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「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



　　フェアトレードのお話
　私の着ている服は誰が作ったのだろう、
　僕の飲んでいるコーヒーや紅茶はどこから来たんだろう。
　ふと、そんなことを考えたことってありますか？
　経済はグローバル化し、いまや世界中でたくさんの商品が取引されています。 
　そのおかげで、私たちも、いろいろなものが安く手に入るようになりました。

　しかし、世界には、たくさんのモノがあふれかえって、豊かな生活を送っている消費者がいる一方で、長時
間働きながらもわずかな賃金しか得られない生産者がいます。お店で100円で買えるチョコレートの中には、
原料のカカオを仲買人や輸出入業者が安く買い叩き、生産者の手に入るのは１円にも満たないとも言われてい
ます。しかも西アフリカのコートジボアールなどでは、多くの子どもが学校にいけずに、長時間強制的に働か
されているという国際機関の調査報告がなされています。

　では、生産者が、人間らしい生活を送り、自立できるためにはどうしたらいいのでしょう。一つの解決策と
して、私たち先進国の消費者が、途上国の人々の生産したものを、公正な価格で継続的に買い取ることで、彼
らの暮らしを向上させ、自立を支援するフェアトレードという運動があります。

生産者 仲買人 輸出入業者

一般的な取引の例

小売店加工業者 消費者

￥ ￥ ￥ ￥

生産者グループ フェアトレード団体
生産者の立場に立った取引

フェアトレードの仕組み

商品、生産背景

前払い金、技術指導 消費者

商品、情報提供

購入代金、意見・感想

・公正な価格で取引する
・取引の量が増減しないようにする
・継続した取引をする

・労働条件の改善
・教育・医療の充実 ￥ ￥

　京都に本店があり、フェアトレード商品も扱っ
ているシサム工房では、現地へ実際に足を運び、
関係を築いてきたフェアトレードパートナー団体
を店舗で紹介しています。お客さんは写真などの
説明を通し、生産者の背景を知ることができます。

フェアトレード商品が買えるお店 シサム工房

シサム工房・京都本店
京都市左京区北白川追分町80-1　※百万遍東へ300歩

TEL：075-724-5688
11:00～19:30（7-8月 11:30～20:00）
無休（年末年始除く）

http://www.sisam.jp/

フェアトレード商品を通して、自分が食べているものや着ているも
のがどうやって作られているのかに思いを馳せると、生産地で作っ
ている人達の情景が浮かんでくるようです。生産者のストーリー
を感じることができるお買い物をしてみませんか？

ボリビアのカカオ豆やフィリピンの黒砂糖な
どのフェアトレードの原材料を使い、スイス
の小さな工場で製法にこだわり、時間をかけ
て作られたチョコレート
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乗車券を持ってお店にGO!お得な特典受けられます♪

家庭の省エネアドバイザー養成研修会を開催しました

公共交通機関の利用を促進するために、乗車券などを提示すると、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の今年度第２期がスタートしました。
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
たのしむ「京灯 ( きょうとう ) ディナー」実施店舗、11 月にオープンした
「LAQUE（ラクエ）四条烏丸」内の対象店でも利用できるようになりました。

2010年10月2日、23日に京(みやこ)エコロジーセンター内にて全２回連続研修会・家庭の省エネアドバ
イザー養成研修会を行い、25名の方にご参加いただきました。研修では基本的な知識や家庭の省エネ相談
所に来られた方とのコミュニケーションの取り方等を学んでいただきました。研修生は今後2回の実地研
修を経て、家庭の省エネアドバイザーとして認定されます。各地で開催される「家庭の省エネ相談所」で
のアドバイザーとしての活躍を楽しみにしています。
新人アドバイザーは11月のイベントから活動を始めています。相談だけではなく、楽しいお話をしに是非
お越しください。
今後の活動につきましては本季刊誌、当フォーラムのホームページ、または当フォーラム会員様にお送り
しておりますメールマガジン「京えこめる」にてお知らせしていく予定です。どうぞ皆さまも是非省エネ
アドバイザーに会いに来てください。

「家庭の省エネアドバイザースキルアップ研修」を開催しました
2010年11月28日13時～16時まで京エコロジーセンター3階第1、第2会
議室にて、すでに家庭の省エネアドバイザーとして活動されてきた方のス
キルアップのための研修会を開催しました。
１部「最近の省エネ技術をお教えします」
　　　講師：ひのでやエコライフ研究所代表　鈴木靖文氏
　　「全国縦断省エネ普及の旅」
　　　講師：金澤良彦氏
２部 交流会
参加者23名

家庭の省エネ相談所次回開催予定・・・・・・・・・・・・
2011年1月22日(土)、23日(日)醍醐環境フェスタ2011（アルプラザ醍醐店）
●家庭の省エネ相談所…チェック票に日々の暮らしについて当てはまる項目を
チェックすると、その場で「エコライフ診断書」を作成し、各家庭に合った省エネ
のアドバイスが受けられるのが「家庭の省エネ相談所」です。

※12月１日に「Kotochika 四条」でパンフレットの
　配布イベントを実施しました。

対象店舗、特典は
「バスと電車で eco グルメ !」
　　　　　　　　　で検索 !

実施期間　2010 年12月1日～2011年 3月 31日



に
町を眺める

エコにあったか !
ペレットストーブ
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寒い冬、暖房は必要不可欠。環境の事を意識していても、寒いのは我慢できない…
という方も多いのではないでしょうか。意外と知らない方も多いかもしれません
が、年間のエアコンからのCO2排出量は実は夏より冬の方が多いのです。これ
は、電気を熱に変えるのが非常に効率の悪い事だからです。解決策として、体を
直接暖めるコタツの利用なども考えられますが、暖房器具としてストーブを見直
してみませんか？

　今回紹介するのはペレットを燃料とするストーブ。煙が少なく、石油ストーブ並みの使いやすさが特長のエコなストーブ
で、薪ストーブのような美しい炎と暖かさが気軽に楽しめます。オーブン機能やタイマー機能付きの機種もあり、ライフス
タイルに応じて選ぶ事ができ機能的です。近年では、家庭ではもちろん、保育園や庁舎などの公共施設でも導入がすすめら
れています。

　　　　　　これまで焼却するなどして処分されていた木材をペレットとして使用す
ることで森林の再生や環境型社会づくり、地域産業の活性化に繋がる他、カーボン
ニュートラル※によりCO2排出量の増加を防ぐことに繋がります。

※カーボンニュートラル…�ライフサイクルの中で、二酸化炭素の排出と吸収がプラスマイナスゼロのことを言
います。例えば、植物の成長過程の光合成による二酸化炭素の吸収量と、植物の焼
却による二酸化炭素の排出量が相殺される事から、実際に大気中の二酸化炭素の増
減に影響を与えないと考えられます。

　日常的にこういった資源を無駄にしない事で、より環境への意識も高めていければと
思います。暖かな部屋でゆったり過ごしながらも木材を無駄にしない、火のある生活を
楽しんでみてはいかがでしょうか。

どのような住宅でも木質ペレットス
トーブは設置できますか？

木質ペレットストーブをおくスペース（畳半畳程度）、一戸建て
住宅であればほぼ設置可能です。煙突か排気口を設置しなければ
いけませんので、一度設置すると動かすのは困難になります。

　木材を粉砕して加熱・圧縮し、直径4～12mm、長さ10～25mmに成形して木質ペレットは作られます。未利用の
木質資源を原料としているため、伐採後に植林するという循環を繰り返せば、再生がいくらでも可能な資源となります。
京都の森を元気にするだけではなく、地球温暖化の防止につ
ながる環境にやさしい燃料が「木質ペレット」なのです。
　また、ニュースでも取り扱われていた深刻な“ナラ枯れ”の
被害によって多くの木が不健康な状態にあるのを皆さんはご
存知でしょうか。木が倒れる恐れもあるため、多くの木が切
り倒されています。問題が深刻化する前に山に入り、人が手
入れをしてやる必要があるのです。間伐体験などに参加し、
実際に山に入ると、ナラ枯れと分かる木
が沢山あり、その深刻さが実感できます。
ナラ枯れの木は脆く、柱などの木材とし
て使用することは出来ません。そこで、
この木の使い道のひとつとしてペレット
が有効とも考えられています。

CO2CO2

ペレット燃焼

吸収 排出

C（炭素）が循環

イコール
＝光合成

カーボンニュートラル

森の恵み・木質ペレット

木を原料にしている木質ペレットは
森林破壊にはならないのですか?

木質ペレットに使用される木は、間伐材、廃材を利用しています。
間伐は、森林の活性化につながると同時に、山村などの経済効果
も生まれます。

協力：Kyoto Pellet MACHIYA 京都ペレット町家 ヒノコ　　〒 604 − 0931　京都市中京区寺町二条下ル榎木町 98 − 7　
　　　TEL:075 − 241 − 6038 / FAX:050 − 3309 − 6365　　E-mail:kyoto-pellet@hibana.co.jp　　営業時間　10：00 ～ 19：00　定休日：水曜日
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取り付け式内窓

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

　今年の冬は寒くなると言われていますね、寒いのが嫌いという方は特に今から対策が必要かもしれません。窓も閉
めているし、しっかり暖房もつけているのにひんやりと寒い空気が入ってくる…。そんな経験はありませんか?それは
夏の熱気のほとんどが窓から入ってくるのと同じで、冬は暖房の熱が窓から沢山逃げているから。寒さや結露の防止
として梱包材のプチプチを窓に貼るという対策もありますが、先日“内窓”についてのお話を伺いましたのでご紹介します。

今回ご紹介する商品

内窓にすると断熱効果が上がり、冷暖房費が節約できるのでとってもエコ！

今お使いの窓に…

内窓をプラス！

  省 エ ネ　断熱、遮熱効果があり暑さ寒さを抑える。
 快　　適　防音、結露の発生を抑える。
 お 手 軽　１窓あたり約60分で施工完了。
 どこでも　窓のタイプに合わせて取り付け可能。

今なら住宅エコポイントやエコ・アクション・ポイント、又は両方が付与されます。
＊ エコポイントって?……地球温暖化対策などに配慮したエコ商品を購入することにより、取得できるポイントのことです。

当初はグリーン家電のみが対象でしたが、今年から窓ガラスもエコポイントの対象商品になりました。エコポイントは様々
な商品やサービスと交換することができます。

＊ エコ・アクション・ポイントって？……環境省が推進している、エコなアクションに特化したポイントプログラムです。付
与対象として登録されている、温暖化効果ガス排出削減に貢献するような商品・サービスを購入・利用するとポイントがも
らえます。ポイントは様々な商品等と交換できる地球にも自分にも嬉しいポイントプログラムです。

“ 内窓 ”って何がいいの?

　6月2日に開催された京のアジェンダ21フォーラム幹事会で、
今後のフォーラム活動を有意義なものにするため、1997年に策
定した「京のアジェンダ21」の文章を書き直すことが確認されま
した。その作業は、幹事会の中からメンバーを集め、「（仮称）新
京のアジェンダ21策定プロジェクト」を立ち上げて進めています。
　今後は、1月に中間とりまとめを行い、その後会員様をはじめ
関係者や関係団体等との意見交換を行い、3月までに最終案をと
りまとめる予定です。これは、次年度からの京都市の新地球温暖
化対策計画などの施策実施に合わせるためです。最終的には、来
年度の京のアジェンダ21フォーラム総会で承認をいただき、策定
としたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

※対象地域、商品等につきましては
京都CO2削減バンク 京都環境行動促進協議会　TEL:075-203-7588　までお問合せください。
HP:http://www.k-co2bank.jp

新京のアジェンダ21策定プロジェクト 　11月13日、京都市右京区の嵯峨野歴史的
風土特別保存地区内の通称「音戸山」で、京
都環境コミュニティ活動（KESC）水源の森
づくりチームの活動として、森林内に侵入し
た竹の伐採作業を行いました。
　この日は、様々な業種の企業６社、７名と
京のアジェンダ21フォーラム事務局から1名
の計８名が参加し、京都市都市計画局風致保
全課の方からこの地区の説明や作業の意味な
どのお話を聞いた上で、指導に基づいて作業
を行いました。

KESCで森林保全活動を
　実施しました
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　今回取材に行きました京都市立羽束師小学校(伏見区)は、全
校児童953名と児童数も多く、活気に溢れたパワフルな学校。
取材中にも休み時間になると校庭を元気に走り回る児童達の様
子が見て取れ、元気を分けて貰いました。「笑顔・泣き顔、色々
な表情を毎日見ていますが、児童と関わる事でこちらが明るさ
を貰っている事もある」と語られた西澤安夫校長先生。児童達
の事を一番に思い、大切にされていました。
　学校の近くには田んぼや畑も多く、地域の方にご指導頂きな
がらの田植えや稲刈り、芋掘り等も行っています。他にも近隣の中学校のグラウンドを借りるなど活
動の場を広げており、積極的に部活も行っているため児童達はイキイキとしていました。最近希薄に
なりがちな地域ぐるみの付き合いも行われ、人と人との助け合いやあたたかさを感じました。
　羽束師小学校には「羽束師エコエコ大作戦」という総合学習での学びがあり、それをきっかけに環
境に配慮した風力発電が校内に設置されました。学校ではまだあまり例のない企業との関わりがここ
にはありました。風力発電は京都市の企業生田産機工業㈱が寄贈し、設置されたもので、エコや環境
について知識を深める機会となりました。見慣れない形の風力発電機を見上げ、児童達は興味深々の
様子だったようです。
　総合学習のエコ活動は5年生が中心となって活動しており、風力発電の設置にあたり代表の児童達
は企業に感謝の言葉を送り、どうして風力発電が必要なのかという学びを活かした発表を全校児童に
向けて行いました。氷が溶けてホッキョクグマが住めなくなる事や、紅葉の色づきの時期が遅くなって
いるという現状を低学年の子達にも非常に分かりやすくまとめ、発表しました。環境に配慮するのが
何故良い事なのか、このまま温暖化が進むとどんな結果を招くのかという事を伝える事が出来ました。
　校内に設置された風力発電で作り出された電力は、渡り廊下を照らす明かりとして利用され、今後
は皆で共有できるものを新たに設置したいと検討中です。今回設置されたこの風力発電は、従来のも
のより微風、しかもどの方向から吹く風でも発電する事ができる為、大変効率的な構造になっていま
す。校内に風力発電機が設置されたことにより、児童達の環境に対しての意識は大変高まっている様
子です。その中のひとつとして12月には校内での集会で全校児童の前でも発表を行い、今後は地域、
区へとどんどん意識の輪を広めていきたいと児童達も意気込んでいるようです。また、12月10日を「羽
束師小学校エコの日」と定め、どのような事がエコなのかを全校児童に伝え、実行を呼びかけていく
予定です。
　また他にも残飯を出さないという目標があり、日々の給食にどれ位の食べ残しがあるのか計り、統

計を児童にも知らせるという事も行われていま
す。学校にいる時だけでなく家に帰っても普段
から食べ残しに対して意識をするのとしないの
では大きな差があります。残さず食べるという
事も身近なエコですね。
　校内にとけこんだ風力発電、身近にある自然。
好奇心や関心をくすぐるこういった所から、環
境について学んでいく事も出来るのだとこちら
も気付き、嬉しく思いました。
　これからどんどんこういった取り組みが小・
中学校に増え、環境やエコを身近なものとして
認識していけるようになるといいですね。

地域と自然に学ぶ～京都市立羽束師小学校～

京のアジェンダ21フォーラム　季刊誌　2011年冬（第29号）　　発行日：2011年12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/

▲全校児童の前で発表 ▲校内の風力発電

【季刊誌あじぇんだスタッフ募集】
一緒に季刊誌を作りませんか！！
当フォーラムでは3・6・9・12月の年間４回
季刊誌を発行します。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、お電話にて当フォーラム事務局まで
　　お問合せください。

短信：子どもは外で遊ぶことによって、体力や外的環境への適応力がつくほか、人知の及ばないことまで自然から学び、人と接しながら社会性が身につき、様々な判断や経験により頭脳も鍛えら
れると言われています。それを子どもが自由に自発的にできる場所として「冒険遊び場」を作ろうという市民活動が全国で行われています。是非どんどん増やしたいですね。（井上）/ 今年は民家
周辺での熊の出没が各地で相次ぎました。被害に遭われた方は気の毒ですが、あの巨体でどんぐりを食べているところを想像すると何とも可愛いように思えます。運良く射殺されず、脅されて山
に送り返される様子を目にすると、「山に帰ったら仲間にもちゃんと話をして、もう二度と来てはいかんよ」と声を送りたくなります。（小西）/「先日のイベントでの事。子供向けにと考えていっ
た「チラシで作る箱」。幼稚園児からご年配の方まで幅広い層の輪ができました。男子中学生が作り方を照れながら教え合ったり、箱の使い方はお母様方が教えて下さったり、テーブルの周りは温
かい雰囲気で溢れていました。各自の箱が自宅の団欒の場で作り使われて輪が広がる。そんな想いがこの冬の寒さを和らげるのではないでしょうか？」（奥井）/ 間伐体験に参加させて頂きました。
普段のデスクワークが祟ってか、全身筋肉痛になってしまいました。山に人が入り、手入れをしてやる事が大切だという説明を参加者の皆さんが真剣に聞いておられ、こういった輪がもっと広がっ
ていけば良いなと思いました。他にも道には鹿やイノシシのいた形跡もあり、自分が歩いている道の近くにも動物が沢山いるのだという事を改めて教えて貰いました。（岩城）/ 名古屋で行われた
COP10に参加しました。「地球生きもの会議」とも呼ばれるこの会議には、生きものの多様性を守るために、各国から、政府関係者だけでなく、NGO関係者や学生等も多数参加していました。環
境を守ることは、国を超えて取り組まなくてはならない大きな問題ですが、彼らの熱い気持ちを励みに、今できることをしていこうと思います。（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。

京都府では平成17年度に、“京都から風を起
こそう”を合言葉に、地球温暖化対策への
貢献と環境産業の振興を目的として、産学公
連携で小型の高性能な垂直軸型の風力発電
システム「京風車（KYOWIND）」の開発
を開始、生田産機工業㈱はその中核企業と
して参画しました。これをきっかけに、現在
では風力発電機を製品化し、京都府内外の
企業や学校などに納入されています。
また京のアジェンダ21フォーラムが主体
となって行う“京都環境コミュニティ活動
（KESC）プロジェクト”にも参加し、毎年
京都市内の小学校に環境出前授業を実施さ
れています。

生田産機工業株式会社
〒612-8241 京都市伏見区横大路下三栖辻堂町6
TEL:075-611-4347 / FAX:075-622-4391
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