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平成 18 年度第 4 回幹事会・第 3 回常任幹事会合同会議報告
ＫＥＳ認証事業部のＮＰＯ法人化等、今後に向けた討論なされる

10 月 27 日 ( 金 )、市役所寺町第 1 会議室に
おいて、京のアジェンダ 21 フォーラム平成 18
年度第 4 回幹事会・第 3 回常任幹事会合同会議
が開催され、以下のとおり決定しましたのでお
知らせいたします。
［第１号議案］役員の選任について（承認）
幹事 桑原毅 株式会社京都新聞社 報道局次長・社会報道部長
（十倉良一幹事の後任）
［第 2 号議案］ワーキンググループコーディネーターの選任に
ついて（承認）
企業活動ワーキンググループコーディネーター 谷口正克 社
団法人京都工業会業務推進役（西川幸治氏の後任）
［第 3 号議案］事務局職員の任免について（承認）
事務局チーフコーディネーター 滋野浩毅（平成 18 年 12 月 31
日付辞任）
事務局コーディネーター 長谷川吉典（事務局アシスタントか

ら常勤職員）
［第 4 号議案］ＫＥＳ認証事業部のＮＰＯ法人化について
津村昭夫ＫＥＳ認証事業部長より、ＫＥＳ認証事業部のＮＰ
Ｏ法人化に向けた提案が出されました。
津村氏より、その理由として、(1) 審査登録証発行機関の社
会的認知の問題、(2) 行政機関からの業務提携や委託、事業者
との事業提携等、事業推進上の問題から法人化の必要性が説明
された後、議論が行われ、法人化について賛成の意見が多く出
され、ＮＰＯ化の方向性について承認されました。今後、ＮＰ
Ｏ法人に対する役員の派遣等について、検討していく予定です。
〈報告事項〉2007 年２月に開催予定の「脱温暖化行動キャンペ
ーン」の内容及び経過と、今年度の重点、主要、実施プロジェ
クトの進捗ならびにワーキンググループの状況についての説明
を事務局より行い、了解を得ました。

イベントボランティア募集！ 京のアジェンダ 21 フォーラムの「脱温暖化行動キャンペーン」ブース
＠京都環境フェスティバル 2006 〜ストップ温暖化！みんなでつくる環の社会〜 12 月 9 日（土）、10 日（日）
http://www.kankyofes.pref.kyoto.jp/
年齢、性別、職業は問いません
イベントのフォーラム出展ブースでお手伝いいただける方を
■日時：（1 日、または両日。希望時間帯のみで構いません）
募集します。ブースでは、フォーラムの今年度の主要事業であ
12 月 9 日（土） 10:00 〜 16:00
る「脱温暖化行動キャンペーン」
（http://www.datsuondanka.org）
12 月 10 日（日）10:00 〜 16:00
のＰＲを行います。当日、ブースで宣言文（２ページ参照）を
■会場：京都府総合見本市会館（パルスプラザ）
記入し、提出いただいた方には、バス型ペーパークラフトを差
http://www.kankyofes.pref.kyoto.jp/map.html
し上げます。また、子ども用地下鉄１日乗車券、子ども用市バ
地下鉄烏丸線・近鉄「竹田」駅下車
ス１日乗車券プレゼント応募の受付も行う予定です。
当日は「竹田駅西口」〜「パルスプラザ」無料バス運行
「脱温暖化行動キャンペーン」は今年度初めて行う事業のた
■応募方法：先着順。下記事項を記入して、メールかファック
め、これまでフォーラムの活動に参加したことがない方、また
ス、お電話で申し込みくださ
イベントのスタッフをやったことがない方でも大歓迎です。こ
い。（締切 12 月６日）
れを機に、フォーラムの活動に触れてみませんか？もれなく環
境に配慮したボールペン（右写真）を差し上げます！
【申込事項】
１日だけ、希望時間帯だけでも可能ですので、ふるってご参加
○氏名 ○電話（携帯可）
ください。希望者は 12 月６日までにフォーラム事務所までご
○ Email ○参加希望
連絡ください。（担当：竹村）
■申込先：フォーラム事務所
■対象：京のアジェンダ 21 フォーラム会員
（連絡先は右肩参照）
（当日までに会員登録いただければ結構です）

参加者募集！「京都でもてなす外国人向けエコツアー実践報告と次回開催に向けてのアイディア出し」
エコツーリズムワーキンググループ（ＷＧ）では、外国人向
けエコツアーの実践報告会を行います。報告内容は、10 月に京
都で実施したオーストラリア人の熟年エコツアーについてです。
その後、来春実施予定の第２回目に向けて、みんなで、アイデ
ィアを出し合い、「外国人向け京のおもてなし」を一緒に探り
ましょう！

■日時：12 月 4 日（月）10:00 〜 11:00
（エコツーリズムＷＧ会議の前半）
■場所：市役所寺町会議所第１会議室
■報告者：小林寛子氏（プロマークジャパン代表、日本エコツ
ーリズム協会理事、日本エコロッジ協会理事）
■参加費：無料

４日（月）10:00 〜 12:00 エコツーリズムＷＧ会議 ( 市役所寺町第１会議室 )
９日（土）〜 10 日（日）10:00 〜 12:00 京都環境フェスティバル出展 （パルスプラザ。詳細上記）
18 日（月）16:00 〜 18:00 自然エネルギーＷＧ会議（気候ネットワーク事務局）
12/26 〜 1/4 まで京エコロジーセンター休館につき、京のアジェンダ 21 フォーラム事務所休所
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「脱温暖化行動キャンペーン」〜地球の未来にやさしい風を〜進捗状況報告
2007 年２月の１ヶ月間実施予定の「脱温暖化行動キャンペーン（以下、キャンペーン）」の内容につ
いて、プロジェクトチーム（以下、ＰＴ）で企画調整を進めています。ＰＴ内に設けた３つの専門チ
ーム（交通部門、エネルギー部門、統一行動部門）で検討が進んでいる具体的な内容について、現在
の進捗状況を報告します。なお、下記統一行動部門からの報告にもありますとおり、キャンペーン専
用のウェブサイト (http://www.datsuondanka.org) を開設しております。最新情報はそちらをご覧く
ださい。

交通部門
●交通局と取り組む公共交通利用促進
○公共交通利用促進企画 協力店舗募集
のご案内
キャンペーン期間中、公共交通の利用
促進のため、地下鉄１日乗車券を利用し
て来店し、一定金額を購入したお客様に
特典（100 円循環バス無料券）を配布す
るという取組に協力していただける店舗を募集しています。
公共交通機関の利用を促進することで、自動車からの CO2 削
減につながり、またお店にとっては「京都市のまちなかでお
買い物すると便利でお得」というイメージをアピールするこ
とができます。協力いただいた店舗は、「キャンペーン協力
店」としてキャンペーンウェブサイト（URL は上記）や、地
下鉄駅掲示ポスター等で、各店舗の取組を広くお伝えする予
定です。ぜひご応募ください。

■協力期間：2007 年２月１日（木）〜 25 日（日）
■協力内容：期間中有効の 100 円循環バス無料乗車券の配布
■配布対象：協力店舗で 500 円以上（予定）購入した日に、
京都市営地下鉄１日乗車券（大人 600 円・子ども 300 円）
を利用し、同券を提示された方
■募集対象店舗：100 円循環バスルート（河原町御池〜烏丸
御池〜四条烏丸〜四条河原町）から徒歩 10 分程度内の店舗
■応募方法：メール、又はファックスで、店舗名、担当者名、
TEL、FAX、住所をお送りください。応募の際は、件名に、
「公共交通利用促進協力店舗応募」とご記入ください。
■申込先：フォーラム事務所（連絡先は１ページ右肩参照）
※ 11 月 25 日現在、下記店舗にご協力いただく予定です。
＜協力店舗＞新風館各店舗、京都三条ラジオカフェ、
Socail Design Cafe soboro（京都文化博物館内）、
ゼスト御池各店舗

エネルギー部門
●京都市内の小売店等に対して、レジ袋
の有料配布を依頼します
普段のお買い物で環境問題に取り組む
お店を応援しよう！
本紙 11 月号でお知らせしたとおり、２
月のキャンペーン期間中、レジ袋の有料
配布等レジ袋削減のための取組をしてい
ただけるお店を現在募集中です。
マイバッグを持参するお客さんを増やすことでレジ袋消費
量を削減することは、ごみの減量やＣＯ２削減といった環境
対策に役立ち、さらに経費削減にもつながり、まさに「一石
二鳥」です。
フォーラムでは、すでにレジ袋の有料化をされている店舗
や、キャンペーン期間中に有料化等レジ袋削減にご協力くだ
さる店舗を応援するため、脱温暖化行動キャンペーンのウェ
ブサイト（URL 上記）の他、関連団体の広報等で、これらの

店舗を紹介させていただく予定です。お買い物にはマイバッ
グを持参したり、環境問題に取り組むお店を選ぶことで、脱
温暖化に一歩でも近づきます。フォーラムでは今後、取り組
む人たちの声を集めていきたいと考えています。
現在、京都市内では、すでに以下の店舗がレジ袋を有料化
されています。
◇京都生活協同組合各店（コープいわくら、コープ下鴨、
コープきぬがさ、コープにしがも、コープ西陣、コープ烏
丸、コープ二条駅、コープパリティ、コープうめづ、コー
プさがの、コープらくさい、コープ桂、コープはづかし、
コープ大手筋、コープ石田）
◇ＨＥＬＰ一乗寺本店
◇ディスカウントスーパーサンディ京都二条店
山科竹鼻店・西京極七条店・桂店・京都花園店
ジャスコ東山二条店も、2007 年１月 11 日から有料化を
開始されます。

統一行動部門
統一行動部門
●脱温暖化に向けた取組実施の呼
びかけがスタート！
統一行動部門では、幅広い層の
大勢の人々に呼びかけて、キャン
ペーンの行動期間である 2007 年２
月の 1ヶ月間に、今すぐできる脱
温暖化の取組を宣言し、実践して
いただきます。
この呼びかけは、当フォーラムと京都市、京都府、京都商
工会議所、京都工業会、京（きょう）と地球（あーす）の共
生府民会議、京都府地球温暖化防止活動推進センターで構成
する 脱温暖化行動キャンペーン京都ネットワーク がさま
ざまな方法で行います。
会員の方々はぜひ取組にご参加ください。

●キャンペーンのホームページがオープン！
この「脱温暖化行動キャンペーン〜地球の未来にやさし
い風を〜」の取組を紹介するインターネットのホームペー
ジがオープンしました。（URL は上記）交通部門・エネルギ
ー部門・統一行動部門の各々の取組の進捗状況や、キャン
ペーンに協力して下さるさまざまな主体についての紹介な
ど、様々な情報を掲載していきます。ご注目ください。
●統一行動メニューの宣言がネットでも出来ます！
今すぐできる脱温暖化の取組を「エコライフの実践」10
項目・「エコドライブの実践」５項目にまとめた統一行動
メニューへの取組の宣言をインターネットでも行っていた
だけます。インターネットで取組の報告を行ってくださっ
た方には、ポイントを貯めて景品と引き換える特典がつい
ています。ネットにアクセスできる方はぜひご参加くださ
い。

「脱温暖化行動キャンペーン」協賛事業募集について
当フォーラムの団体会員で、脱温暖化行動キャンペーンの
趣旨に賛同し、２月の同キャンペーン期間中に実施される事
業（例：意識啓発（学習会、研修会、講演会、セミナー等）、
実践活動（省エネルギーの取組、ごみの減量化やリユース促
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進活動の実施等）など）があれば、事業内容等をフォーラム
事務所までご連絡ください。協賛事業としてキャンペーンウ
ェブサイト（２ページ参照）等で紹介させていただきます。

「まちなかを歩く日」に都心交通のアンケート調査を実施
にパネルが写っていますが、四条通について 現状のまま
が良いか トランジットモール（歩行者・公共交通優先道路）
化するのが良いかについても回答を求めました。
通行人の方々に声を掛けてアンケート調査への協力を求め
交通ワーキンググループでは、 ましたが、おかげさまで計画した数（２日間で合計 500 人）
の回答を得ることができました。
京都市の「歩いて楽しいまち
四条通のトランジットモール化については、図のように８
なか戦略」を応援する「まち
割以上の方が「トランジットモールが良い」と回答していま
なかプロジェクト」（2006 年度
す。
重点プロジェクト）に取り組
紙面の都合上、アンケ
んでいます。
その一環として、11 月 11 日・ ート調査の詳しい結果は
12 日の「まちなかを歩く日」（http://arukura.net/）の両日、 「京の交通交流ひろば」
都心の四条通（大丸京都店前）と三条通（京都文化博物館前） （http://traffic.ifdef.
jp/）をご覧ください。
において、道を歩いている人々を対象に、都心の交通に関す
るアンケート調査を行いました。
※右写真
調査では、都心の交通政策をどのようなものにするべきか
三条通りでのアンケート
について、いくつかの設問を用意し、主に「賛成」
「反対」
「ど
の様子
ちらとも言えない」の３択で回答を求めました。また、写真

助成金案内

環境取組を対象とした助成金情報を紹介します

１．社団法人日本旅行業協会／平成
19 年度「ＪＡＴＡ環境基金 地球に
やさしい市民活動支援助成」
http://www.jata‑net.or.jp/
osusume/eco/h19kikin̲oboguide.htm
http://shimin.hitomachi‑kyo‑
to.jp/pubsys/view.rbx?cd=2657
〜 環境と観光の両立 に向けて〜
平成 19 年度「地球にやさしい市民活動支援助成」
■対象事業
観光地における「自然や文化遺産を保護する事業」、「環境
に配慮した観光の発展に寄与する事業」
■応募締切：2006 年 12 月 20 日（消印有効）
※詳細については、助成団体のホームページ（上記）からダ
ウンロード可。
■申込・問合せ先
〒 100‑0013 東京都千代田区霞が関 3‑3‑3 全日通霞が関
ビル 3F
（社）日本旅行業協会 業務部業務第 2 グループ
TEL:03‑3592‑1274 FAX:03‑3592‑1268
２．セブンイレブンみどりの基金／環境市民活動助成
http://www.7midori.org/josei/koubo̲kankyo.html
http://shimin.hitomachi‑kyoto.jp/pubsys/view.rbx?cd=2667

2007 年度 ( 平成 19 年度 ) 公募助成制度
■対象活動分野

事務局動静

11 月

1. 自然環境保護保全活動 2. 生態系保護保全活動 3. 体験
型環境学習活動 4. 生活における環境負荷軽減活動
■応募締切：2007 年 1 月 31 日（消印有効）
※申請書はホームページ（上記）からダウンロード可。
■申込・問合せ先
〒 102‑8455 東京都千代田区二番町 8‑8
セブン ‑ イレブンみどりの基金助成担当
TEL：03‑6238‑3872 FAX：03‑3261‑2513
E メール：oubo.07b@7midori.org
（電話受付時間 9:30 〜 17:00 ※土・日曜日を除く）
３．平成 18 年度大阪湾広域臨海環境整備センター環境保全
活動等助成金
■対象活動
1. 大阪湾センターの広域処理対象区域内に本拠を有するこ
と 2. 平成 18 年度中に行う活動であること 3. 循環型社会、
リサイクル、地球環境保全、環境創造、大気環境保全、水
環境保全、自然環境保全、環境教育等環境保全に関する活
動
■応募締切：2006 年 12 月 15 日（必着）
■申込・問合せ先
〒 530‑0005 大阪市北区中之島 2‑2‑2 ニチメンビルディ
ング 9 階
大阪湾広域臨海環境整備センター
TEL:06‑6204‑1721（代表）FAX:06‑6204‑1728
E メール phoenix@osakawan‑center.or.jp

〜事務局スタッフの動きを報告します〜

１日（水）地球温暖化防止行動キャンペ
ーン（以降「キャンペーン」）
省エネ相談所打合せ
２日（木）えこまつりＷＧ打合せ
キャンペーン広報協力依頼
７日（火）まちなかプロジェクト (2006
年度重点プロジェクト ) 会議
キャンペーン交通部門協力依頼
８日（水）キャンペーン交通部門協力依頼
10 日（金）京都ＧＰＮ企業見学会出席、キャンペーン区役所
訪問、エネルギー部門協力依頼
11 日（土）・12 日（日）「まちなかを歩く日」にてアンケート
調査実施
13 日（月）キャンペーン交通部門、広報協力依頼
14 日（火）自然エネルギーＷＧ会議
自然エネルギー利用状況小学校ヒアリング
キャンペーン交通局打合せ
京都レジ袋有料化推進懇談会出席
15 日（水）企業内環境担当者講座出席

キャンペーン交通部門協力依頼
16 日（木）キャンペーン交通部門協力依頼、打合せ
17 日（金）中小事業者による環境に関する地域社会貢献事業
推進プロジェクト ( 京エコロジーセンター 2006 年
度「地球温暖化防止先進モデル事業」）研修会
18 日（土）観光地交通対策視察
20 日（月）キャンペーン交通部門協力依頼
21 日（火）省エネアドバイザー研修会 チャレンジ省エネ相
談・今電会勉強会出席
アイドリング・ストップステッカーデザイン及び
啓発標語選考委員会
22 日（水）京エコロジーセンターＫＥＳ環境委員会
ＫＥＳ倶楽部研修会・交流会
24 日（金）キャンペーン交通部門協力依頼
25 日（土）キャンペーンエネルギー部門協力依頼
地球環境問題連続セミナー出席
28 日（火）京のアジェンダ 21 フォーラム平成 18 年度第２回
企画会議
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自然エネルギーＷＧ

京都・自然エネルギーマップをホームページ上で公開
http://ma21f.web.infoseek.co.jp/ecomap/remaps.html

フォーラムでは、自然エネルギーワ
ーキンググループを中心に、京都にお
ける自然エネルギーの普及の仕組みづ
くりを目指しています。
本紙 10 月号でお知らせしたとおり、
今年度、自然エネルギーの一層の利用促進をはかっていく
ことを目的に、「自然エネルギーマップづくり」を行ってい
ます。
この 11 月に、フォーラムのホームページ上で「自然エネ
ルギーマップ」を公開しました。

＜ KES 認証事業部より＞

地図には今後、自然エネル
ギー（太陽光発電、太陽熱利
用（温水器、ソーラーシステ
ム）、風力発電、バイオマス
利用（発電設備、薪・木質ペ
レットストーブ等）、小水力
発電など）を利用している京
都における学校、公共施設、
事業所、店舗の情報を随時追
加していきます。
自然エネルギーの利用状況
調査に当たっては、京都市内
のＫＥＳ認証取得事業所、京
都商工会議所等にご協力いた
だきました。この場を借りて
御礼申し上げます。引き続き、
市民、事業者の方々からの情
報を募集していますので、ご
協力の程、よろしくお願いい
たします。
申し込みの詳細は以下のホ
ームページをご覧ください。
http://ma21f.web.infoseek.
co.jp/forumnews/060922ecoe
nemap.html
（フォーラムホームページ内
自然エネルギーワーキンググ
ループのページよりご覧にな
れます。）

★ 11 月の新規認証取得

2006 年 11 月 1 日登録分

※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。

●ステップ 1
KES1‑0473 （株）クリア ( 京都府福知山市 )
KES1‑0474 （株）成和商会 ( 京都府久世郡久御山町 )
KES1‑0475 （株）武智電機商会 ( 京都市上京区 )
KES1‑0476
晶和電気工業（株）( 京都市南区 )
KES1‑0477 （有）キタムラ ( 京都府宇治市 )
KES1‑0478
コスモ建設工業（株）( 京都市西京区 )
KES1‑0479 （株）日本サルベージサービス ( 京都市南区 )
KES1‑0480 （株）山梨組 ( 京都市伏見区 )
KES1‑0481 （株）梅田製作所 ( 京都府京丹後市 )
KES1‑0482
三洋実業（株）( 京都市伏見区 )
KES1‑0483
豊川工業（株）( 京都市南区 )
KES1‑0484 （株）植田建設工業 ( 京都市左京区 )
KES1‑0485 （株）古川建設 ( 京都市西京区 )
KES1‑0486
前田金属所 ( 京都府宇治市 )
KES1‑0487 （株）塚本組 ( 京都市東山区 )
KES1‑0488
マスダ（株）( 京都市右京区 )
KES1‑0489 （株）豊原電気土木 ( 京都市南区 )
KES1‑0490 （株）テクノロード ( 京都市南区 )

KES1‑0491 （株）木下建工 ( 京都市右京区 )
KES1‑0492
建都住宅販売（株）( 京都市左京区 )
KES1‑0493
太陽道路（株）( 京都市南区 )
KES1‑0494 （株）カナモリ ( 京都府京丹後市 )
KES1‑0495
安田産業（株） ( 京都府与謝郡与謝野町 )
KES1‑0496
安田生コン（株） ( 京都府与謝郡与謝野町 )
●ステップ 2
KES2‑0265 カズテック（株）( 京都市伏見区 )
KES2‑0266 （株）大日本科研 ( 京都府向日市 )
KES2‑0267 （株）中藏 ( 京都市中京区 )
KES2‑0268 （株）仙台スプリング製作所 山元工場
( 宮城県亘理郡山元町 )
KES2‑0269
宮本樹脂工業（株）( 京都市下京区 )
KES2‑0270 （株）多川製作所 ( 石川県かほく市 )
KES2‑0271 （株）ユーエムテック ( 熊本県宇土市 )
KES2‑0272
西垣金属工業（株）( 京都市南区 )
KES2‑0273
安田建設（株）( 京都府与謝郡与謝野町 )

事務局短信 紅葉も遅れ気味の今秋。今年も全国からたくさんの観光客が京都に訪れています。京都で得られる
素晴らしい思い出もお土産にお持ち帰りいただきたいものです。決して「交通渋滞」が思い出にならないように。
（滋野浩毅）／今年の秋は休みの度に天気が悪くて残念ですね。このままでは 10 月の山登りが今年最後の紅葉狩り
になってしまいそうです。エコセン前の公園も黄葉は綺麗なのですが。。（竹村光世）／往復４時間の通勤にピリオ
ドを打ち、京都に引越すことになりました。これから時間が有効に使えそう。（小山直美）／事務局
常勤職員になりました。今後とも御用の節はお気軽にお申し付けください。インターネットの「京の
交通交流ひろば」も引き続き担当しますので、こちらもよろしくお願いいたします。（長谷川吉典）
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