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富山大学では、学生・教職員から一般市民まで幅広い方面の方々と環境・安全の問題

を考え、交流する場として平成 19 年から「富山大学環境塾」を開催しております。今

回 10 月 6 日（土）に１２回目を開催いたします。 

本学にこの 4 月に創設された都市デザイン学部は、持続可能な都市の実現を目指す学

部です。今回の環境塾では、都市デザイン学部の都市・交通デザイン学科から中川教授

（本学副学長・京都大学名誉教授）と地球システム科学科から安永教授（マイアミから

10 月初旬帰国）が、各々の立場から、持続可能な都市について講演いたします。また、

スペシャルゲストに、高岡高校出身のジャーナリスト、モーリー・ロバートソン氏をお

招きして、世界の中の富山について講演していただきます。 

新しい都市デザイン学部が取り組む「持続可能な都市」について知りたい、学びたい

とお考えの皆さんや、都市デザイン学部に興味をお持ちの高校生はぜひご参加ください。 

なお、開催当日には、会場がある五福キャンパスでは学園祭も行われます。学園祭へ

の参加と併せて、環境塾への沢山の皆さんの参加をお待ちします。 

つきましては、取材・報道方よろしくお取り計らい願います。 

 

記         

 
日時 2018 年10 月6 日（土） 9:45～12:00 

会場 富山大学五福キャンパス 理学部多目的ホール  

  

【プログラム】  

１）  9:45～ ９:５0  開会挨拶  

富山大学長  遠藤 俊郎 

２）  9:50～10:20  基調講演１ 「都市構造とエネルギー消費  

〜環境の視点からみた都市・交通政策の大転換～」         

               富山大学 都市デザイン学部 都市・交通デザイン学科  教授 中川 大                      

10:25～10:55  基調講演２ 「気候から考える持続可能な都市～富山と世界をつなぐ地 

球規模での大気の流れ～」 

             富山大学 都市デザイン学部 地球システム学科 教授  安永 数明 

11:00～11:30  基調講演３「世界の中の都市、富山 」 

             国際ジャーナリスト モーリー・ロバートソン氏 

第１２回富山大学環境塾 

持続可能な都市について考える 



 

【本件に関する問い合せ先】 

富山大学施設企画部施設企画課 

菅澤 TEL：076-445-6124 

                   

３）11:30～11:55  ディスカッション  

テーマ  ：「持続可能な都市について考える」 

４）11:55～12:00  閉会挨拶 

                     富山大学 理事・副学長 広瀬 貞樹  

  

総合司会  富山大学環境安全推進センター長  野﨑 浩一 

 

 

   主催 富山大学、富山大学環境安全推進センター  

  共催 富山大学都市デザイン学部 

  後援 富山市、環境未来都市とやま、環境モデル都市富山、富山市SDGｓ未来都市、 

美しい富山湾クラブ 

 

以上 



第12回 富山大学環境塾

2018.10.6 9：45～12：00土 入場無料
事前申込不要富山大学理学部多目的ホール

持続可能な都市について考える
日 時
会 場

都市構造とエネルギー消費～環境の視点からみた都市・交通政策の大転換～

世界の中の都市、富山

富山大学  都市デザイン学部  都市・交通デザイン学科  教授中川 大氏

なか　がわ　  だい

気候から考える持続可能な都市～富山と世界をつなぐ地球規模での大気の流れ～
やす　なが　  かず　あき

富山大学  都市デザイン学部  地球システム科学科  教授 安永 数明氏

ジャーナリストモーリー・ロバートソン氏

講演
内容

主催 共催富山大学、富山大学環境安全推進センター 富山大学都市デザイン学部 後援 富山市、富山環境未来都市、富山環境モデル都市、SDGs未来都市、美しい富山湾クラブ



持続可能な都市について考える
第12回 富山大学環境塾

モーリー・ロバートソン氏
1963年、ニューヨーク生まれ。日米双方の教育を受け、高岡高校を卒業し、1981 年に東京大学とハーバード大学に同時合
格。1988 年ハーバード大学を卒業。国際ジャーナリストとして、また、ミュージシャンとして幅広く活躍中。氷見市きときと魚
大使（観光親善大使）。富山テレビ放送『富山いかがde SHOW』ほか出演多数。

ジャーナリスト 

富山大学にこの4月に創設された都市デザイン学部は、持続可能な都市の実現を目指す学部です。今回の環境塾では、都
市デザイン学部の都市・交通デザイン学科から中川教授（富山大学副学長・京都大学名誉教授）と地球システム科学科か
ら安永教授（マイアミから10月初旬帰国）が、各々の立場から、持続可能な都市について、講演いたします。また、スペシャ
ルゲストに、高岡高校出身のジャーナリスト、モーリー・ロバートソン氏をお招きして、世界の中の富山について講演してい
ただきます。新しい都市デザイン学部が取り組む「持続可能な都市」について知りたい、学びたいとお考えの皆さんや都市
デザイン学部に興味をお持ちの高校生はぜひご参加ください。なお、開催当日には、会場がある五福キャンパスでは学園
祭も行われます。学園祭への参加と併せて、環境塾への沢山の皆さんの参加をお待ちします。

富山大学環境安全推進センター  〒930-8555 富山市五福3190
    076-445-6969       ensahe@adm.u-toyama.ac.jp

9:45～10:10

12：00

9:50～10:20

10:25～10:55

11:00～11:30

11:30～12:00

中川 大 教授
1981年、京都大学大学院 工学研究科修士課程修了。建設省、国土庁、東京工業大学、京都大学を経て、2017 年より富山大
学副学長、都市デザイン学部教授。1998年富山賞の他、日本都市計画学会計画設計賞等を受賞。「Transport Policy and 
Funding」(2006）など著書多数。

富山大学  都市デザイン学部  地球システム科学科  教授 

なか がわ だい

安永 数明 教授
2004 年、京都大学で博士（理学）取得。独立行政法人海洋研究開発機構地球環境観測研究センター、Miami 大学 RSMAS 
研究所客員研究員等を経て、2012 年より富山大学理学部教授、2017 年より都市デザイン学部教授。2018 年Advances in 
Atmospheric Sciences Editor's Award 受賞。

富山大学  都市デザイン学部  都市・交通デザイン学科  教授

やす なが かず あき

富山大学理学部
多目的ホール

環境塾会場

開会挨拶  富山大学長  遠藤 俊郎

ディスカッション

都市構造とエネルギー消費 ～環境の視点からみた都市・交通政策の大転換～ 中川教授

気候から考える持続可能な都市 ～富山と世界をつなぐ地球規模での大気の流れ～ 安永教授

閉会挨拶  富山大学理事・副学長  広瀬 貞樹

世界の中の都市、富山 モーリー・ロバートソン氏
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総合司会  富山大学環境安全推進センター長  野﨑 浩一
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