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１

報告

２

フラグシッププロジェクトより

３

平成 31 年度アジェンダ 21 すいた定時総会（7/15 月･祝）について
・議案書
・企画

４

ニュースレター･エコプレスについて

５

その他
・大阪府民会議 脱プラ宣言（別紙 1）
・リコージャパン㈱ 廃プラ 紙ファイル（別紙 2）

配布資料

●

次第
・別紙 1-① プラスチックごみに係る取組みについて（依頼）
・別紙 1-② みんなでおおさかプラスチックごみゼロへ！！
プラスチックごみに係る宣言募集要項
・別紙 1-③ プラスチックごみに係る宣言応募様式
・別紙 2

プラスチックごみから海を守ろう！ カタログ写真

・アジェンダ 21 すいた 会議記録表（平成 3１年 2 月 13 日(水)開催分）
● アジェンダ 21 すいた 平成 31 年度 定時総会について
第 1 号議案 平成 30 年度 アジェンダ 21 すいた 事業活動報告（案）
● 第 3 号議案
平成 31 年度 アジェンダ 21 すいた事業活動計画（案）
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計画グループより
第３次環境基本計画の素案を作成中のため、
「環境の保全を図る活動に関す
るアンケート調査票」
（吹田市環境部環境政策室）の協力を依頼。参考に今計
画中の骨子案も添付あり。事務局で回答案を作成後、三輪代表に加筆修正し
ていただく。

１ 報告
■自然部会
・3 月 23 日（土）に開催する「はらっぱビンゴ」の準備中。
・5 月 25 日（土）10：00～11：30「みどりのカーテン講座」を開催予定。
場所：市立男女共同参画センター（デュオ）
。開催内容は昨年と同じ。
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フラグシッププロジェクトより

■温暖化防止プロジェクト
・ＳＤＧＳのサッカーボールと旗を購入予定。ガンバ大阪選手に持ってもらい、
クールアースウィークの時の様にポーズを取ってもらい写真を撮りたいと計画
中。
■食品ロスプロジェクト
・北千里、千里山、江坂周辺を中心に飲食店回りをし“ペロリンコ”の啓発を依
頼。9 月から啓発グッズを置いてもらえるよう営業活動を行う予定。
・大阪湾広域臨海環境整備センター（フェニックス）の助成金は、平成３１年度
も申請予定。
・ペロリンゴの啓発ソングを星野源の“恋”という歌の替え歌で作成。大阪アニ
メーションカレッジ専門学校（ＣＡＴ）の学生に作成を依頼中。次年度 1 年間で
作り上げていく予定。
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平成 31 年度 アジェンダ 21 すいた定時総会（7/15 月･祝）について

■議案書：内容の最終確認を依頼。
▼予定：5 月で確定。→ 6 月に印刷予定。
（6 月の早めに幹事会を開催できれば可
能）
。
▼3 号議案の事業ごとの【予算】をどうするのか。7 月の総会の時にあった方がよ
いのではないかという指摘があり、要検討。
▼5 号議案の役員候補者（現段階）
。
（幹事）
・エネルギー部会：馬場 慶次郎氏。
・資源部会：未定（次回幹事会までに決定してほしい）
。
・自然部会：未定（次回幹事会までに決定してほしい）
。
・市民代表幹事：池渕 佐知子氏。
・ＮＰＯ法人すいた市民環境会議：未定（次回幹事会までに決定してほしい）
。
・ＮＰＯ法人すいた環境学習協会：未定（次回幹事会までに決定してほしい）
。
・企業代表：荒堀 尚氏。

・大学幹事：次年度からは、千里金蘭大学地域共創センター 谷垣氏。
※事務局が依頼に伺い、了承を得ている。
・行政幹事：新環境政策室長（佐藤氏は退任）
。
・市民部：寺西氏に事務局から依頼予定。
（監事）
・リコージャパン㈱：事務局から依頼中。総会の出席の有無も返事待ち。
・関西大学：次回会議（4/23～）から桑原久佳氏ではなく、総務局の事務局の方
が会議に出席。
※議案書の変更・指摘がある場合は今月中に事務局へメールにて要連絡。

■企画：定時総会後の２部の企画テーマについて。次回の会議で決定。
〔案〕
① 映画会
・環境省のＳＤＧＳの映画はなし。
・国際映画祭の中で環境系の映画はあり。
上映時間 50 分。フランスの映画。上映内容:海とプラスチック汚染。
レンタル料金：￥50,000.(＋送料)。
・ＳＤＧＳを考えるテーマはあるが、ＳＤＧＳそのものを主題とした映画はなし。
➁講演会
・大阪商業大学 原田氏の講演会。
➂アクティビティ
・ＳＤＧＳのカードゲーム（最大 200 名まで参加可能。）ただし、ファシリテ
ーターが必要なことやゲームに１時間３０分時間を要することなどから実施の
ハードルは高い。
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ニュースレター・エコプレスについて

４月号のエコセン会議で決定したこと。

■２つの刊行物を統合して、合計 200 部印刷。
■ニュースレター・エコプレス併せて全 8 ページ。7 月号から新しい形を考えて
いる。
〔校正〕関西大学 4 ページ（良永ゼミの良永氏に来週依頼に伺う予定。編集も
依頼する。最終確認は事務局で行う）
。アジェンダ 4 ページ。
〔謝礼金〕前年度は、良永ゼミに￥60,000.支払。今回はページ数が半分にな
るので、筆耕代として￥30,000.支払。編集代に￥15,000.から￥10,000.

支払うこととする。
〔その他〕関西大学の方々と記事のテーマ、分担を同じ会議でおこなう必要が
ある。慣れてくればメールのやりとりで大丈夫だろうが、それまでは顔を合わ
せる必要性あり。
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その他

■大阪府民会議

脱プラ宣言（別紙 1）

・三輪代表が大阪府民会議に携わりあり。アジェンダの方々に周知、協力依頼。
三輪代表が今回会議欠席の為、説明等来月に持ち越し。
■リコージャパン㈱

廃プラ 紙ファイル（別紙 2）

リコージャパン㈱の担当者から、会員の紙ファイルに対する感想を尋ねられて
いたため確認した。
・中が見えない。
・このファイルに入れる必要があるのか。強度面に不安あり。
・ＦSＣ（責任ある木質資源を使用した紙）のマークが入っている点が良い。
■ピッチ周回の日程が決定
・日時：6 月 22 日（土）
。湘南ベルマーレ戦。19：00 キックオフ。
・場所：吹田市立サッカーズタジアム。
・ハーフタイムに 5 分程度パフォーマンスできる。昼間は、スタジアム外にブース
出展し啓発活動。
・宣伝時間はハーフタイム中の 19：45 から 5 分程度。メッセージボード 2 面使用
可能なので食品ロス削減プロジェクトと温暖化防止ブロシェクトで 1 面ずつ使用予
定。
・ブース場所は、当日チケット販売店の横あたり。前にアメリカンフットボールの競
技場。テント 1 つ（180ｃｍ×360ｃｍ）の中に机とイスがある。
・現段階でブースの企画は未確定。メッセージボードの文言も未決定。ピッチ集会参
加希望者は次回会議で要連絡。各部会とフラッグシップの会議で企画も併せて募集し
てほしい。
・大阪大学の環境サークルＧＥＣＳの学生 10 名ほど、関西大学良永ゼミの学生も数
名参加予定。
〔企画案〕
・ＳＤＧＳの旗を持って出る。
・ブース出展は、大阪大学ＧＥＣＳの環境カードゲームをしてみるのもよいのでは。
・すいたクールアースウィークで撮ったイメージでガンバ大阪選手の写真（ＳＤＧＳ
のサッカーボールを持ってもらい、ポーズをつけてもらう）を撮影し、ポストカード

にして配布してみるのもよいかもしれない。
⇒所属選手の写真を当日配ってよいかどうかガンバ大阪に聞く必要がある。写真撮
影の依頼も急ぎ。ガンバ大阪の試合を観に来られるファンの方々には、嬉しいグッズ
になると思うので啓発効果も高いのではないか。
〔大学生への謝礼金の件〕
・ひとり 1,000 円交通費を支給してもよいと幹事会の了承を得た。ただし、人数が
多い場合、合計でいくらか支払うこと。

■アジェンダ新会員あり
・市報をご覧になられた方２人（食品ロスに興味）→うち 1 名は、来月から会議に
出席可。
・エキスポシティのイベントでアジェンダの活動に興味を持たれた箕面市にお住まい
の方 1 名は、正会員へ登録済み。
・エコサポの卒業生の方１人（退職する次々年度から参加したい希望。温暖化、食品
ロスなど環境問題に興味あり）
。

次回の日程

平成 31 年４月 23 日（火）10：00～12：00＠中層棟 4 階・第 3 委員会室

