
京都大学の環境・サステイナビリティを 
考える100人会議 

 
第一回会議 
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背景 
• 京都大学では、過去から取り

組んできた「環境問題」に加
えて「持続可能性（サステイ
ナビリティ）」の概念を取り入
れて研究・教育・社会貢献活
動を推進しようとしている。 

       そうなると・・・ 
• テーマの幅が広がり、多くの

教育・研究・社会貢献活動と
のリンクがあるテーマになる。 

• キャンパス内の取組だけにと
どまらない。 

       しかし・・・ 
• 認知度も理解もほとんどされ

ないままである。また、同時
に、過去からの課題解決も求
められる。 

 
 
 
 
 

地域や世界への影響 

食やウェル
ビーイング
など、構成
員の身心も 



会議立ち上げへのヒント 
• 環境報告書10周年記念座談会 

 
 
 
 
 

 
 

• 様々な活動・個人の存在・・・エコ～るど京大、ぬ
かづけバトン、E-COOP、環境系科目・専攻など 

シェア、Natureなど・・・京大から社会を
変えるかっこいいスタイル発信を！ 

プロセスの共有も重要！学生
さんを始め、多くの構成員の
方と一緒に知恵を絞って！ 

思い切った中長期のビジョ
ン、目標を！ 



趣旨 
• 京都大学が考える「環境・サステイナビリティ」
の概念やビジョン、目標、それらを達成するため
の手段について、教職員・学生・院生・専門家・
市民、専門の別を超えて、わいわいがやがや知
恵や意見の交換ができる場を！ 

• さらには、それを実際の（大学としての）計画
へ・・・ 

• また、今後継続的に取り組みの種床になるよう
に・・・ 



議論のイメージ 
• 全体の方向性、キーワード、アイデアなど、根本的ご指摘か
ら具体例・案まで、率直な意見をお願いいたします。 

• 2～3回の100人会議で、アクションプランを中心に詰めていく
予定です。特に最初の2回（12/18、1/22）では若干議論がか
ぶる部分が出てくるかもしれませんが、とにかく、多様な視
点から意見を頂くことを主眼としております。 

• その場で発言できなかったこと、後から思いついたことなど、
是非、随時ご連絡ください。メール、MLやFBなども活用可能
です。また「この人の意見をききたい！」などの要望も歓迎し
ます。 

• 上記をひっくるめて、練り上げていきます。 
 

※テーマ別議論では、ファシリテーター／サブファシリテーター
に進行・記録等して頂く予定ですが、発表等は学生さんも積極
的に挑戦して頂ければと思います（ただし、時間厳守！）。 



成果の形はいろいろ 
• 京都大学の環境・サステイナビリティアクション
プラン（仮）の立案（提言）・・・ビジョン、数値目
標・指標（基準クリア）、実践活動・方向性など 

• 実践的取組・・・各自・団体の取組、エコ～るど
京大や生協との連携企画、ショーケース企画な
どなど 

• 成果を利用した媒体等・・・新入生向け指南
グッズ、WEBサイト、書籍などなど 

• 成果を利用した研究・教育等 
• 参加者個々人の学び、情報発信 



完成！ 

全体としての短期的アウトプットイメージ 
2015年度 2016年度 2017年度 

100人
会議 

環境・サステイナビリティアクションプラン 

草稿 

〇6月エコ～るど京大 
〇各団体・個人等の2016年度活動へ 

〇ショーケース企画 〇生協企画 

実践的取組 

〇重要事項検討 〇調査・検証 
〇学内調整 

成果を利用した媒体等 
〇新入生向け配布物 
〇議論まとめ発信（ミニ本？） 
〇環境保全 

〇書籍？ 
〇環境・サステイ
ナビリティ報告書 

成果を利用した研究・教育 

参加者個々人の学び、情報発信 

〇新入生向
け配布物 



アクションプランの構成（案） 
1 はじめに（概念及びアクションプランの

方向性） 

2 環境・持続可能性に配慮したキャンパ
ス設備と運営・維持管理 
(1)建物整備時における省エネ対策 
(2)環境賦課金制度を活用した省エネ
対策、(3)交通計画 

3 環境・持続可能性に配慮した資源利用
システム・ライフスタイル 
(1)3R 対策、(2)節水対策、(3)食料、(4)
購入 

4 安全・健康・環境配慮型のキャンパス 
(1)キャンパスアメニティ・植栽、(2)キャ
ンパスセイフティ、(3)ウェルビーイング、
(4)化学物質管理 

5 環境・持続可能性に関する教育・研究
の発展と参画、地域・国際連携 

• そもそも、京都大学が考える／取り組
む「サステイナビリティ」とは？ 

• それを念頭に取組の全体方針とは？ 
• アウトプット、達成手段のアイデア 

この括り方やキーワードにもご意見を！ 

それぞれの大＆小テーマについて・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①目指す方
向性 

②指標 
数値／基準 

③達成策 
アイデア 

○、○、○、○、
○、○、○・・・ 

④実行案 

アイデアストック 

今すぐ達成でき 
      なさそう 
      なものも 

④実行案 

④実行案 

④実行案 

優
先
順
位
や
実
効
性
等 

短期計画 
中長期計画 

対象：まず①～③ 



テーマ【1：ビジョン・アウトプット】の論点例 
• 納得できる「はじめに」にしたい！ 
• 京都大学が考える「環境・持続可能性」とは？目
指すべき方向性とは？⇒本日の論点① 
◆今の京大と、取り巻く環境はどうか？ 
◇時間：京都1,300年、吉田神社◎年、京大118年、クスノキ◎

年 ※世界最古の大学【参考資料1-①】 
◇財政：厳しい！が逆に省エネはチャンス？ 
 ※関連経費を知った上で対策を検討できないか？ 
◇存在意義？世界／日本／地元？ 
◆参考：国連SDGs、他大学の考え方【参考資料1-②】 

• 各テーマに求めること？ 
• アウトプット、達成手段のアイデアについて⇒本日
の論点② 



【1】論点①京都大学が考える「環境・持続
可能性」とは？目指すべき方向性とは？ 
• 物理的な対象範囲は？ 
・・・キャンパス、地元（京都）、地域（関西）、日本、

世界 
• 対象とすべき視点は？ 
・・・環境負荷＋（京都大学の）研究・教育・社会貢

献を取り巻く環境？ 
• 上記を念頭に、短期（5年）／中期（20～30年）／長
期（50～100年）、超長期（1000年）の持続可能性
は？ 
・・・基本的には、どんどん厳しい？ 
・・・生き残り／持続可能なシナリオ？ 
 



【1】論点②アウトプット、達成手段 
• 他の具体的テーマやテーマ横断型の取組について、
アウトプットや達成手段の可能性は？ 
・・・キャンパスをフィールドに外部の参加・協力も得てショーケー

ス／モデル的に取り組める仕組み 
・・・完全自給自足ハウス？部局等建物、花谷会館や環境科学

センター中庭焼却炉スペースなど【参考資料1-③】 
・・・賦課金との連携（ニーズ＆シーズ発掘）？・・・2班とも連動 
・・・研究費獲得、社会連携・実装のための仕組み 

• 学内外での必要性の認知 
• 「コンセプト／はじめに」か何か掴みとなる内容を1
月中には完成させ、広く発信したい（少し予算もあ
り） 
・・・どのような形で？ 
・・・来年度くらいには書籍出版も？！ 



【参考1-①】時間軸 
• 環境問題に関する時間軸の例 
○気候変動：COP21では今世紀末（2100年）に言及、IPCCでは

2050年目標、 
○他大学：長くて5年後（ハーバード大学は2050年目標を念頭

においた目標設定） 
○地球史：138億年（目標設定困難） 
• ◇大学／◆京都大学／◎京都関連 

西暦 出来事 

794年 ◎京都が都（平安京）に 

859年 ◎吉田神社の建立 

1088年 ◇ボローニャ大学（ヨーロッパ最古の総合大学）の創立 

1894年 ◆現存する京都大学の楠（時計台前の楠の北横）植えられる ★楠は環境によっては2～3千年の寿命 

1897年 ◆京都大学の創立 

1934年 ◆現存する京都大学の楠（時計台前）植えられる（初代が室戸台風で倒れたため） 

1949年 ◆湯川秀樹氏ノーベル賞受賞 

1977年 ◆京都大学環境保全センターの設置（毒たれ事件等を受け、原点処理・排出者責任を） 

1997年 ◎COP3が京都で開催され、京都議定書を採択 

2006年 ◆初となる京都大学環境報告書を作成・公開 

2015年 ◆京都大学の環境・サステイナビリティに関する100人会議の設立 ※CP21がパリで開催される 

3000年 ？？？ 

5年、15年、50年を短期・

中期・長期としつつ、長
い歴史を持つ京都にあ
る大学として、百年・千
年単位の視点は必要 



【参考1-②】国際社会における「持続可能性」の定義や目標 
• 持続可能性の定義 
○1987年国連の「環境と開発に関する世界委員会 （ブルントラント委員会）」の報
告書で「持続可能な(Sustainable)」というキーワードが出る 
〇その際の定義：「持続可能な社会とは、将来世代がそのニーズを充たす能力を損
なうことなく、現在世代のニーズを充たす社会」 

• 国連持続可能な開発目標 
1. 全ての場所における、あらゆる形

態の貧困の解消 
2. 飢餓の終焉、食糧安全保障と栄養

の向上の達成、持続可能な農業の
促進 

3. あらゆる年齢の全ての人に対する
健康な生活の確保、福祉（well-
being）の促進 

4. 全の人に対する包括的、公正かつ
良質な教育の確保、生涯学習の機
会促進 

5. ジェンダー平等の達成 すべての
女性及び少女のエンパワーメント 

6. 全ての人に対する、持続可能な水
源と水と衛生の確保 

7. 全ての人に対する、手頃で、信頼
ができ、持続可能で、近代的なエ
ネルギーへのアクセスの確保 

14．持続可能な開発のための海

洋、海浜及び海洋資源の保
存及び持続的な活用 

15．陸圏生態系の保護、回復及

び持続可能な活用の促進、
森林の持続的な管理、砂漠
化への対処、土壌侵食の防
止及び転換、生物多様性の
損失の防止 

16．持続可能な開発のための平

和でインクルーシブな社会の
促進 、全ての人に対する公
正へのアクセス提供、全レベ
ルで効果的かつ責任を伴う、
包括的な公的機関の設立 

17．持続可能な開発のための実

施手段の強化及び、グローバ
ルパートナーシップの再構築 

8. 継続的、包括的かつ持続

可能な経済成長、全ての人
に対する完全かつ生産的な
雇用と適切な雇用（ディーセ
ント・ワーク）の促進 

9. レジリエントな（回復力の

ある）インフラの構築、包括
的かつ持続可能な産業化、
及びイノベーションの促進 

10.国内及び国家間の不平等
の削減 

11．包括的、安全、レジリエン

ト、かつ持続可能な都市及
び居住区の実現 

12．持続可能な消費及び生産
形態の確保 

13．気候変動及びその影響と
闘うための緊急の行動 

 



【参考1-③】モデル展開の例 

• ロハスカフェ（武蔵野大学；他
にも店舗はある） 

• 東京工業大学・環境エネル
ギーイノベーション棟 

• 都市の食料自
給モデル「垂
直菜園」（ロン
ドン） 

CO2排出を約60%以上削減し、棟内で消費する電
力をほぼ自給自足できるエネルギーシステム 

有機豆乳や玄米を使った「身体にやさしいイ
タリアン」なファストカジュアルのカフェテリア 

• 全国的に、古民家や町家再生
等のプロジェクトは多数ある 

• 京都大学でも、間伐材を利
用したj.podの建物がいくつ
か存在 他にもありそう・・・ 
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