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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。



歴史を跨いだ京都巡りをテーマに、
歩くまち京都アプリ「バス・鉄道の達人」、バス1日乗車券を使用して京都を巡りました♪

歩くまち京都アプリ
「バス・鉄道の達人」
歩くまち京都アプリ
「バス・鉄道の達人」
歩くまち京都アプリ
「バス・鉄道の達人」とは？とは？とは？

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乗換検索ア
プリです。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。
市内の移動には、ぜひこのアプリを使って公共交通機関をご利用ください。

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

京都ノートルダム女子大学　長沼ゼミ

メール

協　力

system@arukumachi-kyoto.jp
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　平安時代の京都から訪れることにしましょ
う。初めに向かったのは、東寺こと教王護国寺

です。東寺は西寺とともに平安京を守るために作られ
た寺院で、密教を学んだ弘法大師空海に託され密教寺
院となりました。今も当時の面影を残した東寺は、世
界遺産に登録されました。私たちが訪れたのは、10月
末。丁度、例年行われている京都非公開文化財特別公
開が始まった日で、五重塔の初層内部や灌頂院の曼荼
羅を見ることができ、遠い昔を生きた人々と同じもの
を見ていることに感動しました。金堂の仏像の大きさ
に驚き、講堂の立体曼荼羅の前では、日常からかけ離
れた静かな世界に入ったような気持ちになり、とても
貴重な体験となりました。

かんじょういん まん だ　

ら

系統 系統
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2 　続いて、鎌倉時代の京都、東福寺塔頭、毘沙
門堂勝林寺で座禅体験をします。

　皆さんは座禅を行う目的を知っていますか？「精神
統一のため」などというイメージを持っている人が多
いのではないかと思います。しかし、住職のお話によ
ると、仏の性質・本性のことを指す『仏性』というも

のを人間は持っており、それを取り戻すために行うのだそうです。
　座禅は15分を２回の計30分で、間に5分間の休憩があり、その後、35分の茶礼と法話、という流れになっ
ています。「座禅は足が痺れるのでは…」と不安に感じる人もいるかもしれませんが、座禅の15 分は意外と
時間が経つのが早く感じられ、とても有意義な体験となりました。
　体験可能日程が限られている寺院が多い中、勝林寺は通年体験でき、事前予約をすれば気軽に参加できる
ところが魅力です。希望者は体験日の前日までに申し出ると座禅体験の後にお抹茶と季節の生菓子、もしく
はお干菓子をいただくこともできます。
　普段、何気なく過ごし、無駄にしがちな30分で座禅を体験しに行ってみてはい
かがでしょうか。

　　この日最後に訪れたのは、江戸時代の京都、和菓子の店です。
　私たちは、観光コースの中に京都らしい体験を取り入れたい
と思い、甘春堂で和菓子作り体験をすることにしました。甘春
堂は、初代藤屋清七が江戸時代後期にあたる慶応元年に創業し
た老舗です。これまで歴代の堂主が残した数々の逸品のなかに
は、今は失われた製法技術のもの、あるいは門外不出の家伝の
ものもあり、それを現代の技術とうまく融合させ、数点を商品
として出されています。
　和菓子作り体験では、季節感を楽しめる 4 種類のお菓子が作
れます。職人さんが丁寧に教えてくださるので、安心して作業に集中できます。
柿の形の生菓子を見様見真似で作りましたが、上手くあんを包めなかったり、形
を整えるのも一苦労で、お手本のように作るのはなかなか難しかったです。でき
あがったお菓子は、その場でお茶と共に頂き、残りはお土産として持ち帰ること
ができます。　

たっちゅう

ぶっしょう

▲この看板が目印

のを人間は持 ており それを取り戻すために行うの

茶と季節の生菓子、もしく

い

ができます。　

歩くまち京都アプリ「バス・鉄道の達人」歩くまち京都アプリ「バス・鉄道の達人」
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　今回の京都巡りはバスでの移動が主だったので、街中を走って変わ
りゆく景色を楽しみました。1 日で多くの史蹟を巡るプランは交通費
のことを考えると難しいですが、バスの一日乗車券のおかげで思い切っ
てあちこち行くことができました。ツアーと取材が同時進行だったの
で、時間に余裕がありませんでしたが、京都の歴史を追うように巡る
ことで、時代ごとに違った雰囲気を味わうことができました。
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マンションへの再エネ導入プロジェクト
今年度、京安心すまいセンター・京都府マンション管理士会・京都府地球温暖化防止活動推進セ

ンターとのタイアップ事業として、マンションへ再生可能エネルギーを導入するための調査活動を
行ってきました。3軒のマンションに現地調査をご協力頂く中で、マンションに一番適した再エネで
ある太陽光発電導入におけるメリットや課題が見えてきました。その調査結果をもとに、タイアッ
プセミナー「再生可能エネルギー導入でマンションの資産価値アップ！」を12月7日に行いました。
前半は「固定価格買取制度を巡る状況や地球温暖化とそれに伴う災害の話から、京都で太陽光

発電を導入する意義はまだまだあること」、「太陽光発電の基礎についてや現地調査で気づいたこと」
「太陽光発電導入のメリット・デメリットやマンションの資産価値向上の視点からみた太陽光発電の
意義」等を3人の講師の方にお話いただきました。
後半の質疑応答では「マンションの管理組合が具体的に太陽光発電を導入しようとする中で見え

てきた合意形成や費用面での課題」や「マンション管理士ならではのご意見」などが出され、充実
した意見交換の場となりました。また、マンションに詳しい方々からの意見は、私たちにとっても大
変参考になりました。
京都市はマンション在住の方も多いですが、太陽光発電や省エネなどの環境対策はあまり進んで

いません。今後、地球温暖化対策やエネルギー対策を進めるには、マンションも重要なポイントと
なるでしょう。今回の調査とセミナーで、課題が整理され、多くの生の声や意見が聞けたことは今
後に活かせると思います。

現地調査の様子

セミナーでは意見が活発に
出されました

KESエコロジカルネットワーク
「KESエコロジカルネットワーク」は、京のアジェンダ21フォーラム(事務局)、KES環境機構、京都市都市緑化協会、京都駅ビル開発、
京都市などが協力し、京都におけるKES活動などを活用した生物多様性保全のネットワークづくりを目指す取り組みです。
今年度は、京都駅周辺のKES登録事業者18団体が参加し、フジバカマ、フタバアオイという希少になりつつある在来の草花を育

て、生物多様性についての理解を深めることから始めました。9月26日から10月5日に梅小路公園で開催された「藤袴と和の花展」(主
催：京都市都市緑化協会、KBS京都)では、会場にパネルを展示し、
この活動の紹介も行いました。また、10月には京都市の「京の生き
もの・文化協働再生プロジェクト」にも認定されました。このよう
な「京都市生物多様性プラン」に関する情報は、京都市生物多様性
専総合情報サイト「 京(みやこ）・生きものミュージアム」(http://
ikimono-museum.com/)をご覧ください。次年度以降は、育成す
る種数を増やしたり、一定の条件のもとで取り組みやすい内容を提
示することも検討し、京都市内全域に拡大できるようにしたいと考
えています。

左京区のお店を中心に毎年行われている「左京ワンダーランド」のオープニングイベントとして、
10月5日にオーガニックや自然素材にこだわったお店や民族音楽等のステージが並ぶ「糺の森ワン
ダーマーケット」が開催されました。
京のアジェンダ21フォーラム再生可能エネルギーワーキンググループからは、昨年に引き続き

「再生可能エネルギー体験ワークショップ」を出展しました。
毎回子どもたちを中心に大人気のひのでやエコライフ研究所の自転車発電体験は、スマホのアプ
リと連動して自分が発電した量の順位が見られるようになりました。
京都ペレット町家ヒノコの「つぶつぶパン」は、お米屋さんがごはんから作り、ペレット窯で焼

いたこだわりの1品。提供の際は炭火であぶり、ふっくらあたたかい手作りの味を楽しんでいただ
きました。
春風珈琲は、エクアドルの森林農法で作られたこだわりのフェ

アトレードコーヒーを、ペレットグリルで沸かしたお湯でドリップ。
今年も売り上げの一部をきょうとグリーンファンドのおひさま基
金に寄付いただきました。
多くの市民の方にとって、再生可能エネルギーはまだまだなじ

みがないかもしれません。今回実物を見て体験し、どのようなも
のがあるか・特性があるかを知ってもらえたのではないでしょうか。また、オーガニックや自然素
材にこだわりを持っている人の中には、「目にみえる範囲で安心・安全な地産地消の生活がしたい。
エネルギーも自分で作って使いたい」という方が少なからずいます。そういった方々へも効果的な
情報提供ができたと思います。

再生可能
エネルギー

体験ワークショップ

森をテーマにした子ども向けの
紙芝居も上演しました

自転車発電体験では白熱して自
転車を漕ぐ大人の姿も

「藤袴と和の花展」でのパネル展示 京都信用金庫本店でのフジバカマ育成
の様子（手作り看板で行員の方にもPR）
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京都では二度目となります、京都カーフリーデー2014を９月21日に開催しました。今
年の来場者は約4,500名、多くの人で賑いました。
カーフリーデーは1997年にフランスで始まり、2000年にEU欧州委員会のプロジェク

トとなりました。現在は「モビリティーウィーク＆カーフリーデー」として、９月22日を含
む１週間の間に世界のおよそ2000都市で開催されています。エネルギーや地球温暖化の
問題が深刻化する中で、「車の使い方」を見直し、徒歩や自転車・電車・バスを利用する
ことによって、環境負荷の少ないこれからの「くらしかた」を考え、町の賑わい・楽しさ・
文化や伝統を大切にする取組です。自家用車を使用せず、公共交通機関を利用することで
CO2の削減や都市部での自家用車の必要性についても改めて考えるきっかけとなる事を狙
いとしています。
会場では子どもを対象とした自転車の乗り方教室、ベロタクシーやミニ鉄道の試乗体験

など、人と環境にやさしい「ライフスタイル」をテーマとした21ブースが出展しました。
そのほか、二条駅の界隈でも地域の方々の協力のもと様々なお店の出展やイベントが催

されました。

京都カーフリーデー2014

KESCスキルアップセミナー　◆“環境への配慮”とは何か? ◆
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?を開催しました。
11月18日に、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点に重点をおきセミナーを開催しました。
京エコロジーセンターの施設見学では、建物の屋上にはビオトープや畑があり、ボランティアや子ども達が手入れをしている事が紹

介されました。同センターでは新しい活動を始めるにあたり、職員がすべて準備するのではなく、立ち上げの時からボランティアに参
加して貰っています。苦労もありますが始めから参加する事で活動への責任感や愛着が芽生え、積極的に意見も出やすく良い方向に向
かうのだそうです。企業や団体で何かを始める際も同じであるとハッとさせられました。

セミナーでは「聞き手を共感させる魅力的な話し方を身につけよう! ～基礎編～」として、講師をお呼びしてプレゼンテーションを
効果的に行うために心掛けることやポイントを紹介して頂きました。京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクトのチームメンバー
は小学校などでの出前授業も行っているため、相手に合わせた言葉を使う大切さや反応を見ながら進めることが効果的であると知り、
非常に参考になったとの声がありました。柔軟に考え、視野を広げる事で課題の解決やステップアップに繋がればと思います。

京都環境フェスティバル2014
12月13、14日に行われました京都環境フェスティバル2014に出展

しました。
京のアジェンダ21フォーラムの活動紹介、パネル展示の他、13日に

は京都環境コミュニティ活動(KESC)プロジェクト環境エネルギーチー
ムより立花エレテック株式会社、有限会社本杉工機がソーラーカーレー
スと風力発電体験ブースを出展しました。風力発電は、1分間うちわで
扇いで羽を回し、発電した電気でおもちゃの車を走らせました。
14日には京都環境コミュニティ活動(KESC)プロジェクト環境かみし

ばい学習チームが節電やゴミ減量をテーマにしたかみしばいを上演し
ました。

5



6

京のアジェンダ21フォーラム　季刊誌　2014年冬（第45号）　　発行日：2014年12月22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/

短信：最近のマイブームは、自分の本棚から以前買ったまま読んでいない本や一度読んだのに内容が思い出せない本をみつけ、読み直すことです。買った
時とは自分が持っている知識や情報が変化しているので新鮮な気づきがあり、意外と楽しく得した気分です。（井上）11月18日開催のKESCのスキルアッ
プセミナーには、沢山の参加者やメンバーの皆様や関係者の皆様に多くのご協力を賜りました。おかげさまで無事に終えることができました事、お礼を申
し上げます。2014年度も残す所、あと3ヶ月となりました。セミナーでの新たな発見や、今までの皆様の経験で培って来られた事などをうまく融合して頂き、
KESCはもちろんのこと、業務や家庭内でも今後の活動にうまく繋げて頂けたら幸いです。（奥井）修士論文のテーマを「持続可能な地域社会づくりにおけ
るローカルアジェンダ21の意義と役割～京のアジェンダ21フォーラムの成果と課題の分析を通して～」としました。立ち上げからフォーラムに関わってき
た方々へのヒアリングでは、中心となって活動してきた人の熱い思いや、試行錯誤されてきた様子がありありと伝わってきます。論文が完成した暁には、
フォーラムの活動へ還元したいと思います。（石崎）早いもので今年も残すところ後わずかとなりました。この慌しい中、総選挙が行なわれますが、結果は
どうなるやら…。この季刊誌が皆様のお手元に届く頃は結果も出ていると思いますが、来年以降、われわれ高齢者のみならず、日本国民全体が幸せと感じ
るような世の中になることを願っております。大きな夢を書きましたが、正夢となればいいですね。（小河）この冬号より、2号連続で京都ノートルダム女
子大学の学生さんたちに歩くまち京都アプリ「バス・鉄道の達人」とバスを利用しての取材をお願いしています。自分達で計画を立て、新たな目線で京都
を巡るフレッシュな記事をお楽しみください。（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
　11月８日、例年お世話になっているつくし保育園からお声
掛け頂き、園でのイベント「つくしまつり」でかみしばいを
上演しました。バザーやイベントの他、飲食ブースなどが催
され、とても賑わっていました。卒園生も手伝いで参加して
いるようで、園のあたたかい雰囲気を感じました。おひさま
チームは、屋外での上演は初めての事で、貴重な体験となり
ました。
　12月３日、つくし保育園の誕生日会でかみしばいの上演を
行いました。「オサルのキッキくん」の他、今年の新作かみし
ばい「ゴミを減らせるかな？ロバくん」を披露しました。か
みしばいを作成する上で、子どもたちへの問いかけを取り入
れた事で、子どもたちも一緒に考えて元気に返事をしてくれ
ました。かみしばいの後は、太陽光で充電したソーラー電池
を使ったおもちゃやソーラーカーの体験、ゴミの分別ゲーム
など行いました。ゴミの分別ゲームは遊びの中から学べる事
が多く、勉強になると先生や保護者から好評でした。

里山保全チーム

おひさま
発電所
づくり

　明徳小学校の学校観察林、通称わきの山で、月に数回間伐
や下草刈りなどの作業を行っています。切った木は、薪にし
て薪棚へ保管しています。その薪の活用方法を以前より検討
していましたが、今年度の左京区まちづくり活動支援交付金
で購入した移動式簡易かまどで10月25日にごはんを試し炊
きしました。今後学校の行事などでも、このかまどや薪を使
用して頂ければと考えています。
　11月26日、里山保全チームとし
て初めて明徳小学校で出前授業を行
いました。学校林わきの山が里山で
ある事と、里山とは何かの紹介、そ
して手入れが必要な理由を今と昔の
くらしの違いなどと比較しながらス
ライドで紹介しました。他にも日頃
の作業の様子を紹介した際に、子ど
もたちから手入れをしている人がい
ると知り驚いた事や、授業で
学んだことを確かめにわきの
山に入るのが楽しみである等
の感想を頂きました。同じ地
域にある企業と学校で、改め
て繋がりを持てる機会となり
ました。

環境エネルギーチーム
　10月22日、羽束師小学校で今年度初めての環境出前授業
を行いました。今回は、スライドを用い複数のクラスでも対
応できる新プランを導入し実施しました。
　風力や太陽光などの自然エネルギーを利用した発電方法の
他、蛍光灯とLED照明の違い、会社で取り組んでいるエコな
活動などを紹介しました。風力発電機の模型は羽を回すと電
気が点灯するので発電体験ができると人気でした。

交通環境学習チーム
　12月９日、葵小学校で環境出前授業を行いました。座学の
後、外に出て電気自動車・ハイブリッド車の実車見学のプロ
グラムを導入しています。座学では現代と江戸時代の交通手
段の例として「カゴ」をタクシーと比較して、「カゴ」はCO2
が出ないなどの意見を発表して貰いながら授業を進めまし
た。ガソリン車を使うとCO2が発生することを知り、近くに
出かける際にはできるだけ公共交通機関や自転車などで出か
けたいという声が出ました。
　実車見学ではガソリン車、電気自動車とハイブリッド車の
違いや、CO2を減らす工夫としてエコドライブを行っている
ことなどを紹介しました。

▶ 蛍光灯とLEDは明るさや消費
電力に違いがあります。


