
 アジェンダ２１すいた 会議録 

作成者：八木 

会議名 幹事会 

日 時 令和４年４月２２日（金） 1５：０0 ～ 1６：30 

場 所 オンライン開催(ZOOM) 

出席者(敬称略) 幹事 ：三輪信哉、水川晶子、福井一彦、藤田和則、 

馬場慶次郎、馬場多佳子、池渕佐知子、小田信子、辻村光髙 

事務局：小山、笹、田中、八木 

欠席者(敬称略) 大阪ガス（荒堀尚）、事務局（篠田） 

議事次第 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 

２ アジェンダ２１すいた定時総会について 

  ・議案書について（資料 1） 

  ・開催方法、日程、企画について（資料２） 

３ 環境月間について（資料 3） 

４ 環境表彰への推薦について（参考資料） 

５ その他 

  ・zoomの契約について 

・ホームページ担当会議について 

  ・これまでの見直しと今後について（積み残し） 

配布資料 ●幹事会次第 

●資料１-１ R3議案書 1号議案(活動報告) 

●資料 1-2 R3議案書 3号議案(活動計画) 

●資料 2 定時総会に伴うスケジュール 

●資料 3 ロビー展示配置図 

●資料 4 すいたクールアースウィーク趣意書(2022) 

●資料 5 すいたクールアースウィーク参加申込書(2022) 

●参考資料 1 環境表彰依頼文（アジェンダ） 

●参考資料 2 環境表彰要領 

●参考資料 3 環境表彰推薦書の記入例 

●参考資料 4 表彰選考基準 

●気候危機セミナー チラシ 

 １ 報告 

■資源部会（水川） 

４月 18 日に対面で会議を開催した。三輪先生、新人２人を含めた 5 人で、資源部

会の今後について、活発な意見を交わした。環境フェスタにマイボトル対応カフェマ

ップを出展したが、よく見えないので、ウェブ版が必要だという話になった。そこ

で、ウェブ版「ほかさんほうがお得マップ」の取り組み始めたいと思い、まず吹田市

内にある量り売りの店の情報を集めている。南千里にできた無印良品（良品計画）が

チョコレートを、エスポワはワインを量り売りしているなど盛りだくさんにしたいと

思う。また、水道水が飲めることを周知するために片山浄水場の見学をする予定で、

まず先にメンバーで 5月に下見する。（日程調整は片山水道場の返答待ち。） 

 

■自然部会（馬場（多）） 

18 日に部会を開き、令和 3 年度の活動報告と令和 4 年度の活動計画について話し

合った。詳細はメールで送ったとおり。 

 



■エネルギー部会（馬場（慶）） 

１ 気候危機セミナーについて 

気候危機セミナーを 5 月２９日（日）千里山コミュニティーセンターで開催予定。

多くの人に参加いただきたく、告知を頑張っている。関西大学の良永ゼミ、GECS さ

んには既に告知をお願いした。大和大学と大阪学院大学にも何らかのPRをしたいが、

どのように進めるのがいいのかご教授いただきたい。市民環境会議さんにもお願いし

たい。 

→（辻本）大和大学は、チラシをデータで頂きましたら、こちらでプリントアウトし

て、学生部を通して掲示いたします。 

→（三輪代表）大阪学園大学も同様にいたします。また SDGs を中心に動いているク

ラブなどができ始めていますので、個別に当たって、チラシを渡したいと思います。 

→（小田）承知しました。 

 

2 子ども向け環境教育セミナー（スクール） 

夏休み中の 7 月 24 日、31 日、8 月 14 日の 3 回、イベントの計画をしている。

詳細は追って皆さまにお伝えする。 

 

（各団体） 

■市民環境会議（小田） 

報告事項なし。 

 

■大和大学（辻村） 

チョコレートを廃棄する予定のある団体から安く購入して学内で販売したいという

フードロスに取り組む学生（社会学部）が出てきた。学内では調整中であるが、そう

いった学生が出てきていることを報告する。 

→（三輪代表）形になってきたら、大阪学院大学もぜひ、参考にしたい。 

 

■大阪ガス（荒堀） 

本日欠席。  

 

■行政 

・人事異動について 

 小山は変わらず、篠田主幹は本日、欠席のため次回に紹介します。廣瀬が異動にな

り後任に笹主査、八木主任はアジェンダ２１に深く関わる予定です。 

 

■フラッグシッププロジェクトより 

【地球温暖化防止】 

１ クールアースウィークとムーンライトコンサートについて（馬場（慶）） 

クールアースウィークとムーンライトコンサートについて検討を進めている。クー

ルアースウィークの趣意書ができたので、各々役割を決めてアプローチを始めた。ム

ーンライトコンサートはどのような形にするのかを現在、検討中。 

→（三輪代表）すいたクールアースウィークの趣意書と参加申込書が添付されている

が（資料４、資料５）、この場で話をした方が良いか。 

→（事務局）毎年、幹事が所属している団体には、クールアースウィークの参加をお

願いしている。依頼も兼ねて皆様にお送りした。本日ご参加の大和大学の辻村さん、

吹田環境会議の小田さんに申込書を送付した。小田さんにはまた喜田さんからもお願

いもあると思う。各団体さまにもご参加いただけたらと思い、幹事会の場を借りて、

ご参加をお願いしたい。 

 

２ 江坂企業協議会との連携について（三輪代表） 

江坂企業協議会との連携は、温暖化プロジェクトの一環で、去年から進めていまし



たが、なかなか進まない中で、今年は少しでも進めたいと考えています。対面をベー

スに考えています。 

→（池渕）ムーンライトコンサートについては、今年は、江坂でやるということが決

まっている。 

 

【食品ロス削減】（水川） 

・先日、新人が一人加わった。 

・「すいた食べきり運動」の協力店へのアプローチは、賛同書を店舗に確認すること、

ホームページ掲載のための店舗写真を頂くことが必要。啓発グッズを渡してから日付

も経っていることから、啓発グッズを一定数、各店舗に発送することにした。千里南

公園のレストラン・バードツリーでの「ぺろりんこ」の缶バッチを、お子様メニュー

を完食した子どもにあげる企画だが、内容の詰めを 5月連休明けに始める予定。 

・次年度になるが、お店の棚のものは手前から取るというキャンペーン「てまえど

り」のキャラクターをマグネットにして、イベントに活用する予定。「でまえどり」は

アナログデータのみでしたが、事務局の笹さんにデジタルデータ化いただいた。スー

パーに「てまえどり」のポップを置く案もある（スギ薬局さんが「てまえどり」のポ

ップを置いていた）。「てまえどり」のキャラクターは吹田市ごみ減量再資源化推進会

議でも活用していただきたいと思っている。吹田市ごみ減量再資源化推進会議は、令

和元年度以降書面開催となっている会議をぜひ再開していただきたい。 

 

■吹田市教育委員会環境教育担当者会議への出席について 

（事務局田中） 

２年程前にエネルギー部会の岡本さんが出席して、CO2 ダイエット学校版の話をし

た。その経緯もあり、今回、学校教育室より、アジェンダ２１すいたに環境教育担当

者会議への出席依頼があった。この会議は学校教育室が４月末に開くもので、小学校

の先生が一同に会して環境教育について話し合う場である。環境政策室も参加し、取

り組み等の話をしているが、アジェンダ２１すいたも出前講座など、小学校で利用で

きそうな内容があれば、話していただきたいとのこと。エネルギー部会に限らず、ア

ジェンダ２１としてどなたかが会議に出て、お話しするのもありです。取りあえず、

三輪先生との話では、まずエネルギー部会に話をすることになり、馬場さん、福井さ

んに相談したところまで進めている。 

（三輪代表） 

以前より馬場さん、福井さんには、江坂大池小学校の件でいろいろプログラムを考

えていただいているので、今年も同様にエネルギー部会にお願いしてはどうかと思っ

た。また、持ち時間が少ないので、部会全部が出席するわけにもいかず、エネルギー

部会にアジェンダ２１全体の説明とエネルギー部会で考えている環境教育について話

をすれば良いと思うが、どうか。 

（事務局小山） 

この件は、教育委員会からアジェンダに依頼がきたが、実はもともとはこちらが頼

んでおりました。６、７年前、私小山と福井さんとで男女共同参画センターへ、この

集まりに行き、このようなことをやりませんかとお願いしにいった経緯がある。岡本

さんからは、今年お願いすることはないということでした。特に依頼することがない

のであれば、政策室からの依頼や話をする予定。アジェンダで言っておきたいことが

あれば、参加していただければいいと思う。  

（馬場（慶）） 

今までの経過経緯があり、校長会などに行って、子ども版CO2ダイエットをしませ

んかと話をしたが、採用してくれる学校は無かった。学校が駄目ならサタデースクー

ルに着目してアプローチしたが、そこも駄目で、先ほど紹介した夏休みイベントで、

エネルギー部会主催でやろうということになっている。今年、学校で何かしたいと考

えていたわけではない。ただこの場を逃すとチャンスが巡って来ないのであればやっ

たほうがいいし、来年もチャンスがあるのであれば、プログラムをこちらで作る必要



があると思う。 

（三輪代表） 

個人的な意見だが、環境教育の担当は充て職で、環境の事については知らない人で

すので、判断も付きにくく、また校長先生への上申もうまくやるとも思えず、非常に

ほわっとした組織だと思います。その関係上むしろ、「こんなことをしている」といっ

たアピールをしていくのがいいと思うがどうか。それとも事務局がするのか。 

（事務局小山） 

先生方と話ができる機会なので、行かない手はないと思う。なので、環境政策室と

しての活動内容を話しにいく予定。そこでのアジェンダの扱いについて検討中です。 

（三輪代表） 

プラザもこの会議に来るのではないか。 

（事務局田中） 

来ます。 

（三輪代表） 

プラザは校長先生方と密接なパイプを持っているので、話をすれば通る世界です。

アジェンダの教育部会が休会になっている理由として、そのパイプが細く、話を聞い

ていただけないことがあります。しかし、アジェンダの活動内容や支援できることを

知ってもらうのは重要ではないかと思います。このアピールの場として５分でもお時

間をとれるとありがたいが、いかがでしょうか。 

（事務局小山） 

先方の担当者は、前回参加があったという理由だけで、参加要請をしてきたのだと

思うので、やるといえば時間はもらえる。 

（三輪代表） 

それでは「こんなことをしている」、もしよかったら一緒にしましょうぐらいを言い

にいくのはどうか。 

（池渕） 

前に環境基本計画の関係で、学校現場ではどういう環境教育をしているのかという

議会の質問について、学校教育の担当と話をしたときに、学校の環境担当の人が中心

になって、学校の中での環境配慮やアンケートを取ったりしていると聞いている。環

境基本計画に沿って行動している別動隊の人たちの集まりだと思いますので、アジェ

ンダも環境基本計画に沿って活動しているので、私たちが行くか、環境政策の方が行

くのかはまた別ですが、とにかくアジェンダ２１すいたの活動を知らせて、教育現場

で使えることがあれば、使ってほしいとアピールするのはいいのでないかと思う。 

（三輪代表） 

賛同いたします。皆さまはいかがですか。 

（全員同意） 

（三輪代表） 

誰が行くか、具体的になってきた場合はどうしますか。私が行くこともできます

し、エネルギー部会さんが交渉事に長けていますのでいいと思う。 

（馬場（慶）） 

２８日午後４時、岸部の市民センターですね。 

（三輪代表） 

これはアジェンダとして参加するということですね。同会議に参加予定の大ガスの

荒堀さんは別枠ですか。 

（事務局田中） 

大阪ガスという名前が入っていれば、別枠である。荒堀さんかどうかは分かりませ

ん。 

（三輪代表） 

幹事なら誰が行ってもいいということか。 

（事務局小山） 

発表者以外の入場はコロナの関係で入れない可能性もある。 



（三輪代表） 

先方の枠に合わせて参加する。中々、教育関係に関われないつらさがあります。エ

ネルギー部会も温暖化に関して教育と関わりたいと感じているので、チャンネルが付

けばいいと思います。 

 

２ アジェンダ２１すいた定時総会について 

【議案書について】（資料１） 

（事務局田中） 

前回、皆さまに定時総会の議案書の作成依頼をした。全体事業について事務局もま

だ書けていないが、温暖化フラッグシッププロジェクトと、自然部会さんは頂いたの

で資料１に反映している。黄色部分は、頂いてない部会さんの箇所ですのでよろしく

お願いします。 

（三輪代表） 

議案書について、スケジュールをもう一度確認させてください。 

（事務局田中） 

5 月の幹事会で９割、６月の幹事会を月の始めに行って、最終版を皆さまにお見せ

して承認という流れにしたいと思います。６月中頃に発送する予定でお願いします。 

（三輪代表） 

各部会は、資料１で埋まっていないところ、訂正するところをできるだけ早く事務

局に送るようにお願いしたい。 

 

【総会の開催方法ついて】（資料２） 

（事務局田中） 

前回は、現地開催、書面、オンラインのいずれで行うかの 5 月の幹事会までに最終

決定するように議論した。資料２の現地と書面開催についてのスケジュールは、昨年

を踏襲している。オンライン開催について、前々回の幹事会で、オンラインで参加で

きない人の意見を事前にもらう必要があるのではないかという意見があった。参加で

きない人は、書面開催の時のように、事前質問、意見書を頂き、それに対して回答を

出し、それを見たうえで決議投票書を提出してもらい、７月最終週にオンラインで定

時総会開催の流れになる。これは一案で、他に方法があるかもしれないが、オンライ

ン開催は、書面と現地の両方の処理が必要になり、大変手間がかかる。できれば現地

か書面のどちらかで開催したいと思う。 

（三輪代表） 

開催方法は、この場で決めるべきか。 

（事務局田中） 

そうである。 

（小田） 

オンライン開催で、幹事がどこか一カ所に集まるという形は、密になり、またマイ

クの集音の問題等あるので避けたほうが良い。 

（藤田） 

どちらにしろ書面を配布する必要があるのであれば、書面か対面で決めたほうが良

い。 

（馬場（多）） 

同意見です。講演会的なもので、オンラインでの参加ならできるというのであれ

ば、オンラインで行えばいいと思うが、総会自体はオンラインの必要はないと思いま

す。 

（池渕） 

講演会は総会と合わせる必要がないと思いますので、講演会は別に考えるとして、

総会は書面か対面でよろしいと思います。 

（水川） 

オンラインは避けたほうがよいと思います。 



（馬場（慶）） 

対面は無理だと思う。１カ月後のコロナの状況は誰も予想できないので、対面開催

と思っていても、緊急事態宣言が出たらどうするのかということになる。なので、書

面開催一択である。そうすると活発な議論にはならないので、正規の総会は書面で済

まして、何らかの意見交換会は、全員自宅からのオンラインで別途設けてはいかがで

しょうか。その労力が大変過ぎるならば、見送ることになるが。 

（三輪代表） 

行政としては、対面は難しいと思うか。 

（事務局小山） 

必ずしも難しいとは思っていないが、予測が付かないのはその通りである。最初か

ら書面というのであれば、事務局として何ら問題はない。そこにオンラインでの意見

交換会を付けることは、決を取らないのであれば、可能である。 

（事務局田中） 

書面で決を固めたあと、意見交換会をするのは特に問題ないが、総会前にするとな

ると話は変わってくる。 

（事務局小山） 

総会前でも問題ないと思う。 

（事務局田中） 

オンライン交換会で出た意見が議決に関わる場合は、スケジュールが変わってく

る。 

（三輪代表） 

意見交換会について、議論をするには、時間が足りませんので、切り分けて５月の

議題にしてはと思います。総会については、書面と対面、書面一択と意見がありまし

たが、書面一択でよろしいでしょうか。 

(全員同意) 

（三輪代表） 

それでは、総会は書面開催で、意見交換会については５月に議論したいと思う。 

 

３ 環境月間について（資料３） 

（事務局田中） 

6 月 8 日から 14 日のロビー展示について、資料３には 11 枚のパネルを置くパネ

ル配置案を載せているが、最大16枚のパネル（A版サイズ）の設置が可能。そこで部

会ごとに何枚掲示したいかをお聞かせいただきたい。 

（三輪代表） 

もし覚えていれば、去年の実績を教えてほしい。 

（事務局田中） 

昨年は団体会員にも出していただいた。プラザさん、市民環境会議さんなどです。 

（三輪代表） 

それでは幹事の皆さまのイメージをお聞かせください。 

（水川） 

資源部会は 1枚。食ロスは 4枚から 5枚。皆さまの枚数によって加減する。 

（馬場（慶）） 

エネルギー部会は１枚。枚数に余裕があるなら、去年の活動まで広げれば、もう少

し出せる。 

（馬場（多）） 

自然部会は多くて 2枚。 

（三輪代表） 

温暖化はどうか。 

（事務局田中） 

昨年は、コンサートとウィークの 2枚だと思う。 

（三輪代表） 



ガンバの大型写真もイーゼルに貼ってあったと思う。 

（池渕） 

ガンバのメンバーは制約があって難しい。SDGs17の目標のポスターを貼った。 

（三輪代表） 

少なめに見て10枚、多めに見て13枚ぐらい。加えて団体会員さんにお願いするこ

とになる。 

（池渕） 

環境省のクールチョイスのポスターもダウンロードできますので、空いているとこ

ろがあれば展示すればいいと思う。 

（三輪代表） 

それでは微調整は田中さんにお願いして、割り振りをお願いしたい。 

（事務局田中） 

新しくポスターを作製する部会さんは、印刷の関係がありますので、先にお知らせ

ください。 

（三輪代表） 

あとは、実際の展示のお手伝いですね。 

（事務局田中） 

6月 8日と 14日です。 

 

■その他 

・とよなか市民環境会議アジェンダ２１について 

（三輪代表） 

温暖化チーム何名か参加しまたが、とよなか市民環境会議アジェンダ２１と話をし

た。豊中のやっている取り組み、環境展に子ども向けポスター類を掲示できるという

話だった。豊中と関わりを作ろうと、例えば今回パネルのために作ったポスターをそ

のまま持っていったりできないかと考えている。豊中の環境展は秋なので時間は十分

にある。 

 

・COOL CHOICEについて 

（池渕） 

COOL CHOICEの賛同団体にアジェンダ２１すいたは入っていない。吹田市と吹田

市花とみどりの情報センターは賛同団体に入っており、証明書も発行できますので、

アジェンダ２１吹田も入るべきだと思いますのでご検討ください。 

（三輪代表） 

クールアースウィークも 5回やっているので、十分参加資格もあると思う。賛同団

体として入るのはいいと思います。今日は発案ということで、COOL CHOICEのホー

ムページなどを皆さまに見ていただき、来月議案にあげてはどうか。 

（全員同意） 

 

４ 環境表彰への推薦について（参考資料） 

（事務局田中） 

前回候補として挙がっていた団体は、株式会社大久、吹田自然観察会、特定外来生

物から吹田の自然を守る会である。ヒメボタルの会、良永ゼミさんは平成２９年に受

賞されており、５年以内ということで対象外となる。推薦は、３団体全部かどれかを

選ぶのかご検討ください。 

（三輪代表） 

大久は、毎年無償でクールアースウィークに太陽光発電のセットを出していただい

ている。吹田自然観察会は地道に長年にわたって啓蒙啓発を行っていただいている。

アジェンダからはこの 3団体の推薦でよろしいでしょうか。 

（事務局田中） 

表彰は継続的な活動をされている方が対象となる。もしコロナでお休みなどされて



いたら、また活動を再開されてからの推薦が良いと思う。特定外来生物から吹田の自

然を守る会さんは昨年活動をしていたか。 

（小田） 

昨年の活動は、確実に記憶があるのは 1回です。 

（三輪代表） 

アジェンダからはこの３団体いかがですかという体で、事務局（行政）さんで、も

っと活動していたほうがいいという判断でしたら、来年の推薦にすると決めてくださ

い。 

（事務局田中） 

推薦書が必要になるので、その辺りはどうするか。 

（三輪代表） 

私と小山さんで相談して、アジェンダとして推薦します。 

（事務局田中） 

では、事務局と三輪先生に一任という形でよいか。 

（三輪代表） 

そういうことになる。 

 

５ その他 

・zoomの契約 

（事務局田中） 

前回の会議では、Lite FreshVoice や個人の zoom アカウントを利用しながら、今

後の会議を続けていけばいいという意見が出ましたが、zoom 契約の正確な値段など

を調べてくるという話をしていた。 

事務局で探したところ、１アカウント単位で扱う代理店が非常に少なく、見つけた

代理店は安心計画株式会社 1 社のみで、35,760 円／年である。これは代理店経由の

値段です。月換算すると 2,980 円。代理店経由なしでの zoom使用料は月 2,000 円

のため、少し割高となる。別の会議で Lite FreshVoice を使ったときに、聞き取りづ

らいという意見もありました。zoomの契約をするかどうかを議論したい。 

（三輪代表、池渕） 

２点質問がある。土日に会合を持つときに、こちらで使えるかどうか、ホストを主

催者に渡す設定できるか？もう 1点は、この代理店ならば請求書支払が可能か？ 

（事務局田中） 

請求書払いは可能である。 

（三輪代表） 

例えば金曜日にホストを別の人に設定し、土日に設定された人がホストで入れるの

か、これを確認していただき、次回の会議で決めたい。 

 

・ホームページに関して 

（池渕） 

前会議の後、毎週、会議をして、皆の意見を集約してテストページを作ることとな

った。事務局の八木さんがホームページの骨組みを作成し、そこに部会ごとに情報を

お試しでアップロードして、それを見ながら、どのように進めるかを話し合うことに

なった。 

→（三輪代表）仮公開をしてもらえるということですね。 

（池渕） 

仮公開だが、現在稼働しているサーバーにアップして、誤って現在のデータを消し

てしまうようなことがないように、念のため2週間無料、その後月500円のサーバー

を借りて仮公開をしたいと思います。もしレンタルサーバー内でサブドメインを取れ

たら、費用を発生させずに可能。 

 ホームページのデザイン（テンプレート）は無料のものを一つ見つけた。藤田さん

がWORD PRESSを使えるホームページビルダーでの作成を試している。 



データの移行について、もしプロでないと大変な場合は、相談したい。次は５月１

２日に集まる予定。 

→（三輪代表）承知した。 

 

・積み残しの議題（これまでの見直しと今後について／SDGｓ啓発について） 

（三輪代表） 

SDGs という言葉の浸透が進み、市民権を得ている。以前の議論内容では、アジェ

ンダ２１すいたは環境の事をやっている。SDGs 全体は市役所や各部局にまたがるこ

とであるという話だったが、SDGs の 17 項目のうち関係するところを出しながら、

切り口にして広げていければと思います。今度のムーンライトコンサート、クールア

ースウィークでは SDGsマークを入れる。 

（事務局小山） 

SDGs のニーズが高まっていることは感じている。４月２８日、連休から「Warai 

Mirai Fes 2022 ～Road to EXPO 2025～」が始まる。本市は参加していないが、

SDGs 未来都市に豊中市が参加している。東京から豊島区も参加しているが、吹田市

の SDGs 担当を紹介してくれという問い合わせがあった。このように遠くの人とも何

かできる可能性もある。 

（三輪代表） 

本来の SDGs の理念は最後の一人まで取り残さないことに焦点を置くべきだが、地

域で SDGs を考える場合、そこまで行きつかない。アジェンダでも関係するところは

取り組んでいく方向でいいと思う。 

（馬場（慶）） 

企業に「地球温暖化」と話しをしても反応はよくなく、「SDGs」を出すと食いつき

がいいという話がよく聞く。それをどう生かしていくかを考えていく必要があると思

う。斎藤幸平さんは、「SDGs で金儲けをしようとしている企業が、地球のためを考え

るわけがない」、「だから、駄目なんだ」とおっしゃっています。その辺をうまく利用

して、結果として地球温暖化が防止できたらいいので、どう生かしていくかを考えた

いと思う。 

（三輪代表） 

斎藤さんのおっしゃることは真実だが、これを機に姿勢を変えようとしている企業

の姿も見える。その意味ではこのムーブメントが続く 8 年の間に、SDGs に対する見

方、行動は、賛否両論合わせて、色々変わっていくのではないかと思う。 

 継続して取り込むべきところは取り込むという関わり方で進めていきたいと思う。 

（馬場（慶）） 

アジェンダで SDGs のイベントをしてはどうか。地球温暖化プロジェクトが SDGs

に取り組むのは筋が違うが、SDGs 対応のプロジェクトを立ち上げて、どう地球環境

につなげていくかを考えることをやってもいいと思う。参考までに、他団体の例では

あるが、斎藤幸平さんは 1 講演 50 万円でした。斉藤さんは無理だが、SDGs をテー

マに講演会をするのはいいと思う。 

（三輪代表） 

この件は、まだ継続していきたいと思う。 

 

■補足１ 

（事務局田中） 

福井副代表からの伝言です。 

エネルギー部会で申請しているセブンイレブンの助成金の件だが、江坂大池小学校

がサタデースクールとしてできなくなり、変更をセブンイレブンにお願いしていま

す。結果はまだ出ていない。 

（三輪代表） 

9 万円ほどの補助金の申請は通過したが、江坂大池小学校さんが、件のテーマでは

受けられないとのことで、内容を変更した。その変更がセブンイレブンで通るかどう



かの結果待ちである。 

 

■補足２ 

（事務局田中） 

今回の幹事会を zoom にしたのは、Lite FreshVoice が聞き取りにくいという意見

があったためであった。今後 Lite FreshVoice を使用しないほうがいいのか意見を聞

きたい。 

（池渕） 

私の場合は、ブラウザーをFirefoxから別のブラウザーに変更したら入れました。声

が聞こえづらいということは無かった。 

（馬場（慶）） 

原因は分かりませんが、画像も音声も止まった。 

（事務局田中） 

とりあえず、zoomで開催するようにしたい。 

（池渕） 

情報政策室に、市民も入る会議の場合、Lite FreshVoice だと支障が出ることを伝

えたほうがいい。 

（事務局田中） 

伝えておきます。 

 

■補足３：SSＴについて  

（事務局小山） 

皆さまもニュースでご存じかもしれませんが、パナソニック株式会社が岸部に

「Suita サスティナブル・スマートタウン」、略して SST というものができた。非常

に話題になり、三輪先生から見学をしてはどうかという話があった。 

（三輪代表） 

ここはパナソニックの跡地を利用した、再生可能エネルギーベースの町とのこと。

現地オフィスがあるとのことですので、お話を聞かせていただく、関連施設を見学さ

せていただくことができるのではと思った。エネルギー部会では SST の話は出てない

か。 

（馬場（慶）） 

出ていない。 

（事務局小山） 

商業施設があるので、ただ見るだけならいつでも可能。ホームページには 5 月から

ツアーの受付を開始するとのこと。恐らく解説付きのコースだと思う。 

（三輪代表） 

では５月になって、必要とあれば、見学ツアーを計画するのはどうか。温暖化Ｆ

Ｓ、エネルギー部会さん中心で要継続検討ということでお願いします。 

 

次回日程 令和 4年５月 17日（火）1５時半から 1７時半（予定）オンライン予定 

 

 


