を迎え、青くのびやか
な葉がつきました。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
この学園通りに広がっていきます。

トです。最近では本物の竹を利用した流し
そうめんを体験できる機会はあまり多くな
いため、このイベントは参加した子ども・
保護者の双方に好評です。

執筆協力：NPO 法人 Drops　西田直海代表

▲アガパンガスが咲く学園通り ( 左上 )、2016 年に開催したイベントの様子 ( 右上 )、魚釣りゲームの様子 ( 左下 )、紙すき体験の様子 ( 右下 )
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編集担当：毛利胡桃 （園芸学部４年）、佐々木圭 （園芸学部２年）

ＨＧＣは緑と人との関係性をテーマに
主に２つの活動を行っています。1 つ目
の訪問園芸活動では、提携している高齢
者のお宅を訪問し、お庭のお手入れをし

▲ HGC：訪問園芸での作業の様子

◀︎ MCY：旧正門前方面土留

▼植物同好会：霧ヶ峰自然保護指導員としての活動の様子

地域と交流する千葉大学の環境系サークル

Human	Green	Coordinator	(HGC)

植物同好会

松戸キャンパスをよくする会 (MCY)

ＭＣＹは、学生が主体となり、松戸キャ
ンパスの緑地の維持管理を行うサークルで
す。これまでは、竹林の竹を間引いて景観
を整備したり、間引いた竹を利用して旧正
門前法面の土留整備をしたりと、松戸キャ
ンパスが抱える課題を学生目線で捉え、改
善していく活動を行ってきました。

植物同好会は 1956 年に発足した山野
草に親しむことを目的とするサークルで
す。主な活動は、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
中庭花壇整備（詳細 p.35）、週１回で開
催する植物の知識や交流を深めるための
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
クの企画などで、年間を通して植物に触
れ合いながら活動しています。

つつコミュニケーションを図ります。お
庭のお手入れのみではなく、近年薄れて
きた世代間の交流も目的としています。
そして２つ目の環境教育活動では、年に
２回、小学生に向けて環境に関する教育
イベントを行います。2016 年の夏は子
どもたちとともにペットボトル浄水器を
作りました。浄水の仕組み、そしてその
役割を果たす森の土に関しての授業を行
いました。

▲ HGC：環境教育イベントの様子
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編集担当：原紗和子（法政経学部２年）

プレスリリースなどによる発信

2016 年度の新聞報道録（一部抜粋）

2016.4.19 「第 25 回地球環境大賞」の授賞式・レセプションに、学生委員 17 名が出席

2016.6.13 学生がキャンパス内の落ち葉で作った堆肥を地域住民に頒布

2016.6.24 学生の手作り企画が満載！千葉大学で 7 月に省エネ・省資源イベントを開催

2016.7.13 「しおり型省エネうちわ」で夏を涼しく！エコ川柳大賞は『「要りません。」あなたのひとことエコロジー』に決定！

2016.8.5  20 歳の学生が編集長を務める「千葉大学環境報告書」、充実の 88 ページの 2016 年度版が発行

2016.9.7  環境活動に熱心な学生 90 名が全国から集合。熱い議論を交わし、友情を育んだ「全国環境 ISO 学生大会」が無事終了

2016.9.30 学生 70 人が監査員。千葉大学で環境ＩＳＯの内部監査を実施

2016.10.11 環境 ISO 学生委員会の１年生が国際会議「AASHE2016」で発表しました

2016.12.15 学生も審査に参加。千葉大学が ISO14001・ISO50001 の認証登録を更新し、環境マネジメントを 12 年継続

2016.12.28 「千葉大学環境エネルギーマネジメント実務士」を学生 30 名に認定。千葉大学の ISO14001 に関する独自の資格認定制度

2017.1.27 千葉大学が環境 ISO 取得 13 年目突入。取得前と比べ、年間エネルギー 10％減、一般廃棄物は 43％減

2017.2.13 震災から６年、継続する千葉大学園芸学部の被災地支援活動。花と緑の「雄勝ローズファクトリーガーデン」

2017.2.28 千葉大学がサステイナブルキャンパス評価システム (ASSC) におけるゴールド認定を受けました

2017.2.28 千葉大学 Future Earth キックオフワークショップを 3 月 2 日（木）開催

2017.3.15 岩手県大槌町コミュニティプレイスの「コミュニティガーデン」で、地元の高校生と千葉大学園芸学部が協働作業

2016.4.13 朝日新聞 環境活動　母校のブランドに

2016.4.15 千葉日報 高価な学術書が格安に　千葉大学で恒例の古本市

2016.4.19 産経新聞 温暖化対策と経済成長　両立に決意新た（地球環境大賞）

2016.5.27 千葉日報 環境 ISO 学生委員会　環境保全の意識　子どもたちにも

2016.6.25 千葉日報 大学の落ち葉で堆肥　千葉大生が地元住民へ頒布

2016.8.13 千葉日報 環境報告書　学生が作成　千葉大　取材や編集手掛ける

2016.9.29 千葉日報 環境目標厳しくチェック　千葉大　学生主体で内部監査

地域社会への情報発信

千葉大学では地域社会に開かれた環境・エネルギーマネジメントシステムの運用を目
指す一環として、環境報告書や Web サイトによる情報公開並びにプレスリリースや取
材への対応を通じて地域社会への情報発信を行っています。

Web	サイトを通じた発信

▲千葉大学の Web サイト

千葉大学Webサイト｜ http://www.chiba-u.ac.jp
千葉大学の環境活動の概要や環境報告書、キャンパスの電力使用状況をリアルタイムで掲載

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

環境ＩＳＯ学生委員会 Twitter ｜@chibaiso
イベント情報などリアルタイムで発信

　2016 年度に行った環境への取組みに関するプレスリリースです。
これらは千葉大学の Web サイトでご覧いただけます。
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　６月の「環境月間」に合わせて千葉市地球温暖化対策地

域協議会が主催するイベント（千葉市共催）で、2016 年６

月 29 日に千葉市文化センターで開催されました。学生委

員会はブースを出展し、パネルや映像を使って活動を広報

しました。平日にも関わらずブースには 40 名ほどの市民

が訪れ、説明に耳を傾けてくれました。来場者に配布した

しおり型のうちわ（詳細 p.28）が人気でした。

　2016 年９月 22 日に幕張メッセで開催された、主に千葉
県の様々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、学生委員会は子ども向け企画に力を入れ、
輪投げを使ったごみの分別ゲームを実施し、200 人以上の
子どもたちに楽しみながらエコを学んでもらいました。
　また、ブース出展だけでなく「千葉県３Ｒ推進シンポジ
ウム」にて「大学生が取り組む３Ｒ活動」というテーマで
千葉大学の取り組みを発表しました（詳細 p.12）。

第 12	回ヤングフェスティバル

エコプロ 2016

環境に関するイベントへの出展
環境ＩＳＯ学生委員会では、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、様々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 と学内外における様々な活動について広報するほか、子ども向けの環境
教育を実施します。2016 年度は以下のようなイベントに出展しました。

　東京ビッグサイトで開催される国内の最大級の環境展覧会

で、2016 年 12 月８日〜 10 日の３日間で全 705 団体が出展、

述べ 17 万人が来場しました。学生委員会のブースではパネ

ル展示や資料配布により千葉大学の取り組みを広報したほか、

子ども向けには昆虫クイズを行い、楽しく生き物に親しんで

もらう企画をしました。また、今年度は他大学６団体と協力

したスタンプラリー企画に参加し、お互いのブースの宣伝を

行いました。ブースには３日間で述べ 500 名の方が来場され

ました。このほか、このイベントには全国の企業や大学など

が集まるため、学生たちは積極的にコミュニケーションをと

り、他団体とのつながりの形成を図りました。

　2017 年２月 19 日に、千葉市稲毛区の千葉県青少年女性会館で地域・世
代・団体間交流を目的としたイベントが行われ、学生委員会も出展しました。
親子連れが多く参加することから、大人向けにはパネル展示により活動を
紹介し、子ども向けには eco 教室で地球温暖化、標準化、環境ラベルなど
についてわかりやすく教えるとともに、紙すきによるリサイクル体験で環
境教育を実施しました。ブースへの来場者数は 1,100 人でした。

ちばし環境フェスティバル

エコメッセ2016	in	ちば

来場者に説明する様子

子ども向けのゲームをする様子

パネルを見ながら説明する様子

紙すき体験の様子


