
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 2年 2月 13日（木） 13：00～15：00 

場 所 吹田市役所高層棟 7階 会議室 2 

出席者(敬称略) 幹事：三輪信哉、福井一彦、馬場慶次郎、池渕佐知子、藤田和則、荒堀尚、谷垣千賀子 

平野和男 

事務局：廣瀬、田中 

欠席者(敬称略) 幹事：伊藤智子、小田信子 事務局：丸谷 

議事次第 1 報告 

・各部会及び団体及び行政より 

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 すいた環境教育フェスタについて（資料１） 

  ・振り返り等 

4 令和 2年度アジェンダ 21すいた定時総会について 

  ・日程：令和 2年 7月 12日（日）＠千里山コミュニティセンター（抑え済） 

  ・企画 

  ・議案書 

  ・会則の変更（資料 2） 

5 助成金について 

  ・フェニックス助成金（報告書２月 21日（金）締め切り）（資料 3） 

・リコーFreeWill（資料４） 

  ・大阪府環境保全活動補助金について（報告のみ） 

６ その他 

  ・吹田市施行 80周年記念ロゴマーク等の使用について 

  ・おおさかプラスチックごみゼロ宣言について（資料 5） 

配布資料 ● 次第 

● 資料 1  すいた環境教育フェスタアンケート集計結果 

● 資料 2  アジェンダ 21すいた会則 

● 資料 3  環境保全市民活動等実績報告書 

● 資料 4  リコーFreeWill寄付金申請書 

● 資料 5  プラスチックごみゼロ宣言 

● 参考    みんなで簡単やさしい電気の切替キャンペーン参加登録方法  

 



 

 

 

 

 

 

1 報告 

■エネルギー部会 

 ・「じぶん発電所作り」入門講座 開催 

令和 2年 2月 8日（土）14：00～16：00 ＠ラコルタ 会議室 

参加者 大人 28名 子供 1名 スタッフ 4名 

アンケートの中で組み立て講座を希望する方が 10 名以上。→開催の方向で動

く。（費用は１人 20,000円程度かそれ以上） 

 ・環境教育フェスタ出展 

  エコすごろく 80名 参加 

  省エネ相談会 10名 参加 

  子どもがエコすごろくに参加している間、保護者に省エネ相談会へ参加しても

らう計画だったが、子どもと共にエコすごろくをしてしまうので今後検討する。 

 ・「エコキャンドル講座」予定 

令和２年 2月 15日（土）＠千里新田小学校 

千里新田地区青少年対策委員会とコラボレーション。 

  子供 ４５名  大人 ２５名  参加予定 

 

■自然部会 

 ・「ヒメボタル観察会」 

令和２年 5月 20日（水）＠西山田公民館→高町池 

公民館にてヒメボタルについての講義の後、観察会を行う予定。 

 ・「みどりのカーテン講座」 

令和２年 5月 23日（土）＠男女共同参画センター 

※エコクッキングも行う予定。 

 

■資源部会 

伊藤氏不在。事務局で把握している活動はすいた環境教育フェスタ出展のみ。 

  

■NPO法人 すいた環境学習協会（SELF）  

 「クリーン作戦」3月 14日（土）予定 

 街を歩きながらゴミを拾う活動 

 岸部駅周辺～南千里あたりまで 約 20名参加予定 10：00～（2時間程度） 

 

■千里金蘭大学  

 各学科に環境に関わる取組を確認。 

児童教育学科…フェアトレードを実施しており、その中で環境問題も少し関わっ

ていると報告有。 

 メインで取り組んでいる学科は無し。 



■大阪ガス  

 大阪・千里中央で熱供給が発祥→今年で 50周年 

 全国の熱供給事業者が集まる 50周年の記念式典を行った。 

 熱供給とは熱効率を上げて、省エネを進めるためのシステム。 

 中之島の北側と南側を流れている川の温度差が違いを利用して熱供給（関電）や、

ATC、ユニバーサル駅からユニバーサルシティやユニバーサルスタジオ（ハリー

ポッター以外）、ホテルや商店街でも行っている。 

→エコレター等に掲載を検討。 

 

■すいた市民環境会議 

 ・小田氏不在。 

 

■行政 

 ・みんなで簡単やさしい電気の切替キャンペーンの参加登録方法をデータでもお

渡ししますので、各団体、部会へ共有をお願いします。 

  登録は多ければ多いほど良い。現在は 400件程。 

 ・環境教育フェスタでは、福祉部と共に一緒にフードドライブを行って市の社会

福祉協議会へお渡ししました。（40種類以上、食糧の提供頂けた。） 

 

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 

体調不良が多く、先月は会議を中止。 

今後も店舗拡大に向けて活動を行っていく予定。 

   

・地球温暖化防止フラッグシッププロジェクト 

  環境教育フェスタの振り返り、くるくるアースフェスタの相談を行う。 

  くるくるアースフェスタ（2月 16日（日））はアジェンダの活動内容の紹介や

アンケートを答えていただいた人に対して抽選でガンバ大阪所属選手等のポス

ターやポストカードのプレゼントを差し上げる。 

 

３ すいた環境教育フェスタについて 

・温暖化フラックシップでのアンケート結果（資料１） 

 合計人数 66人 で市内在住の方がほとんど。 

 年代別では 40代と 10歳未満の方が多く、おそらく親子。 

 SDGｓの言葉を知っている方が前回に比べて増加。 

 17の目標の割合は 1位・海の豊かさを守ろう。2位・エネルギーをみんなに

そしてクリーンに。となりました。環境のイベントであったので、環境に関心



の深い人が多く訪れていたのかもしれない。（前回は、１位・すべての人に健康

と福祉を。２位・平和と公正をすべてのひとに） 

 10歳未満の SDGｓ割合はガールスカウトの子が集団で 14番・海の豊かさを

守ろうに投票したので、偏っている。 

 

・振り返り 

  ・（株）タクマのカードゲームが大阪学院大学の学生ボランティアの学生に評判。 

・（株）タクマが市民向けの意識啓発として開発したもので、分別の問題を作り、

それをカード化して勝ち負けを競い、投資の札をもらってお金が増えたり減っ

たりする（株）タクマ独自のゲーム。 

・リユース図書に行列ができていて、すごく人気。 

・体を動かす展示物は盛況。 

  ・来場してくれた人数的にはメイシアターの方が多い。 

  ・自然観察会のブースにて、蝶々は 1頭、2頭と数えると伺った。また、種類

によって好んで食べるもの（木）が違うことを知った。考え方を変えれば激減

した蝶々が好む木を植えて増やせば、自然と増えるのではないかと思いました。 

 

4 令和 2年度アジェンダ 21すいた定時総会について 

 ・日 程：令和２年 7月 12日（日）＠千里山コミュニティセンター（抑え済） 

 ・企 画 講演会や映画上映会等のアイデアを募りたい。 

     ・飯田哲也氏（RE100自然エネルギーを推奨している方） 

     ・グレタ氏。 

※2人とも有名すぎて難しいかもしれない。 

     ・グレタ氏の「未来のための金曜日」に賛同して同じ活動をやっている

大阪の学生さんを呼ぶのはどうか？ 

     ・吉野彰氏 

誘致委員会的なものを作らないと難しいかもしれない。 

      各部会へ持ち帰り広く案を募ってもらう。 

・議案書 活動報告と計画案、計画に対する予算案提出を各部会へ依頼。 

      取りまとめの上、4月と 5月確認予定。 

・会則の変更 

令和２年 4月より「吹田市第 3次環境基本計画」が始まる。 

会則の「吹田市第２次環境基本計画」の文言をどうするか。 

→第〇次を省く、もしくは第 3次環境基本計画とするか。検討願いたい。 

＜これまでの経緯＞ 

 １年半かけてアジェンダ 21すいたの行動計画を作成。 

→前回の見直しの時期に、もともとは三者協働で計画書を作ったが、行政が作

っている環境基本計画との位置づけはどうなっているかという議論が発生。 



「三者で作成したものを 1番にし、実現していかなければならない」という

意見と「その三者で作成したものを包含する形で環境基本計画があるから二

重になるのはおかしい」と言う意見有り。 

   もしも環境基本計画に沿わないのであれば、行政は他団体会員と同じとな

り、会費も 5,000円となりますという話がその際にあった。 

行政と切れてしまうと三者協働が難しくなること、バックアップがなくな

ることもあり、環境基本計画に沿って活動することとなる。 

 

   第３次環境基本計画を実践する、という目的はアジェンダ 21 すいたとし

て環境基本計画の作成に関わっていないので、おかしいと考えられる。（アジ

ェンダが関わっていない計画が主目的というのはおかしい） 

第 2次環境基本計画の時はどの都度、行政側が幹事会に入り、説明しても

らったり、意見を聞いてくれたりしたと記憶している。 

 

このようなことも踏まえて各部会に持ち帰り議論する。 

   次回幹事会で第 3次環境基本計画（案）を印刷して議論を行う。 

 

 ・入会及び退会  

第 5条 2 ……退会とみなします。 

（2）会費を納期限までに正当な理由なく 2年度を超えて納めないとき 

2 年間納めていない会員の方が、今年の分を払うので、今年は会員として

扱ってほしいという要望があった際の対応は？ 

→エコレターやその他の郵便物も郵送しているので、中抜けは許されない

のではないか。また、会費の支払いがなければ、エコレターと一緒に請求も

入れて郵送すれば良いのでは。 

休会届を設けなければいけないのではないか。→入会金がいらないので休

会の場合は退会届を出してもらうので良い。 

また、正会員、準会員、団体会員等も基準が曖昧で人それぞれ取り方違うの

で整理する必要があるのではないでしょうか。 

団体会員は団体本体が会員であるため、本人は準会員のまま活動を行って

も良いのではないか？→個人が活動する場合は正会員にならなくてはいけ

ないのではないか？ 

この件についても、もう少し考えて整理していくこととする。 

 

5 助成金について 

 ・フェニックス助成金（報告書 2月 21日（金）締め切り）（資料 3） 

  水川氏に作成依頼済。会計部分は事務局が担当。 

 ・リコーFreeWill（資料４） 



  次回締め切り：４月末（4月中旬位までに提出） 

  ５月 事前審査、６月 審査会、7月 入金、翌年１月 報告書提出 

  セブンイレブン→温暖化フラッグシップのみで申請中 3 月頃に結果がわかる

ので、それを踏まえてリコーFreewillの申請内容を検討する。 

・大阪府環境保全活動補助金について（報告のみ） 

 エネルギー部会と温暖化フラックシップで構成。 

 ３月末までに報告書提出予定。 

 前回、変更届を提出する相談をしていたが、変更届は計画を実行するのにどう

しても変更が必要な際に提出するもので、今回については計画の変更の必要は

無いので、クールアースウィークと関連づけてポストカード発行したことを報

告書に記入する対応となった。 

 

６ その他 

  ・吹田市施行 80周年記念ロゴマーク等の使用について 

   ロゴマーク等は申請して使用可能。 

   バナーは使用すると協力事業所として８０周年記念HPに掲載。 

   バナーは使用していく。→使用した段階で協力事業所として申請。 

  ・おおさかプラスチックごみゼロ宣言（資料 5） 

   大阪ごみゼロ宣言の宣言用紙を作成。→承諾 

  ・別市の審議会にでておられた 30代の市民委員さんで「私達、環境に関心がある

けれど子育てが忙しい、落ち着いたら勉強したい」という話があった。 

アジェンダ、市内のサークル等はその年代層をターゲットにしていなかったの

で、これからはそのあたりもターゲットとして考えていかなければいけないと感

じた。 

 

次回の日程 令和 2年 3月 18日（水）13：30～15：30  

 


