アジェンダ２１すいた

会議記録表
作成者：南方

会議名

幹事会

日 時

平成３１年２月１３日（水） １０：００～１２：００

場 所

吹田市役所中層棟４階 第 3 委員会室

出席者(敬称略)

幹

事：三輪信哉、福井一彦、伊藤智子、馬場多佳子、池渕佐知子、馬場慶次郎（エ
ネルギー部会リーダー）
、荒堀尚、安本修、桑原久佳（関西大学）
、佐藤享

３Ｒグループ：田中、倉本、大澤
事務局：廣瀬、南方
欠席者(敬称略)

議事次第

幹 事：小田信子
０ 食品ロスに関するアンケート（結果報告・3Ｒグループより）
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 すいた定時総会について
・日程
・企画
・議案書作成
４ その他

配布資料

・ 次第
・ アジェンダ 21 すいた 会議記録表（平成 3１年 1 月 9 日(水)開催分）
・ 食品ロスに関する結果報告書
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食品ロスに関するアンケート（結果報告・3Ｒグループより）
＊昨年募集したアンケートで 63 名から回答を頂いた。
（内冷蔵庫の中身を廃棄する
と回答したのは 35 名。
）
＊調味料が 3 割の方が廃棄していると回答。次に生鮮野菜が多い。吹田市では 1 人
当たり捨てると答えた割合は少なかったが、重量としては大きいと分った。大阪府
では 360 名の回答あり。調味料が廃棄で一番多く（4 割と回答）続いて生鮮食品と
の回答結果だった。
＊全国的に見ても、一番廃棄の回答が多かったのが吹田市と同じで調味料、その次
が生鮮食品との傾向が今回のアンケートで分った。

（三輪代表より）
・アジェンダの会員からの回答が多かったためか、ちゃんとした回答を頂いている
ように見受けられる。
・ゴミ減量推進会議のサイトウ氏が、印字だと見づらい、解りづらい賞味期限を油

性マジックで書ける大きなシールを活動の一環として、配布されているみたいだ。
（馬場（慶）氏より）
・家では、フタに賞味期限を書いて一目でわかるようにしている。

１ 報告
■自然部会
・3 月 23 日（土）に開催するイベントを雑草だけにこだわらず、会場である千里北
公園内にある石、木も含めた自然物の広い範囲でのビンゴゲーム「はらっぱビンゴ」
を開催する予定。雑草だけでなく、他の自然の物に目を広げさせるのが目的。
・対象：小学生（20 から 30 名程度）。市報とチラシ、ポスターで呼びかけ。
・すいた環境学生ネットワーク主催、アジェンダ２１すいた・吹田市共催。
■エネルギー部会
・1 月 19 日（土）に「千里新田地区青少年対策委員会」主催でエコキャンドル作り
講座を開催した。子供 20 名、保護者 10 名ほど参加。
・2 月２日（土）に開催したすいた環境教育フェスタでも、エコキャンドル作り講座
を実施。整理券を配り、1 回で９名ほど受講。35 名ほどがエコキャンドルを楽しんで
くれた。整理券を配っていたためか、混雑することなく無事に終了。
■資源部会
・給茶コーナーでお茶を配布。全員で 167 名ほど来られた。昨年に比べ、沢山の方々
が来場。リユース服を見に来られた方の影響か、ブースの配置場所がよかった。
■(株)大阪ガス
・エコクイズ用に用意していた景品（消しゴム）がなくなるほど来場者が多かった。
■ＮＰＯ法人すいた市民環境会議
・2 月 11 日（月・祝）に自然体験交流センターでふれあい体験（475 名来場）を開
催。里山クラブとエコクラブで竹馬を 30 個ほど用意して提供。
・施設を無料開放していたので、多くの方が楽しんでくれたと思う。
■事務局
○すいた環境教育フェスタ
・開催前から行列ができるほどの盛況だった。アジェンダがガンバ大阪所属選手パネ
ルを前面に出したのがよかったのでは。
・リユース図書は 30 分ほどでほとんどなくなった。リユース図書に列ができたため、
オープニングセレモニーを行う場所と重なってしまった。
・くるくるプラザ主催の環境学習発表会や抽選会にあわせての終了時間だったが、午

後から来場者が少なくなってくるため、もう少し終了時間を考慮する必要がある。
・関西大学の良永康平副学長のゼミの受講生の方々（12 名）と大和大学の学生（1 名）
が手伝いに来てくれた。アジェンダのブースだけでなく総合受付や他のブースの手伝
いもしてもらい大いに助かった。学生さんたちが、自分たちでブースを開き出展して
くれれば、会議にも出席してもらい意見も言える場所も出来る。
（三輪代表より）
・手伝いに来てれた学生たちが、もっと子供たちが遊べる要素（レーシングカーでの
レース、割り箸でのおもちゃ作りなど）があるなどの工夫が必要だと言っていた。
・幼い子供向けのイベントが多かったせいか、若い親の姿が目立った。
・今の学生たちは、就職活動で 3 年生の秋口からは手一杯になり、提出などの単位取
得のためのことすら自分のことも出来ない状態になっている。サークル活動もリーダ
ーが 3 年生ではなく、1 年生が受け持つことも。実際に、すいた環境教育フェスタに
参加依頼をするのであれば、1、２年生へ連絡をしたほうが良い。
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フラグシッププロジェクトより

○温暖化プロジェクト
・エキスポシティで開催される“くるくるアースフェスタ”にアジェンダも温暖
化プロジェクトで出展。ガンバ大阪選手の直筆サイン入りパネル（４枚）
、ポスタ
ー（４枚）を抽選でプレゼントする予定。
（三輪代表より）
・大学の中でも、ＳＤＧＳについて啓発していきたい。
（食品ロスプロジェクトより）
●今年度の取り組み 報告
・ペロリンコ（アジェンダ２１すいたで用いている食品ロス啓発用のキャラクタ
ー）の啓発グッズを持って年末に 4 チームに分かれ JR 吹田駅周辺地区界隈、江
坂駅周辺地区界隈およそ 100 店舗をまわった。
●来年度の取り組み予定
・江坂駅、ＪＲ吹田駅周辺だけでなく北千里、千里山、南千里、関大前の周辺地
域でも範囲を広げて活動していく予定。
●すいた環境教育フェスタ
・ペロリンコの缶バッジ約 200 個を来場者や出展団体等に配布。
●啓発用のソング
・歌（例：スーパーで流れていたような魚の歌♪さかなさかなさかな～。さかな
を食べると、さかなさかなさかな～頭がよくなる…♪）の作成を計画中。
・作曲はＣＡＴの学生さんに依頼予定。

・作詞は佐藤幹事。
・すいたんは赤いエプロンをつけてプロモーションビデオ撮影。
●その他
・関西大学のフジヤ食堂と生協でグッズを掲示中。
（池渕幹事）
・新しくなった市民病院の食堂にペロリンコのグッズを掲示して欲しいと、依頼
してみる。
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平成 31 年度アジェンダ 21 すいた定時総会について

●日程：7 月 15 日（月・祝）に決定。
●場所：千里山コミュニティセンター
・現幹事は要出席。馬場（慶）氏は新幹事なので挨拶が必要となるかもしれない。
・会計監事の米田氏が去年は残念ながら欠席。今年は出来るだけ出席してほしい
旨をメールで依頼する。
●企画：
・来月までに各幹事は案を考えてくる。
・5 月にはチラシを作成し 6 月初めには配布するので、講師を依頼し講演を開催
するのであれば、次の 3 月か 4 月の会議で決定すること。
・講演会でもよいと思うが、ドキュメンタリー映画（廃プラスチック、食品ロス
関連）も良い。
（三輪代表、馬場(慶)氏より）
・大阪商業大学のハラダ氏を講師としてお招きしてもよいのでは。ハラダ氏講演
の時に、ドキュメントの一部を観させてもらったが、野鳥の衰弱死した幼いヒナ
（オオミズ鳥、アホウドリなど人間が行けない場所で子育てをしている鳥）のお
腹の中からプラスチックが大量に出てきた映像は衝撃的だった。親鳥が餌として
運んできたものの中にプラスチックが入っていたと考えられる。
・温暖化の問題にしても、どこか遠くでおこっていて自分の問題としてとらえて
いない節がある。自分自身の問題だと気付いて欲しい。
（佐藤幹事より）
・株式会社イオンリテールとマイバックを更に進化させた取組みを考えている。

●議案書作成：次回の会議で案をとりまとめる。
・3 月（次回）の幹事会で、実施報告書、実施計画をまとめ、各部会に提出。
↓肉付けをし

・4 月の幹事会で構成。ほぼ確定。
↓
・5 月末 会計を締め、決定する。
＊各部会議案書の提出期限：3 月８日（金）
。事務局：南方へメール。
＊昨年の幹事会の議案書を参考にして「事業」
「事業名」
「参加人数」
「来年の活動
内容」などを記載してほしい。金額は事務局が把握しているので、事務局で記入。
＊提出責任者
・エネルギー部会：馬場（慶）幹事。
・資源部会：伊藤幹事。
・自然部会：馬場（多）幹事。
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その他

■くるくるアースフェスタに出展者側として来て下さる方を各部会内でお願いし
てほしい。
＊馬場（多）幹事：9 時 00 分から 12 時 00 分まで参加可能。
＊池渕幹事：11 時 00 分から 12 時 00 分まで参加可能。
＊馬場（慶）幹事：12 時 00 分から 15 時 00 分まで参加可能。
＊関西大学の学生（2 から３名）に手伝いに来て頂ける予定。謝礼として１人
￥2,000.支払う。
■ＳＤＧＳの旗を購入したい。
→購入について、幹事会で了承を得た。
・国連開発計画（UNDP）のホームページから 1 つ 49 ドル 99 セントで購入で
きる。
・航空費などの運送料も併せて 1 万円から２万円かかる見込み。
・今後 11 年間は使用できるのでアジェンダ全体の予算から購入。航空代金によっ
て、数枚購入できるかもしれない。
■セブンイレブンの助成金について。
＊３月には返事がある予定。４月末に入金。次回の幹事会で結果報告できる可能
性もある。

次回の日程

平成 31 年 3 月 15（金）13：00～14：30 ＠場所：高層棟７階会議室（２）

