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環境・エネルギーマネジメントに則り、低炭素・循環型・自然共生・
安心安全を柱としたサステイナブルキャンパスを目指しています。ま
た、キャンパス内の学生や教職員だけでなく、大学の日々の生活に関
連する事業者も環境に配慮した取り組みを進めています。
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　2017 年度の千葉大学の総エネル
ギー投入量は 793,684GJ で前年度比 
2.1％減（電気は 62,193 千 kWh で前
年度比 0.0％、ガスは 4,094 千㎥で前
年度比 8.3％減）となりました。エネ
ルギー原単位は 1,584MJ/㎡となり、
前年度比 1.5％の減でした。水資源投

入量は前年度比 0.2％減少、二酸化炭
素排出量は前年度比 2.0％減となりま
した。
　2016 年度のエネルギー使用量が
その前年度比で大幅に増加したため、
2017 年度は各部局において省エネへ
の取り組みの周知徹底と合わせて、部

局において策定したエネルギー削減計
画等の実施状況の点検・確認を行い更
なる推進を図るなど、省エネへの取り
組みが成果として現れたものと考えら
れます。今後も継続的な省エネ活動に
取り組み、教職員及び学生の意識をさ
らに醸成していきます。

低炭素キャンパスを目指して

詳細データおよび
環境意識アンケートの詳細は
大学ウェブサイトに掲載▶

　千葉大学では、キャンパスマスタープラン2017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。

総エネルギー投入量

電気使用量

都市ガス使用量

2015

2015

2015

2017

2017

2017

(年度)

(年度)

(年度)

2014

2014

2014

2013

2013

2013

総エネルギー投入量(GJ)

電気使用投入量 (千kWh)

都市ガス使用投入量 (千m³)

床面積当たりの総エネルギー投入量(MJ/m²)

床面積当たりの電気使用投入量(kWh/m²)

床面積当たりの都市ガス使用投入量 (m³/m²)

2016

2016

2016

500,000

50,000

3,000

1,200

110

6

115

7

600,000 1,400

120

8

700,000

55,000

3,500

1,600

125

9

800,000

60,000

4,500

4,000

1,800

130

10

135

11

785,778

59,529

4,464

786,458

60,679

4,254

779,070

60,066

4,238

810,332

62,223

4,466

793,684

62,193

4,094

900,000 2,000

140

12

(GJ)

(千kWh)

(千m3)

(MJ/m2)

(kWh/m2)

(m3/m2)

1,649

125

9.4

1,586

122

8.6

1,549

119

8.4

1,609

124

8.9

1,584

124

8.2

水資源（上水＋地下水）投入量

二酸化炭素排出量

2015

2015

2017

2017

(年度)

(年度)

2014

2014

2013

2013

水資源投入量（千m³）

二酸化炭素排出量 (t)

床面積当たりの水資源投入量（ℓ /m²)

床面積当たりの二酸化炭素排出量 (㎏ -CO2/m2)

2016

2016

800

50

200

20,000

900

70

60

300

25,000

400

35,000

30,000

1,000

90

80

481

41,892

489

40,436

489

39,731

485

40,454

484

39,643

500

50,000

45,000

40,000

1,100

120

110

100

(千m3)

(t)

(ℓ/m2)

(kg-CO2/m2)

1,010

87.9

987

81.5

973

79.0

963

80.3

966

79.1

エネルギー消費量の推移



31

　千葉大学では、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み、1999 年度
より太陽光発電パネルを設置してきま

した。2017 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15,003kWhでした。

　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。2017 年度
は、空調機４件、冷蔵庫・冷凍庫 16件、
ブラインドや LED 照明の設置などの
省エネ対策５件に対して 約 350 万円
の補助が省エネリーダー会議にて報
告されました。これにより、年間で
電気使用量約 17,613kWh の削減効果
が見込まれます。

　現在、一定規模以上の建築物の新
築・増改築をする場合、「建築物のエ
ネルギー消費性能の向上に関する法
律（建築物省エネ法）」により、省エ
ネに配慮することが義務づけられて

います。千葉大学には多くの建物が
ありますが、省エネや室内環境という
点では、新築の建物や近年改築した
建物と比べて大きく劣っている状態
の部屋が多く存在しています。そこ
でキャンパスの ZEB 化によるエネル
ギーコストの削減を促進する「千葉
大学スマート ZEB 委員会」は、2018
年度に、省エネ改修（熱交換率の高
い全熱交換器と縦型透明ガラリの設
置）を実施した講義室と、同規模・
使用方法で改修していない講義室に
ついて、室内の CO2 濃度による窓明
け推奨や換気設備改修による省エネ

効果の検証を行う予定です。

※ ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・
ビル）：年間の一次エネルギー消費量
が正味ゼロまたはマイナスの建築物。

講義室の省エネ改修効果の検証

太陽光発電システムの導入 エコ・サポート制度の実施

　2018 年４月に学生 1,635 名、教職
員 260 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 16.0％
（前年度比 -0.2％）、教職員が 70.7％
（+11.0％）となりました。教職員と比
較しても、前年度と比較しても学生の
意識は依然低いままです。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の詳細は
大学ウェブサイトに掲載▶
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　エアコンのエネルギー効率を上げ、
電力使用量を削減することを目的に、
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学生委員会では学内のフィ
ルターの呼びかけを行った後、清掃
を有料で請け負うイベントを実施し
ています。2017 年度は西千葉キャン
パスで 32 台、亥鼻キャンパスで 54
台のエアコンフィルターを清掃しま
した。学生委員会による完全請け負
いだけでなく、一部教職員との協同
による清掃方式も取り入れることに
よって、自主的なエアコンフィルター
の清掃を啓発しています。

エアコンフィルター清掃

　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、学生
委員がデザインしたうちわを来場者に
配布しました。うちわの表面には省エ
ネのための１アクションをイラストで
示し、裏面には千葉大学のエネルギー
使用状況を可視化した図や夏季の省エ
ネ対策を掲載し、来場者に省エネ意識
の啓発を行いました。
　西千葉キャンパスでは、エネルギー
使用量や紙資源やごみ分別に関するパ
ネル展示やクイズを行ったほか、来場
者が自転車を漕いで携帯電話を充電す
る「自転車発電体験ブース」を設け、
エネルギーを創ることの大切さを呼び
かけました。松戸キャンパスでは七夕
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
実施しました。亥鼻キャンパスでは来
場した学生に対して省エネに関するア
ンケートを実施し、学生たちの省エネ
意識を調査しました。

省エネ・省資源イベントの実施

　松戸キャンパスでは 2017年度、初
の試みとして冬の時期にも省エネ・省
資源イベントを実施しました。ECO
アンケートに回答してくれた人への焼
きマシュマロ配布や、自転車発電の体
験企画を行いました。

冬の省エネ・省資源イベント

　環境ＩＳＯ学生委員会は、エネル
ギー使用量削減のため学生及び教職員
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各棟の掲
示板などに貼付しました。また、例年
同様、大学の講義室やお手洗い、エレ
ベーターの付近に、節電や節水を呼び
かけるステッカーを貼付し、省エネ・
省資源の意識向上を推進しました。

省エネの呼びかけ
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（+15.4％）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
いう問いには、意識している割合は
49.8％で前年度より18.6％増加しまし
た。ミックス古紙回収システム（下記
参照）の利用率は学生21.9％、教職員

88.0％で学生は微増、教職員はおよそ
34％もの増加となりました。教職員の
利用率を維持しつつ、学生への啓発を
推進することが求められています。

　2018 年４月に学生 1,635 名、教職
員260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 26.7％
（前年度比 +3.7％）、教職員 76.4％

いた紙ごみをリサイクルすることで、
可燃ごみ総排出量の削減に貢献して
います。また、可燃ごみの回収費用
は１kg あたり 30 円 (2017 年度 ) で
あるのに対し、ミックス古紙の回収
費用は無料であるため、経済的メリッ
トもあります。導入から 10 年以上経
つ現在も、ミックス古紙の認識が学
内において十分に浸透しているとは
言い難く、また、正確な分別がなさ
れていないこともあるため、今後も
ミックス古紙の周知活動を進めてい
きます。

　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、
資源古紙 (新聞、雑誌、段ボール、紙
パックなど ) 以外の、割りばしの袋、
ポスター、紙箱、包装紙などのリサ
イクルが可能な「汚れが無く束ねら
れない紙ごみ」を指します。ミック
ス古紙回収システムは、2007 年度
から西千葉・亥鼻キャンパスで導入
され、現在、学部棟や総合校舎各所
にミックス古紙回収カートとして黄
色いカートを設置しています。これ
まで可燃ごみとして焼却処分されて

　大学では講義資料や会議資料など
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
は学生向けに 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、今後は回収した裏紙の更なる
活用方法を模索していくなど、紙資
源排出量の削減に向けたシステムの
改善に取り組んでいます。

　2017 年度の千葉大学での紙類購入
量（Ａ４換算）は、前年度比 3.2％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
定着されてきたのが主な要因です。

ミックス古紙回収の取り組み

学生・教職員の紙資源の節約に対する意識

裏紙回収の取り組み

用紙の購入量の推移

循環型キャンパスを目指して

紙類（A４換算）購入量

2015 2017 (年度)20142013

紙類（A４換算）購入量(単位：千枚) 床面積当たりの紙購入量(枚 /m²)

2016
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　2018 年４月に学生 1,635 名、教職
員 260 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 22.9％（前年度比 +3.0％）、教職
員 66.8％（+9.9％）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 56.0％
（+3.0％）、教職員 92.7％（+2.5％）
となり、学生・教職員ともに増加傾
向が見られました。教職員と比べる
と学生の意識が低いため、学生に対
する啓発を図っていきます。

　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、本の提供者や来場者に３
Ｒ、特にリユースへの理解を深めて
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購入できるとい

う実益も兼ねています。2017 年度は
計 1,116 冊を回収、うち 516 冊を販
売し、売上は 85,300 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。また、２月の「Chiba 
Winter Fes 2018 ～千葉からエコを広
げよう～」( 詳細 p.54) において、大
学外の人からも古本を回収しました。

学生・教職員のごみの３Ｒに対する意識

古本市の開催

　一般廃棄物排出量は前年度比5.3％減
少し、また、産業廃棄物排出量は前年
度比6.2％減となりました。学生寮の改
修工事が完了したことにより全体の排
出量が減少しました。また、柏の葉地

区では、植物工場の管理が千葉大学か
らNPO法人「植物工場研究会」に移
管されたことに伴い、大学が処理する
廃棄物量が減少したため、一般・産業
廃棄物が減少しました。

　千葉大学ではごみを可燃ごみ・資源
ごみ（古紙類・カン・ビン・ペットボ
トル）、不燃・粗大ごみ、家電リサイ
クル品目の４品目に対する分別を徹底
して行っています。また、2017 年度
は実際に環境ＩＳＯ学生委員会のメン
バーがごみの分別・保管を行っている
近藤商会を訪問し、実際のごみ処理の
現状を観察し、その結果を踏まえた策
を検討するなど、ごみ分別の周知と改
善に努めています。（近藤商会訪問に
ついては、詳細p.46）

廃棄物排出量の推移 ごみ分別の徹底

一般廃棄物排出量
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詳細データおよび
環境意識アンケートの詳細は
大学ウェブサイトに掲載▶
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　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。作成した堆肥は「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
に貢献しています。2011 年の東日本
大震災以後は原発事故の影響により
一時頒布を自粛しましたが、2014 年
度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
回っていることが確認できたため、
2015 年度より堆肥の頒布を再開しま
した。2017 年度は６月に頒布会を行
い、200㎏の堆肥を頒布しました。
　2017 年度の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へ利
用されています。また品質面ではす
べての利用者の方から好意的な評価
をいただいています。

　落ち葉だけではなく、生ごみを利
用した堆肥の施策にも取り組んでい
ます。生ごみは、生協食堂より提供
を受けています。
　生ごみは落ち葉と違い、年間を通
じた供給が見込めること、また乾燥
すれば腐らないため長期保存ができ
るなどの特徴があります。この特徴
を利用すれば、大量の乾燥生ごみを
貯蔵し、必要な時期から逆算して一
気に堆肥化作業を行うことで季節に
縛られずに任意の量の堆肥を作るな
ど、柔軟な運用が可能になります。
　現在「NPO法人環境ネット」から
の技術的指導、助言をうけ、回収時に
乾燥機にかけて乾燥させた生ごみを
堆肥化ピットに投入して堆肥の試作
を行っています。2017 年度は実際に
乾燥生ごみを常温で長期保存し、変
質しないこと、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、それが堆肥化にどのような影響
を及ぼすのかを調査しました。さら
に今後は生ごみの内訳と他の調査項
目との比較、乾燥生ごみの堆肥化ピッ
ト投入頻度の調整なども実施する予
定です。
　引き続き試作に取り組み、実用化
を目指します。

　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
生委員会メンバーと教職員、生協職
員、千葉市環境局資源循環部廃棄物
対策課の職員、「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、検討を行って
います。

　千葉大学は緑豊かな、広いキャンパスを持つ大学ですが、そのため毎年大量の落ち葉がごみとして廃棄、処理されてい
ます。そこで2006年度から、環境ＩＳＯ学生委員会ではキャンパス内の落ち葉の一部を用いた堆肥の作製および頒布を行っ
ています。また、生協食堂の協力を受け、キャンパスの食堂から排出された生ごみから堆肥をつくる、生ごみ堆肥作製に
も取り組んでおります。

●落ち葉堆肥作製活動 ●生ごみ堆肥化活動 ●堆肥化等検討会議

落ち葉、生ごみの有効利用
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編集担当：三浦菜摘（工学部３年）

　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
ることができます。2017 年度はトナー・デスク・スタン
ドなどの事務用備品から、電気ポット・内線用電話機・プ
リンターなどの電化製品、また保冷剤ミニパックや実験用
の真空ポンプなど、種類を問わず幅広い物品が廃棄されず
にリユースされました。

学内リユースweb掲示板　-Kururi-

　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月より、附属図書館の総合カウンター左に専用の
ポストを設置しました。本ポストには、１年間で計414冊
の古本が集まりました。累計の回収実績は、2018年２月時
点で1,277冊となっています。

千葉大学 SEEDS基金　̶古本募金̶

　附属図書館では資源の有効活用のため、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のみなさん
に、無償譲渡しています。本館（西千葉キャンパス）では、
2006年 10月から年２回程度行っており、2017年 12月の
開催で 22回目を迎えました。近年は本館N棟１階のブッ
クツリーで実施しています。平均すると毎回約3,000 冊あ
まりの図書がリユースの対象になり、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。

附属図書館での図書リユース
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編集担当：富岡花野（文学部３年）、上村真衣（園芸学部３年）、石塚郁海（法政経学部３年）

　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）の規定をもとにした「環
境物品等の調達の推進を図るための方針」を毎年度公表
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 268 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。2017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の値札に「適合マーク」を表示し
ているほか、適合製品の購入に努めていることを表示する
など、購入促進に取り組んでいます。

グリーン購入の促進

　千葉大学生協学生委員会（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毎年２月
から４月にかけて実施しています。千葉大学では学生の約
６割が下宿をしており、2016年度は大型家電など、400点
ほどを譲渡しました。売上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。

　松戸キャンパスの千葉大学生協食堂では、一部のメ
ニューをテイクアウトする際に、環境配慮容器 “リ・リパッ
ク ” を利用しています。リ・リパックはトレーに薄いフィ
ルムが貼ってある容器です。弁当を食べた後にそのフィル
ムをはがし、フィルムのみを可燃ごみとして廃棄します。
トレーは専用の回収ボックスに集められたのち工場に輸送
され、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ときに比べ可燃ごみを 95％
減らすことができます。

家具・家電のリユース

弁当容器をリサイクル　-リ・リパック -
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編集担当：石塚郁海（法政経学部３年）

　レジ袋有料化によって発生した、節減されたレジ袋仕入
れ代とレジ袋販売の収入を、生協から拠出していただき「れ
じぶー基金」と呼ばれる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、環境ＩＳＯ学生委員会が毎年企画立案し、実施して
います。
　2017 年度の「れじぶー企画」の一つとして、「オリジナ
ルタンブラー」を製作し、生協で販売しました。タンブラー
を普及させることで、ペットボトルの購入量を減少させる
ことを目的としています。デザインは「自然環境をイメー
ジするもの」を条件に学内で公募し、コンペの末、大学院
でデザインを専攻する中川みなみさんの作品が選ばれまし
た。製作単価 700 円程度するこのタンブラーをれじぶー
基金から捻出して割引にあて、学生にも購入しやすい価格
（200 円）で 450 個販売しました。

「れじぶー基金」

　千葉大学生活協同組合（以下生協）におけるレジ袋有料
制（１枚５円）は、環境ＩＳＯ学生委員会の発案から始ま
りました。2005年にレジ袋有料制を試験的に導入し、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。
　有料化して以降、生協の利用者でレジ袋を使用する割合
は年々減少を続け、その利用率は 2010 年度には約 1％、
2016年度には約0.5％にまで推移しました。
2017年度は 100万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 0.4％未満である
4,789人にとどまりました。

レジ袋有料制と利用率の推移
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編集担当：菱田朋佳 (園芸学部３年 )

　千葉大学では構内駐輪のほかに卒業やキャンパス移動、
故障等を理由に放置される自転車が大きな問題となってい
ます。これらを改善するために環境ＩＳＯ学生委員会では
不要となった自転車が放置される前に無料で回収するイベ
ントを西千葉・亥鼻・松戸の３キャンパスで行っています。
また、このイベントで回収された自転車のうち状態の良い
ものは適切な修理を受けたのち新入生や留学生などの希望
者に譲渡するという自転車のリユース活動も行っています。
2017年度は３キャンパス合計で 80台回収し 37台譲渡し
ました。

　西千葉キャンパスでは大学からの依頼を受けた環境ＩＳ
Ｏ学生委員会が 2017 年 12 月に 40 人体制で実際に駐輪
台数と駐輪状況についての調査を行いました。その結果構
内に駐輪されていた自転車 2,910 台のうち、指定されたス
テッカーの貼付率は 84.9% と 2016 年度より少し下がった
結果となったものの、所定の駐輪スペース内に停められて
いる自転車は 79.7% で 2016 年度から大きく改善されてい
ました。利用者の駐輪指定箇所に対する認知度の向上が確
認できたため、今後もさらなる駐輪状況改善のため学生や
教職員に対しマナー向上を重点的に呼びかけていきます。
また、本調査の結果は、構内の景観保全や安全対策のため
に役立てる予定です。

　COGOOとはスマートフォンのアプリケーションで簡単
に利用できるシェアサイクルサービスです (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専
用自転車の禁止に伴い、COGOOを導入しました。2013
年度に導入して以来一時休止したものの 2016 年度に 25
台、2017 年３月のリニューアルを経て現在では 50 台の
COGOOが稼働し、学生の西千葉キャンパス構内の移動を
サポートしています。

駐輪台数の調査と現状の把握

自転車回収・譲渡イベント

　千葉大学西千葉キャンパスでは構内の駐輪による緊急車
両・歩行者の妨げが問題視されていることを受け、構内移
動専用の自転車 (自宅からの通学自転車以外 )の持ち込み
を全面的に禁止しています。また通学用として自転車を利
用している利用者に対し年間800円のステッカーを発行し
交通環境改善費にあてることで (一部区域では 2,000 円 )、
自転車利用環境の向上を目指しています。

シェアサイクルCOGOOについて構内移動用自転車「ゼロ」を目指して
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編集担当：永富芳英（法政系学部３年）、丸山達也（工学部２年）

　西千葉キャンパスの「千葉大祭」は
出店団体およそ300、来場者数は４日間
でのべ5万人にのぼります。リサイク
ルの促進やごみ分別の徹底を目的とし
て、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、スタッ
フを常駐させることで来場者や出店団
体のごみ分別をサポートしています。

　松戸キャンパスで行われる「戸定祭」
では「分別コンテスト」を開催してい
ます。出店団体の戸定祭期間中のごみ
の分別状況や環境整備活動への協力状
況を評価し、優秀な団体の表彰を行っ
ています。また、今年度も昨年度と同
様リ・リパックの導入により、出店団体、
来場者ともに環境について考える契機
を作るイベントとなりました。

　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、ごみの分別を徹底しています。
また、2017年度からの試みとして千葉
大学の環境に関する取り組みを紹介す
るパネルを設置し、来場者への周知を
行いました。

　西千葉キャンパスの「千葉大祭」では 11 月３日・４日
の２日間で身近な環境、ごみ問題について知ってもらうた
めに、環境ＩＳＯ学生委員会がこども向けの環境クイズと
輪投げの企画を行いました。来場者は 348 人（2016 年度
136 人）と多くの方が参加してくれました。

大学祭における環境啓発企画

　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、出店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。

大学祭における環境対策

西千葉 松戸 亥鼻
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編集担当：小出ひなた (園芸学部２年 )、河野仁星（法政経学部２年）

職員の植物に対する関心を高める効果
も期待できます。企画で用いたプラン
ターは届けた花の時期が終わる頃に回
収し、再利用しています。
　2018 年度も千葉大学の緑化を促進
するため、設置箇所の増加に努めてい
きます。

　西千葉・亥鼻キャンパスでは 2015
年度から「育てて緑化、フラワープラ
ンター」企画を始めました。この企画
は、環境ＩＳＯ学生委員会が花の苗や
プランター・培養土などの植栽に必要
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届け、教職員が世
話をすることで、キャンパス全体の緑
化に努めるものです。また、学生や教

　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、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 8,596 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。

プランター企画

キャンパスクリーン清掃

です。また、千葉大学の環境・エネル
ギー方針にそって、環境ＩＳＯ活動の
さらなる継続を重要事項としていま
す。
　CMPは、教育・研究というソフトと、
キャンパスというハードを結びつける
基盤となるものです。学生、教職員、
地域の方々、また、千葉大学に関わる
すべての皆さんに愛されるキャンパス
を実現するために重要な役割を担って
います。
　キャンパス整備企画室のWEBサイ
ト（http://www.chiba-u.
ac.jp/campusplanning/
cmp2017.html）から簡単
にダウンロードできます。

　キャンパスマスタープラン（CMP）
は、千葉大学キャンパスの施設 ･環境
の将来像（20年程度）を示す骨格と
なるものです。また、今後のキャンパ
ス環境の整備や活用に関する具体的
な目標を定める上での指針でもありま
す。
　2017 年度、2012 年版のCMPを改
訂し、2016年４月から６年間の教育・
研究・運営の目標・計画（第３期中期
目標・計画）に対応するCMP2017を
策定しました。
　CMP2012 からの主な改訂点は、国
際教養学部新設などに伴うグローバル
化や、世界水準の研究拠点大学となる
ための施設のあり方などに言及した点

キャンパスマスタープラン

自然共生キャンパスを目指して
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 編集担当：河野仁星（法政経学部２年）、村田理紗・前田理沙（園芸学部３年）、田中真由（園芸学部２年）

　西千葉キャンパス総合校舎１号館
の北側にある中庭には、植物同好会
が学生支援課より委託されて整備を
行っている花壇があります。花壇で
は定期的な除草作業に加えて、春・夏・
秋の年３回程度花苗の植え付けを行
うことにより、季節の感じられる植
栽で構内の美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植

   おひさまガーデンとは、松戸キャン
パス北門の坂を登って左手にある庭
園です。環境ＩＳＯ学生委員会が主
体となり、専門家と協力して除草や
花の植え付けなどの管理作業を行っ
ています。ビオラやヤグルマギクな

　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

え付けることができる植物に限りは
ありますが、2017 年度に花壇のデザ
インを変更し、花だけでなくさまざ
まな色や形の葉も楽しむことができ
るようにするなどの工夫をしていま
す。今後も引き続き花壇整備を行う
ことで、美観維持に力を入れていき
ます。

どの季節の草花、花木やハーブ類な
ど、時季によって変化する植栽がキャ
ンパスを訪れる人々を楽しませてい
ます。

にそって植えられた花々が訪れる人
を “歓迎 ”しています。

中庭花壇

おひさまガーデン

看芸ガーデン

　西千葉キャンパスでは、緑化と省エ
ネ活動の一環として、夏に緑のカーテ
ンの育成・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
サガオといったツル植物を用いて作ら
れる植物のカーテンです。
　環境ＩＳＯ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、水やりなどをして緑のカーテンに

仕上げています。このカーテンはキャ
ンパスの景観向上に寄与するほか、外
からの光を遮ることによる室内温度の
低下にも貢献しています。実際に緑の
カーテンの外側と内側では約５℃の差
がありました。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。 

緑のカーテン
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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

業の効率アップを図ることができまし
た。2017 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

　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

　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。

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

も有しており、大学における化学物質
管理は複雑化しています。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。

　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。総合
大学である千葉大学では医薬系の学部

化学物質の管理の徹底

安心安全キャンパスを目指して

6,000

0

2,000

4,000

1,000

3,000

5,000

2015 2016 2017



サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
キ
ャ
ン
パ
ス
を
目
指
し
て

44
 編集担当：菱田朋佳（園芸学部３年）

　総合安全衛生管理機構では学生や
教職員に向け、ニコチン置換療法を
利用した「禁煙支援外来」を行って
います。また実際に喫煙所をまわり、
呼気一酸化炭素濃度測定や肺年齢測
定の定期的実施、喫煙による身体へ
の影響をまとめたポスターの設置等
を行い、より多くの人に喫煙による
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。

禁煙サポート

　環境ＩＳＯ学生委員会では毎年４月
に大学構内の分煙状況及び分煙環境
を把握することを目的に学生と教職
員に対しアンケートを行っています。
2018 年４月に行ったアンケートでは
学生 1,635 名、教職員 260名のうち、
喫煙者の割合は学生 14.3％、教職員
20.5％という結果になり、喫煙者数は
ほぼ横ばいです。分煙環境やマナーに

　千葉大学では総合安全衛生管理機構
を中心に「国立大学法人千葉大学にお
ける喫煙対策に関する方針」に則り、
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すること
で受動喫煙の防止に努めています。一
部の喫煙所ではプレハブ小屋を設置す
る等の取り組みにより、歩きタバコの
防止を呼びかけています。一方で受動
喫煙対策が未だに完全ではなく、歩行
中に喫煙所から流れ出た煙を吸ってし
まうこともあります。今後も喫煙所で
のマナー向上や清掃活動、設置場所の
見直しなど継続的な改善と生活環境の
整備を図っていきます。

関するアンケートでは、「とても満足」
「やや満足」と回答している割合が学
生81.5％、教職員70.2％でした。また、
大学構内の全面禁煙についてでは学生
の69.1％、教職員の80.3％が「賛成」
または「どちらかといえば賛成」と回
答しています。

喫煙状況のアンケート結果 分煙環境の整備

49.8

0% 25% 50% 75% 100%

(%)

19.3 7.1 5.8 18.1

62.5 17.8 6.9 6.2 6.6

詳細データおよび
環境意識アンケートの詳細は
大学ウェブサイトに掲載▶
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　生協食堂では、フライヤーのろ過装置を用いた廃油量の抑制、定期的なエア
コンフィルターの清掃や、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、開講期間中には環境ＩＳＯ学生委員会と協力して生ご
みの堆肥化も行いました。

千葉大学生協食堂　吉田 憲司店長

　ライフセンターでは、紙の分別やエアコンの設定温度の調節等を行い、日常的
に環境に配慮しています。また、毎月17日を「トナーの日」とし、使用済みトナー
４本とコピー用紙１冊を交換するという取り組みを行っており、トナーの回収促
進にも努めています。

千葉大学生協ライフセンター　佐々木 誠司店長

　ブックセンターでは、毎年環境関連書籍を導入し、販売促進活動を行ってい
ます。また、照明・エアコンの調節、パソコンの電源オフなど、環境に配慮し
た営業を継続しています。レジ袋を希望制とし、レジ袋の削減にも取り組んで
います。

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だけでなく、一度使用した紙や搬入時の
包装紙を分別してとっておき、裏紙として再利用するほか、購入者に包装紙と
して利用してもらうなど、用紙廃棄物の削減に努めています。

ショップ大和屋　林 功店長

　コルザでは、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、調理器具選択の段階で油使用
量の少ないものを選ぶなど、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。

レストラン コルザ　沖野 好規料理長

インタビュアー：石塚郁海（法政経学部３年）

　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EMS・EnMSの運
用に取り組んでいます。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。

構内事業者による環境への取り組み
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   編集担当：石塚郁海・小島菜摘（法政経学部３年）

―千葉大学との関わりについて教え
てください。
　2016 年４月に自動販売機部門で契
約し、主要４キャンパスと医学部附属
病院にある計110台の自動販売機にお
いて、自動販売機及び中の飲料の搬入
を行っています。また、自動販売機の
横に設置している空き容器回収BOX
に捨てられた空き容器に関しては、回
収してリサイクルしています。

　株式会社ジャパンビバレッジホールディングスは自動販売機
のオペレーター業務を主とした企業で、千葉大学には自動販売
機と飲料の搬入、空き容器の回収などを行っています。今回は
グループ全体の環境戦略の策定・推進、飲料容器の再生処理を
行っている株式会社ジャパンビバレッジエコロジー（以下エコ
ロジー）に訪問し、お話を伺いました。

学生がごみ処理業者に見学に行きました
　ごみの分別・処理状況を把握し、大学における分別の啓発活動に役立てるため、環境Ｉ
ＳＯ学生委員会のごみ班では、千葉大学のごみ処理業者の１つである近藤商会千種工場を
見学しに行きました。
　ごみを手作業で分別する様子や個人情報が含まれる電子機器の処理などを見学し、分別
が不十分であれば資源になり得ないことなどを伺いました。また、ごみを資源とする過程
では機械を使用するだけでなく多くの作業を人の手で行っていました。
　この訪問を通し、千葉大学におけるごみ分別の啓発活動をより強化していくとともに、
医療器具の滅菌など義務づけられていることの徹底をはかっていきます。

―御社の環境に対する取り組みにつ
いて教えてください。
　当社は全国に約100の支店を持って
います。2001 年 1 月に ISO14001 を
全サイトで取得し、認証を継続してい
ます。それぞれの支店において近隣の
清掃や行政主体の活動への参加など、
独自の活動を行っています。
　当社は自動販売機のオペレーターと
して唯一、空き容器の回収と再生処理
を自社で行っています。当社は 2003
年に「リサイクルプラザ JB」という
工場を埼玉県に建て、関東近県の 24
支店で回収した空き容器をリサイクル
しています。工場は職員同伴のもとい
つでも見学することができます。また
エコロジーとしては、小中学校を対象
に分別ゲームなどを通して空き容器が
どのように生まれ変わるかを知っても
らう出前授業も行っています。
　省エネに関しては、缶・ビン・ペッ

トボトルの自動販売機は最近ではヒー
トポンプの自動販売機のみ購入してお
り、20年前と比較して消費電力が半
減しています。また、オフィスの照明
の LED化にも努めており、３年前に
は工場内の電気をすべて LED化しま
した。自動販売機の夜間照明もすべて
LEDとなっています。運搬に用いる
車両に関してもハイブリッド車の導入
に努めています。今後もジャパンビバ
レッジホールディングスは、環境配慮
に関する努力を続けていきます。

株式会社ジャパンビバレッジホールディングス

 　千葉大学では、さまざま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。

関連事業者による環境配慮




