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時
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所
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出席者(敬称略)

幹

１０：００～１２：００

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、小田信子、平野和男

事務局：廣瀬、田中
環境監査担当：笹、飯尾
欠席者(敬称略)

議事次第

門脇 事務局：丸谷
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

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
・議案書について（資料１）
・定時総会時幹事役割分担について（資料２）
・第 2 部企画について（資料３）

４

環境月間について（資料 4）

５

その他
・Panasonic Stadium Suita でのブース出展・ピッチ周回について（資料５）
・口座変更について
・講師謝礼金基準について（資料６）
・環境監査の予算化について（資料７）
・フェニックス助成金申請について（資料８、報告のみ）

配布資料

●

次第

●

資料 1 アジェンダ 21 すいた 令和元年度 定時総会にむけて

●

資料 2 令和元年度 アジェンダ 21 すいた定時総会役割分担（案）

●

資料 3 海洋プラスチック緊急対策！！
－消費者・事業者・国にできることは？－講演会のチラシ

●

資料 4 環境月間 ロビー展示イメージ図

●

資料 5 地球温暖化防止・食品ロス削減啓発キャンペーン
In Panasonic Stadium Suita 企画書

●

資料 6 アジェンダ 21 すいた 講師謝礼基準額（時間単位）
（案 1、2,、3）

● 資料 7 令和元年度 環境監査について（予定）
● 資料 8 環境保全市民活動等助成金交付申請書

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。
・ロビー展示の際にも２日間、省エネ相談会を行う予定。
■資源部会
・ふろしきの包み方講座や母子会祭りでの出展を検討中。
・エコなお店にも今後、力を入れていきたい。
■自然部会
・５月２５日（土）に「みどりのカーテン講座」開催。
＊エネルギー部会と合同で開催。
４４名参加。申し込みも早くすぐに定員になった。
男性単独での参加も増加。
・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。
＊武田先生所属の団体他 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。68 袋分集まった。
・8 月 31 日（土）
「エコクッキング講座」開催予定。
■NPO 法人 すいた環境学習協会（SELF）
・７月２５日（木） 自然とエコの探検隊を開催
場所：吹田市自然体験交流センター
時間：午前９時３０分～午後２時３０分
・７月２７日（土） すいすいくん祭りにて水鉄砲作りを開催予定
（アジェンダから依頼）
・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）
、22 日（土）
、23 日（日）
14 時 00 分から１６時 00 分。
・８月１日 夏休みこども体験学習講座開催予定 定員２４名
午前 オリエンタル酵母へ見学
午後 大阪大学大学院 松村先生より講座
■環境政策室
・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。
・優勝した学生にはイオンから植樹ツアーが贈られた。

・環境月間の図書館への協力依頼→承諾済。環境関連の図書設置予定。

2

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置いてもらえるよう営業活動を引き続き行う予定。
・１００店舗程度を目標にお店を回る予定。
→その時期のみ動員するのも検討してみては。

■地球温暖化防止プロジェクト
・６月２２日（土）PanasonicStadiumSuita においてイベント
ブース出展→宮本監督等身大パネル設置、SDGS 啓発アンケート、
GECS 開発の SDGS カードゲームを開催予定。
・すいたクールアースウィークについて
アジェンダ団体会員へ依頼→大ガスさん、SELF さんへ
（後刻、すいた市民環境会議さんへも依頼）
それぞれ検討の上、７月３１日（水）までに回答
後ほど事務局より趣意書、参加申し込み書をデータにて送信。

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

■議案書について（資料 1）
・第 2 号議案 支出の部
会費収入の欄の決算額がマイナスである理由は、徴収漏れもあるが、
予算の段階では目標を高めに設定しているため。
エネルギー部会△167,547 は予定していた事業ができなかったため
・第 4 号議案 支出の部
エネルギー部会 190,000→175,000 まで引き下げ可能
自然部会

85,000→ 80,000 まで引き下げ可能

セブンイレブンへの返還金があるため実際の予備費は 49,891 円
・その他の内容に目を通していただいて変更等は 6 月 21 日までが最終締め切り。

■定時総会時幹事役割分担について（資料 2）
・第３部 司会 伊藤 → 池渕
・乾杯発声 門脇 →

小田

・乾杯をマイカップで行うため、マイカップ持参してもらうよう文言を入れる。

■第 2 部企画について（資料３）
・パワーポイントで作成したチラシの下にマイカップ持参の旨、入れる。
・SELF、すいた環境学習協会はメールで送信できるため、データで送信する。

4

環境月間について（資料４）
・ロビー展示期間 ６月１７日（月）～６月 21 日（金）
セッティング６月１４日（金）午後３時３０分から行う予定
・ロビー展示の配置案→資料４のとおり。
・すいたクールアースウィークのポスター昨年の分に手を加えて使用。
・大阪プラスチックごみゼロ宣言のポスターを使用するか検討。

5

その他

■Panasonic Stadium Suita でのブース出展・ピッチ周回について（資料 5）
・大阪大学・関西大学・大和大学のボランディアの学生さん２４名参加してくれ
るので３チーム８名に分かれて行ってもらう。
・アジェンダは三輪氏・池淵氏・馬場（慶）氏・馬場（多）氏・平野室長・事務
局 3 名で調整しながらブースの担当を行う。
■口座変更について
・現在使用の三菱 UFJ 銀行の ATM が市役所からなくなる。
環境教育フェスタの口座がりそな銀行であるため、りそな銀行に変更を検討
→事務局に一任。
※振込手数料がなるべく掛からないところで検討希望。
■講師謝礼金基準について（資料 6）
・講師謝礼金（案 1）で決定するが、
（時間単位）をはずし、目安（上限）とす
る。※交渉次第で目安より安い講師謝礼で応じてもらえる場合はその金額を
支払う。
■環境監査の予算化について（資料 7）
行政担当（環境政策室の飯尾）より
・アジェンダの協力の下、平成 28～30 年度の３年間、外部監査を実施。
今年度より本格実施を目指したが、市の財政部局から予算化が難しいと判断さ
れた。
→アジェンダ 21 すいたには可能であれば、引き続き無償での協力をお願いし
たい。

アジェンダより
・環境監査の仕組みの中に外部環境監査をしっかりと位置付ける。
→その際に監査員の意見が反映される仕組みとする。
・次回の幹事会で今年度の協力の可否を決定。
■フェニックス助成金申請について（資料 8）
・申請済。報告のみ。
■アジェンダ 21 すいたニュースレターとエコプレスの合併について
・名称はエコレターで決定。→エコレターだと他とかぶる可能性があるため、アジェ
ンダ 21 すいたと小さく入れる。
・記事出しはエコセンメンバーも行うが、編集は良永ゼミの学生の方に任せる。
・しばらくは表紙に合併した旨を記載。
・続きになるため、第５１号から始まる。

次回の日程

令和元年 7 月 10 日(水)10：00～12：00 ＠高層棟６階下水道会議室

