
京都大学の環境・サステイナビリティを 
考える100人会議 

 
第二回会議 

2016年1月22日 



背景（第一回から再掲） 
• 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（第一回再掲） 
• 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（第一回再掲） 

• 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・・・ 



第一回会議の概要（とその後） 
• 2015年12月18日18:15～20:30 参加者55人 
• 冒頭、背景や趣旨、テーマ別実態を、まとめ役の教員＆学
生・院生が紹介 

• 「京都大学の環境・サステイナビリティアクションプラン（案）」
のテーマに沿ってグループに分かれ、全体の方向性（各
テーマのビジョン）、キーワード、アイデアなどについて、根
本的ご指摘から具体例・案まで、率直な意見交換を実施 

• その後、各班の議論の概要とポイントを発表し、全体共有 
≪終了後、ミニ懇親会≫ 

その後・・・ 
• 第一回会議の議論内容とフィードバックシート（※）などもま

とめた上で、 「京都大学の環境・サステイナビリティアクショ
ンプラン（案）」をリバイス 

※特に学生の皆さんからは、様々な形で刺激を受けたとの意
見多数 



成果の形はいろいろ（第一回よりアップデート） 

• 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、モデル的な企画などな
ど【特に、2016年度から実際に取り組むもの＋
将来必ず取り組むべきもの・取り組みたいもの】 

• 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（アップデート） 

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＋連携した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 
  〇素案提示？ 

〇調査・検証 
〇学内調整 

成果を利用した媒体等 
〇新入生用：京大生に1枚 
 サステナ表／マップ？ 
〇環境保全 

〇書籍？ 
〇環境・サステイナ
ビリティ報告書へ 

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 

★2/29 
発表？ 



今後のプランの進め方（案） 
• 全学的にオーソライズしつつ・・・ 
• 100人会議（年数回開催）を含む体制＆PDCAの仕組み 
• 環境報告書（10年）から「環境・サステイナビリティレポート」へ

（様々なレイヤーでの可視化） 

Plan（計画） 

Do（実行） Check（評価） 

Action（改善） 
〇100人会議各グループでの素案作成 
 ⇒全体での議論（≒パブコメ？！） 
 ⇒コアメンバーでの仕上げ 
〇各種関連会議での議論 
〇経営層での議論、決定 

〇可視化・評価チーム（立ち上げ） 
 ⇒関連データの回収・解析 
 ⇒環境・サステイナビリティレポートの作

成（への参画） 
〇ステークホルダー委員会等での評価 
〇経営層による評価 

〇担当組織等での実行 
〇100人会議が関与／主導する協働企画 
 ・・・キーパーソンや団体でコアを形成 
   し、企画を立ち上げつつ、メンバー 
   は幅広く募る 

〇担当組織等による見直し 
〇100人会議における見直し・議論 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プランの構成案と今回の議論（アップデート） 
1 はじめに（概念及びアクションプランの

方向性） 

2 環境負荷の小さいキャンパスにむけて 
◆目標（2030年） ①～⑥ 
◆具体的取組 
〇エネルギー・温室効果ガス削減 
〇交通 〇購入 〇ごみの3R・循環 
〇水  〇食 

3 安全・健康で環境に配慮したキャンパ
スにむけて 
◆目標 ⑦～⑩ 
◆具体的取組 
〇キャンパスアメニティ、ランドスケープ、

憩いや活気を創出するデザイン 
〇共有スペース 〇セイフティ 
〇健康・ウェルビーイング 〇化学物質 

4 教育、研究、地域・国際連携 
◆目標⑪～⑭ 
◆具体的取組 
〇教育 〇研究 〇構成員の参画 
〇国内外NW 〇地域社会との協働 

• 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 

2016年の活動も見
据えて議論 

①方向性 

②目標 
数値／基準 

③具体的取組 
○、○、○、○、
○、○、○・・・ 

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 
（⇒2016年） 
中長期計画 

積み残しの重要課
題や目標設定につ

いて議論 



京大生に1枚サステナ表 
• 下宿に貼ったり、持ち歩いたりした

くなるもの（スマホにない内容） 
• 手元にあると便利な全学学年歴と、

京大の考える持続可能性のエッセ
ンス、知って得するエコ情報、知っ
ていたい京都のエコな知恵などを
盛り込む 

• それぞれのテーマや団体からも！ 

Ｍ 

A2（4つ折りにしてA4で持ち歩き可能） 

エコ～るど、
農薬ゼミみ
かん販売開
始、リサイク
ル市、京都
のお祭など

も 

理念 
地球の歴史 
地球の作り 
京都の歴史 
京大の歴史 

京大生のマナー 
省エネ 
ごみ分別 
食 

京都ツウ 
（割引情報） 

？？？ 



今回のテーマ別議論について 
テーマ 議論のポイント ファシリ 

①京大生に1
枚、サステナ
表 

ビジョンや概要を端的に伝
える指南紙（新入生配布＋
学内発信！）の内容を詰め
たい 

磯部・東條 
山口・大木 

②教育・情報
発信 

4年間の人材育成プラン、

今後の展開を見据えた
WEB発信の在り方を中心に 

小林・元木 
中川・安藤 

③エネルギー 中長期目標の考え方、特に
再エネや地域連携、抜本策
について 

平井・酒井 
小西 

④ごみ・資源 その他のアイデアの掘り起
し＆2016年の取組について 

矢野・藤村 
後藤 

⑤食 2016年の取組について（学
内外農園・生協連携など） 

浅利 
佐川・大杉 

⑥地域連携 地域連携に関する目標設
定、地域を巻き込んだ社会
モデルの構築（具体的アイ
デアも） 

伊勢・江上 
宮澤 

前半は、合同で、
4年間の人材育

成の考え方につ
いて議論 

前半か後半に合
同で、食の循環
（生ごみ堆肥化
⇒学内外農園
への提供⇒野
菜購入） 



【依頼】2月29日国際シンポジウムでの発表 
• 2/29 13:00-18:15シンポジウム＠イノベーション棟5F 
  18:30-20:30レセプション＠カンフォーラ 
• 地域にて展開する持続可能な環境配慮型大学の理

想像 ～歴史都市 京都におけるサステイナブル
キャンパス構築の方向性～ 

• 14:00～山極総長のご挨拶 
• 14:30～Dr. Kimberley D.Smith（環境先進都市ポート

ランドにおいて、大学が教育・研究・地域社会との連
携等を通じて、いかに地域の特色を活かしながら、
地域に貢献し、持続可能な環境配慮型大学の構築
を実現しているのか） 

≪依頼≫ 
◆是非、参加してください！レセプションまで可能です（無料）。100人
会議の途中成果等も発信します。案内をメールします。 
◆是非、皆様の活動についても発表してください。1分スピーチとポス

ター発表を組み合わせる予定です。ポスターの印刷等は事務局で可
能です。WEB等でも配信したいと考えています。 



ゲストメンバーの方々より 
 

気候ネットワーク・伊与田様 
京都市・山田様 

ひのでやエコライフ研究所・大関様 
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