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京のアジェンダ21フォーラム事務所
〒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
開室時間：8時45分～17時30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
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京のアジェンダ21フォーラム　事務局通信
みやこ

「DO YOU KYOTO？」ロゴマーク
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 「歩くまち・京都」の実現を目指して
公共交通の利用で、レストラン・カフェ等での飲食がお得に。

　フォーラムでは2007年度より、公共交通利用促進キャンペーンとして「バスと電車でecoグルメ！」を実施して
います。
　これは、京都市内の公共交通機関で使える定期券や、トラフィカ京カード・スルッとＫＡＮＳＡＩ・全路線の一
日乗車券などを利用した当日に、京都市内の、キャンペーンへの参加協力飲食店で提示すると、飲食代金の割
引やドリンクサービスなどのお得な特典が受けられるというものです。今年度は、より利用して頂けるよう定期券
とプリペイドカードも対象にするなど、対象となる乗車券の種類を増やしました。
　また、「京都議定書誕生のまち・京都」らしく、「バスと電車でecoグルメ！」パンフレットでは、環境に配慮した飲
食店の取組を掲載します（パンフレットは、「月刊あじぇんだ9月号」に同封予定）。フォーラムのWebページ（
http://ma21f.jp/eco-gourmet/m/）では、パンフレットに掲載している飲食店以外のお店も掲載しています。ぜ
ひご覧ください。このパンフレットを配布していただける事業所、団体を募集します。事務所までご連絡ください。

■ クルマと地球温暖化の関係
　クルマは便利ですが、クルマの利用は、地球温暖化と大きく関係しています。ガソリンから排出されるCO2は、
世帯全体のCO2排出量の27.2％を占めています。1日10分クルマの利用を控えると、照明をこまめに消したり、
テレビを見る時間を減らすよりも、はるかに大きなCO2削減効果があります。クルマの利用を控え、徒歩や公共
交通、自転車を利用することで、健康にも良くなります。
　この夏はクルマの利用を控えめにし、公共交通を利用してお得に飲食をしてみませんか？

バスと電車で ecoグルメ！
2009年度プロジェクト紹介
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バスと電車でecoグルメ !

家庭の省エネルギー対策プロジェクト

京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト

京グリーン電力制度

中長期展望の策定と、そのための具体的な方策の検討

2009 年度プロジェクト
1
　2009 年度は、5 つのプロジェクトを実施
します。
　数回に分けて、各プロジェクトを紹介して
いきます。今月号では、①バスと電車で eco
グルメ ！ の内容を紹介します。

【グラフ】
左：家庭からの二酸化
炭素排出量（全国地
球温暖化防止活動
推進センターWeb
ページ
http://www.jccca.o
rg/content/view/1
048/788/  より）　

右：出典　京都大学
藤井 聡 研究室
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家庭からの二酸化炭素排出量
ー燃料種別内訳ー 冷暖房を1℃調節する

リサイクルに出す

包装の少ない買い物
シャワーを2分減らす

TVを60分減らす

照明をこまめに（60分）消す

1日5分アイドリングストップ

1日10分クルマを控える

追いだきを1回減らす

冷蔵庫を整理する

図　1年間あたりのCO2の削減量（kg）
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　フォーラムでは 2006 年度から、毎年 2 月を中心に「脱温暖化行動キャンペーン」の
一環として、他団体と連携して「家庭の省エネ相談所」を開設してきました。「家庭の省

エネ相談所」では、市民の皆さんに、日々の暮らしに関するアンケートに記入していただき、それに基づきコ
ンピューターで診断して「エコライフ診断書」を発行し、「家庭の省エネアドバイザー」が、各家庭に合った
省エネのアドバイスを行います。

　2008 年度には、市内で計 25 回開設し、1,035 名の市民に参加していただきました。2007 年度に京都
府地球温暖化防止活動推進センターとともに、参加した市民が、その後どれだけ省エネに取り組むことがで
きたかについて効果測定を行った結果、約 4％の CO2削減効果があったことが分かりました。

　フォーラムでは、2010 年度には、京都市内で週に 1 回は「家庭の省エネ相談所」が開設されるようにな
ることを目指し、2008 年度はそのための担い手づくりとして 30 名の「家庭の省エネアドバイザー」の養成
を行いました。

　今後は、関係団体が参加して京都における家庭の省エネルギー対策について検討する「家庭の省エネル
ギー対策プロジェクト会議」を開催し、「家庭の省エネアドバイザー　養成研修会」を開催するとともに、順次、
市内の区役所・支所、商業施設、イベント等で「家庭の省エネ相談所」を開設予定です。「家庭の省エネア
ドバイザーになって活躍してみたい」、「相談に行ってみたい」と思われる方は、是非ご参加ください。

「家庭の省エネ相談所」順調に始動しています
ー 今年は25箇所で開設、参加者1000名を目標 ー 

■ 2009 年度に既に開設した「家庭の省エネ相談所」の様子
     ＊いずれも「省エネ普及ネット・京都」の協力を得て開設。

■ 今後の 「家庭の省エネ相談所」開設予定

8月     1 日（土）京セラ夏祭り
9月   16日（水）下京区役所
　　  18日（金）右京区役所 
10月 14日（水）西京区役所
　　  16日（金）洛西支所
11月16日（月）伏見区役所
          17日（火）深草支所
12月 16日（水）醍醐支所
2010 年 
1 月   15日（金）東山区役所
          18日（月）左京区役所
3月   16日（火）南区役所

「家庭の省エネアドバイザー養成研修会」を開催します。
楽しく学び、おしゃべり感覚で、市民の皆さんに
家庭の省エネアドバイスをしてみませんか？

　研修会に参加し、実地研修を 2 回受けられた方は、「家庭の省
エネアドバイザー」として、活動していただきます。

○ 日時
第 1回 2009 年 9月12日（土）午後 1時 30分～ 4時 30分
第 2回 2009 年 9月26日（土）午後 1時 30分～ 4時 30分

○ 場所　京エコロジーセンター　

＊参加希望の方はフォーラム事務局までお問い合わせください＊

家庭の省エネアドバイザー養成研修会参加者募集

　  6/17 北区役所（参加者 24名）　  6/19 上京区役所（参加者 19名）　6/23 伏見区役所（参加者 23名）



京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクトの動き

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【自然エネルギー環境学習チーム】
　昨年度に出前環境学習を行った小学校より、
「今年度も是非、出前環境学習の実施を」との
依頼を頂き、実施に向けての第一回チーム会議
を開催しました。今年度は児童への環境学習だ
けではなく、地域・保護者を巻き込んだ、楽し
い内容の活動計画を立てたいと思っています。

【交通環境学習チーム】
　第一回チーム会議を開催し、今年度の活動
計画を立てました。次回会議から新たに参加の
事業者もあります。今までのプログラムに新た
な内容を追加し、子どもたちから各家庭（保護
者）・地域へ持ち帰ってもらう内容を盛り込める
様にレベルアップを目指して頑張っています。

事務局スタッフの動きを報告します  6/16 ー 7/15

16日（火）

17日（水）

24日（水）

29日（月）

30日（火）

8日（水）

10日（金）

11日（土）

 

中長期ビジョンコア会議

自然エネルギーWG運営会議

京グリーン電力制度打ち合わせ

京都商工会議所　環境月間行事　講師派遣

自然エネルギーWG運営会議

KESCおひさまチーム会議

事業者向け環境学習セミナー

エコツーリズムWG・交通WGコアメンバー会議

事 務 局 動 静

6月

7月

【市民共同おひさま発電所づくりチーム】
　既に２回のチーム会議を開催し、今年度の活
動計画である新しい【紙芝居】の作成に意欲満々
です。おおまかなストーリーが出来上がり、こ
れから絵付けなどの作成に向けての作業となり
ます。紙芝居を見て喜ぶ園児達の様子を目に浮
かべながら、メンバー一同張り切っています。

【水源の森づくりチーム】
　森林保全の意義を学びながら、間伐などのフ
ィールド活動を行っています。森林保全活動を
行った自らの体験を通じて、子どもたちに森の
大切さを伝える環境出前学習の実施を計画して
います。小学校への出前学習を通じて、各家庭
（保護者）・地域へ森林保全の意義を知っても
らい、フィールド活動に参加して下さる方が増
えればとの思いを持って活動しています。

　各チームの活動の動きは、「月刊あじぇんだ」にて随時報告予定です。環境出前学習の行われる小学校・
保育園のお近くの方は、是非見学にお越し下さい。地域活動の新しい形が見えて来ると思います。多くの
方の活動への参加をお待ちしています。

■ 事業者向け環境学習セミナーで KESC の活動紹介をしました
　京都市地球温暖化対策室などが主催のセミナーにて、
沢山の環境担当者が参加されました。フォーラムからは、
KESC の活動紹介をさせていただきました。今回参加の
事業者が KESC 活動に参加して下さることを期待していま
す。今後とも皆様のご協力よろしくお願いいたします。
【写真】事業者向け環境学習セミナー風景
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事務局短信　気温の高い日々が続きます。この季節、屋内に居ても気温と湿度が高いという条件が揃うと熱中症になり易いので体
調管理にご注意を。（西本雅則）／来月、ドイツ在住の友人夫婦が帰国し、京都を案内する予定です。京都に住みながら、こんなこ
とでもないと、なかなか京都観光をする機会がないので、今から楽しみです。（小山直美）／ガソリン価格が、じわり、じわりと上昇中です。
思い出すのは、去年の今頃、ガソリン高騰ニュース。今年のお盆、「帰省手段は何にしようか？」と考え中なのは私だけでしょうか？（池
田周子）／テレビにラジオ・新聞と。日々、耳にするのは【エコ】の事。” 環境バブル” のこの時期に慌ててエコに取り組む事は、本
来もっと前から気づき、心がけていなければならなかった事。経済バブル期のように一瞬で終わらない事を願います。（上野かおる）
／連日の猛暑。” 暑い暑い” でうんざりするでは実にモッタイナイ。太陽光発電と共に、太陽熱の利用拡大がもっともっと加速されると
よいのではないかと考えるのですが・・・（小西賢人）

　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。

● 法然院森のセンターおひさま発電所
・所在地　京都市左京区鹿ヶ谷御所ノ段町 30
・所有者　宗教法人本山獅子谷法然院
・提供量（2008 年度計　1,600kWh 相当量）

　法然院は、法然上人（鎌倉時代初期）の

草庵にその源を発する浄土宗系の寺院です。

地域に開かれた寺として、アーティストの発

表の場やシンポジウムの会場として寺を開放

するほか、自然の一部としての人間の環境との望ましい関わりを模索し、地球の未来へも希望を見出す活動を

続けていこうと、1993 年に「法然院森のセンター（共生き堂）」を設立しました（NPO フィールドソサイエティ

ーが運営）。2001 年に、おひさま発電所 1号機として森のセンターに太陽光発電パネルを設置しました。また、

森のセンターでは大文字山での自然観察会の開催など、環境教育施設としての活動を行っています。

京グリーン電力制度　太陽光発電設備紹介④
かすがのおひさま発電所・法然院森のセンターおひさま発電所

みやこ

【写真 左：法然院森のセンターおひさま発電所の太陽光発電パネル、右：法然院の庭】

● かすがのおひさま発電所
・所在地　京都市伏見区日野田中町 16 
・所有者　社会福祉法人春日野園
・提供量（2008 年度計　9,500kWh 相当量）

　春日野園は 1975 年の開園以来、「子どもたち

を良い環境の中で育てたい」という思いから、保

育園の横を流れる日野川を取り込んだビオトープ

をつくったり、農園で野菜をつくって収穫するな

ど、自然に恵まれた環境を活かした保育を行って

きました。

　2005 年には、保育園が情報発信基地となっ

て、子どもたちはもとより、多くの人たちが環境学

習や太陽エネルギーの大切さを学ぶきっかけの場

になりたいと考え、「おひさま発電所」を設置しま

した。現在は、グリーンカーテンづくりなどの活

動も行っています。

【写真 上：春日野園　外観、
下：かすがのおひさま発電所の太陽光発電パネル】　
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