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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

2018（平成30）年度総会

6月22日に京のアジェンダ21フォーラム2018（平成30）年度総会を開催しました。
2018（平成30）年度総会議案書に沿い事務局から報告を行い、全議案が承認されました。

サロンdeエコ
京のアジェンダ21フォーラムは、1998年11月に「京のアジェンダ21」を推進するためのパー
トナーシップ組織として設立されました。発足から今年で20年という事で、これまでの20年を振
り返り、その成果を確認する為の情報収集を今年1年かけて行っていこうと考えています。
最初の一歩として、会員交流会サロンdeエコで「フォーラムの20年を語ろう」と称してそれぞ
れの思いを語り合う時間を設けました。会員の皆様には当フォーラムに関連する活動だけでなく、
世の中で起こった様々な出来事を絡め、これまでの20年を語り合って頂きました。今回それぞれ
の立場で自由にお話頂いた内容をまとめ、年表に落としこみながら、今後記録として残していきた
いと思います。
ご参加頂きました皆様、ありがとうございました。今年度も京のアジェンダ21フォーラムをど
うぞよろしくお願い致します。

祇 園 祭

ごみゼロ大作戦

祇園祭の宵山は、多くの夜店・屋台が四条烏丸を中心
に広範囲に立ち並び、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。以前に比べ散乱ごみなどは減りましたが、
可燃ゴミの量は増える一方でした。そこで、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、
2014 年から祇園祭ごみゼロ大作戦実行委員会として活
動を開始し、現在は（一社）祇園祭ごみゼロ大作戦とし
て取り組んでいます。
今年も継続し、祇園祭の宵山期間において2R（リデュー
ス/リユース）の視点を導入し、ごみの減量に導く取り組み
を実施致します。

使用しているリユース食器

昨年の回収拠点の様子

回収拠点では分別を行います

活動中のボランティア

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。
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寄付受付終了日：2018年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
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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。
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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。
ෳ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⠪

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）
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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

6月26日 京都市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の出前授業では、毎回座学だけでなく電気自動車と燃料電
池車の実車見学の時間を設けています。座学では交通と環境にどのような関係が
あるのかについて学びました。実車見学では運転席以外にもボンネットを開け、
中にあるものは車を動かす為にどんな役割を果たしているのか説明しました。ま
た、燃料電池車は水素を燃料にして発電し、モーターを動かしています。この発
電した電気は取り出すことができ、イベントや災害時の電源としても使えること
を学びました。

授業の様子

５月19日 木の伐採、ササを覆うツルの除去等を行いました。
明徳小学校の先生が作業に参加された為、現在保全活動を行っているチマキザ
サの見学を作業前に行いました。チマキザサは祇園祭のチマキに使用されています
が、近年再生が思わしくない事やシカの食害が問題となり数が減少しています。
「わきの山」北東斜面のチマキザサの日照確保の為、木の伐採を行いました。
背の高い木の枝を取り除いた為、低い位置に生えるチマキザサにも日光がよく当
たるようになりました。

実車見学の様子

斜面に伸びたツルの除去

日光を遮る木を伐採しました
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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⠪

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。
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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

月に１度の定例会議で今年度の新作かみしばいのテーマを決定、作成に向けて
シナリオ作成の作業を行っています。
今年度の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割もあり、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、お得だからと沢山購入したりする事によって起こる「食品ロス」問
題について分かりやすく、子ども達にも一緒に考え学んで貰える楽しい作品を作
りたいと考えています。

各自考えてきた案を共有

７月10日の藤ノ森小学校での出前授業に向けて準備をはじめています。
今回の授業では、羽根をうちわで扇ぎ、蓄電して動く 風力発電カー での体
験を取り入れる予定です。全員が積極的に参加でき、自分達が普段使っている電
気やエネルギーについて考えたり、発電とは何か理解を深められる授業にしたい
と考えています。出前授業に向けて、学校との打合せやメンバー会議を行ってい
ます。

打合せの様子

風力発電カー
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風力発電カー体験の様子
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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。

栽培に取組む植物８種の紹介
フタバアオイ

花の咲く時期：3〜5月

カワラナデシコ

1400年続く葵祭に欠かせない植物です。環境省・京都
府のレッドデータブックに記載はありませんが、環境の
変化で激減しています。ハート形の葉が特徴で、双葉の
間に、小さな赤い花が下向きに目立たないように咲きま
す。一般財団法人「葵プロジェクト」（上賀茂神社内）
などによって保全繁殖が図られています。
フジバカマ

花の咲く時期：6月〜9月

秋の七草の一つ。別名「大和撫子」は近縁の唐撫子（石
竹）に対する名ですが、東アジアに広く分布する植物で
す。5枚の花弁の先が糸状に細かく分裂する優美な姿を
しています。早ければ初夏に咲き始めるため、夏の季語
にもなります。環境省と京都府のレッドデータブックに
記載はありませんが、7都県で絶滅のおそれがある種に
区分。府内でも自生地が減っています。

花の咲く時期：9月下旬〜10月（鉢植）
アヤメ

源氏物語にも登場する秋の七草の一つで、水田の畔、河川敷など水辺に育つ植物
ですが、府内ではほとんど見られなくなりました。一般に流通するのは別種。葉
は香料となり、海外との渡りをする蝶アサギマダラが蜜
を好むことでも知られます。KBS京都・緑化協会、各地
の保全団体などが栽培保全に取り組んでいます。
環境省レッドデータブック：準絶滅危惧（NT）
京都府レッドデータブック：絶滅寸前種
ヒオウギ

7月中旬〜9月

鮮やかな朱色の花が祇園祭に合わせたように咲き、厄除け・魔除
けとして鉾町などに飾られます。葉は扇が開いたような形です。
タネは漆黒で、「ぬばたま」「うばたま」の別名があります。一般
にはこれより背が低い変種（ダルマヒオウギ）の系統が流通して
います。
環境省レッドデータブック：記載なし
京都府レッドデータブック：準絶滅危惧種
キクタニギク

花の咲く時期：5月

「いずれあやめかかきつばた」と言われるほど、美しい花を咲かせます。花が似
るカキツバタ、ハナショウブは水生なのに対し、アヤメは陸生です。また花の黄
と紫の文目の模様でも見分けられます。
近年シカの被害を受けて減り、府レッドデータブックで
は準絶滅危惧種（2002）から絶滅危惧種（2015）に
ランクアップ。
環境省レッドデータブック：記載なし
京都府レッドデータブック：絶滅危惧種
ワレモコウ

花の咲く時期：7月〜10月

秋に紅紫色の穂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。

花の咲く時期：10月下旬〜11月

京都の東山を流れる菊渓（菊谷）川の河川敷に、かつて
自生していたことが和名の由来です。江戸時代まで川の
周辺は文人も訪れるキクの名所でしたが、現在は環境の
変化で自生は確認できません。明るい葉色で、晩秋に小
さな明るい黄色の花を多数咲かせます。
環境省レッドデータブック：準絶滅危惧（NT）
京都府レッドデータブック：絶滅危惧種

クリンソウ

花の咲く時期：4月〜5月

五重の塔など仏塔の頂上を飾る金属製の「相輪」の一部分「九
輪」のように、花茎を囲んで、紅紫色の花が何段かの輪になって
咲きます。中世には「宝幢花（ほうとうげ）」と呼ばれ、これも
仏教にちなむ名前です。
日本と台湾に分布。谷間の湿地や河川敷に群生し、しばしば寺院
や、山あいの農家で栽培されます。19世紀、「プリムラ（サクラ
ソウ類）の女王」と欧州で紹介され、様々なプリムラの品種の元
ともなりました。
環境省レッドデータブック：記載なし
京都府レッドデータブック：準絶滅危惧種

栽培指導協力：公益財団法人京都市都市緑化協会、
一般財団法人葵プロジェクト

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：大阪北部地震で被害を受けられた方にはお見舞い申し上げます。私の自宅や事務所は大きな被害もなく、すぐに日常に戻りましたが、周りからはいろんな影響
が聞かれます。やはり常に災害が起こることを意識して、できれば「レジリエンス」や「グリーンインフラ」といった考え方を取り入れられればと感じました。（井上）
ほぼ毎月1回、京のアジェンダ21フォーラムの再生可能エネルギーワーキンググループとパワーシフト京都キャンペーンとの合同会議が開催されています。今年度は、
自治体での再生可能エネルギーの導入推進の可能性について研究しています。また、いわゆる「太陽光発電所の2019年問題」についても研究を進めていきます。
（山谷）
6月に入り 梅雨らしい時期が少なく、今年は安泰だなーと思っていると、18日朝早く、突き上げるような縦揺れとその後の横揺れを体験し、びっくりしました。今
回の揺れは警報アラートが出る前に起こったため、心の準備ができておらず、怖かったです。阪神淡路大震災の時の揺れと余震を思い出し、一日中びくびくしていま
した。被災された方の一日も早い回復を願っています。今年の梅雨明けは早そうで、夏の猛暑が怖いですね。
（小河）今年の梅雨はあまりじめじめせず、京都では雨も
そこまで多く降っていないという印象を受けていました。関東はもう梅雨明けをしたと聞き驚いています。関東で6月中に梅雨明けをしたのは、観測史上初なのだそう
ですね。梅雨明けが早いと聞くと、夏の暑い時期が長くなるように感じ、少し憂鬱な気分になります。熱中症対策がそろそろ必要ですね。（岩城）
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