
「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。
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カーフリーデー
2015

歩いたり、自転車や電車・バスでの移動で、
「まち」の魅力を発見し、環境にやさしいライ
フスタイルを考える。それが世界2000都市以
上で同時に行われる「モビリティウィーク＆
カーフリーデー」です。
京都では３年目の取組となります“京都カー
フリーデー2015”は、９月22日にJR二条駅周
辺で開催されました。
今回は、二条駅地域において、一層の安心安
全の実現を目指すために設立された「二条駅地
域安全ネットワーク」と共催し、より幅広い内
容で地域との連携を深めることができました。

Choose.Change.Combine.
選んで・変えて・組み合わせよう　賢い移動

モビリティウィーク＆カーフリーデー2015世界統一テーマ

カーフリーデーは1997年にフランスで始まり、2000年にはEU欧州委員
会のプロジェクトになりました。現在では「モビリティウィーク＆カーフ
リーデー」として、９月22日を含む1週間の期間に、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、「クルマの使い方」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、まちの賑わい・楽しさ・文化や伝
統を大切にする取組です。

2015年の世界統一テーマは“Choose. Change. Combine.（選んで・変えて・組み合わせよう 賢い移
動）”です。
世界の仲間と一緒に、環境と人にやさしい「移動の方法や乗り物の選択」について考えて欲しいという思
いが込められています。

カーフリー
デー

とは

京都

カーフリーデージャパン公式サイト　http://www.cfdjapan.org/
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“京都カーフリーデー2015”BiVi二条前会
場には、環境にやさしく人にやさしい「ライフ
スタイル」を考えてみるために自転車マナー
アップとコミュニティサイクルや、手回し発電
機で鉄道模型を動かそう！など環境や交通を
学べる・感じるブースが出展しました。
佛教大学敷地会場はバス・自転車の展示や
試乗、交通安全教室、エコバッグ作りなどが
体感・体験できる会場です。

世界に１つだけ！あなただけのオリジナルお絵描きエコバッグや、運転士の
制服を着て運転士なりきり体験、なりきり駅長写真撮影のほか、エコカーやパ
トカーの展示、自転車試乗体験など、子どもから大人まで楽しめるブースが多
く出展されました。
カーフリーデーマルシェでは、二条駅界わいのお店が大集合。木工や布小物
をはじめ、雑貨やにがお絵、野菜などのお店が集まりました。

参加型のブースも多く、約4,000人の方にご参加いただきました。
京都のような都市では、自家用車に頼らなくともバスや電車での移動がほとんどの場所で可能です。まずはこ
のカーフリーデーを通して、１日車を使わない生活について考えてみてください。

カーフリーデーを１日だけのイベントに終わらせず、地域に根ざした取
組にしようと、共催の二条駅地域安全ネットワークと連携し、地域の「交
通」と「安全」を考えてもらう「みんなで標語大作戦」を行いました。事
前に地域の児童館や三条会商店街などで子ども達に交通安全標語のぬりえ
をしてもらい、京都カーフリーデーの会場であるBiVi二条に展示したり、
カーフリーデー当日に来場した子ども達などに、大きな布に標語を書いて
もらい、三条会商店街のアーケードに飾ってもらっています。

みんなで標語大作戦

主催：京都カーフリーデー実行委員会

Slow “Mobility” Life Project・二条駅かいわいまちづくり実行委員会・認定特定非営利活動法人環境市民・
京のアジェンダ21フォーラム・BiVi二条・TOHOシネマズ二条・コンズサイクル・佛教大学社会学部関谷ゼミ

共催：二条駅地域安全ネットワーク
後援： 京都市・京都府・京都市教育委員会・京都市交通局・公益財団法人京都市環境保全活動協会（京エコロジーセンター指定

管理者）・京都府地球温暖化防止活動推進センター・認定特定非営利活動法人気候ネットワーク・認定特定非営利活動法人
「歩くまち・京都」フォーラム・佛教大学

Facebook　http://www.facebook.com/kyotocfd
京都カーフリーデー公式サイト　http://www.slowmobility.net/kyotocfd/

BiVi 二条前会場の様子当日の会場の様子

佛教大学敷地会場の様子

布に標語を書いてもらい
ました。

標語「ルールむし　しん
ごうむしは　わるいむし」

BiVi 二条でのぬりえ展示
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電力自由化によって私たちの生活の何が変わるのでしょうか？まず、電力会社間の競争によって電気代が安くな
ることや料金メニュー・サービスが増えることが期待されています。他方で環境の視点からみると、太陽光・風
力・小水力発電といった再生可能エネルギー（再エネ）を扱う新電力会社と契約することで、再エネの電気を選べ
るようになることが期待されるのです。

「電気を市民の手で選ぼう！京都キャンペーン」推進プロジェクトチームを発足しました
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（WG）では、電力小売自由化に向け
て消費者に再エネの電気を選んでもらえないか、再エネによる電力事業者をもっと増やしていけないかという議論
を進めてきました。今年の８月には、WGメンバーと関連する団体・NPOを交えた「電気を市民の手で選ぼう！
京都キャンペーン」推進プロジェクトチームを発足させました。
プロジェクトチームの議論の中で、電力小売自由化によって再エネ主体のPPSが生まれるには制度的にも経済性
の面からもまだまだ壁が大きいこと、安い電力を求めて石炭火力発電が増えることで温室効果ガス排出が増えてし
まう可能性があること、電力自由化について知らない人がまだ多くいることなどが課題としてあげられました。
そこで、まずは市民・個人商店・小規模事業所などを対象に、「電力小売自由化が始まること」「電力小売自由化

で何が変わるのか」「環境のために私たちに何ができるのか」など基本的なことを知るための学習会へ講師派遣を
行い、疑問や質問にお答えしていこうということになりました。たとえば、「再エネの電気を選びたいけど、安定
供給が不安…突然停電してしまうのでは？」という疑問には、「電気を融通し合うしくみやバックアップ電源のし
くみがあるため、停電することはありません」とお答えすることができます。まずは知ることから始めて、私たち
に何をできるかを一緒に考えていきたいと思っています。

学習会を希望される方は、場所（会場）をご用意の上で参加者を集めていただければ、講師を無料で派遣いたします。

［申込・お問い合わせ］ 京のアジェンダ21フォーラム（担当：石崎）
 E-mail：ishizaki@ma21f.jp　TEL：075-647-3535　FAX：075-647-3536

2016年４月より、法律の改正により電力小売自由化が始まります。これに
よって、私たちの家や小さな事業所でも電力会社を自由に選べるようになりま
す。これまでも電力システム改革の中で、2000年から大規模なビルや工場は自
由に新電力会社（PPS）を選ぶことができましたが、2011年の東日本大震災と
原発事故がきっかけで、より安定的な電気供給と競争による電気料金値下げや
サービスの向上を図るために規制改革の動きが加速したのです。　
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昨年３月、京都市では「京都市生物多様性プラン」が策定されました。京都市生物
多様性プランとは、自然環境や伝統文化を後世に受け継いでいくため、このたび目指
すべき生物多様性、保全の方向性を示したものです。
これを機に、生物多様保全に関する取り組みを広げるため、京のアジェンダ21フォーラムが創設し、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を取り入れて
頂き、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。

KESエコロジカルネットワークでは今年度、希少植物の育成対象をフタバアオイ、フジバカマ、ヒオウギ、キク
タニギクの最大４種とし、94社（96事業所）で育成に取り組んで頂いております。
フタバアオイは株を葵祭を行う上賀茂神社に返納することができ、他３種は様々な機会で実物展示か写真展示を
行っていきます。

育成用のフタバアオイは、NPO法人葵プロジェクトにご提供頂いています。
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、NPO法人KES環境機構、公益財団法人京都市都市緑
化協会、京都駅ビル開発株式会社、京都市の協力で進められています。

「藤袴（ふじばかま）と和の花展」で育成しているフジバカマを展示します

９月26日から10月12日まで開催される「藤袴と和の花展」の中で、KESエコロジカルネットワークの取り組みについ
ての紹介及びフジバカマの展示を行います。

「秋の藤袴めぐり～守ろう！古都の自然」をテーマとし
た「藤袴と和の花展」は、フジバカマや他の希少な植物の保
全の大切さを訴える中で、保全に取り組む事業所の活動紹介
を行っています。
秋の七草のひとつに数えられるフジバカマは、万葉の時

代から日本人に愛されてきました。しかし、現在自生するフ
ジバカマは京都レッドリスト（2015）で絶滅寸前種に分類
されています。
この催しでは四季の草花を知って頂き、長い歴史の中で

育まれてきた古都京都の自然と緑の文化を守ろうという取り
組みです。

KESエコロジカルネットワークではフジバカマを育成して
頂いている事業所から協力を募り、９月29日から10月12日
まで実物展示と写真展示を行っています。
また、KESエコロジカルネットワーク参加事業所やフジバカ

マの育成に取り組む事業所名の一覧も作成し紹介しています。

KES
エコロジカルネットワーク

◀フタバアオイ
1400年続く葵祭に欠かせな
い植物ですが、環境の変化
で激減しています。

フジバカマ▶
秋の七草として知られています。海外に渡る蝶アサギ
マダラが蜜を好み訪れることもあります。

◀ヒオウギ
祇園祭では厄除け・魔除けと
して鉾町などに飾られます。

キクタニギク▶
京都の東山を流れる菊渓川の
河川敷にかつて自生していた
ことが和名の由来です。

育成中の植物４種

写真展示

27社のフジバカマの鉢を展示

アサギマダラ

展示したフジバカマの様子
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短信：9月25日に、ニューヨークの国連本部で「持続可能な開発サミット」が開催され、国連加盟国が、貧困の是正や男女平等などを2030年までに達成する
ことを目指す「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を採択しました。さあ、日本では、京都ではどうしましょう？（井上）インドネシア（ボルネオ）か
らの報告で、3か月以上雨が降らず大規模な森林火災が続いているとのことです。エルニーニョに加えて、地球温暖化と大規模プランテーション開発の影響に
より乾燥が進んだことが被害に輪をかけているようです。自然の営みだけではなく、人間の行いの結果によって、多くの命がこの世から消えようとしています。
（石崎）今号が発行される頃は秋真っ只中と思いますが、今年の夏は7月下旬から8月上旬にかけて、連日の猛暑日でした。ところが空調機が故障とのことで、
お盆頃までは事務所内はサウナ状態でした。クールビズで対応しても館内は熱気ムンムン。（汗汗あせあせ…）その対策として、建物内には随所に扇風機が設
置してありましたので、業務の合間をぬってビル内を散策し、扇風機の前で涼を取ったものです。でも、エコのためには少々の暑さは我慢、ガマンですね。（小
河）公園のイチョウの木の下に銀杏が沢山落ちていたり、すっかり秋めいてきました。実りの秋ということもあってか、頂きものをする機会が増えました。朝
夕は気温も下がり、寒さを感じる日もあります。忙しくしていると見落としてしまいがちですが、季節の移り変わりを感じながら過ごしたいものです。（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ニジュウイチフォーラム）
【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。

会費納入のお願い

日頃より当フォーラムの活動
にご協力いただき真にありがと
うございます。
9月までに会費納入のない会
員さま宛に今年度の会費納入に
つきまして、文書を郵送でお送
りしております。まだお済みで
ない会員さまは御納入いただけ
ますよう、どうぞよろしくお願
い致します。

1）  郵便振替または銀行振込を
ご利用ください（手数料は
各自でご負担ください）。

2）  請求書等の発行が必要な場
合は、フォーラム事務所ま
でご連絡ください。

環境かみしばい学習チーム
新作の作成に取り掛かっています。
10月18日の「東部まち美化フェスタ」
で、環境かみしばいの上演を予定していま
す。チームとして二度目の屋外での上演と
なります。
当日は「スーパータヌキの環境くん」
「ペンギンのペンタくん」「白クマのコロ
スケ」「ゴミを減らせるかな？ロバくん」
の4作品を上演予定です。９月15日の会
議では本番に向けてマイクを使って練習
を行いました。また、今年度の新作かみ
しばいの作成にも着手しています。12月
完成に向けて作業を進めています。

新作シナリオの確認▲　マイクを使用してのリハーサル▲

交通環境学習チーム
交通環境学習チーム（通称交通チーム）

では、今年度中に京都市内の小学校3校での
出前授業の実施を予定しています。出前授
業では、普通車と電気自動車・ハイブリッド
カーの違いの他、環境にやさしい車の上手
な使い方、また車を使わず公共交通機関や
歩くことによってどのようないい事がある
のかなどをお話します。
座学以外に実車見学のプログラムも導入

しており、電気自動車とハイブリッドカーを
近くで見る事ができます。普段目にするこ
とのないボンネットの中を見たり、部品の説

明を受けると興味深そうに覗き込む姿があ
り、毎回人気です。
授業をきっかけに、自分も密接に関わっ

ている交通につ
いて考えてもら
えるような出前
授業にしていき
たいと思います。

実車見学の際使用した電気自動車▲

環境エネルギーチーム
７月に環境出前授業を行いました。環
境エネルギーとは、風力や水力などの自
然を利用して作られるエネルギーのこと
です。実物のソーラーパネルや風力発電
機の模型なども使用して、理解を深めま
した。児童から
は、他に自然の
力を利用するエ
ネルギーがある
の か を 知 り た
い、など質問も
出ました。

実物のソーラーパネルを使用して説明▲

里山保全チーム
夏の間はマムシが出る恐れがあるため
活動を休止していましたが、10月から再
開します。
春から夏にかけて植物の成長ははや
く、雑草やツルなども育っているため通
路の確保も兼ねて草を刈る作業から始め
ていきます。

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」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。
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