
アジェンダ２１すいた 会議記録表 

 

作成者：田中 

会議名 幹事会 
日 時 令和元年５月１３日（月） １０：００～１２：００ 

場 所 吹田市役所高層棟７階 会議室１ 

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）、安本修、荒堀尚、門脇卓也（関西大学総務課）、 

平野和男 

事務局：廣瀬、田中 

欠席者(敬称略) 幹 事：小田信子 

議事次第 1 報告 

・各部会及び団体より 

２ 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 

  ・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 1） 

３ 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（各代表(市民代表を含む)、監事）（資料 2） 

  ・議案書の内容確認結果の報告について（資料 3、4） 

  ・第 2部企画について 

４ その他 

  ・大阪コミュニティ財団（東洋ゴム）の助成事業実績報告書について 

（資料 5、6） 

・フェニックス助成金申請について（資料 7） 

  ・日本スペリア社の退会について（資料 8） 

  ・みどりのカーテン講座における講師謝礼金の支払いについて（資料 9） 

  ・5月分の支払いについて 

  ・環境月間の協力について 

 

配布資料 ● 次第 

● 資料 1 地球温暖化防止･食品ロス削減キャンペーン 

in Panasonic Stadium Suita企画書 

● 資料 2 アジェンダ 21すいた 役員候補者名簿（案） 

● 資料 3 アジェンダ 21すいた 令和元年度 定時総会に向けて 

● 資料 4 第 3号議案 令和元年度 アジェンダ 21すいた事業活動計画（案） 

● 資料 5 2018年 4月 助成事業実績報告書の作成要領 



● 資料 6 2018年 助成申請書 

● 資料 7 平成 31年度 大阪湾広域臨海環境整備センター 

            環境保全市民活動等助成金交付要綱 

● 資料 8 退会届（㈱日本スペリア社） 

● 資料 9 アジェンダ 21すいた 会議記録表（平成 30年 11月 5日開催分） 

● アジェンダ 21すいた 会議記録表（平成 31年 4月 23日開催分） 

● アジェンダ総会 21原稿 

● 大阪府環境保全活動補助金交付申請書（三輪代表担当分） 

● 助成金申請額一覧表 

 

 

 

 

 

 

1 報告 

■エネルギー部会 

5月 11日（土）、12日（日）開催の産業フェアで省エネ相談会を実施。 

 【講師】エネルギー部会の中野氏とカウンセラー協会から各日 2名ずつ。 

 【来場者】５月 11日：29名程度。５月 12日：18名程度。 

 【講師謝礼金】1人￥3,000.＋交通費(実費)支払→今回の幹事会で支払承認。 

 

■資源部会 

 ・前回幹事会から特に大きな動き無し。 

 ・来週 25日（土）に会議予定。 

 

■自然部会 

・５月２５日（土）に「みどりのカーテン講座」開催予定。 

 ＊エネルギー部会と合同で開催。 

 ・6月 5日（水）高野台で特定外来生物駆除活動（オオキンケイギク）を開催予定。 

 ＊タケダ先生所属の団体他 4団体ほどと合同開催。 

 ＊府営住宅の一角で実施。25名程度参加募集の予定。 

・8月 31日（土）「エコクッキング講座」開催予定。 

 ＊自然部会単体で開催。 

 

■関西大学 

 ・大学内で 2019年度環境保全委員会から省エネの取組を各部署に働きかける 

準備中。 

〔三輪代表より〕環境教育フェスタでブース出展され、取組をアピールしてはどうか。 

 

■大阪ガス㈱ 

 ・くるくるプラザ、男女共同参画センターでエコクッキング開催。 

【参加人数】20名ほど。 

【メニュー】ご飯炊き、味噌汁、ダシをとった後のカツオブシを再利用したふりかけ、 



      野菜炒め、春巻きなど。 

【目  的】料理から出るゴミの量の計測。 

【開催経費】 

  ＊会場代：くるくるプラザ。 

  ＊材料代：参加者実費（ワンコイン程度）。 

  ＊講師代：大阪ガス㈱ 

 ・クッキングスクール講師資格について。 

  ＊通常は東京ガスで募集。年に一度更新講習あり。 

関西圏では大阪ガスより年１回開催。 

 

■NPO法人 すいた環境学習協会（SELF） 

 ・5月 3０日（木）に南千里ニュータウンプラザにて定時総会を開催。 

 ・6月の環境月間内に市民環境講座を開催。 

  【場所】男女共同参画センター 

  【日時】6月 8日（土）、15日（土）、2３日（日）、３０日（日） 

      14時 00分から１６時 00分。 

 ・吹田市水道部主催 すいすいくん祭りで水鉄砲作りを開催。 

 

■環境政策室 

 ・5月 30日から 6月 30日 イオンリテール株式会社主催のマイバックキャンペ 

ーンでマイバックの貸し出しを試験的に行う。 

・6月 25日にプラスチック削減コンテストを関西大学で開催。 

 ・今年もゴーヤの緑のカーテンを作成。 

 

 

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 

・ペロリンコ啓発グッズを利用して営業活動を引き続き行う。 

・メンバー増加希望。メンバーが２人抜ける予定なので、他の団体から参加希望。 

 

■温暖化プロジェクト 

▼Panasonic Stadium Suitaでのブース出展、ピッチ周回（６月２２日(土)） 

三輪代表、池渕幹事、馬場（慶）幹事、馬場（多）幹事が出席予定。 

大阪大学、関西大学、大和大学から 20名ほどボランティア参加予定。 

・準備内容は次回の温暖化会議（5月２1日）で詰める。 

・交通費としての謝礼について、今回は人数が多いため１人＠￥500.に変更 

予定。￥10,000.を謝礼金として予算に計上していたため。 

→謝礼金の詳細については温暖化の会議（5月２1日）で詰める。 



・ブースの企画としては、宮本監督の等身大パネル設置、SDGS啓発アンケ 

ート（興味のあるものにシールを貼る形）、SDGSカードゲーム（GECS 

作成）を開催予定。 

 

３ 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 2） 

・資源部会：未定。今週中に事務局廣瀬宛に要連絡 

・自然部会：馬場 多佳子氏決定。 

・NPO法人すいた環境学習協会(SELF)：藤田 和則氏（資源部会にも所属）。 

・NPO法人すいた市民環境会議：未定。（小田 信子氏就任が難しいようであれば、 

他の方の推薦をしてもらうことも視野に入れて確認予定。） 

 

■議案書の内容確認結果の報告について（資料 3、資料 4） 

 ▼資料３ 

  ・１ページ目：国内外的な環境だけでなく国際的な環境問題を市民に提示し、新 

たなライフスタイルを提案し、その中で広大な SDGSを盛り込んだ文章にする 

予定。環境基本計画と連動した内容になる予定。（三輪代表より。） 

・２から１４ページは、各部会で要確認。締日：５月２４日（金）。 

  ＊資源部会は水川氏に依頼済み。締日：５月２５日（土）（資源部会会議日）。 

 ▼資料４ 

  ・第４号議案は補助金が下りる予定で記載。 

繰越金としては￥180,000.ほど予定。 

エネルギー部会の講師代（省エネ相談会）を計上していないため、 

実際はもう少し金額が減少する。 

・【支出の部】の“予備費”の欄は「－（マイナス）」で金額を記載している。 

 ⇒予備費捻出のため、部会別事業予算、フラグシッププロジェクト予算など、 

もう一度再考慮（再精査）が必要。 

 ＊精査後提出締日：5月 24日（金）。資源部会は 5月 25日（土）。 

  ⇒各部会の提出状況によっては、さらなるすり合わせが必要になる可能性有。 

 ＊6月 12日の幹事会議に 100％完成原稿が出来上がっている状態を予定。 

 

■第 2部企画について 

 ▼水川氏発案の海洋プラスチックゴミを調べている中井八千代氏の講演で決定。

プロダイバーの武本氏は予定の都合がつかず中井氏の講演のみ。 

 ・パワーポイントで作成した資料で講演予定。 

 ・中井 八千代氏への謝礼は東京からの往復交通費を含めて￥45,000. 

 →今回の幹事会議で金額承認。 

 〔三輪代表より〕プロダイバーの方が撮られた写真を講演で拝見可能か確認要。 



プラスチックゴミ削減への強烈な印象、説得力のある写真が必要。 

また、中井氏が懇親会に参加してもらえるのかも併せて確認要。 

 

5 その他 

■大阪コミュニティ財団(東洋ゴム)の助成事業実績報告書について 

（資料 5、資料 6） 

 ▼資料 6 （2）事業内容の報告文書を、どう記載するのか。 

 ・今回実績を報告予定のムーンライトコンサートは福井副代表が記載することが 

難しく、他の人が作成、精査した文章などが必要。 

・申請金額よりも減額補助だったので、事業を縮小しての活動と報告予定。 

・ムーンライトコンサートと汚泥活用による再生エネルギーのセミナーを併せて 

報告すれば、40万円ほどの金額となる。  ⇒三輪代表と事務局で申請内容記入する。（収支報告書は事務局で）。 

■フェニックス助成金申請について（資料 7） 

 ・食品ロスプロジェクトに一任。 

・提出締日：6月 10日（月）。 

 

■日本スペリア社の退会について（資料 8） 

・退会理由が、「会社のメリットを感じない」なので、対策を考える必要がある。 

 ・以前は会社へ取材をし、ニュースレターの中で PRしていた。 

負担が大きかったため、現在は行っていない。 

会社から寄稿し、ニュースレターを会社の宣伝に使うという方法も。 

会員の中だけではなく様々な人の目に触れられるようにする必要がある。 

 ・ムーンライトコンサートのチラシに会社名を載せる欄を作る。 

 ・ムーンライトコンサートの際に企業名を書いた旗を持って歩く。 

また、会社のパンフレットを置くコーナーを作る。 

⇒日本スペリア社様にも企画内容を連絡する。 

⇒企業会員さん達が喜ぶような企画を今後とも考えて行く必要がある。 

 

■みどりのカーテン講座における講師謝礼金の支払いについて（資料 9） 

 ・寺西氏が講師を引き続きおこなってくれる。金額をどうするのか。 

  ＊市役所の規定では、“大学教授”“大学講師”“その他”の枠があり、寺西氏は 

大学関連の方ではないので“その他：￥8,000.”が妥当と考えられる。 

＊公民館の規定ならば“講師料：￥6,000.”“講師補助：￥3,000.”となる。 

＊エネルギー部会の省エネ相談会の講師の方には￥3,000.支払予定。 

⇒アジェンダでは、市の 6割ぐらいの金額が妥当かもしれない。 

⇒今後の事も含めて、アジェンダの謝礼金規定を事務局で案を出す必要あり。 

⇒今まで￥8,000.お支払させて頂いていたが、今回は￥3,000.でお願いする 



しかない。今後の謝礼規定によっては金額が変動する可能性あり。 

 

■5月分の支払いについて 

 ・通常、月末締めで翌月支払いとしているが、今月５月が期末の為、５月発生分 

を 6月支払いにすると年度をまたぐことになる。7月に開催する総会に出す資料 

に記載するためにも今期発生した経費は出来るだけ今期中計上しておきたい。 

５月のみ、基本的に銀行振込とさせてもらっても良いか。 

４月発行のニュースレターの郵送料のみ、今後、継続的に６月計上とすることに 

し、今回も６月に支払い予定とする。 

⇒５月分の支払いは銀行振り込みで承認。 

 

■環境月間の協力について 

 ・中央図書館へ平野幹事から依頼。市内の図書館で環境に関する本のコーナーを 

作って展示もらえる運びとなった。 

  ＊中央図書館は改修中の為、今期は展示不可。 

  ＊環境省の環境月間のポスターが必要。 

＊市内の図書館全て同じ規模でのコーナーを作ってもらえるかどうかは未定。 

他のコーナーとの兼ね合いもあるため。 

⇒事務局から図書館へ環境月間コーナーの写真を撮ってもらう依頼も必要。 

・環境月間の６月 14日から６月 24日の間中、ロビーの使用予約をとっている。 

総務室にどんな内容を掲示するのか回答する必要あり。  ⇒アジェンダの活動内容を報告、エネルギー部会の省エネ相談会を実施、廃プラ 

スチック問題の Freeで使えるポスター、写真を掲示する 等。 

内容の詰めは温暖化プロジェクトメンバーで詰める。 

 

■準団体会員について 

 ・前回の温暖化プロジェクト会議にて、団体会員より会費が安い（２０００円程度？）、 

準団体会員を作ることを考えてみてはどうかと議論あり。 

 ・現在の団体会員が準団体会員に流れてしまう可能性があるため、それよりは団体 

 会員の方にメリットを作る方が良いだろう。 

 

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

 


