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 3 年２月 10 日（水）

場

所

オンライン開催（ZOOM）

出席者(敬称略)

1０：０0～1２：０0

幹事：三輪信哉、福井一彦、馬場慶次郎、池渕佐知子、荒堀尚
小田信子、西川由希、水川晶子、馬場多佳子、道澤宏行
事務局：廣瀬、田中

欠席者(敬称略)

議事次第

藤田和則
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
・フラッグシッププロジェクトより

３

すいた環境教育フェスタ（ウェブ開催）について
・出展内容について（資料２）
・アジェンダへの依頼事項（クイズ、サムネ等）について（資料３、４）

４

アジェンダ２１すいた現金の取扱いの基準の改正について（資料５、６）

５

アジェンダ２１すいた定時総会について
・開催方法、日程について
・スケジュール

６

ホームページ改修への意見について（資料７）

７

その他
・新規会員募集について（資料８）
・SDGｓ啓発について（資料９）
・大阪府地球温暖化対策実行計画のパブリックコメントについて
・セブンイレブン記念財団助成金について
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資料５

アジェンダ２１すいた 現金の取り扱い基準（案）
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口座振込依頼書（案）

●

資料７

アジェンダ２１すいた HP 意見（まとめ）
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資料８

Zoom について（まとめ）

●

資料９

SDGｓの啓発について

添付資料：幹事会議事録(令和３年１月分)
追加配布資料：豊中市・吹田市気候非常事態共同宣言（案）

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月１日付けで環境政策室長の東田が異動となり、環境部次長、環境政策室長
兼務の道澤氏が後任であるため、選任願う。→承認。

２

報告

■エネルギー部会
オンラインで部会を開催、ナーズ・大林氏も参加、意見交換を行った。
小学校のサタデースクールに関しての進捗を報告。
学校側が４月以降のサタデースクールを実施するか決められておらず、進捗は止
まっている。→実施する場合には 11 回の講座を用意する必要があるため、実施
できるよう、意見交換をしている。
豊中アジェンダ市民環境会議さんと情報交換を行う予定。→オンラインで情報交
換できないか検討中。
【質問】オンライン会議の時間、参加人数、やりやすさはどうか。
→オンラインだと機材が使えないので参加できないという方もいるが、それ
以外の方は参加をされて情報交換はできている。
前回は平日に行ったが、次回は土曜日に開催する。
■自然部会
特に報告事項なし。
■資源部会
資源部会としては特に報告事項なし。
ナーズの大林さんのお店に訪問、カフェを利用してふろしき講習会ができるので
はないかという話をした。
■NPO 法人 すいた環境学習協会（SELF）
藤田氏不在。
■大阪学院大学
特に報告事項なし。
■大阪ガス
2050 年までに技術革新等々の辺りを踏まえて再生可能電源の開発も含めて、全
体としてカーボンニュートラルを達成するということを発表。
【質問】製造業ではないサービス業の中からも、2050 年に CO₂の排出をゼロに

する話はあるのか。
→製造業じゃないところもあったと思う。
2050 年にカーボンニュートラルを達成する話も急に出てきた話。
技術的な裏付けも大変で、基本的にはメタネーションという技術を使う、
そうすると二酸化炭素が必要になるので二酸化炭素を大量排出する企業と
組むというような構想で考えている。
■NPO 法人 すいた市民環境会議
市内にいる絶滅危惧種のレッドデータブックのようなリストを作成するというこ
とで動いており、３月までには完成させたいので整理をしている。
特定外来種のことなので他の部会とも協力できれば良いと思う。
■行政
【豊中市・吹田市気候非常事態共同宣言（案）
】
豊中市と共同で気候非常事態宣言を行う。
市民や事業者の方々にも共有をして一緒に取り組んでいきたい。
吹田市でも 2050 年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするという目標
を掲げており、具体的な内容については、
「第 2 次地球温暖化新実行計画」を作
成しているので、これに基づいて効果的な対策を進めていく。
【質問】豊中市以外の北摂地域にも広がっていくのか。
→声をかけたが現段階では考えていないと回答があった。
NATS の関係で西宮市と尼崎市にもお話をしたが、タイミングが合わな
かった。
この施策を共に進めていきたいという思いもあったが、早くに宣言を出
した方が良いと考え、今回豊中市とタイミングが合ったので宣言すると
いう流れになった。
・フラッグシッププロジェクトより
【地球温暖化防止】
令和３年９月 23 日を第１候補としてムーンライトコンサートを開催予定。
９月 17 日から９月 27 日をクールアースウィークにする予定。
密を避けながら野外コンサートをする方向。
場所は江坂公園で開催予定。
CAT さん、大久さん、江坂企業協議会さん、大枝印刷さんに協力いただく。
温暖化プロジェクトの予算で DVD プレイヤーを購入するが、アジェンダで使
える形にする。→承認。
【食品ロス削減】
実施要領の見直しがほぼ完了。

新たに様式を決めて、協力店の取消願や変更届も整えている。
ホームページに載せている協力店のリストを見やすくする効果的な見せ方を検
討中。
コロナの影響で今年度は店周りをできていないが、今後新たな地域の拡大も考
えている。→吹田グリーンプレイス、JR 吹田さんくす、エキスポシティ
３

すいた環境教育フェスタ（ウェブ開催）について
・出展内容について（資料 2）
○資源部会からの出展について
資源部会からも出展希望。
ふろしき講習会とくつの修理屋については、アジェンダのニュースレターに掲
載したものを使用予定。→OK
⇒各プロジェクト、各部会で修正する部分がないかを確認して、修正がある場
合は２月 22 日までに事務局に送る。※最終提出
○全体 PDF について
アジェンダの紹介 PDF にリンクを貼り、それぞれのページに飛べるようにし
ている。ふろしき講習会とくつの修理屋の出展するデータができたら、同じよ
うにリンクを貼ろうと思う。
→アジェンダ２１という言葉自体を知らない方が多いので、アジェンダ２１がど
ういうものなのかをもう少し説明するものがほしい。
⇒作成し、リンクを貼る。
・アジェンダへの依頼事項（クイズ、サムネ等）について（資料３、４）
○クイズについて
・クイズの答えがアジェンダの出展内容の中にないのでは。
・対象が小学生なら、SDGs のターゲットを聞くのは難しいのでは。
⇒もう少し検討する。再度提案予定。
○サムネイルについて
・アジェンダ２１すいたの文字と、うさぎ、クールアースウィークを入れたら
どうか。
・サムネイルを見てアジェンダ２１すいたがどういう団体なのかがわかる方が
良いと思うので、
「市民、事業者、行政の三者協働で地球環境に取り組みます」
のような文言を加えてはどうか。
→イメージとしては、
「市民、事業者、行政の三者協働で吹田の環境を良くし、地
球環境保全に努めます。
」とアジェンダ２１すいたの文字とうさぎを入れる。
⇒幹事のみなさんの意見を取り入れながら、三輪代表と事務局で作成する。

４

アジェンダ２１すいた現金の取扱いの基準の改正について（資料５、６）

【事務局より説明】
幹事会がオンラインで行われることが増えたため、受け渡しについて、振込の
検討希望があったため、現金取扱い基準の中に盛り込んだ。
領収書の受け渡しについては記載していなかったので、少し改正した。
【意見】
・振込手数料は事務局が負担するということだが、振込の金額が低額でもする
ということか。
→今のままだとそういうことになる。
→原則、現金による支払いが基本になっているのでそれは基本として、口座振込
については、細かいものはまとめて振込依頼すると幹事で共通認識をしておけ
ば良いのでは。⇒全員了解。
・経費の支払いについて今まで事務局から幹事へ部会メンバーの分をまとめて
払っていたが、振込の場合も幹事に支払われてメンバーへ支払うという形にな
るのか。
⇒幹事の方にお支払いする。
５

アジェンダ２１すいた定時総会について

・開催方法、日程について
・スケジュール
【事務局】
コロナの関係で市としても一堂に集まる方法が今の状況では難しい。
緊急事態宣言が解除されて、ワクチンも打たれて改善する方向になっていけば
状況も変わっていくと思うが、今のところではまだわからないので、書面開催
も視野に入れておく必要があると思っている。
【三輪代表】
従来通りの対面型、ズームによる開催、書面開催の３パターンがある。
今すぐに結論を出す必要はないが、３月から議案書作りは始める。
【事務局】
対面で開催する場合、千里山コミュニティセンターを会場として抑えるにあた
って日程を決めておきたい。
⇒７月 24 日（土）に開催予定。
【馬場(慶)氏】
去年、書面開催ができるように規約を改定したが、オンラインで総会をするこ
とが認められる規約になっていたか。
⇒事務局でもう一度精査して、必要であればオンライン開催の規約を付け加える。
６

ホームページ改修への意見について（資料７）
２月末までメール上でホームページに関する意見交換をする。

７

その他
・新規会員募集について（資料８）
ズームの有料版（pro）で追加される機能は十分だと思う。→月額 2,000 円
Wi-Fi のほうは長期で契約したほうが安くなるが、レンタルという方法もあり、
１か月ずっとレンタルする方法と、必要な時だけレンタルする方法がある。
【三輪代表】
ズーム使用料が年額 20,000 円程度で、通信契約料が年額 40,000 円程度だ
としたら、概算で 60,000 円程度がズーム会議のために予算が必要。
⇒意図的に無料のズームを使って慣れていく。
・SDGｓ啓発について（資料９）
次回の幹事会で議論する。
・大阪府地球温暖化対策実行計画のパブリックコメントについて
【事務局より情報提供】
大阪府の地球温暖化対策実行計画のパブリックコメント
→１月 29 日から２月 28 日まで実施。
大阪府の食品ロス削減推進計画のパブリックコメント
→２月８日から３月９日まで実施。
⇒URL を幹事のみなさんに送信する。
・セブンイレブン記念財団助成金について
【報告のみ】
地球温暖化が中心のテーマで提出していたので、地球温暖化防止プロジェクト
の方で作成する方向で議論している。
令和３年３月 22 日（月）1５：３0～1７：３0 （予定） オンライン予定

