
アジェンダ２１すいた 会議記録録 

 

作成者：田中 

会議名 幹事会 
日 時 令和 3年 5月 19日（水） 10：０0 ～ 12：０0 

場 所 オンライン開催（ZOOM） 

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

西川由希、水川晶子、馬場多佳子、小山修平 

事務局：廣瀬、田中 

欠席者(敬称略)  

議事次第 １ 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 

２ アジェンダ２１すいた定時総会について 

 ・開催方法について（資料１、２） 

 ・議案書について（資料３～６） 

３ 環境月間について（資料７） 

４ ホームページ改修について 

５ その他 

 ・これまでの見直しと今後について 

 ・エコレターへの掲載希望について 

 ・SDGｓ啓発について（積み残し） 

配布資料 ● 次第 

● 資料１   アジェンダ２１すいた 定時総会に伴うスケジュール（案） 

● 資料２   令和３年度定時総会 参考資料 

● 資料３   令和２年度アジェンダ 21すいた事業活動報告 

● 資料４   令和 2年度（2020年度）アジェンダ２１すいた 収支決算書 

● 資料５   令和３年度 アジェンダ２１すいた事業活動計画（案） 

● 資料 6   令和３年度 アジェンダ２１すいた 収支予算（案） 

● 資料７   アジェンダ２１すいた 役員候補者名簿 

● 資料８   ロビー展示イメージ図 

添付資料：幹事会議事録(令和３年４月分)  

 

 

 

１ 報告 

■NPO法人 すいた環境学習協会（SELF） 

 特に報告事項なし。 

■エネルギー部会 



 

 

 

水素社会を市民啓発するため、まずエネルギー部会で勉強会を行う予定。 

市民向けのセミナーに繋げていきたい。 

コロナの制限があり見学ができていないが、コロナが明けたら進めていく。 

 課題は、コロナにより、会場を使った市民啓発のイベントができないので、オン

ラインのセミナーをやりたいと思っているが、それに向けた環境整備をどうして

いくか検討中。Zoomのウェビナーか YouTubeでの配信になると思う。 

 Zoomでやる場合は月々約 5,000円払う必要がある。 

 YouTubeの場合は無料でアカウントが作ることができる。 

 Zoomもしくは Youtubeどちらかでアジェンダ独自のアカウントを作成するこ

とを検討いただきたい。 

 ⇒次第２の「議案書について」で議論する。 

【福井氏より補足】 

 水素の勉強会について、岩谷産業さんに水素ステーションの見学会に申し入れを

したが、人員の都合上、見学会に対応する人材がいないという理由で断られた。 

 茨木市にある水素ステーションについては交渉中。 

４月 22日の日経新聞に水素のことがわかりやすく掲載されている。 

江坂大池小のサタデースクールについては、今年は拡大するのはやめようという

ことになったので、今年の大池サタデースクールは難しい。 

 

■自然部会 

 特に報告事項なし。 

 

■資源部会 

 ロビー展示に向けて資料の改良・修正をしている。内容については、マイボトル・

マイカップ対応のカフェのマップ。 

 新規会員が入ったので、次年度から活動が増やせる予定。 

 給水スポットの取組について関心があるので、取材などをして活動を広げていき

たい。 

 

■大阪学院大学  

 西川氏の係が変わった。後任は上田氏。 

 部署としての変わりはないが、学内での仕事になった。 

 今年度までは幹事として出席する予定だが、時間が取れなくなってきたこともあ

り、来月からは後任の者と相談をして決めたいと思う。 

 

■大阪ガス  

 茨木市の水素ステーションの件については、条件を付けさせていただいており、

それについて事務局と検討中。 



 実質ゼロカーボンの都市ガスを送るという実験が始まっている。年度内か年内ぐ

らいである程度、見学可能にしたい。 

 ３月末に決算が出て、減収増益になっている。国内で言うと、居酒屋などの飲食

関係が全くガスを使わなくなったので、急速にそこが落ち込んでいて、国内は非

常に苦しい状況。 

 増益については、海外展開を考えており、その収益が上がった。 

 

■NPO法人 すいた市民環境会議 

 総会を６月 19日に予定しており、Zoomと書面の両立てで検討中。 

 

■行政 

 マイボトル用給水機が５月から市役所等に設置。 

 ウォータースタンド株式会社と協定を結び、市役所本庁や公民館などには無料、

体育館などには有料の契約を結び、設置を予定している。 

 給水機設置の目的は、使い捨てプラスチックの削減と熱中症の予防を目的として

いる。５月 15日の産経新聞に記事が載っている。PDFを幹事の方にメールで送

る。 

 茨木市の水素ステーションについては、検討した結果を後日報告する。 

 

【福井氏より報告】 

 SELF のごみ拾いをするグループに、アジェンダに加わっての活動継続を交渉中

だが、グループの会合ができていないので、了解を取るのに時間がかかっている。

もう少し時間をくださいとのこと。 

 

・フラッグシッププロジェクトより 

 【地球温暖化防止】 

  クールアースウィークに賛同いただける団体や企業の募集をかけている。個人

的な繋がりで参加いただけるようなところがあればお声がけ願う。 

  ムーンライトコンサートは現地開催を第一に考えて、CAT さんとも打ち合わ

せも進めている。オンラインでの配信は厳しいかもしれない。 

 

 【食品ロス削減】 

  実施要領を新しくし、ホームページへの掲載を検討中。 

  賛同いただいている店舗に対して新たな様式を送り、返信がなかったところに

ついてはこちらから働きかけをする作業が残っている。 

  令和３年度の予算について、国が法律を作り、10 月を食品ロスの削減月間と

し、10 月 30 日を食ロスの日とするということで、コロナ禍なのでオンライ

ン講演会などを計画するのはどうかと考えている。 



 

２ アジェンダ２１すいた定時総会について 

 ・開催方法について（資料１、２） 

 【事務局より説明】 

  現状を考えると、書面開催の方が無難ではないかと思う。 

  前回の幹事会で、現地開催にする場合、出席者数はどれぐらいなのかという質 

問をいただいており、資料２に参考資料を付けている。→説明。 

現地に来られているのは 30 名前後ということで、その点も踏まえてご議論い

ただきたい。 

→・大阪府の感染者数は減ってはいるが、去年の書面開催の際に対面でしてほし

いという意見が特になかったのであれば、書面開催の方が無難だと思う。 

・アジェンダとしては書面の方が安全だと思う。 

⇒書面開催に決定。 

 

会員者数が 57名から 46名に減っている件について、何か説明はあるか。 

 →令和２年２月から令和３年２月の１年間で、正会員として入会いただいた方が

１人、退会届を出された方が８人、会費の未納で強制退会となった方が４人い

た。退会理由は、例えば、高齢であるとか、長年やってきたが潮時だとおっし

ゃっている方もおられ、この１年間でかなりの方が退会されて個人会員の方が

少なくなっている。 

  ただ、団体会員としてナーズさんや６月から１人正会員になる方もおられると

いうのが現状。 

 

【資料１に沿って、事務局より書面開催の流れを説明】 

  ７月 28日か７月 29日のどちらかで幹事会を開く必要があると考えている。 

  令和３年度は役選の年にあたっており、対面の場合は役選をして会員から承認

をいただいたら別室で代表や副代表などを互選により決めて、その場で報告す

るという流れがあったが、書面開催となるとその場で行うことができないので、

幹事会を開催して、総会の議決結果を幹事に報告後、代表などを互選により決

定するという流れを行うため、幹事会を追加している。 

  全てのことが決定したら７月 31日にアジェンダのホームページで開催結果を

公表する流れで考えているが、いかがか。 

  →この手順で進めていく。幹事会は７月 29日の午前 10時から行う。 

 

 ・議案書について（資料３～６） 

 【資料３について事務局より説明、意見を求める】 

 ・すいたクールアースウィークの取組３のところで、主催した団体の名前を分か

りやすく書く方がいいと思う。→事務局で対応する。 



 ・１フラッグシッププロジェクトの推進の「実施評価及び課題」の項目について、

課題を課題らしく記載する方が良い。→事務局で再検討。 

 ・ところどころ年月日が誤っているので、修正願う。→事務局にて修正。 

 

 【資料４に沿って、事務局より説明】 

 ・セブンイレブンの返金の金額は確定して返金するということか。 

 ⇒事務局で確認したところ、98,565円で間違いなかったので、この額で返金の

手続きをしようと思っている。 

 

 【資料５について事務局より説明】 

  今一度、各フラッグシッププロジェクトや部会で間違いがないか確認願う。 

  特に幹事の皆様に確認いただきたいことは、ヒートアイランド/熱中症予防啓発

事業というところで、水道部に確認したところ、今年はすいすいくん祭りをす

るとしても、外部からの出展はやめると聞いている。また、ＳＥＬＦさんに予

算分のお金をお渡しして協力を依頼していたが、事業として残すのか検討いた

だきたい。 

 →水道部として、外部からは受け入れないという方針が決まっているなら書くこ

とは難しいのでは。 

 ⇒削除する方向で進める。 

 

  ＜新規項目についての説明＞ 

  「（８）パンフレットの発行」はアジェンダの新しいパンフレットを作成すると

いうことで、予算化している。 

  「（６）ホームページの改修」は、アジェンダ 21すいたのホームページの改修

を進めていくにあたり、予算化している。 

  「（９）オンライン環境の整備」は、ZoomとWi-Fiの契約を足したときの金額

になっている。これについては予算案の時に詳しく説明する。 

 

【資料６に沿って事務局より説明】 

  ＜収入の部＞（説明が必要な箇所のみ記録） 

  会費の収入については、会員数の増加も期待し、現状より増やした状態での収

入見込みとしている。 

  市負担金収入は吹田市から、令和３年度は 460,000円ということで予算付け

をしている。 

  ＜支出の部＞（説明が必要な箇所のみ記録） 

  ヒートアイランド/熱中症予防啓発事業は先ほどの議論に基づき削除する。 

  ホームページの改修が 50,000円→詳細は次第４にて説明。 

  定時総会運営事業は封筒代等で 5,000円。 



  パンフレットの発行は A４三つ折りで 200部程度を想定し、5,000円。 

  オンライン環境の整備はZoomのライセンス料が年24,000円、ポケットWi-

Fi が年 54,000 円、ウェブカメラが 5,000 円、集音マイクが 13,000 円な

ので合計 96,000円。 

  部会別事業は、要求通りにしている。 

 →今一度、確認願う。 

 

 【資料７について事務局より説明】 

  幹事の市民区分を立候補者は現在、福井氏、池渕氏、藤田氏の３名。 

  これ以上の立候補がなければ、この３名で市民区分の幹事を総会で諮る流れに

なる。 

  大和大学さんは「？」と書いているが、事務局の方からアプローチをして、至

急幹事を選出させていただくと回答をいただいている。 

 

３ 環境月間について（資料７） 

  ロビー展示で、各部会、フラッグシッププロジェクトで、どのパネルを展示す

るか教えていただきたい。 

 →・配置については当日にバランスを配置するということで了承。 

  ・温暖化プロジェクトは、ムーンライトコンサートの写真館と去年のクールア

ースウィークの取組のポスター。 

・食ロスは、ペロリンコのポスターと食ロスフラッグシッププロジェクトで作 

成したポスター。 

・資源部会は、マイボトルを持って行くと何円か値引きしてくれるという説明

が書いてある、マイボトルマップを展示したい。→パネルは１枚。 

・エネルギー部会は、水素の見学に行けたらそのことをパネルにしようとして

いたが行けなかったので、前回通りの自分発電所作りと省エネ相談会の２枚。 

・自然部会は、去年と同様、生物多様性のパネルを２枚。 

  ・すいた市民環境会議は、パネル１枚で現在作成中。 

  ・大阪学院大学も１枚～２枚使用する。 

  ・給水機設置場所のマップ→事務局で検討する。 

 

  設営と撤収にお手伝いいただける方 

  設営：水川氏、馬場(多)氏、荒堀氏、藤田氏、小田氏、喜田氏 

  撤収：池渕氏、馬場(慶)氏、藤田氏、福井氏、小田氏 

 

４ ホームページ改修について 

 【池渕氏より説明】 

  いただいた意見から必要と考えられる改修を検討し、ホームページを作っても



らった会社に費用を見積もってもらったところ、写真の変更は 5,000 円ぐら

い、タイトルの文字変更も 5,000 円ぐらい、色を変えるのも 5,000 円ぐら

い、TwitterとかFacebookを作ったとしてそれを画面に埋め込むのも5,000

円ぐらいで、大体一つについて 5,000円程度とのことだった。 

  セキュリティの設定もしたほうがいいということで、「http」と URLがあるが

「https」と常時暗号化されたページにするなら 10,000円ぐらいが必要との

ことなので、予算としては 50,000円を入れている。 

  リンクページについては、団体ホームページや他のリンクページのチェックを

して、リンクが切れているところがあったので、事務局で直す。 

  Twitter や Facebook のページを作ってホームページに連携することもでき

るが、今は部会なり活動のアップが間に合っていないところについては、今後

どうするかが一番重要で、デザインをいくら変えても内容がアップできなかっ

たら仕方がないので、そこをどうしたらいいかご意見をいただきたい。 

 

 【小山参事より説明】 

 ホームページが今後何するにあたっても土台になると思っており、更に

50,000円ぐらいつけておきたい。 

 何に使うということではないが、ある程度余裕をもって予算を持たせていただ

きたいと思うので、ひとまずは 100,000円の予算であげさせていただくのは

どうか。 

 

 ・いつから改修にかかるのか。 

 →特に考えていなかったが、Twitterや Facebookについても、作ろうと思った

らまずメールアドレスを作る必要があり、そのことについても議論しないとい

けないので、簡単な修正だけで 50,000円ぐらいと出しているが、多めに予算

が取れるのであれば取っていただくのはありがたいと思う。 

 ⇒予算を多めに取っておく。 

 

 ・詳細な部分はもう少し考えていくということでいいのか。 

 →幹事の方からご意見をいただきたいことを担当間でもう一度相談する。 

 

５ その他 

 ・これまでの見直しと今後について 

  SELF の解散や、どの市民団体も高齢化してきているということで、新しい課

題をどのように広めていくかという問題があり、今までのやりようでは難しい

点が増えてきていると思うので、今後３年～５年を見据えてアジェンダがどの

方向に進んでいくのかという議論をしていきたいと考えている。 

 



 ・エコレターへの掲載希望について 

  令和３年の７月号を担当の方が作成中で、最後のページにイベントの案内を載

せているが、もし載せてほしいものがあれば６月末までに事務局まで。 

 

・ＳＤＧｓ啓発について（積み残し） 

  アジェンダの中でどう扱うか（従来通り進めていくのか、新しい取組を実施す

るか）というところで、最近何か思われることなどはあるか。 

  例えば、SDGｓを掲げての議会みたいなことはあるのか？ 

 →なくはないと思う。 

  吹田市は SDGｓのほうが吹田市についてきたという考え方なので、特に何も

していないように思う。 

  行政もアジェンダも SDGｓに掲げられている中で、手をつけていないことに

手をつけられるのであればつけたらいいと思う。 

  ただ、環境問題についてもできていない部分も多く、例えば、ヒートアイラン

ドについてもアジェンダが独自で取り組んでいるかと言われると取り組めてい

ないので、それを差し置いて SDGｓの啓発というのは、全体的な啓発への協力

はいいと思うが、個別に何かしていくのはしんどいと思う。 

 

 ・ガンバ大阪のピッチ周回について、６月 26日か６月 27日の市民応援デーに

てのブース出展できるという話だったが、コロナの関係で延期になった。 

  ホームゲームが９月の半ばと９月の末であるので、そのどちらかで調整してい

るということなので、日程が決まり次第ブース出展するかどうかも含め、相談

する。 

 

 ・総会で各会員に議案書を送付していると思うが、ペーパーレスの観点から、例

えば希望を募って、紙ではいらないという方はメールで送るとか、ホームペー

ジのどこかに載せるとか、そういう運用はできないのか。 

 →・６月の前段階に送らないといけないので、郵送費がかかってしまうが、それ

でもいいということであればスケジュールを検討してみる。 

  ・メールアドレスを知っている会員へ、メールで添付して送ってもいいか聞く

のはどうか。 

   ただ、見落とす人もいると思うので、いるかいらないかの返事をくださいと

しておいて、メールで良いという返事の方だけは郵送をやめるということに

したら、返事忘れている人には郵送するという方法をとればどうか？ 

⇒この方法で事務局にて流れを検討する。 

 令和３年６月 18日（金）13：０0～15：０0 （予定） オンライン予定 

 


