
1月刊

あじぇんだ
月2005年

京のアジェンダ21フォーラム　事務局通信
みやこ

事務所　〒612-0031 京都市伏見区深草池ノ内町13

　　　　 京エコロジーセンター2F　活動支援室内

　　　　 TEL：075-647-3535    FAX： 075-647-3536             

　　　　 E-mail：ma21f@mbox.kyoto-inet.or.jp

事務局　〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る

　　　　 京都市環境局地球環境政策課内　

　　　　 TEL：075-222-4037 　FAX：075-222-4039

KES認証事業部　〒615-0801 京都市右京区西京極豆田町2　

             京都工業会館2F 　TEL/FAX： 075-323-6686 

             E-mail： kesma21f@mbox.kyoto-inet.or.jp

＜ホームページ＞　http://web.kyoto-inet.or.jp/org/ma21f/

大原野森林公園の里山管理と利用ワークショップ

Agenda Forum ◎1月

ミーティングと
主催行事の予定

■ 7 日（金）　午前 10 時～  食の循環 WG 運営会議

( 於：フォーラム事務所 )

■ 11 日（火）午後 2 時～    自然エネルギー WG 運営会議

  ( 於：気候ネットワーク事務局 )

■ 13 日（木）午後 6 時半～  大原野森林公園の里山管理と

　　　　　　　　　　　　　 利用ワークショップ

（詳細上記　於：洛西境谷会館第 2 会議室）

■ 17 日（月）午後 7 時～　  交通 WG 自転車タスク会議

（ひと・まち交流館 京都 2 階和室 A）

■17日（月） 午後7時～  エコミュージアムWG大原野プロジェクト会議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（場所未定）

■ 22 日（土）午後 1 時半～

　　　　　　　　　　　 第10回(京)次世代都市交通導入フォーラム

（詳細上記　於：ぱるるプラザ京都）
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公園の自然の保存と活用方法を探ります

民間による公共整備やサービスのメリットとは

1

　今回で第 10 回となる ( 京 ) 次世代都市交通導入フォーラムで

は、新しい地域公共サービスのあり方をテーマに、民間資金によ

る公共整備と、民間委託による安くて良質なサービス事例につい

て、企業、行政の担当者から、専門的見地を交えながらもやさし

く解説していただきます。

　毎回、参加者からの意見も活発なフォーラムです。一度足をお

運びください。

■主催：（株）モチベート　

■共催：京のアジェンダ 21 フォーラム

■日時：2005 年 1 月 22 日 ( 土 ) 午後 1 時半～ 4 時半

■場所：ぱるるプラザ京都（JR 京都駅烏丸口東側）

　　　　4 階第 3 会議室

■講師：（株）三井物産戦略研究所プロジェクト・エンジニアリ

　　　　ング室　室長　美原 融氏

　　　　政府委員：内閣府 PFI 推進委員

　　　　               規制改革民間開放推進委員

　　　　               経産省 PPP 研究委員

　　　　               国交省 VFM シミュレーション検討委員

■コーディネーター：（株）まち創生研究所　代表取締役　

　　　　　　　　　　酒井 弘氏

■会費：3,000 円  ( 学生 1,000 円 )

■お問合せ：（株）モチベート　森 五宏　090-7118-9690

■申込：メールか FAX でお願いします。

　Email：i.mori@motivate.co.jp　 FAX：06-6312-1151

第 10 回　( 京 ) 次世代都市交通導入フォーラム

お知らせ

13
(木)

1 22
(土)

　豊かな動植物が棲めるように森の木を適度に伐採している大

原野森林公園では、本年度、経済産業省の補助金を得て「木質

バイオマス事業調査」を進め、伐った木を燃料に使うことを検

討しています。調査の一環として、森の情報を詳しく持ってい

る方々の協力を求めてきました。

　去る 12 月 2 日に行った「大原野森林公園の魅力を紹介するマ

ップづくりワークショップ」では、公園の魅力や課題を GIS（電

子地図）に書き込んで、情報を共有する作業を行いました。今

回はその成果をもとに、公園の特徴的な自然をどのように保全

し利用するのか、その方法を検討するワークショップを行いま

す。どの場所からどのように木を伐るべきか、デリケートな植

生を傷つけずに伐った木をイベント形式で運び出す方法、シカ

の食害を防ぐ方法、地域の知恵を将来に生かす方法などを検討

します。なお、参加いただいた方には、完成したマップを後日

お渡しします。

　なお、公園について調査した記録類、情報などをお持ちの方

は持参してください。

■共同主催：( 特活 ) 森林再生支援センター

　　　　　　エコミュージアム WG

■日時：2005 年 1 月 13 日（木）午後 6 時半～

■場所：洛西境谷 ( さかいだに ) 会館第 2 会議室

■参加費：無料

　ご希望の方は事前にフォーラム事務局までご連絡ください
 

ミーティングと
主催行事の予定

京都議定書発効記念行事について

　2005 年 2 月 16 日、いよいよ京都議定書が発効されます。

　そこで、それを記念した、環境省、京都府、京都市主催の記

念行事が、国立京都国際会館において開催されることになりま

した。ブエノスアイレスで開催された気候変動枠組条約第 10

回締約国会合 (COP10) に出席した小池百合子環境相が、ヨー

ク・ウォーラーハンター条約事務局長と会談し、開催に合意し

たものです。

　その他、議定書発効に際して、市民や環境への取組にゆかり

のある人たちの声を発信するイベントも企画中。詳細は『月刊

あじぇんだ 2005 年 2 月号』の他、決定次第、フォーラムメー

ルニュース、ホームページなどでもお知らせいたします。

新年、明けましておめでとうございます　　乙酉　元旦



編集後記　年末に事務所大掃除の日を持ちました。新年は無事きれいな机で迎えられることを祈りつつ。楽しみにしています！（竹村光世）／ス

タッフになって早３週間、多くの方々との出会いがあり、楽しく充実した毎日です。皆さんに感謝。（小山直美）／○回目の年男です。議定書発効、

温暖化対策条例施行などもあるし、公私ともに大きな転換期の 1 年になりそう…（滋野浩毅）
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自然エネルギー普及にむけて　

パンフレット「グリーン電力とは」完成！　

＜ KES 認証事業部より＞　 

ステップ 1

KES1-0268 有限会社京都経営 ( 伏見区 )

KES1-0269 二山容器工業株式会社 ( 大阪府八尾市 )

KES1-0270 有限会社章美プリント ( 南区 ) 

KES1-0271 日本紙業 ( 伏見区 ) 

KES1-0272 株式会社ヤマショウ運輸 ( 左京区 )

※確認審査合格企業の詳細については、ホームページ (http://web.kyoto-inet.or.jp/org/kesma21f/index.htm）をご参照ください。

★「KES・全国推進協議会」設立
　2001年4月からスタートしたKES（KES・環境マネジメント

システム・スタンダード）も3年半ばを経過しました。この間、

審査登録件数も北は北海道から南は鹿児島県まで約500件と裾野

が広がってきました。そして、現在京都を含め７つの地域と１つ

の企業が「KES規格に基づき、統一した審査基準」で「協働活動」

を実施しています。11月19日には京都工業会館(京都市)にて、こ

れら8組織が一同に会し、第１回「KES・全国推進協議会」を開

催しました。ここでは、「多くの組織が環境改善活動に参画でき

るシステムを構築し、推進することによって社会に貢献する」と

いう設立趣旨に基づき、今後も「より良いKES」を推進していく

ための協議を継続していくことを確認しました。

［参加組織］

①�京のアジェンダ21フォーラム・KES認証事業部（京都）

②�おおつ環境フォーラム（滋

　賀県大津市）

③青森環境マネジメント・フ

　ォーラム（青森県）

④�いわて環境マネジメント・

　フォーラム（岩手県）

⑤�こうべ環境フォーラム

　（神戸市）

⑥みえ環境創造リーグ認証事　

　業部（三重県）

⑦(株)日立製作所・グループ　資材本部グリーンサプライヤ　サ

　ポートセンタ

⑧�地域活性化LA21（宝塚市）

　(KES認証事業部　津村昭夫)

  

   

　「グリーン電力」って知っていますか？太陽光や風力などの自

然エネルギーからつくられた電力あるいは、そういった電力を

選べる仕組のことを総称して「グリーン電力」と呼んでいます。

近年では事業者の CSR( 企業の社会的責任 ) や環境コミュニケー

ションの方法の一つとしてグリーン電力が活用されるようにな

っています。具体的には、「きょうとグリーンファンド」のおひ

さま発電所の取組や、「関西電力」によるグリーン電力料金制度

などがあります。

　このほど自然エネルギー WG では、グリーン電力について、

より多くの方に知っていただくため、地域で利用することがで

きるグリーン電力制度を紹介したパンフレット (A3・2 色・両

面刷り ) を作成しました。今後は KES の取組と連係すること

で、認証取得事業所での環境対策にグリーン電力を活用するこ

とが可能になります。

　本パンフレットを活用し、京都における自然エネルギーの普

及に貢献していきたいと思います。

　パンフレットの詳細について

はフォーラム事務所までお問い

合わせください。

（気候ネットワーク　豊田陽介）

自然エネルギー WG

ステップ 2

KES2-0110 二九精密機械工業株式会社 ( 南区 )

KES2-0111 株式会社ナンバースリー　

　　　　( 生産本部 茨木工場：大阪府茨木市 伊丹工場：大阪府伊丹市 )

KES2-0112 上田鍍金株式会社 ( 本社：右京区 山之内工場：右京区 

　　　　　　北陸工場：石川県羽昨郡志賀町 )

＜事務局より＞　　ニューフェイス紹介　　　

　前号でもお知らせしましたが、12 月より仲間入りした事務

局スタッフの小山直美さんと交通 WG アシスタントの井上学

さん、また 9 月より食の循環 WG でアシスタントとして活躍

中の清水万由子さんの着任挨拶を以下に掲載します。

◆事務局スタッフ　小山直美さん

　　はじめまして。小田さんの後任の小山と申します。自然

　が大好きなので、次世代に豊かな自然や野生動物を残して

　いけるよう、楽しく頑張っていきたいと思っています。ど

　うぞよろしくお願い致します。

◆交通 WG アシスタント　井上学さん

　　大学院ではバス交通に関する研究をしております。公共交通

　の利用促進と二酸化炭素の削減に関心を持っています。よろし

　くお願いします。

◆食の循環 WG アシスタント　清水万由子さん

　　はじめは学生としてアジェンダフォーラムを傍から観察して

　いるつもりだったのに、気づいたらあり地獄（?!）にはまって

　いました。WG の皆さんに支えられながら、これからもがんば

　りたいです。よろしくお願いします。

★ 11 月の新規認証取得企業　2004 年 12 月 1 日現在


