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～だれも取り残さない
　　　社会のつくり方～

京都からつながるSDGsシンポジウム
お香からチョコレートまで

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」と呼ばれています。2015 年 9
月の国連総会で、2030 年に向けて取り組むべき世
界の課題として採択されました。

SDGs は、より良い将来を実現するため、「貧困
をなくす」「持続する経済をつくる」「環境を守り

育てる」など、あらゆる国々で達成されるべき 17 の目標を定めたものです。
実はこの SDGs、日本の京都に住む私たちとも切り離せない話なのをご存知ですか？
今回、私たちの日々の暮らしやごく身近な話題から SDGs について考えるシンポジウ

ムを６月 23 日に開催しました。
加藤良太氏（アドボカシー・オーガナイザー）をファシリテーターとして迎え、3 名

のゲストスピーカーの方々からチョコレートやお香、日々の暮らし方など身近な話題を
通して SDGs につながるお話をして頂きました。

チョコレートの原材料となるカカオの生産現場の実態を
知り、2011年に金融業界から転身してチョコレートブラ
ンド「Dari K」を京都で創業。「努力が報われる社会」を目
指し、現地に赴き生産者とカカオの育成から携わりチョコ
レートを作り、「カカオの作り手にも思いをはせた」経営に
励んでこられたお話をうかがいました。

チョコレートの原料となっているカカオ豆の日本への輸
入量は、ガーナが80%を占めています。生産量では上位の
インドネシアでも輸入量は全体の約0.3％ほど。なぜそんな
にもガーナ産が多いのか、皆さんは疑問を持ったことはあ
るでしょうか。カカオ豆にどんな違いがあるのかを調べる
と、ガーナではカカオ豆を発酵させており、インドネシア
ではカカオ豆を発酵させていないため風味が劣るという理
由にたどりつきました。未発酵のカカオ豆は油をとったり
安いチョコ菓子に使われますが、インドネシアでは重要な
産業のひとつとなっています。

吉野氏が訪れたインドネシアのカカオ豆農家は、発酵の
為の知識と道具がありながら未発酵のカカオ豆を出荷して
いました。以前は質を良くしようと取り組み、カカオ豆を

発酵させて出荷していましたが買取値段は変わらないま
ま、手間がかかるばかりでやめてしまったという生産者の
現状を目の当たりにしました。

当時の縁からDari Kではカカオ豆農家からカカオ豆を直
接買取り、質のよい豆を安定して生産できるように現地で
育成方法のレクチャーを行っているほか、カカオが不作で
も安定した収入を得られるよう複数の果物を育てる対策案
を挙げるなど農家の生活も考え、協力し合いながらチョコ
レートを作られています。

また、Dari Kとカカオ豆農家の間でカカオ豆の品質に7つ
の基準を設け、7つ全てをクリアすればAランク、5～6項目

インドネシアでカカオづくりから携わっている
こだわりのチョコレート専門店� Dari K 株式会社　代表取締役　吉野慶一 氏
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宝永2（1705）年、京都に創業。香づくりの社業に加え
て、香文化の普及発展のため国内外での講演・文化活動へ
の意欲的な取組みや、環境省の「かおり風景100選」選考
委員などを務められています。

お香の材料は漢薬香料ともいわれ、白檀や桂皮、丁字な
どいわゆる「草根木皮」を
粉末にしたものを混ぜ合わ
せて作られます。白檀のよ
うに木材そのものに芳香が
ある木を「香木」といいま
す。香木の香りはそれぞれ
木の種類によって全て異な

り、その香りは古の時代から人々を魅了してきました。
日本で「香」が用いられるようになったのは仏教伝来の

頃と考えられています。様々な仏教儀礼とともに香も大陸
から伝えられました。日本とは縁の深いお香ですが、材料
は主に東南アジアからの輸入に頼っています。「生物多様性
の実践」として、フジバカマの育成・公開の他、香料の故
郷東南アジアの植林活動にも力を注いでいます。

また、持続可能な社会の一員としての企業の取り組みを
考えた活動として、インドネシアの蝋纈（ろうけつ）染め
の布※パティックや、色鮮やかな縞織物ルリックを使った
「匂い袋」を販売されています。
※染めようとする色以外の部分を蝋で覆う技法で染められた布

中川氏は結婚と同時にニューヨーク州ウッドストックで
暮らし始め、本場のオーガニックライフを学び、帰国後も
有機野菜を中心とした食生活を実践されてきました。

円山公園の奥にある静かな高台にひっそりと佇むお宿吉水
は昔ながらの数奇屋造り（※茶室の風合を取り入れた住宅様
式）のお宿です。壁は珪藻土や土壁、柱や床は無垢の木材を
用いており、自然に囲まれた静かな空間を堪能できます。天
然精油の植物性石鹸シャンプー、寝具はオーガニックコット
ンなど、衣食住で安心して過ごせることを前提に、お宿での
朝食の食材は無農薬・有機野菜を使用し、素材の味を生かし
ながら手作りの味を大切にされています。

日常のくらしの中で大切
なのは食べ物と考え、特殊
なものにお金をかけるので
はなく、自然にあるものを
使いたいという中川氏の気
持ちが込められています。

会場では、こだわりの有機野菜を混ぜ込み作られた「お
にぎり」と有機大豆をご用意いただき、ご自身が実践して
いる「どんなに忙しくても食べる事をおろそかにしない
“人と自然にやさしい暮らし”」について、興味深いお話を
うかがうことができました。

参加者に書いていただいた「質問カード」をもとに、ファ
シリテーターを交えた４名により議論がなされました。

ディスカッションでは、アメリカの大手通信販売会社によ
り、オーガニック食品で有名な高級スーパーが買収された話
題がとりあげられ、消費者は生産者の顔が見え辛くなること
が懸念され、今後は生産者の情報をどのようにして提供して
いくかが課題となってくる、との意見が出されました。

シンポジウムのまとめとして、この活動は「みんなが担
い手」であり、一人ひとりが立ち止まって持続可能な、よ
り良い将来を実現するために考える必要があること。そし
てその基礎となるSDGsを意識して、子供たちにも「これか
らの担い手」として参加してもらう必要があるとの意見も
出されました。

創業300年、京都が誇るお香の専門店
� 株式会社松栄堂　代表取締役社長　畑　正高 氏

海外では予約がとれない人気のお宿
� 株式会社吉水 代表取締役社長、お宿吉水 女将　中川誼美 氏

ディスカッションと質疑応答 今後に向けて

でBランク、4つ以下は買い取りをしないとランク別にルー
ルを定め、品質が良ければよい値段で買取される「頑張れ
ば報われる」仕組みを取り入れています。他にもカカオ豆
農家について知って貰うために現地へのツアーも行ってい
ます。参加者は農家に泊まり込み寝食を共にします。「ツ
アー参加者は家族、農薬を使わない方法を教えて｣と農家か
ら要望があり、無農薬での栽培に取り組んでいます。

カカオ豆農家の子ども達はチョコレートを食べたことが
ありませんでした。家には冷蔵庫もなく、カカオ豆がどの
ように使われているのかも知らなかったのです。子ども達
にチョコレートを食べて貰うと「とても美味しい、こんな
に素敵なものをお父さんは作っていたんだ」と喜んでくれ
ました。お父さんの仕事に誇りを持ち、子ども達の代に
なっても協力して支え合っていきたいと考えています。
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育成対象の植物

フタバアオイ
ウマノスズクサ科の多年草。背は低く、茎は地上を横に

這うように成長します。見逃してしまいがちですが、双葉
の間にお椀型をした赤紫色の控え目な花が咲きます。京都
で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。フタバアオイは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。

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の葉に似た香りがし、
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。

ヒオウギ
山野の草地や海岸に自生するアヤメ科の多年草。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。種は
漆黒で別名「ぬばたま」「うばたま」と呼ばれています。

祇園祭では厄除け・魔除けとして鉾町などに飾られます。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
では準絶滅危惧種に指定されています。

キクタニギク
キク科の多年草。秋になると黄色い小花が多数咲きま

す。京都東山の「菊渓」に自生していた希少種です。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。

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。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。

オミナエシ
日当たりの良いいい草原などに自生しているオミナエシ

科の多年草。成長すると1m以上になり、8～10月には枝
先に黄色の粟粒のような小さな花を咲かせます。種をまい
てから花が咲くまでには3年ほどかかります。育成対象と
なっているフジバカマと同じく秋の七草として有名です。

カワラナデシコ
日当たりの良い草原や川原に育成するナデシコ科の多年

草です。高さ30～50cmになり、6～9月に花を咲かせま
す。花は花弁の先が糸状に細かく分かれており、色は淡紅
色が一般的。育成の過程で、白色などの色がまざっている
ものもみられることがあります。秋の七草のナデシコは本

種のことを指します。

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。

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。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。

2017（平成29）年度説明会・育成講習会を開催しました
5月26日に2017（平成29）年度KESエコロジカルネットワークの説明会を行いました。今年度は新規・継続含めて220社に参加頂いております。
6月12日の育成講習会では各植物の育成方法のレクチャーを受け、各社お持ち帰りいただく苗の植え付け作業を行っていただきました。これから

１年間育成して頂きます植物の内、フタバアオイは株分けして下鴨神社に奉納、他の植物は希望された事業者からはお預かりし（もしくは写真やパ
ネルでの）展示を予定しています。

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。

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。

KESエコロジカルネットワーク Facebook　https://www.facebook.com/kesecologicalnetwork/

KES
エコロジカル
ネットワーク

説明会の様子 下賀茂神社からフタバアオイに
ついての説明も頂きました

植え付け作業 ヒオウギの苗育成講習会の様子

「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。
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。

京都環境コミュニティ活動
（KESC）
プロジェクト
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環境かみしばい学習チーム

環境エネルギーチーム

里山保全チーム

交通環境学習チーム

KESエコロジカルネットワーク Facebook　https://www.facebook.com/kesecologicalnetwork/

「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はじめています
環境かみしばいチーム
は毎月１度集まり、会議
を行っています。5月の会
議では、これまでに各々
のメンバーが考えてきた
案を出し合いました。食
べ残しや雨水など園児た
ちにも身近に感じてもら
えるテーマをとりあげ、
楽しく学ぶだけではなく
一緒に環境について考えてもらえる作品になるようにかみ
しばいの内容について話し合いをすすめています。
アイセック同志社大学委員会には一回生の学生も加わり、
新しい視点も取り入れた作品にしていきたいと思います。

LED照明やソーラー発電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、株式会社エイコー

活動報告 …………………………………………
6月23日　藤ノ森小学校で授業を行いました
藤ノ森小学校の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。
家庭から出る二酸化炭素のうち、約
半分を占めるのが電気によるもので
す。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。見た目は同じ様な形をしていて
も、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。どの
ように違うのか、クイズ形式で学びま
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。

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

活動報告 …………………………………………………………
5月13日　作業
チマキザサの保全とフェンスのツルの
除去・整備。
わきの山には祇園祭の粽としても使用
されているチマキザサが群生していま
す。今回はこのチマキザサの保全を行い
ました。また、フェンスに伸びたツルを
切り、整備も行いました。

6月17日　作業
アベマキの枝の伐採、フェンスのツルの除去・整備。
背の高くなったアベマキの木の伐採を行いまし
た。木が大きく育つと周辺に日の光が入りにくくな
り、足元に生える小さな植物が育ちにくくなりま
す。木を切り、手入れをする事は多様性を育む事に
も繋がります。また、アベマキの木もしばらくたつと新芽が出てきて再び
成長を始めます。

会議の様子

電気自動車の充電コネクタ。家庭
のコンセントでも充電できます

電気自動車のタクシー 水素を使う燃料電池自動車

ツルの除去作業 チマキザサの新芽

ツルの除去開始時

ツルの除去完了後 アベマキの伐採作業 アベマキの枝の玉切り 作業の最後には掃除も行います

今年度初授業

蛍光灯とLED照明を比較

環境クイズも行いました

ソーラーカーレースの様子

燃料電池自動車の内部に
ついて説明

仕事で自動車を使ったり、販売するなど交通にかか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）

活動報告 …………………………………………………………
6月9日　京都市立朱雀第四小学校で環境出前事業を行いました。

交通環境学習チームでは、教
室で授業を行う座学と、外に出て
実際に自動車を見て構造や特徴
などを学ぶ時間を設けています。
座学では、はじめに江戸時代
と現代の交通やくらしについて

の比較を行いました。
現代では日常的に利用する自動車。自動車を走らせ

ると温室効果ガスである二酸化炭素が排出されるの
で、地下鉄等の公共交通機関を効率よく利用すること
で、二酸化炭素の削減につなげることができます。ま
た、自動車を利用するときはアイドリングストップやエ
コドライブを意識してもらうことで、二酸化炭素を削減することができます。
座学のあとは外に出て、電気自動車や燃料電池自動車の構造と特徴につ
いて説明しました。
電気自動車は専用のコンセントで充電をして電気を
燃料として走行するため、排気ガスを全く出しません。
また、燃料電池自動車は、燃料電池内の水素と酸素
の化学反応によって発生した電気エネルギーを使っ
て、モーターを回して走行する自動車です。水素ス
テーションで水素を補給し、電気自動車と同じように
排気ガスを出しません。
普段あまり見ることができない電気自動車や燃料電池自動車について児
童たちが理解を深めることができるよう、車の内部や部品を見せながら説
明を行いました。
将来を担っていく児童たちが車について興味を持ち、環境に配慮した車選び

や運転方法について意識を向けてくれる事を期待しています。
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短信：イベントで、参加者にちょっと困ったことが起きた時、すっと別の参加者の方が助けてくれるという出来事がありました。あまりにもさりげない行動だったので、
困っておられた方もスタッフだと思ったそうです。後日、お礼のやりとりをさせていただきましたが、とても素敵な出来事でした。もちろんスタッフとしての反省はあ
りますが。（井上）アジェンダでお世話になって10か月、卒業することになりました。短い間でしたが、環境活動に携わる人たちの様相を拝見し、とても興味深かった
です。ありがとうございました！（堀川）6月7日より、お世話になっております。ホテル業界での環境活動の経験を生かして、当フォーラム事業の運営管理や企画・
立案に少しでもお役にたてますよう頑張る所存でございます。ご指導賜りますよう何卒よろしくお願いいたします。（山谷）京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェ
クトは、各チーム今年度の活動をはじめています。企業の皆さまと相談し、内容を充実させ、楽しみながらより良くなるようお手伝いさせて頂きたいと思います。今
年度もどうぞよろしくお願い致します。（岩城） 6月に入り通勤電車から見える田んぼの稲苗が日に日に伸びて青々としてきています。私は社会人になる前は実家で農
作業を手伝っていましたので懐かしい風景です。でも、最近は近くの田畑がどんどん宅地に開発されていき、緑が少なくなっているのが寂しく感じています。今年の
夏は猛暑の予想もありますが、緑の自然の涼は欲しいですね。（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。

京のアジェンダ21フォーラム2017（平成29）年度総会
６月26日に京のアジェンダ21フォーラム2017（平成29）年度総会を開催しました。
2017（平成29）年度総会議案書に沿い事務局から報告を行い、全議案承認されました。

会員交流会｢サロンdeエコ｣
2015年に国連で採択されたSDGs（持続可能な開発目標）で扱うテーマについて、SDGs
のことをまだよく知らないという方でも気軽に参加でき、参加者同士の対話を促すアナロ
グゲームを使って語り合いました。SDGsの14の目標の中から各自が最も大切だと思う目
標５つを選び、当て合う所からはじめ、各項目への理解を深めました。

今年度は京都議定書の策定から
20年ということもあり、京都
市が開催予定の「京都議定書
誕生20周年記念地球環境京都
会議（KYOTO+20）」に合わ
せ、他団体、市民、事業者など
と連携した取り組みも予定して
います。
会員の皆さま、ご参加いただき
ました皆さま、今年度も京のア
ジェンダ21フォーラムをよろ
しくお願い致します。

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。可燃ゴミの量は増える一
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
作戦を発足し、2014年から取り組んでいます。
今年も祇園祭の宵山、宵宵山の７月15日（土）、16日（日）にリユース食器
を導入します。

あなたの寄付で祇園祭宵山をごみゼロに！
祇園祭ごみゼロ大作戦は、今年も使い捨て食器をリユー
ス食器に切り替えます。ご寄付は、公益財団法人京都地
域創造基金を通して受け付けています。
日本三大祭のひとつであり、ユネスコ無形文化遺産に登
録されている伝統的な祇園祭のごみゼロ活動。はじめて
の取り組みとなった2014年は2,000人のボランティアと
1,000万円を超える寄付により、約21万食分をリユース
食器に切り替え、約25トンのごみ減量に貢献しました!し
かし、まだまだ課題は山積み。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、今年も検討・準備を
進めています。
ご寄付は祇園祭ごみゼロのための「リユース食器」「ボラ
ンティアコーディネート、ボランティア活動費用」等に
充てられます。また、来年度や他地域への拡大のために
「実施した効果の調査・検証・報告」「情報発信」等にも
充てられます。
寄付受付終了日：7月25日� 目標金額：5,000,000円

[寄付方法]
▶インターネットからのお申込
　https://www.plus-social.jp/donation.cgi?pjid=43
▶郵便振替
　京都地域創造基金寄付口座　00930-4-312262　
　通信欄に「祇園祭ごみゼロ大作戦」と記入ください。
▶銀行振込
　京都信用金庫　本店　普通　2225868
　公益財団法人京都地域創造基金回収されたリユース食器 各所に回収拠点を配置しています リユース食器の洗浄の様子

昨年の様子
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