
「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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KES
エコロジカル
ネットワーク

昨年3月、京都市で「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、京都ならではの自然環境や伝統文化を後世に受け継
いでいくため、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、生物多様性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
昨年度から進めています。
昨年は、京都駅周辺を中心とした18
事業所が参加し、フタバアオイとフジバ
カマの育成をスタートして頂いておりま
した。また、この取り組みは、京都市の
「京のいきもの・文化協働再生プロジェ
クト」に認定されました。

ヒオウギの定植の様子▶
今年度は種類を増やし、フタバアオ
イとフジバカマの他にヒオウギとキクタニギ

クも加えた4種類から選べるようにしました。
フタバアオイは増えた株を上賀茂神社に返納すると葵祭で使われ、他3種は希望する事業者は実物展
示か写真展示が栽培の目標として挙げられています。
◀ 5月29日に説明会を開催し、参加は約94社。

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。

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。見逃してしまいがち
ですが、双葉の間にお椀
型の赤紫の控えめな花が
咲きます。木陰や軒下などを好み、乾燥や強い日光を嫌
います。明るい屋内でも栽培可能です。
NPO法人葵プロジェクト(上賀茂神社内)によって保
全・再生が図られています。

源氏物語にも登場し、
秋の七草として知られて
います。一般に流通する
ものは別種。葉は香料に
なり、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。日当たりのよい場所を好むので、夏場
は水をじゅうぶんに与え、風通しに注意して育てます。

京都府レッドリスト：絶滅寸前種

葉は扇が開いたような形をし
ており、朱色の鮮やかな花が咲き
ます。祇園祭では厄除け・魔除け
として鉾町などに飾られます。種
は漆黒で別名「ぬばたま」「うば
たま」と呼ばれています。日当た
りを好み、比較的乾燥にも強いで
す。

京都府レッドリスト：準絶滅危惧種

晩秋に小さな明るい黄色の花
を多数咲かせます。日当たりを好
み、風通しに注意して育てます。
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。江戸期まで菊渓
川の周辺はキクの名所でした。し
かし現在は、環境の変化で東山に
自生は確認できません。

京都府レッドリスト：絶滅危惧種

栽培に取り組む植物

フタバアオイ

フジバカマ

葉は扇が開いたような形をし

ヒオウギ

キクタニギク
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5月30日、京都市立明徳小学校に通う小学生
を対象にしたイベント“わきの山自然観察会”
を開催し、親子25名にご参加いただきました。
京都環境コミュニティ活動(KESC)プロジェ
クト里山保全チームの活動フィールドでもあり
ます明徳小学校の学校観察林、通称わきの山に
は、様々な植物が自生しています。今回のイベ
ントでは3チームに別れ、9種類の植物を順番に
観察しました。

イベントでは冊子「わきの山自然観察ブック」を配布し、どのような植物なのか特徴を
確認しながら観察しました。冊子では木の表面や葉の特徴、花の時期などを写真とイラス
ト入りで紹介しています。
ツバキやサクラなどなじみのある樹木に加え祇園祭のちまきに使われるチマキザサや、
大きく育ったタケノコなどを各チームのリーダーが解説して回りました。クヌギとアラカ
シのどんぐりの形の違いなども紹介しました。
伸びたばかりの竹には産毛のようなものがはえている事

を触って確認したり、芽が出ているドングリなどを観察し、「普段見逃してしまいがちな
部分」「初めて知ったことが沢山あった」と、親子で興味津々の様子でした。わきの山を
自由に見て回る時間も設け、気になる植物をゆっくり眺めたり、松かさを見付けるなど思
い思いに過ごしました。また木陰は涼しく、休憩にも最適でした。

観察をしている間に、里山の保全活動で出た間伐材を利用して作った薪でごはんを炊きました。薪を使う事で火加減
などの心配もありましたが焦げ付きもなく綺麗に炊けており、歓声があがりました。ごはんはかまどで薪を使い炊いた

ものと炊飯器で炊いたものを用意し、地域の方にご協力頂
き、塩おにぎりにして食べ比べをしました。特にかまどで炊
いたものの方が美味しいと好評で、笑顔でおかわりをしてく
れる姿もありました。

◀お米は地域の方から御提供いただきました

全体を通し「楽しいだけでなく学びもあり、チェックポイントでスタンプを押して貰う
ことで達成感もあり良かった」「遊びだけで入っていたけれど、植物などについて学ぶ機
会ができて嬉しかった」と感想をいただきました。

3種類観察するごとにスタンプでチェックしました▶

　　　　　このイベントは消防署指導のもとで行っています。

主催：明徳小学校学校運営協議会
協力：地域企業(京都信用金庫、㈱小林造園）、京のアジェンダ21フォーラム

わきの山
自然観察会

冊子「わきの山自然観察ブック」▲
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　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。

環境エネルギーチーム
環境エネルギーチームは7月中旬に小学校での出前授業を
予定し、準備をすすめています。
出前授業では風力や太陽光などの自然エネルギーを利用
した発電方法のほか、蛍光灯とLED照明の違いなどを紹介
する予定です。京都環境コミュニティ活動(KESC)プロジェ
クトで、今年度初めての出張出前授業となります。

昨年の出前授業の様子▲

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、月に1度の会議と年に1
作品新作を作成することを目標としてあげています。今年
度は、8作品目となる新作かみしばいの作成に取りかかって
います。今年度の作品は、普段から活動に参加している特
定非営利活動法人アイセック・ジャパン　同志社大学委員
会に所属する学生を中心に、シナリオと絵の下書きの作成
を進めています。
今回は「身近なものを大切にする」をテーマに、保育園
の園児たちにも馴染み深い道具箱の中にあるクレヨンやは
さみが登場する作品を検討しています。普段使っている道
具について愛着をもち、大切に使うことを改めて考えても
らうきっかけになる作品になればと考えています。
出来上がったかみしばいは保育園の他、環境イベントで
上演します。

会議ではそれぞれがアイデアを出し合いテーマを決めます▲　　

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。
4月から6月にかけて、若竹の伐採を行いました。竹は地
下茎(けい)と呼ばれる茎を地下に伸ばすことによって生息域
を広げます。放っておくと範囲が広がり、密集して日光を
遮れば他の樹木を枯らすなどの問題が起こる可能性があり
ます。そのため竹を間引き、管理をすることが大切です。
若竹の成長ははやく、1日で1m以上育つこともあります
が、竹が育ちきらないうちだとやわらかく、切り倒すのも
短時間で済みます。
活動の中で出た間伐材や伸びすぎた枝は玉切りし、太い
ものは割ってから薪棚に並べて保管しています。じゅうぶ
んに乾燥した薪からイベントなどで使用しています。
春から夏にかけては、特に植物の成長が著しい季節で
す。前回作業を行った場所に雑草が茂っていることも多々
あります。常から階段周辺のつる切りや下草刈り、通路に
かかり通行の妨げになる木の枝などを伐採しています。
夏はマムシの出る季節ということもあり山に入る活動を
一時停止していますが、地域の方にもご協力いただきなが
ら、里山を再生させていくために活動を続けています。

伐採した若竹の一部▲　　　　　

薪を乾燥させている様子▲　　　　　

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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ボランティアスタッフ リユース食器回収の様子 種類別に分別し、回収しました

寄付については、京都地域創造基金のホームページをご覧ください。
http://www.plus-social.com/jigyo/kyoso/02.html

今年度も祇園祭ではリユース食器を取り入れた「祇園祭ごみゼロ大作戦」を行います。
京都の夏の風物詩である祇園祭。宵山期間には多くの屋台が四条烏丸界わいに並びます。たくさん

の見物客が集まる祇園祭ですが、それに伴い課題となるのが廃棄物です。屋台などでの飲食ではど
うしても使い捨て容器が大量に廃棄されるという現状があります。
はじめての取り組みとなった昨年の祇園祭ごみゼロ大作戦では、2千人のボランティアにご参加い
ただき、約21万食分の使い捨て食器をリユース食器に切り替え、約25万トンのごみ減量に貢献しま
した。当日は四条通や烏丸通など主要な場所にリユース食器の回収やごみの分別回収を行う「エコス
テーション」を配置し、ごみの減量を呼びかけました。しかしまだ課題は多く、今年度も検討・準備
を進めています。

京のアジェンダ21フォーラムでは、過去に「えこまつりワーキンググループ」がお祭りやイベントのエコ化の取り組
みを行っており、リユース食器もその取り組みのうちのひとつでした。そこで、昨年度の祇園祭ごみゼロ大作戦のス
タートから実行委員会に参画し、当フォーラムの重点課題である「交通・観光のエコ化」につなげられるよう活動の一
端を担っています。お祭りや観光も含めて、環境に配慮した行動が京都の伝統文化の延長線上として根付くよう、この
取り組みからさらに広げていきたいと考えています。なお、この取り組みに対して、京都地域創造基金を通じた寄付を
募っていますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。

祇園祭
ごみゼロ大作戦祇

園
祭
を

　

ご
み
ゼ
ロ
に
！

リユース食器
とは？

リデュース、リユースの取り組みのひと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。

祇園祭ごみゼロ大作戦実行委員会
【構成団体】美しい祇園祭をつくる会・NPO法人きょうとNPOセンター・京都環境事業協同組合・京都市・NPO法人京都地球温暖化防
止府民会議・NPO法人KES環境機構・五条露店商組合・NPO法人地域環境デザイン研究所ecotone・京のアジェンダ21フォーラム

[HP]http://www.gion-gomizero.jp/
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短信：京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト、KESエコロジカルネットワークにご参加いただいている企業、祇園祭ごみゼロ大作戦への協賛、
協力のほか、社員を集めてボランティア参加していただく企業の方とお話しする機会がありますが、皆さん、地域や環境のために何かできないかと考えて
おられる姿に心を打たれます。（井上）シューマッハーのスモール・イズ・ビューティフルなどの古典が、今こそ新しい時代の息吹としてよみがえってきます。
振り返れば、これまでの経済成長一辺倒ではない価値観を持った素晴らしい仲間が多く、これからの時代が楽しみです。（石崎）私が当会にお世話になって
から、早1年が過ぎました。周囲の皆さんに助けてもらいながらの、あっという間の1年でした。この4月からは1名減の体制になっていますので、これから
もみんなの足かせにならないよう、業務に取り組む所存です。今、エコセンの屋上では小さな田んぼに稲が植えられ、梅雨空の下、ぐんぐん育っており、
成長ぶりが楽しみです。私も暑い夏に向け、夏ばてをしないように気をつけなくては、と思います。（小河）熱中症の予防に、家では冷やしておいた水にレ
モン果汁と少しの塩・砂糖を入れて飲むようにしています。味がする程の量ではありませんが、レモンの爽やかな香りがして、少し気持ちがシャキッとす
るような気がします。まだまだこれからが夏本番、節電をしながら体調にも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。

6月17日に京エコロジーセンターにて2015（平成27）年度京のア
ジェンダ21フォーラム総会を開催しました。当日出席者34名、委任
状254名、合計288名の個人・団体会員の出席を得て、会員数429名
の過半数の定足数を上回り、総会の成立が確認されました。
議題は、2014（平成26）年度事業報告・決算について、2015（平
成27）年度事業計画・予算について、役員の選任についてです。
2015（平成27）年度総会議案書に沿い事務局から報告を行い、全

て承認されました。
会員交流会サロンdeエコでは、リレーメッセージとして7つのテーマごとに2014年度の成果、感
想と今後の意気込みの言葉をいただきました。

また、参加者どうしが語る時間として設けましたグループトークでは、模造紙を用意し、参加者
の皆さまに自由に話をしながら思いを書き込んでいただきました。「持続可能な社会づくりに向けて」
というテーマに対し、地域として「京都ならできること」と個人として「私ができること」を語らい、
最後にグループごとに出た意見の発表がありました。
▶参加された方の意見

持続可能な社会づくりに向けて、京都で出来ることとして
「コインパーキングなどを緑の拠点に変え、エコ・防災・人の集う場所とする」
「量より質を重視する・市民力がいかされる文化を京都モデルとして地域へ発信していく」
などのアイデアが出ました。
また、自分ができることとして「活動を地道に続けること」「次世代へ伝えていくこと」が大
切だという意見が聞かれました。

意見を共有することで、新たな気付きなどもあり、視野を広げながら持
続可能な社会づくりについて考え、実践していきたいと思います。
ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。

すまいのエコ化プロジェクト
生川慶一郎氏

再生可能エネルギーWG
井上和彦

祇園祭ごみゼロ大作戦
太田航平氏

KESエコロジカルネットワーク
津村昭夫氏

京都カーフリーデー
大國正明氏

京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト
長屋博久氏

家庭の省エネ相談所
天野光雄氏

リレー
メッセージ
発表者

京のアジェンダ21フォーラム総会

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。
5月に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。
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