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議事次第

配布資料

１

報告
・各部会、FSP チーム、各団体（市民団体、企業、大学等）
、行政より
・関大図書館からの図書推薦依頼について（資料１）
２ アジェンダ２１すいた定時総会について
・定時総会の運営について（資料２～８）
・意見交換会について（資料９）
３ 施設の公用申請に関する考え方について（資料１０）
４ ディオス北千里マルシェ＋（プラス）からの出展依頼について（資料１１）
5 その他
・ホームページ担当会議について
・COOL CHOICE への賛同登録について（資料１２）
・これまでの見直しと今後（SDGs 啓発等、団体交流？）について（積み残し）
●幹事会次第
●資料 1-1
推薦図書
●資料 1-2
関西大学図書館への昨年度の推薦図書
●資料 1-3
関西大学図書館での展示の様子（2019 年度）
●資料 2
R4 議案書 １号議案(活動報告)
●資料 3
R4 議案書 ２号議案(決算)
●資料 4
R4 議案書 ３号議案 (活動計画)
●資料 5
R4 議案書 ４号議案(予算案)
●資料 6
ロビー展示配置図
●資料 7
会費納入のお願い
●資料 8
決議投票書
●資料 9
意見交換会案内文
●資料 10
施設の公用申請に関する考え方について
●資料 11-1 ディオス北千里からの出展依頼について
●資料 11-2 マルシェプラス最終企画書
●資料 11-3 マルシェ企画書（2022.06.18 開催分）
●資料 11-4 ご質問に対する回答
●資料 12
COOL CHOICE について
※小山幹事より委任状の提出があり、会則第１５条の２の定足数（２分の１以上）につい
ては満たしているため、本幹事会は成立。
１ 報告
■資源部会（水川）
食ロスは、6 月 17 日会議予定である。今、報告することはない。
■フラッグシッププロジェクトより
【地球温暖化防止】
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（事務局 田中）
クールアースウィークの賛同状況を確認し、着実に賛同企業が増えている。江坂企業協
議会の件は、連携を相談中である。14 日に催事委員会の方と協議があり、協力できると
ころがないか話をする。メインイベントのすいたムーンライトコンサートは、江坂公園の
工事期間とバッティングする恐れがあり、南千里の「まるたすひろば」でできるよう話を
進めている。
【市民環境会議】
（小田）
クールアースウィークの予定を水川さんと相談しながら進めているが、報告するほどで
はない。
【大阪ガスネットワーク】
（荒堀）
Carbon Neutral Research Hub に市長が来る日が 9 月 2 日になった。一緒に環境部
長、笹主査も来ていただくことになっている。人気があり、８月、9 月、10 月の予定が
すべて埋まっている。カーボンニュートラルに多くの人が興味を持っているようだ。
（事務局 田中）
アジェンダが施設に見学にいけるのはいつごろか。
（荒堀）
現在のところ、見通しが立たない。私自身もまだ見ていないし、9 月も随行できない。
招待できるようになれば、すぐに対応する。
（福井副代表）
水素ステーションの見学を以前させて頂いたが、そういう状況にならないということ
か。
（荒堀）
あの時より、展示施設の整備に時間がかかり、今年の 6 月に入って、バイオメタネーシ
ョンが稼働して展示に耐えうるものになった。展示施設設置が半年ほど遅れている。バイ
オメタネーションとは、下水の汚泥から発生するメタン、食品残渣から出るメタンを活用
するもので、行政や市民団体の方には興味があるところだと思う。やっと、これらを見せ
ることができるようになった。
（小田）
環境会議にも別途、見せてほしい。
（荒堀）
希望に沿えるようがんばる。
■エネルギー部会（福井副代表）
5 月 29 日に千里山コミュニティーセンターで、COP26 の報告会セミナーを開催し
た。当初予定していた出席者が集まらず、関係者を含め 16 名と少なかったが、いろいろ
な意見が出て、セミナーとしては盛り上がったようだ。
■資源部会（水川）
6 月 9 日に先日開所した片山浄水場の見学にいった。膜ろ過方式という斬新なシステム
で浄水している。片山浄水場は深さ 300 メートルから地下水をくんで、水道水にしてい
る。今後見学会をする予定である。
新規事業で、マイクロプラスチックの映画上映会を、11 月又は 12 月に予定してい
る。またマイクロプラスチック関連ですいた市民環境会議と共同して、神崎川のプラごみ
拾いを映画上映日前後で考えている。上映日が確定したら、ご参加願う。
■藤田さん
（福井代表）
博物館でのろうそくの使用は OK か。
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（藤田）
博物館の学芸員と私、福井さんと岡本さん、窓口がどうなっているのか調整して、改め
て連絡する。
【行政】
（事務局 田中）
三輪先生から伝言で、6 月 26 日にくるくるプラザ 30 周年記念式典を開催する予定
だ。内容は、阪大交響楽団による記念演奏、三輪先生の講演、最後に小幡先生、三輪先生
によるパネルディスカッションとのことだ。時間は 1 時から 4 時、コロナの関係で、先
着 20 名ということになっている。参加者は現在募集中だ。了承を得られれば、アジェン
ダ会員にこの内容をメールしたいが、いかがか。
（福井副代表）
大丈夫だと思う。
（小田）
私は予定があるが、すいた市民環境会議の会員に転送しておく。場所はどこか。
（事務局 田中）
くるくるプラザの 4 階のマルチホールである。
・関大図書館からの図書推薦依頼について（資料１）
（事務局 田中）
毎年クールアースウィーク期間中に、関大図書館に温暖化対策推奨の 1 ブースを設置し
てくれている。そこでアジェンダ 21 すいたから温暖化対策関連の推薦図書を置いてい
る。幹事のメンバーにも環境対策の図書を推薦してもらいたい。
（事務局 八木）
資料 1-2、昨年度の推薦図書を参考に、図書と推薦文をいただきたい。資料の様式で 6
月 30 日までにいただきたい。推薦図書は関大図書館にあるものが望ましいが、ない本で
調達できる本は取り寄せるが、絶版本等は難しいので、できれば関大図書館所蔵で推薦お
願いするとのことだ。

２ アジェンダ２１すいた定時総会について
【定時総会の運営について】
（資料２～８）
（事務局 八木）

資料２：定時総会で出した全体スケジュールは、前回出したものと大きな変更はな
い。本日 6 月 13 日に議案書を承認いただき、6 月 15 日に冊子を完成。6 月 16 日
に送付というスケジュールである。事前に意見をいただいた上で、7 月幹事会で回答
文案の最終決定、正会員に決議投票書を送付、7 月 26 日必着で投票書を提出いただ
き、その日を議決日とする。集計が終わりしだい幹事に報告の上、ホームページで総
会開催結果を公表するという流れだ。





資料３は、資料 2 のスケジュールに沿ったものを大まかな流れをまとめたものだ。６
月 16 日に開催通知、議案書、質問意見書、令和 4 年度の年会費請求書を郵送又はメ
ールで送信。質問の回答作成を担当するのは、昨年と同様、部会は部会代表者、フラ
ッグシッププロジェクトについては各フラッグシップの長、全体事業は三輪代表、会
計関係は事務局とする。複数の区分に渡るものは協議の上作成する。取りまとめと発
送は事務局が行う。回答と同時に決議投票書を送り、7 月 26 日で議決、議決結果報
告、総会の成立、不成立、ホームページで公表の流れになる。
資料４は、総会の案内状である。２の提出期限は、意見書の提出期限である。裏面は
主な流れを記載している。
3



資料５は議案書で、前回との変更点は、三輪代表の挨拶文が追加されていること、行
間を詰めページ数を減らしたこと、各部会のメンバー一覧を加えたことである。
収支報告は、先週会計監査を執行し、適正であると監事の書名をもらっている。
今年度の活動計画は、先月の幹事会で議論した新規事業、地域通貨・ポイント制
度、NATS クールアースウィーク、B 級食材の販売に関する調査研究、じぶん発電所
づくり講座の材料費補助、マイクロプラスチック問題の映画上映会等を反映した。
予算案は新規事業を加えることで、たまっていたお金をある程度使える収支予算と
なった。



資料６は、質問・意見書の様式である。



資料７は、会費納入依頼の文章である。昨年度まではアジェンダ 21 吹田の角印と三
輪代表印を押印していたが、押印廃止とペーパーレス化もふまえ、今年度から、押印
なしで送付する。会費の納付期限は昨年度と同じ 11 月 30 日とする。



資料８は、決議投票書の様式である。定時総会結果はペーパーレスのため、基本的に
ホームページで確認してもらうが、郵送希望の方はここで希望を取るようになってい
る。

（藤田）
温暖化防止のところで地域通貨を使ってという新しい事業があったが、これは誰がメイ
ンで担当しているのか。
（事務局 八木）
提唱されたのは、三輪代表である。具体的に進んではいない、これから決まる。
（小田）
定時総会運営は、これで結構だと思う。
（福井副代表）
小田さんの映画上映は活動計画にのっているのか。
（事務局 八木）
活動自体は載せていないが、クールアースウィークでの、フラッグシッププロジェクト
の取組の一つという扱いである。来年作成予定の今年度の活動報告書に、この映画上映会
を載せるという形だ。これは先日の幹事会で決まっている。
（水川）
資源部会の計画で、文言を変更したほうがいいと思うところがある。（１）「市内に給水
スポットやマイボトル対応カフェ、量り売りのお店を広げる取組」のアの内容で、「マイ
ボトルなどの」を「マイボトルや」に変更してほしい。
→（事務局 八木）修正する。
（福井副代表）
全体として、この運用でよろしいか。
（全員同意）

【意見交換会について】（資料 9）
（事務局 八木）
先月の幹事会で、馬場慶次郎さん提案の意見交換会について、開催案内の文章を事務局
で作ることになったので内容について説明する。
内容としては、今後の活動のさらなる充実に向け、会員が自由に意見を交換できる場と
して意見交換会を開催することになった旨である。
4

事務局の候補日としては 8 月 22 日（月）から 30 日（火）の間で、開催できればと思
う。時間は 60 分程度あれば十分かと思う。開催方法はオンラインがよろしいかと思う。
この案内は、総会の決議投票書と一緒に送付する予定だ。できれば日時と時間を本日決
めていただきたいと思う。幹事の方は、基本的には出席してほしい。
（福井副代表）
会員全員に参加してもらう趣旨であるか。
（事務局 八木）
会議で意見交換を希望する方だ。
（福井副代表）
本日は、三輪代表も馬場慶次郎さんも欠席なので、どうするか。
（事務局 八木）
日程は後日調整として、時間が 60 分でいいかどうか議論してほしい。
（福井副代表）
意見がたくさん出ると 60 分では短いと思う。
（小田）
最初から 2 時間など、長い時間で連絡すると敬遠する人がいると思う。
（福井副代表）
では 60 分ということで、日程については後日決め、開催の周知ということでよろしい
か。
（全員同意）
（事務局 八木）
日程は事務局で調整し、周知は 7 月中旬なので、次回の幹事会で最終決定とする。

３ 施設の公用申請に関する考え方について（資料１０）
（事務局 八木）
前回の臨時幹事会にて、アジェンダ２１すいたが他団体と連携してイベントを実施した
場合、どのような場合、施設の公用申請ができるのかを事務局で整理した。
アジェンダ２１すいたが公用申請できる根拠は、「施設使用料に係る減免基準の統一化
について」の 6（１）①に減免基準を定めたものがある。吹田市がアジェンダ２１すいた
の構成員となっているので減免扱いになる。
これをふまえるとアジェンダ２１すいたが主催若しくは共催するイベントは公用申請が
可能であると考えることができる。
アジェンダ２１すいたが後援、協賛、賛同するイベント、アジェンダ２１すいたが主催
する取組に参加している団体、例えばクールアースウィークの賛同団体が主催するイベン
トは対象外である。
以上の整理で問題ないかを確認してほしい。
（小田）
市民環境会議で行う映画上映会は、今回のクールアースウィーク中のイベントというこ
とで、アジェンダが主催するイベントの中に入るということか。
（事務局 八木）
映画上映会は共催ということなので、公用申請の対象になる。
（小田）
他団体と共催するイベントとは、他団体をどの範囲にするのか、どんなイベントなら共
催なのかは全て幹事会で決定されることであるか。特に他団体の範囲について気になる。
（事務局 八木）
基本的には案件があるたびの判断になる。アジェンダ２１すいたと他団体がそれぞれ当
事者として催すかどうかで共催に当てはまるかを判断できると思う。この団体だから共催
できる、できないというより、当事者としてかかわるかどうかというところだ。
（小田）
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それは幹事会でその都度、検討するということでよろしいか。
（事務局 八木）
そのとおりだ。
（水川）
他団体についての解釈だが、小田さんの環境会議は、アジェンダ２１すいたの団体会員
だと思う。アジェンダ２１すいたに入っている団体と入っていない団体とは扱いが違うと
思う。この書き方だとよく分からない。
（小田）
その都度、幹事会で検討するでいいと思う。
（事務局 田中）
団体会員じゃなくとも、例えば、株式会社大久さんと共催する場合は、アジェンダが公
用申請することになると思うので、小田さんがおっしゃるとおり、その都度、共催するか
どうかを検討することになると思う。ただ水川さんのおっしゃるとおり、環境会議さんは
団体会員なので、そこの整理が必要かもしれない。
（小田）
団体会員でも、共催するかは都度、幹事会で決めるのがいいと思う。
（福井副代表）
今後この内容で、運用する。
４ ディオス北千里マルシェ＋（プラス）からの出展依頼について（資料１１）
（事務局 八木）
ディオス北千里という商業施設から隔月第 3 土曜日に開催するマルシェ＋（プラス）と
いうイベントに、環境をテーマに出展してもらえないかという依頼があった。
イベントの概要は、従来は駅前で産直市をやっているが、それに環境や健康のイベント
を加えたものである。健康イベントは、吹田市健康づくり推進事業団が行った実績があ
る。環境イベントは実績がなく、協力先を求めて、今回アジェンダ２１すいたに依頼があ
った。千里リサイクルプラザでもできないかという話もきている。
イベントの予定日は、隔月第 3 土曜日、年 6 回、8 月と 10 月は夏祭り、秋祭りという
名称で実施している。出展する場合は 1 カ月前が締切りになる。時間は 10 時から 16 時
が基本としている。
（時間は短縮可能）
テーマは環境という分野では自由。産直市をやっていることから資源分野の親和性が高
いが、縛りはない。
出展ブースは、ステージ周辺で、2.4M 四方のテントが 1 ユニットになるが、必要に応
じて融通が利くとのことだ。
出展料は無料、備え付け資材（テント、テーブル、ワゴン、イス等）があり、設置も先
方がしてくれる。駐車場無料、車での搬入可能である。
お試し参加でも可能である。複数回参加する場合、内容を変更することも可能。
来客実績は 500 人程度。夏・秋祭り時は 1000 人程度。土曜日開催にしたことで、若
年層が増えているようだ。
以上のような依頼があったので、各部会、フラッグシップで検討して、出展を希望する
場合は事務局まで連絡願う。
（水川）
資料の図で、健康イベントでは広場全体を使っているイベントのようだったが、アジェ
ンダではいくつかの部会、フラッグシップで協力して出るのが望ましいのか。単体の部会
などで出展するなら範囲が狭くなる。効果を考えると、全体で出るほうがいいと思うが難
しいか。
（福井副代表）
全体で出るとは、具体的にどういうことか。
（水川）
アジェンダがいくつかのブースを使って一緒に展示をすることはできないか。資源部会
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なら資源部会だけで出るのも可能なのか。
（事務局 八木）
一つの部会で出ることも可能だ。ブースの大きさについては、2.4M のテントのみでは
なく、ある程度融通が利くようだ。
（水川）
たくさんの部会で出展するほうが効果的であると思う。
（福井副代表）
三つの部会が 3 ブースもらうということか。
（水川）
部会も、フラッグシップも。
（福井副代表）
可能ならば、それはいいと思う。先方が多人数はいらないというかもしれない。
（水川）
先方の意向はどうか。
（事務局 八木）
試しに一つの部会で出るものよし、合同で出すのも可能だ。先方の意向としては、どち
らでもいいと思う。部会がまとまって出るとなると調整は必要だと思う。
（水川）
資料にブースの図があったが、健康展では広く場所を使っていた。単体で出るとなると
テントは一つになるということか。
（事務局 八木）
単体出展でも広さが必要な理由があれば調整してもらえる。
（水川）
単体でもテントが１つ以上もらえるということか。
（事務局 八木）
1 団体に付きテント１つという縛りはない。必要に応じて広さの調整ができる。先方か
ら見ると、アジェンダという単位なので、一つの部会でもいくつかの部会が合同でも同じ
ことである。
（水川）
図の健康エリアの場所に、テント１つだとさびしいと思う。
（福井副代表）
希望として、もっとテントをほしいということか。
（水川）
出展するものがなければ、健康エリアの場所が埋まらない。スカスカになるのではない
か。
（事務局 八木）
出展者の数に応じて、ディオスのほうでレイアウトを変更する。
（水川）
出展する場があるのはありがたいが、他の部会はどう思うか。
（福井副代表）
省エネ相談会などをすればいいと思う。
（水川）
日程や内容の調整があるので、積極的に出る方向で考えればよいか。
（福井副代表）
合同でも単体でも可能だと思う。日にちが合わなければ、単体で出展すればよい。
（水川）
では、それぞれの部会やフラッグシップで検討するということで。
（事務局 田中）
例えば、10 月に出るのなら、いつまでに申し込めばよいか。
（事務局 八木）
7

ひと月前である。例えば、10 月は 22 日が第３土曜日なので、9 月 22 日までに申し
込む。
（福井副代表）
各部会等で検討して、積極的に参加するということでよろしいか。
（事務局 田中）
検討してもらいながら、締め切りがあることを覚えておいてほしい。場所は調整なの
で、無尽蔵に場所を貸してもらえるわけではない。早めに決めて、先方と相談すればいい
と思う。次回の幹事会で、各部会等で相談したことを報告してもらいたい。
（福井副代表）
水川さんの言うように、合同で出展したほうがアジェンダの名前を知らしめすに効果的
だと思う。
（福井副代表）
次の幹事会で報告をお願いする。
５ その他
・ホームページ担当会議について（5 分）
（藤田）
6 月 22 日に会議があり、それまで皆さんにぜひ見ていただき、ご指摘等あれば対応し
たい。
・COOL CHOICE への賛同登録について（資料１２）
（事務局 八木）
以前の幹事会で、ホームページ等見た上で COOL CHOICE に、アジェンダ２１すいた
が登録するかどうか決めるという話になっていた。吹田市や吹田市花とみどりの情報セン
ターは登録済みであり、登録は WEB 上で可能で、賛同証明書も簡単に WEB 上で発行で
きる。
前回の幹事会では登録する方向であったが、改めて、どうするか確認したい。池渕さん
からの提案で、今回休みのため、次回に持ち越しでも大丈夫だと思う。
（福井副代表）
では、次回の幹事会で議論をお願いする。
・これまでの見直しと今後（SDGs 啓発等、団体交流？）について（積み残し）
（事務局 八木）
これらも継続して議論しているが、本日、三輪代表が欠席のため、こちらについても次
回幹事会で継続議論ということでいかがか。
（全員同意）
（福井副代表）
では、今回は出席者が少ないので、次の幹事会で検討をお願いする。
（事務局 田中）
三輪先生からのご伝言で、行政が持っている SENS（吹田環境ネットワーク）という団
体がある。SENS と交流交流のみならず、アジェンダとして他の学生を巻き込んだ活動を
もっとやっていけたらいい、今後の環境をになう人材教育にもつながるので考えていきた
い。議論してほしいということではないが、頭出しということだ。
今はない環境教育部会のようなものを再度、立ち上げて学生と一緒にやってみてもいい
と三輪代表が言っていたので共有する。
（福井福代表）
交流会を提唱されているので、今後、方向付けをしていきたいと三輪代表が考えている
のでお願いする。他になければ終了する。
7 月幹事会予定

令和 4 年 7 月 12 日（火）午前 10 時から（予定）オンライン予定
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