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あじぇんだの気になるもの　歩くまち京都アプリ「バス・鉄道の達人」
京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト
　スキルアップセミナー“環境への配慮”とは何か？開催のお知らせ
ハンケイ500m
京都カーフリーデー2014
祇園祭ごみゼロ大作戦
KESエコロジカルネットワーク実習
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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。



　全国初となるその日の道路状況を踏まえたバス到着時刻を予測する機能を搭載した
「バス・鉄道の達人」が好評です。
　出発地から目的地までのバス・鉄道による最適な移動経路と到着時刻が検索できます。
　さらに、駅やバス停までの徒歩によるルートも表示します。

　マイカーではなく、バスや電車等の公共交通機関を利用することによって、渋滞が緩和されるほ
か、CO２の排出抑制に効果があり、環境にやさしいライフスタイルに繋がります。

※通信費はご利用者のご負担となります。

歩くまち京都アプリ
「バス・鉄道の達人」
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スマートフォンのうち、iPhoneの場合はAppStoreで、Androidの
場合はGooglePlayで「歩くまち京都」と検索し、アプリをインス
トールします。又はQRコード読込。※パソコン及び携帯電話は、専用
ホームページでの利用となります。

利用方法 iPhone用 Android用 携帯電話用

アプリを立ち上げ出
発地と目的地を入力
します。
入力が終わったら検
索ボタンを押してく
ださい。

到着時刻の早い順に
数件検索結果が表示
されます。
出発時刻と到着時
刻、運賃、乗換回数
等を見比べる事が出
来ます。

詳細が見たい経路
を押すと所要時間や
移動距離、バスの系
統、CO2排出量、消
費カロリーが表示さ
れます。

また、バスの到着時
刻を予測して表示し
ます。
さらに、乗りたいバ
スが今走っている位
置や、バス停の場所
が一目で分かる地図
表示もあります。
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「京の催事」3ヵ月先までのイベントの一覧をカレンダー形式で見る事が出来ます。
「京の一押し」とっておきの京都の観光情報を掲載。
「京の道案内」定番ルート・エリア別ルート・四季別ルートの3つを紹介。
「京のお噺（はなし）」京都にゆかりのある著名人の方々のインタビューを掲載。

環境について意識が高まりつつある今、“環境への配慮”とは何か、改めて考えてみませんか？
企業や地域で環境活動をされている方を対象に“エコな考え方と視野を広げる方法”と“TPOに対応できる能力を身に付ける”という2点に重点
をおいたセミナーを開催します。得意な分野や興味のあることをきっかけに、柔軟に考える・視野を広げる・知る事で課題の解決やステップアッ
プを図ります。興味のある方、これから活動を始めようとされる方も歓迎です。

スキルアップセミナー“環境への配慮”とは何か？開催のお知らせ京都環境コミュニティ活動（KESC）
プロジェクト

[11月18日(火)14:00～18:00開催]
会場：京エコロジーセンター
プログラム内容：施設見学、事例紹介、セミナー、交流会
是非ご参加ください。
詳細につきましては京のアジェンダ21フォーラムHPをご確認ください。
http://ma21f.sblo.jp

事前に日時を指定して調べる事も出来るので、秋のお出掛けに活用してみてはいかがでしょうか。

アプリに関するお問合せ先：「歩くまち・京都」公共交通センター　メール：system@arukumachi-kyoto.jp

・ このアプリでは京都市内を運行している鉄道８事業者、
バス10事業者の乗換検索が可能。

・ バス停名が分からなくても検索できます。
目的地近くのバス停名が分からない場合、目的地に寺院・神社、施設名等
を入力すれば、最寄の最適なバス停を判断し、検索することができます。
(約2,500の施設等に対応しています。)

・ 検索結果にはモビリティマネジメント情報が表示されます。
モビリティマネジメントとは、一人ひとりの移動が過度な自動車利用から公共交通や自転車を適切に
利用する方向へ自発的に変化するよう促す交通政策です。このアプリでは、マイカーで移動する場
合に比べ、何グラムCO2が削減できるか、何kcal消費できるか、何歩歩く事になるかを表示し、マイ
カーに比べ公共交通での移動が環境や健康の面で優れている事を訴求します。

観光情報も
満載です

昨年のセミナーの様子
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KESエコロジカルネットワーク実習

祇園祭にリユース食器を導入し、ごみゼロを目指す“祇園祭ごみゼロ大作戦”を宵々山、宵山にあたる7月15、16
日に行いました。京のアジェンダ21フォーラムは、この実行委員会に参画しています。
リユース食器とは、使い捨て容器に替えて繰り返し洗って再使用(リユース)できる食器の総称です。リユース食器
は屋外で使用することが多いため、落としても鋭角的に割れない素材としてポリプロピレンを使用しています。この
食器は50回程度再使用する耐久性があります。リユース食器を使用することで、使い捨て容器のごみが削減できる
ことはもちろん、繰り返し使用すればするほど二酸化炭素排出量、エネルギー、水などの使用量を削減することにつ
ながります。

京都市では、今年3月に「京都生物多様性プラン」が策定されました。こ
れを機に、京都市内で生物多様性保全に関する取組を広げるため、京都市内
でも多くの企業や学校等が導入している環境マネジメントシステム「KES」
の活動の中に「生物多様性保全」を取り入れていただき、それをネットワー
ク化することを進めようとしています。
そのきっかけとして、KES取得企業に向けて7月4日に説明会を開催しまし

た。また、希少種であり、京都と深い関わりのある、フタバアオイとフジバ
カマの実際の育成について7月11日に講習と植え付け実習を行いました。参
加された企業や団体の皆様には、ご自分で植えた鉢をお持ち帰りいただき、
それぞれの取組をスタートしていただくことになりました。

祇園祭ごみゼロ大作戦

夜店や屋台の協力のもと、約20万食分の使い捨て容器をリユース食器に切り替
えました。これほどの規模のお祭りで導入するのは、日本初であると同時に、世界
初の試みとなります。

お祭りに来られた方から「ありがとう」「いい取り組みですね」という声を
頂いたり、路上の散乱ごみはこれまでより減りました。しかし、リユース食器
に関する周知にはまだ課題が残り、ごみ箱にリユース食器が捨てられている
ケースも多く見られました。

リユース食器

2日間で約2,000人の方
にボランティアとして
ご協力頂きました

ボランティアスタッフが
リユース食器回収や分別
の呼びかけをしました

チームに分れてごみ拾い
も行いました

▲ フタバアオイとフジバカマ
を植え付け、各企業・団体
に持ち帰られました

植え付けられた▶
フタバアオイ　

屋台にもリユース食器の
使用について張り紙の協
力を頂きました

エコな祭りを京都から発信。 [HP] http://www.gion-gomizero.jp/
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里山保全チーム

環境エネルギーチーム

短信：今年は自宅が町内の地蔵盆のお世話係の班に当たり、結構大変でした。わが家の前にテントが張られ、うちの息子がイベント開始ごとに鐘を鳴らして町内を回りました。しかし、
途中から大雨になり、数珠回しは中止になってしまいました。異常気象が頻発すると、地域の行事もやりにくくなりますね。（井上）今年度の総会も終わり早3ヶ月が過ぎようとしていま
す。KESCのリーダー会議では各チーム毎の今年度の方針や課題点などを伺い、皆で進捗を共有し、各々のチームが掲げた目標に向かって本格的にスタートし出しました。そして事務局
でも新規事業者向け、既存メンバーにはスキルアップにつながるKESCのセミナーの日時が決定しました。KESCで一緒に活動できるメンバーが増えることを願いながら、そんな皆さん
が揃って集まれる楽しい交流会やセミナーの場にできればと願って日々作業を進めています。（奥井）高校生4人を含むメンバーでボルネオへ行ってきました。ボルネオではポテトチップ
スやアイスクリーム等に使われる油をとるために森を大規模に破壊してプランテーションを作っています。現地のNGOや村人との活動に積極的に参加する若い人の行動や感性がまた、新
たな発見と刺激を与えてくれました。（石崎）こちらにお世話になって早や2ヶ月が過ぎました。不慣れな中、バタバタしながら、頭をひねくりながら、なんとかやっている今日この頃で
す。さて、滋賀県は通学にJRを利用する生徒が多く、いつもは電車の入口付近はカバンと高校生で満杯ですが、夏休みは生徒も少なく通勤も楽ですね。でも、9月に入ればまた満杯状態
が…。（涙）（小河）実家に帰省した際に尋常ではない雷と、雨が降りました。水の着き易い地域もあり心配していましたが、案の定一部で冠水してしまいました。知り合いと連絡を取り
合い、無事を確認してホッとしました。台風でもないのに局地的に大雨が降る事はニュースでも報じられていますが、身近な所でこういった事が起き、改めて自然の力の怖さを省みるきっ
かけになりました。（岩城）

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（みやこ）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（みやこ）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。

交通環境学習チーム

環境かみしばい学習チーム
(おひさま発電所づくり)

昨年度同様、葵小学
校・南太秦小学校・朱雀
第四小学校の3校で出前
授業を実施予定。
授業では普通車と電

気自動車、ハイブリッド
カーの違い、車の上手な使い方の他、歩くまち・京
都公共交通センターが参加している事もあり、歩く
ことによりどのような良い事があるかについて児童
と一緒に考えます。座学の他、電気自動車・ハイブ
リッド車の実車見学のプログラムを導入し2年目とな
り、時間配分も上手くできるようになりました。
出前授業は2月に集中しやすいため、学校との調整

を行っていきたいと思います。

今年度も明徳小学校運
営協議会が左京区の助成
金を取得。里山保全活動
以外に今までの作業で出
た間伐材を薪に有効活用
していくことを作業目標
のひとつに加えました。寒い時期に休憩で暖を取るの
に利用する他、学校・地域企業が交流する為に薪専用
のおくどさんを購入しました。今後イベント等で薪の
利用も広めていければと思っています。
また、夏はチームとしてめいとく夏まつりに参加

し、KESCでの活動をパネルで展示しました。岩倉明
徳学区の地域の皆さんに活動を知って頂く機会にな
りました。

新たなメンバーも加わ
り、出前授業の内容につ
いて調整中。また、クラス
数の多い学校で出前授業
を実施する際に、2クラス
同時に対応してはどうか
との意見も出ました。

今年度も環境イベント
や保育園で、手作りの環
境かみしばいの上演を実
施予定。
現在は、新作の環境か

みしばいを作成中。同志
社大学のアイセックから学生が昨年度から加わり、絵
やあらすじの作成に参加し、協力をしてもらっていま
す。今作はごみ減量がテーマの作品ではありますが、
リユースの啓発を目的としています。
保育園で実施した際は保護者も同席されており、

「家庭に戻っても、振り返る事で環境を意識するきっ
かけになり良かった」という声も頂きました。

(参加者の声)
＊ 子どもにとって身近な例を出して進めていく。
＊ 見方や切り口を変えた話し方も検討する。
＊テーマ・ポイントを絞り伝えることが有効。

　当プロジェクトは、事業者の地域での環境CSR活動をサポートする
のを目的に、京のアジェンダ21フォーラムが各事業者との連携を図り、
みんなではじめる環境コミュニティづくりを行っています。現在は、交
通環境学習、環境かみしばい学習（おひさま発電所づくり）、里山保全、
環境エネルギーの4チームがそれぞれチームごとに活動を行っています。
各チームには、企業や行政、学校など数社が集まり、それぞれ環境に優
しい取組や活動を実施しています。
　7月30日、各チームリーダーが集まり今年度の予定や課題などを共有しました。

京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクトリーダー会議
「京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト（以下KESC）」は、京都の小学校区を基本としたそれぞれの地
域で、地域の事業者、学校、住民などの各主体が協力して、環境問題に取り組む仕組みづくりを目指しています。


