第３７回大学等環境安全協議会技術分科会 プログラム
オンサイトとオンラインのハイブリッド開催

【開催日】２０２１年１１月２５日（木）１３：００～１７：００
２６日（金） ９：３０～１２：００
【場

所】オンサイト：京都里山 SDGs ラボ「ことす」（旧京北第一小学校）
★オンサイト参加定員：約 50 名
〒601-0251 京都市右京区京北周山町下寺田 11
TEL：075-748-1986
（京都駅よりバスにて 1 時間 20 分程度、車にて 1 時間）
オンライン：zoom（参加申し込みされた方へ URL を配信）

【主

催】大学等環境安全協議会

【共

催】京都大学

１日目 １１月２５日（木）京都里山 SDGs ラボ「ことす」Rethink ホール等

10：00 受付開始 ※お荷物を置かれて周辺を散策頂く、テレワークして頂くなども可能です。
13：00 挨拶
大学等環境安全協議会 会長
文部科学省
京都市 市長
京都大学 副学長

大島 義人
調整中
門川 大作
村中 孝史

13：30 特別講演

「京北から、持続性の転換点を考える」
京都高度技術研究所（ASTEM）副所長

酒井 伸一（京都大学名誉教授）

14：30 企業セッション
企業より、取り組み紹介頂きます。オンラインでも配信します。
※会場内でも、企業の発信コーナーを、内容に応じて展開する予定です。
15：15 「ことす」SDGs ツアー
「ことす」とは？SDGs な見どころについて、数人グループに分かれて頂き館内を回りながら
ご案内します。オンライン参加の方も、一緒にご案内します。
ことす運営協議会ほか
15：45 講演
「今期の大環協の活動について」

大島

義人（大学等環境安全協議会

会長）

「大環協のこれからを考える WG の設置と今後の活動」
吉識

肇（大学等環境安全協議会 副会長）

「大環協における Academic Activity と情報発信」
辻

佳子（大学等環境安全協議会 常任理事）

依頼講演「私立大学環境保全協議会の活動と大学等環境安全協議会とのかかわり」
松本

道明（私立大学環境保全協議会 会長）

17：00 事務連絡

２日目 １１月２６日（金）京都里山 SDGs ラボ「ことす」Rethink ホール等
9：30 特別企画「大学等における排水管理 ～事故事例を中心に～」
趣旨説明
岡野 衣沙（静岡大学）
排水違反の事例と対応
吉村 知里（神戸大学）
水銀汚染の発生とその対応について
山田 悦 （京都工芸繊維大学）
質疑応答、総合討論 座長
濱田 百合子（鹿児島大学）
11：15 プロジェクト報告
１．大学等における排水中有機物質スクリーニング法の開発
○津田 瞳、布施 泰朗、前田 耕治（京都工芸繊維大学）
２．大学・研究機関向け安全衛生保護具選定事例集の作成（中間報告）
○林瑠美子、富田賢吾、原田敬章、錦見端（名古屋大学）
田中俊憲（沖縄科学技術大学院大学）
、主原愛（東京大学）
牛澤浩一、吉識肇（理化学研究所）
３．PRTR 制度に係る化学物質の環境中への移行実態と対応策に関する研究
○平井康宏、矢野順也（京都大学）
酒井伸一（京都高度技術研究所）、布施泰朗（京都工芸繊維大学）
11：50 事務連絡
11：55 閉会の辞
大学等環境安全協議会 副会長 平井 康宏

体験研修会

１１月２６日（金）午後

京都里山しめ縄づくり／周辺散策
しめ縄づくり定員：15 名、散策定員：応相談
◆しめ縄づくり（予定）
：
13：00 ことす内アップサイクルラボ集合
15：15 体験終了（作品完成予定、お持ち帰り頂けます）
※15：45 発 JR バス→17:12 京都駅
◆散策内容：ご相談に応じて、アレンジさせて頂きます。遠慮なくご相談ください。
例：徒歩での散策、トレッキング

例：自転車（無料でお貸しできます）での散策
例：車での散策（美山方面なども可能）

会場のご利用やご滞在にあたって

◆コロナ対策について
・ 対面参加の人数は 50 人を上限とする予定です。対面参加希望者が上限を超える場合は、会場内
の別室からのご聴講や、オンライン参加となる場合があることをご了承ください。
・ 開催期間に京都府内が緊急事態宣言の対象である場合は、全面オンライン開催とします。申し
込み受付開始以降、随時更新します。いったん全面オンライン開催と決定した後は、早期に宣
言が解除された場合も全面オンライン開催とする予定です。
・ 開催期間に京都府内がまん延防止措置の対象である場合は、対面参加を京都府内の方に限定さ
せていただきます。
・ 以下に該当する場合は、対面参加をお控えください。
 新型コロナウイルス感染に類似した症状がある場合（類似症状とは、咳・咽頭痛・息切
れ・全体倦怠感・37.5℃以上の発熱・味覚障害・嗅覚障害などを指す。新型コロナウイル
ス以外の疾患の確定診断がついている場合は除外する）
 開催前 14 日以内に感染が継続・拡大している海外への渡航歴がある場合
 開催前 14 日以内に新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者であったことが判明した場合
（参加者本人の陰性が確認された場合を除く）
・ 会場入口での体温測定（非接触型）にご協力をお願いします。
・ 発熱等の新型コロナウイルス感染類似症状が確認された場合、会場内の指定の場所にて待機い
ただき、最寄りの医療機関（会場到着以後は、京北病院）へ電話でご相談いただきます。
・ 対面参加の方には開催期間中の健康状態チェックシート（体温・体調等）の提出をお願いいた
します。
・ 参加費は、原則として事前に銀行振り込みでお支払いください。
・ 対面参加でお申し込みの方が、入場時の検温等により対面参加できなくなった場合は、オンラ
イン参加に変更していただきます。
・ 会場では、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いにご協力ください。
・ 飲食時を含め、マスクを外しての会話はお控えください。
・ 飲食を伴う懇親会は開催しません。
・ 見学・体験会等は、会場や乗物の定員の半分以下の参加人数上限を設定し、感染防止ガイドラ
イン（乗車時・再乗車時の手指消毒、マスク着用、会話の手控え、小グループに分かれての乗
車・降車）に沿って開催いたします。
◆会場の Wi-Fi 環境について
・ 「ことす」テレワークエリアにおきまして、無料無線 Wi-Fi を完備しております。
・ ご利用いただくには、パスワードが必要となります。利用の際は、参加申込者にご案内する
Wi-Fi パスワードを入力いただきご利用ください。
・ Wi-Fi の通信品質については、通信機器等により異なります。

◆京北 SDGs ミールのご予約について
次について、事前にご予約を受け付けます。５日前（11/19）までにお申し込みください。お支払
いは、現地にて、釣り銭が要らない形で、お願いいたします。
１１月２５日（木）ご昼食 １食・税込 1,100 円（京都里山 SDGs ランチ A）
１１月２６日（金）ご昼食 １食・税込 1,100 円（京都里山 SDGs ランチ B）
※地産地消、旬のこだわりの食材で、地元の方々が心を込めて用意するお食事です。お飲み物は、
お湯とコップをご用意しておりますので、セルフサービスにてお楽しみください。
※リユース容器や自然素材の容器包装を利用予定です。ご昼食は、ことすや周辺にてお召し上がり
いただけます。ご利用の方は、マイ箸、マイボトルのご持参をお願いいたします。
※密を避けてお召し上がり頂けるよう、
「ことす」内の数か所に食事場所を準備しております。
◆お買い物やお食事処について
・ 「ことす」徒歩圏内には、スーパー及び道の駅「ウッディ京北」、数軒のお食事処があります。
ただし、コロナ禍で営業時間等が変更する可能性があります。車で 3 分の場所にコンビニもあ
ります。
◆「ことす」の概要及び「ことす」へのアクセス等について
こちらの WEB サイトをご確認ください。https://www.kotos-kyoto.jp/
公共交通機関をご利用の場合、京都駅や京都市街地から「周山（しゅうざん）」に向かう JR バスを
ご利用ください。
「京北合同庁舎前」で下車頂きますと、
「京北第一小学校」まで徒歩 3 分程度です。
次が乗車可能なバスです。【参考】西日本 JR バス https://www.nishinihonjrbus.co.jp/route/kyoto/
11/25（木）早めについて散策／テレワーク

11/25（木）お弁当等を食べる時間あり

9:30

11:00 京都駅前

↓

京都駅前
西日本 JR バス周山行

10:50 くらい 京北合同庁舎前

↓ 西日本 JR バス周山行
12:20 くらい

会場は 10:00 から利用可能です。
11/25（木）終了後

11/26（金）開始前

17:32 京北合同庁舎前

7:50 京都駅前

↓

西日本 JR バス京都駅前行

19:00 くらい 京都駅前

↓ 西日本 JR バス周山行
9:15 くらい

※その後、18:42、19:32 発もあり
11/26（金）終了後

11/26（金）体験等終了後

12:47 京北合同庁舎前

15:45 京北合同庁舎前

↓

西日本 JR バス京都駅前行

↓ 西日本 JR バス京都駅前行

14:14 くらい 京都駅前

17:15 くらい

※その後、14:07 発もあり

※その後、16:42、17:32、18:42、19:32 発もあり

京都駅前

※上記が難しい方について、現地参加者のご予定に合わせて、タクシーやレンタカーの乗り合いな
どを調整することも検討しております。お気軽にご相談ください。なお、タクシー利用は、片道 1 時

間程度、約 1 万円となります。京北地域のタクシーは、1 台しかありませんので、
「ことす」からの
お戻りでタクシーを利用されたい場合は、事前予約が必須となります。事前にご相談くださいます
よう、お願いいたします。
※駐車場は、次に記載の通り、
「ことす」横（体育館裏）や京北出張所横、ウッディ京北等を、無料
でご利用頂けます。https://www.kotos-kyoto.jp/
◆「ことす」ご利用について
・ SDGs 指南（https://www.kotos-kyoto.jp/）をご確認の上、マイボトル、マイバッグ、マイ箸（お
食事される場合）持参や、徹底したごみ分別、省エネ（ウォームビズ）など、エコ運用にご理解・
ご協力をお願いいたします。
・ 会期中、参加者は、受付にて入手された要旨集をお見せくださることで、「ことす」のテレワー
クエリアもご利用いただけます。ただし、コロナ禍の対策事項に対応するため、利用者数を制限
させて頂いたり、体温チェックや、利用者名簿への記名をお願いしたりすることになります。あ
らかじめご了承ください。
※ただし、ことす有料会員の方がご利用される場合は、そちらを優先させて頂きます。もしも、この
間に確実にオンライン会議等に参加されたい場合は、事前に info@daikankyo.org

まで、ご連絡く

ださいますよう、お願いいたします。
◆宿泊施設などについて
・ 11/25 の 宿 泊 に つ い て は 、 先 着 に て 、 次 を ご 利 用 頂 け ま す 。 利 用 を 希 望 さ れ る 方 は 、
info@daikankyo.org までお知らせください。原則としてシングルユースを想定していますが、
ご家族での滞在で、5～7 名部屋を 2～3 名で泊まられたいような場合は、他にも部屋を確保でき
ますので、お知らせください。
〇あうる京北：https://kyosemi.or.jp/
〇11/25 学会終了後、
「ことす」より送迎バス（無料）あり
〇11/26 学会開始前、
「ことす」への送迎バス（無料）あり
〇夕食 1,500 円、朝食 600 円
〇シングルルーム ３部屋

※原則 2 食つき

3250 円（税込、食事別の値段）

〇ツインルームのシングル利用 ９部屋 3950 円（税込、食事別の値段）
・ その他、近隣の宿泊施設は、こちらをご参照ください。
https://kyoto-keihoku.jp/
◆参考：京北の見どころを京大生がリポート！
・ SDGs KYOTO TIMEs（https://www.youtube.com/channel/UClgNiTfcQw1lZO8R0Z7_dXg）と
いう YouTube チャンネルの「今日も明日も SDGs 第 4 弾」では、18 回×30 分間のオンライン
番組にて、京北の SDGs スポットや団体・個人を紹介した録画をご覧いただけます。学生さんた
ちの初々しい食レポにも注目です！行きたくなるお店も満載です。
・ 番組の概要はこちら：https://eco.kyoto-u.ac.jp/sdgs/kyoto-times/2144/

