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、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、その成果は国内外から評価されています。

p.38 《特集》コロナ禍における環境 ISO 学生委員会の取り組み
p.39

学生と企業との SDGs な取り組み

p.40

地域社会との環境に関する交流・発信活動

p.43

NPO 法人としての取り組み

p.44

活動を振り返って

特集

コロナ禍における環境 ISO 学生委員会の取り組み
キャンパスの入構規制や対面の課外活動の制限に伴い、例年通りには活動できなかった環境 ISO 学生委員会ですが、コロナ
禍ならではの方法に形を変えて、活動を実施しました。

第 14 回環境マネジメント全国学生大会をオンラインで開催
環境 ISO 学生委員会は、9 月 9 日にオンライン上で、第 14 回環境マネジメント全国学生大会を開催しました。環境活動
に取り組む 9 団体 30 名の学生が全国から参加し、各団体が活動報告をしたのち、「持続可能な開発目標（SDGs) ／持続可能
な社会についてできることを考えよう」、「オンラインでのコミュニケーションについて考えよう」
、
「環境にやさしい自宅での
過ごし方について考えよう」という３つの分科会に分かれて議論をしました。コロナ禍においても様々な工夫をしながら活動
している様子などを共有し、情報交換、交流を行うことができました。
参加者の集合写真 ▼

「もぐもぐ！テイクアウトマップ in にしちば」を作成
環境 ISO 学生委員会は、これまでの活動でお世話になってき
た地域の方のために何か力になれないかと考え、感染リスクの少
ないテイクアウトメニューを紹介することで、家でもお店の味を
楽しんでいただくとともに、地域の飲食店を応援するという目的
で、
「もぐもぐ！テイクアウトマップ in にしちば」を作成しまし
た。西千葉周辺の９店舗にご協力いただき、千葉大学周辺の 14
の町内自治会の 200 以上の回覧版などで広報しました。
学生委員会の Web サイトにも掲載
http://chiba-u-siso.xrea.jp/chibasiso/PDF/mogumogu.pdf

「もぐもぐ！テイクアウトマップ in にしちば」▶

環境と近隣飲食店の応援を兼ねた「西千葉グルメキャンペーン♪」
毎年開催していた省エネイベントを実施できなかったため、学
生たちは人と人とが対面しない形での環境意識の啓発の方法を考
えました。2020 年 7 月のレジ袋有料化制度のスタートや、コ
ロナ禍による飲食店の状況などを踏まえ、環境意識の向上と近隣
飲食店を応援することを目的に、省エネの豆知識と飲食店で使え
るクーポン券を掲載したチラシを入れた、オリジナルデザインの
エコバッグを、学内に設置したブースに置いて、学生・教職員を
対象に配布しました。
配布したチラシとエコバッグ ▶

３８ 編集担当：越智健太（工学部 4 年）
、平間結（法政経学部３年）
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学生と企業との
SDGs な取り組み

環境 ISO 学生委員会では EMS 運用業務や学内で
の環境活動のほかに、企業と連携したプロジェク
トを実施しています。学生だけでは得られない知
識・資金・機会を得ることができ、貴重な社会経
験になっています。

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〜
環境 ISO 学生委員会と株式会社京葉銀行は、地域への環境負荷削減と
環境意識向上に貢献するという目的のもと、2017 年に協同プロジェクト
を発足させました。2020 年度はコロナ禍でもできる活動を行い、2021
年 3 月には学生が徳久剛史学長（当時）と京葉銀行の熊谷俊行頭取に対
して、オンラインで年度の実施報告を行いました。
［京葉銀行による学生委員会の環境活動支援］
京葉銀行からの寄付金をもとに学生を国内外の環境系の会議等に派遣し

2020 年度実施報告会の様子 ▲

ます。2020 年度は、コロナ禍により、学外への学生派遣は行わず、各種
会議にオンラインで参加しました。
［学生による『エコアクション 21』取得コンサルティング］
京葉銀行が紹介する県内企業に対し、環境省の策定した EMS のガイド
ライン「エコアクション 21」の認定取得のためのコンサルティングを学
生が行います。2021 年度より、株式会社大幹様に対してのコンサルティ
ングを開始しました。
［学生発案の７つの環境貢献企画］
地域住民・学生・京葉銀行行員など幅広い層に対して７つの企画で環境
意識向上を働きかけます。2020 年度は、環境意識啓発の動画※を作成し

大幹様との顔合わせの様子 ▲

て京葉銀行の全店舗のディスプレイで放映したり、地産地消に貢献する地
元の農家等に取材してリーフレットを作成したり、千葉市動物公園で親子
連れにリーフレタスの種を配布して緑化を促進したり、行員にマイボトル
の利用を推進したりするなど、密にならない形で、環境や SDGs の貢献
に寄与するさまざまな取り組みを行いました。
※動画は YouTube でも公開

https://youtu.be/euil3ay7MFE

本プロジェクトの Web サイトはこちら
https://www.keiyobank.co.jp/ir/eco_project/

三菱王子紙販売株式会社との協同プロジェクト
環境 ISO 学生委員会は 2015 年より三菱王子紙販売株式

作成したマイボトル ▲

配布した種 ▲

を実感し夢に向かって頑張ってほしいという願いを込めて、

会社との協同で、学生・教職員や地域に対して、環境意識向

しおりには千葉大学のロゴとマスコットを入れました。

上のためのプロジェクトを実施しています。千葉大学から排

※間伐材とは、密集した人工林において、樹木の根元に充分な光を届けるために、

出される古紙の売却金の一部を使って、同社の協力のもとで

森を保全する目的で一定の間隔で伐採した木のこと

古紙や間伐材を用いた環境啓発品を製作し、学内の環境意識
の啓発を行ってきました。2020 年度は、古紙売却単価の下
落に伴い、レジぶー基金（p.30）を使用して、国産のヒノ
キの間伐材※ を用いたしおりを製作し、2021 年度入学式に
て新入生約 2,500 人に配布しました。大学生になったこと

ヒノキの
間伐材しおり ▶

編集担当：土屋健太（法政経学部３年）
、三輪慧（工学部 3 年） ３９
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地域社会との環境に
関する交流・発信活動

学生たちは地域社会に対するさまざまな環境貢献
活動や交流活動を継続的に行っています。また、
学生主体の EMS の取り組みを他大学や市民に対し
て積極的に発信することで、持続可能な社会の実
現に貢献しています。

コミュニティガーデンの運営
環境 ISO 学生委員会とボランティアサークルちばくりん
敬愛支部（敬愛大学）が、千葉市の公認を受けて 2013 年
に作った、西千葉キャンパス付近のコミュニティガーデン※

※コミュニティガーデン：行政ではなく地域の住民等が主体となって公
園の一角や地域の遊休地を利用して、趣味、学習、環境保全などを目的
に、花や野菜を育てる活動のこと。

「ちーあいふれあいの庭」では、毎年春と秋の２回、近隣住
民と一緒に花の苗を植えるイベントを行っています。2020
年度はコロナ禍によりイベントの開催はできませんでした
が、花が咲き始め満開になるといった変化を日頃の小さな楽
しみにしてもらえればと、11 月に学生たちだけで花植えを
行いました。2021 年度の春から感染対策を施したうえで、
イベントを再開しました。

ちーあいふれあいの庭 ▶

10 周年を迎えた東日本大震災復興応援活動
園芸学部の学生有志と環境 ISO 学生委員会は、2011 年

日本大震災復興支援 10 年の軌跡」シンポジウムを行いまし

７月から毎年４回程度、東日本大震災の被災地を訪問し、雄

た。大学での開催と同時にオンラインでも開催したため、多

勝ローズファクトリーガーデン（コミュニティガーデン）づ

くの方にご参加いただくことが出来ました。印象に残ってい

くり、維持、管理活動や商店街の緑化活動を、地元の住民の

る活動やその当時の思い出話などを交え、復興支援活動の意

方々、ボランティアの方々、地元の造園会社等と一緒に行っ

義やこれからの展望について語り合いました。

てきました。
2020 年度はコロナ禍により、団体で現地を訪問すること
が叶いませんでしたが、感染に十分留意して卒業生や学生が
個人レベルでささやかな交流を続けています。コロナ禍の収
束後にはまたみんなで訪問できることを楽しみにしていま
す。
また、2021 年２月 14 日には震災から 10 年の節目を迎
えるに当たり、これまでの活動の総まとめと振り返りとして、
現地関係者、学生 OBOG と共に、千葉大学園芸学部主催「東

▲ シンポジウム現地参加者

▲ 卒業生による
ガーデンの掃除の様子

留学生とのオンライン交流イベントの開催
環境 ISO 学生委員会では、コロナ禍の新たな企画として、

よう努めると同時に、オンラインツールを用いた場所の制約

オンラインで留学生とディスカッションを行うイベントを開

がない交流の機会を、さらに多方面へ拡大していきたいと思

催しました。環境 ISO 学生委員会の活動を紹介することで、

います。

留学生のみなさんに環境への関心をさらに高めてもらうとと
もに、学生委員も環境について日本の外から見つめ直す機会
にすることを目的としました。当日は留学生と学生委員合わ
せて 11 名が参加し、国内外の多様な視点を交えた意見交換
が行われました。今後はより多くの留学生に参加いただける

、鈴木丈皓 ( 園芸学研究科 1 年 )、山本健太（教育学部 2 年）
、茂路真歩（法政経学部３年）
４０ 編集担当：佐藤宏紀（園芸学部２年）

亥鼻祭 2020 でエコ啓発
毎年秋に各キャンパスで開催されている千葉大学祭は、
2020 年度はコロナ禍によりすべて中止となり、亥鼻キャン
パスの「亥鼻祭 2020」だけ、オンラインで開催されまし
た。環境 ISO 学生委員会は、環境意識の向上を目的として、
エコクイズを掲載した特設ホームページを作成し、亥鼻祭
2020 に出展しました。エコクイズでは主に家庭内で生じる
環境問題を取り上げることで、問題を身近に感じてもらえる
ように工夫しました。

エコクイズ ▶

エコメッセ 2020 in ちばにオンライン出展
エコメッセは主に千葉県内のさまざまな団体が環境に対す
る取り組みを紹介するイベントで、毎年、環境 ISO 学生委
員会がブースを出展しています。2020 年度はオンラインで
の開催となったため、活動紹介の動画を制作して出展しまし
た。動画は、2020 年 11 月 1 日から 2021 年開催のエコメッ
セの前日まで約１年間掲載されます。
https://www.youtube.com/watch?v=Ly0i9vBYc7Y
動画の最初の画面 ▶

CAS-Net JAPAN 2020 年次大会での発表
11 月 14 日にオンラインで開催された、サステイナブ

特任助教が「COVID-19 に配慮した形での ISO 内部監査の

ル キ ャ ン パ ス 推 進 協 議 会「CAS-Net JAPAN（Campus

実践と学生主体の活動」というテーマで発表しました。コロ

Sustainability Network in Japan）」2020 年次大会にお

ナ禍に対応した学生活動や環境マネジメントシステムの運用

いて、環境 ISO 学生委員会の越智健太委員長が「オンライ

について、他大学に対して事例共有をしました。

ンによる環境マネジメント全国学生大会の開催」、岡山咲子

岩手大学「EMS 公開セミナー」での講演
2020 年度の岩手大学の環境報告書に第三者意見を執筆し
た（詳細 p.43）ことから、2021 年 1 月 7 日に開催された
岩手大学の「2020 年度 EMS 公開セミナー」において、環
境 ISO 学生委員会の学生 3 名がオンラインで参加して、1
時間の講演を行いました。「千葉大学における学生主体の
EMS と環境報告書にみる岩手大学の取り組み」と題した発
表では、千葉大学の環境 ISO 運営の仕組みや、コロナ禍で
の学生委員会の活動、両大学のこれまでの関わり合いなどを
話しました。その後、岩手大学環境マネジメント学生委員会
の学生 2 名との活発な質疑応答や議論が交わされました。

講演の様子 ▲

編集担当：植木理奈（薬学部３年）
、谷口明香里（園芸学部 3 年） ４１
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第 11 回中部大学 ESD・SDGs
研究・活動発表会に参加

高校生とのオンライン交流会に参加

11 月 11 日に、中部大学 国際 ESD・SDGs センターが主

SGH（スーパーグローバルハイスクール）に指定されて

催する「中部大学 ESD・SDGs 研究・活動発表会」において、

いる千葉県立佐倉高校では、生徒たちがグループに分かれ、

環境 ISO 学生委員会の磯野啄己さんが、「学生と銀行による

独自のテーマを設定し研究学習を行っています。同校からの

産学連携の SDGs 貢献の取り組み」と題して、千葉大学×

依頼を受け、９月３日と９月５日に Zoom を利用して、生

京葉銀行 eco プロジェクト（詳細 p.39）の内容や成果につ

徒と環境 ISO 学生委員会の学生がオンラインで交流しまし

いて発表しました。企業と学生が連携することについて、興

た。交流会ではプラスチックごみ問題や木材自給率など、各

味を持って聞いていただくことができました。

生徒が研究している内容についての発表を聞いて学生が助言
をしたり、学生委員会の活動や大学生活について生徒から質
問を受けたりしました。交流会を通して、高校生が環境に対
する興味関心を深め、実際の取り組みなどについて知ること
ができました。

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「次世代分科会」の一員として活動しています。2020 年度
は市民向けの啓発グッズとしてマスクケースをデザインしました。完成し
たマスクケースは、今後、商業施設における環境イベントなどで市民への
配布が予定されています。また、市民の皆さんに地球温暖化防止について
関心を持ってもらうため、YouTube で公開するショートムービーを募集
した「ちばし地球温暖化防止啓発動画コンテスト」の広報に協力しました。
※千葉市地球温暖化対策地域協議会：千葉市の特性に合わせた地球温暖化対策を推進す
るために、2004 年より市民・事業者・行政が一体となって様々な取組みをおこなって
いる団体

マスクケースのデザイン ▶

2020 年度に
参加できなかったイベント

Chiba Spring Fes2021
特設サイト

環境 ISO 学生委員会では例年は地域のさまざまな環境イ

例年、環境 ISO 学生委員会が地域の方々や学生を対象に、
環境意識啓発を目的に「Chiba Winter Fes」を開催してい

ベントに出展して、千葉大学の取り組みを広報したり、他

ましたが、2020 年度はコロナ禍により対面での開催ができ

団体との交流を行ったりしています。しかし、2020 年度

ませんでした。そこで、新入生を対象とした、環境意識啓発

は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、「エコライ

および新生活に役立つ情報をまとめた特設サイトをつくり、

フ・フェア」
、
「ちばし環境フェスティバル」
、
「エコプロ」、

2021 年 4 月 18 日 か

ASCN（アジア・サステイナブル・キャンパス・ネットワー

ら 1 年間公開しました。

ク）年次大会、
「稲毛区民まつり」などが中止となりました。

動画によるキャンパス
ツアー、キャンパス周
辺の飲食店マップ、一
人暮らしのための省エ
ネ術紹介、サークル団
体のパフォーマンス動
画などのコンテンツの
ほか、公開初日には先
輩学生と新入生の交流
会も行いました。
ポスター ▶

４２ 編集担当：石井和（理学部 3 年）
、磯野啄己（法政経学部 4 年）

2019 年度のエコライフ・フェアの様子 ▼

NPO 法人としての
取り組み

環境 ISO 学生委員会は、学内の EMS の運用で培っ
た知識や経験を地域の方に還元するため、2009
年に NPO 法人を創設しました。それに伴い、大学
組織の枠組みを超え、企業や地域社会と連携した
活動を積極的に行えるようになりました。NPO 法
人は、すべての役員が学生により構成されていま
す。

環境活動推進事業
長年、学生主体で大学の EMS を運用してきた経験や知識を活かし、他大学や法人の環境報告
書に掲載される第三者意見の執筆をしています。2020 年度は、
量子科学技術研究開発機構
（QST）
の環境報告書に加え、大阪大学、岩手大学の環境報告書の第三者意見を執筆しました。QST の
環境報告書の執筆にあたり、放射線医学総合研究所を訪問しました。また、例年は環境イベント
等に参加・出展し、外部との情報交換を行ってきましたが、2020 年度は新型コロナウイルス感
染症拡大の影響で実施できませんでした。
施設見学の様子 ▶

環境教育事業 “ エコ教室 ”
地域の小学３年生から６年生を対象に、「環境によい選択（消費活動）
」について
の理解を深める独自の出張授業を開発し、実施しています。授業を通して、環境を
大切にする消費者の育成を図っています。また、授業では、エコマークなどの環境
ラベルについて、楽しみながら学べる教材を用いて授業を行いながら、企業から提
供を受けた環境配慮商品を実際に手に取って見ることにより、児童の実生活に寄り
添った環境教育を行っています。2020 年度はコロナ禍によりエコ教室を実施する
ことはできませんでしたが、2021 年度は徐々に再開できればと思います。

過去のエコ教室の様子 ▲

植樹里山事業
［“K”LINE の森］

［高尾 100 年の森プロジェクト］

2012 年に川崎汽船株式会社と里山協定を結び、成田国際

2016 年度から高尾 100 年の森での里山活動に参加して

空港付近の “K”LINE の森で、半年に１度里山活動を行って

います。この活動は一般財団法人持続性推進機構と一般社団

います。生態系の保全と環境の大切さをさまざまな人に感じ

法人構想未来会議が主催し、佐川急便株式会社と共同で行っ

てもらうことを目的として、植樹活動や里山の保全活動を

ています。例年は月に一度の活動の中で、山の生態系などの

行っています。身近な自然やネイチャーゲームなどを取り入

環境保全、人と森の共存を図る過ごしやすい環境づくりを目

れることによって、誰にでも親しみやすい環境教育も行って

指しています。2020 年度は新型コロナウイルス感染拡大に

います。2020 年度はコロナ禍により現地に赴くことができ

より、1 年間活動を休止していました。2021 年度から活動

ませんでしたが、2021 年度は活動を再開できればと思って

の再開に向けて調整を行っています。

います。

活動の様子
（2019 年度）▶

活動の様子
（2019 年度）▶

編集担当：丸岡紗英（園芸学部 3 年）
、新井このみ（国際教養学部 3 年） ４3

３．千葉大学が誇る学生主体の環境活動

活動を振り返って

～環境 ISO 学生委員会の委員長と卒業生より～

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）
にわかれています。執行部は３年生が務め、毎年
12 月に代替わりします。３年生まで活動して実務
士（p.13）の資格を取得して卒業していった卒業
生は 500 人以上いて社会に出て活躍しています。

西千葉・亥鼻地区 17 代目委員長

松戸・柏の葉地区 15 代目委員長

工学部総合工学科電気電子工学コース４年

園芸学部緑地環境学科 4 年

越智健太さん

大木翔生さん

2020 年度の委員会活動は、新型コロナウイルスの流行

最も印象に残っている活動は省エネ省資源イベント

に よ り、 多 く の 活 動 が 制 限 さ れ ま し た。
「Chiba Winter

(p.26) です。コロナ禍でのイベント開催ということで、感

Fes2020」の中止に始まり、例年通りの活動ができず、学

染対策をするなど、従来とは違ったイベントの形を作るのに

生委員会全体のモチベーションが下がった時期もありまし

苦労したことを覚えています。基本的な感染対策を徹底して

た。しかし、対面での活動が制限されている中、どのような

屋外でイベントを行うなどの工夫をしたことで対面での開催

活動ができるのか考えた結果、「環境マネジメント全国学生

を無事に終えることができました。
イベント開催の準備では、

大会 (p.38)」をオンラインで行うことを提案しました。オ

委員会メンバーの対面での集まりを極力減らして、オンライ

ンラインは初の試みで難しいことも多々ありましたが、無事

ンを活用し準備を進めました。このコロナ禍で活動を行うこ

開催することができました。環境に合わせた方法で全国の学

とは大変だと思いますが、イベントなどを中止するのではな

生とつながりを持つことができてよかったです。コロナ禍と

く、どうしたらこの状況下でもイベントを開催できるのか考

いう状況の中でも活動できるように、今までの学生委員会の

えて工夫することが大切だと思います。今後も OB・OG と

活動とは異なる工夫された新しい企画が多く発案されていま

して現役生をサポートしていければと思います。

す。アフターコロナに向けて準備している企画もありますの
で、今後の学生委員会の活動にご期待ください。
【卒業生インタビュー】

西千葉・亥鼻地区 10 代目副委員長

2015 年千葉大学法経学部総合政策学科卒業
みずほ情報総研株式会社
（現みずほリサーチ & テクノロジーズ株式会社）入社

氣仙佳奈さん
現在、環境省主催のイベントの企画・運営や、企業のビジ
ネスに対して環境問題の視点からアドバイスをする仕事に携

ことはとても不安でしたが、無事にやり遂げることができて
よかったです。

わっています。これらの仕事には、学生委員会で副委員長を

学生の皆さんには、今の大学生の時間を大切に過ごしてほ

務めていた経験が役に立っています。具体的には、総会の司

しいです。学生時代は自分と向き合い、様々なことに挑戦す

会をしていたことや、企画が同時並行で進んでいく中でタス

る、大事な時期だと思います。頑張ったことは自分の力にな

ク管理を行っていたことが挙げられます。学生委員会を通し

り、思い出は宝物になります。そして、今、一緒に活動して

て社会人の基礎を学ぶことができたと思っています。

いる仲間がいることは当たり前ではなく、時が流れるにつれ

特に、学生委員会の 10 周年企画と ISO50001 の認証取

て共に時間を過ごす仲間は変わっていきます。だからこそ、

得に並行して取り組んだことが、良い経験になっています。

今の仲間と一緒に過ごせる時間を大切に、楽しんでほしいで

委員長・副委員長のみで全てを背負うのは難しいと考え、学

す。

生委員会のメンバーの個性をみながら役割分担をし、皆が楽
しいと思えるように、またやりがいを持つことができるよう
に企画を実行していきました。前例のない中で企画を進める

４４ 編集担当：武村有紗（園芸学部 3 年）
、藤本美晴（園芸学部 2 年）
、遠藤優雨（園芸学部 2 年）

