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京京京京 のアジェンダ21フォーラム ニュースレター

「アジェンダ 21」とは「21世紀への課題」という意味。
「京のアジェンダ 21フォーラム」では、市民・事業者・行政が力を合わせて
環境と共生できるまちの姿を描いていきます。

この印刷物は京グリーン電力を利用しています
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私達が毎日の買い物の中でしている選択は、地球の未来を選択することにつながっています。
まずは京都から、グリーンな市場をつくり、温暖化防止をすすめましょう！

　アジェンダが今回注目したのが“買い物でエコ”という考え方。環境問題を考える時、まずなんといって
も各家庭で意識するというのが一番。環境問題を捨てる時でなく、買う時から考えた、エネルギーやごみの
少ない賢い買い物のスタイルをしてみてはいかがでしょうか。
　また普段生活している中で使用しているものについてもエコに変えていける部分があります。今使用して
いる電球を LEDのものにしたり、ごみの出ない商品を使用したり、エコな商品が普及することで環境を意識
した経済社会にも繋がります。
　京都には昔からあった“もったいない”という精神。伝統と新しいものが調和する京都だからこそ、エネ
ルギーやごみについても無駄のない、意義のある使い方をしていきたいものです。

地産地消という言葉をよく耳にするけれど、地元の鮮度の良い食材が手に入ることや地域の活性化以外に何かい
いことがあるの？と疑問に思われている方もいるはず。輸入した農作物は輸送、保冷などで多くのエネルギーが必
要になり、CO2排出量も多くなります。このことで将来的に地域の環境保全と地域資源の持続的利用に繋がってい
くことが期待されます。

本当に必要なもの以外に、すぐ捨ててしまう容器や包装、余分な量のものを買っていませんか？詰め替え容器や
何度も使うリターナブル容器のものや長持ちしそうな商品を選ぶとごみの量が減らせます。

今は電化製品でも電気代が節約出来るエネルギー消費量の少ない商品が多く販売されています。消費電力を大幅
にカットできるLED照明は従来の電球や蛍光灯に比べ寿命が長くとても経済的。また、紫外線や熱線をほとんど発
していないので蛾等の虫が近付きません。

今日からでも始められる最も身近なエコです。レジ袋は日本全体で1年間に約300億枚使われています。貴重な
資源や製造、輸送のエネルギーの節約やごみを減らす上でも出来るだけ貰わないよう買い物袋を持参しましょう。
小さなことでも皆が意識すればとても大きな活動になります。

商品をカゴに入れる前に今一度自分は “エコな買い物 ”が出来ているのか考え、見直してみませんか？

エコな買い物のポイントはエコな買い物のポイントは

京都グリーン購入ネットワーク（共催：京都
市ごみ減量推進会議）では「買い物でエコ！
キャンペーン」を実施します。

ぜひご協力ください。
実施期間

10月1日～12月31日
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CO2 を削減してお得なお食事はいかがでしょうか。

家庭の省エネ相談所を開催！

公共交通機関の利用で、レストラン・カフェ等での飲食がお得になるキャンペーンです。
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 等の
1日乗車券等を利用した当日に店舗で提示すると、割引等のお得なサービスが受けられます。
毎月16日の「DO YOU KYOTO?デー」にろうそくやランプの灯で食事を楽しむ「京灯（きょ
うとう）ディナー」実施店舗でも利用できるようになりました。

８月７日（土）家庭での省エネを進める「家庭の省エネ相談所」をパルスプラザで開催された
京セラ夏祭り会場で、省エネ普及ネット・京都の協力を得て開設しました。会場は大賑わい
で、55名の方の相談に応じました。
今年度もこれから区役所や地域のイベント等で開設する予定ですので、是非ご参加ください。

○省エネ相談所とは？
「省エネ相談所」とは市民の皆さんに、日々の暮らしに関するアンケートに記入してもらい、コンピューターで
診断して「エコライフ診断書」を発行し、それをもとに、省エネの知識のある「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うというものです。京のアジェンダ21フォーラム、京都府地球温暖
化防止活動推進センター、京エコロジーセンター、省エネ普及ネット・京都では、2009年度、「家庭の省エネ相
談所」を京都市内で27回開設し、1,309名の市民に相談を受けていただきました。調査により、各家庭におい
て、約４％のCO２削減効果があったことが分かりました。この結果から「家庭の省エネ相談所」は、民生・家庭
部門での地球温暖化対策のひとつとしての効果が期待されています。

次回開催予定
9月18日(土)・19日(日)10時～16時(午前・午後の２回開催)
SKYフェスティバル会場　場所：パルスプラザ

※この取組は、市民や観光客に対し、自家
用車の利用から公共交通機関の利用への転
換を促すことを目的として 2007 年度から
毎年実施しています。
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　まちなかをゆっくり走る、この三輪のユニークな形のベロタクシー (VELO 
TAXI)、春から秋の終わりにかけて、京都市中心部で目にすることも多いので
は？ 2002年から運行しているこのベロタクシーのVELO（ベロ）というのはラ
テン語で自転車を意味します。エコで環境に優しいタクシーです。
　ドイツで開発されたこのベロタクシーは人力と補助用の電動アシスト（モー
ター）で走るエコなつくり。その見た目からイメージするのは遊園地などにある
変わり種自転車？なんとなく観光用と思いがちですが、見慣れた京の町も目線を
変えれば普段気づかなかったものを発見でき、見つめなおすきっかけになるのか
もしれません。
　普段は急ぎ足で通り過ぎてしまいがちな京の町をゆったりと観光気分で回るの
も、新しい町の楽しみ方となるのではないでしょうか。

電動アシストを搭載していますが、運転時にCO2排出量が少なくCO2削減に努めているの
は勿論ですが、ベロタクシーにはどんな特徴があるのですか？

ベロタクシーが走る観光コース周辺に対して、騒音の被害や排気ガスで環境を汚染してし
まうようなこともないのが特徴です。エコに楽しく、ゆったりとした時間をお過ごしくだ
さい。

ベロタクシーの利点はなんですか？

まずベロタクシーはゆっくりが楽しい乗り物です。車内から外を
眺める車やバスでは体験できない街との一体感が感じられ、街の
賑わいや情緒・空気・季節感などを堪能することができます。京
都の細い路地の走行もベロタクシーにむいていますので、今まで
にない観光コースも設定することができます。また、風を感じる
事ができるのも心地がよいです。

運転をされる際に気をつけていること、心がけていることは？

やはり安全第一です。

初めてベロタクシーを利用されたお客さんのリアクションは？

「 楽しかった!」

「 ドライバーとの会話も楽しかった!」

「 エコでいいね」

「 この乗り物がもっと広がるといいね」

…というお声がとても多いです。

運転をしていてやりがいを感じるのはどんな時？

お客様から直接ありがとう。楽しかった。と言っていただけるこ
とです。頑張ってね！と応援される事も多いです。

今後ベロタクシーについて新たな活動等は考えられていますか？

新たな活動とはいえませんが、今後京都でもっと運行台数を増や
していきたいです。

▶世界では何カ国、何都市で運行されている？
　34ヵ国、96都市で運行しています。

▶スピードはどの程度出るの？
　約11kmで運行しています。

▶雨の日も運行しているの？
　残念ながら雨天は運休となります。

▶運転手になるには免許が必要？
　試験などはあるの？
ベロタクシーの運転手になるには普通自動車の
免許が必要です。４日間程、実技と学科の研修
をさせていただき、最終日に両方のテストを実
施します。合格すれば運転手になれます。

ベロタクシーへのベロタクシーへの疑問疑問

運行期間  4月～11月末まで　　 運行時間  正午12時～午後6時まで
運行地域  新風館を中心に半径約3km以内が基本運行地域　 乗車料金  初乗り～0.5kmまでが大人￥300（小人￥200）
超過料金  0.1kmごとに大人￥50（小人￥30）※走行距離から算出します。（時間加算はされません）
ご乗車方法  メインステーションである新風館（烏丸御池）からご利用下さい。※空車の運転手にお声かけ下さい。
★前日までであれば、電話にてご予約を承ります。
※新風館からが最も待ち合わせしやすくておすすめですが、ご希望の場所がございましたらご相談ください。
（予約は前日までの平日に事務所へお電話ください。事務所は休日お休みです）

問合せ  〒604-8172　京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町586-2 新風館内
　　　　　　　　　　　　 NPO法人環境共生都市推進協会　Tel：075-241-7645　Mail：info@velotaxi.jp
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京のアジェンダ21フォーラム事務局員の気になる、
興味のある商品を紹介していきます

　2010年夏の某日、事務所に届いた書類がいつもと違う綴じ方。うむむ？これはホッチキス…？でもいつものものと
は違って、針がない（その代わり穴が開いているけれど…）。でも用途としてはホッチキスに間違いない、ということ
で調べてみると針を使わないホッチキスがあることが判明！あまり多くの枚数は綴じられませんが、２穴タイプは穴
あけパンチを使わなくてもそのままファイリングもできるので社内の資料の保存等には便利そう！気になる商品です。

今回ご紹介する商品
Harinacs ハリナックス
針なしステープラー
(2穴タイプ・ハンディタイプ）

※コピー用紙約10枚を綴じることが可能
　カラー：黒　（2穴タイプ）

針を使わないので、
そのまま古紙回収に出せる
のも助かりますね。

※コピー用紙約4枚を綴じることが可能。
　カラー：黒・緑・ライトブルー・ピンク・白の5色。　
（ハンディタイプ）

片手で持てる、
お手軽な１穴タイプ

お問合せ：コクヨＳ＆Ｔ株式会社
Tel：0120-201594　Fax：0120-060660
HP：http://www.kokuyo-st.co.jp

　今年8月1日から実施しています「バスと電車でecoグル
メ！」は京都市内の公共交通機関で使える定期券や、1日乗
車券などを利用した当日に提示すると割引やドリンクサービ
スなどの特典が受けられるエコでお得な企画です。
　日常生活でエコにお出かけするツールとして一番身近とな
るのが自転車。マイカーではなく公共交通機関を利用しての
移動も勿論ですが、自転車はCO2の排出もなくエコで、気軽
に利用できる交通手段です。川のせせらぎを聞きながら、ゆっ
たりと自分のペースでサイクリングも楽しめます。自転車で
走っていると、普段は気づかないだけでたくさんの鳥類がい
ることに気付きます。川をスイスイと泳ぐ姿は気持ちよさそ
う！
　自転車でエコにお出かけしてみたい！だけど自分が住んで
いる地区から出かけたいスポットまで自転車で移動は難しい
かも…？そんな時は目的地近くにあるレンタサイクルで自転
車をレンタルすれば気軽にお出かけを楽しめます。エコなお
出かけの相棒、自転車で楽しい休日を過ごしてみてください。

今回はレンタサイクル「かりおん」にご協力いただきました。
(レンタル料金1日利用500円。叡電出町柳駅東側、問合せ：
075-200-8219、平日9時～21時　土日祝9時～19時)

京都環境コミュニティ活動（KESC）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(みやこ)のアジェンダ21フォーラムでは、京都市におい
て、市民、事業者、行政が協力しあって持続可能な地域づく
りに向けた様々な取組を行っています。
　その中の「京都環境コミュニティ活動(KESC)プロジェク
ト」では、京都の各地域における事業者、学校、住民が「環
境保全活動」をキーワードに、協力し合いながら取り組む仕
組みづくりを目指した活動をしています。参加者の方々は、
この活動を通して、地域に住まう異なる職業や異なる世代の
方の環境保全への想いを理解し合い、地域が一体となり環境
保全活動に取り組むことができます。

　　 …… 現在の活動チーム ……

①自然エネルギー環境学習チーム
②交通環境学習チーム
③市民共同おひさま発電所づくりチーム
④水源の森づくりチーム

　９月15日に京都環境コミュニティ活動(KESC)にご興味の
ある事業者の方々を対象として、事業者募集説明会を開催し
ました。
　参加事業者は随時募集していますので、気軽に事務局まで
お問合せください。

※ 本プロジェクトへは、KES（KES・環境マネジメント・ス
タンダード）などにおいて「プラスの環境影響」として取
り組むことができます。

Harinacsハリナックス　針なしステープラー
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地域と自然に学ぶ ～京都市立 明徳小学校～
　今回取材に訪れたのは緑の多い京都市の岩倉地域にある明徳
小学校。こちらの学校では校外に出ての体験学習を多く行って
います。学校から歩いて10分ほどのところにある通称「脇の山」
は昨年の3年生(現在の4年生)が草抜きをしたり、成長の悪い木
や腐った木を切り整備しました。その時刈り取った竹で滑り台や
ベンチ、ぶらんこなどの遊具を先生と一緒に作りました。今年の
3年生も先輩たちが整備した「脇の山」での学習を楽しんだそうです。こうやって山に人が入り、整
備することで里山本来の姿へ近づき再生にも繋がります。これからも新たに「今後自分達は何をする
のか」を生徒自身が考え、活動していく予定だそうです。
　また、明徳小学校名物の「田んぼ」は5年生の総合学習として5月にその活動が始まります。生徒は
ただ田植えをするだけでなく畦伐り、畦塗り、田植えと段階を踏んで米作りを知っていきます。取材
に伺った時の田んぼには力強く、青々とした葉が夏の風に揺られていました。これから多くの穂を実
らせ、稲の収穫、脱穀と米作りの流れを学びます。けれど、そこで終わりではありません。収穫をし、
脱穀がすんだ藁はしめ飾りを作るための準備をします。丈夫そうな藁から不要なやわらかい部分を取
り除く「はかま取り」という作業です。残った藁は細かく砕いて肥料にするそうです。準備の出来た
藁は地域の方に協力していただきながら一人一つずつしめ飾りを作ります。
　年明けには餅つき大会を行うということもあり、米の成長を心待ちにしている生徒さんも多いでしょ
う。また、豊作の時には幼稚園でのお餅つき用にお裾分けするなど、地域との繋がりを感じられます。
米を育てる為の準備を整えるところから「食」に辿り着くまで、多くの地域の方もそこに関わってい
ます。毎日食べているお米がどうやって作られているのかを体験することで、近所付き合いなどが薄
くなっている現在の私たちの生活を見直すひとつのきっかけとなるのかもしれません。

▲皆で一生懸命草ぬきしたよ！
　整備された「脇の山」

京のアジェンダ21フォーラム　季刊誌　2010年秋（第28号）　　発行日：2010年9月15日　発行：京のアジェンダ21フォーラム事務局
〒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内　　開室時間：8時45分～ 17時30分（木・日・祝日休室）
TEL：075－647－3535　FAX：075－647－3536　E-mail：ma21f@mbox.kyoto-inet.or.jp　URL：http://ma21f.jp/

▲ 雨水タンクは、花の水やりな
どに使用しています。

▲100kgの収穫を目標にしている明徳小学校。
　目標に届くのでしょうか。

▲葉が窓を覆い、影になって涼しい♪ ▲ゴーヤの実もたくさん。

◀ ゴーヤは熟すと黄色く
なって甘みが増します。
種が真っ赤でびっくり！

【アジェンダ季刊誌スタッフ募集】
一緒に季刊誌を作りませんか！！
アジェンダでは3・6・9・12月の年間４回季
刊誌を発行します。アジェンダ事務局スタッ
フと一緒に製作などのお手伝いいただける
ボランティアスタッフを募集しています。
　※募集条件：Wordの基本操作のできる方
　　 メール、お電話にてアジェンダ事務局まで
　　お問合せください。

短信：最近、「ナラ枯れ」の情報をよく目にします。里山によくあるコナラなどが枯れてしまう現象で、京都でも山肌を眺めると、緑の中にぽつぽつと赤茶色の枯れ木があるのが見えます。京
都の三山は景観の問題もあり、どのように自然とつきあうか考えていく必要にせまられているような気がします。（井上）/ 知り合いから譲って頂いた材木をそろそろ来年の冬の為に薪割りの
準備を始めないといけません。昨秋に薪割りをした木は薪棚にきれいに高く積まれて、今年の出番を待っています。薪は1年かけて乾燥させます。切り立ての薪をすぐに燃やした1年目の冬は、
家中煙まみれ。失敗を経験しながら、6年目の冬を迎えます。（奥井）/ 日本近海は世界で最も多様な海洋生物の宝庫であると聞いて嬉しくなりますが、一方では、日本の漁場に変化（魚によっ
て生息域が北の方に移動？）が生じているとか、南の魚であるジンベイザメが神奈川県の海水浴場で地引網にかかったなどのニュースを耳にしますと、指摘されている日本の亜熱帯化が着実
に進んでいるようで将来が気がかりです。（小西）/ 夏の暑さを引きずったまま暦では秋に突入しました。お盆を過ぎれば涼しくなるなんて昔は言われていましたが、今年は８月半ばを過ぎて
も熱中症のニュースが多く、異常だと感じておられる方も多いのではないでしょうか。なかなか夏の終わりがみえないので秋服を買うのを躊躇ったまま、日焼け対策をして今日も過ごしてい
ます。（岩城）/ ８月から京のアジェンダ21フォーラム事務局の一員となりました石崎です。私自身、いくつかのボランティアやNGO・NPOに関わってきましたが、そこで助けられ、出会い
を通じて成長してこられたかと思っています。好きな言葉は「縁」です。アジェンダでは縁を大切に、皆様方と共に頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。（石崎）

アジェンダ21フォーラム入会のご案内アジェンダ21フォーラム入会のご案内
「アジェンダ２１」 とは 「２１世紀への検討課題」 という意味。 「京のアジェンダ21フォーラム」 では、市民・
事業者・行政が力を合わせて環境と共生できるまちの姿を描いていきます。

【年間会費】 １口 1,000 円を単位として、 会員ごとに次の口数分とします。
⑴ 個人会員　１口　　⑵ 団体会員　２口以上　※会費は郵便振替または銀行振込をご利用ください。
◇郵便振替口座：００９６０-７-１４３５０８　京のアジェンダ２１フォーラム 
◇銀行振込口座：三菱東京 UFJ 銀行京都支店　普通　５４６８３８３　京のアジェンダ２１フォーラム（ミヤコノアジェンダ）

【会員の特典】 年４回の季刊誌、 月１回メールマガジン京えこめる配信、 各種案内資料の無料送付、 主催
行事への参加など。

脇の山の整備のお手伝いを
してみませんか？

明徳小学校の生徒と一緒に脇の山の
整備をしてくださるボランティアの方を
募集します。森林整備に関する経験の
有無は問いません。どなたでも参加で
き、エコに貢献できる活動の一つです。

お問合せ：明徳小学校
TEL:075‒701-0111 FAX:075-701-0112
〒606-0021 
京都市左京区岩倉忠在地町221
E-mail:meitoku-s@edu.city.kyoto.jp 
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