
府省庁・都道府県・政令指定都市・特別区名

行事・事業名 主催 期日 場所 行事・事業内容 問い合わせ先 問い合わせ先電話 URL

1 夏のエコオフィス運動
環境政策局
地球温暖化対策室

５月１日（金）
～１０月３１日（土）

―

執務室の温度管理の徹
底，軽装勤務の励行，京
都の夏を涼しく過ごすた
めの伝統産業製品の利
用推奨を実施

環境政策局
地球温暖化対策室

075-222-4555
https://www.city.ky
oto.lg.jp/kankyo/pag
e/0000268642.html

2 えこそらキッズ

(公財)京都市環境
保全活動推進協会
（京エコロジーセン
ター(京都市）指定
管理者）

6月20日（土）
※新型コロナウイル
スの影響で規模縮
小

京エコロジーセン
ター

畑の手入れ，生き物観
察，屋上のビオトープの
活用したプログラム等を
通して，食の循環と，人と
自然との関わりを学ぶ。

(公財)京都市環境保全
活動推進協会
（京エコロジーセンター
(京都市）指定管理者）

075-641-0911
https://www.miyako
-eco.jp/

3 環境月間記念植樹
京都市保健協議会
連合会

6月29日（月）
※新型コロナウイル
スの影響で規模縮
小

大原野こども園

　樹木を植え，育てること
で，まちに緑を増やして
いくとともに，自然や身の
まわりの環境にあらためて
関心を持つきっかけとし，
また「植物や自然環境を
守り，いのちをいつくしむ
心」を根付かせるため，記
念植樹を実施。

環境政策局
環境企画部環境管理課

075‐222‐3951

4
環境月間に関するウェブ
ポスターでの普及啓発

環境政策局
環境企画部環境管
理課

5月28日（木）～ ―

エコオフィス運動や太陽
光発電グループ購入事
業など，家庭・オフィスで
できる環境にいいことや，
関連する本市の施策等に
ついての啓発用ウェブポ
スターを作成し，本市ＨＰ
及びTwitter・facebookに
掲載した

環境政策局
環境企画部環境管理課

075‐222‐3951
https://www.city.ky
oto.lg.jp/kankyo/pag
e/0000270405.html

5
学生・大人向け学習講
座
アジサイのはてな？

さすてな京都 6月20日（土） さすてな京都

様々なアジサイから生物
多様性を考える
講師：兵庫県立大学名誉
教授　高橋　晃氏

さすてな京都 075-606-2548
https://sustaina-
kyoto.jp

令和２年度「環境の日」及び「環境月間」行事等

京都市
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京都市

6

学生・大人向け学習講
座
横大路の自然を学ぶ連
続講座①

さすてな京都 6月2８日（日） さすてな京都

横大路の自然と人々の暮
らし
講師：株式会社地域環境
計画

さすてな京都 075-606-2548
https://sustaina-
kyoto.jp

7 園芸セルフケア教室
（公財）京都市都市
緑化協会

毎週木曜日 梅小路公園

植物の世話を通して，心
身の健康管理や生活リズ
ムを整えるほか，花の手
入れをしながら花の名前
や特性などを学びます。

（公財）京都市都市緑化
協会

075-561-1350
http://www.kyoto-
ga.jp/

8 自然観察会
（公財）京都市都市
緑化協会

6月20日（土） 梅小路公園

様々な植物や生き物の生
息する梅小路公園「いの
ちの森」で，生きものの専
門家と共に森を巡る自然
観察会を開催します。

（公財）京都市都市緑化
協会

075-561-1350
http://www.kyoto-
ga.jp/

9
京都市会図書・情報室
「環境月間」特集コー
ナーの設置

市会事務局調査課
６月８日（月）
～６月３０日（火）

市会事務局調査課
（市会図書・情報室
内）

「環境月間によせて」と題
し，「食品ロス」及び「地球
温暖化」に関する書籍と
雑誌を展示する特集コー
ナーを設けた。

市会図書・情報室 075-222-3709

10
「環境月間」関連図書の
展示と貸出及び「生物多
様性コーナー」の設置

京都市図書館
6月１日（月）
～6月29日（月）

京都市図書館

特設コーナーを設置し，
「環境月間」に関する図
書の展示と貸出，併せて
「生物多様性コーナー」を
設置し，関連する図書の
展示と貸出，普及啓発チ
ラシの配架。

（公財）京都市生涯学習
振興財団
総務課企画係

075‐802-3145
https://www2.kyoto
citylib.jp/

11
サンサ右京ごみゼロキャ
ンペーン

交通局
総務部総務課

毎週月曜日
交通局本庁舎（サン
サ右京）周辺

交通局本庁舎（サンサ右
京）周辺の清掃活動を実
施（右京区役所と隔週）

交通局
総務部総務課

075-863-5031

12
環境月間に係る普及啓
発活動

交通局
総務部総務課

6月中旬 交通局本庁舎
交通局本庁舎へのポス
ター掲示

交通局
総務部総務課

075-863-5031

13
ミスト装置の貸出し（各局
区等）

上下水道局
総務部総務課

5月～9月
各局区等主催のイベ
ント会場等

上下水道局所有ミスト装
置の各局区等への貸出
実施

上下水道局
総務部総務課

075‐672‐7709

14 京（みやこ）の駅ミスト
上下水道局
総務部総務課

6月22日（月）
～9月30日（水）

京都駅前バスのりば
（Ａ，B，Ｃ，D）
京都駅北口タクシー
乗り場

京都駅前バスのりば（Ａ，
B，Ｃ，D）及び京都駅北
口タクシー乗り場へのドラ
イ型ミスト装置の設置

上下水道局
総務部総務課

075‐672‐7709
https://www.city.ky
oto.lg.jp/suido/page
/0000237975.html
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京都市

15
京（みやこ）のまちなかミ
スト

上下水道局
総務部総務課

6月22日（月）
～9月30日（水）

四条通バス停（四条
河原町，四条高倉）

四条通バス停（四条河原
町，四条高倉）へのドライ
型ミスト装置の設置

上下水道局
総務部総務課

075‐672‐7709
https://www.city.ky
oto.lg.jp/suido/page
/0000237975.html

16
みんなで花を咲かそうボ
ランティア活動

上京区文化振興会 通年 上京区役所

区民ボランティアの皆さん
によって，上京区役所前
のプランターに季節の花
を植え，毎日の水遣りや
年２回の花の一斉植替え
などを行っている。

上京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担当

075-441-5040 ―

17
フラワーロード推進事業

ふれあい“やまし
な”実行委員会

通年 山科区全域

当番制による水やりのほ
か，月１回程度，ボラン
ティア（花と緑のまちづくり
サポーター）により，花苗
の育成や区役所前等の
花壇の世話をしている。ま
た，ハボタンを栽培し市
民への啓発を行う。

山科区役所
地域力推進室
まちづくり推進担当

075-592-3088

18
笑顔と花いっぱいプロ
ジェクト

「世界一安心安全・
おもてなしのまち京
都　市民ぐるみ推
進運動」山科区推
進協議会

通年
山科区国道1号，新
十条通及び学区内
施設敷地

年２回，小学校等で花苗
の植替えを行い，１ケ月
程度小学校で世話をした
後，区内１３の自治連合
会が小学校と道路上等の
プランターの入れ替え作
業を行っている。

山科区役所
地域力推進室
まちづくり推進担当

075-592-3088
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