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 はじめに 

リサイクル市は、卒業生にとって不要となった家具・家電を新入生に譲るためのイベントです。市

場では流通しないけれども引き取り手のある物を中心に扱っています。今年は 4 月 1 日に京大会館で

開催しました。また、イベントを通じて「リユースの大切さ」「もったいないと思う気持ち」を伝え

ることも大きな活動方針の 1 つです。 

今年 3 月、「1987 年から全国の大学に先駆けてリサイクル市を開催し今年で 23 回目で各新聞や企

業の環境貢献に関するサイトでも取り上げられ」「『ものを大切に思う気持ち』を伝えることを目標と

し、学内の環境負荷の低減に貢献して」きたこれまでの取り組みが評価され、当委員会は平成 20 年

度京都大学総長賞を受賞することができました。このような長い間に渡ってリサイクル市が続けてこ

られたのも関係者の皆様のご支援なしには考えられません。 

ここに簡卖ですがリサイクル市の活動について報告します。 

 

 リサイクル市当日までの流れ 

リサイクル市までの作業は、大きく 2 つに分類することができます。1 つは、卒業生への物品提供

の呼びかけや新入生・在校生への開催情報の提供などの広報に関するもの、もう 1 つは、卒業生から

集めた物品の回収・保管に関するものです。 

 

【広報部門】 

（1）卒業生向け広報 

卒業生からの物品提供を呼びかけるため、生協各店舗（北部食堂・中央食堂・時計台地下ショップ・

ルネ・吉田ショップ・单部食堂）にポスターを掲示し、一部の食堂に広報用卓上メモを設置しました。

また、生協広報誌「らいふすてーじ 2 月号」に、物品提供を呼びかける広告を掲載させていただきま

した。 

京都大学生協の御厚意により、卒業生向けダイレクトメールに、リサイクル市への物品提供を呼び

かける広告を掲載させていただきました。 

 

（2）新入生向け広報 

リサイクル市の開催情報やリサイクルショップ案内などを掲載した「リサイクル市へのいざない」

という冊子を作成しました。また、「らいふすてーじ新入生歓迎号」に、リサイクル市の開催告知を

掲載させていただきました。 

なお、「リサイクル市のいざない」並びに「らいふすてーじ新入生歓迎号」は、京都大学生協が新

入生に配布する「やったね袋」に封入され、新入生に配布されました。 

 

【回収部門】 

（1）申込受付 

今年度は、1 月 28 日(水)から 3 月 10 日(火)までの間、在校生や卒業生からの物品提供の申し込み

を受け付けました。 

今年度より物品提供申込を Web サイトからのみ受付しました。提供者との連絡には主として E メ

ールを用いました。 
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（2）回収 

物品提供希望者からの物品回収の方法には、以下の二通りがあります。 

① 当委員会スタッフが提供者宅へ伺って物品を引き取る。 

② 提供者に大学まで物品を持って来ていただく。 

①の方法に関しては、京都大学生協の車を借用しました。2 月 7 日（土）

から 3 月 15 日（日）までの毎週土・日曜日に実施しました。 

 

卒業生から自転車提供を受け付けるため、学位授与式及び学士卒業式の

日の 2 日間（3 月 23 日（月）、24 日（火））にわたって、自転車臨時提供

受付を行いました。なお、防犯登録については、京都大学生協ルネ单側別

館にお願いしました。告知看板を京都大学生協各店舗（ルネ、中央食堂、北部食堂）と国際交流セン

ター前に設置させていただきました。 

 

回収時、提供者の方には感謝の気持ちと新しい生活の一助となることを願って、リサイクルショッ

プ情報や前回の引取り手からのメッセージなどを載せた小冊子を配布しました。 

 

 物品の回収結果 

多くの方々からの物品提供により、今年度は、567 点を回収しました。 

大半の物品は、リサイクル市当日に来場者によって引き取られていきました。なお、余った物品（21

点）についても、Web サイトなどによる広報により、10 点は引き取り手が見つかりました。 

 

 リサイクル市当日の流れ 

（1）リサイクル市当日（4 月 1 日）のスケジュール 

今年度は、京大会館の 4 部屋を使用してリサイクル市を行いました。前日（3 月 31 日）13 時から、

会場準備を開始し、当日（1 日）は、以下のスケジュールにより、リサイクル市を開催しました。 

10 時 30 分 リサイクル市開場 

来場者の方々には、11 時 45 分まで目当ての

物品を探してもらいます。 

11 時 45 分 抽選準備のため、来場者の方々には一度会場

の外へ退出していただきます。 

  12 時 15 分 1 回目の抽選（新入生優遇抽選・じゃんけん） 

  12 時 35 分 2 回目の抽選（じゃんけん） 

  12 時 55 分 3 回目の抽選（じゃんけん） 

  14 時 00 分 リサイクル市閉場 

 

（2）物品の獲得方法 

3 回の抽選（じゃんけん）に関しては、部屋毎に一斉に行い、じゃんけんに勝った人がその物品を

獲得できます。3 回の抽選を経て、なお余っている物品に関しては、先着順により、獲得者を決定し

ました。 

なお、会場入口でびらを配布することにより、来場者に対して物品の獲得方法をお知らせしました。 

 

（3）新入生優遇抽選 

リサイクル市でできるだけ新入生に物品を引き取ってもらうことを目的に第 1回目の抽選は新入生

優遇抽選と称して、学部新入生のみが参加できるようにしています。 

先述の「やったね袋」の中に入っている「リサイクル市へのいざない」を持っているかをチェック

し、もっている人だけが参加できるという仕組みになっています。 
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（4）カンパについて 

リサイクル市の物品には、値段がありません。印刷費、ガソリン代など諸々のリサイクル市運営経

費については、物品獲得者の方々にカンパをお願いして賄っています。 

 

（5）来場者向け広報 

来場者向けの広報冊子として、「リサイクルライフ」を作成し

ました。この冊子は、来場者に向けた環境意識の啓発を目的とし

ています。 

（6）当日企画 

皿やプラスチック容器など小物を先着順でもらっていっても

らう小物市を行いました。また、総長賞と代表からのご挨拶を展

示しました。 

 

（7）留学生等への配慮 

リサイクル市の来場者の中には、日本語を話すことができない方も多くいらっしゃいます。物品獲

得方法やその他の必要な情報を伝えるため、英語の説明書を用意しました。 

 

（8）配送・一時保管 

来場者の獲得した物品を下宿まで運ぶため、配送サービスを実施

しました。また、当日中に物品を持って帰れない人のために一時的

に預かる一時保管サービスも行いました。なお、両サービスともに、

物品１つにつき、500 円の料金をいただきました。 

（9）スタッフ協力 

前日・当日には 11 月祭事務局を始め多くの団体にスタッフとし

て協力していただきました。この場を借りてお礼申し上げます。 

 会計報告 

    2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 

収入   ¥373,926  ¥507,705  ¥639,933  ¥556,952  ¥379,874  

  受付カンパ ¥285,405 ¥378,261  ¥454,785  ¥363,779  ¥245,214  

  小物市カンパ   ¥0  ¥7,644  ¥7,787  ¥3,760  

  配送 ¥84,500 ¥114,500  ¥142,500  ¥146,000  ¥111,500  

  一時保管   ¥5,000  ¥10,500  ¥33,500  ¥3,400  

  その他 ¥4,021 ¥9,944  ¥24,504  ¥5,886  ¥16,000  

支出   ¥216,042 ¥267,832  ¥488,379  ¥496,298  ¥790,585  

  ガソリン代 ¥35,128 ¥53,005  ¥59,427  ¥60,698  ¥37,262  

  レンタカー代 ¥10,920 ¥400  ¥45,630  ¥113,530  ¥142,830  

  事故処理代 ¥30,000 ¥0  ¥0  ¥20,000  ¥0  

  弁当・食料代 ¥28,554 ¥30,500  ¥48,645  ¥40,218  ¥40,238  

  印刷・用紙代 ¥64,280 ¥89,348  ¥129,807  ¥101,367  ¥107,159  

  文具・機材代 ¥4,465 ¥21,490  ¥40,881  ¥56,398  ¥19,096  

  写真代 ¥4,758 ¥1,735  ¥0  ¥0  ¥0  

  電話・通信代 - ¥8,120  ¥34,500  ¥26,620  ¥36,975  

  品物処理代 ¥15,880 ¥21,100  ¥27,420  ¥26,067  ¥31,360  

  謝礼代 ¥11,483 ¥17,329  ¥18,600  ¥3,255  ¥0  

  会場利用代 ¥0 ¥0  ¥0  ¥0  ¥349,440  

  その他 ¥10,574 ¥24,805  ¥83,469  ¥48,145  ¥26,225  

当期余剰金 ¥157,884 ¥239,873  ¥151,554  ¥60,654  (¥410,711) 
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赤字分については昨年度までの積み立てより補填しました。 

 謝辞 

今年度もリサイクル市を開催するに当たって、多くの方々にご協力いただきました。この場を借り

て、厚くお礼申し上げます。 

京都大学生活協同組合 

  本部、各購買・食堂、環境委員会 E-COOP 

国立大学法人京都大学 

      学生センター、国際部留学生課・国際交流センター 

      教育推進部共通教育推進課、人間・環境学研究科事務部 

    法学部学生自治会 

    11 月祭事務局 

 環境サークルえこみっと 

 環境ネットワーク 4R の会 

 京大農薬ゼミ 

 びっくり！エコ 100 選実行委員会 

    京大持久走同好会 

 当日スタッフとしてご参加いただいた皆様 

（順不同・敬称略） 
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