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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、藤田
和則、荒堀尚、谷垣千賀子、平野和男、小田信子

事務局：丸谷、廣瀬、田中
環境監査担当：飯尾
欠席者(敬称略)

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
・すいたクールアースウィーク

3

スタジアムフェスタ 2019 について（資料 1）

4

すいた環境教育フェスタについて（資料 2）

5

その他
・エコクッキング講師謝礼について（資料 3）
・セブンイレブン記念財団環境市民活動助成について（資料 4）
・大阪コミュニティ財団より（資料 5）
・リコージャパン株式会社様 社内見学について

配布資料

●

次第

●

資料 1

パナスタでのブース出展時 SDGｓアンケートの結果

●

資料 2

すいた環境教育フェスタ参加表明書（昨年分）

●

資料 3

エコクッキング講師謝礼（請求書のコピー）

●

添付資料 アジェンダ 21 すいた講師謝礼基準額（1 回あたりの目安）

●

資料 4

セブンイレブン記念財団より 2020 年環境市民活動助成のご案内

●

資料５

大阪コミュニティ財団より助成事業発表会と助成募集の説明会への申
込書

●

添付資料 交通費等支給基準

● すいたクールアースウィーク関連イベント(神崎川河畔プラごみゼロアクション)
● アジェンダ 21 すいた 会議記録表（令和元年 8 月 19 日開催分）

環境監査担当から報告
ご協力いただき、環境監査を行えることになった。

今後は協力頂く方々に直接連絡し、調整の予定。
1

報告

■エネルギー部会
スタジアムフェスタ 2019（８月３１日（土）
）にて省エネ相談会実施。
約 20 人位に対して相談会を行った。
大阪府のみどり公社へ個人情報を伏せた形でデータを提供。
■自然部会
・8 月 31 日（土）エコクッキング講座実施。
申込者は 13 名いたが、キャンセルが多く、最終 7 名。
（スタッフ 4 名、講師 2 名）
■資源部会
・１０月に予定していたＡＢＣハウジングでの講座
→１０月で調整がつかず、１１月４日に予定。
小さいお子さん向けにエコバック（約 100 個）にお絵かきをするブースを設置予定。
すいた環境教育フェスタの代表者は資源部会から出すことは難しい。
資源部会で水道局の浄水場に見学に行くことを検討中。
（土、日、祝以外は可能。
）
■NPO 法人 すいた環境学習協会（SELF）
・すいた環境教育フェスタは今年もみどり組が参加予定。
■千里金蘭大学 特に無し。
■大阪ガス
・吹田市と防災の協定を結び、ガスのマイコンメーター（安全装置）の解除の仕方、
ガスの停止場所・復旧状態のなどのサイトを吹田市の HP にリンクを貼ってもらう
こと行っていく予定。
10 月にネクスト 21 の見学会を行う予定。
すいた環境教育フェスタにマイコンメーターの解除の仕方をわかってもらうため
のブースの設置をしても良いのではないか。
■すいた市民環境会議
・大阪府が主催で行っている温暖化適応塾
８月 27 日開催しました。定員３０名のところ 35 名が来場。
茨木市、豊中市の行政の方も来場。
・10 月 26 日（土） 親子対象に楽しいワークショップを行います。

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
・食品ロス削減フラッグシッププロジェクト
8 月 31 日（土）スタジアムフェスタにて食ロスクイズに正解した方へ、ペロリン
コバッチプレゼントをするブースを設置。
吹田市内 29 名 吹田市外 28 名で 57 名の方が参加してくれました。
次回の会議時、今年度店舗リストを調整する予定。
・地球温暖化防止フラッグシッププロジェクト
「すいたムーンライトコンサート」の選考が終わり、出演者が決定（４団体）
。
チラシは大阪アニメーションカレッジ専門学校の学生さんが作成したもので１位
の方の作品を今年のチラシに決定。
すいたムーンライトコンサート当日、温暖化のメンバーだけでは回らないため、動
員を希望。また、事前に江坂駅近辺ポスティングの際も動員を希望。
＜日時＞
ポスティング→10 月 4 日（金）１５：00 ～

約 1 時間位

コンサート当日→１０月１１日（金）１５：００～２１：００
江坂公園図書館の東側 ステージに集合
動員可能な人数を把握したいので 9 月 20 日（金）までに事務局田中もしくは廣瀬
までメールで連絡。
（手伝いが無い場合も連絡要）
・すいた市民環境会議さんより「神崎川河畔プラごみゼロアクション」について

ごみ袋、チラシの印刷・配布の依頼有。
前回幹事会でアジェンダ 21 すいたも共催に決定したが、資金面の援助の話は
決定していなかったので、出すという話は出ていなかったので、意見求む。
→すいた市民環境会議・小田さんより 特に必要ない。
→ゴミ袋は地域環境が配布している可能性があるため、事務局から確認。
印刷・配布は事務局で行う。
３ スタジアムフェスタ 2019 について（資料 1）
・スタジアムフェスタ２０１９の SDGｓアンケート結果提示。
細かい回答者の属性も取ったが、集計が間に合わないため、合計のみ（総数は
198 人）
。次回までには集計。
前回と同じような傾向でした。→結果は別紙。
1 位は「すべての人に健康と福祉を」。
最下位は「産業と技術革新の基盤をつくろう」
「ジェンダー平等を実現しよう」。
エコレターで記事にすると興味深いのでは？

4

すいた環境教育フェスタについて（資料 2）
【資源部会】 給茶 吹田市内の地図で給茶スポットのパネル展示
【エネルギー部会】 火力発電

エコすごろく

【地球温暖化防止】 SDGｓアンケート
【食ロス】 クイズと缶バッチ予定しておく

代表者

運営委員会（6 回ほど）に参加必要。

第 1 回運営委員会→10 月 9 日（水）

2：00～＠低層棟３階研修室

運営委員→池渕さんに決定。
5

その他
・エコクッキング講師謝礼について（資料 3）
今回については 3,000 円で了承。→次回は要検討。
・セブンイレブン記念財団より 2020 年環境市民活動助成のご案内（資料 4）
申請範囲を絞り込んだ上で提出することで承認。→三輪先生に記述依頼。
・大阪コミュニティ財団より 2019 年度助成事業発表会と 2020 年助成募集の説
明会の申込書（資料 5）

説明会なので出席しなくても応募は可能。情報提供のみ。
・リコージャパン株式会社様 社内見学について
事務局よりリコージャパン様に確認→20 人程度受け入れ可能。
何日か候補日を出してもらうことが必要。
資源部会さんが中心となり、第 3 候補まで出す。
他に行きたい方で日にちが合えば一緒に参加してもらう。
リコージャパン様とのやり取りは事務局が行う。
・交通費等支給基準
リコージャパンへの見学会への交通費は出ないということを確認。

・事務局から報告
客観的に内部を評価する行政評価委員会の評価対象となり、本事業が改善見直
しを求められている。同委員会から「行政」
「事業者」「市民」

三者の役割分

担を明確にし、人的負担を偏らないようにということ、また、さらなる PR の
方法を検討しなさいという評価。
改めて役割分担と PR に関して皆さんの意見を聞き、検討することが必要。
次回の日程

令和元年 10 月 15 日(火)10：00～12：00

