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このたび、標記につきまして別紙の通り、お知らせいたします。 

つきましては、取材ならびに紙面掲載についてご検討いただけますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 
 

≪本件に関するお問い合わせ先≫ 

［プレスリリース全体について］ 

甲南学園広報部 

兵庫県神戸市東灘区岡本 8-9-1  

電話：078-435-2314（直通） Email：kouhou@adm.konan-u.ac.jp 

 

［本件について］ 

 全学共通教育センター 教授 久保はるか 

E-mail：7.8projectkounan@gmail.com 

 

プレスリリース配信先：兵庫県教育委員会記者クラブ、神戸市政記者クラブ 

甲南大学生×ethical bamboo 講演会 

甲南大学発！SDGs の取組み 

～放置竹林問題：最先端の取組みと学生の関わり～ 
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＜講演会「甲南大学発！SDGs の取組み～放置竹林問題：最先端の取り組みと学生の関わり

～」の詳細＞ 

 

日時：2 月 18 日（土曜日）13 時～16 時（予定） 

場所：甲南大学岡本キャンパス 1 号館 2 階 122 教室（オンライン開催と併用） 

 （神戸市東灘区岡本８丁目９−１） 

参加可能人数：対面で約 100 名（オンライン参加者は除く）（ワークショップは 40 名） 

※参加について詳細は後述 

対象者：SDGs、放置竹林問題、大学のプロジェクトに関心のある方など、どなたでも 

 

13 時～ エシカルバンブー株式会社代表取締役社長・田澤恵津子氏のご講演 

「竹を使ったエシカルなものづくりとその未来」 

（竹の利活用の最先端の取組みを紹介していただく） 

14 時～ 5 分間の休憩 

本講演会の目的 

SDGｓへの関心の高まりとともに、放置竹林問題の顕在化と同時に、国産資源でかつ環

境問題の解決につながる「竹」利用の可能性に注目が集まっています。今回、「竹」をめ

ぐる問題と対策の現状、そして、それに対する甲南大学での取組みについて広く知っても

らうために、講演会を開催します。 

まず、竹林対策と竹の利活用における先進的な取組みで注目される企業「エシカルバン

ブー株式会社」代表取締役社長の田澤恵津子氏に、「竹を使ったエシカルなものづくりとそ

の未来」をテーマにご講演いただきます。続いて、甲南大学で進めているプロジェクトの

活動報告を行います。そして最後に、参加していただいた方に竹を身近に感じて頂けるよ

うに、参加型ワークショップを実施します。 

竹を刈りその竹を使った新しい利用方法を作り出し、循環させる点は、甲南大学の取組

みと「エシカルバンブー」様の事業に共通しています。参加者の皆様には、講演会を通じ

て、竹の様々な使い方などを知っていただきたいと考えています。そして、この講演会を

通して、放置竹林問題に対する捉え方や行動が少しでも変わることを期待します。 



プレスリリース                        2023 年 1 月 30 日 

関係者各位                               甲南大学 

 

14 時 5 分～ 甲南大学における取組みの活動報告 

（授業「SDGs 実践プロジェクト～放置竹林問題を考える～」＋学

生プロジェクト「Bamboo に Thankyou プロジェクト」） 

パネルディスカッション（ファシリテーター・吉田彰、田澤恵津子

氏、神戸市職員、学生） 

14 時 50 分～ 10 分間の休憩 

15 時～ 

（1 時間の予

定） 

ワークショップ：竹ぽっくり ぶんぶんゴマの制作 

※ワークショップでは、参加していただいた皆さんと一緒に実際に

竹を使って、竹ぽっくりやぶんぶんゴマを作ります。 

主催     甲南大学「SDGs の実践プロジェクト～放置竹林問題を考える～」（代表者：

全学共通教育センター教授・久保はるか） 

共催    株式会社読売テレビエンタープライズ 

神戸地域おこし隊・吉田彰 

協力    甲南大学地域連携センター 

後援    神戸市 

 

・甲南大学発！SDGs の取組み～放置竹林問題～ 

竹を通じた SDGs(地域循環共生圏)の達成を目的と

して、甲南大学の教員・学生を中心に、神戸地域おこ

し隊や企業の方、神戸市にサポートしていただきなが

ら、放置竹林問題の課題解決に実践的に取り組んでい

ます。具体的には、神戸市北区の里山での竹林整備

や、刈った竹を活用した学内外イベントの実施、商品

開発等を行っています。 

本年度は『放置竹林問題』の認知拡大と、継続的な

竹の消費を促し地域循環共生圏の達成に近づくことの

2 点を軸に、学内学外で活動しました。昨年から続く「Bamboo に Thankyou プロジェク

ト」では、日常生活での人と竹の「つながり」の再構築を目指して、学生の手で竹灯籠や

門松などを制作し学内外で展示しました。また、授業「SDGs の実践プロジェクト」で

は、問題の認知拡大にとどまらず、竹の継続的な消費を可能とする循環を生み出すため

に、株式会社読売テレビエンタープライズ様と協働して、竹ペレット製品の企画・開発に

取り組んでいます。 

 

・講演者「エシカルバンブー株式会社代表取締役社長・田澤恵津子氏」ご紹介 

エシカルバンブー株式会社は、竹を利活用したビジネスで注目を集めているベンチャー企

業（本社：山口県防府市）。創業者である田澤氏は、竹を「エシカル」に活用すること

で、竹製品を通じて環境問題の解決と地域や社会への貢献を目指したいという思いで、事

業を展開されています。参照：https://ethicalbamboo.com/about/ 

https://ethicalbamboo.com/about/
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【田澤恵津子（たざわえつこ）氏 ご略歴】 

1973 年、東京生まれ。高校卒業後、大手百貨店や大手総合商社を経た後にソニー、外資系

ヘルスメーカー、博報堂など大手企業にて広告宣伝やマーケティングを担当。 

2006 年にフリーのプランナーとして独立。2008 年に竹繊維開発開始。 

2016 年、エシカルバンブーを設立、現職。 

 

・講演会申し込み方法 

事前申し込み制：下記の「講演会の申し込み-Google フォーム」から事前にお申し込みい

ただきます。先着順となります。 

申込期間： 2 月 15 日（水）まで 

講演会の申し込み - Google フォーム 

 

※参加可能人数は 100 名程度です。定員に達した時点で締め切らせていただきます。 

また、ワークショップにも参加される方は「講演会の申し込み-Google フォーム」内のワ

ークショップの申し込みでお申込みいただきます。ワークショップの参加可能人数は 40

名までで、定員に達した時点で締め切らせていただきます。 

※講演会は zoom を使用したオンラインでも実施されます。オンラインの場合も下記の

「講演会の申し込み-Google フォーム」から事前にお申し込みいただきます。 

オンライン参加ご希望の方へは、「講演会申し込み-Google フォーム」に記載していただ

いたメールアドレス宛に前日までにご案内を送信します。 

 

【参考資料】竹林問題の現状 

●竹林問題とは 

竹林問題とは竹の成長力や繁殖力が高いという特徴を持っています。2 ヶ月弱で 20m 程度

成長することもあり、瞬く間に竹林面積が増えているのが現状です。そのため、継続的な

整備が必要ですが、管理者の高齢化や担い手不足から、年々放置竹林が増加していく一方

になっています。 

●被害の実態 

森林と比べ、竹は根を浅くはることから土砂災害を引き起こす要因となります。また、人

の手入れが行き届いていないことから、野生鳥獣の住処となりやすく、近くの畑や耕作地

を荒らし、農作物に影響を与える恐れがあります。他にも、竹が腐ることで倒れるリスク

があるなど、私たちにとっても放置竹林問題は様々な危険や影響をもたらす身近な問題で

す。そのため、竹林の継続的な整備や消費を進めていく必要があります。 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1CYZAYimKTvfo3NdikA43Ym5KjHR5LnKsKzn0Y3bGGRE/edit


甲南大学発！SDGsの取り組み

講演会・ワークショップの概要

近年全国的に問題となっている放
置竹林問題について広く知っても
らうために、講演会を開催します。
講演会では、竹林問題と竹の利活
用において先進的な取組みをされ
ている山口県の企業 「エシカルバ
ンブー株式会社」の田澤社長にご
講演いただきます。
また、甲南大学における取組みの
活動報告を行います。
そして、参加者にも竹を身近に感
じて いただけるように、ワーク
ショップを行います。
この講演会を通じて、「竹」利用
の可能性について知っていただき、
放置竹林問題の捉え方や行動が少
しでも変わることを期待します。

事前申込期限

2/15（水）

主催
甲南大学「SDGsの実践プロジェクト～放置竹林問題を考える～」

（代表者：全学共通教育センター教授・久保はるか）
共催
株式会社読売テレビエンタープライズ、神戸地域おこし隊・吉田彰

お申込みはこちらのGoogleフォームから

https://forms.gle/h5Z42mQXnjoKqTXs5

事前
申込制

～放置竹林問題：最先端の取組みと学生の関わり～

本件に関するお問い合わせ 7.8projectkounan@gmail.com

2/18(土)
13:00～16:00

開催
日時

参加費

対象

会場

無料

誰でも 甲南大学岡本キャンパス
1号館 122教室

オンライン：Zoom(事前申込
後に、ZoomのURLを送付い
たします)

定員
100名(ワークショップは
40名まで)
※先着順・オンラインは除く

第１部

ethical bamboo 田澤社長 ご講演

～竹を使ったエシカルなものづくりとその未来～

第２部

甲南大学における取組みの活動報告

SDGs実践プロジェクト～放置竹林問題を考える～
✖

BambooにThankyouプロジェクト

パネルディスカッション
第３部

竹に触れる参加型ワークショップ

竹ぽっくり・ぶんぶんゴマ作り

協力
甲南大学地域連携センター

後援
神戸市

甲南大学発！SDGsの取組み

【エシカルバンブー株式会社 代表取締役社長 田澤恵津子（たざわえつこ）氏
ご略歴】
1973年、東京生まれ。高校卒業後、大手百貨店や大手総合商社を経た後にソニー、
外資系ヘルスメーカー、博報堂など大手企業にて広告宣伝やマーケティングを担当。
2006年にフリーのプランナーとして独立。2008年に竹繊維開発開始。
2016年、エシカルバンブーを設立、現職。
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