
千葉大学では、多くの学生が主体的に様々な環境活動を行っています。
その活動は大学を出発点に、地域とのふれあい、社会との交流、そし
て国際的な舞台へと著しい広がりを見せています。近年では海外で表
彰を受けるなど、その成果は国内外問わず認められつつあります。
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　「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、
各実施計画における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。また、大学が発行する「環境報告書」の原案も作成しています。

各種文書の原案作成

環境目的・環境目標・実施計画の策定

　毎年12月～ 1月にかけて、環境ＩＳＯ学生委員会が、EMS・EnMS上の監視測定責任者となっている施設環境部や総合
安全衛生管理機構などの学内の環境系の部署や学生委員会内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。

編集担当：上田幸秋（法政経学部３年）

学生主体によるEMS・EnMSの運用

３．千葉大学が誇る学生主体の環境活動　～大学から、地域・社会・世界へ～

　千葉大学では環境ＩＳＯ学生委員会が、EMS・EnMSの中核業務に携わること
が大きな特色になっています。

▲基礎研修の様子

▲外部審査の様子

▲内部監査の様子

　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、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、毎年４月から５月にかけて環境ＩＳ
Ｏ学生委員会の学生が講師となり、EMS・EnMSに関する基礎研修を実施します。
また、研修で使用するパンフレットも制作しています。研修は学部・学科・学年
別に開催されるため、2017年度は 71名の学生委員が講師となり、151回の研
修を担当しました。

基礎研修講師

　EMS・EnMS が計画的に運用されているかについて、毎年９月末に教職員と
環境ＩＳＯ学生委員会の学生によって構成された監査チームがユニット（研究
室等）の監査を行います。学生にとっては、PDCAサイクルの「Check」にあ
たる部分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
リストなども環境ＩＳＯ学生委員会が作成します。なお、環境ＩＳＯ学生委員
会も内部監査の対象ユニットとなっています。2017 年度は 9月 27 日～ 29 日
に実施し、学生 70 名と教職員 88 名の計 158 名で、132 ヶ所のユニットの監
査を行いました。

内部監査

　毎年 11 月から 12 月にかけて、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。環境ＩＳＯ学生委員会の学生は外部
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審査を体験できる貴重な機会です。
また、内部監査同様環境ＩＳＯ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。

外部審査



　長年千葉大学が EMSを運用してき
たノウハウを活かし、学生の立場か
ら企業や地域社会に対し「環境」と
いうテーマで働きかけを行っていま
す。エコプロ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
が取りやすくする役割も果たしてい
ます。

環境活動推進事業
　そのほかにも、環境啓発を広げる一
環として 2017年度はライオン株式会
社、東京サラヤ株式会社等多数の企業
を訪問、情報交換をし、エコ教室への
商品提供を受けるなどしました。
　さらに、量子科学技術研究開発機
構のQST 環境報告書の第三者意見を
執筆しました。執筆にあたっては、
高崎量子応用研究所と六ヶ所核融合
研究所の施設を見学しました。

植樹里山事業
　手入れをする人がいなくなってし
まった山林を整備し、皆が楽しく活動
できる場所につくりかえることを目
的として月に１度、植樹や間伐などを
行っています。
　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 の森にて里山の管理活動を
行っています。また、2016年度からは、
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。

環境教育事業 “出張 eco 教室 ”

　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
た独自の授業を展開しています。授
業を通して「環境によい選択（消費
活動）」について子どもの理解を深
め、賢い消費者の育成を図っていま
す。また、授業ではワークショップ
を行います。そこでは、企業から提
供を受けた環境配慮製品を実際に手
にとることにより実践的な環境教育
を行っています。2017 年度は、三菱
製紙販売株式会社などと協同してオ

リジナルノート教材を作成し、実際
に授業で配布、使用しました。
　2017 年度は３つの小学校にて出張 
eco 教室を行いました。

● 2017 年度　実施校
６月 10日（土）
葛飾区立上千葉小学校５年生　116名
９月 19日（火）
船橋市立八木が谷小学校５年生　105名
10 月 31 日（火）
千葉市立弥生小学校４年生　38名

編集担当：落合優衣（教育学部３年）
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NPO法人としての取り組み

３．千葉大学が誇る学生主体の環境活動　～大学から、地域・社会・世界へ～

　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。法人化によって大学組織の枠組みを越えた活動が可能になり、企業や地域社会と
の交流に積極的に踏み出せるようなりました。
　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、2017年度は110名
（2018年1月11日現在）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。

▲ノート教材

▲里山整備活動の様子

▲エコプロでの様子

▲施設見学の様子



編集担当：志賀萌花（園芸学部２年）
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各地区委員長より

３．千葉大学が誇る学生主体の環境活動　～大学から、地域・社会・世界へ～

　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年間で代替わりします。

　2017 年、法政経学部の諸先輩方が
歴任してきた委員長を、工学部所属と
しては初めて自分がその役を務めま
した。何事も現状を維持するだけでは
無意味だと思い、「今まで行われてき
たイベントをしっかり引き継ぎ、より
良いものに昇華させる」ということを
心がけ、メンバーにもそのことを念頭
に置いて環境活動に取り組んでもら
えるよう尽力しました。そのためには
メンバー間の交流・コミュニケーショ
ンが重要であることから、種々の交流
の機会を増やすよう努めました。
　また、企業との協同が活発になった
年でもありました。企業から資源やス

キルの提供を受けて活動することで、
学生は貴重な経験ができるこれらの新
企画は委員会の発展に大きく寄与した
と考えています。私は委員長として進
捗を見守るのが主でしたが、本音を言
えば、これらの魅力的な活動にもう少
し主体的に携わりたかったです。
　このような活動ができているのも、
メンバーの努力はもちろん、大学や地
域の皆様のご理解・ご協力ゆえです。
感謝いたします。これからも自分た
ちなりに活動を発展させていきたいと
思っておりますので、応援のほど、宜
しくお願いいたします。

西千葉・亥鼻地区14代目委員長

日隈壮一郎（工学部都市環境システム学科４年）

も復興応援という形で園芸学部の特
色を活かし、活動して参ります。
　最後になりましたが学生委員会の
活動にご協力してくださっている大
学教職員や地域の方々に深く御礼申
し上げます。今後もご協力よろしく
お願いします。

　環境ＩＳＯ学生委員会は大学内の
どのサークルや団体とも異なる比類
ない組織だと思います。そのため学
生委員会だからこそできることに焦
点を当て、積極的に活動していくこ
とが学生委員の本分であると常々考
えていました。そして 2017 年は委
員会の活動の幅を広げていくことで
風通しのよい組織づくりを目標に活
動して参りました。結果として５月
には松戸市こども祭りに出展し、12
月には冬の省エネ省資源イベントを
開催することができました。新規の
活動を進めるために過去の先輩方の
活動を振り返る場面が多々ありまし
た。過去の多くの活動に触れること
で自分たちが活動できるのは先輩方

が築いてきた土台があるからこそ成
り立っているのだと感じ、私たちも
またその一端を担っているのだと実
感しました。後輩たちにも私たちが
築いた土台をもとに新しい活動に積
極的に取り組んでいってほしいです。
 また東日本大震災以来、活動を行っ
ている雄勝ローズファクトリーガー
デンは移転作業が完了し、2018 年３
月末にリニューアルオープンしまし
た（詳細 p.53）。活動が開始して約７
年が経過し、ローズガーデンは東北
の被災地において、住民の手で取り
組んだ活動としては最大級のもので
あり、花と緑を用いた復興応援活動
のシンボルとも言える存在になって
います。松戸・柏の葉地区では今後

松戸・柏の葉地区12代目委員長

千葉 敦（園芸学部緑地環境学科４年）



インタビュアー：志賀萌花（園芸学部２年）
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環境ＩＳＯ学生委員会のOB・OGより

３．千葉大学が誇る学生主体の環境活動　～大学から、地域・社会・世界へ～

　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。

学生主体の活動への理解があまり浸透
していなかったため、苦労もありまし
たが、良い経験となりました。さらに、
エネルギー会社と連携して環境教育企
画を行ったり、他大学のＩＳＯ委員会
を訪問しての講演など PR活動に励ん
だりするなど、多くのことに挑戦でき
ました。現在、経営コンサルタントの
仕事をしていますが、学生委員会で経
験したことが私の礎となっています。

現在は、埼玉県坂戸市役所に入庁し、
都市計画課で都市計画決定の手続きや
都市計画法に基づく許認可に関する事
務に携わっています。行政の仕事では、
市民の目線に立つことや一緒に働くメ
ンバーとのチームワークが大事です。
学生委員会で活動していた時の「裏か
ら組織を支える」というモットーは、
今も大切にしています。

西千葉・亥鼻地区３代目

熊谷真さん

松戸・柏の葉地区7代目

福田昌代さん

　学生委員会ではミックス古紙回収
の構想立案から携わり、後輩に引き継
ぎながら丸３年かけて回収システム
を構築しました。今でも大学に訪れて
ミックス古紙回収カートを見ると、そ
のときの苦労や達成感を思い出し、感
慨深い気持ちになります。
　2006 年からは亥鼻地区の ISO取得
の学生責任者となり、ISO14001 の取
得に向け、環境目的・目標・実施計画
などの策定に主体的に関わりました。

ミックス古紙回収の開始と亥鼻地区での ISO取得に貢献

　学生委員会では、会計として委員会
活動で使用する物品の購入や予算の
管理等を行っていました。東日本大震
災の被災地である宮城県石巻市での
緑化プロジェクトにも参加し、現地の
方々と学生への連絡・調整等を担当し
ました。表に出ない活動が多かったで
すが、「裏から委員長やメンバー、委
員会を支える」ことをモットーにして
継続することができました。

「裏から委員会を支える」をモットーに

が必要だと感じています。活動範囲の
拡大に伴う、幅広い活躍に期待してい
ます。また、社会人になったみなさん
が、千葉大学を卒業した人材として、
社会で活躍し貢献することを願ってい
ます。

　委員会の活動範囲は、従来は紙ご
み・エネルギーなどに関する学内の取
り組みが中心だったと思います。しか
しこれからは、大学内だけでなく地域
や市・県・国にまで意識を向け、視座
を高く持って活動を広げていくこと

後輩へのメッセージ～視座を高く持って活動をしてほしい

緑化プロジェクトは、時間のかかる活
動ではありましたが、とても楽しかっ
たです。一方で、活動すること自体が
目的にならないように、目的・目標を
振り返り、マネジメントを意識するこ
とを忘れないでほしいと思います。

　社会人になると、自分の好きなこ
と・興味があることに自由に取り組め
る時間が限られてしまいますので、ま
ずはやりたいことを一生懸命取り組
んでほしいと思います。私の場合、自
分でやりたいと選んだ会計や被災地

後輩たちへのメッセージ～やりたいことを一生懸命やってほしい

2009 年　千葉大学法経学部卒業
2009 年　株式会社日本能率コンサル
　　　　  ティング　入社

2016 年　千葉大学大学院学園芸学研究科
　　　　  卒業
2016 年　埼玉県坂戸市役所　入庁

▲当時の活動の様子

▲当時の活動の様子



編集担当：八代 慈瑛 ( 法政経学部２年 )
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留学生と協力した環境活動

３．千葉大学が誇る学生主体の環境活動　～大学から、地域・社会・世界へ～

　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生支援事業」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。

千葉大祭での英語によるゴミ分別案内
　千葉大祭において留学生にゴミの分別方法を理解してもらうため、英語を用い
たゴミの分別方法説明版を全てのゴミステーションに設置しました。また、大祭
開催一週間前からイングリッシュハウスにポスターを掲示し、ごみ分別の周知に
努めました。

中国人留学生による海岸清掃
　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属する留学生と日本
人留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８年間での漂着物やゴミの回収量は810㎏ に上
ります。

留学生向けに英語による基礎研修を実施

　環境ＩＳО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ＩＳО基礎研修（詳細 p.44）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で作成しています。

留学生のコメント
国際教養学部　交換留学生　カオディー パッタラーワンさん（タイ）
　千葉大学には多くの環境啓発に関するポスターがあります。それらのポスターには「千葉大
学は地球環境を尊重しています」と書いてありました。私が最初に千葉大学に来た時には、そ
れらの内容がポスターに書いてある理由がわからなくて混乱しました。しかし、まもなく私は
その意味を理解することができました。千葉大学のキャンパスがクリーンであることに気づい
たからです。空気はきれいで、キャンパスは緑にあふれています。私は、このような千葉大学
の活動により環境保護についての意識が着実に人々の間に形成されていると感じています。

▲英語の基礎研修パンフレット

▲英語でのゴミ分別案内ポスター

▲海岸清掃イベントの集合写真



編集担当：石川里桜・犬竹伊織（園芸学部３年）

● 2017 年 7月
　移転先のガーデンの擁壁の土留めに使う石を川から運ぶ作業と、ガーデンの横
に新たにつくったオリーブ畑のオリーブの木に追肥を行いました。石巻市全体で
北限のオリーブとして新産業を育てようという取り組みになっています。また、
復興の経験を語り合う「みやぎボイス」というイベントに参加し、被災地の現状、
今後について地元住民、行政、専門家といったさまざまな視点からの意見を聞き
ました。

雄勝ローズファクトリーガーデン

復興応援活動とは

　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。2011 年７月から毎年継続して被災地を訪問し、コミュニティガーデンづくり、維持、
管理活動や商店街の緑化活動などを地域住民の方々と一緒に行ってきました。

　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 ) が瓦礫だら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、活動が始まりました。こ
れまでに地元の住民の方々、ボランティアの方々、地元の造園会社等と協力しながら毎年約４回、７年間に渡り継続的
に低平地の緑化に関わってきました。復興事業で多くの方々と協働で創ってきたローズガーデンの一部が道路用地とな
ることを受けて、2017 年にはローズガーデンの本格的な移設作業に取り組むこととなりました。2017 年度は学生や卒
業生など毎回 20人程度、延べ約 100 人が活動に参加し、地元の方々と協力して作業を行いました。
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植物を通じた復興応援活動

３．千葉大学が誇る学生主体の環境活動　～大学から、地域・社会・世界へ～

　花と緑を通じた復興応援活動（被災地プロジェクト）は、国立大学の中で唯一の園芸学部
としての知識や経験を活かして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、さらなる活動の発展を図っています。

● 2017 年 10月
　新ガーデンに設置された大きな温室内でも作業が出来るように、レンガを敷
きました。また、ガーデン内の排水のために土を掘ってホースを設置するなど、
新しいガーデンづくりのための基礎作業をメインに行いました。

● 2017 年 12月
　10 月に行ったレンガ敷きの続きの作業を行う一方で、新ガーデンの土なら
しをして植栽のための土台づくりを行いました。また、これらの作業と並行し
て、前ガーデンの植物等の撤去作業も行いました。

● 2018 年２月
　新ガーデンに配置する園路や建物、池などのマーキングと、飛び石に使う石
の選別を行いました。また、今回はガーデンでの活動だけでなく、雄勝半島の
先端に位置する漁師町である大須町での花壇づくりを手伝いました。

● 2018 年３月
　新ガーデンのオープニングに伴う準備として、柵の色塗りやガーデンの芝張
り、セレモニー用の装飾を行いました。31 日にはガーデンのオープニングセ
レモニーが開催され、地域の人々との交流の一環として、花を植えました。

▲オリーブの木への追肥の様子

▲レンガを敷く作業

▲新しいガーデン



千葉市地球温暖化対策地域協議会「次世代分科会」

　2016 年度から環境ＩＳＯ学生委員
会の学生が、千葉市地球温暖化対策
地域協議会の「次世代分科会」メン
バーとして活動しています。「次世代
分科会」は、次世代を担う 10代、20
代の学生が中心となって温暖化対策
に取り組むため、2016 年度に千葉市
地球温暖化対策地域協議会に設置さ
れた分科会の 1つです。
　次世代分科会での第１弾の取り組み
として、環境啓発のための「ecoトイ
レットペーパー」を製作しました。学

Chiba Winter Fes 2018 の開催

　「Chiba Winter Fes 2018 ～千葉か
らエコを広げよう～」は、大学生や地
域の方を対象に環境問題への意識を啓
発するとともに、地域を活性化するた
めに開催したイベントです。環境ＩＳ

大人から子供まで楽しめる企画が盛りだくさん
　環境意識を啓発するための企画と
して、パネルルームと題し企業や自治
体、千葉大学によるパネル展示を行い
ました。企業の展示では来場者が手
軽に取り組めることを中心に紹介し、
洗剤の容器に関するエコの紹介や、燃
料電池自動車の展示やハイブリッド
自動車の試乗も実施しました。事前に
エコ川柳を募集し、当日来場者の投票
で対象を決める企画も行いました。ま
た、ふれあいエコ広場と題した子供向
けのエコについて学べる体験として、
輪投げや魚釣りゲーム・葉っぱクイズ
も実施しました。

　屋外ではハイブリッド自動車を電
源としたステージで千葉大生による
ダンスパフォーマンスや吹奏楽の演
奏などを行いました。千葉市内を中
心に活動するマスコットキャラク
ター４体が登場し、大学生とダンス
の共演も行いました。また、大学周
辺の飲食店の出張販売や千葉県の特
産品の販売も実施しました。地域の
方が出店するフリーマーケットも実
施しました。会場全体を回るスタン
プラリーも開催しました。（イベント
Web サ イト　https://chibawinterfes.
wixsite.com/winterfes）

来場者からの反響
　来場者を対象としたアンケートの
結果によると、小学生から 70 歳代と
幅広い世代に千葉大学の環境活動へ
の理解を深め、エコや環境問題への
意識を高めてもらうことができまし
た。中でもスタンプラリーが大好評
であり、来場者の方に会場全体を回っ

てもらうことができました。
　また、企画した学生も貴重な経験
をすることができました。企画の立
案をはじめ、企業や大学への交渉、
ロゴマークやチラシなどのデザイン
といった事前の準備から当日の運営
まで、すべて学生で行いました。こ
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地域社会との交流活動

３．千葉大学が誇る学生主体の環境活動　～大学から、地域・社会・世界へ～

▲ eco トイレットペーパーのイラスト

れまでの学生委員会の活動を超えた
これらの活動を経験した学生からは、
「他ではできない多くの経験をするこ
とができた」や「学生同士の交流を
図ることができた」、「臨機応変に対
応できるようになった」といった声
がありました。

生がロールや包装紙にエコアクション
のイラストをデザインし、日常の中で
楽しみながらエコに親しめる啓発品に
仕上がりました。このペーパーは「エ
コメッセ2017 in ちば」などの環境イ
ベントで配布され、好評を博していま
した。
　今後は、「ちばし温暖化対策フォー
ラム　第4次アクションプラン」に基
づき、小中学生を対象にした環境教育
活動や啓発活動を検討し、実施してい
きます。

Ｏ学生委員会が主催し、地域の皆様の
協力を得ながら、2018 年 2 月 12 日
に西千葉キャンパスにて開催しまし
た。千葉テレビの公開収録などさまざ
まな企画を実施し、千葉市内を中心に

約 1500 名の方が来場しました。この
規模の環境イベントの開催は、千葉大
学では初めてでした。

▲エコに関する輪投げ

▲ハイブリッド自動車を電源としたステージ

▲ eco トイレットペーパー



編集担当：山口逸平（工学部３年）、矢田優佳（園芸学部３年）、小出ひなた（園芸学部２年）

地域の方との交流企画
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流しそうめんを通じて地域の自然と触れ合うイベント
　環境ＩＳＯ学生委員会は、2014 年
度から毎年８月に、松戸キャンパス構
内にて地域の方々を招いた流しそうめ
んイベントを行っています。このイベ
ントの特徴は、松戸キャンパス内に自
生している竹を利用して、流し台を作
る作業から子どもたちと一緒に行うこ
とです。普段の生活でめったに見かけ
ることのない本物の竹を実際に見て、

触れて、使用することで、地域の人々
の自然に対する興味・関心がより高ま
ります。また、子どもたちと保護者の
方々が一丸となって流し台を作製する
ことで、地域のコミュニケーションが
より活性化していきます。参加者の皆
さんからは松戸地区の夏の風物詩とし
て好評を博しています。

こどもまつり
　教育系サークルを中心とした学内団
体が様々な催し物を企画し、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。2017 年度は、牛
乳パックから再生紙を作ることによっ
てリサイクルをより身近に感じられる
「紙すき体験」、環境ラベルを学べる「宝
探しゲーム」、他にも環境に関連づけ

▲紙すき体験の様子 ▲箱の中身当てゲームの様子 ▲輪投げの様子

た「箱の中身当てゲーム」や「輪投げ」
を行いました。６月 17・18日の２日
間で計 444 人の子どもたちが参加し、
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。

「いそちゃんだより」の刊行
　環境ＩＳＯ学生委員会は、西千葉
キャンパス周辺の地域住民に対して、
活動の広報を強化するため、地域広
報紙「いそちゃんだより」を 2017
年６月より発行し、近隣自治会の回
覧板に載せています。掲載内容の検
討から執筆・編集、配布先との調整
に至るまですべて学生が行いました。
いそちゃんだよりでは、学生委員会
の活動や企業との協同プロジェクト
の紹介、地域住民を対象としたイベ
ントの開催・出展情報をお知らせし
ているほか、地域住民とともに管理
している「ちーあいふれあいの庭」
（p.56）の最新状況をお伝えしたり、
省エネ豆知識の掲載などを通じ、環
境意識の啓発も図っています。 ▲いそちゃんだより　2017 年度６月号

協力して流し台を作製する
　　　　地域の人の様子▶



編集担当：佐々木圭（園芸学部３年）、崎山嗣舜（法政経学部２年）

コミュニティガーデンの運営
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▲管理作業と交流 ▲花苗の植え付け

▲ちーあいふれあいの庭の花植えイベント ▲花壇整備の様子

ちーあいふれあいの庭
　西千葉・亥鼻地区環境ＩＳＯ学生委
員会は、2013 年度より千葉大学西千
葉キャンパスと敬愛大学の間に位置す
る新港横戸町線道路の交差点脇の緑地
帯に花壇を設けました。この花壇を、
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大学の「千」、
敬愛大学の「愛」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。長年にわたるこの活動が評価さ
れ、2017 年 5 月 8 日、平成 29 年度
千葉市を美しくする会総会にて「千葉

市を美しくする運動推進功労者【団体
の部】」として表彰されました。
　2018年度で本活動も６年目に突入し
ます。今後も、景観を維持していくだ
けではなく、近隣住民の方々、さらに
は学生同士の交流を深めることのでき
る場所としての役割を担っていきます。

戸定みんなの庭
　松戸・柏の葉地区環境ＩＳＯ学生
委員会は、松戸キャンパス北門近く
にある「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と共
同で管理しています。松戸市の土地
を無償で借り、千葉大学の学生・教
職員、地域の方で構成される「戸定
みんなの庭の会」によって運営して
います。毎月行われる活動では、除

草や花苗の植え付けなどの庭の管理
作業のほか、竹を用いた四つ目垣の
作製、地域の小学生を対象とした夏
休みの自由研究企画、みんなの庭の
植物を使ったクリスマスリース作り
などのイベントも実施しています。
　子供からお年寄りまで、幅広い年
齢層の方が活動に参加し、参加者そ
れぞれが人との交流や自然との触れ

合いを楽しみながら庭づくりを行っ
ています。この活動により、松戸市
の緑地を増やし、大学と地域社会と
のコミュニケーション活性化に大き
く貢献しています。最近では、松戸
キャンパス周辺で活動する千葉大学
の他団体と協力する機会もあり、大
学と地域をつなぐ取り組みとしての
役割を果たしていきます。



編集担当：村田理紗・佐々木圭（園芸学部３年）

地域と交流する千葉大学の環境系サークル等

57

ＨＧＣ (Human Green Coordinator)

　ＨＧＣは 2010 年に設立しました。
緑と人との関連性をテーマとして、緑
を用いた人とのコミュニケーション並
びに自らの専門分野の知識を深めるこ
とを目的としています。現在は月に１
回程度、提携している高齢者のお宅を
訪問し、お庭の手入れとともに住民の
方との交流を目的とする訪問園芸活動
を行っています。

植物同好会

　植物同好会は、山野草に親しむこ
とを目的として 1956 年に発足しまし
た。約 60 名の学生が所属しており、
西千葉と松戸の両キャンパスで活動し
ています。主な活動内容としては、西
千葉キャンパスと松戸キャンパスの中
に所有している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、月に数回開催される
自然や植物の知識や交流を深めるため
の例会、大学祭での球根・多肉植物等
の販売や体験教室の開催、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
画などがあり、年間を通して植物にふ
れあいながら活動しています。 ▲霧ヶ峰自然保護指導員としての活動の

　様子

▲訪問園芸活動の様子

NPO法人Drops による「学園通り」での交流活動

　NPO 法人 Drops は、2005 年に千
葉大学生を中心に設立したNPO法人
で、「楽しいコトづくり」を行うグルー
プです。さまざまな学部のメンバー
とともに、千葉大学正門前から京成
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。春には通りに彩を添え
る紫色の風車を設置し、夏にはそこ
が 5000 株ものアガパンサスの紫の花
で埋め尽くされます。花の咲かない
秋から冬にかけては、「ペットボタル」
を設置し、昼間の太陽光を利用した
充電で夜道を明るく照らします。
　これらの活動は、地元の皆さんと
学生が一緒に汗を流しつつ、毎月第
３土曜日にごみを拾い雑草をとる

▲学園通りに咲き乱れるアガパンサス

という地道な手入れを続けることに
よって支えられています。その結果、
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。

夏の初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
がることを願っています。



編集担当：木野一貴（工学部３年）

58

環境に関するイベントへの出展

３．千葉大学が誇る学生主体の環境活動　～大学から、地域・社会・世界へ～

　環境ＩＳＯ学生委員会では、環境に対する取り組みの広報と、今後協働の可能性のある他
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参加・出展を
おこなっています。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と千葉大学内外におけるさまざま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。2017年度では、以下のようなイベントに参加・出展を行いました。

エコライフ・フェア 2017

　６月３日・４日に都立代々木公園
で開催された「エコライフ・フェア 
2017」において、千葉大学での環境
に関する様々な活動をパネルや資料
によって紹介するほか、2017 年度の
イベントコンセプトである「地球が

すき。未来がたのしみ。」に合わせて、
来場者の多くを占める子どもや家族
連れに対して楽しみながら環境活動
への意識を高められるよう、ゲーム
を取り入れた環境教育の場を提供し
ました。

▲子どもたちとのふれあい

ちばし環境フェスティバル
　６月 14日に千葉市文化センターで
開催された「ちばし環境フェスティバ
ル」において、学生委員会はブースを
出展し、千葉大学や学生委員会の活動
に関するパネルや資料を用いて広報し

ました。約 60 名ほどの市民がブース
を訪れ、説明に耳を傾けていました。
来場者には、オリジナルうちわや環境
報告書などを配布しました。

▲来場者に説明

エコメッセ 2017 in ちば
　10 月９日に幕張メッセ国際会議場
で開催された「エコメッセ 2017in ち
ば」は、主に千葉県内の様々な団体
が環境に対する取り組みを発表する
イベントです。学生委員会が出展し
たブースでは、パネル展示・各種資

料配布と、子どもを対象にした魚釣
りゲームを行いました。また、次世
代分科会として千葉市地球温暖化対
策地域協議会のブース出展にも協力
しました。

▲魚釣りゲーム

エコプロ 2017
　「エコプロ2017」は東京ビックサイ
トで開催される国内最大級の環境イベ
ントで、12月７日から12月９日の３
日間開催されました。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。
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、子どもには環境に関す
るクイズや環境紙芝居を行い、楽しん
でもらう工夫もしました。

▲ブース対応の様子



編集担当：新谷有希奈 (法政経学部３年 )、岡桃菜（国際教養学部３年）

SAJU（日本・南アフリカ大学）フォーラム
　「日本・南アフリカ大学フォーラム
（SAJUフォーラム）」は、高等教育分
野における南アフリカ共和国と日本
の間の学術交流・協働の枠組みの構築
を目的として、毎年開催されていま
す。2017 年７月 15 日、16 日に開催
された第３回フォーラムのテーマは
「Cooperation between South African 
and Japanese universities toward 
achievement of SDGs」で、千葉大学

から渡邉誠理事と岡山咲子特任助教が
出席しました。環境・エネルギーに関
する分科会では岡山特任助教が「学
生主体の環境マネジメントシステム
による環境・教育・コスト削減効果」
と題して、千葉大学の ISO14001・
ISO50001 の取得経緯と学生主体の運
用の仕組みと効果について報告を行い
ました。

ISCN(International Sustainable Campus Network)

　2017 年６月 26 日から 28 日の３
日間、カナダのバンクーバーにある
ブリティッシュ・コロンビア大学で
ISCN2017 カンファレンスが行われ
ました。そこで、環境ＩＳＯ学生委
員会の学生３名が TED形式で７分間
のケーススタディプレゼンテーショ
ンを行いました。『What we earned 
by becoming NPO』というテーマ
で、環境ＩＳＯ学生委員会がNPO法
人化して得られた３つの利点 (Social, 
Educational, Practical advantages) に
ついて説明しました。
　また、カンファレンスのプログラ
ムの中では、授賞式へ出席するとと

もに ISCN に参加した理由や SDGs
と活動の関わりなどについてディス
カッションを行いました。ポスター
セッションでは事前に作成したポス
ターを用いて環境ＩＳＯ学生委員会
について説明をしたほか、キャンパ
スツアーにも参加しました。
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日本から世界への飛躍
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第３回サステイナブルキャンパス・アジア（ACCS）国際会議
　2017 年 12 月、京都大学で開催
された、アジアにおけるサステイ
ナブルキャンパスの推進を目的と
した「第３回サステイナブルキャ
ンパス・アジア国際会議」（The ３
rd Asian Conference on Campus 
Sustainability　略称 ACCS）におい
て、環境ＩＳＯ学生委員会の学生３
名が英語で学生発表セッションの司
会を務めました。本会議では、アジ
アの大学関係者である職員や学生が

集まり、講演やパネルディスカッショ
ン、活動事例の発表や情報交換、交
流会などが行われました。学生発表
セッションでは、天津大学（中国）・
延世大学（韓国）・韓国海洋大学（韓
国）・京都大学・立命館大学・大阪大
学・岩手大学の７つの大学の学生が
発表したほか、学生委員会は冒頭で
千葉大学の学生の活動を紹介しまし
た。日本のみならず、各国の取り組
みを知る良い機会となりました。

▲プレゼンの様子 ▲ポスターセッションの様子

▲分科会での発表の様子

▲学生発表セッションの表彰式にて

▲活動紹介の様子



編集担当：嶺康平（法政経学部４年）、上田幸秋・荒井奈々・石塚郁海・永冨芳英（法政経学部３年）、
森川恵介（工学部３年）、丸山達也（工学部２年）、志賀萌花（園芸学部２年）、渡邉道哉（理学部２年）

2017 年～ 2018 年に実施した視察対応・講義・発表
　（前ページに掲載したものを除く）
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広島大学での活動紹介
　2017 年８月 23 日、広島大学高等
教育研究センター主催「『第４回　シ
ンポジウム「大学と学生～課外活動
の単位化を問う」』にて環境ＩＳＯ学

生委員会の嶺康平が千葉大学におけ
る学生活動の単位化の特徴について
事例報告を行いました。シンポジウ
ムの参加者からは課外活動を単位化

するという千葉大学独自の先進的な
取り組みについて大きな関心が寄せ
られました。

日本工業大学にて講義「環境の社会学」でのゲスト講師
　2017 年６月 13 日、日本工業大学
で環境ＩＳＯ学生委員会がゲスト講
師を担当しました。授業では千葉大
学及び環境ＩＳＯ学生委員会が行っ
ている環境マネジメントシステムに

関する紹介を行いました。また、授
業外では日本工業大学「学生環境推
進委員会」の学生に環境関連の設備
などの案内を受け、学生同士の交流
を深めました。

千葉県立佐倉高校への活動紹介
　2017 年８月４日、スーパーグロー
バル高校に指定されている千葉県立
佐倉高校からの依頼を受け、高校生
に向けて千葉大学の施設案内や環境
ＩＳＯ学生委員会の活動紹介を行い
ました。施設案内ではとくに環境対
策に力をいれる千葉大学図書館３F
テラス、堆肥化施設、学生委員会室、

学際研究棟５F、緑のカーテンを環
境ＩＳＯ学生委員会の学生が説明を
行いつつ見学しました。活動紹介に
おいては学生がどのように環境問題
解決に取り組んでいるのかを紹介し、
最後に高校生と環境問題に対する意
見交換を行いました。

中部大ＥＳＤエコマネーチーム訪問
　2017 年９月５日、中部大学「ESD
エコマネーチーム」の教職員１名、
学生５名の訪問を受けました。互い

の活動内容について話し、またエコ
マネーチーム作成のゲーム型環境教
材に関する意見交換を行いました。

法政大学にて講義「エネルギー自治実践論」でのゲスト講師
　2017 年５月 23 日、法政大学で
環境ＩＳＯ学生委員会が千葉大学の
EMS の取り組みに関する講義を行い

ました。同年代の学生に対して、エ
ネルギー関連の取り組みを中心に紹
介しました。



2017 年～ 2018 年に実施した視察対応・講義・発表（2）
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関東甲信越地区施設担当部課長会での発表
　2017 年９月 11 日、東京工業大学
で行われた関東甲信越地区施設担当
部課長会、意見交換会に環境ＩＳＯ
学生委員会の３名が参加しました。
関東甲信越地区の大学の施設系の職

員や文科省関係者の前で千葉大学の
ＩＳＯ取得の経緯や学生委員会の取
り組み、学生主体の EMSの成果など
を発表しました。

CAS-Net JAPAN 2017年次大会での発表
　2017 年 11 月 17 日、愛媛大学で
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
（Campus Sustainability Network in 
Japan）」2017 年次大会において、千
葉大学環境ＩＳＯ学生委員会での取
り組みについて発表しました。表彰

式で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、「第３
回サステイナブルキャンパス賞 学生
活動・地域連携部門」を受賞しました。
また、発表後は他大学の方々と意見
交換を行いました。

CUC公開講座 in 丸の内2017での発表
　2017 年 11 月 18 日、千葉商科大
学が丸の内サテライトキャンパスに
て開講している公開講座の第 5回に
環境ＩＳＯ学生委員会が参加しまし
た。当日は東邦大学と千葉商科大学
の学生と「自然エネ 100％大学を実
現する学生主導の省エネ活動ロード

マップ」というテーマをもとに、お
互いの活動事例を発表し、パネルディ
スカッションを行いました。多くの
大学の学生や教授が参加しており、
これからの環境への取り組みについ
てより深く考えを共有することがで
きました。

廃棄物資源循環学会での発表
　2017 年９月６日、東京工業大学で
開催された「第 28 回　廃棄物資源
循環学会」において環境ＩＳＯ学生
委員会が千葉大学のレジ袋の有料化
やマイボトル事業について発表しま

した。他大学からの研究についての
発表もあり今後の活動に活かしてい
くことのできる有意義なものとなり
ました。

編集担当：嶺康平（法政経学部４年）、上田幸秋・荒井奈々・石塚郁海・永冨芳英（法政経学部３年）、
森川恵介（工学部３年）、丸山達也（工学部２年）、志賀萌花（園芸学部２年）、渡邉道哉（理学部２年）



プレリリースなどによる発信
　2017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。　

Webサイトを通じた発信

編集担当：望月天斗（工学部２年）

62

多様な方面からの情報発信
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　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。

▲千葉大学のWebサイト

千葉大学Webサイト | http://www.chiba-u.ac.jp
千葉大学の活動報告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
学生が行なっている活動や、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



編集担当：望月天斗（工学部２年）
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2017 年度の新聞報道録（一部抜粋）



編集担当：森田航平（法政経学部３年）

広報誌を通じた発信
　千葉大学の学生主体のEMS運用は、
近年さまざまな広報媒体を通しても認
知されるようになりました。2017 年
度は、千葉大学の校友会広報誌である
「千葉大学校友会報」、会計報告である
「千葉大学　財務レポート」のほかに
三井住友フィナンシャルグループが発
行する環境情報誌「SAFE」、京葉銀行
の発刊する情報誌「きずな」や産業環
境管理協会発行の「環境管理」に至る
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まで、様々な媒体に千葉大学の活動は
取り上げられました。「SAFE」では千
葉大学環境ＩＳＯ学生委員会のNPO
活動に、「きずな」では堆肥化や被災
地復興支援応援活動などにスポットを
あて、広い年代層に向けて広報を行い
ました。
　学外への情報発信を強化すること
は、千葉大学の環境活動を周知し、他
大学に参考にしてもらうという意味で

環境啓発を進めることにつながりま
す。一方、学内への広報は、大学の環
境に関する取り組みへの理解を深める
ことで、学生・教職員に対する環境意
識を浸透させる助けとなっています。
　今後もより多くの広報媒体に取りあ
げられるよう、一層活動に邁進する所
存です。
　

環境情報誌「SAFE」
Vol. 120　掲載記事

情報誌「きずな」
2017 秋・冬号　寄稿記事

広報誌「千葉大学　校友会報」
第11号　掲載記事

会計報告「千葉大学　財務レポート」
2017 年度版　掲載記事

月刊誌「環境管理」
Vol.53  No.9　寄稿記事




