
「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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京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト

KESCインタビュー

「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。

KESC参加企業の方々に活動に参加するようになったきっか
けや会社での取り組み、“活動への思い”をお聞きしました。

当社は2014年11月に創業60周年を迎えた京都洛北にある総合印刷会社です。謄写版印刷から現在のデジタ
ル印刷まで、技術革新の中でお客様第一主義を続けています。その実績から京都のほとんどの大学や官公庁を
中心に多くのお客様からご愛顧を頂いています。この季刊誌も当社で印刷させていただいています。
紙を扱う会社、又地域密着型企業として、環境問題は避けては通れない問題です。紙ゴミの量を減らす工夫を行い、個人情報や
機密情報以外の全ての紙ゴミをリサイクル業者に引き取っていただくなどの活動を行っています。
また、KESステップ1を2006年に取得しました。2016年には第10回目の認定審査が行われ無事に更新が認証されました。当社
にはKES環境委員会というプロジェクトチームがあり、全社員のアンケート方式で具体的に3つの取組を行っています。①ベルマー
ク回収②フタバアオイの育成③会社前清掃です。毎月目標数値を設定しまして、それに向けて委員会を中心に全社員が一丸となっ
て取り組んでいます。
なお、2014年からは里山保全チームに参加しまして、岩倉にある通称「わきの山」の手入れや間伐作業に取り組み、小学生がわ

きの山で元気よく遊び、学んでもらえるように活動しています。2017年も春ごろから活動を再開しますので、より一層地域貢献が
できるよう努力していきます。

私たちアイセックは、社会に貢献するリーダーシップを持った人
材の輩出を目的に、海外インターンシップの運営を行なっている世
界規模の学生団体です。教育・環境・伝統産業の衰退といった京都
が抱える問題をテーマに、インターンシップを作り、運営しておりま
す。現在は教育機関、伝統産業、環境といった多岐に渡る分野の企
業様で、アジアやヨーロッパ圏の学生が参加し、日本での就業経験
を積んでいます。また、インターンシップ以外にも、企業様と連携
したプロジェクトや、環境フェスティバルへの参加などを継続的に
行っております。 
そして環境かみしばいチームには、2013年度からアイセックのメ

ンバーが参加させていただき、幼児に対して環境問題の啓発をする活動に取り組ませてい
ただいています。作品の構成から実演まで、すべてチームの皆様と一緒に創り上げており、幼児たちに関心を持ってもらえた際に
は、とてもやりがいを感じます。環境問題という大きな問題に、この活動を通して少しでも興味や気づきを抱いてもらえるよう、私
たちアイセックもチームの一員として今後も尽力していきます。 

株式会社北斗プリント社
 営業部　山崎　隼和

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　中西　晶子

日本の学生が台湾の教育機関でインターンシップを
行なっている様子

日本に来日したインドネシア
の学生、カナダの学生と中西 アイセックのステーク・ホルダーズミーティングに

て、環境かみしばいチームの皆様と

環境かみしばい
チーム参加

里山保全
チーム参加

2



「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達との関
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

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

仕事で車を利用する、または車の販売など“交通”に関わるメンバーが集
まり、京都市内の小学校で環境出前授業を行っています。
［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、「歩くまち・京都」フォーラム、江戸博士（個人参加米澤氏）

2月20日　向島保育園でかみしばいを上演しました。
向島保育園にはチーム立ち上げ当初から毎年伺い、環境かみしばいを上演させて頂いています。今回は「ごみを減らせるかな？ロバくん」

「トラオくんすてちゃうの?」のかみしばい２作品を上演しました。

「ごみを減らせるかな？ロバくん」
あらすじ：ロバくんの住んでいる町は
最近ごみが目立ちます。お友達の動物
も、持ち物をすぐに捨てようとしま
す。でもロバくんは持ち物をごみに
しない方法はないかと悩みます。スー
パーたぬきの環境くんにも協力して貰い、そもそもごみを出さ
ないように意識する大切さを伝えます。

「トラオくんすてちゃうの？」
あらすじ：ある日遊びに行くと、トラオ
くんの部屋にはまとめて束ねられた絵本
やおもちゃの入った箱が。トラオくん
は、もう読まなくなった絵本だと言いま
す。ねこちゃんが絵本を読みたいとお願
いし、絵本を束ねるヒモを解くと、なん
と絵本やおもちゃがしゃべり出しました！捨てられるのは悲し
いと訴える絵本に、まだ綺麗だけど沢山読んだからもう必要な
いというトラオくん。本当にすてちゃうの？

環境かみしばいの上演後は、体験
コーナーを設けました。おもちゃを
動かすソーラー電池は、太陽光を12
時間あてて充電した充電池を使用し
ています。エコクイズでは電気を使
うもの、使わないものを考えて指さ
しで答えてくれました。太陽のかわ
りに電球の光を当てると走るソー
ラーカーの体験は、機体から電球を遠ざけると止まり、近づけると走るという仕組みが分かりやすく、楽しく学んで貰えている様子が窺
えました。

1月28日　作業
背の高くなったクヌギの木の枝の剪定を行いました。剪定した枝

は、乾燥させる為に山からおろし、玉切りして薪棚に並べました。株式
会社小林造園協力のもと、高い位置での作業も安全に行うことができま
した。クヌギの枝を切ったことで、これまで木陰になり暗かった通路に
も光が入るようになりました。

その他、フェンスに伸びたツル切りなどの整備も行いました。これ
から春にかけて植物の成長が著しくなります。児童もわきの山に校外学
習・フィールドワークで入る為、引き続き手入れが必要になります。
＊里山保全チームでの活動に参加してみたい！という団体・企業様は是非京アジェンダ21フォーラムまでお問合せください。
　一度試しに活動に参加したいという方も大歓迎です、お待ちしています。

1月27日　朱雀第四小学校で環境出前授業を行いました
現代では主要な交通手段となっている車ですが、江戸時代は長距離の移動の時どうし

ていたのでしょうか？江戸博士が江戸時代と現代の交通について教えてくれます。授業
では江戸時代の移動手段であった“カゴ”も登場しました。

車を走らせると二酸化炭素が排出されるので、近くへ出かける時は歩いたり、自転車
や公共交通機関を利用することでも二酸化炭素の削減に繋がります。大人が自動車を利
用する時はアイドリングストップ、エコドライブを意識しても
らうのも効果的です。

最近ではガソリン以外をエネルギーにして走る車も出てきて
おり、今回は電気自動車、ハイブリッド車の二台の実車見学も
行いました。

電気自動車は専用のコンセントで充電をして、電気を燃料と
しているため排気ガスを全く出しません。そのためマフラーが付いていないなど、見た目でも分かる違いに気付くことができました。普
段見る事ができない車の内部や部品の説明なども受け、興味深そうに覗き込んで耳を傾けていました。

告報動活

告報動活

告報動活

交通環境学習チーム

環境かみしばい学習チーム

里山保全チーム
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2017（平成29）年度の活動に向けて
KESエコロジカルネットワークでは希少植物の育成対象を昨年までフタバアオイ、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種類として、育成に取り組んで頂いていました。
2017（平成29）年度は新たにアヤメ、ワレモコウを加え、対象植物が８種類となります。

今年度から対象となった植物
アヤメ

アヤメ科の多年草。5月に紫と黄色の美しい花を咲かせ
ます。よく似た花としてカキツバタ、
ハナショウブが挙げられますがこちら
は水の中で育つ水生なのに対し、アヤ
メは陸生です。また花の文目の模様で
も見分けることができます。
近年シカによる食害を受けており、

京都府レッドデータブックでは準絶
滅危惧種（2002年）から絶滅危惧種
（2015年）に引きあげられました。

ワレモコウ

バラ科の多年草。7～10月の秋に紅紫色の稲状の小さ
な花をつけます。わびさびを感じさせる地味な姿や色合
いから、茶花、生け花としてもよく使
われます。根・根茎を天日乾燥させた
ものは、生薬となり、吐血、下痢、や
けどなどの治療に用いられます。若い
葉は食用にもなりました。東アジア、
シベリア、欧州に広く分布。京都周辺
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す。

＊KESエコロジカルネットワークも協力して東山・菊渓川の再生が進められています

市民×地域×企業との連動による森づくりの展開～キクタニギクの咲く菊溪川の再生へ～
京都市及び京都伝統文化の森推進協議会が、東山菊渓川で再びキクタニギクを再生させることを目的とし
た活動を行われています。市民や地域、事業者の皆様との協働により進めています。
この取組での植栽用の苗に、KESエコロジカルネットワーク参加企業が育成するキクタニギク苗木も提供
されました。

今回キクタニギクの苗の提供にご協力いただいたのは以下の通りです。
（順不同、敬称略）京都生活協同組合 / 株式会社元奈古 / 日本新薬株式会社 / 光星電工株式会社 / 武村建設株式会社 / 
吉田商事株式会社 / アール・エス・ティエンジニアリング株式会社 / 阪神トラック株式会社 / 株式会社西川製作所 / 
株式会社三協電機製作所 / 株式会社吉川工務店

３月４日（土）にKESエコロジカルネットワーク参加企業の育成したキクタニギクを植栽しました。

キクタニギクとは？
キクタニギクは、京都東山の「菊渓」に自生していた希少種です。京都府レッドデータブック

で絶滅危惧種に指定されています。名前の由来となった東山菊渓では、現在自生の確認はされて
いません。キクタニギクはキク科の多年草で、秋になると黄色い小花が多数咲きます。かつては
香料や傷薬として使用したり、葉や花を食用としていたといわれています。別名「アワコガネギ
ク」｢アブラギク｣とも呼ばれます。府内でも環境の変化や鹿による食害で希少になっています。

2014年に策定された「京都市生物多様性プラン」に基づ
き、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　Facebook　　https://www.facebook.com/kesecologicalnetwork/
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あ め
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に わ
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京のアジェンダ21フォーラムでは今“雨庭”に注目しています。
雨というと、雨水を溜めて花の水やりなどに利用する雨水タンクをご存知の方は多いと思います。個
人の自宅から学校、会社などで水道水を使うより節約になるしエコだとタンクを設置し、取り組まれて
いる所もたくさんありますね。雨庭は少し違います。

雨庭ってなに？
雨庭とは、アスファルトや屋根などに降った雨を集めて一時的に貯留し、地下に浸透させるための都市空間
における庭のことです。
雨庭という概念は1990年にアメリカのメリーランド州で下水の負荷軽減、水質浄化、地下水涵養などの治水
対策のひとつとして生み出されました。アメリカはもとよりニュージーランドやドイツ、イギリスなど、すでに
海外では普及しつつある取り組みです。
雨水を蓄え、1～2日程の時間をかけてゆっくりと水が地下に浸透するよう土壌改良を施した緑地のことを
指します。都市部ではアスファルトやコンクリート舗装のため水の流
れる場所が限られ、近年問題となっているゲリラ豪雨のように一時的
に大量の雨が降った際は、雨水が下水に一気に流れ入み河川の水位が
急上昇したり、排水溝から水があふれたりするリスクが高くなってし
まいます。雨庭を取り入れることで、そういった問題の軽減が期待さ
れています。
溜まった雨水が一定量以上になると排水され、流れ出す仕組みになっ
ています。

住宅の庭や広場、駐車場の隅、道路の植栽帯などに設置することができるのではないかと注目されています。
日本でもグリーンインフラ※のひとつとして研究が進められています。
※自然の持つ防災や水質浄化などの力を積極的に利用した環境配慮型の社会基盤整備。

雨庭にはたくさんのメリットがあるといわれています。
● 雨水を地面に浸透させることで、雨が降った際に河川に水が一気に流れ込むことを抑制
● 地下水を涵養することに繋がり、湧水が保全される
● 雨水が土中を通過する過程で汚れなどが分解、吸着され水質浄化の効果がある
● 都市化によって減少した生物の生息地になり生物多様性を保全
● 雨庭から蒸発した水によるヒートアイランド現象の緩和
● 緑が増え、景観改善
● 子どもたちが自然に触れ合える場所を提供できる
● 一緒に作業を行うことでコミュニティの交流促進につながる　など

5



京のアジェンダ21フォーラム　季刊誌　2017年春（第54号）　　発行日：2017年3月31日　発行：京のアジェンダ21フォーラム事務局
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短信：雨水の貯留・浸透を進めるためのヒーロー「あまみずタメルンジャーＺ」のショーを見る機会がありました。九州のあまみず社会研究会が企画し、こどもから
おとなまで楽しめるよう学生さん達が熱演していました。「グリーンインフラ」と言うと難しいことも、これならうまく伝えられそうなので、ぜひ京都でも公演の機会
を作りたいです。（井上）環境の仕事に就いて１年が経ちました。今までやってきた商業開発の世界と似ていること、違うなと思うこと様々ありますが、人の心や生活
に携わる部分はとても面白く奥が深いです。（堀川）3月に入っても寒い日の多かった今年ですが、桜のつぼみもちらほら見かけるようになり、春の訪れを感じます。
それと同時に花粉症には辛い季節がやってきました。花粉症対策には腸内環境を整えるのが良いと聞き、発酵食品を多く摂るようにしています。（岩城）この冬は滋賀
湖南地方でもよく積雪があり、寒い日が多かったです。家にいる時は地球の温暖化対策に協力できるよう厚手の服を着込んだのですが、灯油の使用量は昨年より多かっ
たようです。来年は部屋の中でもできる軽い運動をして、厚手の服を着込み、使い捨てカイロも活用してみるかな。（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。

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。

SDGs（エスディージーズ）はSustainable Development Goalsの略語
で、日本語では「持続可能な開発目標」のことです。
2015年9月の国連総会で、2030年に向けて取り組むべき世界のみんなの課
題と目標をあらわす、このSDGsに世界の国々が合意しました。
「持続可能な開発」のため、世界のいろいろな問題を世界のみんなが協力し
て解決することをあらわした17の目標と169のターゲットが決められました。

17の目標には、貧困や環境、平和など、世界のいろいろな課題が取り挙げられています。

大阪で開催されたワン・ワールド・フェスティバルに出展しました
2月4日（土）、5日（日）の2日間行われましたワン・ワールド・フェスティバルに出展し、

SDGsマップ作成プロジェクトのパネル展示を行いました。
ワン・ワールド・フェスティバルは国際協力・交流を目的としたイベントで、1993年から毎年
開催されています。それぞれが目指す目標のために多くの人々がさまざまな団体・機関と出会い、
情報と出会い、人と出会って、今後につなげるための「きっかけ」や「場（機会）」となることを
目的とされています。
会場には、SDGs に関心のある方が多数訪れ、様々な情報交換ができました。

京都SDGsマップ作成プロジェクト

SDGs
とは?

https://www.facebook.com/kyotosdgsmap/京都SDGsマップ　Facebook
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