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京都発、環境関係の情報発信紙です

〒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
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サロン de エコ、ＫＥＳ倶楽部研修会・交流会
1 月 24 日（水）の午後６時
からＪＲ京都駅正面の京都タ
ワーホテルにおいて、サロン
de エコとＫＥＳ倶楽部研修
会・交流会が合同開催されま

した。
当日の参加者は 55 名で、ＫＥＳ認証取得企業をはじめ、フ
ォーラムの個人会員や団体会員のＮＰＯ等、さまざまな人たち
に集まっていただきました。
会の前半ではフォーラムの内藤正明代表より環境行動計画『京
のアジェンダ 21』の紹介と地球温暖化対策をめぐる話題につい
てお話しいただきました。現在、諸外国では温室効果ガスの大
幅な排出削減が目標に設定されていて、また、日本でも作業レ

合同開催

ベルでは同様の目標が設定されているとのことです。この排出
削減目標の達成のためには、現在可能な方策の単なる積み上げ
ではなく、産業構造・技術システム・都市の住居構造・経済制
度・法制度・人々の価値観などあらゆる面から社会全体の構造
を変革することが必要であるということが具体的な変革の中身
の例を交えて説明されました。最後に、議定書誕生の地である
京都において、ぜひ率先して世界的にも先駆的な持続可能な社
会のモデルを構築しようとの呼びかけがありました。
会の後半では、参加者による交流会を開催しました。普段接
する機会が少ないＫＥＳ認証取得企業とＮＰＯなど多様な主体
の交流が、今後、新たな環境の取組につながることが期待でき
るような、意義深い会合となりました。
参加者たちが
自己紹介を行う様子

内藤正明フォーラム代表より
お話しをいただく様子

脱温暖化行動キャンペーン

キックオフイベント
賛同を呼びかける
小幡フォーラム幹事長

２月３日（土）の午前 11 時から京都駅前
広場において、脱温暖化行動キャンペーン
京都ネットワークの主催で、キャンペーン
のキックオフイベントが開催されました。
イベントでは桝本京都市長他の主催者挨
拶に続いて、市民や事業者が一体となって
脱温暖化行動キャンペーンの開始を宣言し
ました。京都市消防音楽隊の演奏やカラーガード隊による演技
が人々の注目を集める中、キャンペーンの参加者募集も行われ
ました。
当日は天候に恵まれ、またちょうど節分で京都を訪れる人も
多く、駅前ではおよそ 500 名もの方がキックオフイベントに注
目することとなり、キャンペーンの幕開けにふさわしい盛況と
なりました。
５日（月）15:30 〜 17:00 企画会議（寺町第１会議室）
11 日（日）13:00 〜 17:00 ワークショップ 歩行者が主役のまちづくり
〜安心して歩ける京都の都心部を目指して〜（ウィングス京都）
17 日（土）13:00 〜 18:00 エコエネ交流会
〜本音で話そう 自然エネルギー！〜（京エコロジーセンター）
18 日（日）13:00 〜 17:00 京エコロジーセンター活動支援事業報告会にて、
K‑CSR 推進プロジェクトチームが報告（京エコロジーセンター）
19 日（月）15:00 〜 17:00 自然エネルギー WG 会議（気候ネットワーク）
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脱温暖化行動キャンペーン省エネ相談所
京都市内の全ての区役所・支所で行った省
エネ相談所には、合計 572 名の方がご参加く
ださいました。省エネ相談所が区役所・支所
で開催されたのは今回が初めてです。
今回は電器店（田中電器、タニヤマムセン、
フジデンキチェーン、マハタギ電器商会、洛楽舎ＳＥＯ）の
協力を得て、ご参加くださった方に、省エネ家電製品の割引
券を進呈しました。

合計 572 名の方々が参加

ふだんから省エネを心がけておられる方、今まであまり省
エネを意識したことがなかった方、実に様々な方が相談に来
てくださいました。電球型蛍光灯が白熱球に比べて消費電力
が 5 分の 1 であることを知り、「買い換えます！」と言う方も
おられました。一方、相談員にとっても、これだけの数の
様々なご家庭のエネルギー消費の状況をお伺いできたことは、
相談ノウハウの向上に大きな効果があったといえます。

1/26 中京区役所 参加者 27 名

1/26 洛西支所 参加者 47 名

2/2 東山区役所 参加者 32 名

2/2 上京区役所 参加者 33 名

2/9 北区役所 参加者 38 名

2/2 右京区役所 参加者 61 名

1/26 山科区役所

参加 50 名

1/26 左京区役所 参加者 19 名

2/9 伏見区役所 参加者 66 名

南区の広報キャラクター・
パンダの﹁ナンナン﹂の着ぐるみでＰＲ

2/2 南区役所
参加者 32 名

2/16 深草支所 参加者 62 名
2/16 醍醐支所 参加者 54 名

2/9 下京区役所 参加者 29 名
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2/16 西京区役所 参加者 22 名

今回の省エネ相談所には、相談員とし
て、省エネ相談の研修を受けられた、た
くさんのボランティアの方が関わってく
ださいました。ボランティアとして関わ
ってくださった皆さま、相談に来てくだ
さった皆さま、本当にありがとうござい
ました。

イベント報告

平成 18 年度 第 2 回 環境活動交流会
愛を感じる旅をしよう 2007 〜京都におけるエコツーリズム〜

日時：2007 年２月 11 日（日）13：30 〜 15：30
会場：京都市男女共同参画センター「ウィングス京都」
セミナーＢ
主催：京エコロジーセンター
協力：フォーラムのエコツーリズムＷＧおよび交通ＷＧ
■基調講演「未来につながる京都観光」
〜持続可能な京都観光を目指して〜
講師 宗田好史氏（京都府立大学助教授、新京都市観光振興
推進計画策定委員会座長代理・受入環境部会長）
日本国内の人々の勤労時間の短縮が生み出した旅行の増大
も一段落し、将来の年齢階層別人口構成をみても、将来の京
都が観光リピーター層を確保し続けるにはこれからはかなり
の工夫が必要になるだろう。その工夫のモデルケースとして
も、エコツーリズムの考え方を取り入れた、目の肥えた人々
に受け入れられる京都旅行の提案が重要になるだろう。

まちなかの「ふつう知らない仕事」が見られる体験型旅行
を、それに価値を認める旅行通に紹介するチャンネルを確立
したい。都心地区に まちのコンシェルジュ（ホテル等で宿
泊客のあらゆる要望に対応し、案内する「総合世話係」、「よ
ろず相談承り係」というような職務を担う人の職名） を多
数配置し都心の営みそのものを観光資源化したい。
○事例報告：「京都市の秋の観光交通対策」
長谷川吉典氏（交通 WG）
毎年恒例の 11 月の嵐山・東山の交通対策とパーク・アンド・
ライドを紹介。普段はともかく観光ピーク時にはマイカー受
け入れは無理という現実を踏まえて、公共交通機関中心に質
の高い観光交通サービスを実現することが望ましい。

環境活動交流会の様子
︵ウィングス京都︶

意見交換の中で、宗田先生からエコツーリズムＷＧに対し、
発表内容を踏まえて新しい興味深い旅行プランの検討が提案
されました。同ＷＧでの検討を経て具体化されることが期待
されます。

■事例報告・パネルディスカッション
○事例報告：「宿泊施設の環境対策」
大久保厚氏（コープイン京都）
平均的なホテルのエネルギー消費が 3750 メガジュール / 平
米ほどのところを、当ホテルはさまざまな工夫で 2924 メガジ
ュール / 平米に抑えている。今後さらに取組を発展させるた
めに、お客様の協力を得ることやエコツーリズムの推進に取
り組みたい。
○事例報告：「まちなか観光の可能性」
山田章博氏（市民空間きょうと）

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

京都市市民活動総合センターのウ
ェブサイトに以下の助成金情報が掲
載されています。他にもいろいろな
助成金情報が掲載されていますので、
ご活用ください。
http://shimin.hitomachi‑kyoto.jp/
●平成 19 年度「まちづくり人」応援助成金
対象活動：「日本に新しいまちづくりの風」をおこすような
「人や組織や運営」。助成金対象活動の実施期間は、当該年度
４月１日〜翌年３月 31 日の間に実施される活動を基本とし
ます。
助成金額：本年の助成金の総額は 600 万円です。１件 50 万
円を上限とし、内容等選考の上、10 数件程度選出します。複
数年連続で助成する場合もあります

事務局動静

２月

応募手続：
助成金交付申請書およびその他必要書類を、当財団ホームペ
ージ（アドレスは下記参照）よりダウンロードして記入作成
し、それを期間内に送付して下さい。原則としてＷＯＲＤ形
式で作成した書類を電子メールで送付していただき、同じ内
容のものをプリントアウトして郵送でもご提出いただきます。
応募期間：平成 19 年３月１日〜３月末日（到着分）まで
提出先・問合せ先：
財団法人まちづくり市民財団 事務局
〒 102‑0093 東京都千代田区平河町 2‑14‑3 日本青年会議
所会館内
TEL：03‑3234‑2607（平日 9:30 〜 18:00）
FAX：03‑3234‑5770
URL：http://home.interlink.or.jp/ machizkr/
電子メール：machizkr@interlink.or.jp

〜事務局スタッフの動きを報告します〜

１日（木） 省エネ相談所各会場機材搬入
２日（金） 上京・東山・南・右京区役所
にて省エネ相談所
京都三条ラジオカフェ（FM
79.7MHz）に出演しキャン
ペーンを広報
３日（土） 脱温暖化行動キャンペーン
キックオフイベント
８日（木） 省エネ相談所各会場機材搬入
９日（金） 北・下京・伏見区役所にて省エネ相談所
10 日（土） 京都三条ラジオカフェ（FM 79.7MHz）に生出演し
キャンペーンを広報
11 日（日） 京エコロジーセンター環境活動交流会
「愛を感じる旅をしよう 2007」
13 日（火） K‑CSR ワークショップ

15 日（木） 省エネ相談所各会場機材搬入
16 日（金） 西京区役所・深草支所・醍醐支所にて省エネ相談所
「気候変動に関する世界市長首長協議会」
京都会議会場にてＰＲ展示
17 日（土）「気候変動に関する世界市長首長協議会」
京都会議会場にてＰＲ展示
19 日（月） 醍醐コミュニティバス運行管理委員会
交通ＷＧ「まちなかプロジェクト」会議
自然エネルギーＷＧ運営会議
21 日（水） 京エコロジーセンター省エネ研究会
22 日（木） K‑CSR ワークショップ
23 日（金） 醍醐コミュニティバス醍醐寺五大力特別輸送視察
26 日（月） 事務局会議
27 日（火） 藤ノ森小学校にて K‑CSR 出前授業
28 日（水） 京エコロジーセンターＫＥＳ環境委員会
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イベントのお知らせ ワークショップ 歩行者が主役のまちづくり
〜安心して歩ける京都の都心部を目指して〜
「安心して楽しく歩けるまち」を京都の都心で実現するた
めに、みなさんが普段感じている問題点を集め、みんなで
議論しながら解決策を考えます。
日時：2007 年３月 11 日（日）午後１時〜５時
会場：ウィングス京都２階セミナー室Ｂ
内容：10 人ずつテーブルに分かれて参加者同士で意見交換
し、都心の歩行者交通について論点の整理と解決策
の議論を行います。
定員：60 名（参加申込が必要です。締切３月９日）
主催：フォーラム交通ＷＧ／ＮＰＯ法人環境市民

後援：京都市（予定）
お申込・お問合せ先：
ＮＰＯ法人環境市民
〒 604‑0932 京都市中京区寺
町通二条下ル呉波ビル３Ｆ
TEL 075‑211‑3521
FAX 075‑211‑3531
電子メール
life@kankyoshimin.org

イベントのお知らせ エコエネ交流会 〜本音で話そう 自然エネルギー！〜
京都では、地球温暖化を防止するため、おひさま発電所
づくり※１や、公共施設等での自然エネルギー※２設備の
設置が進んでいます。京都でより一層自然エネルギーの利
用を広めていくためには、設備を設置されている方々のネ
ットワーク化や、普及の仕組みづくりが必要です。今回そ
の一環として、設置されている方々の交流会を行います。
自然エネルギー設備を設置している、設置したいなど関
心がある方のご参加をお待ちしています。
※１
※２

地域の市民、ＮＰＯが協働で、保育園などの施設の
屋根に太陽光発電を設置すること
太陽光、太陽熱、風力、バイオマス等、自然の力を
利用するエネルギー

日時：2007 年３月 17 日（土）午後 1 時〜６時
会場：京エコロジーセンター ３階会議室

＜ KES 認証事業部より＞

内容：
■第 1 部：太陽光パネル貸出
事業報告会 午後 1 時〜 2 時
■第 2 部：事例報告「本音で
話そう自然エネルギー！」
午後 2 時〜 5 時
■第 3 部：参加者交流会（名
刺交換会）午後 5 時〜 6 時
定員：60 名（事前申込不要。
当日会場にお越しください）
主催：フォーラム自然エネル
ギーＷＧ／伏見新エネルギー
研究会／京エコロジーセンタ
ー
お問合せ先：京エコロジーセ
ンター TEL 075‑641‑0911

★２月の新規認証取得

2007 年２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
KES1‑0557 （株）エコロ二十一（京都市中京区）
KES1‑0558 （有）若井工業
（京都市左京区）
KES1‑0559 （株）マルテツ
（京都府福知山市）
KES1‑0560 村岸造園（株） （京都市伏見区）
KES1‑0561 （株）清工務店
（京都市左京区）
KES1‑0562 矢田造園建設（株）（京都市南区）
KES1‑0563 （株）星山建設
（京都市南区）
KES1‑0564 （株）洛栄建設
（京都市西京区）
KES1‑0565 （株）右京野造園（京都市西京区）
KES1‑0566 （株）吉川工務店 （京都市右京区）
KES1‑0567 （有）平塚商事
（京都市南区）
KES1‑0568 （有）山田屋商店（京都市南区）
KES1‑0569 （株）大幸造園
（京都市左京区）
KES1‑0570 （株）植藤造園
（京都市右京区）
KES1‑0571 北桑電機製作所
（京都府南丹市）
KES1‑0572 宮本電気工事（株）（京都市右京区）
KES1‑0573 栄レース（株） （兵庫県宝塚市）
KES1‑0574 （株）丸共建設
（京都市伏見区）
KES1‑0575 （株）ちきりやガーデン（京都市山科区）
KES1‑0576 （株）日昌製作所（京都府京丹後市）
KES1‑0577 エヌケイテクノ（株）（京都府京丹後市）
KES1‑0578 （株）今西製作所（京都府宮津市）
KES1‑0579 （株）ミネヤマ精機（京都府京丹後市）

事務局短信

KES1‑0580 （株）塩野健鋳弘所（京都府与謝郡与謝野町）
KES1‑0581 田中金属工業（株）（京都市南区）
KES1‑0582 中山造園
（京都市右京区）
KES1‑0583 （有）和創
（京都府京丹後市）
KES1‑4‑0172 神戸市総合療育センター（神戸市長田区）
KES1‑4‑0173 神戸市環境保健研究所（神戸市中央区）
KES1‑4‑0174 神戸電子パーツ（株）（神戸市中央区）
KES1‑4‑0175 （株）青木工務店（神戸市東灘区）
KES1‑4‑0176 サン神戸ウォーターサプライ（株）
（神戸市垂水区）
KES1‑4‑0177 神戸市環境局須磨事業所（神戸市須磨区）
●ステップ 2
KES2‑0284 東洋紙業（株）大阪本社（大阪市浪速区）
KES2‑0285 サンライト化成（株）大阪工場（大阪府八尾市）
KES2‑0286 （株）タンゴ技研（京都府京丹後市）
KES2‑0287 旭リスター（株）（京都市伏見区）
KES2‑0288 （有）フィットサービス（京都府宇治市）
KES2‑0289 月桂冠（株） （京都市伏見区）
KES2‑5‑0009 藤井撚糸（株） （三重県四日市市）
KES2‑HI‑0103 （株）タイメック（茨城県常陸太田市）
KES2‑HI‑0104 （株）アイシーテクノ（東京都大田区）
KES2‑8‑0001 サンライト化成（株）鹿児島工場
（鹿児島県姶良郡姶良町）

２月は「脱温暖化行動キャンペーン」であっという間に逃げてしまいました。バタバタして忙しい中、子ども
１日乗車券プレゼントの応募・報告で小学生から届く郵便物を見て癒されました。（竹村光世）／脱温暖化行動キャンペーンの
交通・省エネルギーの取組は、皆さまのご協力により無事に終えることができました。ありがとうございました。今後はイベ
ント期間中だけでなく、日々の生活の中で、多くの市民が地球に謙虚な生活を実践してくださるようになると嬉しいです。（小
山直美）／今号は写真を増やして紙面の雰囲気を少しだけ変えてみました。いかがでしょう。（長谷川吉典）
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