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協議事項


平成２０年度尾張旭まつり実行委員会事業及び決算報告について



「ふれあい夏まつり」の実施について



「市民祭」の概要について

８

会議の要旨
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市民 生活部 長

それ では、 定刻 とな りま した ので 、た だい まから 尾張
旭ま つり実行 委員会 を開 催 いた します 。
会議 に先 立 ちま して 、実行委 員会 の会 長で あ りま す市
長よ りあいさ つをさ せて い ただ きます 。

市長

＜あいさつ＞

市民 生活部 長

議題 に入 り ます 前に 、今回か ら１ ３名 の委 員が 交 代さ
れ てお りま す ので 、ご 紹介させ てい ただ きま す 。交 代さ
れ た委 員の 方 は、 尾張 旭市議会 議長 、尾 張旭 市 議会 副議
長 、尾 張旭 ロ ータ リー クラブ会 長、 尾張 旭ラ イ オン ズク
ラ ブ会 長、 白鳳連 合自 治会会長 、瑞 鳳連 合自 治会 会 長、
旭 連合 自治 会 会長 、本 地ヶ原連 合自 治会 会長 、 東栄 連合
自治会会長、城山連合自治会会長、旭丘連合自治会会
長 、尾 張旭 市小中 学校 長会会長 、尾 張旭 市小 中学 校 ＰＴ
Ａ連 絡協議会 会長、 でご ざ いま す。
なお 、本日は、 尾張旭 市商工会副会長、社団 法人尾

張 旭市青年 会議所 理事長、 渋川連 合自 治会 会長 、旭丘
連 合自 治会 会 長、 尾張 旭市文化 協会 会長 、５ 名が ご 都合
によ り欠席さ れてお りま す ので 、ご了 承くださ い。
それ では 、 議題 に移 らせてい ただ きま すが 、尾 張 旭ま
つ り実 行委 員 会の 規約 によりま して 、会 議の 議 長は 、会
長 が行 うこ と とな って おります ので 、市 長、 議 事の 進行
につ いてよろ しくお 願い し ます 。
市長

それ では 、 これ より 議事に入 りま す。 本日 の議 題 とい
たし ましては 、お手 元の 次 第に ありま すように


平 成２ ０ 年度 尾張 旭まつり 実行 委員 会事 業及 び 決算
報告に つい て



「ふれあ い夏ま つり 」 の実 施につ いて



「市民祭 」の概 要に つ いて
以上 ３議題 につ いて 、ご 審議 賜り たい と思 います 。

は じめ に、 平 成２ ０年 度尾張旭 まつ り実 行委 員 会事 業及
び決 算報告に ついて 、事 務 局か ら説明 をお願い します 。
市民 活動課 長

＜資料説明＞
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市長

事務 局に よ る説 明が 終わりま した が、 先日 、平 成 ２０
年 度尾 張旭 ま つり 実行 委員会決 算に つい て、 監 事の 方に
決 算監 査を 行 って いた だいてお りま すの で、 監 査結 果に
つ いて 、監 事 の自 治連 合協議会 会長 より ご報 告を い ただ
きたいと思います。

自治連合協議会
会長

ただ 今ご 指 名を いた だきまし たの で、 決算 監査 に つい
て、 ご報告い たしま す。
６月 １１日 午前 ９時 ３０ 分よ り市 役所 ２０ ２会議 室に
お きま して 、 同じ く監 事の尾張 旭金 融協 会会 長 と共 に、
平 成２ ０年 度 尾張 旭ま つり実行 委員 会決 算に つい て 、監
査 を実 施し ま した が、 関係帳簿 、証 拠書 類は 、 正確 であ
り 、決 算内 容 、予 算の 執行状況 その 他事 務処 理 につ いて
も適 正と認め られま した 。
以 上 で、 決算監 査の報告 を終わ りま す 。

市長

ありがとうございました。それでは、本議題につい
て 、ご 意見 、 ご質 問な どがあり まし たら お願 い いた しま
す｡
ご意 見、ご 質問 も無 いよ うで すの で事 務局 より説 明い
た しま した と おり 、ご 承認いた だく こと にご 異 議ご ざい
ませんか。

出席委員
市長

＜異議なし＞
ご異 議もな いよ うで ござ いま すの で、 承認 するこ とに
決定いたします。
それ では 、 引き 続き 、「ふれ あい 夏ま つり 」の 実 施に
つ いて 、ご 審 議賜 りた いと思い ます 。尾 張旭 ふ れあ い夏
まつ り実行委 員会事 務局 か らご 説明を お願いし ます｡

ふれあい夏まつり ＜ 資 料 説 明 ＞
実行委員会事務局
長
市長

ど うもあり がとう ござ い まし た。
ふれ あい 夏 まつ り実 行委員会 事務 局か ら説 明い た だき
ま した が、 内 容に つき ましてご 意見 、ご 質問 な どが あり
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まし たらお願 いいた しま す｡
ご意 見、ご 質問 もな いよ うで ござ いま すの で、原 案ど
おり 実施して いただ くこ と にご 異議ご ざいませ んか。
出席委員
市長

＜異議なし＞
ご異 議も な いよ うで ございま すの で、 原案 どお り 実施
して いただく ことに 決定 い たし ます。
それ では 、 次に 「市 民祭」の 概要 につ いて ご審 議 賜り
たいと思います。市民祭事務局から説明をお願いしま
す｡

産業課長
市長

＜資料説明＞
市民 祭事 務 局に よる 説明が終 わり まし たが 、内 容 につ
き まし てご 意 見、 ご質 問などが あり まし たら お 願い しま
す｡

城山連合自治会長

子どもの楽しめる事業が減っている。お祭り会場は城山地区
にあることから、多くの子どもが市民祭を楽しみにしていま
す。経費節減についての理解はできますが、来年は子どもが楽
しむ事業を増やすことができるよう、予算を確保願いたいと思
います。

市長

他 にもご意 見、ご 質問 は ござ います でしょう か。
他に はご意 見、 ご質 問も ない よう です ので 、事務 局よ
り説明いたしました原案のとおりご承諾いただくこと
に、 ご異議ご ざいま せん か｡

出席委員
市長

＜異議なし＞
ご異 議も な いよ うで ございま すの で、 原案 どお り 市民
祭の 概要を決 定いた しま す 。
以上 で、本 日の 議題 は、 すべ て終 了い たし ました が、
委 員の 皆さ ん から その 他ご意見 があ りま した ら 、頂 戴し
たいと思います。

市民活動課長

ゴミ の減量 と資 源化 等に つい て活 動し てい ます循 環型
社 会推 進会 議 から 、市 民祭の食 の広 場等 で使 用 する 容器
に つき まし て 、バ イオ マスプラ スチ ック 容器 、リ ユ ース
容 器等 の利 用 にご 配慮 いただき たい との 要望 が あり まし
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た 。ゴ ミの 減 量に つい ては、引 き続 きご 協力 く ださ いま
すよ うお願い いたし ます 。
市長

他にご 意見 は ござ います でしょう か。
ご意 見も な いよ うで すので、 これ で本 日の 実行 委 員会
は 終了 させ て いた だき ます。委 員の 皆様 には ご 多忙 のと
ころ 審議を賜 りあり がと う ござ いまし た｡
本日 の決定 に基 づき まし て、 尾張 旭ま つり 事業を 進め
て まい りま す ので 、よ ろしくご 協力 をい ただ き ます よう
お願い申し上げます｡

市民生活部長

これ をもち まし て、 尾張 旭ま つり 実行 委員 会を終 了さ
せ て い た だ き ま す ｡あ り が と う ご ざ い ま し た 。
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