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事業年度 2016 2017 2018
経常収益 208,496 208,179 210,937
経常費用 220,836 207,274 204,692
経常増減 -12,340 905 6,244

経常外収益 0 0 0
経常外費用 0 0 0

正味財産増減 -12,340 905 6,244
資産合計 180,215 161,242 158,490
負債合計 57,380 37,501 28,505
正味財産 122,835 123,741 129,985

出前講座 啓発イベント その他 合　計

参加人数 参加人数 参加人数 参加人数
2013 778 224 180 1,182
2014 559 1,017 1,089 2,665
2015 1,109 1,407 1,050 3,566
2016 1,080 1,923 1,999 5,002
2017 1,993 2,556 977 5,526
2018 3,212 2,731 2,567 8,510
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

エコメイト

京エコサポーター

登録者 2008 2009 2010 2011 2012 2013
エコメイト 82 72 61 55 51 47

京エコサポーター 89 89 87 81 94 108
合計 171 161 148 136 145 155

登録者 2014 2015 2016 2017 2018
エコメイト 42 51 52 55 49

京エコサポーター 118 122 133 136 145
合計 160 173 185 191 194

2008 2009 2010 2011 2012 2013
全体入館数 79,733 80,068 68,881 87,434 96,377 94,546

団体見学 8,850 5,911 6,714 6,026 5,468 6,104
エコ学習 10,817 5,598 4,013 5,219 5,504 4,949
会議室等 6,707 5,280 5,432 4,987 4,807 4,430

一般来館者 53,359 63,279 52,722 71,202 80,598 79,063

2014 2015 2016 2017 2018
全体入館数 91,847 100,701 101,869 93,009 93,491

団体見学 6,091 5,859 5,018 5,517 4,920
エコ学習 4,794 3,944 3,961 4,608 3,383
会議室等 4,359 4,894 5,114 5,158 4,880

一般来館者 76,603 86,004 87,776 77,726 80,308
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【来館目的】

【満足度】

また来館したい

どちらでもない

来館したくない

86％

11％
３％

その他（展示見学・
図書コーナー利用等）

木のおもちゃ
ひろば利用

たまたま来館

72％

13％
15％
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日　程 事業名・共催団体等

１ 5/22～7/1 「世界のこども環境絵画展」

２ 7/13～12/16 「水素から未来のお知らせ」

３ 7/18～8/29
「平成 29 年度（第15回）京都環境賞

受賞者の活動紹介パネル展示」
京都市環境政策局環境管理課

４ 7/20～9/3
「夏休み限定！クールチョイス☆

チャレンジ展」
京都府地球温暖化防止活動推進センター

５ 9/10～9/28
「農業・農村のいろいろな働き

～農業・農村の多面的機能～」
近畿農政局

６ 10/31～11/7
「第 33 回京都まちとみどり写真コンクー

ル展示会」京都府都市計画協会

７ 11/14～12/12 「2019 年　環境カレンダー原画展」

８ 1/11～3/31

「ごみ減量プロジェクト
～廃棄学校制服が大変身！～」
( 一社 ) 日本繊維機械学会繊維リサイクル
技術研究会

９ 1/12～3/31 「地球温暖化に生きる生きもの展」

10 1/12～6/30 絵本で学ぶ世界の環境展
～ SDGs の視点で選ぶ絵本の世界～

日 程 タイトル 講師 人数

12/９ 水を使った自分だけの
電池を作ろう 職員 45

１/13 絵本の読み聞かせ会
朝日 仁美 氏
JPIC 読書アドバイザ
ー / 絵本専門士

56

２/２ 北限に生きる動物の
オーナメント作り 職員 16

3/30 絵本から広がるSDGｓ
スタンプでエコバッグ作り

石橋 幸子 氏 
(NPO)アトリエ
Petata 理事長

80
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発行号 発行日 特集１ 特集２

No.55
(6月号) 5/20

「未来をおもう人間は
とても美しい」
伊勢 武史 氏：
京都大学フィールド
科学教育研究センター
准教授

いろいろな
食べ方

No.56
(8月号) 7/20

「ものづくりと真剣に
向き合って」
藤岡 正章 氏：
藤岡酒造 蔵元　

暮らしに
欠かせない水

No.57
(10月号) 9/20

「かっこいいって
なんだろう」
森 裕佑 氏：凛靴

ドライ
フラワー
とスワッグ

No.58
(12月号) 11/20

「サステナブルな
社会はきっと楽しい」
渡邊 良則 氏：
( 株 ) サーカスコーヒー

洗剤を
使わない
そうじ術

No.59
(2月号) 1/20

「私たちだけに
できること」
寺田 綾乃 氏：
日本野鳥の会京都支部

おみそ汁の
ススメ

No.60
(4月号) 3/20

「私たちの森は
私たちの手で守ろう」
京都宝の森をつくる会

春の
トレッキング
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日程 タイトル 講師 人数

9/13 地球温暖化の意識啓発アニメ
『ガラスの地球を救え！』上映会 68

9/29 第8回えこそらキッズ 22

9/30
あるもん de 簡単
パーティークッキング

（※台風 24 号のため中止）
あるもんdeプラス ー

10/13 第9回えこそらキッズ 14

10/20

IPCC総会
京都市開催記念
京都宣言発信リレー
事業

「気候変動から
見たSDGs 
～世界を変える
市民のチカラ～」

大井 通博 氏
環境省地球環境局総務課研究調査室 室長
藤野 純一 氏

（公財)地球環境戦略研究機関
 (IGES) 都市タスクフォースプログラム
ディレクター上席研究員
大西 啓子 氏

（認定NPO)きょうとグリーンファンド
石崎 雄一郎 氏
ウータン・森と生活を考える会
大豊 盛重 氏

（公社）日本国際民間協力会

88

11/10 第10回えこそらキッズ 28

11/23 カカオ豆から
チョコレートを作ろう！ Dari K（株） 59

11/24 第11回えこそらキッズ 30

11/25
乾物を使った簡単クッキング
～身近な乾物でもう1 品～ 江種友紀氏（Honey Ant） 11

12/1
12/2

エコセン防災キャラバン
～エコで家族と地球を守ろう！～

1,811

12/8 第 12 回えこそらキッズ① 20

12/15 第 12 回えこそらキッズ② 21

1/12 第 13 回えこそらキッズ 27

1/20 映画「おだやかな革命」上映会 91

1/26 第 14 回えこそらキッズ 38

2/3 おうちで挑戦！ MY 味噌づくり 赤井 歩  氏 50

2/23 お米のクッキング かみなか農楽舎 21

3/2 身近な野鳥を見てみよう 寺田 綾乃 氏
（日本野鳥の会） 8

3/21
映画「ナッツジョブ　サーリー
＆バディのポジション
ピーナッツ大作戦！」上映会

220

日程 タイトル 講師 人数

4/15

京エコロジーセンター
開館 16 周年
イベントシンポジウム

「極地から見えてきた地球
温暖化～持続可能な未来
の暮らしを目指して～」

高月紘 氏
京エコロジーセンター館長
山内 恭 氏
国立極地研究所 総合研究大学院
大学名誉教授
江守 正多 氏
国立環境研究所 地球環境研究
センター 気候変動リスク評価
研究室長

82

5/12 第１回えこそらキッズ 40

5/20 映画「tomorrow～パーマ
ネントライフを探して～」 62

5/26 親子で簡単
重ね煮クッキング いんやん倶楽部 17

6/2 第2回えこそらキッズ 23

6/10 南極クラス in エコセン (株)ミサワホーム総合研究所 19

6/30 第 3 回えこそらキッズ 39

7/1 買い物袋で
マイバックづくり poRiff 25

7/14 第4回えこそらキッズ 30

7/22 映画「ロボッツ」上映会 218

7/25 いきもの探偵団 19

7/28 雲ってなぁ～に？雲を知って、
お天気博士になろう！

一般社団法人日本気象予報士会
関西支部楽しいお天気講座 95

7/29 作って遊ぼう!
くるりん積み木カー

Let wood be 
中山カズト氏 84

7/31 「すいそ」エネルギーで、
最先端の車を走らせよう！ 本田技研(株) 64

8/3 ガラス絵作り～空きびん
のリサイクル体験～ 宝酒造(株) 45

8/4 第５回えこそらキッズ 37

8/5
電車のエコを知ろう！
～クイズde京阪＆制服で
ハイチーズ～

京阪ホールディングス（株） 120

8/5
子どもクッキング教室
～自分で作るカンタン
ごはん～

平田 早紀子氏 24

8/8 ワラを使ったオブジェ作り 藤井 桃子 氏(花背WARA) 32

8/17 葉っぱや草花で
しおりを作ろう！ 名神深草森の会 94

8/19 京都の木でイスを作ろう 京都木材青年経営者協議会 78

8/25 第 6 回えこそらキッズ 27

9/8 第 7 回えこそらキッズ 30
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日程 名　称 会　場 内　容

5/15～18 桃陵中学校　職場体験 京エコロジーセンター 職場体験

5/19
祇園祭ごみゼロ
大作戦 2018　
ボランティア
リーダー研修会

京エコロジーセンター
ボランティアの
心構え等の研修

6/22 鏡山学区
ごみ減量学習会 鏡山小学校

ごみに関する
講義等

7/15 板橋まつり 板橋小学校 発電体験 等

7/21
境谷夏まつり 境谷小学校 発電体験 等

夏の夜市 村山公園 発電体験 等

7/27 防災と音楽の夕べ 桂東小学校 発電体験 等

7/28 夏祭り 修学院第二学小学校 発電体験 等

8/4

桃山地域女性会
スクール 21 学習会②

「エコ料理でガス代を
節約しよう」

京エコロジーセンター
省エネに関する
講義 等

エコサマーフェスタ 元梅逕中学校 発電体験 等

中立ふれあい広場 新町小学校 省エネに関する講義等

上賀茂夏まつり 上賀茂小学校 発電体験 等

8/5
久多夏の里山まつり 久多の里自然環境

活用センター 発電体験 等

夏祭り 嵐山小学校 発電体験 等

8/19
柊野地区　北葵野町
地蔵盆祭り 北葵野町 省エネに関する講義等

8/25 待鳳まつり 待鳳小学校 省エネに関する講義等

9/1
桃山地域女性会
スクール 21 学習会③ 桃山会館 省エネに関する講義等

9/2
桃山地域女性会学習会

「エコクッキングで
ガス代を節約しよう」

京エコロジーセンター 省エネに関する講義等

9/8
元町ふれあい土曜塾

「のこさずたべてね」
元町小学校

ふれあいサロン 省エネに関する講義等

9/15 ふれあいまつり 下鴨小学校 発電体験 等

9/17
森のようちえん
どろんこ園

宝が池公園
憩いの森広場 発電体験 等

9/23 ふれあいまつり 朱雀第三小学校 省エネに関する講義等

10/2 くらしの匠「説明会」 朱雀第三
自治連合会館 省エネに関する講義等

10/5
伏見エコライフプロジェ
クト「伏見えこな人図鑑」
取材協力

京エコロジーセンター 環境ボランティ
アに対する取材

10/6
桃山地域女性会
スクール 21 学習会④

「省エネの取組報告」
桃山会館 省エネに関する講義等

10/7 スポーツフェステバル 池田小学校 発電体験 等

10/16 くらしの匠「第 1回集会」 朱雀第三
自治連合会館 省エネに関する講義等

10/20 上高野ふれあいまつり 上高野小学校 発電体験 等

10/27
御所南コミュニティ
環境部会 御所南小学校 省エネに関する講義等

10/28
桂坂ふれあいまつり 桂坂小学校 発電体験 等

ふれあいまつり 西野小学校 発電体験 等

10/31 くらしの匠「説明会」 京都市上鳥羽北部いき
いき市民活動センター 省エネに関する講義等

11/3 アイビーフェスタ 成徳学舎（元成徳中学） 発電体験 等

11/4
朱二ふれあいまつり 朱雀第二小学校 発電体験 等

朱七こどもフェスティバル 朱雀第七小学校 発電体験 等

日程 名　称 会　場 内　容

11/7 くらしの匠「第１回集会」 京都市上鳥羽北部いき
いき市民活動センター 省エネに関する講義等

11/8 くらしの匠「第３回集会」 朱雀第三
自治連合会館 省エネに関する講義等

11/10 第２回葵学区親子まつり 葵小学校 省エネに関する講義等

11/11
防災訓練 元新洞小学校 防災に関する講義等

西院ふれあいまつり 西院中学校 省エネに関する講義等

11/14 くらしの匠「第２回集会」 京都市上鳥羽北部いき
いき市民活動センター 省エネに関する講義等

11/17 親と子の秋のつどい 伏見板橋小学校 発電体験 等

11/23 深草 100 円商店街 深草小学校 発電体験 等

12/2 歳末広場 御所南小学校 発電体験 等

12/5 くらしの匠「第３回集会」 京都市上鳥羽北部いき
いき市民活動センター 省エネに関する講義等

12/9 各種団体役員会 羽束師小学校 防災に関する講義等

12/16 大将軍まつり
（ふれあいもちつき大会） 大将軍小学校 おもちゃの交換会

12/23 餅つき大会 稚松公園体育館 発電体験 等

1/6 消防団初出式 北白川小学校 発電体験 等

1/13 北風と遊ぼう 京都市立桃山小学校 発電体験 等

1/16 くらしの匠「説明会」 乾隆小学校 省エネに関する講義等

1/20 新春もちつき大会 京都まなびの街
生き方探究館 発電体験 等

1/26 餅つき大会 養徳小学校 発電体験 等

1/27 冬の格致区民
ふれあい広場 下京雅小学校 発電体験 等

1/30 くらしの匠「第 1回集会」 乾隆小学校 省エネに関する講義等

2/7 くらしの匠「説明会」 醒泉会館 省エネに関する講義等

2/9 もちつき大会 新林小学校 発電体験 等

2/13 くらしの匠「第２回集会」 乾隆小学校 省エネに関する講義等

2/18 くらしの匠「第 1回集会」 醒泉会館 省エネに関する講義等

2/21 家庭の省エネに
関する学習会 日彰学区自治会館 省エネに関する講義等

3/4 くらしの匠「第２回集会」 醒泉会館 省エネに関する講義等

3/13 くらしの匠「第３回集会」 乾隆小学校 省エネに関する講義等

3/18 くらしの匠「第３回集会」 醒泉会館 省エネに関する講義等
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日程 タ イ ト ル 人数

4/1
登録証授与式 25

エコメイトスタートアップの会 32

7/1 ボランティア全体ミーティング① 33

9/9 エコメイト中間ふりかえりの会 24

12/22 ボランティア全体ミーティング② 28

3/24
エコメイト年間ふりかえりの会 26

修了証授与式 42

日程 タ イ ト ル 人数

第１回 4/14 効果的な伝え方を知ろう
～マナー＆コミュニケ―ション編～ 18

第２回 5/19 エコセンの設備を知ろう 22

第３回 6/13 社会見学～ゼロ・エネルギー
ハウス（ZEH）を知ろう～ 40

第４回 8/5 子どもの来館者対応について 22

第５回 10/20 水に関する情報収集 25

第６回 11/17 食に関する情報収集 23

第７回 12/9 ごみに関する情報収集 30

第８回 1/20 地球温暖化に関する最新情報 44

日程 タイトル 人数

第１回 1/6 エコセン・ボランティアきほんのき 20

第２回 1/19 環境問題・エコセンの
展示　きほんのき 17

第３回 1/27 環境学習きほんのき 17

第４回 2/9～10 環境学習の場をつくり・
まわす　きほんのき①②

のべ
24

第５回 2/15～16 実習 オリエンテーション 16

実習 2/17～3/9 実習期間 のべ
30

第６回 3/11 これまでの講座のふりかえり
& 登録説明会 19

日程 タイトル 実施グループ名 人数

6/17

水みず大作戦～かっこい
い水の使い方～ イベントグループ 53

うちごみ相談所 ワーキンググループ 25

7/24
～8/27

ボランティア推薦図書
特別展示絵本＆ POP 図書グループ 22

貸出数

7/26、8/2
8/9、8/16

エコセン☆夏休み
ワクワクひろば イベントグループ 230

8/10 うちごみ相談所 ワーキンググループ 37

8/12
ペットボトルで
マイ風力発電機を作ろう エコエネクラブ 81

9/15
昔と今のおやつを
考えよう～

♪エコロジーカフェ♪
の会 7

10/9
～11/26 読書週間 POP 展 図書グループ 3

貸出数

11/3 うちごみ相談所 ワーキンググループ 21

12/16
ペットボトルでマイエコライ
トを作ろう！～クリスマス・
バージョン 2018 ～

エコエネクラブ 37

1/12
” お茶 ” を飲みくらべて
みよう！

♪エコロジーカフェ♪
の会

7

1/19 エコ紙芝居
～プラごみを考えよう イベントグループ 32

2/16 うちごみ相談所 ワーキンググループ 42
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日程 事業名 主催

5/23 中都市廃棄物減量化政策
研究ワークショップ 龍谷大学 社会科学研究科

6/22 JICA 課題別研修「エネルギーの
高効率利用と省エネの推進（E）」 ( 一社 ) 省エネルギーセンター

7/16
JICA 草の根技術協力事業「湖南
省洞庭湖流域農村水環境改善プ
ロジェクト」にかかる訪日研修

( 公財 ) 淡海環境保全財団

7/27 ソーラー工作教室「あしかがクルク
ルまわるよ」

京都生協北ブロック
ほっこりこみゅにてぃ

8/18
8/20 平城宮跡解説ボランティア勉強会 奈良文化財研究所

9/15
9/16

ボランティアコーディネーション力
検定 2 級直前研修
※職員が検定試験委員として参画

（特非）日本ボランティア
コーディネーター協会

10/11 JICA 課題別研修「博物館と
コミュニティ開発」 国立民族学博物館

10/30
JICA・マレーシア国別研修「LEP2.0
行政初級職 人材育成・プロジェク
ト管理」

（公財）太平洋人材交流セン
ター

12/1 「ESD 推進ネットワーク全国フォー
ラム 2018 分科会」への講師派遣

ESD 活動支援センター、
文部科学省、環境省ほか

12/5 JICA・マレーシア国別研修「LEP2.0 
中間管理職のための指導教育」

（公財）太平洋人材交流セン
ター

1/26 「仏教と環境展」トークイベント 京都佛立ミュージアム

3/4 JICA 課題別研修「総合的な廃棄
物管理（全般）（B)」 中部リサイクル運動市民の会

3/5 JCL 外国語学院研修 JCL 外国語学院

3/23
イオンチアーズクラブ兵庫京都滋
賀奈良地区予選会
※職員が審査員として参画

イオンリテール ( 株 ) 近畿カン
パニー

日程 事業名 主催

8/18
8/19

日本 ESD 学会第 1 回大会へ
の参加とワークショップ（ユー
ス世代との ESD・SDGs 推 進
について）の実施

日本 ESD 学会

8/25
8/26

日本環境教育学会第 29 回大
会への参加と口頭発表（展示
事業に係る実践報告）

日本環境教育学会

2/2
2/3

ワン・ワールド・フェスティバ
ルへの出展

ワン・ワールド・フェスティ
バル実行委員会

3/2
3/3

全国ボランティアコーディネー
ター研究集会 2019 での分科
会「シニアの心を動かせ！」「文
化施設が豊かになる “5 つ ”
のこと」実施

全国ボランティアコー
ディネーター研究集会
2019 実行委員会、( 特
非 ) 日本 ボランティア
コーディネーター協会

日程 事業名 主催

通年
日本環境教育学会プロジェク
ト研究「学校環境教育プロ
ジェクト」参画

日本環境教育学会プロ
ジェクト研究「学校環境
教育プロジェクト」

通年
ボランティアコーディネーショ
ン力検定試験委員会への参
画

( 特非 ) 日本ボランティ
アコーディネーター協会

5～
12月

第 23 回「青少年のための科
学の祭典」京都大会 実行委
員会への参画

「青少年のための科学の
祭典」京都大会 実行委
員会

6～
3月

「全国ボランティアコーディ
ネーター研究集会 2019」 実行
委員会への参画

( 特非 ) 日本ボランティ
アコーディネーター協
会、全国ボランティア
コーディネーター研究
集会 2019 実行委員会
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役　職 氏　名 所属・役職

理事長 高月　紘 京都大学 名誉教授

専務理事 浅野 和子 公益財団法人 京都市環境保全活動推進協会事務局長

理　事

杦本 育生 特定非営利活動法人 環境市民 代表理事

田浦 健朗 特定非営利活動法人 気候ネットワーク事務局長

橋本 直子 株式会社 Hibana 代表取締役

花田眞理子 大阪産業大学 大学院 人間環境学研究科 教授

久山喜久雄 フィールドソサイエティー代表

新川 達郎 同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 政策学部教授

山中かおり 京都市環境政策局地球温暖化対策室担当部長

監　事
野村 克章 税理士

村中 俊文 京都市環境政策局環境企画部長

役　職 氏　名 所属・役職

評議員

浅利 美鈴 京都大学 地球環境学堂 准教授

市川 智史 滋賀大学 環境総合研究センター 教授

中田富士男 京都市ごみ減量推進会議理事

永橋 爲介 立命館大学 産業社会学部 教授

長屋 博久 有限会社 村田堂 取締役

原　　強  京都循環経済研究所 所長

 粂　善子 有限会社 思風都 代表取締役会長

 周　瑋生 立命館大学 政策科学部 教授

 田中　克 京都大学 名誉教授

山元 新司 株式会社京都銀行 公務・地域連携部 地域活性化室長

南山 泰宏 京都教育大学環境教育実践センター 教授

森元 正純 京都市環境政策局地球温暖化対策室長

氏　名 所　属

赤塚 太朗 京都市環境政策局地球温暖化対策室

荒川 佳夫 京エコロジーセンター環境ボランティア
( 京エコサポーター )

伊東 真吾 一般社団法人 市民エネルギー京都

井上 和彦 京のアジェンダ 21 フォーラム

木原 浩貴 京都府地球温暖化防止活動推進センター

小谷 真理 同志社大学 政策学部

杦本 育生 特定非営利活動法人 環境市民

氏　名 所　属

赤澤 清孝 特定非営利活動法人 ユースビジョン

浅利 美鈴 京都大学大学院地球環境学堂

氏　名 所　属

田浦 健朗 特定非営利活動法人気候ネットワーク

高月　紘 公益財団法人 京都市環境保全活動推進協会

高野 拓樹 京都光華女子大学 キャリア形成学部

中尾 雅幸 宝ホールディングス株式会社 環境広報部

中田富士男 京都市ごみ減量推進会議

長畑 和典 特定非営利活動法人 KES 環境機構

長屋 博久 有限会社 村田堂

氏　名 所　属

井上 和彦 京のアジェンダ 21 フォーラム

上田 隼也 立命館大学 生命科学部 学生

氏　名 所　属

西山 尚幸 特定非営利活動法人コンシューマーズ京都

原　　強 京都循環経済研究所

東山 和之 京都市環境政策局循環型社会推進部
ごみ減量推進課

久山喜久雄 フィールドソサイエティー

福島 布子 京都市地域女性連合会

藤野 正弘 特定非営利活動法人きょうとグリーンファンド

守屋ひとみ 京エコロジーセンター環境ボランティア
( 京エコサポーター )

氏　名 所　属

小川 博子 京都市環境政策局環境企画部環境総務課

三木 俊和 有限責任事業組合まちとしごと総合研究所

総　務　課 事　業　部

理事長 専務理事 事務局長 課長 課長補佐 事務職員 再雇用
職員 小　計 部長 課長 課長補佐 事業職員 事務職員 研修職員 臨時職員 小計 合計

1 1 （１） 1 0 3 1 5 1 3 （１） 1 11 1 2 5 23 30
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事　　　業 主な方向性

(1) 環境意識の普及、啓発に関する事業 ①地域社会との連携を深める

(2) 環境情報の発信事業 ⑥発信力の強化

(3) 環境保全に関する調査、研究に関する事業 ⑤環境学習ツール・プログラム開発力の強化

(4) 環境教育及び人材育成に関する事業 ③人材育成

(5) 環境保全のための市民、事業者等との連携、支援に関する事業 ②パートナーシップをこれまで以上に

(6) 環境意識の向上のための国際的な連携、支援に関する事業 ①地域社会との連携を深める

(7) 環境保全活動に関する施設の管理運営 ⑤環境学習ツール・プログラム開発力の強化

(8) その他、この法人の公益目的を達成するために必要な事業






