
2021年 8月27日

国立大学法人千葉大学の環境ISO学生委員会（以下、学生委員会）と株式会社京葉銀行（以下、京葉銀行）

は、2017年度より協同でecoプロジェクトを実施しており、SDGs達成に向けた取り組みを行っています。

今回、千産千消を促進するリーフレットを、2021年9月1日（木）より京葉銀行の全店舗で配布しますので

お知らせいたします。

千葉大生が作成した「千産千消」リーフレットが完成
京葉銀行全店舗で配布します！

■千産千消促進企画について

【経緯】
地産地消は生産地と消費者の距離が近く、農産物を輸送する際のCO2削減に寄与します。ecoプロジェクト

では例年、「千産千消（地元千葉の産物を千葉で消費する）」に関する取り組みを行っており、2019年度
までは、学生委員会が主催するイベントに京葉銀行が紹介した農家・加工業者さまが出店する形で実施して
きました。2020年度はコロナ禍でイベントの開催ができず、学生委員会が県内の事業者さまの取り組みを取材
しました。今回、取材内容をまとめたリーフレットが完成しましたので、幅広く配布させていただきます。

【目的】
リーフレットをとおして、県民の方に事業者さまの想いや商品の魅力を伝え、「地産地消」の良さを知って

いただくとともに、地元産物の購入につなげることで、県内の農業や食品産業の活性化に貢献してまいります。

■「千葉大学×京葉銀行ecoプロジェクト」について
千葉大学と京葉銀行は2012年に包括連携協定を結んでおり、2017年から「ecoプロジェクト～７色の虹を千葉から

未来へ」を実施しています。本プロジェクトでは、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて、「地域の環境負荷
削減と環境意識向上に貢献したい」という想いで、千葉県内の多くの皆さまを対象に、環境意識の啓発活動を実践して
います。（公式サイト https://www.keiyobank.co.jp/ir/eco_project/）

■企画を担当した学生の声（園芸学部3年 中島由貴）

取材では事業者の皆さまがリーフレットに収まりきらないほどたくさんの
工夫やこだわりを持っていらっしゃることがわかりました。自分が今まで
考えたことのなかった観点から、どうすればお客さまが喜んでくれるかという
ことを考えていて、非常に勉強になりました。リーフレットの作成に関して
初心者の私たちは、デザイン案をはじめ、取材したことをどのようにまとめ
れば魅力的に伝えられるかという点に苦労しました。是非、たくさんの方に、
京葉銀行の店舗でリーフレットを手に取っていただき、事業者の皆さまの商品
づくりにかける想いを知っていただきたいです。

リーフレットの表紙

■リーフレットの内容

京葉銀行より5社の紹介を受け、畑や工場などの現場見学のほか、事業者さまの
想いや努力について、インタビュー形式で紹介しています。また、「地産地消」の
良さを事業者・消費者・環境の面から説明しています。

【取材させていただいた事業者さま（敬称略）】
• 株式会社菜の花エッグ
• ピーナッツサブレー本舗 株式会社富井
• 株式会社オオノ農園
• 株式会社さつまいもの石田農園
• 株式会社千葉産直サービス

取材時の様子（本人：左から2人目）
※撮影時のみマスクをはずしています。

https://www.keiyobank.co.jp/ir/eco_project/


千葉の
『美味しい』
再発見！

千葉大学と京葉銀行は2012年に包括連携協定を結んでおり、千葉大学で環境活動を主体
的に担っている環境ISO学生委員会と京葉銀行が協同で、2017年から本プロジェクトを
実施しています。国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて、まずは「地域の環
境負荷削減と環境意識向上に貢献したい」という想いで、地域住民、京葉銀行の行員や
取引先企業、千葉大学の学生などを含めた千葉県内の多くの方々を対象に、環境意識の
啓発活動を実践しています。

本プロジェクトの一環として「千産千消（地元千葉の産物を消費する）」の推進に関す
る取り組みを例年行なっています。2020年度は対面での活動が制限されていたため、千
葉県内の事業者をいくつか取材させて頂きリーフレットの作成をすることで千産千消を
広めていくことにしました。この活動を通して、消費者の方に生産者の思いや地産地消
の良さ、商品の魅力を伝えることができれば幸いです。

千葉大学は環境マネジメントシステム（EMS)の国際規格であるISO14001を2005年に取得しました。
大学のEMSを学生主体で構築・運用する組織として、2003年に環境ISO学生委員会は発足しました。
毎年１～３年生まで約200名が所属し、主な活動は、EMS基礎研修講師、環境目的目標実施計画の
原案作成、内部監査員、外部審査対応、環境報告書の編集、環境意識啓発活動、緑化活動、３R
活動などです。さらに、学外活動としてNPO法人格を取得し、子供たちに対する環境教育や里山
保全活動などを行っています。

HP，Instagramもあります！随時更新中♪

京葉銀行は「確かなきずなを、未来へ。」というスローガンのもと、地域金融機関として、地域のよりよい未
来のために地域貢献や社会福祉活動、文化・スポーツ振興等の取り組みを実践しています。環境面においては
お客さまの環境意識の高まりを受け、定期預金の満期案内を環境保全に変える「エコプロジェクト」や「ちば
環境再生基金」への寄付活動、「京葉銀行ＳＤＧｓ寄付型私募債」、「京葉銀行スポーツＳＤＧｓ私募債」と
いった環境配慮型商品のご案内等、お客さま参加型の環境活動を実施しています。今後もお客さま本位の良質
なサービスの提供を通じて、お客さまとの“確かなきずなを、未来へ”とつなげてまいります。

公式HP    ：https://www.keiyobank.co.jp/ir/eco_project/
Instagram ：＠eco_dispatch

-----------------------------------------
【問い合わせ先】

○千葉大学環境ISO学生委員会
Mail   : iso-student@chiba-u.jp
Twitter  : @chibaiso
Facebook : 千葉大学環境ISO学生委員会

○株式会社京葉銀行 法人営業部
Tel      : 043-306-8176

-----------------------------------------

▼公式HP ▼Instagram

今回取材させていただいた事業者はこちら▼

株式会社 菜の花エッグ さん
〒292-0501 千葉県君津市山滝野1121
URL ： http://nanohana-egg.co.jp

ピーナッツサブレー本舗 株式会社 富井 さん
〒270-2251 千葉県松戸市金ヶ作408-328 （五香本店）
URL ： http://www.peanut-sable.co.jp

株式会社 オオノ農園 さん
〒287-0101 千葉県香取市高萩512-3
URL ： http://www.oono-nouen.com/

株式会社 さつまいもの石田農園 さん
〒287-0106 千葉県香取市荒北876
URL ： https://satsumaimo-ishidanouen.com

株式会社 千葉産直サービス さん
〒264-0031 千葉県千葉市若葉区愛生町146-1
URL ： https://www.e-tabemono.net
直営店：「FOOD STORY こころび –cocorobi-」
URL ： https://www.foodstory.jp/

《地産地消とは…》
その地域で生産された農林水産物を、その地域で消費することを通じて、消費者と生産者が
互いの距離を縮めようとする取組みのことです。また、海外や遠方からの輸送に比べて排出さ
れる二酸化炭素が少ないなど環境にもやさしいのが特徴です。地産地消にはほかにも良いこと
がたくさんあります。

・新鮮で、より安価な農産物
・顔の見える安心感
・伝統的な食文化を知れる
・環境に優しい生活につながる等

・地域の消費者ニーズを知れる
・流通経費の節減
・少量な産品、加工・調理品、
不揃い品や規格外品も販売できる等

消費者

生産者

▼本社 ▼直営店

mailto:iso-student@chiba-u.jp
http://nanohana-egg.co.jp/
http://www.peanut-sable.co.jp/
http://www.oono-nouen.com/
https://satsumaimo-ishidanouen.com/


オオノ農園さん

農園のこだわりは何ですか？
ピーナッツの生産から販売までを手がけていることです。また農園独自
の有機肥料による土づくりを行うなど、一からこだわりを持っています。

土づくりにこだわりをお持ちなのですね。おすすめ商品は何ですか？
『落花生100%ペースト』です。この商品は土づくりからこだわった落花
生でできており、無糖・無添加で落花生の香りと濃厚な味わいが楽しめ
ます。また、ペーストなのでお子様から年配の方まで幅広くお召し上が
りいただけます。「食のちばの逸品を発掘2015」コンテストでは、女性
起業家等部門で「金賞」をいただきました。

なるほど。あまくてどの世代にも親しみやすい商品なのですね。おすす
めの食べ方はありますか？
パンに塗るだけでなく、ドレッシングやヨーグルトなど乳製品に混ぜる
など調味料としても様々な用途でお使いいただけます。

色々な使い方ができるのですね。自分好みに使えて隠し味にも良さそう
な一品です。

感想
農園の方は土や機械にもこだわりをもって生産されていました。わたし
はクッキーにつけて商品をいただきましたが、あまくて濃厚なピーナッ
ツの味がしてとても美味しかったです。ぜひみなさんもお召し上がりく
ださい。

自然の味そのままな落花生を生産から販売まで行う農園
代表取締役 大野俊江さん
営業部長 大野雄一郎さん
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菜の花エッグさん

さつまいもの
石田農園さん

千葉産直
サービスさん

〜〜〜5つの事業者を取材させていただいて〜〜〜
取材をして、事業者の皆さんがいかに加工にかかる時間を短くして消費期限を延ばすか、どうしたら他
の商品とは違う魅力を生み出すことができるか、どうすれば人々に長く愛されるかなど、わたしたち消
費者が考えた事のない側面にも、アプローチしながら商品づくりを行なっていることが分かりました。
また、どの事業者の方も熱心にインタビューに答えてくださり、商品に誇りや自信を持っていることが
伝わりました。事業者の皆さんが自信を持って生産してくださるおかげで、私達消費者は安心して食を
楽しむことができていると思います。取材を通して学ぶことが多く、非常に楽しかったです。

どのようなことにこだわりをもって生産されていますか？
さつまいもの流通は99%以上が見た目と重さになっており、綺麗に作れ
ば高く売れます。石田農園では、お芋を甘くする独自の熟成技術を開発
し、これまでに誰もできなかったその1%に挑戦しています。

なるほど。“さつまいもの甘さ”という味の部分にこだわりを持ってい
るのですね。こちらは焼き芋ですか？スーパーで見るものより小さめだ
と思うのですが。
こちらは食べやすく、食べ残しも少なくなるよう敢えて小さいサイズを
使った焼き芋パックです。一般的にさつまいもが甘くなるには収穫後
150日以上時間がかかります。さらに時間が経ったから必ず美味しくな
るという訳ではありません。ですが、石田農園の特別な熟成では、収穫
後たった40日でスイーツを上回るような状態に変化させることができま
す。この焼き芋も甘いお芋に熟成させたものを使用しています。

技術力の部分で勝負されているわけですね。熟成干し芋『グミいも』も
気になりましたが、こちらはどのような商品ですか？
規格外のさつまいもを糖度50度以上まで甘く熟成させ、7日以上天日干
しで仕上げています。グミのようにやわらかな食感と深いあまみが感じ
られる干し芋です。その味わいと黄金色の輝きは特別なさつまいもでな
ければ生み出すことができません。品種は「紅はるか」を使用していま
す。毎年期間限定で2ヶ月間販売していますが、製造しても常に予約が
いっぱいでお店に並ぶのは１年間で2週間だけの超プレミア品です。

どのような思いで商品を作っていますか？
“Ready to Enjoy”というコンセプトのもと、卵を通して消費者に楽しさをお届け
することに取り組んでいます。また、安全な商品を作ることにもこだわりをもっ
ています。

わたしたちの毎日の食卓に並ぶ卵を通して、安心安全だけでなく楽しさまで届け
てくださっているのですね。そのために工夫していることは何ですか？
“安心安全”面では、鶏のエサには遺伝子組み換えでないものを使用しています。
“楽しさ”の面では、例えば、商品に食事のメニューが決まる「卵」を使ったレ
シピを入れて料理1年生（主婦・主夫、学生）の方でも簡単に調理できるよう工夫
したり、商品に当たり券をつけてワクワクする仕掛けを作ったりしています。

様々な工夫をされているのですね。卵を使用したおすすめの食べ方はありますか？
おすすめは「卵かけご飯」です。はじめに卵の黄身と白身を分けて、白身を少な
めのご飯にかけたあと、ご飯と白身を混ぜてメレンゲのようにします。そしてふ
わふわになったご飯に黄身を乗せることで、卵とご飯がうまく混ざり合って美味
しくなります。
簡単なひと手間を加えるだけでも美味しさが増すのですね。家に帰ったら実践し
てみます。

御社のコンセプトは何ですか？
素直に「美味しい、また食べたい」と思えるものを提供することです。心
から美味しいと思えるものは、旬のもので栄養があり、産地が見え、そし
て無添加なものだと思います。それらを自信を持って提供し、食べた人に
喜んでいただく。そして食に興味をもっていただく。これがわたしたちの
目指すかたちです。

美味しいものを作るために、原材料の生産過程までこだわっているのです
ね。おすすめ商品は何ですか？
自社ブランドの、『とろの青魚缶』シリーズです。中でも、『とろイワシ
缶』は人気No.1商品です。わたしたちが缶詰に加工するのは、旬のものを
新鮮かつ美味しい状態で保存するためです。わたしたちが追求する高品質
の魚が水揚げされる時期は、年によっては1年の中で3日しかないこともあ
ります。その一瞬を見極め、加工することに力を注いでいます。

旬である時期が数日しかないことに驚きました。
魚は自然の中で生きているため、いつも美味しいものが同じ場所で獲れる
わけではありません。もちろん、天候にも左右されます。そのような状況
下でも高品質を実現するために、漁師さんとの横の繋がりをとても大切に
しています。

なるほど。リスクを背負いながらも、素材に徹底的にこだわる姿勢が、他
社との差別化にも繋がっているのですね。ホームページには御社の商品を
つかったレシピが掲載されています。学生でも簡単にできる料理はありま
すか？
看板商品である真イワシの『オイルサーディン』の缶詰を使ったペペロン
チーノです。ペペロンチーノを作る過程でオイルサーディンを入れるだけ
で、自宅で本格的な味を再現することができます。パスタは当店で取り
扱っている『デュラル小麦有機スパゲッティ』がおすすめです。このスパ
ゲッティはオーガニックの小麦を、風味を損なわないよう低温で時間をか
けて乾燥させ作っています。既存のレシピで作るのも良いですが、アレン
ジを加えて自分好みの味にするのも良いですね。

レシピURL：
https://www.e-tabemono.net/recipe/オイルサーディンの炊き込み風ピラフ/

美味しさと健康を追求した卵の生産・加工販売を行う会社
代表取締役 梅原正一さん

こだわりの熟成さつまいもを作る農園
取締役 石田湧大さん

「旬」や「産地」が見える無添加加工食品メーカー
代表取締役 冨田正和さん

感想
菜の花エッグさんの卵を使用したプリンをいただきました。ほどよい固
さとなめらかな舌触りで、一度食べたら忘れられないほどの絶品でした。
普段から食卓には欠かせない卵。その製造背景には、菜の花エッグさん
の卵に込めた熱い思いがあることを知ることができました。

感想
独自の熟成技術で甘くしたお芋がなければ、生み出すことのできない商品たち。
「石田農園にしかできないことをやる」そんなこだわりの思いが印象的で、どの商
品もあまさが際立っていて美味しかったです。12〜3月までの期間限定品のため、
見かけた際は一度召し上がってみてください。

感想
後日、『オイルサーディン』の缶詰を使ったペペロンチーノを作りました。缶
詰を入れただけなのに、15分ほどでとても美味しいスパゲッティができて、家
族にも大変好評でした。みなさんも、ぜひ作ってみてください。

私たちが取材・編集しました

千葉大学環境ISO学生委員会
梅木里菜、中島由貴、山本京香

↑オイルサーディン・パスタ

↑西千葉にある直営店
「FOODSTORYこころび」

↑一年生たまご

ピーナッツサブレー本舗
とみいさん

御社の看板商品は何ですか？
『ピーナッツサブレー』です。千葉県産のピーナッツを使用し、ピー
ナッツをイメージした形に仕上げた手作りのお菓子です。素朴ですが、
食べると懐かしさを感じられます。全国菓子大博覧会の「名誉総裁賞」
など、これまでに複数回賞をいただきました。

作り手の思いが詰まっているのですね。お中元やお歳暮としても人気が
あると伺いました。
はい。贈り物として利用していただくことも多いです。特に今年は、帰
省できない代わりに、せめて地元のものを届けようと利用してくださる
お客様が多かったです。贈り物として、詰め合わせの中身を相手に合わ
せてカスタマイズできるところが魅力だと思っています。

先ほどお店で『五香最中(ごこうもなか)』を拝見しました。こちらは、
本店限定ですか？
はい。『五香最中』は、本店の地名である五香にちなみ、５種類の味の
餡を入れました。わたしたちは地元の人に愛されることを念頭に、各店
舗でその地域に由来した商品を販売しています。

店舗限定品以外にも、地域に由来したお菓子はありますか？
例えば、人気商品である銘菓『戸定三楽(とじょうさんらく)』は、松戸
にある戸定邸(とじょうてい)という重要文化財に着想を得て製造しまし
た。3種類の味があるフィナンシェで、それぞれ戸定邸の情景にちなん
でいます。全国菓子大博覧会で「農林水産大臣賞」をいただきました。

手づくりにこだわった焼き菓子の製造・販売を行うお店
代表取締役 杉浦詳子さん

感想
美味しさに加えて、地域に由来するという地元への愛によって、地元の人に
とって特別なお菓子であり続けていると感じました。千葉の産物を使って千
葉にゆかりのあるものをつくり、千葉の人々に愛される。これこそ、千産千
消が目指す最高のかたちだと思います。とみいさんの優しさが溢れた美味し
いサブレーを、ぜひ多くの方に召し上がっていただきたいです。
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