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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り組みや活動を実施しています。

交通環境学習チーム

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 1月29日
京都市西野小学校で環境出前事業を行いました。西野小学校での出前授業
は、今回が初めてです。
座学の時間では交通と環境の関係、エコな車の仕組み、自分達でもできる環
境に配慮した交通手段の選び方等を学びました。その他に、各社が意識して取
り組んでいるエコな活動も発表しました。
実車見学の時間は中庭に出て、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
中の排気ガスを出さない等、ガソリンで動く自動車とは違った特徴があります。
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、西野小学校の近くの山科に水素ステーションがあります。
普段あまりじっくり見ることのない電気自動車や燃料電池自動車の内部につ
いても、生徒たちが理解を深めることができるよう、部品の役割についても解
説しました。
また、外部給電機能を備えた車両（燃料電池車、電気自動車、プラグインハ
イブリッド車）の電気を家庭用電源に変換し、電気製品を使えるようにする
可搬型外部給電器 も実物の展示とパネルで紹介しました。災害時の非常用
電源として、また平常時でも屋外イベントなど様々な場所での活躍が期待され
ています。

出前授業の様子

実車見学の時間

江戸時代の交通事情について江
戸博士が説明

燃料電池車などと繋ぐと家庭用
電源に変換します

座学の時間の最後にふりかえり
を行いました

電気自動車を充電する時は充電
コネクタを使用します

環境かみしばい学習チーム

「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。
［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 １月17日、向島保育園でかみしばいを上演しました。
向島保育園の園児の皆さんに手作りのかみしばい２作品を見て頂きました。かみしばいの上演中、とても集中して聞いてくれま
した。
今回上演した２作品は「びっくり やさいおばけ」と「まいごのクレヨンくん」。2017年に作成した新作の「びっくり やさいお
ばけ」は野菜が嫌いなキツネの子ども コンちゃん が主人公の作品。野菜嫌いのコンちゃんに野菜を
食べて欲しくて 野菜おばけ が現れます。食事を作ってくれる相手のことも考えたり、食わず嫌いを
せず食べる事に挑戦して欲しいという気持ちが込められています。「まいごのクレヨンくん」はお絵かき
の時間の後に片付け忘れられてしまった 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ています。
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
あいさつに、元気に返事をして
ラーカー体験、二択クイズに参加して貰いました。
くれました

かみしばい上演の様子

２作品とも、集中して聞いてく
れました

電気を使っているものを当てる
２択クイズ
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ソーラーカーは毎回大人気

太陽光で充電した電池で動くお
もちゃの体験

環境エネルギーチーム

LED照明や自然エネルギ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、生田産機工業株式会社、有限会社本杉工機、株式会社エイコー

活動報告 ３月７日 羽束師小学校で授業を行いました。
羽束師小学校の５年生を対象に、環境エネルギーを中心とした環境出前授業を行いました。学校に風力発電機を寄贈した生田産機工
業株式会社も講師として参加しており、環境に配慮した発電方法のひとつとして風力発電について説明しました。
地球温暖化の原因として問題視されている二酸化炭素。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、そんな電気の使用量を減らすなど、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紹介しました。見た目は同じ様な形をしていても、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。
他にもうちわで扇いで羽根を回し蓄電した電気でおもちゃの車を走らせる風力カー、小さな太陽光パネル
を乗せた車を太陽に見立てたライトの光を当てて走らせるソーラーカーレースも行い、楽しみながらその仕
今回は、４社で授業を行いました 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一緒に考えました。

生田産機工業㈱は学校に風力発
電機を寄贈

質問をすると積極的に手があが
りました

LED照明と蛍光灯の違い

風力カー体験。うちわで一生懸
命扇いでくれました

全員参加のソーラーカーレース

里山保全チーム

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 ２月３日 チマキザサの学習会を行いました。
チマキザサは、古くから祇園祭の厄除けちまきの材料や、和菓子等に使用され
てきました。しかし近年京都市北部で起こった数十年に一度のササの一斉開花・
枯死の後の回復が芳しくなく、絶滅の危機に瀕しています。（一斉開花・枯死はタ
ケやササの性質で、本来は回復がみられます。）
今回の学習会では東口涼さん（京都大学大学院 農学研究科 森林科学専攻）を
お招きし、学習会を行いました。東口さんは祇園祭でも使用されているササの危
機を知り、保全活動に参加され、解決に近づけようと活動されています。
今回の学習会で、チマキザサの再生が進まない要因のひとつとして、生息地と
して適している「管理された適度に明るい落葉樹林」の減少をあげました。チマ
キザサの生息地を残していくためには管理が不可欠であり、管理者の不足が問題
となっています。
里山保全チームの活動フィールドであるわきの山にもチマキザサが自生してい
るため、現地見学を行いました。この際に、わきの山にシカが入った形跡がありま
した。シカによる食害もチマキザサの成長が阻害される問題になっています。

３月３日

学習会の様子

実物を見ながら説明を受けました

わきの山の現地見学

わきの山に自生するチマキザサ

作業

北東斜面のチマキザサの日照確保のため、妨げとなる一部の緑樹の伐採を行い
ました。また、フェンスに伸びたツルの除去作業を行いました。今回は、近くの京
都信用金庫岩倉支店、岩倉中町支店からもご参加いただきました。

作業前の打合せ

フェンスのツル切り作業
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オーストリアに学ぶ持続可能な地域社会づくり
〜市民参加型の仕組みづくりを中心に〜
昨年９月にオーストリアへ訪問し、持続可能な地域社会づくりについて調査をし
てこられた皆様からの報告会を、2017年12月27日にキャンパスプラザ京都で開催
しました。
まず、北海道教育大学釧路校の平岡俊一さんから、ウィーン市のローカルアジェ
ンダ21での事業展開や、エネルギー研究所フォーアールベルクといった持続可能
な地域づくりを支える中間支援組織の働きについてご報告いただきました。続い
て、龍谷大学政策学部の的場信敬さんから、EUの農村地域の活性化を目的とし
て、地域の利害関係者がパートナーシップを組んで主体となって実施するボトム
アップ型の事業支援の仕組みであるLEADERプログラムのご紹介と、ローカルアジェンダ21との共通性か
ら考える「協働の本質」についてご報告いただきました。お二人のご報告を受けて、NPO法人気候ネットワーク
の豊田陽介さんからオーストリアの気候政策について補足していただきました。
その後、参加者も含めた意見交換を、京都府地球温暖化防止活動推進センターの木原浩貴さんのコーディネート
で進め、京都での持続可能な社会づくりのための仕組みや方策について多くの意見が出されました。

京都版

検討会

2030年までの地球規模課題解決のための目標とターゲットを定めた
「持続可能な開発目標（SDGs）」が全世界でスタートして今年で３年
目。SDGsの存在を広める「周知の時期」から、地域・国・世界のそれ
ぞれのレベルで、あるいは行政・企業・団体・学校などそれぞれの組織
で、SDGsをいかに使いこなすかに取り組む「実装の時期」へと入りつ
つあります。
京都という「地域」のこれからを考えるとともに、世界的にも注目度
の高い京都から、優れたさまざまな取り組みを世界へ発信していくため
に、SDGsをどのように活用することができるのか考える場として2017
年度は、京都版SDGs検討会を６回開催しました。

第１回

第２回

第３回

情報提供
「SDGsで描く持続可能な
滋賀づくりに向けた取組」
馬場康宏さん

情報提供
「主に国際協力分野から見た
SDGsに関する動き」
加藤良太さん

（滋賀県総合政策部企画調整課）

（アドボカシー・オーガナイザー）

第４回

第５回

情報提供
「CSV経営とSDGs政策の両立事例」
近藤久美子さん
（京都大学学際融合教育研究推進センター（GSS）特定准教授）

第６回

情報提供
「京都におけるNPO・市民活動
について」
内田香奈さん

情報提供
「持続可能なまちづくりと
レジリエント・シティ」
藤田裕之さん

情報提供
「中小企業におけるCSR・SDGsの
取組み」
津村昭夫さん

（NPO法人きょうとNPOセンター）

（レジリエント・シティ京都市統括監）

（特定非営利活動法人KES環境機構）
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2014年に策定された「京都市生物多様性プラ
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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

ǎǙȔǞǑȒ
ǳǩǮȖ½Ǖ

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。

キクタニギクの花咲く菊渓の森づくり
３月17日に京都市東山区の菊渓におけるキクタニギクの自
生復活に向け、シイ等の伐採跡地にキクタニギクの植栽イベ
ントを行いました。

作業道具を御用意いただきました

植え方のレクチャー

当日の様子

キクタニギクを植栽する山まで移動

植栽作業の様子

植栽完了

ǓǕǥǱǔǕƛƢ
キクタニギクは、キク科の多年草。乾いた崖や山麓の土手などに生え、日当たりを
好みます。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。
以前「菊渓」には人々が入り柴を刈り、日の光が差し込む明る
い森が維持されていましたが、管理する人がいなくなり長年放置された結果、光が届きにくいシイ林
へと変わりました。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。

キクタニギクの苗の提供
KESエコロジカルネットワークでは、この絶滅危惧種のキクタニギク
を生息域外保全活動として希望される組織で育成いただいています。今
回のキクタニギクの花咲く菊渓の森づくりのイベント協力として、提供
を希望された事業所から育成した鉢を提供して頂いています。また、一
部事業所には植栽にもご参加頂きました。
今回鉢を提供いただいた事業所へは、６月に開催予定の2018年度の
育成講習会で同数の苗セットを無償でお返しします。

この植栽イベントは来年も継続実施される見込みですので、2018年度のKESエコロジカルネットワークの取り組みにご
参加くださいます事業所の皆様は是非ご参加ください。

KESエコロジカルネットワーク Facebook

https://www.facebook.com/kesecologicalnetwork/
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公開シンポジウム

企業・事業所の電力会社の選び方

〜再エネ電力へパワーシフトしよう！〜

2016年４月の電力小売りの完全自由化によって、一般家庭、企業ともに自由に電力会社を選べるようにな
りました。電力の自由化から３年目を迎えようとしている今、再生可能エネルギーの普及をさらに促進してい
くための公開シンポジウム 企業・事業所の電力会社の選び方〜再エネ電力へパワーシフトしよう！〜が３月
15日に開催されました。
世界の再エネ100％の動き（CAN Japan）では世界のエネルギー専門家の7割以上が自然エネルギー100％
が「実現可能で現実的」としている事例を紹介、パワーシフト・キャンペーンとは何か（FoE Japan）では基
本的な話から電力会社切り替え方までお話し頂きました。
実際にパワーシフトした企業・事業所・自治体の事例として、京都弁護士会、吹田市環境政策室、山陽製紙
株式会社からの事例紹介も行われました。
また、企業・事業所の電力会社の選びかたをテーマに、登壇者によるディスカッションがありました。
シンポジウム当日は51名の方のご参加がありました。
主催：パワーシフトキャンペーン、特定非営利活動法人気候ネットワーク
後援：特定非営利活動法人KES環境機構、公益社団法人京都青年会議所、KGPN
協力：京（みやこ）のアジェンダ21フォーラム

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：ふとした場面で「SDGs」という言葉を見かけるようになり、関心を持つ人も増えているようです。もちろん、これまでやってきたことが2030年に向けた
SDGsの目標につながることも多いのですが、世界中の人やこれまで知らなかった分野や立場の人も同じ目標に向かっているということが共有できたら、もっと進むの
ではないでしょうか。
（井上）3月17日（土）、一般から参加の約50名の方々と、高台寺山国有林内の菊渓川沿い地域で、キクタニギクの復活にむけた植栽イベントに
参加しました。KESエコロジカルネットワークのキクタニギク栽培事業所から提供頂いた株と京都市都市緑化協会が栽培された株とをあわせ、約120株を植栽しまし
た。晩秋には小さな明るい黄色の花を咲かせます。
（山谷）今年は平昌五輪が開催され、日本も最多のメダル獲得となり、嬉しい出来事です。でも、連日のTV放映が
あり、昼夜問わず家で見る・録ることが多く、暖房器具の使用頻度も増え、電気使用量が増加しました。これからは暖かくなるので、外に出る機会を増やし、暖房器
具を使わないようにして、節電に努めたいと思います。（小河）冬から年度末にかけて、京都環境コミュニティ活動（KESC）プロジェクトの活動も、各チーム活発に
なり季刊誌でも盛り沢山のご報告となりました。2017年度の活動をどのチームも無事に終える事ができました。ご協力頂きました皆さま、ありがとうございました。
来年度もお手伝いさせて頂きたいと思います。
（岩城）
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