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1
梅雨を楽しく過ごそう！
おうちでエコ傘づくり

公益財団法人京都
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5日（土）～6月27
日（日）

オンライン（YouTube）
動画を見て，自分で修理
して長く使えるオリジナル
の傘を作る。

公益財団法人京都市環
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/

2

こんな未来になってほ
しい！大きな紙にみん
なで描こう～エコセン館
長とお絵かきしよう～

公益財団法人京都
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27日（日） 京エコロジーセンター

京エコロジーセンター館
長で環境マンガ家のハイ
ムーン氏と一緒に，未来
についての絵を描く。

公益財団法人京都市環
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

太陽光発電設備共同
購入事業(みんなのおう
ちに太陽光)の参加者
募集

環境政策局地球温
暖化対策室

募集期間
4月7日（水）～7月26
日（月）

―

京都市内で太陽光パネ
ルと蓄電池の購入希望者
を広く募集し，共同で一
括購入することで，より安
価に商品を購入できる機
会を提供する。

みんなのおうちに太陽光
キャンペーン事務局

0120-698-300
https://group-
buy.jp/solar/kyoto/
home

4
令和3年度京の生きも
の生息調査

環境政策局環境企
画部環境管理課

4月15日（木）～10月
31日（日）

―

市内の緑や水辺の豊かさ
等の自然環境の現状を把
握するため，市民の皆様
に御協力いただき，市内
で見られるツバメ等の生
息状況を調査する。

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/0000283623.html

5
令和3年度（第19回）京
都環境賞募集

環境政策局環境企
画部環境管理課

募集期間
6月1日（火）
～8月31日（火）

―

主に京都市内で環境保
全に貢献する活動を実践
する個人や団体を「京都
環境賞」として表彰してそ
の活動を広く推奨するた
め，応募者を募集。

環境政策局環境企画部
環境管理課

075‐222‐3951

6 京都環境賞パネル展
環境政策局環境企
画部環境管理課

6月1日（火）～6月15
日（火）

市役所分庁舎正面ロビー

京都環境賞の令和元年
度（第17回）受賞者の活
動内容を紹介したパネル
を展示。

環境政策局環境企画部
環境管理課

075‐222‐395１

7
四条大宮周辺美化活
動

京都市まちの美化
推進事業団

6月22日（火） 洛友中学校
会員企業，地域団体等と
協働で清掃活動を実施

京都市まちの美化推進
事業団

075-231-5300
http://www.bika-
kyo.jp/

8
友・遊・美化パスポート
事業

環境政策局循環型
社会推進部まち美
化推進課

6月24日（木） 宮の前公園

黒谷・哲学の道区域にお
いて，市民ボランティアに
よる散策を兼ねた美化活
動を実施

環境政策局循環型社会
推進部まち美化推進課

075-213-4960
https://www.city.ky
oto.lg.jp/kankyo/pag
e/0000280316.html
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京都市

9

子ども向け学習プログラ
ム
さすてな☆リユース工
作
特別編（傘のペイント
ワークショップ）

さすてな京都 6月26日（土） さすてな京都

ビニール傘に，お気に入
りのペイントを行い，自分
らしさ表現や大事に長く
使い続けたくなるワーク
ショップ。

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

10

子ども向け学習プログラ
ム
さすてな☆リユース工
作
特別編

さすてな京都 6月2７日（日） さすてな京都
紙でアジサイのリースを作
ろう！

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

11
若者農業体験隊 米
come CLUB

育成推進課
（北青少年活動セ
ンター）

6月27日（日） 左京区大原地区

若者が農業を身近に感
じ，自身のライフスタイル
や価値観を拡げるきっか
けとして，米作りを体験
し，農業に携わる方と交
流する機会を提供した。

北青少年活動センター 075-451-6700
http://ys-
kyoto.org/kita/

12
清掃ボランティア
「ひろいーな」

育成推進課
（南青少年活動セ
ンター）

6月26日（土）
南青少年活動センター周
辺

ボランティアとともに南青
少年活動センター周辺や
公園・大宮通りなどの地
域清掃活動を行いなが
ら，地域参加や環境問題
を考える機会を持った。

南青少年活動センター 075-671-0356
http://ys-
kyoto.org/minami/

13 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/

14 自然観察会
（公財）京都市都市
緑化協会

6月19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/

15
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14日～
6月30日

市会事務局調査課（市会
図書・情報室内）

　「脱炭素社会の実現に
向けて」と題し，関連する
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
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京都市

16

「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2日（水）～
6月30日（水）

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。

公益財団法人京都市生
涯学習振興財団　総務
課企画係

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

17
サンサ右京ごみゼロ
キャンペーン

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）

総務課 075-863-5031 ―

18
環境月間に係る普及啓
発活動

総務課 6月中旬 交通局本庁舎 本庁舎へのポスター掲示 総務課 075-863-5031 ―

19 うるおいのミスト
上下水道局
総務部総務課

6月～9月

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
四条通バス停（四条河原
町，四条高倉）
その他公共施設

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，四条通
バス停（四条河原町，四
条高倉）をはじめ，市内の
公共施設でのドライ型ミス
ト装置の稼働

上下水道局
総務部総務課

075-672-7810 ―

20 浄水場見学
上下水道局
水道部蹴上浄水場

6月21日から受入再
開

上下水道局
水道部蹴上浄水場

　社会見学で来場した小
学生に水道水がエコであ
ることの環境教育を実施
する。

上下水道局
水道部蹴上浄水場

075-771-3102 ―

21 浄水場見学
上下水道局
水道部松ケ崎浄水
場

6月21日から受入再
開

上下水道局
水道部松ケ崎浄水場

　社会見学で来場した小
学生に水道水がエコであ
ることの環境教育を実施
する。

上下水道局
水道部松ケ崎浄水場

075-781-5355 ―

22 浄水場見学
上下水道局
水道部新山科浄水
場

6月21日から受入再
開

上下水道局
水道部新山科浄水場

　社会見学で来場した小
学生に水道水がエコであ
ることの環境教育を実施
する。

上下水道局
水道部新山科浄水場

075-581-9098 ―

23
「鴨川の天然鮎」友釣り
大会に伴うパネル展示

上京区体育振興会
連合会

6月15日から6月28
日

上京区役所

　上京区役所において鴨
川で活動されている市民
団体の環境啓発パネルを
展示する。

上京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担当

075-441-5040 ―

24
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

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）による，区役所
前等の花壇の管理や植
栽を実施。

山科区役所地域力推進
室まちづくり推進担当

075-592-3088

https://www2.kyotocitylib.jp/#
https://www2.kyotocitylib.jp/#
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京都市

25
笑顔と花いっぱいプロ
ジェクト

山科区役所
地域力推進室
まちづくり推進担当

募集期間
春夏：4月20日(火)
～6月15日(火)
秋冬：9月頃

山科区全域

　年2回（春夏，秋冬），山
科区内において，道沿い
や店舗等の敷地で誰もが
気兼ねなく鑑賞できる場
所や，ちびっこひろば等
公共の場所で，植栽およ
びその管理を行う団体に
対して助成を実施。

山科区役所地域力推進
室まちづくり推進担当

075-592-3088

https://www.city.ky
oto.lg.jp/yamasina/p
age/0000281628.ht
ml

26 区内一斉清掃
西京区役所管内各
学区自治連合会

2021/5/9
基準日 西京区域内
各学区における区内一斉
清掃活動

西京区役所地域力推進
室まちづくり推進担当

075-381-7197

27 市民しんぶん伏見区版
伏見区役所
地域力推進室(企
画担当)

5月15日号 区内全域に配布
市民しんぶん伏見区版に
おいて，環境月間関連事
業等の啓発記事を掲載

伏見区役所
地域力推進室(企画担当)

075-611-1295

https://www.city.ky
oto.lg.jp/digitalbook/
page/0000001353.ht
ml

https://www.city.kyoto.lg.jp/yamasina/page/0000281628.html#
https://www.city.kyoto.lg.jp/yamasina/page/0000281628.html#
https://www.city.kyoto.lg.jp/yamasina/page/0000281628.html#
https://www.city.kyoto.lg.jp/yamasina/page/0000281628.html#
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/page/0000001353.html#
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/page/0000001353.html#
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/page/0000001353.html#
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/page/0000001353.html#

