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京のアジェンダ21フォーラム事務所

月

みやこ

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

2009（平成 21）年度

開室時間：10時〜18時45分（木・日休室）
アクセス：京阪電車「藤森」西へ徒歩5分
地下鉄・近鉄「竹田」東へ徒歩13分
市バス・京阪バス
「青少年科学センター前」南へすぐ

京のアジェンダ21フォーラム 事務局通信

「DO YOU KYOTO？」
ロゴマーク

〒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

みやこ

京のアジェンダ 21 フォーラム事業計画案

「環境モデル都市・京都」から日本を変えよう！

今年は「気候変動枠組み条約締約国会議（COP15）」がデンマーク コペンハーゲンで開催されます。京都議定書に
続く 2013 年以降の枠組が合意され、今後の世界の地球温暖化対策の方向性が決まる予定です。この地球温暖化対策
の節目の年にあたる 2009 年度、誕生 10 周年を迎えた京のアジェンダ 21 フォーラム（以下「フォーラム」）では、この
10 年間の成果をさらに高め、発展させていくことを目指します。

＜京のアジェンダ 21「５つの重点取組」の再確認＞

＜長期展望の策定とその実現に向けた働きかけ＞

設立以来 10 年間に渡り、京都市の行動計画『京のアジェ
フォーラムでは、2008 年度に京都市の「環境先進
ンダ 21』の実現に向けて策定した 5 つの重点取組を進めてき 都市・京都の未来を描く」事業の検討に関わりながら、
ました。この 5 つの重点取組と各事業を密に連携し進めてい 『京のアジェンダ 21』
の目指す方向性との整合を図り、
きます。
フォーラムの活動内容を検討してきました。2009 年度
は京都市と連携として、2010 年度の「地球温暖化対
5 つの重点取組と関連するプロジェクト名
策条例の見直し」に向けて、同条例制定時のフォーラ
①省エネルギー・省資源のシステムづくり
ムの会員や市民の参加による提言づくりと同様の場を
「京グリーン電力制度」
設けるなど、見直し策定の過程に参加します。
「家庭の省エネ相談所」
②グリーン・エコノミック・ネットワークづくり
③エコロジー型新産業システムづくり
「京都環境コミュニティ活動（KESC）」
④エコツーリズム（環境調和型観光）都市づくり
⑤環境にやさしい交通体系の創出

6 月 5 日の総会では、2008 年度の事業
報告を行うとともに、2009 年度の事業計
画を諮ります。皆様のご参加をお待ちして
おります。各プロジェクトへのご参加もよろ
しくお願いいたします。

エコ

「バスと電車で eco グルメ！」
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2009年度フォーラム総会・会員交流会
金

下記のとおり、2009 年度フォーラム総会および会員交流会
“サロン de エコ” を開催します。年に 1 回、会員が一堂に会
する機会です。ぜひご参加ください。

● 総会 2009 年 6 月 5 日（金）午後 6 時 30 分〜 7 時 30 分
● 会員交流会 “サロン de エコ” 午後 7 時 45 分〜 8 時 45 分

【2008 年度総会
の様子】

※“サロン de エコ” は会費 3000 円（税込）事前申込制
会場：職員会館かもがわ
京都市中京区土手町通夷川上る末丸町 284
TEL: 075-256-1307

京阪電鉄「丸太町駅」から徒歩約５分

＊詳しくは、同封の案内文をご覧ください＊

【会 員 交 流 会 “サ ロン
de エコ” の様子（2009
年 1 月 16 日）】
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京グリーン電力制度

太陽光発電設備紹介①

おおみやおひさま発電所

京グリーン電力制度では、京都市内の太陽光発電設備で作られた電力の持つ、環境に
やさしいという価値 “環境付加価値” を、証書の形にして、京都市内で事業活動やイベン
トをされる事業者・行政等に販売しています。売上代金は、太陽光発電の普及のために役
立てられます。この “環境付加価値” をフォーラムに提供し、京グリーン電力制度にご協力
くださっている発電設備を紹介します。

●おおみやおひさま発電所
・所在地

京都市北区大宮中ノ社町 35

社会福祉法人京都社会福祉協会
・所有者

大宮保育園

特定非営利活動法人きょうとグリーンファンド

・提供量（2008 年度計

12,400kWh 相当量）

大宮保育園では、1973 年の開園当初より、山や川など
自然に恵まれた環境の中で、動物や植物の命を大切にす
る元気な子どもに育つことを願って保育を実践していま
す。2006 年 1 月の太陽光発電設備「おひさま発電所」
設置以降、環境を考える発信基地となることを願い、ごみ
を出さないお祭りの実施など、様々な環境問題への取組
を進めています。
【写真 上：おおみやおひさま発電所の太陽光発電パネル、下：同表示盤】

■□

新スタッフ

自己紹介

□■

2009 年度 4 月 1 日より、2 名の事務局コーディネーターが
就任しました。
アジェンダにお世話になる前は、一般企業にての
ビジネスワークだったので、市民活動や NPO・ボ
ランティア活動などの業務に携わるのは全く初めて
であり、また新しい何かを見つけ、地域社会に貢献できるの
ではと、仕事に邁進する所存です。
日々のライフスタイルを再度見つめ直し、市民・社会・企業・
行政との潤滑油的存在にいち早くなれるように頑張って行きた
いと思っております。

上 野
かおる

上野と同様、一般企業からの転職組です。
アジェンダの温かい皆様のおかげで、迷いなが
らもなんとか仕事をこなしております。
「環境問題」
は、とてつもなく大きな課題。皆さんと協力して、グローバル
な視点で考えていかないと、なかなか浸透していくものではあ
りません。是非みなさんも楽しみながら、環境のこと考えてみ
ましょう。いいアイデアが浮かんだら、いつでもお待ちしてお
ります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

池田
周子

事務局短信

事 務 局 動 静
事務局スタッフの動きを報告します 3/16 ー 4/15
16 日（月）家庭の省エネ相談所（伏見区役所・洛
西支所）／ DO YOU 京もの？イベント
17 日（火） 家庭の省エネ相談所（西京区役所・
深草支所・醍醐支所）
18 日（水）歩いて楽しいまちなか戦略推進協議会
／バスと電車で eco グルメ！打合せ
20 日（金）KESC 森づくりチーム間伐＆ミーティング／
家庭の省エネ相談所（東山区民環境フェア）
24 日（火）佛教大学学生訪問（京グリーン電力ヒアリング）
25 日（水）歩いて楽しいまちなか戦略推進協議会
3 日（金） えこまつり WG 運営会議
6 日（月） 京都 GPN 幹事会／くらしの匠と進める
「エコライフ・コミュニティづくり」会議
11 日（土）KESC2008 年度活動報告会打合せ
13 日（月）自然エネルギー WG 運営会議
15 日（水）KESC 京都市立月輪小学校訪問

2009 年度がスタートしました。新たな人の輪や企業の繋がりがフォーラムのさまざまな温暖化防止活動を契機
に広がる事を楽しみにしています。（西本雅則）／新緑の季節になりました。一年で私が一番好きな季節です。新年度、自然と同じく、
私もフレッシュな気持ちで仕事を頑張りたいと思います。会員の皆さんも、ぜひフォーラムの活動にご参加ください！（小山直美）／
桜の季節も終わりに近づき、早くも私の頭の中は、暑〜〜い京都の夏。暑い季節が近づいてくると、私の「エコ魂」にも火がつきます。
笑（池田周子）／ GW は毎年” 半袖だなぁ” と思うのと同時に、そろそろ電気代のエンゲル係数を見直す時期だと毎年思っています。
今年こそダイエット！と楽しく取組たいです。苦笑（上野かおる）／桜の時期は過ぎましたが、今度は柿の木が勢いよく若芽を吹き出
しているのを見かけます。自然界のエネルギーを改めて感じる今日この頃です。（小西賢人）
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