
「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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2017年12月3日（日）午前10時30分から17時まで、同志社大学志高館にお
きまして京都議定書誕生20周年を記念して、記念講演会とSDGsシンポジウムを
開催しました。

京都議定書誕生20周年記念講演会

「京都議定書誕生からの20年とこれから」
午前10時30分から12時10分まで、京都議定書誕生20周年記念講演会「京都議定書誕生からの20年とこれか
ら」が開催されました。
歴史を振り返りますと、1997年12月に国立京都国際会館で開かれました第3回気候変動枠組条約締約国会議
（COP3）で「京都議定書」が採択されました。
また、この会議に先立ち同年10月には京都のローカルアジェンダ21として「京のアジェンダ21」が策定され
ました。今年、2017年はこれらの年から20年の記念すべき年です。

記念講演会は、はじめにNPO法人気候ネットワーク代表　浅岡美恵さんにより、「京都議
定書誕生からの20年とこれから」と題した講演が行われました。
浅岡美恵さんは、市民セクターから温暖化問題を中心とした環境問題に取り組んでおられ
ます。今回の講演では、「京都議定書誕生から20年、世界の平均気温の加速度的上昇が続く
なか、2015年にパリ協定が採択され2017年に発効した。パリ協定の『２℃目標』への道
は、脱炭素への道である。世界全体で脱石炭へ向かうなか、先進国で石炭使用の拡大は日
本だけである。京都議定書の採択から始まった『脱化石への道』であるが、日本はパリ協定を受け止め、脱炭素
経済への転換方針を明確にすべきである。温暖化対策は、生活の質や経済への脅威ではなく、生活の質を高め、
新たな経済を開いていく」との提言を頂きました。

つづいて、Climate Youth Japan（CYJ）の高橋美佐紀さん（公立鳥取環境大
学）、塚本悠平さん（関西大学）により、「ユースによるCOP23海外派遣事業報告」
が行われました。
CYJは2010年春、気候変動問題に高い関心を持って活動しているユースによって
設立されたネットワーク型NGOで、活動意義や、活動内容などが報告されました。
活動内容は大きく分けて、国内アドボカシー（政策提言）、サスティナリンピック
（持続可能なオリンピック）、COP派遣事業の３つです。このうちCOP派遣事業で
は、SNS等でのCOP23派遣事業の情報発信や、海外ユースとのネットワーキングづ

くりをしています。また、日本の環境政策の動向・サスティナリンピック事業の活動発表
の場としてワークショップを開催しています。そして、これらの活動の成果とは別に、課題として、海外ユース
のようなアクションが足りない事など、また今後の活動の展望として、鳥取、東京での「COP23報告会」の開
催や、継続したCOP派遣などが報告されました。

「京都議定書誕生20周年記念講演会」
および「SDGsシンポジウム」

午前の部

主催：京のアジェンダ 21 フォーラム、一般社団法人環境パートナーシップ会議（EPC）
共催：同志社大学ソーシャル・ウェルネス研究センター
協力：SDGs 市民社会ネットワーク、Climate Youth Japan　|　助成：地球環境基金
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SDGsシンポジウム

「各ステークホルダーによるSDGs最前線とディスカッション」
午後は13時15分から17時まで、SDGsシンポジウム「各ステークホルダーによるSDGs最前線とディスカッ
ション」が開催されました。
SDGs（エスディージーズ）とは、Sustainable Development Goalsの略語で、「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。

はじめに株式会社伊藤園常務執行役員CSR推進部長の笹谷秀光さんにより「企業戦略として
の持続可能性」と題した講演が行われました。　
笹谷さんからは、「SDGsの17の目標は、企業にとって『チャンス』である一方で、『リス
ク』でもあるので、リスクをよく洗い出す必要がある。また、SDGsと関連づけながら、持続可
能な企業を目指すESG（環境・社会・ガバナンス）や、社会的課題と経済的課題の同時解決を目
指すCSV（共有価値の創造）に取り組んでいく必要がある」との提言を頂きました。

つづいて、「各ステークホルダーによるSDGs最前線」と題して、６組のステークホルダーが発表を行いました。
まずはじめに、NPO法人環境市民代表理事　杦本育生さんから、「消費から持続可能な社会をつくる市民ネッ
トワーク」の活動と事業者の反応についてのお話のあと、同志社大学2017年度プロジェクト科目「学生×NGO
で取り組む！地域～世界の課題に発言・提案しよう！」の飯塚梨華子さんと門脇愛美さん、特定非営利活動法人
アイセック・ジャパン　会員団体　同志社大学委員会事業開発統括　齋木優輔さんから「京都の学生活動の紹
介」がありました。さらに、（一社）SDGs市民社会ネットワーク地域連携アドバイザー　新田英理子さんから
は、「全国的な動きの紹介」を、環境省地球環境局国際連携課課長補佐　福井陽一さんからは「中央政府・国連機
関の動き」についてのお話を頂き、最後には、横浜市温暖化対策統括本部環境未来都市推進担当部長　秋元康幸
さんから、「地域の動き」として横浜市のSDGsの取り組みをご紹介頂きました。

その後、休憩をはさんで、（一社）環境パートナーシップ会議　星野智
子さん、江口健介さんをファシリテーターに、会場参加型グループディ
スカッション「SDGs達成に向けてのアクションプラン作り」が行われま
した。参加者はいくつかのグループに分かれ、SDGsで興味がある目標や
自分ができることなどで意見を交わし、最後はグループごとに意見発表を
行いました。

シンポジウムの締めくくりに、京のアジェンダ21フォーラム代表で同志社大学大学
院総合政策科学研究科教授の新川達郎さんがコーディネーターをつとめ、全体ディス
カッションが行われました。
参加者のSDGsに向けた熱い思いは、「近代はもぐらたたきで問題を解決すればよ

かったが、現代は根っこから解決しなければならない。それをしないと持続可能な社
会とならない。SDGsをうまく使って、未来を切り開いていきたい。SDGsの取り組み
をいろんなセクターに広げていきたい」という意見に集約されました。

長時間にわたって開催されました今回の催しは、午前の記念講演会に74人、午後のシンポジウムには69人の
皆さまに参加頂き、盛況のうち無事終了いたしました。
ご参加頂きました参加者の皆さま、開催にご協力頂きました関係各位には、改めまして御礼を申しあげます。

午後の部
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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。

京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクト

「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

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

12月6日、つくし保育園で新作かみしばいを上演しました。
つくし保育園の12月のお誕生日会のゲストとしてご紹介頂き、環境かみしばいの上演と学
びの時間を設けて頂きました。また、今年度の新作かみしばい「びっくり やさいおばけ」の
初お披露目となりました。
今回の活動では「びっくり やさいおばけ」と「まいごのクレヨンくん」のかみしばいを上
演しました。新作の「びっくり やさいおばけ」は野菜が嫌いなキツネの“コンちゃん”が主

人公。食わず嫌いは良くないことや、作ってくれた相手のことも考えたり、食事を食べきる
事の大切さを伝える内容になっています。「まいごのクレヨンくん」は片付けの際に仕舞い
忘れられてしまい部屋に取り残された“クレヨンくん”が主人公。子ども達には片付けの大
切さと、自分の持ち物に名前を書くことで迷子にならずに持ち主のもとに戻ってくることを
伝えました。
また、年長組はかみしばいの上演後に学びの時間として太陽光で充電した電池で動くおも
ちゃやソーラーカー体験、二択クイズに答えて貰いました。

10月28日　定期活動として、伸びた草やツルの除去作業を行いました。
植物はあっという間に成長するため、人が足を踏み入れられるように保つためには定期的に作業が必要です。
この日は午前中いっぱい活動しました。

活動報告

活動報告

上演前のリハーサルの様子

新作かみしばいを初上演 太陽光で充電した電池で動くお
もちゃを紹介

ソーラーカーを走らせる体験 電気を使うのはどちら？二択ク
イズ

紙しばいを集中して聞いてくれ
ました

紙しばいを見てくれる子ども達
に自己紹介

環
境
か
み
し
ば
い
学
習
チ
ー
ム

里
山
保
全
チ
ー
ム

昇降の妨げになる
部分を刈りました

足元に気をつけ
ながら作業

草で階段が隠れている状態 今回除去したツルの一部除去後の様子ツルがフェンスや斜面に伸びて
いました
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京都駅ビル「緑水歩廊」にキクタニギクを展示しました
KESエコロジカルネットワークに参加されている企業・団体に栽培していただいている「キクタ
ニギク」を京都駅ビルにある生物多様性をテーマにした展示施設「緑水歩廊」にて11月15日から
11月29日までの15日間展示しました。
今回展示しました「キクタニギク」は、キク科の多年草で京都府レッドリストの絶滅危惧種で
す。名前は京都・東山の「菊渓（きくたに）」に由来しますが、かって「キクタニギク」が咲いて
いた地域も環境の変化により今では花の自生が確認できなくなっています。なんとかキクタニギクが咲いていた以前の姿に戻
そうと、2016年から菊渓川の再生事業が開始されています。

KESエコロジカルネットワークでは、この絶滅危惧種「キクタニギク」の原生種の生息域外保全を京都市都市緑化協会様の
支援の下希望される企業・組織で実施いただいています。

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。

[出展組織]（順不同、敬称略）
京都生活協同組合、日本新薬株式会社、西垣金属工業株式会社、都総合管理
株式会社、株式会社元奈古、アール・エス・ティエンジニアリング株式会
社、京都市上下水道局下水道KESグループ（７事業所）、きた下水道管路管理
センター東部支所、きた下水道管路管理センター八条支所、みなみ下水道管
路管理センター、みなみ下水道管路管理センター山科支所、みなみ下水道管
路管理センター西部支所、下水道建設事務所、下水道建設事務所鳥羽事務所

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）

12月11日　京都市立葵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。
座学では交通と環境の関係や、自分達にも出来る取り組みについて
一緒に考えました。
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運
転する人が意識することで、二酸化炭素を削減できます。また、自動
車を使わず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。
近くへ出かける際には歩いたり自転車を使うように意識すると、環
境に配慮したエコな行動につながることを伝えました。
実車見学の時間は校庭に出て、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。
電気自動車は充電コネクタで充電をして電気を燃料として走行するため、走行中の排気ガスを出しません。
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。京都市だと、山科
に水素ステーションがあります。
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
いて生徒たちが理解を深めることができるよう、車の内部や部品に
ついても解説しました。

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

活動報告

今回京都駅の展示施設「緑水歩廊」での展示にご協力いただいた企業・組織

交
通
環
境
学
習
チ
ー
ム

２台の車には色々な違いがあり
ます 

ボンネットを開いて内部も見て
貰います

メッセージを皆で読み上げました授業で伝えたことのふりかえり

仕事でも扱う自動車について説明江戸時代のカゴとタクシーの違
いについて考える
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短信：大学生による環境活動について発表を聞く機会が重なりました。内容もさることながら、プレゼンの仕方が素晴らしいですね。研究室やサークルのほか、科目
になっていたり、学内の組織やNPOなど活動の形態や場面は様々なようです。このような活動へ参加する皆さんの今後の活躍に期待します。（井上）京都駅ビル緑水
歩廊で開催されました「キクタニギク」展示は、KESエコロジカルネットワーク参加事業所の皆さまのご協力により、11月29日（水）盛況のうちに無事終了いたしま
した。有難うございました。京都環境コミュニティ活動の交通チーム出前授業は、12月11日（月）の葵小学校に続き、新年は1月29日（月）、山科の西野小学校を訪
問する予定です。子どもたちには前回同様、電気自動車とともに最新の水素燃料電池車を見学してもらいます。（山谷）毎年出展させて頂いている京都環境フェスティ
バルを終えると年末が近付いていると感じます。思い返すと2017年もあっという間でした。年が明け、１月からもKESCの活動が活発ですので、寒さに負けず頑張っ
ていきたいと思います。（岩城）いつものことながら師走の声を聞くと、あちこちでクリスマスソングが流れていて、なんとなく慌ただしさを感じます。今年は豪雨、
台風、冷夏、降雪など、異常気象の影響と思われる出来事がありました。全世界レベルで地球温暖化対策を進め、暮らしやすい世の中になるよう願うと共に、何らか
のお手伝いができればいいな、と思っています。（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。

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。

京都パルスプラザ（京都府総合見本市会場）で開催されました「京都環境フェ
スティバル2017」に京のアジェンダ21フォーラムから京都環境コミュニティ活動
（KESC）プログラムの２チームが出展しました。12月9日（土）はKESC環境エネ
ルギーチーム、12月10日（日）はKESC環境かみしばいチームが参加しました。
今年の京都環境フェスティバル2017のテーマはほっとけない 地球のこと～京都
議定書誕生20周年～。“目指せCO2排出ゼロ生活”をテーマにした環境と人にやさ
しい住まいコーナーには最新の創エネ・省エネや外壁新素材を体感できるブース
や、次世代自動車コーナーにはEV・PHV・FCV（水素自動車）や天然ガス自動車が
集結し、展示されました。
その他「楽しいおもちゃで遊べるキッズエリア」「ママもうれしい♪美容タイム」
など子どもから大人まで楽しめるコーナーやポスター・作文の作品展など、様々な
展示やミニステージイベントも行われました。

LED照明と蛍光灯の違い、ソーラー
カー体験をメインにブース出展をさせ
て頂きました。
LED照明と蛍光灯の違いは明るさだ
けではないことを知って頂くために、
見比べるだけではなく触ってみて温度
にも違いがある事を体感してもらいま
した。長時間点灯したままにすると、
蛍光灯は温度が上がり熱くなります。
ソーラーカーは2cm角程の小さな
ソーラーパネルを積んでおり、太陽
のかわりにライトの光を当てると走ります。サイズはとて
も小さいですが、太陽光発電と同じ仕組みで光で発電して
走っています。
また、参加してくれた子ども達には射的も楽しんでもら
いました。

普段は保育園で環境かみしばいを上
演しています。京都環境フェスティバ
ルは、イベント来場者の年齢層が広い
ため、普段関わることのない方達にも
作品を見て頂ける貴重な機会になりま
した。
かみしばいを見てくれた子どもさん
には、かみしばいの登場人物のキャラ
クターシールも配布しました。
また、これまでに作成したかみし
ばい10作品をラミネート加工した見本を展示し、自由にご
覧いただきました。ボランティアでかみしばいの読み聞か
せの活動をしている方に興味を持っていただけることも多
く、広がりのある場になりました。

9日（土）　環境エネルギーチーム 10日（日）　環境かみしばいチーム

9日の様子

10日の様子

小さい太陽光パネルをのせた車 歴代の紙しばいを展示

ソーラーカー体験 参加したチームメンバー

LEDと蛍光灯の違いを説明 かみしばいを上演しました
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