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京都大学SDGs研究会

2020年度のテーマは「里山と都市の連携」

京都超SDGsコンソーシアム
株式会社ROOTS
里山デザイン
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「SDGs」とは？

◆国連において2015年に採択された世界共通の目標
• 持続可能な開発目標＝Sustainable Development Goals
• 17の目標及び169の指標からなる2030年に向けた指針

ステップ１

SDGsを理解する

◆京都大学における「SDGs」
• 本学においては、SDGsの達成に資する研究・教育・社会貢
献活動が、長年、多様な形で展開されてきた。そして、
SDGsの概念や年限を超えたものも多く存在する。言葉にか
えれば、本学の理念にある「地球社会の調和ある共存」に集
約されるかもしれない。それらも評価され、世界の大学SDGs
ランキングでは、日本一位にランキングされた。

• また、最近では、多くの学生さんが、SDGsの実践活動に関
わり、若い感性でユニークなアプロ―チを展開している。

• 他方、SDGsやそれを取り巻く状況については、賛否様々な
意見も存在し、議論が尽きない。

• 議論を続けながらも、世界や地域におけるSDGsの取り組み
が、真に持続可能な社会の実現につながるように、研究・教
育・社会貢献活動を通じて学術的に貢献していくことが求められる。

• 本プログラムは、社会（今回は皆様）との対話を通じ、それを実現する第一歩としたい。

◆この通り、「SDGs」と言っても、人や組織それぞれの捉え方がある。プログラムの最後には、参加者それ

ぞれの言葉で伝えられるようになることを目指したい。
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「京大SDGs研究会」2020年度概要 参考：昨年度の実施内容【後掲】

【研究会の概要】

○会員：SDGsを深く理解し、真のSDGs目標の設定を望む法人（毎年度20法人限定）

（ex.)SDGsに対する自社独自の新たなアプローチを模索する法人

○期間：2020年度８月～2020年12月（予定）

※オリエンテーションやテスト参加は６月よりスタート

○会費：20万円/法人・5回
※自治体・NPO・市民の方でオンラインのみの場合5回5千円の特別枠あり。学生は無料。

○開催地／方法：京都市内（京都大学または京北地域）／原則全てオンライン参加も可

ステップ１

SDGsを理解する

【体制】

○研究会コーディネータ ： 浅利美鈴 京都大学地球環境学堂 准教授

○事務局 ： 株式会社ROOTS、里山デザイン 【後掲】

○主催 ： 京都超SDGsコンソーシアム（産学公でSDGsの社会実装を目指す） 【後掲】

○共催 ： 京都大学調和ある地球社会研究ユニット、エコ～るど京大 ほか

2019年度に初開催し、様々な出会いが生まれました。
その経験や反省点も活かして、パワーアップしたいと思います。

コロナ禍のコミュニケーションツールを模索さ
れている方も多いと思います。オンライン参
加で、どこまで何ができるのか？実践的に検
証する機会としてもご活用いただけます。

【2020年度テーマ】

里山と都市の連携

コロナ禍で、様々な社会変革が、待ったなしで始まっています。その一つが、里山と
都市との連携です。リモートワークが一定進展する中、里山で暮らしながら働くとい
う選択肢が、現実味を帯びてきました。また、一次産業と街が一体化することによ
るレジリエンスにも目が向けられつつあります。今年度は、実際に里山（京都市京
北地域）をオンサイト拠点にすることで、可能性や課題を検証したいと考えています。
そのような変革を試行したい法人の方にも、是非ご参加いただきたいと思います。
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「京大SDGs研究会」のゴール

目指す人材：

 SDGsについて、ひと通りのことは理解している。

 SDGsについて、情報感度もよく有益な人脈もある。

 SDGsを使って、俯瞰的に社会を見ることが出来る。

 SDGsに関して、柔軟な発想をすることが出来る。

 SDGs視点で、貴社事業を考察することが出来る。

 SDGsに対して、疑問を持ち続けることが出来る。

 SDGsについて、あらゆる種類の相談を受けることが出来る。

 不確実な世の中や将来を前にしても、SDGs的な視点で生産的な考え

方や行動をとることが出来る。

この人材が、「目標設定」「経営への統合」等、
貴社内SDGs議論 のキーパソンとなります。

講義＆ディスカッション＆実践活動を通じて、
貴社におけるSDGsのエキスパートを育成。
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「京大SDGs研究会」の内容①

【各回前半】

□SDGs各テーマ深掘りプログラム（講義）

○SDGsテーマについて京都大学研究者の視点から、深い議論のきっかけとなる現状の分析や、

課題をあぶり出すようなプレゼンテーションを行い、SDGsへの新たな視座を探る。

【講師例】 浅利美鈴准教授・・地域におけるSDGs教育の展開、里山と都市が連携した

循環型社会構築に向けた活動 ほか

高部圭司名誉教授・・・日本の森林管理の在り方 ほか

文理様々な分野の先端のお話しを聞け、質疑時間も十分に取ります。

ステップ１
SDGsに興味を持つ

ステップ2
優先順位を決定する

ステップ３
目標を設定する

ステップ４
経営へ統合する

ステップ５

報告と

コミュニケーション
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「京大SDGs研究会」の内容②

【各回後半】

□SDGs自分ごと化プログラム（ワーク＆ディスカッション）

〇講義内容に関して質問をすることでSDGs的な視点を獲得していく。

〇研究者、他企業、学生とのディスカッションを通じてSDGsのツールとしての活用方法を見出していく。

（自分と他人との物事の受け止め方の違いを実感し、ダイバーシティーの大切さを学ぶ。）

〇エビデンスベースでの最新調査や研究結果の数値をもとに、自社での目標設定へのヒントを得られる。

〇リモートワークやオンライン交流、里山滞在等の実践により、自社での展開のノウハウが獲得できる。

ステップ１
SDGsに興味を持つ

ステップ2
優先順位を決定する

ステップ３
目標を設定する

ステップ４
経営へ統合する

ステップ５

報告と

コミュニケーション

今回、想定されるアウトカム（案）

●2020年11月京北地域における発信（※）

●京都大学等における発信（※）

●各社のSDGs報告書（骨子）

●各社のSDGs取組推進方針

●そのほか

※ 2020年11月7-8日に京北地域にて、SDGs関連のイベントを実施予定です。また、京都大学でも様々なイベント
を予定しています。
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「京大SDGs研究会」2020年度のプログラム（予定）

【オリエンテーションのご案内】

6月19日（金）14:00～15:00 京都超SDGsコンソーシアムの紹介＆趣旨説明（浅利＠京大）

15:00～17:00 コンソーシアムメンバーによる話題提供

「働き方・暮らし方」のSDGs的変革（藤田＠リコー×城市＠ソフトバンク）

※原則、ZOOM参加。現地（京都市京北地域）参加希望の場合は応相談。

6月～7月 ROOTS×京都超SDGsコンソーシアムによる学生向け事業アイデア創出プログラ

ムへのトライアル参加 ※原則、ZOOM参加。現地参加希望の場合は応相談。

その他、お気軽に個別にご相談ください。

【テーマ（予定）】

○2020年8月 SDGsことはじめ／ふりかえり、里山と都市が直面する持続可能性の危機

〇2020年9月 里山の持つSDGs的価値と、それを守る人々 ※フィールド活動も実施予定

〇2020年10月 里山と都市の関係性の変革 ※SDGsビジネス構想WSも実施予定

〇2020年11月 里山SDGsサミット（仮）への参加及び発表

〇2020年12月 自社のSDGs的変革への提言や計画案の策定

ステップ１

SDGsを理解する

皆様のお声も受けて、プログラムを完成させます。【2020年度テーマ】 里山と都市の連携

里山でのリモートワークの試行なども、ご支援します。

昨年度参加企業より、自社落とし込み
事例報告などもご紹介頂きます。

ご希望に応じたテーマで、他団体メ
ンバーとの混成にて、SDGs事業化
の討議・グループワークを行います。
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【参考】昨年度の実施概要

日程 場所 テーマ 講師 ワークテーマ

小林広英（地球環境学堂/教授）

新福洋子（医学研究科/准教授）

大山修一（アジア・アフリカ地域研究研究科

/准教授）

浅利美鈴（地球環境学堂/准教授）

さすてな京都スタッフより施設解説及び見学

三谷羊平（農学研究科/准教授）

清水夏樹（学際融合教育研究推進センター/

特定准教授）

井植美奈子（セイラーズフォーザシー日本支

局/理事長）

小野真義（株式会社セブン&アイホールディ

ングス）

石川淳也（ソーシャルグッドプランナー）

福元宏徳（里山デザイン）

　

5

2/28(金)実施予

定分は変更

京都大学、

オンライン

真の持続可能

性とは？

コロナ禍でオンラインにて左の特別講演

及びZOOMグループ討議

3
2019/12/26(木)

13:00～17:00
京都大学

地域社会から

みたSDGs

参加者より希望のあったSDGs関連テーマ

にてグループワーク・ディスカッション

4
2020/1/24(金)

13:00～17:00
京都大学

食とSDGs・持

続可能性

SDGsシンポ展示チームは展示の議論、そ

の他参加者は与えられたテーマで議論

1
2019/10/31(木)

13:00～17:00
京都大学

アジア・アフ

リカとSDGs

「SDGsことはじめ」として簡単にSDGs

を解説後、プログラムを通じた達成目標

を設定

2
2019/11/15(金)

13:00～17:00

さすてな京

都

ごみ・プラス

チックと持続

各社の事業内容とSDGs17ゴールへの落

とし込みディスカッション

● 実施概要

● 参加：２０の企業・団体

● 主催：京大オリジナル株式会社

● 共催：京都超SDGsコンソーシアムほか

毎回、終了後も大盛り上がり！
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「京大SDGs研究会」2020年度のプログラムを支えるメンバー

ステップ１

SDGsを理解する

サンフランシスコで社会課題解
決型のデザインプロジェクトに
携わり、企業の企画・戦略デザ
インを行う。現在は里山のコミュ
ニティづくりや地域デザインを
手がける。

英語・中国語のガイド・通訳・講
師。世界80か国以上を仕事で旅
しながら、独学で学んだ7カ国語
を操る旅の編集者。異文化コミュ
ニケーションのコーディネーター。

浅利美鈴
京都大学大学院 地球環境学堂 准教授
「ごみ」や「環境教育」が研究テーマ。
また、「びっくり！エコ100選」や「びっくりエ
コ発電所」「3R・低炭素社会検定」「エコ～
るど京大」「京都超SDGsコンソーシアム」
などを立ち上げ、社会にムーブメントをお
こすべく実践・啓発活動や情報発信にも力
を注いでいる。

藤田 稔
㈱リコー環境事業開発センター地域プロ
ジェクト推進グループリーダー

齋藤 久也
京都市総合企画局総合政策室 SDGs・レ
ジリエンス戦略課長

●里山拠点

（株）ROOTS

●京都大学／街中拠点（他にも多数）

里山デザイン

福元宏徳
Photographer・代表理事
京北で暮らして気付かされた里山の暮
らしの知恵や精神性に強く惹かれ、そ
うした地域の魅力を写真で国内外へと
伝えている。
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【参考】京都超SDGsコンソーシアム
【1】産学公連携体（2019年6月27日、京都産学公SDGｓプロジェクトとして発足）

【2】概要
• 持続可能性・SDGs概念や基盤技術・システムの社会実装や展開を念頭に置いて、強み（社会展開力
や技術・システム）と熱意のある産官学・市民プレイヤーとともに、千年の都「京都」（SDGs先進度ナン
バー1自治体）を中心に、先駆的なSDGsコミュニティを創出する。

• プロジェクトごとに参加主体を調整しつつ、全体としての有機的なつながりも担保する。包括連携や実
事業等への展開も推進する。

• 2025年大阪・関西万博及び2030年SDGs目標年をマイルストーンとしてバックキャスティング的に活動を
行う。

【4】活動内容
• 京都と持続可能性・SDGs：京都を地域社会の一つの縮図と捉え、過去・現在を把握すると同時に、将来
予測研究（次の千年）結果なども踏まえ、SDGs等の視点から、地域社会や個々人のライフスタイルのあ
り方を議論する。特に里山（中山間地域）と市街地の連携も重視する。

• 京都の持続可能性・SDGs：京都（京都大学を含む）をフィールドに、持続可能な（中期的にはSDGsを達
成する）地域コミュニティ像を描いた上で、そこにつなげるための短中期的な方策を試行・実践する。

• アウトリーチ活動

【3】構成員・体制
• 幹事：京都大学、リコー
• 事務局：京都大学

• 全体会及びワーキンググルー
プにて構成

• 詳細は規約を参照のこと

産：暮らしを支える企業・組織

官・市民学
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（株）ROOTS

参 考
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世界中の学生や専門家を招いた教育プログラムを、京都市京北地域で企画運営。地域の方々と社会課題を学び、
解決に向けアクティブに動くStudy Trip を実践。ROOTSは、地域の根を深く理解し、その知恵を次の時代に再編し、
国際的に利用可能なアイデアに展開します。プロジェクトごとに国内外の多様なクリエイティブパートナーと連携し、
新たなサステナブル事業を創発する生態系や国際ネットワークを創出します。

活動例： 世界の教育機関とつながるStudy Trip

ROOTSのエコシステム

「里山」は自然と人が調和する場所。私たちROOTSは里山が引き継く持続可能なエコシステムを基盤とし、新し
い学び方、働き方、生き方を提案します。私たちは、地域の伝統と新たな地域参入者をまきこみ、里山の知恵を
次代に編集する“生態系”を生み出しています。



13

ROOTS MEMBERS
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◎私たちの目指すもの

「里山」とは、人間の住む「里」と自然

の「山」の境目にある自然と人が長

年共存してきた環境のことを言いま

す。

私たちは「里山」というモデルを通じ

て、これまでの都市型の生き方とは

また違った、その地域の自然環境や

資源と持続的な関わりを持ちながら

も、社会の一員として都市部とのつ

ながりを失わない、新しい生活のスタ

イルをデザインしていきます。
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お問合せ先

●里山拠点
株式会社ROOTS

曽 緋蘭
中山慶
---------------------------

〒601-0251
京都府京都市右京区京北周山町西丁田21-3

Email: info@rootsjourney.jp

●京都大学拠点
京都超SDGsコンソーシアム事務局
京都大学大学院地球環境学堂
浅利美鈴、染川聡一郎
---------------------------

〒606-8501
京都府京都市左京区吉田本町

Email: ecocheck@eprc.Kyoto-u.ac.jp


