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「アジェンダ21」とは「21世紀への課題」という意味です。 

「アジェンダ21すいた」は、市民・事業者・行政が力を合わ 

せて、持続可能な社会の実現を目指すパートナーシップ組織 

です。 
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皆様、明けましておめでとうござい

ます。いつも「アジェンダ２１すい

た」をご支援下さいまして、大変あり

がとうございます。 

どうすれば市民の皆様に環境に関心

をもって頂き、一人でも多くの方が実

際の行動につなげて頂けるか。 

そのような思いから昨年は「十五夜

ムーンライトコンサート」を実施し、

太陽エネルギーを使った照明や音響を

利用して、月明りのもと、大勢の方が

アコースティックな演奏や歌を楽しん

で下さいました。間接的に300人近い

方が2時間近く、エネルギ―を使わず

に過ごして下さったとも言えるでしょ

う。 

「環境のことを考えることはとても

大事」、そのようにみんなが思う時代

になってきています。でも皆さん、家

庭や仕事が多忙で、関わりたくても時

間が取れない、どうすればよいかわか

らない、そのような時代でもあるので

しょう。 

「ちょっとだけ参加して、楽しみ考

えながら何かエコな行動に踏み出して

みる」、そのような機会を増やせば、きっと、自分も環境ボランティアに関わってみたい

という若手も増えることでしょう。 

市民の皆さん、企業や組織の皆さんが、楽しく、明るく、無理なく環境行動に取り組

め、そしてその輪が大きく広がるようにと、今年も知恵を絞っていきたいと思います。 

 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

                             （代表 三輪 信哉） 

三輪代表と幹事のみなさま 吹田市役所正面玄関 門松の前にて  
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昨年１０月に開催しました「十五夜ムーンライトコンサート」が好評であったことに味を

しめて、ではありませんが、来年度のすいたクールアース大作戦に向けて、着々と会議を重

ねています。その途中経過をお伝えします。 

 

十五夜ムーンライトコンサート 

 すいたクールアースデー９月２４日（月・祝）にコンサー

トを開催します。雨天の場合、施設内での開催も検討しまし

たが、雨天は十五夜のお月様を観ることもできませんので、

中止とさせていただくことに、現時点ではなっています。 

 また、９月２２日（土）から３０日（日）の９日間は、す

いたクールアースウィークとして、すいたクールアース大作

戦に連携していただけるイベントや団体を募り、すいたクー

ルアースウィークのロゴマークの使用、イベントや団体名を

ホームページ等に掲載することを考えています。 

 

すいた、わたしのエコ宣言 

 引き続き宣言してくださる方を募っていきます。今年度

は、吹田まつり、街と里がつながるキャンペーン（市立吹田

サッカースタジアム）で宣言をしていただきました。残る日

程は、来年２月開催のくるくるアースフェスタ、すいた環境

教育フェスタ２０１８で実施する予定です。 

 来年度は、市内で開催される多数のイベントがありますので、全てに参加することは難し

いので、年6回程度を基本としてイベント開催時のエコ宣言募集をいたします。 

 

 以上のように地球温暖化防止のため企画、実践していきます。ぜひ、熱き思いをお持ちの

方のご参加、お待ちしています。「思いは熱く、地球温暖化は防止」しましょう！ 

 

（池渕 佐知子） 

すいたクールアース大作戦に向けて（フラッグシッププロジェクト） 

ガンバ大阪の応援にきた子どもたちもパチリ☆ 

今年のムーライトコンサート ちらし 

フラッグシッププロジェクトのテーマ 
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【 はじめに 】 

 今年度から、新たな取り組みとして、フラグシッププロジェクト会議「食品ロス削減」が

加わりました。本プロジェクトでは、吹田市内の飲食店における食品ロスを削減する取り組

みを広げていくことを目標に、その先駆けとして、先月、JR吹田駅前商店街の店舗を対象に

アンケート調査を実施しました。その概要と実施結果をご報告します。 

 

【 アンケート調査の概要 】 

■調査目的 

 「アジェンダ21すいた」と吹田市でも、消費者及び事業者の

方々と連携して食品ロス削減の取組みを進めていきたいと考えて

おります。今回のアンケート実施は、飲食店等に対象を絞り、飲

食店等における今後の有効な取り組みについて検討する材料を集

めるために行いました。 

■調査概要 

・調査対象：JR吹田駅前商店街の飲食店等 

・調査方法：アンケート用紙に回答を記入 

・調査期間：平成29年12月 

■回収結果 

・回収数 37件／120件（回収率 約3割） 

 

【 集計結果と感想 】 

 回答していただいた店舗の業務形態は、「飲食料品販売」（11店舗）が最も多かったです

が、「カフェ・喫茶店」（5店舗）や「居酒屋」（5店舗）といった店舗もありました。「その

他」（9店舗）では、和菓子・製パン・食肉の販売、八百屋などの食品販売に関わる店舗が見

受けられましたため、これらも、飲食店販売に含まれると捉えています。 

 主に、食品ロスは、「賞味期限・消費期限切れによる商品の廃棄」（17店舗）が多いとい

う結果でした。しかし、各店舗側から、顧客の満足度を得ることとの両立（16店舗）や食

材・商品の適切な仕入れ量を予測すること（12店舗）が難しいという回答が多くあったた

め、食品ロス削減の対策をとるにしても困っている、という現状がうかがえました。 

 ただ、そのような状況のなかでも、仕入れ量の適正化に取り組んでいる店舗は20店舗と

多く、今後は、仕入れ量の予測をスムーズに行える方法を提示していくことが求められてい

るのではないでしょうか。また、賞味期限・消費期限が近い商品を値下げ販売したり（7店

舗）、食べ残した料理の持ち帰り用の箱等を提供していたり（7店舗）という店舗もあるた

め、これらの取り組みを支援する活動も必要かと思います。 

 最後に、食品ロスに関するヒアリングに協力してもよいといってくださっている店舗が

12店舗ございましたので、聞き取りの計画を立てていきたいと考えています。 

「食品ロス削減 アンケート調査実施報告」（フラッグシッププロジェクト） 

【イメージ写真】手つかずのまま、廃棄される食材 
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あずま袋の作成方法をレクチャーしました☆  

あずま袋づくり in 母子会まつり（資源部会） 

平成29年11月4日、吹田市総合福祉会館にて母子会まつりが開催され、資源部会はすい

たレジ袋削減・マイバッグ推進協議会の一員として、「手ぬぐいからできるあずま袋」の作

り方講座を来場者を対象に行いました。100円ショップで手に入る日本てぬぐい1枚を使っ

て、2か所を留めて波縫いするだけの簡単なものです。 

その日はバザーや野菜の販売などのコーナーもあって、早速買い物に利用しておられる方

もいらっしゃいました。地域の集まりで皆さんに教えるという方もおられて、59名の参加

者の皆さんは手軽にできたあずま袋を手にして大変喜んで帰られました。 

（資源部会 伊藤智子） 

 阪急北千里駅イベント広場に於いて「ＤＩＯＳ北千里ウインターイルミネーション“光の

街２０１７－２０１８“」が開催されています。大阪府立北千里高等学校の生徒がデザイン

した「竹製オブジェのイルミネーション」が、展示されています。「すいた里山クラブ」は、

竹製オブジェの製作指導並びに現地での組み立てに参加協力しています。 

（ＮＰＯ法人すいた環境学習協会 安本修） 

ＤＩＯＳ北千里ウインターイルミネーション 光の街２０１７－２０１８（団体会員） 

開催期間 

２０１７年１２月 

 ～２０１８年１月末 

 

ぜひ、 

お立ち寄りください。 

竹製オブジェイルミネーションの様子 

あずま袋の完成品 
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 わたしたち資源部会は、吹田市内の飲食店で食品ロスについて取材を行いました。 

 市内で食べ残しゼロに向け、先進的に取り組んでいるお店、千里ニュータウンの“スパゲッ

テリア マッキ― di HAYASHIDA”に伺いました。 

☆お店の紹介☆ 

「スパゲッテリア マッキ― di HAYASHIDA」 

住 所：吹田市津雲台1-1-30 トナリエ南千里2F 

電 話：06-6155-1239 

 

■取材によると・・・ 

☆ランチタイムの対策☆ 

 ランチメニューでは、スパゲティの0.7人前のSサイズ

があり、通常のサイズよりも200円お安くなってお得感

たっぷり。また、200円プラスすると1.5人前のLサイズ

が食べられます。一方、食べ盛りの若者にはLサイズが

ぴったり。食べる量に合わせて選べるのは嬉しいですね。 

☆ディナータイムの対策☆ 

 夜のメニューは、アルコールをゆっくり傾けて、お料理

も数種類、少しずつあるといいということで、アラカルト

にSサイズがあります。また、スパゲティとピザはハーフメニューもあります。さらに、スパ

ゲティLサイズは1.5人前でプラス400円で食べられます。 

☆宴会時の対策☆ 

 前菜が残ることがあるので、お客さんに声掛けして食べてもらうそうです。スパゲティは人

数分を大皿に盛るので、うまく分けてもらえば結果的になくなります。 

 冬場に人気のトマト鍋はトマトベースの鍋料理で、食べる量に合わせてお客さんが取るの

で、食品ロスが出ない料理です。 

☆持ち帰りは？☆ 

 いよいよ余ったら、食べ残しは容器に入れて持ち帰りができます。基本的にスープ以外は全

部持ち帰れます。  

☆お店の方の意見☆ 

 いろんな工夫は、せっかく心を籠めて提供した料理なので、お客さんに無理なく食べてほし

いと言う思いから生まれたアイディアです。気持ちよく食事してもらい、おしつけでない「食

べ残しゼロ」を私なりに考えた結果です。 

■「食べ残しゼロ」協力店舗がふえてほしい 

 どこか、イソップの「北風と太陽」を思い出しますね。このようにソフトに「食品ロス削

減」に取り組めるお店がもっともっと増えてほしいと節に願います。 

（資源部会 水川 晶子） 

ランチメニュー 

 

 あなたが見つけるエコなお店 in すいた（資源部会） 

店内の様子 
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 エネルギー部会では、環境政策の一環としてCO2の発生が少ないエネルギーを推奨して

います。しかし、若年層に浸透しているとは感じられない状況が見受けられます。 

 そこで、地域の小学生対象にエコに関する環境事業として、エコ・キャンドルを地域の

公民館事業に取り入れてもらえるよう活動を3年前から行ってきました。平成２７年度は吹

田市立千里新田地区公民館に賛同して頂き、３０名の参加で大盛況でした。平成２９年度

は、他の子どもイベントと重なり１０名の参加に留まりました。しかし、よくしたもので

キャンドル作りに充分時間がとれたことで、素晴らしい出来栄えのキャンドルライトとエ

ネルギー部会の目的としていた、環境教育にしっかりと取り組む時間ができました。 

 今後も、エネルギー部会のエコ環境政策室事業として浸透させるべく地域でのエコ・

キャンドル偉業に積極的に取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 

     

            （エネルギー部会 吉田 誠） 

子どもたちに、エコキャンドルを作ってもらいました☆ 

「地域に普及させるエコ・キャンドル事業」（エネルギー部会） 

 12月9日（土）、吹田市立千里新田公民館で「廃油を使ったエコキャンドル作り講座」を

開催いたしました。定員は20名で、不要になった廃油を使い、子どもたちを対象に無料で

行いました。クレヨンで色付けをするため、カラフルで世界にひとつだけのキャンドルを

作ることができます。 
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マイボトル持って来て！給茶コーナーへ 

 寒い季節、外出時に温かい飲み物が欲しくなる時があります

ね。保温ボトルに入れて持って歩くと、いつでも好きな時に飲め

て便利。マイボトルを持つ習慣を身につけると、それが可能にな

ります。町を歩くとコンビニや自販機で飲み物は買えますが、

「ちょっと待って！」あなたが手にした飲料は使い捨ての容器に

入っているのではありませんか？ 

 そうです。紙コップやペットボトルもごみになってしまいま

す。いつも飲み慣れたお気に入りのお茶を入れてマイボトルを持って歩く、こだわりのライ

フスタイルも芯が通っていてステキ！ 

 今年も「すいた環境教育フェスタ」では「給茶コーナー」をやります。マイボトルやマイ

カップを持って来てください。お茶のサービスが受けられます。また抽選で保温ボトルや

ティーバッグなどが当たりますので、ぜひ会場の「アジェンダ21すいた」のコーナーへお立

ち寄りください。おいしいお茶を用意してお待ちしていますよ。（資源部会 水川 晶子） 

エコ双六 

 「すいた環境教育フェスタ」での「エコ双六（すごろく）」ブース出

展は今年で3回目です。これまでの2回は、神戸市の「CO2減（シオ

ツゲン）の会」（代表：雜賀梨恵さん）の応援出張で7つ道具一式お世

話になりました。しかし、今年は都合悪いとのことで、エネルギー部

会で自前でやろうとのことになりました。 

 エコ双六は、パネルに「選択問題」、「ドボン！３つもどる」、「ラッ

キー！スキップしながら４つすすむ」など書いたシートをぶら下げ、

サイコロを振って解答しながら、ゴールまで到達、その後採点しても

らい、賞品をもらう環境啓発用の遊びです。「選択問題」のネ

タは、環境クイズとしてインターネットに沢山載っています

が、小学生向けといっても平易な問題から、環境クラブ向け

の難問まで様々な状況の中、なるべく易しい問題として全18

題程、取り揃えました。大人も子供と一緒になって楽しく環

境のことを考え、また学ぶ場になると確信しております。ど

うぞ、小学生から中学生の皆さん、ご両親やお友達と一緒に

お越し下さい。お待ちしています。                   

                          （エネルギー部会 中野 政男） 

サイコロをふってゲーム 

昨年同イベントにおけるエコ双六の様子 

「すいた環境教育フェスタ2018」予告 

昨年同イベントの給茶コーナー 

 平成30年2月3日（土）、くるくるプラザ（吹田市資源リサイクルセンター）で「すいた環

境教育フェスタ2018」が開催されます。「アジェンダ２１すいた」は、「エコ双六」や「給

茶コーナー」などを出展します。ぜひ、みなさまご来場ください。 



発行：アジェンダ２１すいた 事務局 

〒564-8550 吹田市泉町1－3－40 

 吹田市環境部環境政策室内 

 TEL：06-6384-1782 FAX：06-6368-9900 

 Ｅ‐mail：env-seisaku@city.suita.osaka.jp 

企画・編集：アジェンダ２１すいた 『エコセン』     

各種募集・イベント案内 

アジェンダ２１すいた入会のご案内 

持続可能な社会をめざして、一緒に活動しましょう！ 

【会費】 

 ◆正会員     個人1,000円／年  

                    団体5,000円／年 

 ◆賛助会員  1 口1,000円／年 

 ◆準会員   無料 

【会員特典】 

   ニュースレター・各種案内資料の送付 

 部会活動への参加、主催行事への参加など 

第４５号（平成３０年１月２５日発行） 

アジェンダ２１すいたニュースレター 

ホームページで、イベント情報や活動スケジュールなどをお知らせしています。 
   イベント情報や活動スケジュールなどの情報を掲載していますので、ぜひ、ご覧ください。 

 ホームページ http://www.ag21suita.org/ 
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「本川達雄氏 講演会」開催！ ～関西大学～ 

「すいた環境教育フェスタ2018」開催！ ～くるくるプラザ～ 

「くるくるアースフェスタ」開催！ ～ららぽーとEXPOCITY～ 

◆とき／平成30年２月１８日（日）午前10時00分から午後4時00分 

人形劇：大阪大学「創作人形劇団せせくらせ」午後１時～午後２時（2回公演） 

◆ところ／ららぽーとEXPOCITY１階光の広場（大阪モノレール「万博記念公園」駅下車すぐ） 

◆主催／（公財）千里リサイクルプラザ 

◆問合せ／（公財）千里リサイクルプラザ（TEL：06-6877-5300）か吹田市環境政策

室（TEL:06-6384-1782）へ。 

エコクラフト教室やパネル展示等、楽しみながら環境問題について学んでみませんか？ 

◆とき／平成30年2月3日（土）午前10時30分から午後3時30分 

◆ところ／吹田市資源リサイクルセンター（大阪モノレール「公園東口」駅から徒歩５分）  

◆主催／吹田市 

◆その他／入場無料、隣接の吹田市資源エネルギーセンターで 

公益財団法人千里リサイクルプラザ主催「環境学習発表会」を同時開催。 

◆問合せ／吹田市環境部環境政策室（ＴＥＬ：06-6384-1782）へ。 

ベストセラー「ゾウの時間 ネズミの時間」の著者がご登壇！ 

生きもののすごいデザインと生物多様性についてお話を聞いてみませんか？ 

◆とき／平成30年３月1７日（土）1４時０0分から１６時００分（１３時３０分開場） 

◆ところ／関西大学ソシオＡＶ大ホール（阪急北千里線「関大前」駅から徒歩３分）  

◆主催／吹田市 ◆その他／入場無料、申し込み不要。 

◆問合せ／吹田市環境政策室（TEL: 06-6３８４-１７８２ ）へ。 

楽しみながら地球温暖化問題やごみ減量について考えませんか。地球温暖化防止動画コン

テスト優秀作品の紹介や手作りおもちゃ、風呂敷の包み方、他体験教室などを行います。 
「アジェンダ２１すいた」も「すいた、わたしのエコ宣言」の撮影ブース等を出展する予定です。 


