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「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。

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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　地震により大きな被害を受けて自然災害に対する備えを再度意識し始
め、持ち出し袋や備蓄品を用意したという方も多いと思います。しか
し、準備するだけで安心していませんか ?
　災害に備えて必ず用意をしたい物は非常用品、食料や水等の非常用の
備蓄品です。他にも、赤ちゃんや高齢者、持病のある人などは食料や水
以外にも欠かせない必需品があります。その為、持ち出し袋の中身は各
家庭によって異なります。また、実際持ち出す際に自分が無理なく持て
る範囲で準備する事になりますので、入れる物について取捨選択が必要
となります。

［非常用品袋は両手を使うことができ、背中を守ることができる
リュックサックタイプ。防水・防火効果のある軽い素材のものを選ぶ
ようにし、１人に１つずつ用意しましょう。］

［リュックの中に必ず入れておきたい必需品］…ミネラルウォーターと食料
　食料は軽くて比較的日持ちがして、栄養素を補えるシリアルバーやス
ティックタイプのビタミンバー等が最初に思いつきますが、賞味期限が
近づいた際に災害時でなくても食べる事になる場合もあるので、普段で
も食べられるものを用意しましょう。非常食にこだわる必要はなく、缶
詰やレトルト食品でも充分です。心を落ち着かせてくれ、一時的にエネ
ルギーも補給してくれるチョコレートや飴等の糖分が多いお菓子も入れ
ておきましょう。

［他にも入れておきたいもの］
　ティッシュ（消毒や除菌用ウエットティッシュ）、手回し発電できるライト（ラジオや携帯の充電機能付き
が便利）、救急セット、下着や着替え用の衣類、タオル、防寒や防水になるカッパ、貴重品、マッチやライ
ター等、地域の災害マップなどです。また女性の場合は生理用品を数日分は忘れずに非常用品袋に用意してお
きましょう。持病のある方は薬、乳児のいる家庭では粉ミルクや離乳食、おむつ等も多めに用意しておきま
しょう。
　他にも水のいらないシャンプー、カイロ、ホコリを防ぐためのマスク、ナイロン袋大・小、ラップ（一
巻）、アルミホイル（一巻）があると便利です。ラップをひいた上に食事を載せて利用する、熱い食べ物を乗
せる時にはアルミホイルをひいて使う等することで、皿を洗う必要もなく衛生的に使うことが出来ます。
　他にも身分証明書があると安心です。保険証や免許証等、実物を持ち出し袋に入れておくことが難しい場合
には、コピーして入れておくようにしましょう。
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両手が自由になる
リュック

自分の持ち運べる
重さで準備

甘いものも
用意しておく

●太陽光発電や電気自動車が災害時に役立つ？
　災害時に停電になった場合、家庭の太陽光発電システムがあれば、自立運転機能により電力を使うことがで
きます。ただし、自立運転コンセントが必要な上、容量に限度があります。詳しくは環境のホームページに掲
載されているパンフレット「太陽光発電の賢い使い方」（http://www.env.go.jp/earth/info/pv_pamph/）
をご参照ください。
　また、最近発売された電気自動車の中には、車体のバッテリーから家庭用の電力が供給できるものもありま
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ポイント１：
　準備はしていても、これから近い内に災害が起こるとは限りません。
　救援物資や食料が届くまで自分達の食を支えてくれる非常食について、
定期的に確認しておく必要があります。いざという時に賞味期限が切れて
いた、という事もありえるためです。防災の日等、年に一度チェックをす
る事でそういった問題を防ぐことが出来ます。常に使える物を用意するよ
うに気をつけましょう。

ポイント２：
　保管場所の確認
　せっかく用意した持ち出し袋や備蓄品等がいざとなった時にどこに置い
てあるか分からないということがないように、家族で保管場所を決めて、
確認しておくことが必要です。慌てないようにするには、持ち出し袋はし
まい込まないで、邪魔にならないような場所にまとめて置くか、家族の
個々の寝室、もしくは避難口となる玄関などにまとめて保存する事をおす
すめします。また、避難先を事前に家庭内で相談し、実際に歩いて避難経
路や安全性を確認しておくなど、普段から備えて意識をしておくようにし
ましょう。

ポイント３：
　給水されている場所に出くわしたら、水を必ず補給してください。
　災害時には水の確保が難しくなります。躊躇せず、補給するようにして
ください。

ポイント４：
　３日分の備え
　自分に言い聞かせて欲しいのは、人に頼るのではなく自分で何とか３日
間は生きるという事です。ライフラインの復帰には大体３日かかるといわ
れている為です。これが出来れば、救援を待ったり、食料が来るまで待っ
たりというリスクを負いません。
　人間が１日に必要とする水は、おおよそ３L。それを、３日分準備した
いものです。非常持ち出し袋には、１～２L程度の水を用意し、残りは
「備蓄品」として、別に準備しておきましょう。

備えあれば憂いなし、
一度ご家庭の持ち出し袋を見直してみてはいかがでしょうか。

参考URL：http://allabout.co.jp/gm/gc/71635/
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持出し袋がどこに
あるか確認

賞味期限の長い
缶詰や、レトルト
食品等でもOK!

年に一度
中身の確認を!

賞味期限は
大丈夫 ?

入れ忘れは
無い?

す。電気自動車はガソリン車より蓄電能力が高く、その機能が注目されています。

●避難先の公共施設等に太陽光発電システムや雨水利用システムなどがあるかチェックしよう。
　避難先となるような公共施設に、太陽光発電システムが設置されていれば、災害時に停電しても電力が使え
る可能性があります。中には、防災用に蓄電システムを設置している施設もあります。また、雨水を貯めてお
き、利用できるシステムがあれば、非常時に使える可能性があります。近所の公共施設にそのような設備があ
るかチェックしておいてはいかがでしょうか。ただし、災害の状況によってはそのような設備も使えないこと
があることは留意しておいてください。



4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ポテトチップスとオランウータンのひみつ　　　
　　　～京都とボルネオのいがいなつながり!?～

　京エコロジーセンターで、8 月 20 日（土）に、こど
も向けのワークショップ「ポテトチップスとオランウータン
のひみつ～京都とボルネオのいがいなつながり !?～」を
開催しました。1 時と3 時 30 分からの 2 回行い、各回
とも25名以上の参加で大盛況でした。
　ボルネオに棲む生きものの一部分を拡大した写真を見
て、何の動物か当てるクイズや、子どもたちも大好きな
ポテトチップスやクッキーやアイスに実はボルネオで作ら
れているパームオイルが多く使われている事を学んでい
ただきました。日本とボルネオの関係がこんなところにあ
ることを保護者の方も知らなかったようです。
　アンケートで、『森もそこに棲む生きものも大事だし、
パームオイルもなくなると生活が困るから、どちらもなく
ならないような世界を考えていきたい』と答えてくれたお
子さんもいました。後ろのほうで一緒に聞いていた保護
者の方の目が真剣だったのが印象的でした。

公共交通機関を使って、エコにグルメを楽しみませんか?バスと電車でecoグル
メ ! は車を使わず、バスや電車で移動し対象店舗で食事をすると、特典が受けら
れ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 カードなどが対象になっています。地球温暖化を防ぐため、バスや電
車などの公共交通を是非ご利用ください。詳しくは、京都市内の地下鉄構内、
各区役所等で配布しているパンフレットをご覧ください。
期間：9月16日（金）～ 12月16日（金）まで

バスと電車で eco グルメ ! の冊子では、公共交通機関を使うとお得にグルメを楽しめる店舗の紹介のほかにも「地下鉄の駅で
出会える旬の京野菜」、「よるバスツアー -バスで巡る夜の京都-」、「まいまい京都 2011 秋ツアー -京都の住民がガイドする、
京都のまち歩きイベント-」などの情報も満載♪目線を変えてみると、自分の知らなかった京都の新しい一面にも気付くかも !?
対象店舗、特典については「バスと電車でecoグルメ!」で検索 !　URL：http://ma21f.jp/eco-gourmet/

9 月より
配布開始

お得に美味しく!京で楽しむエコなこと
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「京都環境コミュニティ活動（以下 KESC）プロジェクト」とは、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の事です。
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。

これまでの活動報告の他、実際の活動中の写真なども掲載
しています。
郵送をご希望の方は京のアジェンダ21フォーラム事務局まで
郵便番号・住所・お名前・電話番号・ご希望の報告書と部
数をお書きの上、FAX：075-647-3536 又は MAIL： 
ma21f@mbox.kyoto-inet.or.jp 京（みやこ）のアジェン
ダ21フォーラム事務局までお送りください。後日郵送させて
頂きます。（発送までに数日いただく場合がございますので
ご了承ください）　

初めてこの活動を知ったという方でもより分かりやすく、各チームの活動の様子や活動内容を紹介しています。地域で学
校や企業、住民の皆さんと一緒に親しみの持てる活動となるように頑張っていきたいと考えています。
上記の各報告書と同様、ご希望の方には郵送させていただきます。

「家庭の省エネ相談所」とは
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ます。
昨年（平成 22 年度）は年間を通し合計 20 回開設し、相談者数は 1,000 名となり
ました。
沢山の方にご来場いただきましてありがとうございました。
また、今年度につきましても活動を行いますので是非お越しいただければ幸いです。
活動場所の詳細、会場等につきましては当フォーラムホームページ、又はメールマガ
ジンにてお知らせいたしております。

☆［京都市内のイベント等で省エネ相談を行いませんか？］
家庭の省エネ相談所は、今年度ご要望があれば出張相談を行います。（無料で省エネ
アドバイザーが診断を行います。）どうぞイベントや出展を必要とされる際にはお声がけ
ください。
家庭の省エネ相談所の診断結果は、ご相談頂いたその場でお持ち帰り頂けます。是
非お家で省エネ術を実践してみてください !

京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト

KESCのチームの2010年（平成22年度）報告書が出来上がりました。

KESCのパンフレットが新しくなりました !

家庭の省エネ相談所

自然エネルギー環境学習チーム
（風チーム）報告書

交通環境学習チーム報告書 環境かみしばい学習チーム 
おひさま発電所づくり報告書

※水源の森づくりチーム報告書2009年（平成 21年度）もございます。　※いずれも無料

KESCでは新規参加事業者を募集しています。
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　6月26日（日）に京エコロジーセンターにて、エコセンカエルフェスタを行いました。
京のアジェンダ21フォーラム事務局からは京都環境コミュニティ活動（KESC）、家庭の省エネ
相談所、バスと電車でecoグルメ!の3ブースを出展し、多くの方に来て頂きました。

＊ 京都環境コミュニティ活動（KESC）からは、環境かみしばい学習チーム（おひさま発電所づくり）
が参加し、かみしばいを上演しました。これまでにオリジナルで3つの作品が作られ、白くまや
ぺんぎん等、子ども達のなじみのある動物を題材にしたものになっています。

＊ 家庭の省エネ相談所では通常版と子ども版の相談を行い、多くの方の相談をお受けする事が出
来ました。他にも手回し発電や自転車発電など、自分で電気を作る事の大変さを知って貰える『体
験できる発電道具』を用意しました。

＊ バスと電車でecoグルメ!のブースでは交通にまつわるクイズを出題し、答えてもらいました。
子どもたちは皆笑顔で楽しんで参加してくれていた様子でした。

　他にも多くのブースがあり、当日の総来場者数は1,125人になりました。
当フォーラムが出展しましたブースの参加者数は京都環境コミュニティ活動（KESC）環境かみ
しばい134名、家庭の省エネ相談所113名（子ども版60名、通常版53名）、バスと電車でecoグ
ルメ!クイズコーナー115名となりました。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

京のアジェンダ21フォーラム　季刊誌　2011年秋（第32号）　　発行日：2011年9月16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/
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【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：1992年の地球サミットで「アジェンダ21」が合意されてから20年後となる2012年6月に、ブラジルのリオ・デジャネイロで「国連持続可能な開発会議」（リオ＋20）
が開催されます。この20年で世界はどう変わり、これからはどんな世界を描くべきでしょうか？その中で京都はどんな役割を果たすべきでしょうか？みんなで議論したいですね。
（井上）秋は食べ物の誘惑が多い季節です。６年前に植えた栗の木が今年も初夏から新緑色のイガを沢山付けて実っていました。段々と緑色から茶色に変り今にもはじけそうに
なっています。栗には、でんぷん、ビタミンB1、Cを含んでいて、筋肉・骨等も丈夫にする働き、胃腸を丈夫にし、血液の流れも整える役目もあるそうです。また、渋皮に含
まれるタンニンが、抗ガン作用もあるとのことで、今年は栗の渋皮煮を作り秋の食材を堪能しようと思っています。（奥井）「ポテトチップスとオランウータンのひみつ」ワーク
ショップには、たくさんのお子さんが参加してくれました。子どもたちは、失われていく自然や野生生物と私たちの生活のバランスの問題を思ったよりも理解していました。つ
ながりを壊しているのはいつも大人ですが、被害をうけるのは子どもの世代です。未来を残したいと思います。（石崎）大暑、極暑、炎暑、猛暑、残暑、ぞっとするこれらの言
葉ともようやくおさらば。心配された電力不足による停電トラブルも無く、皆が力を合わせることの素晴らしさを痛感しました。私が始めた新しい節電対策は、テレビをなるだ
け視ずラジオに変更。ラジオは聞きながら他に何かをすることが出来、時間を有効に生かせて一石二鳥です。（小西）猛暑日や熱帯夜という言葉を毎日のように聞いていた今年
の夏。特に節電を意識して過ごした為か、電気を消すクセがついたという方も多いのではないでしょうか。9月にはいり、ようやく暑さも落ち着き秋めいてくるか…と思いきや、
まだまだ日差しの強い日も多いです。昼と夜の温度差も激しく、季節の変わり目は風邪をひきやすいので体調管理にも気をつけたいです。（岩城）

京のアジェンダ21フォーラム入会のご案内京のアジェンダ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。


