
「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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京都市立朱雀第四小学校で環境出前授業を行いました
江戸時代と現代の暮らしを比較してみた上で、エコドライブなど、ムダにCO2を出さな

い自動車の使い方、エコカーの仕組み、歩くことや公共交通利用の良さなどを座学で学び
ます。
そして運動場へ移動し、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
車の特徴や違いを聞くことができます。
また、地域の企業などが環境に対する活動をしていることを学び、学校からも環境教育
だけで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活動として社員にも浸透し始めてきています。
これで2015年度予定していた環境出前授業のプログラムは全て終了しました。

向島保育園での上演
向島保育園でかみしばいの上
演をさせて頂きました。
今年度の新作かみしばい『ま

いごのクレヨンくん』と『ペン
ギンのぺんたくん』を上演しました。
新作の『まいごのクレヨンくん』は持ち物に名前を書くことで落とし物が捨てられてしまうのを防ぐ事ができ、また片付け

の大切さを考えて貰えるような内容になっています。
かみしばいの上演後は太陽光で充電した電池を使用したおもちゃや、エコについて考えて貰う二択のクイズも行いました。
楽しみながら、学びもある体験を目標にしています。
保育園では電気を消す、水を出しっぱなしにしないなど、普段から取り組みをされており、園児たちは環境に対しても素直

で積極的に取組む姿勢が印象的でした。
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思いました。

京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト

2月2日

1月22日

「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。

車を使ったり、車の販売を
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
できるかを考え活動を行って
いるチームです。小学校での
環境出前授業を主な活動とし
ています。
 [参加事業者]
 株式会社エコロ21、株式会社ホン
ダカーズ京都、有限会社村田堂、
「あるくまち・京都」公共交通セン
ター、江戸博士(個人参加米澤氏)

「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
だけでなく太陽光パネルを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。
 [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

交通環境
学習チーム

環境かみしばい
学習チーム
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作業
わきの山には、古くから祇園祭で厄病・災難よけのお守り“チマキ”

にも使用されている「チマキザサ」が群生しています。チマキザサは京
都市周辺では増加傾向にある鹿に新芽が食べら
れるなど被害を受けており、絶滅の危機に瀕し
ているといわれています。今回はチマキザサ周
辺の雑木と、伸びてきたツルなどの除去を行い
ました。

京都市立神川小学校
京都市立神川小学校で環境

出前授業を行いました。
今回は身近な電気の発電方

法を知り、理解を深める他、電
気のエコな使い方として実際
にLED照明と蛍光灯を点灯し、
W数や使用できる時間（寿命）などを比較、クイズを交えて学びました。風力発電機の模型を回し電気をつける体験で、自分
達で電気を作ることで、その仕組みや発電することの大変さを知ってもらうきっかけになれば良いと考えています。

１月30日

3月15日

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。
 [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

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。
 [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、株式会社高木商会

自然の力を利用した発電の方法を実際に装置（太陽光発電・風力発電・手回し発電等）を用いて、生徒が電気を作
る体験をします。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ます。企業でも環境に配慮した工夫を紹介
し、学校・家庭でも身近な取り組みを考え、「地球に優しい電気の使い方」を一緒に学びます。

里山保全チーム

環境エネルギー
チーム
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力
会
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へ
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査

　環境に配慮した電力会社を選ぶには、電力会社がどこからどのような電気を調達しているかを知る必要
があります。例えば再生可能エネルギーの比率、CO2の排出、放射性廃棄物の量などです。
　そのような情報を知るために、京のアジェンダ21フォーラムでは関西地域で電気を供給する見込みが
ある電力会社約100社を対象に、「電力会社が供給する電気の電源構成」についてのアンケートを行いま
した。アンケートでは、電源構成の公表方法や、電源調達の方法（どこから電気を仕入れるか）や電源の
種類（どのように発電した電気か）及び割合をお聞きしました。
　残念ながら、多くの電力会社は電源構成について現時点では公表していないとの返答でしたが、数社は
情報を開示し、説明いただきました。アンケートの結果については、京のアジェンダ21フォーラムのホー
ムページで公表予定です。

アンケート結果の表示例

環境に配慮した電力会社かどうかを判断するには、電源構成を知ることが必要です。電源構成は、電源調達や電源の
中身で判断できます。

電源調達（どこから電気を仕入れるか）の種類
１．	自社電源…自社の発電所で作った電気。
２．	相対契約…発電所を持っている取引先から電気を買うこと。
３．	市場取引…	電気が余っていて売りたい電力会社と電気が必要で買いたい電力会社が、電

気を取引する競りのようなもの。買ってみないとどの電気かわからない。
４．	バックアップ…	売る電気の供給量が足りない時、一般電気事業者（関西地域では関西

電力）から電気を融通してもらうこと。

電源（何を使って発電したか）の種類
代表的な電源には、石炭火力、石油火力、LNG（天然ガス）火力、原子力、水力や、太
陽光、風力、バイオマス、小水力、地熱などの再生可能エネルギーにより発電された電気が
あります。

環境に配慮した電力会社の選び方とポイント

電力
自由化に
向けて

2016年4月から電力の小売り全面自由化が始まり、いよいよ一般の家庭や小さな事業
所でも電力会社を選べるようになります。電力自由化は私たちの生活に何をもたらすの
でしょうか？

京のアジェンダ21フォーラムでは、京都のNPO等と共に、電力自由化を契機に安全・
安心なエネルギーを市民の手で選べる社会をめざし、「エネルギーを市民の手で選ぼう！
京都キャンペーン」を昨年8月に開始しました。

これまで電力自由化について学ぶ学習会への講師派遣を行ってきました。3月13日時
点で、のべ16ヶ所への派遣を行い、各回とも多くの参加者と共に熱心な議論がなされ、
「知らないことが多かった」「理解が深まった」という声を沢山いただきました。

いよいよ開始 !電力自由化
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京のアジェンダ21フォーラムセミナー「国連の持続可能な開
発目標（SDGs）を地域で考える」を3月2日に開催しました。

昨 年 9 月 に 国 連 で 採 択 さ れ た 「 持 続 可 能 な 開 発 目 標
（SDGs）」について、その内容、目的、目標達成のための考
え方などを知り、地域で、私たちや企業、NGOなどがどう関
わるか、関われるかを考えるセミナーを開催しました。

今後、SDGs達成のために、関西を中心とした地域の多様な
セクターや活動間で、必要な情報交換や協力などが進められ
るような関係づくりのきっかけとなればと考えています。

当日は約60名の参加があり、まず（一社）環境パートナー
シップ会議の星野智子さんから「持続可能な開発目標（SDGs）の概要と国内外の動き～企業やNGOはどう捉えるべき
か～」と題して話題提供があり、その後サラヤ㈱の中西宣夫さんから「SDGsに向けて企業ができること」、（特活）関
西NGO協議会の加藤良太さんから「SDGsに向けて国際協力NGOの視点」、（特活）とよなかESDネットワークの村上
有里さんから「地域における市民主体のESD活動から」として情報提供をして頂きました。それを受けて会場の参加者
を交えて質疑応答、ディスカッションを行いました。

持続可能な開発目標（SDGs）とは…開発アジェンダの節目の年、2015年の9月
25日－27日、ニューヨーク国連本部において、「国連持続可能な開発サミット」が
開催され、150を超える加盟国首脳の参加のもと、その成果文書として、「我々の世
界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。

アジェンダは、人間、地球及び繁栄のための行動計画として、宣言および目標を
かかげました。この目標が、ミレニアム開発目標（MDGs）の後継であり、17の目
標と169のターゲットからなる「持続可能な開発目標（SDGs）」です。

国連に加盟するすべての国は、全会一致で採択したアジェンダをもとに、2015年
から2030年までに、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会など、持続可
能な開発のための諸目標を達成すべく力を尽くします。

出典：国際連合広報センター
[URL] http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/

４月９日には、「エネルギーを市民の手で選ぼう！京都キャンペーン」プロジェクトチーム主催により、シンポジウム
「いよいよ開始！電力自由化〜電気を選んで社会を変えよう〜」を行います。

詳しくは、ホームページ(http://ma21f.sblo.jp/)をご覧ください。

１．CO2排出係数
　CO2排出係数が高いと気候変動に悪影響を与えます。CO2排
出が高いのは、次の通りです。
石炭＞＞＞＞＞石油＞＞LNG＞＞＞＞＞太陽光＞風力＞原子力＞地熱＞小水力

（電気事業連合調べ）
（注意点）排出権クレジットを購入することで、みかけのCO2排
出係数を下げることができます。特に安価な石炭火力発電は、今
後増設される可能性がありますが、CO2排出係数が極めて高いの
で注意が必要です。仮に石炭で100％発電していても、その分の
クレジットを購入することでCO2ゼロをアピールすることも可能
となります。

２． 放射性物質量
　原子力は、CO2排出係数が低いですが、処理に10万年もの時
間がかかるとも言われ、いまだ処理方法が確立されていない放射

性廃棄物が出ます。ドイツではCO2排出係数と合わせて放射性廃
棄物の量を表示することが義務化されています。

３．再生可能エネルギーの比率
　再生可能エネルギーは自然に多く存在し、枯渇しづらく、短期
間での再生が可能なために環境への負荷が小さいエネルギー源で
す。太陽光や風などは基本的に永続的に利用でき、ランニングコ
ストも安いと言えます。

（注意点）再生可能エネルギーに分類される木質バイオマス発電
の中にも、森林を乱伐した後植林せずに放置しているものや、東
南アジアの熱帯林を乱伐してプランテーション化した農園で作ら
れたアブラヤシ（パーム油の原料）の殻で発電しているものもあ
り、環境への負荷は極めて大きい可能性があるといえます。

☆環境に配慮した電力会社を選ぶために…
　ここまで環境に配慮した電力会社を選ぶためのポイントを説明してきましたが、電源構成をみるためには、電力会社が情報開示して
いることが大前提です。経済産業省資源エネルギー庁は、電源構成を開示することを努力義務としておりますが、現時点で電源構成を
公表していない電力会社も多くあります。消費者が安心して安全な電気を選ぶためにはしっかりとした情報開示が求められます。ホー
ムページ等で開示しているところもありますので、きっちり情報開示している電力会社を比較して選択する必要があります。

☆選び方のポイント

国連の持続可能な開発目標（SDGs）を地域で考える
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短信：今年5月に「G7伊勢志摩サミット」が開催されます。昨年9月に「持続可能な開発目標（SDGs）」、12月に気候変動対策の「パリ協定」が採択され
るなど、国際的な動きの中で、日本がどのような姿勢で取り組むかが問われることになると思います。その中でも、地域、特に京都から発信できることが
何かあるのではないでしょうか。（井上）竹花さんの４コママンガ密かに毎号楽しみにしておりました。また次回作期待しています！（石崎）今年は暖冬の
傾向か、我が家ではいつもより暖房費が少なくて済みそうで、エコの面からもありがたいことと感じております。なお、今号が皆様のお手元に届く頃は、
京都の桜も満開となり、花見どころは観光客でいっぱいでしょうね。でも、花見客のマナーが悪く、ゴミが散乱しているのは残念です。ゴミは出さない・
ゴミは持ち帰るという気持ちが欲しいですね。（小河）暖かい日も増え、ちらほら早咲きの桜の情報が入るようになりました。春は新しいことの始まりの季
節ですね。身の回りでも変化が多く、忙しい日々が暫く続きそうです。（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。

◉家庭の省エネ相談所
京のアジェンダ21フォーラムが「家庭の省エネ相談所協議会」の事務局としてサポートし、京都

府地球温暖化防止活動推進センター、京エコロジーセンター、京都生活協同組合などの協力のもと、「省
エネ普及ネット・京都」が中心になって実施している家庭の省エネ相談所が今年で10年を迎えます。
毎年20か所以上の会場で、1400～1700人の省エネ診断をしており、今までに参加者推定15,000
人程となります。
家庭のライフスタイルは様々で、省エネの意識も違います。そんな事情を話し合いながら省エネの

実践に気づいてもらう相談所には、多くの参加者が集い各家庭で4％のCO2削減ができると想定して
います。
今年度は、主にお祭り会場23か所（伏見区10、右京区4、左京区2、山科区2、北区・下京区・西

京区・宇治市、大垣市各１ヶ所）で開催し、受診者1740名、アドバイザー延べ204名で多くの市民
から相談を受けました。相談所で将来は、家庭のごみ減量、温暖化対策としての備え、自然エネルギー
の普及などの相談ができればと思っています。

◉KESエコロジカルネットワーク
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。
昨年度、KESエコロジカルネットワークでは育成の対象をフタバアオイ、フジバカマ、ヒオウギ、

キクタニギクの最大4種類とし、93社の事業所で育成に取り組んで頂いておりました。

今年度、生息域外保全活動の対象植物が6種に
これまでフタバアオイ、フジバカマ、ヒオウギ、キクタニギクの4種の希少植物の育成を行って

きましたが、今年度は新しく「オミナエシ」「カワラナデシコ」が対象となります。また、自社敷地
内の緑化活動、その他生態系保全活動の項目を増やし、対象地域を京都府域全体に拡大します。多
くの事業者様が取り組みへご参加頂けますよう、よろしくお願い致します。

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

アジェンダのその他の活動

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。

「あじぇんだ」の4コマ漫画を、
今号をもちまして連載終了させ
ていただきます。16年前、私が
アジェンダに勤務していた頃始
めた漫画が、こんなに長く続く
とは思いませんでした。
長年にわたりご愛読いただき本
当にありがとうございました。

竹花 由紀子

屋外テントで（桃山小学校） 環境フェスタ（パルスプラザ） 手押しポンプの水力発電
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