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※この冊子では、1997年に作られた「京のアジェンダ21」をそのまま尊重し、2011年時点で
　発展的に補強するためのビジョンと戦略のみを紹介しています。

みやこ

はじめに
　京都議定書がいま消滅の危機にあります。そのような中で、当の京
都がここで大幅な低炭素を実現した持続可能社会に変わる姿を内外に
見せるのは、新たな使命ではないでしょうか。そのために当フォーラ
ムの役目は、到達すべき目標像（ビジョン）を創り、その実現に向けて、
市民の各セクターが担う役割とその実行手順を具体的に示すことで
しょう。
　しかしながらそれが困難なのは、現状の改善、改良ではなく、社会
の大きな変革を必要とすることです。さらに京都ではこれがより困難
なのは、すでに大きな人工物で構築され、一方で多くの歴史的な遺産
を有する特異な街で、自然との共生による「懐かしき未来」へ転換す
ることも、先端技術をつぎ込んで「輝かしき未来」に突き進むことも
不適切だと思われることです。
　このような難しい中で、両分野の多様な手段を巧みに組み合わせた
適正策を見出し、実装していかねばなりません。その役目は、多主体
によって長い実績を積み重ねてきたこのフォーラムしかないと信じま
す。新たな展開に向けて力を合わせて進みましょう。

　代　表　内　藤 　正　明
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持続可能な社会づくりに向けて

持続可能な社会とは

現時点での課題意識

　私たちが望むのは、将来世代にわたって幸せな暮らしを不安なく続けていける社会です。しかし、それを

阻む様々な問題が生じており、今のままでは将来への明るい展望が見えにくくなっています。

　人々が生きていくための環境については、健康被害や自然環境そのものの破壊、気候変動などの問題があ

げられ、社会構造やライフスタイルの転換が求められていますが、そのためには、日々の暮らしに関係する

経済活動と連動させる必要があります。経済活動と環境問題の解決が相反すると考えるのではなく、持続可

能な新しい経済をつくるチャンスと捉える必要があります。また、地球上のあらゆる人たち、社会の中で様々

な状況におかれている人々が支えあって、共に幸せを享受する社会であるべきです。このように、持続可能

な社会をつくるための取り組みは、環境・経済・社会という３つの側面を持ち、それぞれが連動しているこ

とを認識し、全てが良くなることが望ましいと考えます。

持続

1
1

2

　近年、持続可能性を問う中で、地球温暖化などの気候変動問題が大きく取り上げられてきました。気候変

動問題に関しては、2008年～2012年に京都議定書の第一約束期間を迎え、それ以降の国際的な目標が議論さ

れる中、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を低減する「低炭素社会」づくりや「グリーンニューディー

ル」など、都市構造の変革や経済的な仕組みづくりについてもその必要性が求められるようになりました。

京都市では、2010年度に京都市地球温暖化対策条例が改正されるとともに新しい2011年～2020年の京都市地

球温暖化対策計画が策定されました。

　そのような中、2011年3月に東日本大震災および福島第一原子力発電所事故が発生し、これまでにない大き

な被害をもたらしました。このことは、自然と人間との関係や科学技術のあり方、エネルギーの利用方法な

どを改めて考えさせられる機会となりました。遠くから運んでくる資源や高度な科学技術に依存する大規模

集中型の仕組みが、実は重大な場面ではもろい面があり、一方、地域の特性や自然を活かした分散自立型の

方が被害の極大化を防ぎ、柔軟に対応できる可能性が示されているということも考えられるようになりまし

た。

　この事故により、日本をはじめ世界でもこれまでのエネルギー政策が見直され、消費エネルギーの節約と

再生可能エネルギーの普及が進むことが予想されます。そのことによって、産業構造や人々の暮らしにまで

影響や変化をもたらすことにつながるとすると、低炭素・低エネルギー社会への転換や気候変動対策として

も大きく進展することが期待できる上、環境・経済・社会の新しい形が生まれる可能性があります。私たちは、

この変化の時期に際し、持続可能な社会づくりに向けて適切で有効な仕組みづくりが重要と考え、これらを

担う主体者として自ら提案、実施していきたいと考えています。
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京のアジェンダ21フォーラムの役割
みやこ

ジルのリオデジャネイロで開かれた地球サミット（環境と開発に関する国際会議）では、21世紀

に向けた持続可能な開発のための人類の行動計画である「アジェンダ21」が合意されました。その中では、地方

公共団体に地域住民との意見交換を行い、「ローカルアジェンダ21」に関する合意を得るための取組を求めてい

ます。

これを受けて、京都市では1997年に「京
みやこ

のアジェンダ21」を策定し、1998年にはそれを市民・事業者・行

政のパートナーシップで推進する組織「京
みやこ

のアジェンダ21フォーラム」を設立しました。

持続可能な社会づくりを進めるためには、市民・事業者・行政など様々な立場、役割を担う人々・組織が主体

的に関わる必要があります。しかもそれらがそれぞれの力を発揮し、単独ではできないことも互いに協力・補完

しながら一緒に取り組むことで相乗効果をもたらすようにすることが重要です。京
みやこ

のアジェンダ21フォーラムは、

京都市に関わる様々な個人・団体が参画し、自らそのような相乗効果をもたらす仕組みをつくるために存在して

います。

●2012年は「アジェンダ21」誕生20周年！

2012年6月20日（水）～22日（金）までの3日間、ブラジルのリオデジャネイロにおいて、「国連持続可能な

開発会議（リオ＋20）」が開催されます。この会議は、1992年の地球サミットから20周年を迎える機会に、

同会議のフォローアップ会合として行われるもので、各国から首脳レベルの出席が見込まれています。今回の

リオ＋20のテーマは、（ア）持続可能な開発及び貧困根絶の文脈におけるグリーン経済及び（イ）持続可能な

開発のための制度的枠組みとなっています。

1992年ブラジ

2

市民

ジェンダ 21ダ 21ジェン京のアジジ京京京の ジジ京 ダ 21京京京のアジェンダ 21

ラムォーラフォーーラフォ ムフォーラム

事業者 行政

みやこ
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めざす将来像

ダ21フォーラムでは、2009年度に脱温暖化中長期ビジョンを検討し、京都市環境審議会地球温

暖化対策推進委員会へ「2030年の低炭素社会像」案として提出しました。同委員会では、これをもとに京都市

地球温暖化対策条例の改正が検討されましたが、その中で以下の３つの戦略が示されました。

1 温室効果ガスを排出しない都市構造への転換

2 環境と経済が融合する社会経済システムの構築

3 環境にやさしいライフスタイルへの転換

京
みやこ

のアジェンダ21のめざす将来像については、上記で検討した脱温暖化中長期ビジョンを持続可能な社会づく

りという視点で再整理し、３つの戦略に即した形で示します。

●トランジットモール　●パーク＆ライド　●歩いて楽しい道　●公共交通の充実　●LRT・BRT　●乗り換えに配慮した交通結節点
●公共交通優先のまち ●自転車走行空間の整備 ●自転車と公共交通がスムーズに乗り換えられる　●駐輪場の充実 ●エコドライ
ブしやすい道路　●物流ルートを考慮した産業立地　●鉄道輸送のインフラ整備　●健全な森林　●木材流通ルート・拠点の整備　
●木造・省エネの住宅・建物が建てやすい都市計画・建築基準 ●公共施設の木造化・省エネ化●京都らしいまちなみ　●ビオトープネッ
トワーク ●メガソーラー ●小水力発電設備 ●スマートグリッド ●農地の保全 ●環境関連産業の立地 ●環境配慮型観光施設
●観光地の分散化　●様々な国の人が訪れやすいまち　●まちのユニバーサルデザイン

京
みやこ

のアジェンダ

3

都市の姿1

〈発展・補強版〉 
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めざす将来像め3
社会経済システム2

●ロードプライシング　●使いやすいバスの路線・時刻　●公共交通で乗り換えを気にせずに使える料金体系や便利なカード　
●公共交通利用者への優遇制度　●公共交通事業者の活性化 ●自転車通勤手当の充実　●自転車での来店での優遇制度　●レン
タサイクル　●コミュニティサイクル　●サイクルシェアリング　●エコカー優遇制度　●カーシェアリング　●エコドライブナ
ビなどエコドライブをしやすいシステムの充実　●共同配送など効率的な物流システムの普及 ●消費者が効率的な物流ルートを
選択できる仕組み　●森林整備に対する財政措置　●カーボンオフセット・クレジット化した資金が森林整備に活用できる仕組み
●木質バイオマス燃料やそれが利用できる機器が入手しやすい ●木材生産・流通・利用が一体となった仕組み　●省エネや地域
産木材を使った住宅の購入支援制度 ●住宅の省エネ化・地域産木材を使ったリフォームに対する支援制度 ●わかりやすい住宅
の省エネ性能表示制度 ●新景観政策の進展　●事業者の生物多様性保全の取組が進むような仕組み ●家庭や事業所・地域での
再生可能エネルギー利用設備導入支援制度の充実　●市民共同発電所など、地域の再生可能エネルギー設備の設置等へ資金提供で
きる仕組み　●エネルギー使用量の少ない製品・サービスの普及　●省エネラベルが全ての電気・ガス製品についている　●地域
産のもの・フェアトレード商品などが流通上優遇されるような制度 ●カーボンフットプリント制度　●市内の農業振興策の充実
●事業者の環境配慮が考慮された取引 ●環境配慮の付加価値が高い「京都ブランド」の確立　●環境ベンチャー企業 ●企業が
地域活動へ参加する仕組み ●グリーン購入 ●宿泊施設のエコロジーガイドライン ●環境に配慮した施設利用や移動手段の方
が便利で得になる仕組み　●観光関連事業者がエコツアーの実施や施設等のエコ化を進めることで事業促進になる仕組み ●いろ
んなもののレンタルやリースの仕組みの普及 ●修理店やリユースショップの充実 ●長寿命・再利用を前提とした製品の充実
●レジ袋を無料で配布している店舗の減少　●海外との交流が増える ●国際的な環境活動への参加の支援制度（資金・優遇制度）

京都産

材　木　店

精　　肉　　店 八　百　屋　

●●ツアー

縦型風車
電気自動車充電器

太陽光パネル
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ライフスタイル3

〈発展・補強版〉 

●門掃きや接道緑化　●公共交通が都合に合わせ便利に使える情報　●自転車走行のルールの周知　●自転車利用の経済・健康・
環境的効果の周知　●クルマを持つならエコカー ●エコドライブの知識と実行　●宅配やものを買う際に効率的な物流ルートを
選択 ●森林の役割の理解　●市民や事業者の森林整備への参加　●できるだけ木製品、中でも地域産木材を使用したものを選べ
る　●家庭や事業所での再生可能エネルギー利用設備の普及　●グリーン電力証書　●再生可能エネルギーが利用しやすい　●商
品のライフサイクルでの環境配慮情報のわかりやすい表示 ●できるだけ電気やガスを使う製品を使わない ●勤務形態の多様化
●地産地消 ●地域活動への参加 ●エコな観光施設が選べる情報　●エコツアープログラムの充実　●移動手段が多様　●街中
がエコツアーの材料となるような工夫　●観光客に対して、おもてなしの心で接する　●マイバッグ　●日常生活における国際的
な影響の理解・情報伝達　●国際的な環境活動に参加しやすい仕組み

洗
剤

シ
ャ
ン
プ
ー

OFF

OFF



トップライト

太陽光発電

屋根断熱・通気

屋根断熱・通気

断熱・通気

風の道
吹抜け吹抜け

高効率家電高効率家電
深い
軒屁

出入口（土間）出入口（土間）
風の道風の道

エコバッグ中間領域 中間領域夏：解放、冬：閉鎖

冷たい空気冷たい空気

ヒート
ポンプ
給湯

ヒート
ポンプ
給湯

4

6

　　　　　　

リーディングプロジェクト

　３で示した「めざす将来像」を実現するために、京
みやこ

のアジェンダ21フォーラムでは様々な取組を行っていきま

すが、まず当面の5～10年程度に先導的に取り組むプロジェクトとして、「リーディングプロジェクト」を設定し

ます。この取組によって活動が活発化し、ここにあげられたもの以外の取組も進んでいく、けん引役となると考

えたからです。特に、市民・事業者・行政のパートナーシップでないとできない取組を考えています。

　３で示した「め

4
既存住宅のエコ化1

●目的・期待する効果

　•京都市内に多く存在する既存の住宅が、あらゆる人にとって暮らしやすく改善される中で、省エネを始

めとする環境に配慮した住宅を増やす

　•耐震など住宅の安全性向上、バリアフリー化の促進、景観政策の進展、住宅関連産業の活性化

●必要な取組

　•情報提供（気づきから必要な情報まで）

　•相談会・相談窓口の設置（情報のワンストップ化）

　•既存住宅の環境性能を見える化（診断手法の開発・診断事業）

　•CASBEE京都の普及や不動産取引での既存住宅の環境性能表示制度の検討

　•実際のエコリフォームをしやすくする環境整備・支援

　•経済的な動機づけ、誘導策



●体系図

●京
みやこ

のアジェンダ21フォーラムの取組

　•関係団体等による協議会の設置

　•適切な情報提供

　•既存住宅の環境性能表示制度の検討

　•エコ化への動機づけから具体的行動への誘導策の確立

●協力を呼び掛ける団体・組織等の一例

建築・建設・設備など住宅関係業界団体、不動産業団体、金融機関、環境団体、消費者団体、行政機関、

大学など

7

関心のない人

（京町家・戸建て・
マンションなど）

住まいについて
悩んでいる人

（寒い・暑い・危ない・
うるさいなど）

情報提供・相談
見える化・
表示制度  

エコリフォーム
支援 経済的誘導

リフォームを
考えている人

（老朽化・耐震・二世帯・
バリアフリーなど）

住み替えを
考えている人

（賃貸・中古住宅など）

家庭の省エネ相談所
住まいの相談窓口
イベント
小冊子の作成
すぐできる工夫の普及

サーモグラフィ診断
住宅診断
CASBEE京都
不動産取引での表示制度

ワンストップ化
エコリフォームPRO
雨水利用・緑のカーテン
　　　　　　　　　など

ローン・融資制度
住宅版ESCO
カーボンクレジット
不動産取引での優遇制度

〈発展・補強版〉 
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小水力発電

バイオマス

太陽光発電

リーディングプロジェクトリ4
再生可能エネルギーの普及2

●目的・期待する効果

　•京都市における再生可能エネルギーの利用を飛躍的に増大させる

　•再生可能エネルギー関連産業の振興

●必要な取組

　•情報提供（気づきから必要な情報まで）

　•「京の再生可能エネルギービジョン・市民版」の作成

　•家庭・事業所での設置普及

　•経済的な動機づけ、誘導策の普及

　•公共の土地・建物での設置拡大

　•象徴となるメガワットソーラーの設置検討

　•太陽熱利用の促進

　•小水力・バイオマスエネルギー利用の促進
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●体系図

●京
みやこ

のアジェンダ21フォーラムの取組

　•「京の再生可能エネルギービジョン・市民版」の作成

　•ワンストップ制度の検討

　•経済的な動機づけ、誘導策の検討

　•公共の土地・建物への設置拡大策の検討

　•太陽熱利用の促進策の検討

　•バイオマス利用促進策の検討

●協力を呼び掛ける団体・組織等の一例

環境団体、再生可能エネルギー設備メーカー、再生可能エネルギー販売・設置業者、事業者団体、金融機関、

行政機関、大学など

取組状況

●「京の再生可能エネルギービジョン・市民版」の作成

　京都市における再生可能エネルギーの普及を図るため、京都の特性

に合わせ、市民・事業者・行政がパートナーシップのもとに取り組む

具体的な方策を示す「京の再生可能エネルギービジョン・市民版」を

作成しています。

京の再生可能エネルギービジョン・
市民版の作成

家庭・事業所
での普及

公共的な場所
への設置

メガワット
ソーラーの設置

太陽熱利用の
促進

家庭の省エネ相談所
ワンストップ化
リース・融資制度
京グリーン電力
クレジット化
ペレットストーブ・
　　　　ボイラーの普及

市民共同発電所
　　　（太陽光・小水力）
バイオマス利用

設置場所の検討
設置費用の検討

有効性のPR・キャンペーン
公共施設での設置
補助・融資制度
グリーン熱証書の検討

意見交換会の様子
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リーディングプロジェクトリ4

　　　　　　

交通と観光のエコ化3

●目的・期待する効果

　•京都市内を市民や観光客が移動する際、自家用車より徒歩や自転車、公共交通を使った方が便利な条件

が多くなり、自然と自転車や公共交通を選ぶことが増える環境を整える

　•特定の時期や場所に集中する観光スタイルだけではなく、京都の特徴を活かしたエコな観光スタイルと

して、市民が主体的に参加することにより地域の魅力を再発見し、まちや暮らしの価値観を見直すよう

な視点を定着させる

　•健康増進、交通事故の減少、高齢者・障がい者等が移動しやすくなる環境の整備、公共交通事業の活性化、

地域の商業・商店街の活性化、観光産業の振興

●必要な取組

　•情報提供（お得なチケット・カード、乗り継ぎ、パーク＆ライド、バス停、駐輪場、外国人向け情報など）

　•公共交通を使うと得する仕組みづくり

　•利用者の視点に立ち、公共交通や自転車を徹底的に使いやすくする

　•京都におけるエコな観光スタイルの推進

　•エコな観光施設・サービスの普及
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●体系図

●京
みやこ

のアジェンダ21フォーラムの取組

　•公共交通を使うと得する仕組みづくり

　•利用者の視点に立った公共交通や自転車を徹底的に使いやすくするための提案作成

　•京都におけるエコな観光スタイルの推進

　•市民が参加しながら地域の魅力を発見する取組

　•エコな観光施設・サービスの紹介・拡大

●協力を呼び掛ける団体・組織等の一例

公共交通事業者、観光施設関係団体、旅行業者、社寺、環境団体、自転車関係団体、行政機関、大学など

取組状況

●バスと電車でecoグルメ！

　公共交通の利用を促進するため、

京都市内の公共交通機関で使える

一日乗車券などを利用した当日に、

キャンペーン参加飲食店で提示す

るとお店ごとの特典が得られると

いう取組を実施しています。

●しみんツーリズム

　自分の住む町を市民自らが紹介すること

で、生活に根ざした視点で行う新しい観光の

スタイル「しみんツーリズム」を普及させる

枠組みをつくります。これにより、京都観光

の中にエコツーリズムとしての新しいスタイ

ルが定着していくことを目指します。

公共交通を使いやすくする

公共交通を
使うと得する
仕組みづくり

公共交通や自転車を
徹底的に使いやすく
するための提案

エコな
観光スタイルの

推進

エコな観光施設・
サービスの拡大

エコな観光スタイルの確立

バスと電車で
　　　ecoグルメの発展
店舗等でのサービス
マイレージ

市民調査
意見交換会
マップづくり・
　　　　　更新システム

地域密着型ツーリズムの推進
エコな観光資源の開発・充実
エコな観光スタイルの提案

バスと電車で
　　eco グルメでの紹介
観光施設での
　　　エコ化手法の提案

〈発展・補強版〉 
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取組を進めるために

　京
みやこ

のアジェンダ21フォーラムでは、「京
みやこ

のアジェンダ21」を推進するための様々な取組を実施していきます。

現在継続的に実施しているプロジェクトの他、リーディングプロジェクトにより活動を活性化し、全体の取組を

進めていきます。

京
みやこ

のアジェンダ

5
継続的に進めているプロジェクト1

●家庭の省エネ相談所
市民に、日々の暮らしに関する取り組みを「エコライフ診断　記入シー

ト」に記入してもらい、コンピューターで診断して「エコライフ診断書」
を発行し、研修を受けた「家庭の省エネアドバイザー」が、各家庭に合っ
た省エネのアドバイスを行うというものです。市内のイベント会場や公
共施設・商業施設等で開設しています。

●京都環境コミュニティ活動（KESC）
京都のそれぞれの地域で、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。

・自然エネルギー環境学習チーム
　　電気に関わる仕事をしている事業者が合同で、エネルギーの大切
さや、環境の負荷の少ない自然エネルギーのこと、地域の事業者が
地球温暖化防止に取り組んでいることなどを伝えるプログラムを作
り、授業を実施しています。

・交通環境学習チーム
　　仕事で自動車を使う事業者が、なるべく自動車に乗らない生活を
心がけることや、CO2を出さない自動車の使い方、事業者が地球温
暖化を防ぐために取り組んでいることを児童に紹介しています。

・環境かみしばい学習チーム（おひさま発電所づくり）
　　「おひさま発電所」について発電所を設置した保育園などの子ど
もたちにわかりやすく紹介するため、手づくりの環境紙しばいを作
成し、各保育園や環境イベントなどで上演しています。

・水源の森づくりチーム
　　森林保全活動を行い、水の源である森を地域の方と共に守る活動
を行っています。

・左京区里山保全チーム
　　京都市立明徳小学校の観察林「脇の山」を地域の住民や事業者、
学校などが一緒になって管理、活用していこうと活動を始めました。

省エネ相談所の様子

出前授業の様子

環境かみしばいの様子

森林保全活動の様子
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多様な主体との連携2

●他団体の活動との協力・連携
「京

みやこ

のアジェンダ21」は、京
みやこ

のアジェンダ21フォーラムだけでは実現
できません。京都市内外の市民・事業者・行政の多様な個人・団体と一
緒になって取り組んでいく必要があります。そのような方々の取組が進
むよう、市民・事業者・行政のパートナーシップ組織である京

みやこ

のアジェ
ンダ21フォーラムの特徴を活かした協力・連携を図っていきます。

●情報収集・情報発信
　「京

みやこ

のアジェンダ21」の推進に必要な、京都市内外の環境情報につい
て収集し、京

みやこ

のアジェンダ21フォーラムの取組についての情報や、広く
市民・事業者・行政の取組に活用できるような環境情報についても積極
的に発信していきます。

リーディングプロジェクトを検討する中で提案された案3

　この「京
みやこ

のアジェンダ21（発展・補強版）」の検討段階で、リーディングプロジェクトの案として提案さ

れたものもあります。すぐには難しくても、今後の展開の中で実現の可能性を探っていきたいと考えています。

●企業とNPO/NGOとのマッチング
京都市内の企業が地域の環境活動を行ったり、CSRやISO26000に沿った社会的責任を果たす取組を進める

上で、NPOやNGO、その他市民活動と連携できるような仕組みを考えます。

●ビオトープネットワークづくり
　京都市内で、地域住民が参加しながら、周辺の森林から河川、街路樹等の連続した自然で市内の緑がつながり、
公園等の公共の緑地と、社寺や民間企業の緑地等が、ネットワークされ、全体として生物の生息環境が保たれるよ
うになる仕組みを考えます。

●物流のエコ化
京都市内に出入りする物流について、二酸化炭素排出量の少ない手段が確立し、荷主や運輸事業者等が選

べる仕組みを考えます。

〈発展・補強版〉 

未来フェスタ科学×エコ
（主催：京エコロジーセンター、

京都市教育委員会、京都市ごみ減量推進会議、
KBS京都、京のアジェンダ 21フォーラム）

季刊誌「あじぇんだ」の発行



〒612-0031　京都市伏見区深草池ノ内町13　京エコロジーセンター内
TEL：075-647-3535　FAX：075-647-3536
E-mail：ma21f@mbox.kyoto-inet.or.jp　URL：http://ma21f.jp/

入会のご案内

会員募集中

ご入会手続き

■活動への参加
希望される京のアジェンダ21フォーラムのワーキンググルー
プやプロジェクトチームなどの活動にご参加いただけます。

■環境関連の情報の提供
会員の皆様に、毎月メールマガジンを配信するとともに、
年4回季刊誌をお送りいたします。

■ご入会の条件
　どなたでも、ご入会していただけます。

■会員の種別
個人会員と団体会員があります。会社や商店などで事業所
として入会を希望される方は、団体会員としてお申込をお
願いします。

■年会費
1口1,000円（4月から翌年3月まで）で、会員種別に応じ
て次の口数分を納入いただきます。
●個人会員　1口（1,000円／年） 
●団体会員　2口以上（2,000円以上／年） 

■ご入会のお申込先
ご入会を希望される方は、京のアジェンダ21フォーラム事
務所に「ご入会ご希望」の旨をご連絡ください。折り返し入会申込書をFAX・郵送等でお届けします。京のアジェ
ンダ21フォーラムWebページ（URL：http://ma21f.jp/）でも入会申込書をダウンロードできます。

■会費の納入先
会費の納入先は下記のとおりです。
●郵便振替　ゆうちょ銀行　00960-7-143508

　京のアジェンダ21フォーラム 
●銀行振込　三菱東京UFJ銀行　京都支店　普通預金　5468383

　京のアジェンダ21フォーラム 代表 内藤正明
 （ミヤコノアシ゛ェンタ゛２１フォーラム　タ゛イヒョウ　ナイトウマサアキ）

とは？

みやこ

みやこ

みやこ

みやこ

みやこ

みやこ

　「京
みやこ

のアジェンダ21フォーラム」は、「京
みやこ

のア
ジェンダ21」を市民・事業者・行政のパート
ナーシップで推進するために、1998年11月23
日に設立されました。
　当初の「京

みやこ

のアジェンダ21」に示された５つ
の重点取組に基づき、ワーキンググループやプ
ロジェクトチームを設け、様々な活動を行って
きました。

　これまでの成果としては、企業などの団体が
環境活動に取り組むKES（KES・環境マネジメ
ントシステム・スタンダード）の創設や家電製
品の省エネ情報を表示する現在の「統一省エネ
ラベル」制度の前身となる「省エネラベル」表
示制度の構築などを行いました。


