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月刊

月刊あじぇんだは当フォーラムの活動紹介を中心とした
京都発、環境関係の情報発信紙です

３月３日（金）、４日（土）第３回全国リユース食器フォーラム　
　             ３日（金）13:00～　京エコロジーセンター
　             ４日（土）11:00～　京都ホテルオークラ
３月14日（火）14:30～ 19:30　「企業と市民で広げる自然エネルギー」
　                            京エコロジーセンター第１・第２会議室に14:20集合
３月14日（火）18:30～　エコミュージアムＷＧ会議　場所　未定
３月23日（木）18:30～ 21:30　フォーラムに関わる学生・院生の合同研究発表会  キャンパスプラザ京都

 フォーラムの各ワーキンググループ（WG）の活動に関連す
る研究を行ってきた学生、院生の皆さんの合同研究発表会を
開催します。これまでWGの中心メンバーとして活動し、研究
を行ってきた成果を、ぜひ多くの方々に聞きに来ていただき
たいと思います。
 発表会を通してフォーラムの活動も知っていただけます。
フォーラムの会員登録はしてみたものの、まだフォーラムの
活動に参加したことがないという方も、お気軽にご参加くだ
さい。
 今回の発表は、これから環境問題への取組について研究し
たいと思っておられる学生さんにとっても研究テーマのヒン
トになります。環境問題以外にも幅広い情報が得られるので、
テーマ探しにもご活用ください。
　多くのご参加をお待ちしています。

●日時　３月23日（木）18:30～ 21:30
●会場　キャンパスプラザ京都2階　第3会議室
　（JR京都駅ビル駐車場西側・京都中央郵便局西側
　　TEL　075-353-9111）

●プログラム（予定）
18：30　開会　
18：35　研究発表（敬称略）
○阿部　薫
　（立命館大学理工学部土木工学科景観計画研究室 4回生）
　「地域活動における情報統合モデルの提案～大原野森林公

　園を事例として～」
○佐々木義仁
　(京都大学大学院エネルギー科学研究科エネルギー環境学
　 分野 修士課程)
  「リユース食器を用いた環境配慮型イベントの提案とその
　　 評価に関する研究」
○井上　学
　（立命館大学大学院文学研究科地理学専攻 博士後期課程）
　「公共交通タスクチームの取組―京都市バス便利帳の作成―」
○清水万由子
　（京都大学大学院地球環境学舎地球益経済論分野環境マネ
　 ジメント専攻 博士後期課程）
  「ICLEI World Congress 2006　参加報告」
○邱　瑞艶
　（立命館大学大学院政策科学研究科政策科学専攻 修士課程）
　「京都市のエコホテルにおける環境対策に関する研究」
20：15　情報交換会・交流会
21：15　閉会

○参加費　無料
　（情報交換会・交流会に参加される方は2000円）
○お問合せ・お申込み先　フォーラム事務所
　資料準備の都合上、申し込みは3月20日（月）までに、メ
ール、　FAX、電話でお願いします。
＊事務所の連絡先は「月刊あじぇんだ」のタイトル右に掲載
しています。

フォーラムに関わる学生・院生の合同研究発表会  3月 23日（木）開催　

京都議定書発効１周年記念
「企業と市民で広げる自然エネルギー」見学会および講演会 ３月14日（火）開催

　自然エネルギーワーキンググループ主催で、おひさま発電
所（太陽光発電所）のある保育園の見学会、企業と市民の連
携のあり方に関する講演会を行います。自然エネルギーに関
心のある企業の皆さん、市民の皆さん、ぜひご参加ください。

（詳しくは同封チラシをご覧ください）

おひさま発電所見学会
●日時　3月14日（火）14：30～ 17：30
＊ 14:20 に京エコロジーセンター第１、第２会議室に集合。
その後チャーターバスで保育園に移動します。
●内容
 あけぼの保育園（京都市伏見区醍醐大構町1-5）、春日野
園（京都市伏見区日野田中町16）の太陽光発電所を見学し
ます。保育園の先生から、太陽光発電パネルの設置によっ
て、子どもたちや先生方の環境問題への意識や生活がどの
ように変わっていったかについて、お話しいただきます。

長谷川公一先生講演会
●日時　　3月14日（火）18：00～ 19：30
●場所　京エコロジーセンター第１、第２会議室
●内容　講演「自然エネルギーが拓く未来」

講師：長谷川公一氏　東北大学大学院文学研究科教授
環境問題をめぐる紛争、環境政策の転換とNGO・NPOの役割
などが専門。今回は企業と市民の連携についてお話しいた
だきます。

参加者交流会
●日時　3月14日（火）19:40～ 20:30
●場所　京エコロジーセンター第１、第２会議室
　参加費500円　軽食付き

●主催　京のアジェンダ21フォーラム自然エネルギーワーキ
　　　　ンググループ
　後援　（特活）環境市民、ＫＥＳ倶楽部
●対象　企業の方、自然エネルギーに関心のある一般市民の
　　　　方　30名
●参加費　無料　参加者交流会に参加される方は500円
●問合せ・申込先　京のアジェンダ21フォーラム　事務所　
　　　　　　　　　（担当　小山）
　申込は、３月11日（土）までに、電話、FAX、メールでお
願いします。
＊事務所の連絡先は「月刊あじぇんだ」のタイトル右に掲載
しています。

流し雛 下鴨神社 三月三日 

京都切り絵歳時記



事務局短信　「藤ノ森通信」のネタにもなっていますが、憂鬱な花粉症の季節がやってきます。「今年は少なめ」とはいうもののどうなる
ことやら…（滋野浩毅）／突然あごが痛くなり、頭痛も肩こりもと積み重なって何の病気かと不安になっていたら、親知らずに穴が開いてい
ました。親知らず1本でずいぶんな痛みでした。馬鹿にできませんね。（竹村光世）／不摂生のため、最近口内炎に悩まされています。エコ
のためにも規則正しい生活にしないといけませんね。(小山直美）
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●ステップ1　
KES1-0375 タカオテック (京都府京丹後市)
KES1-0376 株式会社ユウコス (京都市西京区)
KES1-0377 サンライト化成株式会社 (鹿児島県姶良郡姶良町)
KES1-0378 宇治田原町役場 (京都府綴喜郡宇治田原町)
KES1-0379 株式会社ピーエルジー (富山県高岡市)
KES1-0380 西本建設株式会社 (京都市伏見区)
KES1-0381 和光環境サービス株式会社 (京都市山科区)
KES1-0383 有限会社橋本鉄工 (京都府京丹後市竹野郡)
KES1-0384 山陽自動車運送株式会社横浜支店 (横浜市都筑区)
KES1-0385 株式会社日立工務店 (京都市右京区)
KES1-0386 京和産業株式会社 (京都市南区)
KES1-0387 株式会社京田建設 (京都市東山区)
KES1-0388 大和環境保全株式会社 (京都市南区)

KES1-0389 株式会社エーワン・テック (京都市上京区)
KES1-0390 洛南建設株式会社 (京都市南区)     

●ステップ2
KES2-0192 旭産業株式会社 本社,名古屋工場
          春日井工場(愛知県春日井市) 
　　　　　稲沢工場(愛知県稲沢市)
KES2-0193 大興電気株式会社尼崎工場 (兵庫県尼崎市)
KES2-0194 株式会社松本電機製作所 (京都市南区)
KES2-0195 京都電測株式会社 (京都府八幡市)
KES2-0196 株式会社シービジョン (大阪市淀川区)
KES2-0197 株式会社モステック (京都市南区)
　　　　　豊橋営業所(愛知県豊橋市)     
KES2-0198 木曽電子工業株式会社 (京都府亀岡市)

＜KES認証事業部より＞　 

※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。

★1月の新規認証取得　2006年 2月 1日登録分

第３回京都環境賞　京都環境賞は（株）京都ホテルが受賞
　　　　　　　　　　フォーラム会員、ＫＥＳ認証取得企業からも多数受賞

　京都市が主催する、環境保全に関する活動に取り組んで
いる個人・団体を表彰する「京都環境賞」の受賞式が、２
月17日（金）に国立京都国際会館で行われました。 フォ
ーラム会員や、ＫＥＳを認証取得している企業も、多数受
賞されました。おめでとうございます。
（詳しくは京都市地球温暖化対策課のＨＰをご覧下さい。
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/ge/ecoprize/H17/H17ec
oprize.html）
◆企業活動ワーキンググループ（ＷＧ）より
　企業活動ＷＧでは、企業への応募の呼びかけ、事前選
考、賞金の提供（特別賞（企業）、特別賞（環境レポー
ト）５万円ずつ）等、京都環境賞の表彰に協力しました。

＜企業の受賞理由＞
●京都環境賞　株式会社京都ホテル
　ＫＥＳを旅館ホテル業で初めて認証取得し、また修学
旅行生にアンケートを実施し、環境保全の大切さをアピ
ールするなど「エコツーリズム」の推進に先進的な取組
が認められました。

●特別賞（企業）　医療法人財団医恵会七条武田クリニック
　病院で初めてＫＥＳを認証取得し、グループ内の病院
など、他の病院へ波及効果が期待されることから選ばれ
ました。

●特別賞（環境レポート）　日本電気化学株式会社

　環境レポートにデータを多
用するなど様々な工夫を行い、
取組内容や効果を分かりやす
くまとめている。また地域で
の環境保全活動に参加するな
ど、積極的な取組が認められ
ました。

　受賞された企業が、今後更
に環境問題への取組を進めら
れ、またより多くの企業に取
組が広まっていくことを期待
します。

　

第８・９回　戦略検討委員会報告

　1月24日（火）に開催された第８回戦

略検討委員会では、「2006改革の提案」

というテーマで、フォーラムの目的やミ

ッション（使命）の確認と現在の課題、

それを推進していくための機能や体制に

ついて議論しました。

　2月9日（木）に開催された第９回会議では、第８回での

議論をもとに、昨年10月から回を重ねてきた戦略検討委員

会の『報告案』について検討しました。

　『報告案』の中では、フォーラムのこれまでの成果を踏ま

えた上で、フォーラムの新たなミッションや改革プログラ

ムの提案がありました。それについて、委員の間からは

「京のアジェンダ21」が策定された背景や、その見直しに

ついて、京都市の行政内における位置付けや政策統合の問

題など、かなりフォーラムの根本に関わる意見が出され、

議論されました。

　今後、委員から意見があれ

ば反映した上で、成案として

幹事会にて報告、幹事会にて

承認を得るというプロセスを

踏む予定です。

　なお、次回第10回は第9回

で議論した『報告案』を取り

まとめ、『最終提案』とし、

その後幹事会に提出する予定

です。開催日程は決定次第、

フォーラムホームページ、メ

ールニュースなどでお知らせ

いたします。

京のアジェンダ
２１フォーラム

京都環境賞受賞者・団体（応募総数16）
(☆印：フォーラム会員、★印：ＫＥＳ認証取得企業)

京都環境賞　株式会社京都ホテル ☆★
特別賞（環境教育）　　松尾エコクラブ
特別賞（環境教育）　　 京都市立常磐野小学校
特別賞（市民団体）　京都環境アクションネットワーク ☆
特別賞（企業）　医療法人財団医恵会七条武田クリニック ☆★
特別賞（環境レポート）　日本電気化学株式会社 ★


