
「アジェンダ 21」とは「21世紀への検討課題」という意味。
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「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。
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。

「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をきっかけに、寄付だけでなく設置した保育園の園児たちとの関わりを持ちたいと考え、環
境をテーマにした手作りのかみしばいを作成し、毎年新作を上演させて頂いております。

京都市立明徳小学校の学校観察林、通称「わきの山」をフィールドに、学校・地域の企業
が参加し、共に活動を行っています。
草刈りなどの手入れや間伐など地道な作業が多いですが、継続して山を手入れする事は多
様な生物が暮らすこの山全体を守ることに繋がっています。
夏場はマムシの出る季節の為活動を休止していましたが、秋にかけて作業を再開します。

[参加事業者]株式会社小林造園､京都信用金庫､株式会社北斗プﾘﾝﾄ社､京都市立明徳小学校､明徳小学校学校運営協議会

環境かみしばい学習チームでは、毎月メンバーが集まり打合せを行い、毎年１作品の新作かみしばいを作成していま
す。アイセック同志社大学委員会の学生さんにも協力を頂きシナリオを作成し、今年度の新作かみしばいも９月から本編
の色塗り作業に入ります。本作は12月のつくし保育園での上演が初お披露目となる予定です。

今年はリユースをテーマに、使
わなくなったものを人に譲る選択
について考えて貰える内容となっ
ています。園児に楽しんで貰える
ようにトラやネコなどの動物たち
を主人公にしました。

[参加事業者]公栄運輸株式会社、京都電測株式会社、アイセック同志社大学委員会

活動報告

環境かみしばい学習チーム

里山保全チーム

ストーリーから手作りしていきます 下書きが完成しました 内容に合わせて表紙も作ります
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LED照明や風力発電機などに携わる企業が集まり小学校で環境出前授業を行っています。
企業でも取り入れている環境に配慮した工夫を紹介し、学校・家庭でも身近にできる取り組みや「地球に優しい
電気の使い方」を一緒に学びます。

新しい活動メンバーとして株式会社エイコーの村松氏を迎え、小学4年生を対象にした環境出前授業を行いました。
地球温暖化の原因となっている温室効果ガス。その温室効果ガスの中でも、二酸化炭素が一番大きな影響を与えてい

るといわれています。二酸化炭素の排出と私たちの生活は密接に関係しており、結果として地球温暖化に繋がっていきま
す。テレビを見るのにもエアコンを使うのにも必要となる電気は、生活していく上でなくてはならないものです。しか
し、家庭から出ている二酸化炭素（CO2）の内、約半分の49％が電気から出ているというデータがあります。授業を進め
ていく中で、大人の問題と考えていた地球温暖化が実は児童たちにとっても身近であり、自分の生活が環境に繋がってい
るという気付きがありました。
授業の中ではそんな電気の上手な使い方のひとつとして、LED照明と蛍光灯・電球の違いについて学びました。両者に

は電気の使用量や値段、寿命などで大きな違いがあります。例として１日８時間点灯している場合、電球（白熱球）は約
４ヶ月で電気が切れてしまうのに対してLED照明は約14年使用できることをあげると驚いた様子で熱心に耳を傾けていま
した。他にも風力発電機の模型を回し実際に電気をつくる体験やソーラーカーレースも行い、楽しみながらその仕組みや
発電することの大変さ、電気を大切に使わなければならない理由について考えるきっかけになりました。

何気なく使っていた電気と地球温暖化の関
係について児童と一緒に考え、自分達に出来る
ことや、理解を深めることができました。
また授業の最後には学びシートを用いて授

業のふりかえりを行いました。

環境エネルギーチームリーダーの株式会社立花エレテック竹中氏が夏休みの子ども達を対象に京都信用金庫枚方支店で
開催された“夏休み子ども環境教室～エコのことを楽しく学んで、夏休みの宿題できたらいいな～”にて環境授業を行い
ました。参加者は学ぶ・作る・見るの3つのプログラムに取り組みました。
竹中氏が担当した学びの時間では地球温暖化や発電方法、自然エネルギーについて写真や模型を見ながら学びました。
京都信用金庫枚方支店ではLEDを導入、ソーラーパネルや風力発電機などが設置され、環境に配慮した店舗づくりに取

り組んでおられます。また、京都信用金庫として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での活
動にも参加頂いています。

［参加事業者］株式会社立花エレテック、有限会社本杉工機、生田産機工業株式会社、三菱電機照明株式会社、株式会社大電社、株式会社エイコー

9月6日　藤ノ森小学校で授業を行いました

8月3日　京都信用金庫枚方支店で授業を行いました

環境エネルギーチーム

小学校以外で初めての授業とな
りました

今回は新メンバーを迎え、
三社が参加しました

ソーラーカーレースは大盛
り上がり

沢山の方にご参加頂きました

実物大のソーラーパネルの
サイズに驚きの声も

会社で行っている環境に良
い取組を紹介しました

ソーラーカー体験

知っている電気の発電方法
をあげて貰いました

蛍光灯とLEDは明るさだけでな
く使用時の温度が異なります

実物大のソーラーパネル見本も
準備しました

どちらがLED？電気の明る
さを見比べました

学びシートで授業内容をふ
りかえります
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2014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、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育成の対象をフタバアオイ、フジバカマ、ヒオウギ、キクタニ
ギク、オミナエシ、カワラナデシコの６種類に増やし、育成に取り組んで頂いております。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5種は実物展示か写真展示を行うことが栽培の目標と
して挙げられています。

藤
フジバカマ

袴と和の花展 9時～17時（最終入園16時半）（9月26日、10月3日お休み）

９月22日から10月10日まで梅小路公園で開催されます「第８回 藤袴と和の花展」にKESエコロジカルネットワーク
に参加されている事業所が育成したフジバカマ※が展示されます。（展示希望された事業所のみ）
また、KESエコロジカルネットワークの活動も紹介し、参加事業所としてフジバカマの育成に取り組む事業所名の一
覧も展示します。今年度もKESエコロジカルネット参加事業所のフジバカマを展示しておりますので、皆さま是非お越
し下さい。

京
みやこ

の生きもの・文化協働再生プロジェクトに認定されました
京都市では、京都の祭りや文化を支えてきた生きものの保全・再生のための取組を認定
し、必要に応じて技術的な支援のための専門家を派遣する「京の生きもの・文化協働再生
プロジェクト認定制度」を平成26年９月に創設し、京都ならではの自然環境や伝統文化を
後世に受け継ぐための取組を推進しています。
葵祭で使われるフタバアオイ、祇園祭の粽（ちまき）に欠かせないチマキザサ、をけら
詣りで焚くオケラ及び源氏物語に登場するフジバカマなど、本市の伝統文化を育んできた
本市固有の生態系の保全を図ることを目的として、京都の祭りや文化を支えてきた生きも
のの保全・再生のため活動していただく団体の取組を認定しています。
今年度KESエコロジカルネットワークで新たに育成を始めた事業所が認定され、事業所
に認定プレートをお届けしました。

新規認定：オミナエシ、カワラナデシコの育成 認定対象植物
第３号：フタバアオイ、フジバカマ
第10号：ヒオウギ、キクタニギク
第12号：オミナエシ、カワラナデシコ

※ フジバカマ：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。夏の
終わりから秋のはじめにかけて淡
い紫紅色の花を咲かせます。9月海
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。

昨年の展示の様子 淡い紫紅色の花が咲きます 花の蜜を求め、アサギマダラ
も訪れました

京の生きもの・文化協働再生
プロジェクト認定プレート

Facebook　https://www.facebook.com/kesecologicalnetwork/

昨年のフジバカマ展示の様子
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食器の下洗い作
業でもボラン
ティアスタッフ
の力を借りてい
ます

ライン作業で効
率よく洗浄して
いきます

綺麗になったリ
ユース食器は乾燥
させ、次回使用す
るまで保管されま
す

回収されたリユー
ス食器は各洗浄所
に運び、水につけ
て汚れを落としや
すくします

2 3 4

1

様々な形で多くの方にご協力
頂きました

海外からの来場者にも分かりやすい
イラスト入りの回収ボックスを設置

リユース食器はごみとは別に
回収しました

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、国内外から
多くの来場者が訪れます。しかし、来場者数に比例して課題となるのが廃棄物であり、以前に比べ散乱ごみなどは減ったもの
の、使い捨て食器の多い夜店・屋台から出る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いました。
そこで2014年、「祇園祭ごみゼロ大作戦実行委員会」では夜店や屋台の協力のもと世界初の試みとして、約21万食分の使い

捨て食器をリユース食器に切り替える活動を展開しました。屋台が立ち並ぶ祇園祭前祭の宵宵山・宵山当日、ボランティアス
タッフとして参加した2,000名のみなさんと共にエコステーションの設置、ごみの分別作業等を行い、前年60トンだった燃や
すごみを34トンにまで減量させることが出来ました。来場者数は前年より12万人も増加したにも関わらず、ごみの減量を達成
出来たことは大きな成果です。
しかしまだまだ課題は多く、ごみをゼロに近づける本取組をさらに発展させていくため、実行委員会では日夜検討を進めて
います。
京都議定書発祥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ことつながると考えております。

今年も前祭の7月15日（金）・16日
（土）の宵宵山・宵山にリユース食器※を
導入し、ごみゼロ活動を行いました。
また、後祭の7月21日（木）～23日
（土）を合わせ、のべ2,300人の方に資
源ごみの分別、リユース食器の回収に
携わるボランティアスタッフとしてご
協力頂きました。

祇園祭
ごみゼロ大作戦

お祭りでは、使い捨て容器の利用が主流となっています。ごみを減らして環境
に配慮したイベントにするためには、まず①発生抑制（リデュース）②再使用
（リユース）③再生利用（リサイクル）の優先順位で対策を推進することが求め
られています。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。ライフサイクルアセスメント
（LCA）の結果、リユースカップの使用回数による環境負荷の低減効果は、固形廃棄物は4.7回以上、二酸化炭素
排出量は2.7回以上、水消費量も2.7回以上、エネルギー消費量は6.3回以上再利用すると紙コップよりも環境負荷が低減されるという結果が出
ています。

①洗浄所で洗浄されたリユース食器がイベント会場に納品されます。
②売店では飲食物をリユース食器に入れて来場者に販売します。
③来場者は飲食後リユース食器を回収所に返却します。
④回収したリユース食器は洗浄所に運び、洗浄・保管されます。
　今年は京都大学生協、立命館生協にご協力頂き、洗浄所として施設をお借り
しました。

リユース食器
とは？

回
収
シ
ス
テ
ム

今年もカップ（大・小）、トレイ（大・小）のリユース食器を導入しました※
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短信：京都のまちなかの一軒家くらいの空き地で、雨水を利用しながら京都の文化に通じる植物などを皆で育てるような、地域の共有空間ができないかと
考えています。どこかそんな土地と理解ある地権者の方はおられないかなあ。（井上）
はじめまして、新しく京のアジェンダ21フォーラム事務局に加わることになりました堀川です。環境のことや市民活動に関わり始めたのはごく最近でして、
これから様々な事業を通じてしっかり勉強していきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。（堀川）
秋は例年行事が多く、過ごしやすさからか屋外でのイベントも増える季節です。色々な準備で大忙しです。今年は9月上旬から朝夕と涼しい日も多く、ど
ことなく気温からも秋の訪れを感じられるようになりました。このまま涼しくなってくれると嬉しいのですが…。（岩城）
今年の夏は暑かったですが、最近やっと朝晩は涼しくなってきて過ごしやすくなりました。でも、天気の良い日は朝のウオーキングをしていると、数分間
で汗だくになり、まだまだ暑さを感じます。本格的な秋になれば少しはましになると思って、健康維持のために頑張っています。（小河）

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。

４月１日から電力小売全面自由化が始まりました。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した。
４月9日には当フォーラムでもシンポジウムを開催しましたが、興味はあ
るけれどまだよく分からない、これからどうなるのか様子見の多さが伺えま
す。
電力小売自由化から約６ヶ月が経過した今、このたび関西で電気の販売も
しくは販売予定の電力会社にお集まりいただき、各社による最新情報のご提
供や来場者との情報交流の機会を10月８日に設けます。環境のことをはじめ
持続可能な未来が気になる方や、関心はあるけれどどう選べばいいかわから

ないという方も、内容から手続きまで様々な会社の情報を得ることができます。
関西で電力を販売もしくは販売予定の電力会社から情報提供をしていただき、電力会社ごとに交流コー
ナーにて情報交流の場を設ける予定です。
どんなエネルギーが未来のくらしを作っていくのか、私たちの選択が社会を変えることにつながるかもし
れません。
詳しくは京のアジェンダ21フォーラムのWEBサイトをご覧ください。
http://ma21f.sblo.jp/

京都カーフリーデー2016
９月22日に京都カーフリーデー実行委員会主催で市民団体・NPO・企業・大学が連携し、“京都モビリ

ティウィーク＆カーフリーデー2016”を開催しました。
車と都市、車と地球環境、車と都市文化を考える世界的なプロジェクトで、この取組みは、一週間を通じ
て、都市交通を切り口とした都市環境の改善や賑わいのあるまちづくりの創出を目的とし、過度に依存した
「車の使い方」を市民・行政が一緒に考えていくというものです。
京都市においても2013年より通算４回目となり、EUから認定を受けています。
今年は二条駅西口、京都御苑の二箇所で行いました。
詳しくは京都カーフリーデーのWEB サイト（「京都カーフリーデー」で検索）をご覧ください。
http://www.slowmobility.net /kyotocfd/

この印刷物は，不要になりましたら
「雑がみ」としてリサイクルできます。
コミュニティ回収や古紙回収等に
お出しください。

電力自由化「最新情報」交流会
～未来のため、選ぼう！決めよう！切りかえよう～

日時：10月８日（土）13:30～16:30
場所：しんらん交流館 大谷ホール
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