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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
・PDCAサイクルに則った構成
・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」

して
材の育

の特色
育成～
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大学概要

大学名
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）

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　10,648 名　　  大学院学生数　3,521 名
園芸別科学生　２名　　　　研究生等　560 名　　　　　合計 14,731 名
3,439 名
1,265,003㎡
559,159㎡

（平成 30年５月１日現在）

松戸キャンパス
亥鼻キャンパス

柏の葉キャンパス

〒271-8510 
千葉県松戸市松戸648
園芸学部、園芸学研究科、園芸学部
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

西千葉キャンパス
〒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、
人文科学研究院、社会科学研究院、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
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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。

　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以下のとおりで
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。

中期計画（第３期：2016年度～2021年度）
●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。

千葉大学憲章

つねに、より高きものをめざして

千葉大学の理念

1. 　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。

2. 　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。

3. 　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。

4. 　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。

2005 年 10 月 11 日制定

　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。

千葉大学の目標

　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。
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1. 　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。

2. 　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。

3. 　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。

4. 　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。

5. 　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。

　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。

2004年４月１日 制定
2008年４月１日 改訂
2013年７月24日 改訂

千葉大学長　徳久　剛史

　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。

千葉大学環境・エネルギー方針

千葉大学では、以下の環境・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。

千葉大学環境・エネルギー方針
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　千葉大学は、2018年でISO14001取得後14年目、ISO50001取得後５年目に突
入しました。本学の先進的な環境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、15代目の環境ＩＳＯ学生委員会委員長である
上田幸秋が、徳久剛史千葉大学長にインタビューを行いました。

学長からのメッセージ

―国内では、環境ＩＳＯ学生委員会が
企業と協同で行っている地域貢献活動
（株式会社京葉銀行・三菱製紙販売株
式会社・川崎汽船株式会社・佐川急便
株式会社）の取り組みが評価され、サ
ステイナブルキャンパス賞の学生活
動・地域連携部門を受賞しました（詳
細 p.14）。こうした学生主体で企業と
協同し、大学内のみではなく地域に還
元していく活動についてどのようにお
考えでしょうか。

　法人化された大学として非常に素晴
らしいことだと思っています。なぜな
ら、大学の智・教育システムを学外に
広めていくことが私達の一つの役割だ
からです。大学内では、環境ＩＳＯ学
生委員会の学生が SDGs（詳細 p.12）
に近いものを積極的に行い、組織的に
活動してきた実績があります。そして
今後は、これらの実績を社会的にどう
広めていくのか模索する時節ではない
でしょうか。こういった時節を的確に
捉えた学外での活動は、発展的で喜ば
しいことだと感じています。

―本報告書にも掲載している衛星
レーダー・ファイトケミカルの研究
（p.16,17）を含め、千葉大学で行われ
ているグローバルプロミネント研究基
幹に対してどのようにお感じになって
いますか。

　衛生レーダーは、ヨサファット先生
が中心となって盛んに研究していま
す。研究の成果により、レーダーの軽
量化とマイクロ波によるレーダーとい
う２点が実現されました。衛星の打ち
上げの促進とデータの正確性の向上が
期待されています。リモートセンシン
グの今までの弱点を克服する研究で、
今後さまざまな意味で浸透してくると
思っています。
　ファイトケミカルは、齋藤和季先生
が日本ではこの分野の第一人者です。
漢方医学からもわかるように、植物に
は薬になるものがあります。齋藤先生
はゲノムレベルでそれらを調べ、より
効果のあるものを作ろうとしていま
す。この研究は、園芸学部環境フィー
ルドの植物工場とタイアップし、漢方

―千葉大学は長年にわたる学生主体の
環境マネジメント運用が評価され、世
界における大学の優れた持続可能性
の取り組みを評価・表彰する ”Green 
Gown Awards”（グリーン・ガウン賞）
を「アフリカ、アジア太平洋、ヨーロッ
パ、ラテンアメリカ、カリブ海、北米、
西アジア」を含むGUPESエリアで受
賞しました（詳細は次ページのコラ
ム）。これまでの取り組みが国際的に
評価されることについてどのようにお
考えでしょうか。

　第３期中期計画から、千葉大学は全
学的に世界最高水準の教育研究をする
大学群に含まれるようになりました。
当然のことながら、研究面では世界最
高水準を追求してきました。しかし、
教育面となると、高水準という評価を
受けるのは非常に難しいです。その点
で、国際的な賞を受賞するようになっ
たことは、教育レベルも世界最高水準
に近づいている証拠の一つだと感じて
います。
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インタビュアー：上田幸秋（法政経学部３年）

Green Gown Awards（グリーン・ガウン賞）
International Green Gown Awards in Student Engagement category を受賞

Engagement category」（国際グリー
ン・ガウン賞の学生関与部門）を受
賞しました。長期にわたる学生主体
の環境マネジメントシステムの運用、
完成されたトップダウンとボトム
アップのバランスなどが認められた
ためで、千葉大学は「世界で最も深
く学生が環境への取り組みに関与す
る」大学という評価を受けたことに
なります（詳細は、p.14 参照）。

　千葉大学環境ＩＳＯ学生委員会
は、左記の通り 2017 年３月 19
日 に「Green Gown Awards（ グ
リーン・ガウン賞）」を GUPES
エリアで受賞しました。さらに、
2018 年５月 16 日にはフランスの
マルセイユで開催された授賞式に
も出席し、エリア賞を受賞した大
学の中から選ばれる「International 
Green Gown Awards in Student 

路を作るという重要な役割を担ってい
ます。また、教育の面からは環境マイ
ンドを持った学生を育てることが大切
であり、その延長線上に地域があると
いう理解をしています。これらの点を
ふまえると、最大限の努力をしながら
新しいものを見出し、その波及効果を
地域にわかりやすく説明することで環
境マインドの促進につなげるのが大学
の役目になると思います。これを私た
ちの役目として精一杯の努力を続けま
すので、ご期待ください。

薬の生産にも取り組んでいます。
　さらに、ヨウ素の研究にも注目すべ
きだと思っています。ヨウ素と鉛を
使って太陽光パネルの材料となる物質
を作ることができ、それを用いた太陽
光パネルは従来の約 1/10 のコストで
とても長持ちするのです。とはいえ、
ヨウ素も限りある資源です。太陽光パ
ネル生産の方面だけではなく、ヨウ素
の効率的な採集や再利用のシステム開
発にも力を入れていくべきだと思いま
す。

―千葉大学では、環境・エネルギーマ
ネジメント上の課題もなお抱えていま
す。千葉大学としてさらなる向上を目
指すためにどのような点を改善してい
くことが必要だとお考えでしょうか。

　それに関しては、環境ＩＳＯ学生委
員会が内部監査（p.66～）などで法規
制に従ったチェックをしていますが、
特に毒劇物の管理において不十分な点
がしばしば見られます。こうした状況
を改善するためには、学生からの意見
を取り入れることが重要だと考えてい
ます。ノウハウを持つ環境ＩＳＯ学生
委員会の皆さんに、ぜひ知恵を絞って
もらいたいと思います。

―千葉大学の学生や教職員または地域
の方々へメッセージをお願いします。

　千葉大学は、研究を通じて環境問題
に対応するための新しい知見を発見す
るとともに、社会にそれを提供する経
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編集担当：石塚郁海（法政経学部３年）

千葉大学の EMS・EnMSの概要

PDCAサイクル

EMS・EnMSの仕組み～PDCAサイクル～

実行（Do）、点検（Check）、見直し（Act）
からなる「PDCAサイクル」を繰り返
すことによって、より環境に配慮した
活動を行います。
　また、本報告書における報告内容も
PDCAサイクルに則った順番で掲載し
ています。「計画（Plan）」は「はじめ

に（p.2 ～ p.14）」、「実行（Do）」は
「１．総合大学としての特色を生かし
て（p.15～）」から「３．千葉大学が誇
る学生主体の環境活動（～p.64）」、「点
検（Check）と見直し（Act）」は「４．
環境・エネルギーシステムの運用状況
（p.65～ p.81）」に該当します。

　環境・エネルギーマネジメントシス
テム（EMS・EnMS）とは、環境保全、
エネルギー効率改善に配慮した組織運
営を進めていくとともに、その継続的
改善を図る仕組みのことです。環境・
エネルギーに関する計画を自ら立て、
その達成を目指すため、計画（Plan）、
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編集担当：渡邉道哉（理学部２年）

環境・エネルギーマネジメントシステム運営組織

環境ＩＳＯ実行委員会

環境ＩＳＯ事務局

省エネリーダー会議

部局とユニット

　千葉大学の EMS・EnMSは以下のような組織で運用されています。EMS・EnMSの構成員は、教職員（非常勤講師を除く）、
構内事業者（パート含む）、環境ＩＳＯ学生委員会の学生などからなっています。また、それ以外の学生・院生や非常勤講師、
児童・生徒などは準構成員となっており、大学に属するすべての学生・教職員がEMS・EnMSに関わっています。

環境ＩＳＯ企画委員会
　環境管理責任者を委員長とし、EMS・EnMSの
運営に関する重要事項や各種企画について、毎月
審議・検討を行う意思決定機関です。この委員会
において各キャンパス（地区）の情報の共有が行
われます。環境ＩＳＯ学生委員会では委員長が委
員を務めるほか、学生委員も多数出席し、さまざ
まな企画の起案・報告を行います。

　地区ごとに開催している委員会です。環境ＩＳ
Ｏ企画委員会の議論を受けて、企画委員会メン
バーから各部局に対して、依頼事項、報告事項な
どを伝達するとともに、部局からの意見を聞く場
となっています。環境ＩＳＯ学生委員会も代表者
が参加して学生の企画について報告をします。

　施設環境部に設置しており、法規制順守のため
の各種手続きや、学内外からの提案・質問の受付、
学内各部局との連絡調整などを行います。環境目
的・環境目標・実施計画やEMS・EnMS運用にお
ける環境ＩＳＯ事務局の業務の多くを、環境ＩＳ
Ｏ学生委員会が実習として行っています。

　部局ごとに定めた「省エネリーダー」による会
議で、各部局で策定した省エネ行動計画の達成状
況などについて報告がなされるほか、大学のエネ
ルギー使用状況やEnMS・省エネに関する情報が
伝達されます。環境ＩＳＯ学生委員会ではエネル
ギー班の学生が陪席します。

　部局は事務局、学部、大学院、センター、構内
事業者などを単位とします。大きな部局は、さら
に、研究室（実験系）や学科・部（非実験系）単
位のユニットに分けられます。西千葉地区は 26
部局 228 ユニット、松戸・柏の葉地区は２部局
70ユニット、亥鼻地区は 10部局 115ユニット、
計 38部局 413 ユニット（2017 年５月現在）か
らなります。

千葉大学環境・エネルギーマネジメントシステム組織図 2018.4.1 現在

最高経営層
千葉大学学長（統括）、　企画・人事担当理事（エネルギー管理統括者）、　総務担当理事

内部監査委員会 環境 ISO事務局

環境ＩＳＯ学生委員会

内部監査責任者
上野武 キャンパス整備企画室長
内部監査員
教職員 ＋ 環境ＩＳＯ学生委員会メ
ンバー

松戸・柏の葉地区
環境 ISO実行委員会

西千葉地区
環境 ISO実行委員会

亥鼻地区
環境 ISO実行委員会

省エネリーダー会議キャンパス責任者
秋田典子 園芸学研究科准教授
部局実行委員

キャンパス責任者
倉阪秀史 社会科学研究院教授
部局実行委員 ＋ 稲毛区町内自治会
連絡協議会

キャンパス責任者
諏訪園靖 医学研究院教授
部局実行委員 ＋ 千葉市環境保全課

松戸・柏の葉地区部局 西千葉地区部局 亥鼻地区部局 建物管理部局
園芸学研究科・園芸学部、
環境健康フィールド科学センター、
附属図書館松戸分館、
戸定会、生協等

医学研究院・医学部、
薬学研究院・薬学部、医学薬学府、
看護学研究科・看護学部、
真菌医学研究センター、
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、
附属図書館亥鼻分館、生協等

部屋あるいはユニット別のエネルギー管理を担当する。 建物あるいは部局別の
エネルギー管理を担当する。

環境管理責任者

環境 ISO企画委員会

教員系　倉阪秀史 社会科学研究院教授、　事務系　 施設環境部長

環境管理責任者＋各キャンパス責任者＋キャンパス整備企画室員＋環境ＩＳＯ学
生委員会委員長＋学生教育担当＋構内事業者担当（生協）＋有識者

環境 ISO事務局の業務の実習

企画総務部、財務部、学術国際部、
学務部、施設環境部、国際教養学部、
文学部、法政経学部、人文科学研究
院、社会科学研究院、人文公共学府、
教育学部・教育学研究科、理学研究
院・理学部、工学研究院・工学部、
融合理工学府、全学教育センター、
環境リモートセンシング研究セン
ター、グローバル関係融合研究セン
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、フロ
ンティア医工学センター、分子キラ
リティー研究センター、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、海洋バイオシステム研
究センター、産業連携研究推進ス
テーション、総合安全衛生管理機構、
キャンパス整備企画部門、附属幼稚
園、附属小学校、附属中学校、附属
図書館、生協、大和屋、コルザ等

国際教養学部、文学部、法政経学部、
人文科学研究院、社会科学研究院、
人文公共学府、教育学部・教育学研
究科、理学研究院・理学部、工学研
究院・工学部、融合理工学府、園芸
学研究科・園芸学部、医学研究院・
医学部、医学部附属病院、薬学研究
院・薬学部、看護学研究科・看護学部、
附属図書館、環境リモートセンシン
グ研究センター、真菌医学研究セン
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、海洋
バイオシステム研究センター、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、ベンチャー
ビシネスラボラトリー、アイソトー
プ実験施設、産業連携研究推進ス
テーション、総合安全衛生管理機構、
本部事務局
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編集担当：浅輪光（文学部３年）

ISO取得の経緯とこれまでの成果

　環境ＩＳＯ学生委員会が発足してから、2018年度で 15年目となりました。その間、学生委員会は大学の一組織として
学生主体でEMS・EnMSを構築・運用し、千葉大学と協力して様々な省エネ・省資源活動、環境意識啓発のための取り組
みを行いました。その成果として、2004年度と2017年度を比較すると、エネルギー消費量は約10％、水資源消費排出量
は約32％、一般廃棄物排出量は約35％削減されています。今後も取り組みの充実を図り、さらなる省エネ省資源・低炭素
化に努めます。

これまでの成果

エネルギー消費量
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1500
2004年度 2017年度

約10%削減

2004年度 2017年度

水資源投入量
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約32%削減

2004年度 2017年度

一般廃棄物排出量
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約35%削減

　千葉大学では、2003年 10月より環境マネジメントシステム（EMS）の運用を開始し、2005年１月に西千葉キャンパス
で同システムの国際規格である ISO14001を取得しました。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 12月に全国の大学で初めて、エネルギーマネジメントシステム（EnMS）の国
際規格である ISO50001を取得しました。　
　千葉大学は2003年 10月に当時の学長が「千葉大学でEMSの導入を」というキックオフ宣言をして、ISO14001の認証
取得に動き出しました。千葉大学の先進性を社会に示すために、学生主体でEMSを構築・運用することを掲げ、学生団体「環
境ＩＳＯ学生委員会」が発足しました。

ISO 取得の経緯

全学でISO14001
環境マネジメントシステム
（EMS）認証取得

2005.1 2007 2013.12

ISO50001
エネルギーマネジメントシステム
（EnMS）認証取得

西千葉地区
ISO14001認証取得

学長によるキックオフ宣言
「環境ISO学生委員会」創設

2005.12

松戸、柏の葉地区
ISO14001認証取得

千葉大学で
EMSの導入を！
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執筆担当：上田幸秋（法政経学部３年）

単位化の仕組み

～環境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～
　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。2017 年度には 37 名を認定し、学生委
員会発足以来 424 名の学生が取得しています。

学生委員会の紹介

環境ＩＳＯ学生委員会による環境マネジメント

主に１年生が受講します。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技能を身に
つけます。また、実際に上級生と一緒に班活動に参加することを通してEMS・EnMSの運用に携わります。

実習Ⅰの単位を取得した学生（主に２年生）を対象としています。内部監査や基礎研修、外部審査の議事録など
のEMS・EnMS運用上重要な実務を実習するとともに、委員会内で班長などの役職を経験しながら実務活動を中
心的に担っています。

実習Ⅱの単位を取得した学生（主に３年生）の希望者が、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、それまでの実習の経験などを活かして提言などを行います。2017
年度は、千葉県、千葉市、エコアクション21中央事務局、日本適合性認定協会で合わせて９名の学生がインター
ン実習を行いました。

　環境ＩＳＯ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、各キャンパス (西千葉・亥鼻・
松戸・柏の葉 )を含めた大学全体のEMS・EnMS構築・運
用の中核を主体的に担っています。そして、「西千葉・亥鼻
地区」「松戸・柏の葉地区」の２地区において約180名 (2017
年時点 )が在籍しており目的別にさまざまな班に分かれて
活動しています。
　また、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。
この実習では座学・実務を通してEMS・EnMSの専門知識
やマネジメントの進め方を身につける場となっています。
こうした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。
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EMS・EnMSの年間運用スケジュール

　千葉大学が実施している環境・エネルギーマネジメントシステムの年間の取り組みとスケジュールを以下に示します。
環境ＩＳＯ学生委員会もひとつのユニットとしての役割のほか、システムの中核にかかわる業務を担っています。
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はじめに

　千葉大学では、SDGs の目標のそれぞれに関連する活動を実施していますが、この環境報告書では、主に、環境・エネ
ルギーマネジメントシステムに関する事項を報告します。それぞれのページに SDGs の 17 の目標のどれと密接に関係し
ているのかをアイコンを用いて示します。なお、「千葉大学憲章」や「平成 30 年度千葉大学年度計画」に記載されてい
る取り組みの中で、SDGs に密接に関連するものとしては、以下のものがあげられます。

目標４　質の高い教育をみんなに　
　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。（千葉大学憲章）

目標５　ジェンダー平等を実現しよう　
　男女共同参画推進部門を設置し、研究支援要員の配置等により、ワーク・
ライフ・バランス支援体制を充実し、女性教職員や女性管理職の比率の向
上を図っています。（平成 30年度計画）

目標１～ 17　すべての目標への研究面での貢献
　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。（千葉大学憲章）

　2015年に国連が定めた持続可能な開発目標（SDGs）は、持続可能な開発を、経済、社会及び環境という３つの側面において、
バランスがとれ統合された形で達成するため、17の目標を掲げています。

持続可能な開発目標（SDGs）と
千葉大学の取り組みについて
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特集

　2016 年度に学生委員会は、大学か
ら排出される古紙（新聞・雑誌・OA
用紙・ダンボール）がこれまで無償
で業者に回収されていたのを、有償
で回収してもらうことを大学側に提

　千葉大学と株式会社京葉銀行は、2012 年に包括的連携
協力に関する協定を締結し、地域にさまざまな付加価値の
提供と、地域社会、経済、産業の発展と活性化に積極的に
取り組んできました。これを背景の一つとして、「地域の
環境負荷削減と環境意識向上に貢献したい」という想いが
一致し、京葉銀行と環境ＩＳＯ学生委員会が協同して本プ
ロジェクトを発足しました。
 　2017 年７月に行われた記者会見を皮切りに、本プロ
ジェクトはさまざまな環境貢献活動に努めてきました。そ
れは３つの柱から構成されています。

②学生による「エコアクション 21」
　取得コンサルティング

　エコアクション 21 のガイドライ
ンを運用することによって、環境・
エネルギーに配慮した組織づくりを
推進することができます。京葉銀行
が取引先企業を紹介し、学生委員会
が勉強会など取得に必要な各種コン
サルティングを行います。環境に配
慮した千葉県の企業を増やすことに
より、県全体の環境意識向上を目指
します。

案しました。その結果、2017 年度か
ら古紙回収スキームが変更され、約
100 万円の古紙売却金が生じたため、
その一部を学生委員会がもらいうけ、
学内に向けた環境意識啓発品を製作
しました。
　学生委員会は、かねてより協同企画
を実施していた三菱製紙販売株式会
社と話し合いを重ね、約１年をかけて
古紙ブックカバーと間伐材ノートを
製作しました。ブックカバーは 2018
年度の入学式で新入生 3500 人に配布
したほか、学内の生協ブックセンター
で約 1000 枚を学生や教職員に無料配
布しました。間伐材ノートは B7版で
500 個製作し、大学生協で 200 円で

割引販売しました。表紙・裏表紙が
間伐材でできており、「Harmony with 
nature（自然との共生）」というメッ
セージを印字したり、間伐材の説明
をつけたりすることで環境意識の啓
発に貢献しています。このように啓
発品を学内に配布・販売し、学生・
教職員の意識を用紙類の削減や古紙
リサイクルへと向けていくことが本
プロジェクトの目的です。

//////////  学生委員会による企業とのコラボプロジェクトが発足！ //////////

編集担当：浅輪光（文学部３年）、上田幸秋（法政経学部３年）

千葉大学×京葉銀行 eco プロジェクト　～７色の虹を千葉から未来へ～

三菱製紙販売株式会社との協同プロジェクト

～企業との交流・国内外で評価される活動～

プロジェクト公式サイト▼
http://www.keiyobank.co.jp/ir/eco_
project/

①京葉銀行による学生委員会の環境
　活動支援

　これは、京葉銀行からの寄付をも
とに学生を日本各地や海外の環境系
のシンポジウム等に派遣し、千葉大
学の取り組みを発信すると同時に
新たな知見を得ることを目的とし
ています。この活動の成果として、
ISCNや ACCS などへの出席があり
ます。（詳細は p.59）

③学生発案の７つの環境貢献企画

　学生が発案した７つの企画を実行
し、地域住民・千葉大生・京葉銀行
行員などの幅広い層に対して環境意
識向上を働きかけます。学生委員会
が具体的な計画や当日の主な運営を
行い、京葉銀行が関係先との交渉や
運営の補助をするという役割分担に
なっています。
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編集担当：石塚郁海・新谷有希奈 (法政経学部３年 )、浅輪光（文学部３年）

　千葉大学の特色にもなっている環境ＩＳＯ学生委員会を中心とした学生主体の環境マネジメント
システムの運用は、その仕組みや内容、15年間継続していることなどが、国内外から高く評価され、
さまざまな賞を受賞しています。

///////////////////////////  2017年度の受賞実績 ///////////////////////////

　ISCNとはサステイナブルキャンパス構築に取り組む世界
的な大学ネットワークで、ISCN Award 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。千葉大学
は持続可能なキャンパスづくりに貢献したり、学生の自発的
な活動を促したりする優れた学生プロジェクトに与えられる
「Student Leadership 部門」を受賞しました。ISCN Award を
受賞したのは、日本では初めてのことでした。

International Sustainable Campus Network (ISCN) Award 2017
6.28

　持続可能な環境配慮型社会の構築に貢献することを目的
に、サステイナブルキャンパス推進協議会会員による優れた
サステイナブルキャンパス構築に係る取組事例を表彰する制
度です。環境ＩＳＯ学生委員会は、企業と協同した環境面で
の地域貢献の取り組みが評価され、「学生活動・地域連携部門」
を受賞しました。2015年に続き２度目の受賞となりました。

第３回サステイナブルキャンパス賞
11.17

2017

　環境省が平成10年度から地球温暖化対策を推進するため
の一環として、毎年、地球温暖化防止に顕著な功績のあった
個人又は団体に対し、その功績をたたえるために行っている
表彰です。環境ＩＳＯ学生委員会が、「対策活動実践・普及
部門」において、「千葉大学における学生主体のEMSと環境
ＩＳＯ学生委員会の取り組み」という事例で受賞しました。

平成 29年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰
12.4

2018

2017 GUPES Green Gown Awards
3.19

　このほか、11月 14日には「千葉大学×京葉銀行
ecoプロジェクト」が評価されて、「低炭素杯2018」
の優良賞を受賞しました。また、2018年２月 21日
には環境ＩＳＯ学生委員会が構成・取材・執筆・デ
ザイン管理を担当した「千葉大学環境報告書2017」
が「第 21回環境コミュニケーション大賞」の優良
賞を受賞しました。さらに、ISCN Award の受賞な
どが評価され、２月24日には「第35回千葉市教育・
文化・スポーツ等功労者褒賞」を受賞しました。

　「Green Gown Awards（グリーン・ガウン賞）」は、大学の
優れた環境の持続可能性の取り組みを評価する世界的な表彰
制度です。環境大学協会（EAUC）が主催しています。環境
ＩＳＯ学生委員会は、「学生主体の環境マネジメントシステ
ム」というタイトルで応募し、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運用をアピールしました。それが
評価され「アフリカ、アジア太平洋、ヨーロッ
パ、ラテンアメリカ、カリブ海、北米、西ア
ジア」の諸国が対象のGUPESエリアで受賞
しました。2018 年５月 16 日にフランスの
マルセイユで開催された授賞式では、エリア
賞の中から１大学が選ばれる「International 
Green Gown Awards in Student Engagement 
category」を受賞しました。これは、非常に
優れた学生の取り組みに与えられる世界規模
の賞です。授賞式には、環境ＩＳＯ学生委員
会の学生２名、倉阪秀史教授が出席しました。




