
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４月６日（月） 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、馬場多佳子、池渕佐知子、藤田和則、荒堀尚、

谷垣千賀子、東田康司 

関係者：水川晶子、平野和男 事務局：丸谷、廣瀬、田中 

欠席者(敬称略) 伊藤智子、小田信子 

議事次第 1 役員の任期途中の交替に伴う後任者の選任について(資料１) 

2 報告 

  ・各部会及び団体及び行政より 

3 フラッグシッププロジェクトより 

  ・食品ロス及び温暖化より 

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） 

  ・第２部企画(開催するかどうか？) 

   案１ SDGｓカードゲーム(資料２) 

岡本さんが大阪府環境交流パートナーシップ登録団体「SDGｓ環境交流

セミナー」に参加された際に、体験。講師は箕面こどもの森学園(NPO 法

人コクレオの森)の先生。 

https://cokreono-mori.com/haken/haken.html 

講師料は推測だが 1～2万円で、内容も人数や時間など条件に合わせて実

施してもらうことが可能だと思うとのこと。 

     案２ 映画借用(資料３) 

 ・議案書(資料４) 

  ・会則の変更(資料 5～7) 

5 助成金について 

  ・リコーFreeWill(資料８) 

・フェニックス助成金 125,531 円 満額支給 (報告のみ) 

  ・大阪府環境保全活動補助金について（報告のみ） 

・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９) (報告のみ) 

６ その他 

  ・環境月間 (６月) のロビー展示について 

   期間：６月８日(月)～１２日(金) 仮押さえ済み 

https://cokreono-mori.com/haken/haken.html


  ・おおさかプラスチックごみゼロ宣言について（資料 10）(報告のみ) 

・すいすいくん祭りへの出展について 

・資源部会の状況について 

・環境表彰について(資料 11、12) 

・第 3 次一般廃棄物処理基本計画の策定に係る吹田市廃棄物減量等推進審議会に

ついて(資料 13) 

配布資料 ● 次第 

● 資料 1    アジェンダ 21 すいた 役員名簿 

● 資料 2    認定NPO 法人コクレオの森（HPより抜粋） 

● 資料 3    借用映画候補 

● 資料 4    アジェンダ２１すいた 事業活動報告及び事業活動計画(案) 

● 資料 5    アジェンダ２１すいた 会則(案) 

● 資料６    アジェンダ２１すいた 会則 新旧対照表 

● 資料７    吹田市第３次環境基本計画 概要版 

● 資料８    リコーFreeWill寄付金申請書 

● 資料 9    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１０   おおさかプラスチックごみゼロ宣言（HPより抜粋） 

● 資料１１   吹田市環境表彰要領、吹田市環境表彰選考基準 

● 資料１２   吹田市環境表彰推薦団体資料 

● 資料１３   第 3 次一般廃棄物処理基本計画の策定に係る吹田市廃棄物減量等

推進審議会について 

参考資料：みんなで簡単やさしい電気の切替チラシ、前回会議録 

 

 

 

 

 

 

１ 役員の任期途中の交替に伴う後任者の選任について 

  令和２年４月１日付で環境政策室長に人事異動有。 

アジェンダ２１すいた会則第１５条第１項(3)に基づき、後任者の選任を行う。 

行政幹事 平野 和男→東田康司へ 承認。 

 

２ 報告  

■エネルギー部会 

小学生向けの CO２ダイエットについて 

学校の授業内での取り扱いを依頼したが、対応が難しい。 

→土曜スクールをしている学校にアプローチ予定。 

土曜スクールは 6回程度、講座を行う必要があり、エネルギー部会だけでは難

しい。 

仮に認められた場合、アジェンダの他部会や他団体と協力を検討中。 

→各部会にて協力をしてもらえるか確認願いたい。 

  時期は未定。おそらく４５分～６０分程度で自由にして構わない。 

 



「じぶん発電所作り 組み立て講座」を入門講座の際の同じ講師の方に依頼済。 

承諾をいただいていたが、新型コロナウイルス感染症の関係でしばらく延期。 

 

■自然部会 

 ・ヒメボタル観察会（5 月 20 日（水）） 

 西山田地区公民館で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（5 月 23 日（土）） 

 みどりのカーテンとキッチンガーデンの講座の予定 

５月の市報に掲載予定。 

５月７日から受付開始。中止の場合は個別に電話が必要。 

 

■資源部会 

伊藤氏不在。水川氏が代理で報告。 

すいた環境教育フェスタの後は活動無し。 

  フェスタでは例年通り給茶コーナーを設置。 

マイボトル・マイカップを持参した方にお茶を提供。 

  リユースカップも用意したが使う方は少なかった。 

  食品ロス削減プロジェクトも兼ねて行っていたため、人員が少なく、非常に忙

しかった。もっと会場内で PR も必要だったが、人員がさけなかった。 

  マイカップ持参が１２人。マイボトル持参が 37 人。 

リユースカップ持参が 20 人。ペットボトル再利用が１人。 

お茶の利用が計７０人。 

４月の部会は新型コロナウイルス感染症の関係で開催未定。 

 

■NPO 法人 すいた環境学習協会（SELF）  

  新型コロナウイルス感染症の関係で活動ができていない。 

 

■千里金蘭大学  

  ６月の環境月間に合わせ、大学図書館にて環境に関する図書を展示予定。 

 

■大阪ガス  

  5 月９日にくるくるプラザで開催予定の講座が新型コロナウイルス感染症の影

響で延期。 

  会社には基本的に出社せず、在宅勤務。出社する場合は上司の許可が必要。 

 

■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 

  追加登録＆切替判断期間は４月 16 日まで。 

是非、検討願いたい。各部会、団体にて情報提供願う。 

 

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 

・地球温暖化防止フラッグシッププロジェクト 

  来年度は江坂企業協議会との協力を考えているため、現在、アプローチ中。 

 

 ・食品ロス削減フラッグシッププロジェクト 

  すいた環境教育フェスタにて、資源部会と食品ロス削減プロジェクトの合体し

たアンケートを実施。（約 80 人） 

  自由記述の設問で「今日からはじめようと思うこと」という質問に対し、「食べ

きれる量しか注文しない」「食べ残しをしない」「買い物する量を決めて無駄な

ものを買わない」「食べられる量を調理する」など、食品ロスに関してかなり効

果があったのではないか。 

  たくさんの人が集まるイベントでは啓発ができるいい機会だが、人が足りない

のが難点。 

 

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) 

 ・第２部企画（開催するかどうか？） 

  新型コロナウイルス感染症の関係で場所が使えなくなる懸念もある上に、アジ

ェンダ２１すいたの判断として第２部、第３部は中止し、総会のみ行う、もし

くは総会自体も書面開催という可能性もある。 

  準備を行うのであれば、臨機応変に変更できるよう、企画を考える必要がある。 

カードゲームの講座は対面となるし、講師の方にもご迷惑がかかる可能性もあ

るため、映画（間隔開けて座席を設ける等の配慮が必要）が良いのではないか。 

 市報の最終校正は５月頃。 

  ＜第２部を準備しておくかどうか、幹事で決議＞ 

  決議の結果、第２部の準備はしておく方向で進める。 

  映画の案を各自検討のこと。 

 

・議案書 

  各部会で確認していただきたい。変更点があれば事務局まで。 

  ５月の幹事会で 9割ぐらいの完成に近いデータを作成、６月の幹事会で最終の

確認をして承認を得る予定。 



 

・会則の変更 

 事務局案（第２次環境基本計画→第３次基本計画の変更のみ）提示。 

他の案の提出は無し。 

団体として、目的に何かしらの「計画」「方針」が必要ではないか。 

  「第３次」を消して「吹田市の策定する環境基本計画」として、 

事業活動の中に基本計画の策定に加わります、とするのはどうか。 

 

  第３次環境基本計画概要版を用いて、行政より説明。 

 

■基本理念  

第３次環境基本計画を策定するにあたって、基本に立ち返り、基本理念におい

ては、「MOTTAINAI」を共通のキーワードとした。 

■基本方針  

（3 行目以降）持続可能な社会を作っていくうえでは、パートナーシップを基

本方針に据えて進めていく必要があると考えている。 

■望ましい環境像 

  第２次環境基本計画から表現を変更し、「共生し未来につなげる」という表現に

している。 

■計画の位置付け 

  環境基本条例に基づいて、環境部の最上位の計画として立てている。 

  市全体としては吹田市第４次総合計画の下位の計画として位置づけている。 

■計画期間 

  第４次総合計画との整合を図るという観点から、令和１０年度までの計画と 

している。 

■吹田市の目指すべき姿 

  エネルギー、資源循環、みどり、生活環境、都市環境、各個別の分野と新たに

設定した重点戦略が目指すイメージを示している。 

■重点戦略 

  第２次環境基本計画のほうでは重点プロジェクトとなっていたものを、戦略と

いう形で、再度見直しをして新たに定めた。 

・はぐくむ  基盤となる人というものをはぐくんでいくというのが非常に大事だ

というところを基礎部分として設定。 

・まもる   温暖化のこと、ごみのこと、生物多様性のことなどを数値化して、

目標値の設定。 

・そなえる  CO2の排出削減対策をしても気温上昇が避けられず、環境が変化し

ていくと予想されていることから、悪化していく環境にそなえてい

くことも重要という観点で本戦略を設定。 



■分野別目標 

  第２次環境基本計画を基本的に引き継いでいるが、「みどり・自然共生」という

ところで自然共生を新たに入れた。理由としては、生物多様性保全に関して第

２次環境基本計画の中でほとんど触れていなかったが、取り組みを進めていく

べき施策であるため、拡充をしている。 

■SDGｓの目標との関連性 

  持続可能な社会へというのが１つのキーワードとなっているため、SDGｓとの

関連性を意識した計画作りをしている。 

  特に SDGｓのゴール１７（パートナーシップで目標を達成しよう）が重要であ

る、と考えている。 

■計画の推進 

  PDCA サイクルをどうやってまわしていくかをまとめている。 

 

以上の説明をふまえ、会則に入れるかどうか、検討願う。 

 →今回の意見をふまえ、再度事務局案を作成し、次回幹事会にて承認を問うこと

とする。 

 

5 助成金について 

 ・リコーFreeWill（資料 8） 

  次の締め切りが 4月末。 

4 月に申請しても活動の見通しが立たない。 

物品のみであれば、4 月申請でもいいかもしれない。 

  →４月は見送り。必要であれば 7 月に申請を検討。 

 

 ・フェニックス助成金 125,531 円 満額支給 (報告のみ) 

  報告書提出済。125,531 円がアシェンダの口座に入金有。 

  来年度については食ロスの計画と相談。 

  

・大阪府環境保全活動補助金について（報告のみ） 

  報告書提出済。 

  大阪府より指摘等があり、調整が必要なため、決定には至っていない。 

  

・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９) (報告のみ) 

  地球温暖化フラッグシップで 191,487円、審査結果が通ったと通知有。 

 

６ その他 

 ・環境月間(６月)のロビー展示について 

  期間：6 月 8 日(月)～6 月 12 日(金) 押さえ済 



  展示内容を検討。 

  ガンバ大阪 4選手と監督の写真は撮影済。パネル未。 

  アジェンダの各部会やフラッグシップ、団体なども展示を検討してはどうか。 

→それぞれの部会とフラッグシップ、各団体にて何面使うかなどの議論をして

いただいて、事務局まで。（１２面程度の予定） 

 

 ・すいすいくん祭りへの出展について 

  7 月末から 8 月頭ぐらいに水道部主催で開催。 

  今年も SELF へ依頼する。→了承。 

  アジェンダ２１すいたのパンフレットを配布検討。 

 

 ・環境表彰について (資料 11,12) 

  ４月 30日までに推薦。過去 5年間で表彰された方は推薦不可。 

  5 月の選考会で選考→表彰される事が決定したら 6 月 30日に表彰する予定。 

新型コロナウイルス感染症の関係で表彰式を行うかは不明だが、表彰自体はす

る。 

概ね 3 年以上継続して活動されている方が対象。 

SELF とすいた市民環境会議の 2 団体にアジェンダから推薦書を作成予定。 

推薦書は三輪代表が作成。 

 

 ・第 3 次一般廃棄物処理基本計画の策定に係る吹田市廃棄物減量等推進審議会に

ついて (資料 13) 

  吹田市廃棄物減量等推進審議会にアジェンダ２１すいたから水川氏が参加。 

  審議会での情報や意見集約は幹事会もしくはメール等で行う。 

次回の日程 令和 2年 5月 8 日（金）13：30～15：30 （予定） 

 


