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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

総会・交流会サロンdeエコを行いました！

みんなで楽しく世界に誇れる祭をつくりあげよう！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　祇園祭ごみゼロ大作戦

京都モビリティーウィーク＆カーフリーデー2014

上映＆講演会 「空気を売る村」監督＆現地NGOが語る気候変動対策の真実
　～途上国の森を守ってCO2削減、それってほんま？～を開催しました！

京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト
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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。



京のアジェンダ21フォーラム

6月10日に京エコロジーセンターにて2014（平成26）年度京のアジェンダ21フォーラム総会を行いました。議題
は、2013（平成25）年度事業報告・決算について、2014（平成26）年度事業計画・予算についてです。
当日出席者55名、委任状220名、合計275名の個人・団体会員の出席を得て、会員数442名の過半数221名の定
足数を上回り、総会の成立が確認されました。
おかげさまで総会・交流会サロンdeエコは無事滞りなく終える事が出来ました。

総会・交流会サロン deエコを行いました !

活動報告会 総会後に京のアジェンダ21フォーラムと共に活動頂いております皆様より、
日頃の活動をご報告頂きました。

●報告者紹介●

2007年に設立した任意団体です。家庭の省エネの志のある京エコロジーセンターのボランティア及び
市民の方が一緒になって活動しています。活動のねらいは普通の生活者を対象にした省エネの普及推進
にあり、「家庭の省エネ相談所」「省エネ学習会」などを通じて、省エネの意義、実践工夫体験談などを
互いに話し合うことにより、地域の皆さんお一人お一人の省エネ実践をサポートしています。「家庭の省
エネ相談所」では、通常版に加えて夏版や子ども向けにも対応し、日々の生活の中で出来るエコを提案し
ています。

省エネ普及ネット・京都

代表 天野光雄氏

省エネ普及ネット・京都

ヨーロッパを中心に世界2000都市以上で開催されている「モビリティウィーク＆カーフリー
デー」を京都で開催するために組織されました。
過度にクルマに依存しない、環境負荷の少ない「ライフスタイルへの転換」と「低炭素都

市」の創出をミッションとし、クルマに過度に依存しなくても豊かに暮らせることを知り、自ら
考える機会の提供を「京都カーフリーデー」として開催しました。

京都カーフリーデー

京都カーフリーデー
実行委員会

委員長 大國正明氏

京のアジェンダ21フォー
ラムの再生可能エネルギー
ワーキンググループで検討が
始まった市民協働発電所の運
営主体の一つに「市民エネル
ギー京都」が選定され、これ
までに、2カ所に設置をして
います。現在、新たに2カ所の
設置を準備中です。施設を所
有・使用する人や、出資した
人、そして地球環境のために
「できてよかった」と言える
活動に取り組んでいます。

市民エネルギー京都

理事長 田浦健朗氏

市民エネルギー
京都

環境エネルギーチーム
京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト

地域で働く人達と「電気」について
考える小学生向けの環境出前授業を
行っています。授業では火力発電の
実験装置を用い、燃料を必要とする発
電の仕組みを見て学んだり、自然の力
を利用した発電方法を装置（太陽光
発電・風力発電・手回し発電）を用い
て、生徒が実際に電気を作る体験をし
ます。実際に体験する事で電気を作る
為にはエネルギーが必要だという事が
分かり、大切に使いたいという意見を毎回頂きます。また、電
気の専門家より、できた電気を上手に使う方法を提案していま
す。企業でも環境に配慮し、工夫している点を紹介し、学校・
家庭でも出来る身近な取り組みや「地球に優しい電気の使い
方」を一緒に考え、学びます。

株式会社立花エレテック

竹中光政氏
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今年度は、京のアジェンダ21フォーラム総会後に活動報告会を行い、
京都環境コミュニティ活動(KESC)プロジェクト参加企業等へ感謝状を贈呈しました。

公栄運輸株式会社
代表取締役

山本龍太郎氏

もともと、「市民共同おひさま発電所」の太陽
光パネル設置に取り組むプロジェクトからつくし
保育園・向島保育園に寄付設置協力をしたこと
が活動の始まりです。寄付だけでなく設置した園と児達との関わりを持ちたいと願い、環境をテーマにした
手作りのかみしばいを作成しました。各々の園でその思いを受け入れて頂き「環境かみしばいの上演」が始
まり、毎年新作を製作し上演させて頂いております(現在6作品)。上演後は園児たちがブースに分かれて手
回し、太陽光で動くおもちゃを体験します。他にも、ごみ分別をクイズ形式で分別・リサイクルすることで
ごみの削減となり、地球を守ることに繋がることを伝えています。「おひさま発電所のシステム」が設置さ
れた保育園では、環境に対しても素直で積極的に取組む園児の姿勢が印象的です。幼児期から環境に対す
る正しい考え方を理解することは大変重要であり、この活動が園児たちにとっても環境に関心を持ち続け
る足がかりになればという思いを持って活動を行っています。

環境かみしばい作り（おひさま）チーム
京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト

株式会社エコロ21
専務取締役

山沢邦良氏

車を使ったり、研究・生産・販売を行ったりす
る企業が、地球温暖化を防ぐ為に自分達に何が
できるかを考えました。小学校向けの環境出前

授業では、エコドライブなどで必要以上にCO2を出さない自動車の使い方、電気自動車の利用や仕組みな
どを座学で伝えています。その後外に出てハイブリッド車・電気自動車の2台の実車を見学し、それぞれの
車の特徴や違いを説明します。また、車に関すること以外に公共機関や自転車の利用や、歩くことは健康に
もよくて人と地球にやさしいことなどを未来の担い手である小学生と共に学び、一緒に考えます。リピー
ト校からの意見として、環境教育だけではなく、キャリア教育の一環の学習プログラムでもあると評価を
いただいています。参加企業としては、社員教育の場として、環境を配慮することを学ぶ機会となり社内の
CSR活動としても社員にも浸透し始めてきています。

交通環境学習チーム
京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト

京都市立明徳小学校
学校運営協議会　理事長

奥井寛之氏

活動を始めるのにあたり、まず専門家による
里山の勉強会を行いました。そこで、山を手入れ
する事が多様な生物の宝庫である山全体の保全
をしていくことに繋がることを学びました。学校・地域・企業と共に活動することで、岩倉の地域の歴史や
昔からの生活の知恵等を教わる事も出来ました。そうした事を知り、先人の知恵や技術の伝承や文化を継
承する方法や場所、各々が担うべき役割が明確化してきました。また、京のアジェンダ21フォーラムの協
力があったおかげで、持続可能な活動の仕組みができあがりました。岩倉の皆で支えるプロジェクトとし
て、今後も京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト左京区里山保全（わきの山）チームとして、保
全だけでなく地域交流の広がる活動を目指しています。

左京区里山保全（わきの山）チーム
京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト

感謝状
贈呈の様子

京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト
メンバーの他、出前授業でお世話になっている小
学校、保育園の先生方にもお越し頂き感謝状を贈
呈しました。こうした繋がりを大切にしながら、更
に活動を広げていきたいと思います。

ご参加頂きました皆様、どうもありがとうございました。今年度もどうぞよろしくお願い致します。
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みんなで楽しく世界に誇れる祭をつくりあげよう！

祇園祭の山場となる山鉾巡行前の
宵山行事期間中は多くの夜店・屋台が
四条烏丸を中心に広範囲で立ち並びま
す。さらに今年からは49年ぶりに「後
祭」が復活し、24日の巡行及び21日～
23 日の宵山も執り行われることとなり
ました。府民はもちろんのこと、国内外
からたくさんの見物客が来られること
が予想されます。

祇園祭ごみゼロ大作戦祇
園
祭
を

　

ご
み
ゼ
ロ
に
！

祇園祭にリユース食器を導入し、ごみゼロを目指します。

リユース食器
とは？

リデュース、リユースの取り組みの一つであるリユース食器は、使い
捨て容器に替えて導入する繰り返し洗って再使用（リユース）する食器
の総称です。陶磁器製、ガラス製の食器やカップに替えて使用するもの
ではありません。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、プラスチックの中でも柔軟性に富
むポリプロピレン（PP）製のものが主流となっています。ポリプロピレ
ン（PP）製の容器は耐熱温度が120℃、耐冷温度は－30℃で、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。

しかし、来場者数に比例して課題となるのが廃棄物です。以前に比べ散乱ごみなどは減ったものの、可燃ごみの量
は増える一方で、環境負荷が大きくかかっております。その廃棄物の組成を調査すると、使い捨て
容器を始めとした包装容器が多くをしめていることが分かりました。短い時間に大量にモノが
消費され、廃棄されていく現実。そこで、まずはこの使い捨て容器の消費サイクルを、2R
（リデュース/リユース）の視点を導入し減量に導く取組を実施致します。具体的に
は夜店や屋台の協力のもと、約60万食分の使い捨て食器をリユース食器に
切り替える日本初であると同時に、世界初の試みになります。京都議
定書策定の地から本取組を発信することは、祇園祭の屋台
文化を環境配慮型に変えるだけでなく、全国の祭や市
民のライフスタイルを大きく変えるきっかけになる同
時に、具体的な地球温暖化防止活動へとつながると考
えております。
京のアジェンダ21フォーラムは、祇園祭ごみゼロ大作戦

実行委員会に参画しています。

エコな祭りを京都から発信していきたいと思います。
主催：祇園祭ごみゼロ大作戦実行委員会
[HP] http://www.gion-gomizero.jp/

4



イベント

昨年、京都で初めて開催しました“京都カーフリーデー”を今年度も行います。
カーフリーデーとはその名の通り、車を使わない日のことです。歩いたり、自転車や電車・バスでの移動を行

い、車を使わず都市で生活をしても支障がないことや、普段車を使う人が他の交通機関を利用することで、地球
環境や都市文化・都市生活の質の問題等を考えるきっかけにして頂く事が狙いです。
昨年はカーフリーデーとしてのイベント開催でしたが、今年度は9月16日～22日の約1週間をモビリ
ティーウィークとし、呼びかけや活動に取り組んでいきます。また、21日はJR二条駅周辺でのイベントを
予定しています。

カーフリーデーとは？……カーフ
リーデーは1997年に行われたフラ
ンス、ラ･ロッシェルの「車のない
日」が発端となっています。その
名の通り、車を使わない日のこと
です。1998年からはフランスのプ
ロジェクトとなり、2000年からEU
欧州委員会の社会啓発プロジェク
トになりました。

●昨年のカーフリーデーイベントの様子●

上映＆講演会 「空気を売る村」監督＆現地NGOが語る気候変動対策の真実

を開催しました！～途上国の森を守ってCO2削減、それってほんま？～
　地球温暖化問題が深刻になる中、国連が中心となって進めている「REDD＋（レッドプラ
ス）」というプロジェクトがあります。これは、「途上国が自国の森林を保全することで抑制さ
れる温室効果ガス排出量を国際社会が買い取って気候変動を抑えよう」とするカーボンオフ
セットの仕組みの一つで、高い注目を浴びる一方で、様々な問題点がNGOにより指摘されて
います。
　このREDD+に関する上映&講演会を、インドネシアの中央カリマンタン州（ボルネオ島）
から来日した現地NGO「WALHI」のアリー・ロンパスさん、主に途上国での開発による人権
問題や環境問題を扱うドキュメンタリー監督の中井信介さんをゲストに迎えて、FoE Japan、環境市民、ウータン・森と
生活を考える会との共催で、3月19日にパタゴニア京都で行いました。
　上映会では、インドネシアの住民たちの声や、現地NGOの評価、政府側の見解など、それぞれの立場で見解が異なる
様子が紹介されました。プロジェクトで入ってくるお金に翻弄される村人や、プロジェクト地の外で平然と違法伐採が
行われている様子もありました。
　アリーさんは、「REDD+プロジェクトを無理に進めると、住民が昔から住む場所を追い出されたり、生態系がかえっ
て破壊されたりすることがある」といいます。また、「森林破壊の主な原因であるパーム油のための大規模プランテー
ション開発、石炭等の鉱山開発、違法伐採等への対策がまずは進められるべきで、これらの問題は日本の企業や消費者
とも大きなつながりがある」と指摘しました。
　途上国からお金で排出量を買い取るよりも、まずは先進国に住む私たちが、自国でCO2排出削減にきちんと取り組む
べきではないか。本上映＆講演会には、そのようなメッセージがこめられていたような気がします。

主催：京都カーフリーデー実行委員会
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短信：今年の祇園祭は「後祭」が復活するなど少し様変わりしそうですが、お祭りにつきものの夜店も今年は変わります。なんと使い捨て容器があたり前だったのが、捨てずに何度でも
使えるリユース食器が使われることになりました。さすが京都は「エコ」だということが定着するよう京のアジェンダ21フォーラムも協力しています。（井上）引越しのお祝いで「墨田
の花火」という珍しいアジサイを頂きました。庭に地植えしてから、この10年間、毎年綺麗に咲いて楽しませてもらっています。以前遊びに来られた方がこの花を見て欲しいといって持
ち帰られ挿し木をされたようです。他のお庭で咲いたアジサイのお便りが届くことがこの時期のもうひとつの楽しみになっています。（奥井）今年度は社会人院生として大学院に通って
います。NPO・地方行政コースなので、関心をともにする仲間としばしば熱く語り合っています。同じ学生とはいえ、年齢、性別、住む場所もばらばらですが、こうして共に学ぶ機会が
持てるのはいいですね！結構大変ではありますが、普段仕事としてやっていることを学術的な視点で見ることもできて、日々新鮮な気持ちですごしています。（石崎）日本に富士と名の
付く山は沢山ありますが、先日滋賀県野洲にある近江富士（三上山）に行ってきました。途中、ボーイスカウトの大集団に出会い一緒に頂上を目指しましたが、みんな元気一杯で輝いて
いました。とにかく子どもの体力や気力の低下、そして少子高齢化が嘆かれる昨今ですが、この子ども達に接しているとそんな不安は一気に吹っ飛んでしまいました。私、6月末をもっ
て退職し小河氏に引継ぎを致しました。長い間お世話になり有難うございました。（小西）このたび、小西さんの後を継いで京のアジェンダ21フォーラムにお世話になることとなりました。
まだまだ不慣れなことが多いですが、先輩諸氏の足を引っ張らないよう、業務に励んでいきますので、今後ともご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。（小河）私の出身地は、“弁
当忘れても傘忘れるな”と言われる程雨の多い地域でした。しかし、最近では少しの曇りなら大丈夫かなと思うようになってしまい、職場での置き傘にお世話になる事もしばしばです。無
駄にビニール傘を買う事にならないよう、気をつけていきたいと思います。（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。

環境かみしばい学習チーム
(おひさま発電所づくり)
環境かみしばい学習チームでは、7

作品目となる新作かみしばいの作成に
とりかかっています。

協力して絵を描いていく他、シナリオもメンバー
で意見を出し合いながら作成を進めています。今回は
ごみを減らすことをテーマにした作品を予定していま
す。かみしばいは、読みあげだけではなく、園児に問
いかける箇所を設け、一緒に考えて理解を深めてい
ける作品を目指しています。毎月１回集まり、打合せ
をしながらよりよい作品になるよう活動を行っていき
ます。
出来上がったかみしばいは保育園の他、環境イベ

ントでの上演を予定しています。

里山保全チーム

京都市立明徳小学校の学校観察林
として使用されている通称「わきの山」

を活動フィールドとし、月に数回、定期的に活動を
行っています。昨年に引き続き、左京まちづくり活動
支援交付金で助成金を頂きました。今年度は、これま
でに作った薪を利用していける場を設け、また地域で
の防災時にも役立てられるようにしたいという目標を
立てました。
[普段の活動の紹介]
活動フィールドは、冬には少し寂しい印象でしたが、夏も
近付き青々とした葉が茂ってきました。しかし雑草の成長も
早く、毎回下草刈りの作業が欠かせません。自然を相手にす
る中で、植物の生命力の凄さを感じると共に、手入れや手間
の大切さも知ることになりました。今後も継続して活動を続
けていきます。
・ 左京子どもの楽園で開催予定
の七夕企画に、竹の提供を予定
しています。間伐材をうまく活
用すると共に、活動に広がりが
出れば良いと考えています。今
後は地域や学校との連携を強
めていきたいと思います。

　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ことを目的に、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。

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（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。

▶打合せを重ね、
イラストのイメージと
シナリオを固めて

いきます

▶打合せの様子

▲4月26日と5月24日のわきの山の様子。1ヶ月の間に随分と緑が増えました

▲作業の様子


