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会議記録表
作成者：田中

会議名

幹事会

日

時

平成３１年４月２３日（火） 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、門脇卓也（関西大学総務課）、平野和男

事務局：丸谷、廣瀬、田中
欠席者(敬称略)

議事次第

幹

事：安本修、小田信子

1 役員の選任
・後任幹事の選任について(行政幹事、大学幹事)（資料 1）
２

報告

３

フラグシッププロジェクトより
・食品ロス及び温暖化より
・ガンバ大阪での撮影に対するカメラマンの謝礼について（資料 2）
・スタジアムにおけるブース出展･ピッチ周回(6/22(土))について（資料 3）
※出展料の予算化、当日参加者の確認(当日パス発行用の名簿提出要)、
出展内容

４

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
・新年度の代表者について(各代表(市民代表を含む)･監事)（資料 4）
・議案書の内容確認の結果の報告について（資料 5①）
・第 3 号議案の事業ごとの予算額の表記について（資料 5②）
・第 2 部企画について

５

その他
・すいすいくん祭り（7/27(土)）出展について
・すいた環境教育フェスタの開催場所について
・ニュースレター･エコプレス統合について（資料 6）
・廃プラスチックの取組について（資料 7）
・大阪府民会議 脱プラ宣言について（資料 8）
・大阪府環境保全活動補助金の申請について（資料 9）

配布資料

●

次第

●

資料 1 役員選任

●

資料 2 カメラマン謝礼相場金額

●

資料 3 市立吹田サッカースタジアムでの啓発イベント内容（案）

●

資料 4 役員選任に関する細則

●

資料 5
①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）
②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）

● 資料 6 ニュースレター・エコプレス対照表
● 資料 7 使い捨てプラスチック削減コンテスト開催 チラシ
● 資料 8 おおさかプラスチックごみゼロ宣言及び宣言募集
● 資料 9 平成 31 年度大阪府環境保全活動補助金 補助事業に係る公募要領
● アジェンダ 21 すいた 会議記録表（平成 31 年 3 月 15 日開催分）

1

役員の選任
協議の結果２名の役員の選任が決定。
〔行政幹事〕環境政策室前室長:佐藤亨氏→環境政策室新室長:平野 和男氏へ。
〔大学幹事〕関西大学:桑原久佳氏→関西大学:門脇卓也氏へ。

2

報告

■エネルギー部会：5 月 11 日（土）
、12 日（日）開催の産業フェアに出展。
・出展内容：省エネ相談会（ブース出展）。個人向けの家の中で出来ることを専門
知識のある相談員が適切なアドバイスをする。
＊今後、市役所 1 階ロビーでの開催も検討。
■資源部会
・食品ロスのイメージキャラクターペロリンコを使用し、啓発活動を続ける。
・レジ袋の削減/啓発活動、マイボトル使用の啓発活動を引き続き行う。
・環境教育フェスタなどのイベント開催のときは、給茶等で参加予定。
■自然部会
・「みどりのカーテン講座」開催予定。
＊日時：５月２５日（土）１０：００～１１：３０
＊場所：市立男女共同参画センター（デュオ）。
＊内容：例年通り。
・6 月の初旬に高野台で他の団体と合同で啓発活動（オオキンケイギクの駆除）を
開催予定。
・8 月 31 日（土）
「みどりのカーテン講座クッキングイベント」開催予定。
＊内容：みどりのカーテンにて、ご自宅で育成したゴーヤを使い料理。
＊昨年は台風で開催できず。エネルギー部会から数名の手伝いが必要。
■大阪ガス㈱
・供給部門と販売部門を分離。供給部門はガス供給のため使用するガス管などを国

民の財産として考え、別会社設立。荒堀氏は総務室勤務となったが、市とのやり取り
は引き続き荒堀氏が担当。

３

フラグシッププロジェクトより

■食品ロスプロジェクト
・北千里、千里山、江坂の各駅周辺を中心に飲食店を重点的に回りペロリンコ啓発グ
ッズを置いてもらえるよう営業活動を行う予定。
・メンバー増加希望。（新規で 1 人見学に来られたものの、1 人辞められた。
）

・ペロリンコの啓発ソングを星野源の“恋”という歌の替え歌作成は保留。
■温暖化プロジェクト
▼ガンバ大阪宮本監督、選手４名に啓発活動用の写真撮影をおこなう。
・撮影日：４月 26 日(金)。
・宮本監督は 3 ポーズ、所属４名の選手には 2 ポーズ。
・宮本監督に関しては、プロのカメラマンである必要有。
アジェンダ会員・中村氏の夫がプロのカメラマンであったため、依頼。
基本的には 1 カット（ポーズ）￥50,000.から。
今回は、ご厚意によりすべて含めて上記の値段で受けてくれるとのこと。
費用は予算をオーバーするが、温暖化プロジェクトから支出。
・６月２２日(土)のブース出展、ピッチ周回時には三輪代表、池渕幹事、
馬場(多)幹事、馬場(慶)幹事の４名が出席予定。大学の学生は 13 名ほど
出席予定。
・ブースの出展内容、企画は明日（４月２３日）の温暖化プロジェクト
会議で議論する。
〔事務局より〕
６月 22 日(土)開催のピッチ周回･ブース出展費用￥54,000.を令和元年度予
算で計上することを承認してほしい。→承認

４ 令和元年度 アジェンダ 21 すいた定時総会（7/15 月･祝）について
■新年度の代表者について（資料４）
〔会計監事〕毎月の幹事会出席でなく、１年 1 回の会議出席。
・リコージャパン 米田氏、市民代表会議 寺西氏の両氏に依頼中。返答待ち。
〔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（他の候補者がいなければ、引き続き伊藤智子氏で）
。

・自然部会：馬場 多佳子氏。
・市民代表幹事：池渕 佐知子氏、福井 一彦氏。
・ＮＰＯ法人すいた市民環境会議：未定。
・ＮＰＯ法人すいた環境学習協会：未定（GW 明けに返答がある予定）
。
・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。７月１５日総会以降就任予定。
・行政幹事：新環境政策室長 平野 和男氏。
〔三輪代表、池渕幹事より〕
以前は商工会議所も団体枠で幹事に入っていた。もう少し時間をかけて考えたい。
５月幹事会までに、ほぼ幹事代表を確定したいが、増員もしていきたいので、
各部会に持ち帰って他の団体に参加を呼び掛け５月の幹事会で報告。

■議案書の内容確認の結果の報告について（資料 5①）
・原稿の締め切り：５月８日（水）。５月の幹事会には９０％程度完成へ。
・１１ページ、１２ページを伊藤幹事や馬場(多)幹事に依頼。

■第 3 号議案の事業ごとの予算額の表記について（資料 5②）
・表題の平成３１年度を令和元年度に変更。
・予算の書き方→部会の中の１つ１つの活動内容について予算を記載。
資料５-②の書き方参照。

■第 2 部企画について
〔候補〕
① 海中プラスチックゴミを調べている中井

八千代氏、プロダイバーのタケモ

ト両氏の講演。
・食品ロスプロジェクト水川氏より紹介があった。
自身で海に潜り調べたことを啓発活動の一環として講演。
→水川氏に講演料を確認、その金額により判断。
② 大阪商業大学の原田氏の講演。
・千里リサイクルプラザでの講演経験あり。
① の金額が折り合わない場合、事務局から原田氏へ講演依頼の連絡。
③ 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)。

■その他
市長の予定の仮押さえ済み。当日の役割分担については後日。

5

報告

■すいすいくん祭り（7/27(土)）出展について
・SELF で例年通りブースを出展（竹製の水鉄砲等）。
アジェンダ 21 すいたから￥20,000.の経費を支出しても良いか→承認
■すいた環境教育フェスタの開催場所について
・開催予定日：令和２年（２０２０年）2 月 1 日（予定）。
・開催場所：くるくるプラザ（予定）。
■ニュースレター・エコプレスの統合について（資料⑥）
・関西大学良永先生へ了承済。
編集に伴う謝礼金￥45,000.で決定。
・ニュースレター、エコプレスの配布先にズレがあるので 300 部発行予定。
■廃プラスチックの取組みについて（資料⑦）
・使い捨てプラスチック削減コンテストを５月２６日(日)開催予定。
各部会等で周知、コンテストの見学を願いたい。
■大阪府民会議

脱プラ宣言について（資料⑧）

・プラスチックが世の中にゴミとして溢れ出すことを防ぐ目的。
・大阪府の HP にアジェンダ 21 すいたの名前を公式で載せてもらえる機会。
・三輪代表が担当者として記載（連絡先も三輪代表で）
。
■大阪府環境保全活動補助金の申請について（資料⑨）
アジェンダ 21 すいたは申請可能団体の為、申請を検討。
・セブンイレブンの助成金申請時の内容を踏まえて記載すれば負担も軽い。
事務局で金額は計上できるが、申請内容等は会員の方で記載願いたい。
温暖化防止プロジェクトの会議（４/２４）で内容を検討。

■その他
・6 月の環境月間に合わせて大阪学院大学の図書館で SDGS の啓発をしてもらえる。
吹田市全体での取り組みにしたいので、市内の図書館でも環境月間に SDGS の
啓発をお願いできないか。
→平野行政幹事から、中央図書館へ再度啓発依頼が必要。
→市役所本庁舎のロビーはとりあえず仮予約をしている（総務室管轄、連絡済み。）
・みどりのカーテン講座に資源部会の寺西氏に講師依頼をしている。
会員の中で講師として講演された方の謝礼金の支払いについて、以前、議論が
あったが、どのように扱うか。
→以前の幹事会で専門の知識がある方であれば会員の方でも講師謝礼金を支払うこ
とを可能とした。
エネルギー部会でも謝礼金を支払ったという前例がある。
ただし、支払うかどうかは、その都度、個別対応としている。

【5 月度会議】令和元年 5 月 13 日(月)10：00～12：00 ＠高層棟７階会議室２
次回の日程
【6 月度会議】令和元年 6 月 12 日(水)10：00～12：00 ＠高層棟７階会議室２

