
２ サステナブルキャンパス
を目指して

千葉大学では、脱炭素・循環型・自然共生・安心安全を柱としたサステ
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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脱炭素キャンパスを
目指して

千葉大学では、2017 年に「キャンパスマスター
プラン※ 2017」を策定し、このマスタープランに
沿って、「省エネ・創エネによるエコキャンパスの
実現」に取り組んでいます。
※キャンパスマスタープラン：千葉大学キャンパスの施設 ･ 環
境の将来像を示す骨格であり、今後の施設環境の整備や活用に
関する具体目標を定める上で指針となるもの

２．サステナブルキャンパスを目指して

２４

　2020年度の千葉大学の総エネルギー投入量は 765,375GJ
で前年度比 1.4％増（電気は 60,650 千 kWh で 2.0％増、
ガスは 3,800 千㎥で 0.9％減）となりました。エネルギー
原単位は 1,507MJ/㎡となり、前年度比 0.4％増加しまし
た。エネルギー増加の主な要因は、千葉大学全体のエネルギー
消費の 45％程度を占めている医学部附属病院において、コ
ロナ患者の治療のために ICU（集中治療室）等がフル稼働
したことに加え、新築の中央診療棟が本格的に稼働を始めた
ために、前年度比 11.6％増となったことです。附属病院を
除く主要４キャンパスの合計は、コロナ禍で授業などのオン
ライン化が進んだことなどから、前年度比 6.6％減少しまし

編集担当：橋本隼大（工学部 3 年）

エネルギー消費量の推移

た。過去５年度のエネルギー原単位 (MJ/㎡ ) をみると、
2020 年度は前年度と比較して増加しておりますが、５年度
間のエネルギー原単位の相乗平均は 98.4% となり、目標の
１％以上の削減を達成することができております。水資源投
入量は 433.83 千㎥で、前年度比 4.7％減となりました。二
酸化炭素排出量は 36,491t で 1.4％増でした。どちらも前
年度と比較すると附属病院では増加、病院を除く主要 4 キャ
ンパスの合計では減少しました。今後も継続的な省エネ活動
の取り組みと教職員及び学生の意識の更なる醸成を図ってい
きます。

主要４
キャンパス合計 医学部附属病院 千葉大学全体

総エネルギー投入量 -6.6% +11.6% +1.4%

電気使用量 -6.5% +14.2% +2.0%

都市ガス使用量 -6.6% +4.3% -0.9%

水資源投入量 -8.4% +0.1% -4.7%

二酸化炭素排出量 -6.5% +11.6% +1.4%

※環境パフォーマンス詳細データおよび環境意識アンケートの詳細
結果については大学ウェブサイトに掲載

前年度比
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医学系総合研究棟外観（南玄関側） ▲

学生・教職員の省エネ意識について

　2021 年 4 ～ 5 月に学生・教職員を対象に行った環境意
識アンケート（回答数 972 名）によると、「省エネルギーに
配慮した生活を送っていますか？」という質問に対し、「い
つも意識している」と回答した割合は 41.8%、「たまに意
識している」と回答した割合は 48.7% でした。合わせて
90.5% の人が省エネを意識しているという結果となりまし
たが、引き続き学生・教職員ともに省エネ啓発を継続してい
きます。

　2021 年 4 月、教育研究活動の効率化と
一層の発展を目指し、亥鼻キャンパスに医学
系総合研究棟（治療学研究棟）が完成しまし
た。本施設事業は、グローバル化に対応した
次世代の多様なニーズに応える医療人を総合
的に育成するため、教育研究基盤の構築と未
来の医療を担う治療学研究拠点の創成を目指
しました。研究領域が異なる研究者間の交流
とコミュニケーションを引き出すため、建物
の端部まで人と人とが視覚的につながり、明
るく開放感のある施設となっています。1 階
から 4 階に講義室、実習室、グループ学習室、
福利厚生施設等が、５階から 11 階には基礎
系・臨床系の研究室や実験室、プロジェクト
研究スペース等が配置されています。
　また、持続可能性への配慮として、複層

（断熱）ガラスの採用、太陽光発電パネル
（10kW）や雨水利用設備（植栽散水に利用）
の設置、スケルトン（躯体など建物骨格とな
る部分）とインフィル（移動や更新が度々行
われる設備等）を明確に区分し、研究内容の
変化に対応するフレキシビリティを高める
等、様々な工夫を取り入れています。

学生が自由に使用できるスペース「Active Learning：未来と共創」▲

エコ・サポート制度の実施

　省エネを推進するため、エネルギー効率が悪い冷蔵庫や空
調機の機器更新、LED 照明や網戸設置などの省エネ対策に
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。2020 年度は、体育館アリーナや外灯、
建物の階段・ホールなどの照明を省エネ効果が高い LED 照
明に更新する工事５件に対して約 344 万円のエコ・サポー
ト補助を実施しました。これにより、年間で電気使用量約
38,328kWh の削減効果が見込まれます。これは大学全体
のエネルギー消費量の 0.05％を占めます。

新設された医学系総合研究棟の省エネ対策

　千葉大学では、キャンパスの脱炭素化を進めるとともに、
災害時に教育・研究・医療活動を停止させないよう、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。2020 年度
時点では 18 箇所 19 基、合わせて定格出力 168.6kW が設
置されており、月間平均の発電電力量は 15,480kWh でし
た。

太陽光発電システムの導入

太陽光パネル ▶
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　千葉大学では各部局に省エネリーダーを配置し、部局ごとに省エネ目標・行動計画を立
て、進捗を管理・報告する「省エネリーダー会議」を実施しています。この会議では、各
部局のエネルギー使用量の状況把握、省エネ知識等の伝達・共有などが行われています。

編集担当：大島有希那（園芸学部 4 年）

省エネリーダー会議・省エネ行動計画

　千葉大学の Web サイトのトップページの下部には、毎時の西千葉キャンパスの電力の
使用状況が掲載されています。また、施設環境部では、電気・ガス・上水・井水の毎月の
使用量をエネルギーレビューとして、部局・建物ごとにまとめており、千葉大学エネルギー
管理システム（CEMS）で、部局別・建物別に電気の使用状況を確認することができます。

部局別電力使用状況 ▶

　2004 年度から構内のすべての教室、研究室、共有スペースの照明・エレベーターのス
イッチや、エアコンのコントローラー、蛇口、ふた付きの暖房便座に、環境 ISO 学生委
員会がデザインしたステッカーを貼っています。このほか、毎年、学生委員会が５～ 10
月はクールビズ、11 月～ 3 月はウォームビズのポスターを作成しています。2020 年度
は、大学に来る人が少なくなっていたことを受け、Twitter を用いた広報を中心に行いま
したが、投票機能などを用いたことで多くの学生・教職員に届けることができました。ま
た、「ウォームビズ」のポスターには、新型コロナウイルスの感染拡大を意識した「換気」
を呼びかける文言も入れました。

省エネの呼びかけ

クールビズポスター ▶

冬の省エネ・省資源イベントを開催

　環境ISO学生委員会は、12月に松戸と亥鼻キャンパスで、感染防止対策を行ったうえで、
環境意識啓発のイベントを行いました。オリジナルエコバッグ（p.38）を配布し、パネ
ルで啓発をして、エコクイズに答えた方に千葉大学生協で使えるスープ券をプレゼントし
ました。

亥鼻地区の様子 ▶

Twitter での呼びかけ ▶

「エネルギー使用量の見える化」による省エネ対策

エアコンフィルター清掃による省エネ活動

　冷暖房の効率を上げ、消費電力を削減することを目的として、環境 ISO 学生委員会は教職員に対
して毎年本格的な暑さ寒さが始まる前にエアコンフィルターの清掃を呼びかけています。例年、西千
葉・亥鼻地区では、場所や時間の関係で自主的な清掃が難しい研究室に対して、同委員会が有料で清
掃を請け負うイベントを実施していますが、2020 年度はコロナ禍により実施できず、呼びかけにと
どまりました。松戸・柏の葉地区では毎年、各研究室に清掃実施記録用紙を配布して、清掃後に回収
する方法を行っていますが、2020 年度は 10 ～ 11 月にメールでの配布と回収を行い、計 106 枚の
エアコンフィルターの清掃実施を確認しました。

トイレに貼られているステッカー ▲
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循環型キャンパスを
目指して

資源を有効活用し、３R※を促進するため、紙、廃
棄物、自転車に対して様々な取り組みを行ってい
ます。
※３R：Reduce（リデュース・発生抑制）、Reuse（リユース・
再使用）、Recycle（リサイクル・再利用）。

　2020 年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、メディア授業の増
加と会議等のオンライン化が進んだため、紙類（A4 換算）購入量は 25,514 千
枚で、前年度比 29.9％減少しました。附属病院を除く主要 4 キャンパスでは前
年度比 34.3％減少、附属病院では感染対策やコロナ患者治療の影響で 4.0％増
加となりました。

用紙の購入量の推移

　2021 年 4 ～ 5 月に学生・教職員を対象に行った環境意
識アンケート（回答数 972 名）によると、「紙資源の節約を
意識していますか？」という質問に対して、「いつも意識し
ている」と回答した割合は 54.6%、「たまに意識している」
と回答した割合は 38.0% でした。また、「（西千葉・亥鼻キャ
ンパスのみ）「ミックス古紙」（雑がみ）の回収をご存知です

学生・教職員の紙資源の節約に対する意識

か？」という質問に対し、「知っているし、利用している」
と回答した割合は 56.4%、「知っているが、利用していない」
は 13.9%、「知らない」は 29.7% でした。継続的な取り組
みの結果、9 割以上の人が紙の節約を意識していることがわ
かりましたが、ミックス古紙については認知率が約 70%、
利用率は 56% にとどまりました。

　千葉大学では資源古紙（新聞、コピー用紙、雑誌、段ボール、
紙パックなど）を分別回収しています。2017 年度から古紙
の有償売却を実施し、2020 年度は古紙 94,840 kg 販売し、

資源古紙回収の取り組み

その収益は 242,715 円となりました。紙類の使用削減に伴
い、古紙の販売量は前年度比 19.4％減少しました。

　千葉大学では、資源古紙以外の紙袋・紙箱・包装紙・割りばしの袋などのリサイク
ルが可能な、“ 汚れがなく束ねられない紙ごみ ” を、「ミックス古紙」（千葉市では雑
がみ）として分別し、回収しています。これにより、可燃ごみの総排出量の削減に貢
献しています。更に、ミックス古紙の回収費用は無料であるため、可燃ごみ１kg あ
たり 29 円（2020 年度）という回収費用を削減できる経済的メリットもあります。
また、講義や会議などにおいて使用された紙のうち、裏が白い “ 裏紙 ” を専用ボック
スにて回収し、再利用しています。環境 ISO 学生委員会はこれらの回収を促進する
ために、ポスターを作成して利用を啓発しています。
　環境 ISO 学生委員会では毎年ミックス古紙回収量調査を行っています。2020 年
度は過年度の回収量データをもとに、回収量の少ない場所の回収カートを回収量の多
い場所に移動する企画を行いました。

ミックス古紙回収、裏紙利用の取り組み

回収カートの移動を
知らせる貼り紙▶

編集担当：橋本隼大（工学部 3 年）
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　2020 年度の一般廃棄物排出量は 1,137 ｔで、前年度
比 16.4％減少しました。排出量に占める附属病院の割合は
52％で、病院を除く 4 キャンパスでは前年度比 24.9％減少
で、附属病院では 6.4％の減少でした。産業廃棄物排出量は

編集担当：荒引円花（法政経学部 3 年）、橋本隼大（工学部 3 年）

廃棄物排出量の推移

学生・教職員の３R に対する意識

　2021 年 4 ～ 5 月に学生・教職員を対象に行った環境意
識アンケート（回答数 972 名）によると、「普段からなるべ
くゴミを出さないことや、ゴミの正しい分別を意識していま
すか？」という質問に対して、「いつも意識している」と回

学内に設置したごみ箱 ▶

事前申込者に販売するために仕分けられた本 ▲

古本市の開催

　環境 ISO 学生委員会が主催する古本市は、教職員や学生
から不要になった教科書、文庫本などの古本を回収し、安価
で販売するイベントです。廃棄物の削減に加え、本の提供
者や来場者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。例年は、回収した本を一度に並べて来場者
に購入してもらう 2 日間の屋外イベントを開催しています
が、2020 年度はコロナ禍のため、購入希望者が事前に出品
本リストから希望の本を Web フォームで申し込み、指定さ
れた時間に引き取りに行くという、密を回避する「事前申込
＋個別引渡」の方法で実施しました。結果として、回収した
698 冊のうち、266 冊を 63 人に販売し、売上は 44,100
円でした。売上の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。

　千葉大学では可燃ごみ・資源ごみ ( 古紙類・カン・ビン・ペットボトル )、
不燃ごみ・粗大ごみの４品目の分別を徹底しています。年に１回、環境 ISO
学生委員会が西千葉キャンパス内の全てのごみ箱の分別状況を調査していま
す。学生自身が調査を行うことで分別意識をより高め、他の学生への分別の周
知と改善に努めています。

ごみ分別の徹底

答した割合は 65.8%、「たまに意識している」と回答した割
合は 28.8% でした。合計 94.7% の人がごみの分別を意識
しているという結果になり、これまでの 3R に対する意識啓
発の取り組みの成果が見られました。

1,230t で、前年度比 7.9％減少しました。新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響により、教育や研究のオンライン化が
進んだことが主な要因です。

※環境パフォーマンス詳細データおよび環境意識アン
ケートの詳細結果については大学ウェブサイトに掲載



　千葉大学では、在学生・卒業生・職員などから、古本・DVD・CD を寄付していただき、
その売却益で千葉大生を支援する取り組みがあります。回収の促進のために 2017 年 3 月
より、附属図書館の総合カウンターの近くに専用のポストを設置しました。ポストでの回収
は 2021 年 3 月時点で累計 1,020 冊となり、図書館で不要になった本の寄付も合わせると
6,000 冊以上寄付されています。

千葉大学基金「古本募金」

学内リユース Web 掲示板

教職員の間でリユースの輪を広げる場として、学内限定のリユース掲示板
（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。例年、インクカートリッジ・キャビネット・椅子などの事務用
備品から、冷蔵庫・テレビ・プリンター・電子レンジなどの電化製品、応接セッ
トや実験机などの家具、種類を問わず幅広い物品が廃棄されずにリユースされて
います。

例年のリユース会場の様子 ▲

堆肥の切り返し作業の様子 ▲

落ち葉、生ごみの有効利用

　環境 ISO 学生委員会では、地元の NPO である「NPO 法
人環境ネット」から技術、知識の指導を受け、2006 年度よ
りキャンパス内の落ち葉の一部を使って堆肥を作製していま
す。また、近年は学内の生協食堂から出る生ごみを乾燥させ
て堆肥に活用しています。これにより、資源の有効利用と環
境負荷の削減に貢献しています。また、完成した堆肥は「け
やきの子」という名前をつけて地域住民に頒布しています。
2021 年 3 月に販売会を実施し、計 510kg の堆肥を 14 名
に販売しました。利用してくださった方からは品質面、価格
面などで好評です。
　また、毎年３回「堆肥化等検討会議」を開催し、環境 ISO
学生委員会と教職員、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、
堆肥化活動に関して学生が助言を受けています。2020 年
度はコロナ禍のため、検討会議が開催できませんでしたが、
2021 年 6 月に再開しました。

　附属図書館では資源の有効活用のため、図書の再利用（リユース）を行っています。
これは、主に千葉大学の教職員や学生を対象として、研究室で使わなくなった重複図
書を中心に、除籍手続きの上、無償譲渡するものです。附属図書館本館（西千葉キャ
ンパス）では、2006 年 10 月から年 2 回ほど開催しており、2021 年 3 月の開催で
27 回目を迎えました。なお、平均すると約 3,000 冊の図書が 1 回のリユースの対
象になり、そのうち７割程度が引き取られ、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

２９　編集担当：谷口明香里（園芸学部 3 年）、七田朋香（理学部 2 年）

回収ポスト ▶

掲示板の出品画面 ▶
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　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 275
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。
　千葉大学内で 65 年間、文房具店を経営するショップ大和
屋でも、グリーン購入適合商品を扱っています。林功店長は、

「何十年という長い年月、いかに “ 継続 ” をしていくか。新
しいことを始めるより、ゴミの分別やリサイクル品の扱いな
どの普段のことを、手抜きをせず、慣れても適当にせずに改
良しながら続けていくことが大切だと思っています」と話し
ています。

グリーン購入※の促進

　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 学生委員会の発案で始まりました。
2005 年に実証実験を行い、2006 年度には西千葉キャンパ
スの生協店舗で、2007 年度には全キャンパスで導入しまし
た。有料化以降、レジ袋を利用する人の割合は年々減少を続
け、その利用率は 2010 年度には約１％、2016 年度以降は
0.5％を下回っていました。例年の生協店舗の総客数は、年
間 100 万人程度であるため、無料配布に比べると 100 万枚

レジ袋有料制と利用率の推移

ショップ大和屋の商品棚にあるグリーン購入に関する掲示と林店長 ▲

※グリーン購入：製品やサービスを購入する際に製造段階での環境負荷
の小さいものを優先的に選択すること

近くのレジ袋の使用が削減されていることになります。
　2020 年度は、新型コロナウイルスの影響により、キャン
パスを利用する人が激減したため、生協店舗の総客数も例年
の 4 分の 1 程度になり、レジ袋の購入枚数は 2,200 枚、利
用率は 0.9％でした。例年より利用率が増加したのは、生協
を使い慣れた学生たちが減り、外部の方などの相対的な利用
割合が増えたためと思われます。

エコバッグの利用意識

　2021 年 4 ～ 5 月に学生・教職員を対
象に環境意識アンケート（回答数 972 名）
によると、「2020 年 7 月に全国でレジ袋
の有料化が始まりましたが、買い物の際に
日頃からエコバッグを使っていますか？」
という質問に対しては、「有料化の前から
使っている」が 47.8％、「有料化の後から
使っている」は 40.8％、「有料化に関わら
ずあまり使っていない」8.4％、「有料化
に関わらずまったく使っていない」2.9％
でした。約９割の人が普段からエコバッグ
を使用していることがわかりました。

レジぶー基金の活用

　レジ袋有料化により節減されたレジ袋購入代と、レジ袋の販売収入を、千葉
大学生協から「レジぶー基金」として拠出していただいています。環境 ISO
学生委員会はこの基金を活用して、学内の環境改善と、レジ袋有料制に協力し
ている生協店舗利用者への還元のため、様々な企画を立案、実施しています。
　また、学生の企画のもと環境啓発品を製作し、レジぶー基金を使って割引し

過去のレジぶー企画で制作したエコグッズ ▶

て学生が購入しやすい価格で販売する「レジ
ぶー企画」を行っています。例年は、エコバッ
グやタンブラー、マイ箸、ブランケットなど、
日ごろから使えるエコグッズを作成していま
す。2020 年度は、三菱王子紙販売株式会社と
共同でヒノキの間伐材で作られたオリジナルし
おりを製作しました（詳細 p.39）。

編集担当：森下遥 ( 園芸学部 2 年 )



　西千葉キャンパスにおける構内移動専用自転車の禁止に伴い、2013 年に
COGOO（コグー）を導入しました。これ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。現在は約 50 台が利用さ
れており、学生の構内の移動をサポートしています。「所有する」ことから、「共
有する」という意識の転換を実現し、日々の移動を快適にしながら、大学構内
の放置・廃棄自転車の問題を解決することを目指しています。

シェアサイクル COGOO

構内移動用自転車「ゼロ」の実現へ

　西千葉キャンパスでは、構内の駐輪や放置自転車が緊急車
両や歩行者の通行を妨げている問題をうけ、自転車の台数削
減のため、構内移動専用の自転車（自宅からの通学用以外）
の持ち込みを禁止しました。また、通勤通学に自転車を利用

３１　編集担当：大六野祐斗（法政経学部 2 年）、植木理奈（薬学部 3 年）、金澤周寛（園芸学部 3 年）

COGOO 駐輪場の様子 ▶

している人に、年間 800 円（一部区域では 2000 円）の駐
輪ステッカーの購入を求めています。この販売益は、キャン
パスの交通環境改善費に充てられています。

　千葉大学では構内駐輪のほかに、卒業やキャンパス移動、故障等を理由に大
学の敷地内に放置される自転車が大きな問題となっています。これを改善し、
自転車の有効活用を図るため、環境 ISO 学生委員会では、不要となった自転
車を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、回収した自転車のうち、状態の良いものは業者に修理をしてもら
い、新入生や留学生などの希望者に譲渡しています。2020 年度は、新型コロ
ナウイルスの影響で規模を縮小して行い、西千葉・亥鼻キャンパスで 29 台の
自転車をリユースすることができました。

中古自転車の回収・譲渡活動

自転車譲渡イベントの様子 ▶

　松戸キャンパスでは、環境 ISO 学生委員会が事務と協力して、放置自転車
の撤去活動を行っています。学生たちが見て回り、駐輪ステッカーが貼られて
いない自転車に警告カードを貼ります。その後、撤去日当日に警告カードが貼
付されたまま、駐輪場または駐輪所以外に放置されている自転車を撤去しま
す。これにより、キャンパス内の放置自転車数を減少させ、駐輪スペースを確
保するとともに、今後の放置自転車の発生を抑制することを目指しています。
2020 年度は 12 月～ 1 月に 4 日間にわたり撤去活動を実施しました。

放置自転車の整備

放置自転車に貼った警告カード ▶

　西千葉キャンパスのメインストリートにおける歩行者の安全確保を目的に、
環境 ISO 学生委員会の発案で、歩行者と自転車の通行レーンを分ける「歩車
分離」が 2019 年 10 月より本格導入されました。2020 年度はレーンを分け
る目印に、新しいプランターを導入しました。今後は、プランターに花を植え
るなどして、キャンパスの緑化にも寄与していきます。

自転車専用レーンを使った歩車分離

学生が作成したポスターと自転車レーン ▶



自然共生キャンパスを
目指して

千葉大学は豊かな緑を活かして、自然と共生する
持続可能なキャンパスを目指しています。
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　国立大学唯一の園芸学部がある松戸キャンパスには 1909 
年の創立以来作られたイタリア式、フランス式、イギリス風
景式などの洋風庭園があります。植えられている草花や木々
も異なり、四季折々の風景を楽しむことができるため、地域
の方々も訪れる場所となっています。
　2019 年 11 月には、松戸キャンパスに「アカデミック・
リンク」※のコンセプトに基づいた、附属図書館松戸分館を
整備しました。自由に学習できる空間を目指した、アクティ
ブラーニングスペース、グループ学習室等を用意しています。

庭園と緑のテラスで自然との共生

既存建物の改修と新築の組み合わせにより、その接続部分に
新たな空間を生み出すことで、既存建物の再価値化を図る等、
貴重な資産を有効に活用しています。また、建設発生土を利
用した、建物と一体的な利用を考えた「緑のテラス」の整備、
台地の頂上（水源）に位置するキャンパスの特性から水源を

「見える化」する等、環境を意識した試みを実施しています。

▲ 緑のテラス 雨水を台地（緑のテラス）に返す仕掛け ▲ ▲ ▲ フランス式庭園

　環境と健康に関連した分野横断型の教育研究を行う環境健
康フィールド科学センターがある柏の葉キャンパスでは、教
育研究の一環で環境園芸農場を運営し、植物の生産や活用に
取り組んでいます。そのほか自然セラピープロジェクトや薬
用・機能性植物プロジェクトなど、人間の健康と自然との共
生を軸にさまざまな研究が進められています。
　特に近年では、教育機関や企業全般、高齢者・障がい者支
援施設といった広範囲の機関を対象として、現代社会に蔓延
している「バーチャルな環境によるストレスや矛盾」を、リ
アルな「植物」や「栽培」を介して、幼児から高齢者までの
生活の質の改善に貢献することを目的とした、「多様な農福
連携プログラム」を展開し
ており、関係省庁や自治体、
民間企業、他大学など様々
な機関と連携した教育研究
活動を推進しています。

研究を活かした自然との共生

　環境健康フィールド科学センター内にある農産物直売所
「緑楽来（みらくる）」では、柏の葉及び沼田（群馬県）の２
つの環境園芸農場で収穫された四季折々の農産物（野菜・果
樹・花卉）や加工品（ジャム・はちみつ）などを販売してい
ます。本学の研究成果と国内外の学生の実習による生産品は
地域の皆様に大変好評をいただいています。例年は、他キャ
ンパスや近隣住民向けに販売イベントを行っていますが、
2020 年度はコロナ禍で実施できませんでした。2021 年度
は段階的に再開していく予定です。

農産物直売所緑楽来（みらくる）

環境園芸農場の様子 ▶

▼ 緑楽来の外観▼ 季節の野菜や果物

※アカデミック・リンクとは、「考える学生」の育成を目的に、2011
年に千葉大学が立ち上げた、教育・学習のための新しいコンセプト
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　教員の退職などにより、実験室や倉庫に不要になった薬品が放置されるのはリスクになり
ます。総合安全衛生管理機構では、2009 ～ 2011 年度と、2017 ～ 2019 年度の 2 回に
わたり、不要薬品の処分推進キャンペーンを実施しました。その結果、各部局において合計
約 3,300 万円をかけて、約 20 ｔの不要薬品を処分することができ、リスクの低減が図ら
れました。今後も定期的にキャンペーンを実施していくほか、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薬品の適切な廃棄をしていきます。

不要試薬・薬品の処分推進キャンペーン

集められた不要薬品（地震対策のため床置き）▶

安心安全キャンパスを
目指して

人体や環境に悪影響を及ぼす化学物質や喫煙に関
して、千葉大学では総合安全衛生管理機構が中心
となって、取り組んでいます。

化学物質の管理の徹底

　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。各研究室において
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。また、大学の環境マネジメントシステムの中でも、環境
ISO の研修での周知、チェックシートによる自己点検、環
境 ISO 内部監査 (p.52) での現場確認など、さまざまな機会
に化学物質の管理徹底の確認を行っています。

千葉大学化学物質管理システム
「ククリス」の運用

　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
物質を購入したときに、千葉大学独自のバーコードを発行・
登録して、学内での化学物質の購入から廃棄までの一連の
過程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。また、
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。

　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業の効率アップを図ること
ができました。2020 年度の PRTR 法の対象物質のうち、使
用量が 100㎏以上の物質は表の通りです。PRTR データは大
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※対象化学物質の収支

※ 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
※エコチル調査：環境省が 2011 年から実施している大規模な疫学調
査「子どもの健康と環境に関する全国調査」

政令番号 対象物質名 入量 使用量 残量

127 クロロホルム ※1※2 6,329 2,997 3,332

392 ノルマルーヘキサン ※1 5,031 2,392 2,639

56 エチレンオキシド ※2 1,170 1,170 0

80 キシレン ※2 2,290 1,149 1,141

186 ジクロロメタン 2,034 642 1,392

411 ホルムアルデヒド 2,261 633 1,628

13 アセトニトリル 1,319 348 971

300 トルエン 1,251 246 1,005

※ 1：西千葉地区における届出対象物質
※ 2：亥鼻地区における届出対象物質

PRTR 法対象物質使用（排出・移動）量 ［単位：kg］
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　千葉大学はこれまでも望まない受動喫煙※を防止するため、
喫煙所以外での喫煙は禁止とし、原則敷地内全面禁煙となっ
ていました。2019 年 には健康増進法の一部を改正する法
律の施行に伴い、受動喫煙状況の確認および行政の指導に基
づき、さらに限定した「特定屋外喫煙場所（喫煙所）」を整
備しました。西千葉地区に２箇所、松戸地区に１箇所、柏の
葉地区に２箇所のみで、亥鼻地区は０箇所です。また、喫煙
のリスクを周知するために、喫煙による身体への影響をまと
めたポスターを喫煙所に設置しています。学内での喫煙者は
減っていますが、今後も喫煙所でのマナー向上や清掃活動、

受動喫煙防止環境の整備・禁煙サポート

特定野外喫煙場所 ▲※受動喫煙：タバコを吸わないのに、周囲の喫煙者が持つタバコの先から立ち上る煙（副流煙）を吸ってしまうこと。

設置場所の変更や撤去など継続的な改善を図っていきます。
また、総合安全衛生管理機構では、健康診断で喫煙者にパン
フレットを配布し、「禁煙支援外来」を行っています。そこ
では医師のサポート
のもと、呼気の検査
や体調管理、禁煙の
仕方について説明を
受けることができま
す。

　2021 年 4 ～ 5 月に学生・教職員を対象に行った環境意
識アンケート（回答数 972 名）によると、喫煙率は 3.4％
でした。また、「大学内の受動喫煙防止環境や喫煙マナーの

受動喫煙防止状況に関するアンケート結果

状況に満足していますか？」という問いに対し、「とても満
足している」は 54.5％、「やや満足している」は 34.2％で、
88.7％が満足していると回答しました。

コロナ禍においても安心安全な研究の推進を目指して

　工学部人間生活工学研究室（下村義弘　教授）では、ヒト
を対象とする実験は不可欠であるにもかかわらず、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、大学での研究活動が行いに
くくなっていました。そこで、研究室の有志メンバーが協働
し、厚生労働省が提唱している「新型コロナウイルス感染症
対策の基本的対処方針」および感染予防策チェックポイント
を参考にして、「感染症予防のための人間生活工学研究室で
の人間工学実験指針」を作り、2020 年 4 月 6 日に、研究
室ホームページ（http://humanomics.jp/2020/04/06/
post-1892/）にて公開しました。
　この指針に準拠することで、安全な実験が可能になりまし
た。また学外の機関と共同研究を進めるにあたりこの指針
が共有され、実験の遅延が最小限に抑えられたうえ、研究
機関としての説明責任を果たすことができました。その結果
2020 年度はすべてヒトを対象とする卒業研究 5 件および
修士研究 5 件と共同研究実験 5 件（内数）を実施しました。
そのうえで学会発表などはオンラインで参加し、受賞を含め
数々の研究成果を発信しました。
　今後も、文部科学省が提唱している「感染拡大の予防と研
究活動の両立に向けたガイドライン」に基づいて、オンライ
ンを活用した研究活動、打合せ等を最大限活用し、感染予防
策を引き続き徹底します。同時に、学生や研究者のモチベー
ションが低下しないよう、感染防御と健全な研究室環境を両
立できるように、メンバーで意識共有し、研究活動を実施し
ていきます。

▲ 感染症予防のための
　 人間生活工学研究室での人間工学実験指針

（文責：特任研究員 夏 亜麗）
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　ブックセンターでは現在、SDGs に関する書籍のコーナーを拡大して設けて
おり、環境啓発に努めています。また、レジ袋は希望制にして、使用する袋も
環境基準を満たしたものにすることで、プラスチックごみの削減に取り組んで
います。販売している書籍は出版社から委託されたものであるため、売れ残っ
たものは廃棄せずに業者に返却することで、ゴミを減らしています。これまで
も取り組んでいることですが、照明・エアコンの調節、パソコンの電源オフな
どの環境に配慮した営業も継続しています。

千葉大学生協 ブックセンター

大学を支える事業者の
SDGs・環境への取り組み

千葉大学では構内に事業所を持つ事業者も、EMS
の構成員となり、大学と一緒になって環境に取り
組んでいます。それぞれの事業者に取り組みにつ
いて伺いました。

瀧一馬 店長

瀧店長と SDGs コーナー（店長の右横） ▶

ライフセンター 佐々木誠司 店長

佐々木店長とトナー回収コーナー ▶

　ライフセンターでは、環境に関する取り組みとして使用済みトナーの回収を
特に積極的に行っており、毎月 17 日を「トナーの日」と題して、トナーを持っ
てくるとコピー用紙と引き換えるというキャンペーンも行っています。その他
にもグリーン購入マークの付いた商品の販売や、レジ袋を１枚５円で販売し、
その売り上げを「レジぶー基金」（p.30）に提供するという活動も行っています。
また、コロナ対策としてパン売り場でのトングの廃止や、１時間に 10 分間の
換気を行っています。

ライフセンター 佐々木誠司 店長

佐々木店長とトナー回収コーナー ▶

　生協食堂では、新型コロナウイルスの影響により、例年より営業時間を短縮
しています。コロナ対策として、パーテーションの設置、アルコール消毒の徹
底、マスクを外してのおしゃべりの禁止の呼びかけ、学食弁当の販売などを行っ
ています。環境面では、フライヤーのろ過装置を用いた廃油量の抑制や、節電、
節水を日々継続しています。また、イベントで新たなメニューを作るときは、
ゴミの廃棄量を減らすために新たな食材ではなく、既存の食材をなるべく使用
しています。2020 年度は環境 ISO 学生委員会と協力して行う生ごみの堆肥
化を実施できていませんでしたが、2021 年度に再開しました。また、例年は
留学生向けのハラル※推奨メニューの提供を行っていますが、現在は留学生の
利用者減少により停止しています。留学生の皆さんがキャンパスに戻ってきた
ら再開する予定です。

フードコート（食堂） 吉田憲司 店長

吉田店長と飲食スペース ▲

※ハラル：イスラム法で許された項目のことで、ハラルフードはイスラム教の戒律によって食べ
ることが許された食べ物のこと。
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　アエレカフェは、千葉大学の OBOG 団体である千葉大学
経済人倶楽部・絆が企画、運営を行うカフェで、2019 年に
西千葉キャンパス内にオープンした。環境保全をコンセプト
の１つに掲げており、その取り組みの一環として、2021 年
3 月から 6 月まで、アサヒビール株式会社とパナソニック
株式会社が共同開発したエコカップ、「森のタンブラー」を
試験導入しました。このカップは間伐材などの木材から精製
したパルプを約 70％使用しているため、プラスチック使用
量の減少や環境負荷の軽減が期待されています。また、昨年
同様、紙製またはバイオプラスチックの食器を用いることで
環境負荷を抑えています。さらに、2020 年度は新型コロナ
ウイルス感染症対策として、テーブル同士の間隔を空け、席
ごとにアルコールスプレーを設置、1 日に 1 回機械による
店内の除菌を行っています。

アエレカフェ（Aéré café）

　千葉大学ではさまざまな業務を委託する関連事業者にも、契約の際に環境配慮を要請しています。本レポートでは、毎年、
関連事業者の１つに、環境 ISO 学生委員会の学生がインタビューを行っています。今回は、千葉大学で排出された古紙を回
収してリサイクルを行っている大和紙料株式会社関東営業所の森田博之所長を訪ねました。

大和紙料株式会社

森のタンブラー（中央左） ▲

　明治 9 年（1876 年）に創業し、現在は、日本全国を対象に、
古紙のリサイクル、販売、機密書類の溶解処理、再生資源物
の買取・販売などを行い、古紙の回収から、新たな資源を創
造、限りないリサイクルの輪で、限りある森林資源を守る会
社です。

大和紙料とはどのような会社ですか？大和紙料とはどのような会社ですか？

　西千葉キャンパスで 5 年ほど前から、週に 1 回、新聞・
雑誌・段ボール・オフィス古紙の回収を行っています。大学
特有の古紙としては、教科書や書籍などが見られます。月間
の平均回収量は約 9 トンです。回収した古紙のうち、雑誌
や菓子箱などの “ ミックス古紙※” と呼ばれるものは、新たに
段ボールや菓子箱に、オフィス古紙といった白い紙はトイ
レットペーパーにリサイクルしています。リサイクルにあ
たっては異物などが入らないように気を付けています。学生
の皆さんにも、捨てる際に古紙以外のものが入らないように
心がけてほしいです。
※ミックス古紙：お菓子などの紙箱、紙袋・包装紙、封筒など束ねられない紙ごみ

千葉大学とのかかわりについて教えてください。千葉大学とのかかわりについて教えてください。

　国連で SDGs が採択される前から、リサイクルに従事す
る企業として、環境に配慮をした取り組みをしてきました。
その中でも限りのある森林資源の保全やごみの減少に役立っ
ていることから、SDGs の 12 番「つくる責任つかう責任」
と 15 番「陸の豊かさも守ろう」の 2 つには密接な関係があ
るといえます。また、古紙回収の現場は重労働です。安全な
職場づくりの推進から、8 番「働きがいも経済成長も」も意
識しています。今後も事業を通じて、環境だけでなく、持続
可能な社会の実現に向けて、積極的に協力をしていくという
考えから、13 番「気候変動に具体的な対策を」や、11 番「住
み続けられるまちづくりを」も意識しています。

SDGs を意識して取り組んでいることはSDGs を意識して取り組んでいることは
どのようなことですか？どのようなことですか？

古紙を立方体のベールに
　圧縮して運搬する様子 ▶

 　古紙をかき混ぜて溶かし、
　　　繊維を取り出す機械

（パルパー）の様子▶

編集担当：武村有紗（園芸学部 3 年）、戸井田俊介（園芸学部 1 年）、樋川喜一（園芸学部 1 年）、谷口明香里（園芸学部 3 年）

田中奈都美　店長


