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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 8月 18日（木） 15：30 ～ 17：30 

場 所 オンライン開催 

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

子、荒堀尚、吉田寛仁 

事務局：小山、篠田、笹、田中、八木 

欠席者(敬称略) 馬場多佳子 

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 

  ・吹田市総合計画審議会委員の推薦依頼について（資料 1） 

  ・エキスポシティ SDGsイベントについて 

2 アジェンダ 21すいた 意見交換会について（資料 2） 

  ・令和 4年 8月 29日（月） 14時～15時 

  ・内容の確認、司会の確認 

  ・オンライン不可の方の扱いをどうするか？ 

３ ガンバスタジアムブース出展について（資料３） 

4 ディオス北千里マルシェ＋（プラス）への出展内容について（資料 4） 

5 すいた環境教育フェスタについて（資料 5） 

6 その他 

  ・オフィスソフトの購入について 

  ・セブンイレブンの助成金募集について 

配布資料 ●幹事会次第 

●資料 1 総合計画審議会委員推薦依頼文 

●資料 2-1 意見交換会案内文 

●資料 2-2 参加者一覧【会議資料用】 

●資料 3-1 ガンバ大阪ブース出展について 

●資料 3-2 SDGsマッチ概要 

●資料 3-3 大阪府出展関係資料 

●資料 4 ディオス北千里からの出展依頼について. 

●資料 5-1 参加募集案内文（昨年度参加団体宛） 

●資料 5-2 すいた環境教育フェスタ 2023 開催要項 

●資料 5-3 すいた環境教育フェスタ 2023運営委員会設置要領 

●資料 5-4 参加表明書（様式） 

●資料 5-5 参加表明書（記入例） 

1 1- 報告 

■エネルギー部会（馬場（慶）） 

 エネルギー部会では夏休みイベントがあった。7 月 24 日に「こども CO2 ダイエッ

ト」と紙芝居があり、7 名の申込みがあったが、コロナでキャンセルが入り、当日子ども

3 名、親御さん 3 名、計 6 名の参加になった。博物館で予定していたエコキャンドルに

ついては、コロナの拡大傾向のためイベントを中止した。8月14日の SDGsカードゲー

ムは、子ども 6名、親御さん 5名、合計 11名の参加であった。 

10月に開催するじぶん発電所づくり講座の募集が始まった。 

  

■資源部会（水川） 

 7 月に定例部会があった。懸案の「ほかさんほうがお得マップ」について話合いをし
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た。大阪府が作成している「OSAKAほかさんマップ」は、当初、お得情報の掲載はなか

ったが、最近はお得情報のみならず、値引き額まで掲載している。よって「ほかさんほう

がお得マップ」を作成する意味がなくなった。また「OSAKAほかさんマップ」は優れて

いるので、あるものを有効理由するという意味でも「OSAKAほかさんマップ」に情報提

供をして掲載してもらうアクションをとったらどうかと考えている。また大阪市内の情報

は多いが、吹田市内の店舗の掲載は少ないので、店舗への働きかけが必要かと思ってい

る。 

 Web 版のマイボトル用マップを作成する件だが、既にマイミズやリフィルジャパンな

どいろんな給水スポット情報があるので、イベント用や環境教育フェスタなどの催しでマ

ップ使う場合、吹田市が作成している給水機マップのような1枚もののマップをサイトで

公開する。パネル展示など大きくする必要がある場合は、それを拡大コピーするという方

向で進んでいる。 

 下水処理場見学については、6 人以上から受付するとのことだった。資源部会で参加す

る人数は 4 人と最低参加人数に達しないので、幹事会、他の部会で希望者をつのり 6 人

集めたいと思っている。 

 

■自然部会（藤田） 

 自然部会の方と連絡が取れておらず、状況が分からない。会合も持っていない。 

 

 

■フラッグシッププロジェクトより 

【地球温暖化防止】（馬場（慶）） 

 クールアースウィークに向けて動いている。参加団体が決定したので、参加団体を記載

したチラシを作成中である。ムーンライトコンサートは大阪アニメーションカレッジの学

生にポスターの作成を依頼して、いいチラシができた。出演者は選考中で 19 日締切りに

なっている。ムーンライトコンサート、クールアースウィーク共に順調に進んでいる。 

 ガンバスタジアムの件は次第３で説明する。 

（三輪代表） 

 CATさんに表彰状を持っていく必要がある。 

（事務局 田中） 

 昨年は表彰式の場が持てなかったので、CAT に持っていったが、実地でコンサートを

開催する場合は、その場に持っていく流れになる。 

 

【食品ロス】（水川） 

 NPO 日本もったいない食品センターの代表高津さんの講演会を 10 月９日午前中に行

う。内容は、企業から出た食品ロス、期限切れ食品の取り扱い、小売り、貧困と食品ロス

を結びつけた画期的な活動をしている。食ロスプロの目指したい方向で、具体的で事例も

たくさん持っているので、皆さまにぜひ聞いていただきたい。 

 吹田市のB級食材（主に野菜）について、池渕さんが調査したところ、流通には乗らな

いが、定期的に朝市で販売したり、そこでも売れないものは近所に配ったりしており、捨

てないとのことだ。かなり模範的な農業が進んでいる印象を受けた。訪問などの調査はこ

れから始めることになる。 

 てまえどりキャンペーンをスーパーで実施する件で、コープこうべとダイエーで話がつ

き、コープこうべは 10 月に実施することになった。コープこうべは全社で、既にてまえ

どりキャンペーンを行っているが（吹田市の店舗でも）、吹田市のオリジナルグッズがあ

れば、10 月だけグッズを取り替えて啓発してくれるとのことだ。ダイエーは東京本社の

方と zoom会議をすることになった。コープこうべ、ダイエーのみならず、公平を期すた

めに、てまえどりキャンペーンのヒアリング、アンケートなどが他のスーパーにも必要だ

と考えている。 

 10月のキャンペーン用グッズの数を、早めに把握したほうがいいと思っている。 
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【市民環境会議】（小田） 

 8 月 22 日浜屋敷で小学生向きイベント「森のクラフト」を計画している。10 月のク

ールアースウィークでの映画会を計画中である。 

 

 

【大阪ガスネットワーク】（荒堀） 

 異動になり、大阪ガス本体に戻ったので、会報誌の送り先等変更してほしい。 

 

  

【大阪大学】（吉田） 

 「高校生のための SDGs2022、SDGsの実現につながる研究や学びに触れてみません

か」というイベントを 7/25，8/2、8/18 に開催した。参加人数等は後日報告する。前

回報告できなかったが、この6月に、私が在籍している社会連携室の共創機構で大阪大学

共創 DAY を毎年、万博で実施している。今後も継続する予定だが、SDGs の実現に向け

た取り組みなどをした。来年もする予定なので、日程など決まったら、また報告する。 

 参考資料 1 の EXPOCITY_地域連携＆SDGs 推進イベントについても、阪大の関係部

署で出展する予定なので、後程報告する。 

（三輪代表） 

 6月のエキスポで行った会の名称を教えてほしい。 

（吉田） 

 共創 DAY である。大阪大学は、エキスポと三井不動産とで協定を結んでいる関係で、

このようなイベントを開催している。 

 

【行政】 

・吹田市総合計画審議会委員の推薦依頼について（資料 1） 

（事務局 八木） 

 吹田市第4次総合計画の中間見直しの時期がきており、吹田市総合計画審議会を設置し

ている。いろいろな関係者からもいただいているが、アジェンダ 21 すいたからも審議会

委員を推薦いただきたいと依頼があった。前回は監査の寺西さんに就任いただいた。委嘱

期間は 2022年 11月から 2024年 3月末、回数は 8回程度、報酬は 8,400円（交通

費込）という形になる。次回の会議までに決めていただくとありがたい。 

（三輪代表） 

 委員の選出は、手順として幹事からになるか、あるいは一般の方もということになる

か。 

（事務局 八木） 

 一般の方は駄目だという制限はないが、依頼文には「学識経験者や市内公共団体等の代

表者等の委員で構成する」とあるので、できれば代表に近い方がありがたい。 

（三輪代表） 

 福井さんは委員をしたことがあるか。 

（福井福代表） 

 この会は出席したことはない。 

（三輪代表） 

 藤田さんは審議会に出たことはあるか。 

（藤田） 

 出席した経験がないので、全く分からない。 

（三輪代表） 

 水川さんはいかがか。 

（水川） 

 廃棄物で出たことがある。こちらはない。 
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（三輪代表） 

 他の幹事は、別の組織の代表でもあるので、できれば藤田さんか福井さんにお願いした

いが、事務局と相談して決める方向でよろしいか。 

 

・エキスポシティ SDGsイベントについて 

（事務局 八木） 

 エキスポシティから11月の下旬にSDGsのイベントを行うので吹田市も参加してほし

いと依頼がきた。依頼の内容は展示で、ブース出展ではない。アジェンダ 21 すいたで参

加するかどうかを各部会、フラッグシップで検討して、次の幹事会で回答してほしい。 

（三輪代表） 

 回答のタイムリミットはいつまでか。 

（事務局 八木） 

 まだ話をいただいたばかりで、締切り等は聞いていないが、即答しろというわけではな

いと思う。 

（三輪代表） 

 各部会で検討をお願いする。大阪大学の吉田さんが先ほど報告してくれたのはこのイベ

ントであるか。 

（吉田） 

 そのとおりで、三井不動産と大阪大学で協定を結んでいるつながりで出展要請があり、

公募したところ二つほど出展する予定だ。 

（三輪代表） 

 それも展示ということか。 

（吉田） 

 そうである。 

（三輪代表） 

 またどこかで助言をいただくかもしれない。 

（事務局 小山） 

 資料によると、大阪大学さんはワークショップなど活発にしているようだ。 

（吉田） 

 資料は、以前行ったものの写真を参考例として出しており、今回の出展とは違う。 

（三輪代表） 

 大学＆学生との共創と書いてあり、梅花や大阪芸大の参加があるが、関大や大和大学に

も声は掛かっているか。 

（事務局 小山） 

 この資料で判断すると、入っていない。 

（三輪代表） 

 アジェンダ経由で、他の大学に知らせる必要はあるか。 

（事務局 八木） 

 これは吹田市に依頼が来て、吹田市からアジェンダに話を持っていったという体であ

る。大学に依頼する場合は、三井不動産からになると思うので必要ない。 

 

2 2 アジェンダ 21すいた 意見交換会について（資料 2） 

（事務局 八木） 

日時は、令和 4年 8月 29日（月）14時から 15時。内容の確認、司会の確認を行い

たい。案内文は以前に作成したものだ。参加者が現在 3 名と幹事になる。そのうち 1 名

はオンライン環境がないので、環境政策室で現地参加してもらう。討論したいテーマとし

ては、「ムーンライトコンサートについて」と「地球温暖化＆気候クラブについて」の二

つが上がっている。 

（三輪代表） 

 各部会、フラッグシップで声掛けはしたのか、この人数で締め切ったということか。 
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（事務局 八木） 

 締切りは８月１０日である。定時総会の資料と一緒に送付しているので、全員には届い

ている。 

（三輪代表） 

 まだ追加で参加募集するか、テーマ決め、司会者をどうするかについて話したい。意見

交換会については最後の話合いになる。 

（馬場（慶）） 

 参加者が意外と少ないと思った。平日という理由もあると思う。エネルギー部会からあ

と１、２名は参加してもいいと思う。 

（三輪代表） 

 もういちど声掛けするのはどうか。 

（馬場（慶）） 

 皆さんが賛同ならいいと思う。 

（福井副代表） 

 締切りを伸ばして、声掛けするのがいいと思う。 

（水川） 

 うちの部会に、私からの声掛けはしていなかった。締切りを伸ばしてもらえるなら、若

干、声掛けしたい人がいる。 

（三輪代表） 

 事務局は締切りを伸ばしてよろしいか。間際でもいいと思っている。 

（事務局 八木） 

 正直、間際でも大丈夫だ。 

（三輪代表） 

 他に意見がなければ、追加募集ということで、あと１週間、２５日まででいかがか。希

望者が出たら、八木さんにご連絡いただく。各部会、フラッグシップは連絡網があると思

うので、お声がけいただきたい。 

（全員同意） 

 

（三輪代表） 

 内容については、二つテーマが上がっている。意見交換会で結論を出す会議ではない

が、日ごろ意見を直接聞けない方から意見を聞くことができる場だと思う。この二つのテ

ーマ以外は、自由に話し合うということでよろしいか。 

（池渕議員） 

 会員を増やすにはどうしたらいいかというテーマ。 

（三輪代表） 

 コロナ関係で話し合ったほうがいいと思うことはあるか。 

（小田） 

 今ぐらいでよろしい。 

（三輪代表） 

 司会はどうするか。池渕さんはどうか。 

（事務局 小山） 

 懇親会では水川さんが司会をやっていたと思う。 

（水川）（池渕） 

 他の方でお願いしたい。 

（藤田） 

 司会は慣れている三輪代表がいいと思う。テーマは、追加募集で参加からも募集して、

それを話し合えばよいと思う。 

（三輪代表） 

 承知した、できるだけ意見を出さず、ファシリテートに努める。 

（事務局 田中） 
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 現在のメンバーだと幹事会と変わらないので、追加の参加者募集をお願いする。 

（三輪代表） 

 幹事会の中では枠が決まっているので、話しにくいことでも、どんなことでもいいの

で、話してほしい。また声掛けをお願いする。 

 

３ ３ ガンバスタジアムブース出展について（資料３）（資料 3-2） 

（事務局 八木） 

 出展の日付が９月１０日に決定した。イベント名は「2022SDGs スマイルマッチ～み

んなで笑顔をつくる～」で、七つの団体 が出展する。基本的にはブース出展のみ、15

時から 19 時。テントは大阪府と合同になる可能性がある。ピッチ周回は少人数であれば

可能（通常 1団体で行うピッチ周回を、今回は参加を希望する団体が合同で周回）。 

 ガンバからの要望は、来場者が学べる機会、内容を設けてほしい。8 月 19 日までに内

容を固めて返事がほしい。フードドライブの取り組みについて出展してもらえると嬉しい

とのことである。 

 本日は、アジェンダ 21 すいた全体として出展内容を決定してほしい。現時点で事務局

が把握している内容は、食ロスからは出展なし、温暖化フラッグシップとエネルギー部会

の合同で、ガンバ大阪選手の等身大パネルを作成し、手書きのエコ宣言を持ち、写真撮影

するという内容だということ、ピッチ周回は、エネルギー部会から出る予定ということ

だ。 

 参考までに、大阪府は SDGs の総論的な内容で出展し、来場者に SDGs の宣言を書い

てもらい「SDGsの木」というパネルにはって、1本の木を完成させる取り組みをする。 

（三輪代表） 

 温暖化フラッグシップとエネルギー部会から提案が出ているが、補足はあるか。 

（馬場（慶）） 

 エネルギー部会は、了解は取れていないが、参加する予定だ。参加人数はまだ決まって

いない。 

（三輪代表） 

 8月 19日までとあるが、現在決まっていることを報告するのでよろしいか。 

（事務局 田中） 

 現在、聞いている話を企画書にしてガンバに提出する予定だ。ただガンバ選手のパネル

＋エコ宣言で撮影に加えて、吹田市で何かできることを考えているので、それを合わせて

ガンバに渡すかもしれない。 

（事務局 小山） 

 確定はしていないが、吹田市のフードドライブも出展する予定だ。テントは、フードド

ライブとアジェンダで使いたい。 

（三輪代表） 

 大阪府のテントに吹田市、アジェンダが一緒に入り、アジェンダは、ガンバ選手のパネ

ルとエコ宣言で撮影ということでよろしいか。 

（事務局 八木） 

 合同テントは、もしかしたらぐらいに思って欲しい。恐らく吹田市単独テントになると

思う。 

（事務局 田中） 

 パネルを作成していいかどうかは、ガンバに確認中である。許可が下りない場合は、ア

ジェンダの出展物がなくなるので、その場合はどうするか考えてほしい。 

（三輪代表） 

 今現在は、これ以上の議論はできない。ガンバの返答を待つ。 

（事務局 田中） 

 ガンバの返答を報告する。 

（三輪代表） 

 19日に出す資料は事務局で作成お願いする。 
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（池渕） 

 もしガンバ選手のパネルが駄目な場合の案として、SDGs の旗の前で SDGs のサッカ

ーボールを持ってもらい写真を撮ってもらったらいいのではないか。 

（事務局 田中） 

 いい案だと思う。 

（三輪代表） 

 では代案も含めて、検討お願いする。 

4 4 ディオス北千里マルシェ＋（プラス）への出展内容について（資料 4） 

（事務局 八木） 

 資料は前回と同じで、エネルギー部会から省エネ相談会、温暖化からはガンバスタジア

ムブース出展で作成したガンバパネルを使って、エコ宣言＋写真撮影の出展を考えてい

る。9月上旬にディオス北千里と打合せをする予定である。 

（三輪代表） 

 エネルギー部会からの補足はあるか。 

（馬場（慶）） 

 家計を助けるマル秘テクニックに重点を置いて、他にシールはりなども考えているの

で、内容については変更の可能性がある。次の部会が 8月 25日にあるので、そこで決め

たいと思う。 

（三輪代表） 

 では 8月のエネルギー部会の話を待って、9月上旬にマルシェ北千里の実行委員会と打

ち合わせいただくということでよろしいか。 

（事務局 八木） 

 打合せは、顔つなぎということもあるので、エネルギー部会のどなたか担当者を決めて

いただくことになっていたと思う。日程調整はどなたにすればよろしいか。 

（馬場（慶）） 

 エネルギー部会の担当者はまだ決まっていないので、決まったら、直接担当者と連絡を

取っていただければいい。 

（事務局 八木） 

 では決まったらご連絡お願いする。 

 

5 5 すいた環境教育フェスタについて（資料 5） 

・テーマだし 

（事務局 田中） 

 毎年恒例のフェスタであるが、出展団体募集を始めている。昨年出展の団体にはメール

を送った（資料 5-1）。今年のフェスタは、令和 5年 2月 5日（日）10時半から 15時

半。メイシアターの保守点検の関係で土曜日を取ることができなかった。実地開催でオン

ラインを併用でする。資料の開催要項、運営委員会設置要領の確認をお願いする。 

 参加表明書（資料5-4）は毎年提出していただいているが、令和4年9月16日（金）

が提出期限である。内容は部会やフラッグシップの方にテーマを提出いただき、集約して

事務局で参加表明書の内容に記入しようと思う。 

（三輪代表） 

 検討材料として持ちかえっていただきたい。 

（事務局 田中） 

 9 月 16 日の前に幹事会ができれば、そこで集める。できなければ事務局宛に、各部会

のリーダーから大まかでいいので送って欲しい。 

（馬場（慶）） 

 出展は展示だけなのか、エコすごろくのようなことを行ってもいいのかを教えてほし

い。 

（事務局 田中） 

 基本的には感染対策は必要であるが、従来の実地開催と変わらないと考えている（コロ
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ナの状況にもよる）。 

（馬場（慶）） 

 アジェンダにどれぐらいのスペースがもらえるかは分からないか。 

（事務局 田中） 

 それは運営委員会の中で決定することである。 

（馬場（慶）） 

 部会としての希望を出すということでよろしいか。 

（事務局 田中） 

 部会の希望から、アジェンダの希望として委員会に出し、その結果、アジェンダは広め

のスペース等決定するという流れである。 

 

・運営委員会委員長 

（三輪代表） 

 従来は実行委員会を設置し、委員長を誰かにお願いした。いつもは藤田さんにお願いし

ている。今回はどうなるのか。 

（事務局 田中） 

 参加表明書には、運営委員の名前が必要になるので、どなたかにお願いすることにな

る。昨年は藤田さん、一昨年は池渕さんにお願いした。 

（三輪代表） 

 幹事以外の人選でも可能か。 

（事務局 小山） 

 問題はない。 

（事務局 田中） 

 幹事会で報告するや取りまとめの業務は増える。 

（三輪代表） 

 幹事会には、オブザーバーで入ればいい。 

（事務局 小山） 

 問題はないが、幹事の方のほうが、よく動いているだけで、一般の方でも大丈夫だ。 

（三輪代表） 

 いろんな方に、いろんな経験をしてもらうと広がると思う。まず幹事で決めるか、幹事

以外でも OKにするかを決め、推薦したい人が各部会でいたら、提出していただくのはど

うか。 

（池渕） 

 幹事以外の方でも積極的な人、あるいは頼めばやってくれる人にお願いしたい。 

（三輪代表） 

 では幹事以外も含めて探すということで決定した。 

 

・意見交換会 

（三輪代表） 

 昨年に続き、各団体の意見交換会を今年もやるのか、やるならオンラインか実地か、ど

う思うか。 

（水川） 

 できるならやりたい。 

（三輪代表） 

 昨年度のフェスタは 1回、意見交換会を行った、する方向でよろしいか。 

（全員同意） 

 

 

6 6 その他 

・オフィスソフトの購入について 
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（事務局 八木） 

 アジェンダのパソコンにもオフィスソフトは入っているが、ライセンスが切れている。

講演会等でパワーポイントを使ったりするので、お金が数万かかるが、オンライン環境の

整備ということで、システム関係に使える予算から充当してオフィスソフトを購入したい

と思う。 

（三輪代表） 

 値段はいくらか。 

（事務局 小山） 

35,000円ほどだった 思う。 

（三輪代表） 

 ライセンスが切れると使えなくなるのか。 

（事務局 小山） 

 以前、パソコンが壊れて修理に出したときに、プリインストールしていたオフィスが消

えて、再インストールもできなかった。現在は 2010 年のオフィスを持ってきて使って

いたが、使用できなくなった。 

（三輪代表） 

 現在の予算から問題のない金額であるか。 

（事務局 八木） 

 金額的には問題ない。 

（三輪代表） 

 では購入でよろしいか。 

（全員同意） 

 

・セブンイレブンの助成金募集について 

（事務局 八木） 

 詳細情報は9月に出るが、来年度の募集がある。現在アジェンダは比較的お金に余裕が

あり、新規事業のお願いもしている状況なので、助成金を絶対取りにいく必要はないが、

情報を提供する。 

（三輪代表） 

 いつもはエネルギー部会が応募をしてくれているが、どうか。 

（福井副代表） 

 毎年、江坂大池小学校のサタデースクールで申請していたが、中止になったので、来年

どうなるかは予測ができない。 

（三輪代表） 

 必要であれば、各部会、フラッグシップで検討いただきたい。締切りが 10 月中なの

で、もう少し時間がある。 

 

・神崎川のプラごみ拾い 

（水川） 

 11 月 23 日に環境会議と共催で行う神崎川のプラごみ拾いに、大阪商大の原田先生を

アドバイザーとしてお招きしたいと思っている。講演会ではなく、3 時間の拘束時間であ

る。謝礼はいくらぐらいを支払えばよろしいか。 

（三輪代表） 

 専門家によるアドバイスをいただく謝礼をどうするかという話であるが、この種の謝礼

は出たことがないので、新たな基準を作ることになる。 

（事務局 八木） 

 アジェンダの講師謝礼基準額によると、相談・アドバイスという区分があり、今回の件

が当てはまるとすると、大学教授は Aランクになるので、1回あたり 6,000円になる。

准教授であれば 5,500 円である。この基準でできない場合は、別途幹事会で協議とな

る。 
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（三輪代表） 

 1回であれば、10分でも、30分でも1時間でも5,500円であるが、その辺りをどう

見るかである。大阪大学はどのようにしているか。 

（吉田） 

 国に準じる形で、謝金の形で、アドバイスや講演で基準を作っており、出している。謝

礼プラス旅費になる。 

（三輪代表） 

 事務局としてはどうか。 

（事務局 田中） 

 事務局で判断することではない。 

（事務局 八木） 

 アドバイスというのはゴミ拾いをしながら、適宜、説明とアドバイスがあるのか。 

（水川） 

 途中休憩時に、拾ったごみの分析、プラごみが川から海に流れていく現状を聞き、プラ

ごみに対する知識を深めたり、これからの行動を改善してもらう狙いがある。 

（事務局 八木） 

 事務局の判断でできる話ではないが、例えば、現地で講義をしている扱いであれば、ア

ジェンダの謝礼基準の 50 人未満参加の講義で、B ランクの准教授で 9,000 円という扱

いができる。そういう考え方もできる。アドバイスというと、これをどう思うかといった

相談というのが、本来の意味になる。 

（水川） 

 この謝礼の基準は交通費込みであるか。 

（事務局 八木） 

 幹事会での協議が必要だが、交通費は別途支出できる。 

（事務局 田中） 

 講師謝礼金はあくまで目安で作ったので、時間ではなく1回という単位だったと思う。 

（小田） 

 ハラダ先生は、昨年の環境会議で行った zoomの授業で、2万円支払っている。だいた

い環境会議でお願いするときは、一律2万円。遠くから来る場合は別途交通費を支払って

いる。今検討している金額では失礼だと思う。 

（三輪代表） 

 この件を、この場でするのは難しいと思うので、大阪大学の吉田さん、環境会議の小田

さんからのコメントを加味して、規約案を事務局で考えてほしい。 

（馬場（慶）） 

 先ほどの講師謝礼基準がある。エネルギー部会で和田先生を呼んでやるときも、基準に

基づいて支払っている。それは吹田市の持っている講師基準に合わせて作成している。 

（事務局 小山） 

 吹田市は、この基準を時間当たりで支払っている。 

（事務局 田中） 

 2時間であれば 2倍になる。1回当たりにした当時の理由は覚えていない。 

（事務局 小山） 

 随分、安いと思うが、基準にあり、文書化して決めているので、特段の理由がないと安

易にはできない。基準を変えるのであれば、総会を経る必要がある。 

（事務局 田中） 

 確か、目安という意味合いだったが、エネルギー部会はそれで動いているので、準じる

必要はある。 

（事務局 八木） 

 何らかの理由で適応できない理由があれば、幹事会で協議をするとなっているので、絶

対の基準ではない。 

（藤田） 
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 基準があるのであれば、したがうべきである。そのために作ってある基準である。 

（事務局 小山） 

 基準を一度皆さんに見てもらい、議論してもらうということでよろしいか。 

（全員同意） 

次回予定日  令和 4年 9月 14日（水）午後３時 00分から（予定）オンライン予定 

 

 


