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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。

「京のアジェンダ21フォーラム」代表就任ご挨拶
新川

達郎

（同志社大学大学院総合政策科学研究科教授）
このたび「京のアジェンダ21フォーラム」の代表に就任いたしました新川です。皆様に改
めてご挨拶を申し上げます。力不足は重々承知の上ですし、20年の歴史を重ねてきた活動と
その代表を務めてこられた内藤正明先生の後を襲うというのは、名誉であると同時に重責を
ひしひしと感じているところです。この重圧をどのように未来へのエネルギーに変えていくのかというのが、私に
課せられた使命かもしれないとも思っています。
京のアジェンダ21フォーラムは、持続可能な地域を実現するための協働の場としてこれまで多くの成果をあげて
きました。京都議定書を契機として広がってきた活動は、民間営利・非営利そして公共部門の連携協力によって地球
温暖化対策をはじめとする環境問題の解決に向けて、地域に根ざした活動を進めてきました。とはいえ環境問題につ
いては、自然すべてにかかわることであり、当然にそれは人類の存亡にかかわること、そして私たちの日々の生活に
おいては社会問題や経済問題に直結していることを改めて認識せざるを得ません。これからの「京のアジェンダ21
フォーラム」は、地域に根ざした協働の力を発揮して、全方位の持続可能な世界を構築するべく、これまでの20年
を基盤として、未来に向かって進んで行ければと願っています。これまでかかわってくださった皆様、そしてこれか
らの歩みをともにという未来の同志の皆様からの、絶大なご助力をいただければと思っております。

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（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。

い学習チーム
環境かみしば

「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、毎年新作を上演しています。
［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

活動報告
2017（平成29）年度新作かみしばいの作成を行っています。
シナリオの作成も進み、下書きに絵の具で色を塗る作業に入っ
ています。色塗りが終わるとシナリオの読み合わせと微修正を
行い、12月に保育園で新作のお披露目ができるよう、完成を目
指しています。今回のかみしばいはキツネの男の子「コンちゃ
ん」を主人公に、食べ物の好き嫌いや食べ残しをテーマに作り
ました。食べればごみにならずに済むこと、好き嫌いをせずに
きちんと食べることの大切さを考えて貰える作品にしたいと考
えています。
また、10月は東部まち美化フェスタ、12月は京都環境フェスティバル2017への出展も予定しています。

2

2014年に策定された「京都市生物多様性プラン」に基づき、京

-'5

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
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2017（平成29）年度

進めようとしています。
2017（平成29）年度の育成対象の植物はフタバアオイ、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、ア
ヤメ、ワレモコウの８種類です。

京の生きもの・文化協働再生プロジェクト

京の生きもの・文化協働再生プロジェクト第16号の認定を受けました。
今回、新たにKESエコロジカルネットワークとしてアヤメとワレモコウの２種
の育成活動が認定されました。それに伴い、アヤメとワレモコウを育成している
企業14社に認定プレートを送付しました。

京の生きもの・文化協働再生プロジェクト第16号の認定を受けた植物
アヤメ

ワレモコウ

アヤメ科の多年草。５月に紫と黄

バラ科の多年草。7〜10月の秋に

色の美しい花を咲かせます。よく似

紅紫色の稲状の小さな花をつけま

た花としてカキツバタ、ハナショウ

す。わびさびを感じさせる姿や色合

ブが挙げられますがこちらは水の中

いから、茶花、生け花としてもよく

で育つ水生なのに対し、アヤメは陸

使われます。根・根茎を天日乾燥さ

生です。

せたものは、生薬となり、吐血、下痢、やけどなどの治療に用

近年シカによる食害を受けており、京都府レッドデータ

いられます。東アジア、シベリア、欧州に広く分布。京都周辺

ブックでは準絶滅危惧種（2002年）から絶滅危惧種（2015

では、近年、自生地の丘陵などで見かけることが減っていま

年）に引きあげられました。

す。
ふじばかま

第９回

守ろう古都の自然

藤袴と和の花展

今年も藤袴と和の花展が９月23日から10月９日、梅小路公園で開催されます。
古から京都の人々に愛されてきたフジバカマと、環境の変化により身近で見られなくなってしまった秋の和の
花たちが集められています。
KESエコロジカルネットからも希望のあった参加企業の育成したフジバカマを庭園内「水鏡」付近に展示しま
す。是非お立ち寄りください。
梅小路公園にある日本庭園「朱雀の庭」をめぐりながら、約300鉢のフジバカマと、その他約160種300鉢に
およぶ秋の和の花がつくる景色が楽しめます。

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キク科の多年草。夏の終わりから秋のはじめにかけて、淡い薄紅色の花を咲か
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。茎や葉は乾燥させると桜餅に似た香りがし、香
料にも利用されます。京都レッドリスト（2015）で絶滅寸前種に分類されています。

今年も藤袴と和の花展が開催されています

「水鏡」で展示されるフジバカマ
優しい色をした花が咲きます

KESエコロジカルネットワーク Facebook

KESエコロジカルネットワークでの育成の取
り組みをパネルで紹介しています

https://www.facebook.com/kesecologicalnetwork/
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エネルギーや地球温暖化の問題が深刻化する中で、徒歩や自転車・電車・バスを利用して移動することによって
「まち」の魅力を発見し、また環境負荷の少ないこれからの「くらしかた」「かしこい車の使い方」を考え、楽しみ
ながら文化や自然を大切にする取り組みです。
1997年にフランスで始まり、2000年には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週間の期間に、世界のおよそ2400都市で同時に開催されています。
2017年の世界統一テーマは、 Clean, shared and intelligent mobility SHARING GETS YOU FURTHER
（〜きれいで、共有された、賢い行動〜シェアして、もっと先へ）[共同利用による新しい可能性]です。
京都では、京都カーフリーデー実行委員会主催で2013年から開催しています。
京都カーフリーデー2017は９月17日と18日の２日間の予定でしたが、17日の日曜日は台風接近のためイベント
は中止となり、BiVi二条の屋内で啓発活動を行い、18日の月曜日（祝日）は京都御苑で開催しました。

京都カーフリーデー

パネル展

BiVi二条正面入口では、８月12日からカーフ
リーデーに先駆けて、パネル展も行っていまし
た。京都府地球温暖化防止活動推進センター、京
都市交通局、京都市歩くまち京都推進室、京北ふ
るさとバス、京都市自転車政策推進室、カーフ
リーデージャパンなどが週変わりでパネルを展示
しました。

17日

BiVi二条屋内での啓発活動

17日にJR二条駅西口BiVi二条前及び佛教大学所有敷地にてカーフリーデーにちなんで交通について考える体験コーナーな
ど、多くの屋外イベントを予定しておりましたが、台風18号の接近により、ご来場の皆さまの安全を第一に、全ての企画を中
止とし、当日はBiVi二条内で自転車の展示の他、パネル展示などを行いました。

会場となったBiVi二条の様子

珍しい自転車が大集合しました

エコちゃんも遊びに来てくれました
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くじびきも楽しんで頂きました

18日

京都御苑

御苑内富小路地区「きょうと学生自転車安全利用講習会」
実技＋座学＋現地巡見で体感できる大学生向けの自転車講習会「きょうと学生自転車安全利用講習会」を開催し、約60名にご
参加頂きました。
細い道も多い京都で生活するうえで、利用する人の多い自転車。通学や休日のちょっとしたお出掛けでも自転車は便利な乗り
物です。しかし、そんな自転車のマナーやルールを聞かれた時に皆さんは自信を持って答えられるでしょうか。知っているつ
もりでも間違っていたり、知らないことも多いかもしれません。今回の講習会は、そういった不安をなくし、楽しい自転車ラ
イフをおくれるようにと考えて行われました。
座学のほか、自転車に乗って運転しながら復習する機会も設けました。この日、自転車を持っている参加者は自分の自転車に
乗って参加しました。
［この講習会は、「京都府自転車安全利用推進員制度」委嘱講習として開催しました。希望された受講者は「京都府自転車安全
利用推進員」として登録し、京都府知事より「委嘱状」が交付されます。］

「モビリティーセンター（交通案内所）」の開設
京都御苑を訪れる外国の方がスムーズに京都市内を移動できるよう、モビリティーセンターを開設しました。

まち歩きの達人と語る 京都の道路ヒストリー 〜道路は誰もが行き交う公共空間だ！〜
車に過度に依存しないライフスタイルの創出をテーマに開催している「京都モビリティウィーク＆カーフリーデー」。その一環とし
て、ゆっくりくつろぎながらこだわりのコーヒーとゲストのトークを一緒に楽しむ「京都カーフリーデーカフェ」を開催しました。

京都市北山のサーカスコーヒーさんにご協力頂き、参
加者の皆さんにこだわりのコーヒーを楽しんで頂きま
した。

京都でまち歩きツアーのガイドをしたり、最近はテレビ出演やガイド本の出版な
どでご活躍されている「まち歩きの達人」をゲストにお迎えし、そのフィール
ドであり、まちの成り立ちやまちを楽しむ上で欠かせない要素である「道路」を
テーマに語って頂きました。

新しい自転車利用のカタチ
生活のアイテムとしての自転車の多様性、多目的性を提案しました。
※当初、自転車にお子さんにも乗ってもらい屋外で試乗をして頂けるプログラムを予定しておりましたが、乗車と展示のみとなりました。
双子や年子をもつマ
マ・パ パ が 大 注 目 の
「ふたごじてんしゃ」
が登場。京都では初お
目見えとなりました。
「自転車の前後に子
車を利用しなくても子どもとお出かけ、荷物運び、そし
てペットとのお出けもしたい！そんな想いを実現できる
「BURLEY」のサイクルトレイラーの展示を行いました。

どもを乗せて走るのはちょっと怖い」
「もっと楽に子どもを乗せてお出かけした
い」そんな思いから「ふたごじてんしゃ」は生まれました。

子どもの安全を考える「ピカベスト」を体験しよう！
これから秋にかけて、日が短くなってきますね。クラブ活動や習い事の帰り道、学校帰りも交通
量の多い道などもあり心配ですね。「ピカベスト」は高反射で車のライトに当たると「ピカッ」
と光り、車からの視認性をあげるベストです。交通の安全についても一緒に考えました。

京都カーフリーデー2017

Facebook：https://www.facebook.com/kyotocfd/
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祇園祭
ごみゼロ
大作戦

祇園祭の山場となる宵山行事期間中は、多くの夜店・屋台が広
範囲に立ち並び、例年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大量の廃棄物で
す。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、祇園祭の宵山期間において、リユース食器の導
入などの活動を通した環境負荷の低減を目指し、祇園祭ごみゼロ
大作戦として、2014年から取り組んでいます。
今年は、実施主体として一般社団法人祇園祭ごみゼロ大作戦
が設立され、祇園祭前祭の宵山、宵宵山の7月15日（土）、16日
（日）にリユース食器を導入し、企業やボランティアの皆さまの
協力を得て、ごみの分別を呼びかけるなどの活動を行いました。

祇園祭ごみゼロ大作戦2017

活動報告会・交流会

9月2日に今年度の祇園祭ごみゼロ大作戦の報告会と報告会を行い
ました。
今年度の祇園祭ごみゼロ大作戦でのボランティアをはじめとする
様々な活動の全体像や、今回の宵山、宵宵山の期間で排出されたご
みの量などの情報を共有しました。また、参加者の皆さま同士で感
想や意見を話し合っていただきました。報告会内で頂いたご意見
は、今後の展望に役立てたいと考えております。

大阪・天神祭への波及
今年から大阪の天神祭の一部エリアでも祇園祭ごみゼロ大作戦の
ノウハウを用いた取り組みが始まりました。
天神祭ごみゼロ大作戦 http://www.tenjin-gomizero.jp/

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）

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。

【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。

短信：1997年12月の京都でのCOP3開催当時、私はある企業で神奈川県にいました。職場の先輩が国際会館に行くのに、京都出身の私に交通手段を尋ねてきましたが、
京都を離れてしばらくたっていたので、その時には国際会館まで地下鉄が延びていることを知らず、別の人から教わったことを思い出します。あれからもう20年ですね。
（井上）6月上旬に京のアジェンダ21フォーラムに採用以来3カ月が経過しましたが、皆さまにはご迷惑をかけ通しの毎日です。そのような中で、現在はKESエコロジ
カルネットワーク事務局で「藤袴と和の花展」を担当しております。9月23日（土）から10月9日（月）まで梅小路公園で開催されます「藤袴と和の花展」には、10
社以上のKESエコロジカルネットワーク参加事業所からも、日頃から丹精込めて育てあげたフジバカマを出展して頂いておりまして、会場はフジバカマ一色の華やか
な景色となっています。ご協力有難うございます。
（山谷）暦の上では秋とはいえ、まだまだ昼間に外出すると汗ばむほど暑い日も多いですね。それでも街路樹のイチョ
ウの木には銀杏の実がつきはじめているのを見ると、秋が気付かない内に近付いてきているのを感じます。最近は朝夕寒いと感じる日も増えてきました。
（岩城）今年
の夏は東京では雨の日が多かったようですが、京都は晴天続きで相変わらず暑かったです。でも、これからの2ヶ月ほどは冷暖房器具のお世話になることなく、省エネ
に協力したいと思います。本格的な秋に向けて、体力づくりも何か取り組みたいですね。（小河）

京のアジェンダ21フォーラム 季刊誌 2017年秋（第56号）
発行日：2017年10月６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/
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