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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フォーラム臨時総会
9月28日（金）19時より、京のアジェンダ21フォーラム臨時総会を京エコ
ロジーセンターにて開催し、議案が承認されました。ご出席いただきました
会員の皆様、ありがとうございました。

「太陽光発電2019年問題」勉強会
2009年11月に太陽光発電の余剰電力買取制度がスタートした際に売電を開始した太陽光発電設備は、2019年11月に
は、10年間の余剰電力の買取期間が終了します。そこで、再生可能エネルギーの普及の観点から、この問題の影響や対
応などについて、皆様と一緒に考える機会としまして、「太陽光発電2019年問題」勉強会を8月22日開催しました。
再エネ工房の林敏秋氏が、「2019年問題とは?」と題しまして、余剰電力買取期間終了後に想定されている国の政策と
太陽光発電設置者の対応などについて情報提供を行いました。
NPO法人太陽光発電所ネットワーク大阪地域交流会代表 南里弘氏が、「PV-Netの活動を振り返って」と題しまし
て、自宅に設置した太陽光発電設備による発電量と電気の利用方法や自然エネルギー100％を目指すPV-Netの活動など
につきまして情報提供を行いました。
近畿経済産業局エネルギー対策課課長補佐の岡村琢暢氏が、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」と題しまし
て、固定価格買取制度の仕組みやエネルギー基本計画における再生可能エネルギーの位置づけなどにつきまして、情報
提供を行いました。
NPO法人気候ネットワークの豊田陽介氏がコーディネーターをつと
め、林敏秋氏、南里弘氏のおふたりがパネリストとなって、「太陽光発電
2019年問題に備える」と題したパネルディスカッションを行いました。
このパネルディスカッションでは太陽光発電2019年問題の行方につい
て、意見交換を行い、「2019年問題」に右往左往するのではなくチャンス
と捉え、太陽光発電による電力の活用により新しい形態のビジネスが活性
化されることが期待されるという考え方が示されました。参加者の2019
年問題に対する関心は高く、数多くの質問がパネリストに寄せられまし
た。当日は43名に参加を頂きました。

IPCC総会京都市開催記念 京都宣言発信リレー事業×京都カーフリーデー2018
9月15日トークイベント「京都から考える成熟期の都市戦略2050」
2019年5月にIPCC（気候変動に関する政府間パネル）の総会
が京都市で開催されることになりました。そこで、京都カーフ
リーデーに合わせ、京都御苑・閑院宮邸跡収納展示館内のレク
チャーホールでトークイベントを開催しました。京都大学の諸富
徹教授から「都市の質を向上させるための戦略」と題した基調講
演、気候ネットワークの伊与田昌慶さんから「パリ協定の時代：
世界で進む自然エネルギー100％の地域づくりと京都の役割」と
題した情報提供の後、京都府立大学の松田法子先生を交えてトー
クセッションを行いました。
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9月16日「京都カーフリーデー2018」
毎年9月16日から22日まで、ヨーロッパを始め世
界中で行われている「ヨーロッパモビリティウィー
ク」は、欧州委員会環境総局が推奨しているプロ
ジェクトです。京都では、2013年から京都カーフ
リーデー実行委員会により「京都カーフリーデー」
が開催されており、今年もJR二条駅周辺を会場と
して開 催されまし
た。当日は 市 民 団
体・企 業・行 政 機
関などの展示や体
験ブースが 並び 、
約2,500人と多くの
参加者でにぎわい
ました。
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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。
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「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、毎年新作かみしばいを上演しています。
ෳടᬺ⠪

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。
ෳടᬺ⠪

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
ᵴേႎ๔

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
ᵴേႎ๔

月に1度の定例会議で今年度の新作かみしばいの作成・作業を行っています。
新作かみしばいのテーマは「食品ロス」。京都市内の家庭から出た生ゴミのう
ち、手付かず食品（※未開封のまま捨てられた食品）は4割あり、この問題をど
う解決するのかという事が課題になってきています。今回はこの問題を取り上
げ、作品を制作中です。子ども達にも、楽しみながら学んで貰える作品を作りた
いと考えています。

7月14日 階段・フェンスのツル除去、緑樹の伐採を行いました。
気温があがりフェンスに伸びたツルの除去、わきの山に安全に入れるように階
段まわりの手入れ作業を行いました。今後も、「わきの山」にはえるチマキザサ
の保全活動を行っていく予定です。

事業所や先生他8名で作業

サムネイルをもとに画用紙に下書き

作業前のツルで覆われた階段

作業後の階段

次回より絵の具で色塗り作業

ⅣႺࠛࡀ࡞ࠡ࠴ࡓ
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。
ෳടᬺ⠪

1〜6年生19名が参加

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
ᵴേႎ๔
8月11日「夏休み企画 教科書には載っていない特別授業」に参加しました。
夏休みの間の、向日市地域の子どもの居場所づくりとして、NPO法人Creative Adventureが主催する小学生向け学習支援・体
験活動「教科書には載っていない特別授業」に参加しました。通常の小学校での出前授業とは異なり全学年対象であった為、風力
カー体験やソーラーカーなどの体験時間を増やし、1年生から6年生までみんなが楽しめる内容に変更しました。クイズや質問な
ど、子ども達も積極的に参加してくれました。

祇 園 祭

ごみゼロ大作戦
2018

ソーラーカー体験の様子

活動報告会＆講演会

9月24日、「祇園祭ごみゼロ大作戦2018」の活動報告会＆講演会をひ

ているプラスチックごみ対策の最新情報や、2020東京オリンピック・パ

と・まち交流館京都で開催し、ボランティアや協力団体などが集まりま

ラリンピックでの環境対策などから、祇園祭ごみゼロ大作戦の意義や影

した。

響についてお話しいただきました。国や国際的な動きについても、祇園

最初に、祇園祭山鉾連合会の岸本理事長からご挨拶と、山口事務局長

祭のような地域での実践が後押しになるということでした。

から祇園祭に関する参考になるお話をしていただきました。続いて、事

その後は、参加者による交流会とし、数人のグループに分かれて、それ

務局からこれまで5年の経過を踏まえた2018年の活動報告を行いまし

ぞれの当日の思いやごみ減量のアイデアなどの話で盛り上がりました。

た。来場者数が毎年変化するので、ひとりあたりのごみ量を比べると、
取組開始前よりは減っていますが、活動を始めた最初の年よりは少し増
えています。また、のべ2,200人が参加した当日ボランティアさんのア
ンケート結果などの報告も行い、今後の課題を共有しました。
休憩の後、崎田裕子さんから「脱・使い捨て！祇園祭ごみゼロ大作戦
の意義〜Beyond 2020」と題した講演をしていただき、今世界中で動い
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藤袴と和の花展

-'5

9月22日から10月8日
まで、第10回「藤袴と
和の花展」が梅小路公園
で開催されました。同展
は、フジバカマや他の希
少な植物の保全の大切さ
を訴える中で、保全に取
り組む団体の活動紹介を
行っています。

ǎǙȔǞǑȒǳǩǮȖ½Ǖ
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。
2018年度の取組みとして、継続して希少植物の生息域外保全活動を
行っていく他、敷地内の緑化や地域の生物多様性保全活動への参加も
行っていきます。

藤袴と和の花展の様子

KESエコロジカルネットワーク参加団体で育成しておりますフジ
バカマを毎年会場で展示しています。今年は第10回目ということ
もありヒオウギも会場で展示しました。15事業所に出展のご協力
をいただき、フジバカマは15鉢、ヒオウギは11鉢を展示すること
ができました。
また、KESエコロジカルネットワーク参加243事業所を一覧にし
たパネルを会場に展示し、参加事業所をご紹介しました。

みやこ

2018（平成30）年度

京の生きもの・文化協働再生プロジェクト

KESエコロジカルネットワー
クの参加243事業所によります
植物の希少種育成の取組は、京
みやこ
都市の「京の生きもの・文化協
働再生プロジェクト」に認定さ
れています。平成30年度に、3
号、10号、12号、16号認定対
象の希少種育成を始めた事業所
の皆さまへ、京都市より交付さ 第20号認定プレート
れた認定プレートを進呈しました。また、新たに「クリンソウ」の育
成が「第20号」に認定されました。

「水鏡」にて展示されたフジバカマ

京都駅ビルの緑化展示
施設「緑水歩廊」におき
ましても、9月26日から
10月8日まで、フジバカ
マの展示が行われまし
た。

2018（平成30）年度の新規認定件数
第 ３ 号認定：フタバアオイ及びフジバカマの育成 18件
第10号認定：ヒオウギ及びキクタニギクの育成 12件
第12号認定：オミナエシ及びカワラナデシコの育成 12件
第16号認定：アヤメ及びワレモコウの育成 14件
第20号認定：クリンソウの育成 12件
上記68件が新規認定されました。

KES エコロジカルネットワーク

Facebook

開花したヒオウギ

https://www.facebook.com/kesecologicalnetwork/

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 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）
※振込銀行名は、
「三菱東京 UFJ 銀行」
から
「三菱 UFJ 銀行」
に呼称変更されています。
（支店名、口座番号は変わっていません。）

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：先日、ドイツの方を交えての打合せの際、私の所属団体について「ローカルアジェンダ21」と言うとすぐに理解していただけました。以前お会いしたアジアの
方も同様でした。そんなきっかけになる話題があるのに、英語がもっと使えればと今更ながら感じています。
（井上）
9月22日（土）から10月8日（月・祝）まで「藤袴と和の花展」が梅小路公園で開催されました。第10回目となる今年は、フジバカマの育成事業所様だけでなく、ヒ
オウギの育成事業所様にもご出展頂き、会場は大変華やかになりました、これからも、KESエコロジカルネットワークの活動にご協力を頂きますよう、よろしくお願
いいたします。
（山谷）
今年の夏は梅雨明けも早く、記録的な猛暑のため外出時に限らず、家にいても熱中症対策が必須となる事態でした。我が家も扇風機だけでなくエアコンも点けて、水
分補給をしながら暑さ対策を講じてきましたが、電気代がバカになりません。今後はすだれ、グリーンカーテンも必要ですね。
（小河）
この夏は台風などの自然災害が多く、特に印象に残りました。台風の風で木が倒れるなどの被害が近所でもあり、こういった問題は身近なところでも起こるものだと
考え、日頃からの意識や備えが必要なのだと感じました。
（岩城）
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