第１回尾張旭市全国植樹祭関連事業市民提案選定会議会議録
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開催日時
平成３０年１月１８日（木）
開会 午前１０時３０分
閉会 午前１１時３８分
開催場所
尾張旭市役所 ２階２０１会議室
出席委員
尾張旭市商工会 長江均、あいち尾東農業協同組合 三浦健二、
尾張旭市観光協会 安藤誓、尾張旭ロータリークラブ 桜井雅博、
尾張旭ライオンズクラブ 瀧本好司、
一般社団法人尾張旭青年会議所 秋田一誠、
尾張旭市地域婦人団体連絡協議会 松原しず、
尾張旭市市民生活部長 石坂清二
欠席委員
なし
傍聴者
なし
出席した事務局職員
市民生活部全国植樹祭推進室長

山本和男

市民生活部全国植樹祭推進室事業係長
７ 議題等
⑴ はじめに
⑵ 意見交換
⑶ その他
８

中川暢顕

会議の要旨

室長

お待たせいたしました。
定刻となりましたので、ただ今から、
「第１回尾張旭市全国植樹祭関連事業
市民提案選定会議」を開催させていただきます。
意見交換まで、本日の進行を務めさせていただきます、全国植樹祭推進室長
の山本でございます。よろしくお願いいたします。

室長

はじめに、会議資料の確認をお願いします。
・次第
・資料１全国植樹祭関連事業市民提案選定会議出席者名簿
・資料２尾張旭市全国植樹祭関連事業市民提案選定会議開催要綱
・資料３全国植樹祭関連事業市民提案
・資料４全国植樹祭関連事業市民提案に対する意見まとめ
でございます。
資料に不足等ございましたら、お知らせください。
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室長

それでは、はじめに、市民生活部長の石坂よりご挨拶申し上げます。

部長

市民生活部長の石坂でございます。
本日は、お忙しい中、全国植樹祭関連事業市民提案選定会議にご出席いただ
き、誠にありがとうございます。
全国植樹祭につきましては、いよいよ、来年の春、５月又は６月に迫ってき
ておりまして、本格的な準備をしなければならない時期となっております。
市では、
「全員参加のまちづくり」を推進するため、開催場所である愛知県
森林公園の地元自治体として、多くの皆様に全国植樹祭に関心を持ち、関わ
っていただきたいと考えております。
そうしたことから、市民の皆様に、できる範囲で協力していただける、いく
つかの事業を実施したいと考え、昨年夏に全国植樹祭関連事業の募集を行
いました。
皆様方には、会議に先立ち、提案された１０の事業に対し、ご意見を頂戴し
ました。その際には、お時間をとっていただきまして、ありがとうございま
した。
本日は、提案されたこれらの事業について、これまでにいただいた意見に加
え、今一度様々な視点からご意見、アドバイスをいただけたらと考えており
ますので、よろしくお願いいたします。
なお、頂戴しました意見は、年度末に設置する「全国植樹祭尾張旭市実行委
員会」に引き継ぎ、事業を実施していく予定でございます。
本日は、限られた時間ではございますが、忌憚の無い意見をいただきますよ
う、ご協力よろしくお願いいたします。簡単ではございますが、会議開催に
当たっての、挨拶とさせていただきます。

室長

ありがとうございました。

室長

それでは、次第１「はじめに」でございます。
資料１をご覧ください。
本日ご出席いただいております皆様を紹介させていただきます。
尾張旭市商工会
長江
均 様
あいち尾東農業協同組合
三浦 健二 様
尾張旭市観光協会
安藤
誓 様
尾張旭ロータリークラブ
桜井 雅博 様
尾張旭ライオンズクラブ
瀧本 好司 様
一般社団法人尾張旭青年会議所
秋田 一誠 様
尾張旭市地域婦人団体連絡協議会 松原 しず 様
そして、尾張旭市から、先ほどご挨拶した石坂市民生活部長でございます。
事務局は、私、山本と、全国植樹祭推進室事業係長の中川でございます。

室長

続きまして、資料２について、ご説明いたします。

係長

＜資料２説明＞

室長

それでは、次第２「意見交換」に移っていただきますが、開催要項におきま
して、特に議長の定めはございませんので、ここからの進行は、石坂市民生
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活部長が進めてまいりたいと思いますが、皆様よろしいでしょうか。
＜出席者了承＞
部長

ありがとうございます。
それでは、私が進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、次第２「意見交換」に入ります。
まず、事務局から、進め方について説明してください。

室長

資料３、資料４をお手元にご用意ください。
市民の方から応募のあった全国植樹祭関連事業 １０事業について、意見交
換を行ってまいります。
資料３は、その１０事業の応募用紙から「事業の提案内容」を抜粋したもの
でございます。
資料４につきましては、今回、事業の数が１０事業ありましたので、限られ
た会議の時間内だけでは、皆様全員の意見を伺うのが難しいと判断し、事前
に、皆様には、それぞれの事業について意見を伺っております。
資料４は、皆様から、多数の意見を頂戴しましたが、その中から、多く出さ
れた意見を中心に、主な意見をまとめさせていただきました。

室長

意見交換につきまして、まず、全体の方向性をご説明します。
事前に意見を伺った結果、どの事業も、出席者の皆様から、概ね良い評価を
いただきましたので、基本的には、今回提案のありました１０事業につきま
しては、全て、何らかの形で実施する方向で、調整したいと思います。
ただ、実施内容を少し変更することでよりよい事業になると思われるもの
もございますので、この選定会議では、特に、事業をより良く実施するため
の提案をしていきたいと考えております。
いただいた意見を参考に、提案者の方たちと調整させていただき、事業内容
を決定させていただきます。

室長

次に、具体的な進め方についてご説明します。
先ほどもご説明しましたが、皆様からは、すでにお時間をいただいて、各事
業それぞれについて、意見をいただき、様々な提案をいただいておりますの
で、改めてひとつひとつの事業にご意見を伺うのではなく、前半と後半にわ
け、まとめて５事業ずつ進めさせていただきたいと思います。

室長

意見交換は、資料３、資料４を用いまして、まず、全国植樹祭推進室から
事業の概要を説明し、その後、皆様の意見のまとめをご紹介します。
出席者の皆様は、他の方の意見や提案を参考に、意見の追加や補足などをお
願いいたします。
なお、事前に皆様から伺った意見で、失礼ながら資料４のまとめから漏れ
てしまっている意見につきまして、ご発言いただいても構いませんのでよ
ろしくお願いいたします。

部長

ただいま、意見交換の進め方について事務局から説明がありました。
ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問はございますか。
＜出席者了承＞
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部長

それでは、番号１「第６回森林公園植物園ＯＳＣＮセーフティー！サイクリ
ング」から、番号５「第１４回環境フォーラム」について、事務局から説明
をお願いします。

係長

＜資料３、資料４の番号１から番号５までを説明＞

部長

それでは、番号１から番号５の事業について、意見交換をお願いいたしま
す。
＜番号１について＞

部長

森林公園植物園に足を運んでいただく有益な事業と感じます。
事業の実施に当たり、積極的なＰＲを行い、新規の参加者が増えるようにし
て欲しいと思います。

婦人会

的確に計画されている事業であると感じます。
多くの方に参加してもらえると良いと思います。
＜番号２について＞

部長

自治会が実施する協賛イベントの提案について、具体的な事業の計画はあ
るのでしょうか。

室長

提案団体との話の中で、地区公園で植樹を行うことなども話題に出ました
が、現時点で確定したものではありません。

商工会

地区公園の管理者は市であり、全国植樹祭に向けて市民から提案された場
合は、協力が得られると良いと思います。
また、地区公園を管理している公園愛護会にも、体制や考え方に違いがある
と思いますので、一律のモデルケースとして示すのではなく、先行事例とい
う扱いにしてはどうでしょうか。また、実施される内容については、先行団
体の事例のみならず、差があっても良いと思います。
＜番号３について＞

婦人会

森林公園植物園の広芝生で実施する事業の目玉があると良いと思います。
例えばトランペット奏者を呼ぶなど、音楽に親しむ内容などを盛り込むと、
さらに良い内容になると思います。

観光協会

現在、森林公園植物園の広芝生では工事が行われていますが、実施に影響は
あるのでしょうか。

係長

広芝生中央部分は、全国植樹祭の式典開催のための造成工事が行われてい
ます。そのため、使用できる箇所が限られますが、園路は使用でき、遠足を
実施することは可能と思います。

観光協会

参加者数が１，０００名と予想されていますが、とても多い人数ですので、
事業を実施する上で管理運営ができるのか不安もあります。
健康森林浴自体は、森林公園や全国植樹祭、健康都市のＰＲにつながること
と思いますので、他の事業と一緒に実施するなど、工夫されると良いと思い
ます。
＜番号４について＞

ＪＣ

プランターを設置するというアイデアは、分かりやすく良いアイデアだと
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思います。
プランターを設置するに当たっては、シンボルロードや森林公園通りなど
場所を特定し、花のイメージを統一することで、映えるものになると思いま
す。
また、申請団体以外にも、地域ぐるみで一体的に実施できると良いと思いま
す。
商工会

全国植樹祭では、市外から多くの方をお迎えすることになります。
様々な団体が、同じ目的で同じ事業を実施できると良いと思います。
商工会では、万博が開催された際、市内の沿道に花を飾った実績がありま
す。そのため、提案団体に限らず、各団体に実施の呼びかけができると良い
と思います。

部長

プランターに花を植える際には、既に咲いている花を植えるのでしょうか、
それとも種から育てるものなのでしょうか。

室長

既に全国植樹祭を実施した自治体では、咲いている花の苗を植えておりま
したが、万博の際の事例も参考にしたいと思います。
＜番号５について＞

婦人会

提案団体のことを知っていますが、団体としての活動も盛んで、開催実績も
あるので、事業実施に当たり、実現性は高いと思います。

部長

ほかに意見も無いようですので、続いて、番号６「（仮）みんなで健康体操
をやろう！」から番号１０「全国植樹祭記念巣箱の設置事業」について、事
務局から説明をお願いします。

係長

＜資料３、資料４の番号６～番号１０説明＞

室長

ただいまの説明に、補足して説明をいたします。
事業６、事業７、事業９について、全国植樹祭１年前イベントの中で実施す
る旨の説明がありました。市では本年５月２６日（土）に全国植樹祭１年前
イベントを実施する方向で進めています。
１年前イベントでは、維摩池西側芝生広場と維摩池で、ステージイベントや
植樹イベントなどを実施する予定です。

室長

また、番号８について、この事業は、事前に皆様から意見をいただいた際
に、市主体の事業として実施してはどうかとされていましたので、市の事業
として実施する方向で、現在、調整を進めているところです。

部長

それでは、番号６から番号１０の事業について、意見交換をお願いいたしま
す。
＜番号６について＞

ＪＣ

健康体操は、番号３「遠足と健康森林浴」と似た事業と感じますので、一緒
に実施することにしてはどうでしょうか。
＜番号７について＞

ＪＣ

学校の枠を超えて小中学校のブラスバンド部に演奏してもらってはどうで
しょうか。テーマ曲を一曲決めることも良いと思います。市民祭等での経験
を活かし、１年前イベントに限らず、全国植樹祭関連イベントで演奏できる
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と良いと思います。
婦人会

若い方たちにも参加してもらって、事業が実施されると良いと思います。
＜番号８について＞

部長

提案された事業費が、他の事業に比べて高額ですが、事業の実施に当たって
どのように考えていますか。

室長

提案では、各９小学校区でワークショップを開催すると記載されていまし
たが、いきなり９校区での実施は難しく、市の事業として全体会１回を開催
する予定としています。

商工会

全国植樹祭の開催に当たって、一過性のイベントで終わらせてはならない
と思います。以前、市制４０周年の際に取り組みが始まったお掃除大作戦
は、その後も事業が継続されています。
この提案事業のほかにも、平成３２年度以降に継続して事業が行われると
良いと思います。

商工会

全体会の開催が、コミュニティスクールの取り組みにどのようにつながる
のでしょうか。

室長

全体会の開催を通じ、みどりの少年団の子どもたちと地域で緑化活動に関
心のある地域住民が結びつくことで、各小学校で実施されるコミュニティ
スクールの取り組みにつながると良いと考えております。
まずは、活動発表などを通じて、各少年団と地域住民の結びつきができ、各
校区に浸透していくと良いと考えています。

婦人会

苗木のスクールステイの取り組みを、みどりの少年団が取り組んでいると
のことですので、全体会で活動発表を行っても良いと思います。

商工会

全国植樹祭のマスコットキャラクターは、市の事業に参加することができ
るのでしょうか。

部長

１０月に開催された市民祭に、全国植樹祭マスコットキャラクター「森ずき
んちゃん」が参加しました。今後、開催する全国植樹祭１年前イベントやそ
の他の事業にも、参加させたいと考えています。

ライオンズ マスコットキャラクターが参加することで、市民の皆さんに視覚的に訴え
クラブ
ることができ、全国植樹祭のＰＲにつながると思います。
＜番号９について＞
部長

提案された事業費が、他の事業に比べて高額ですが、事業の実施に当たって
どのように考えていますか。

室長

たねダンゴの作成に当たって、当該事業を推進しているグリーンアドバイ
ザー愛知と事前に調整を行い、事業費は、１回当たり１２，０００円で実施
可能との回答をいただいています。
１年前イベントなどで、たねダンゴづくりを実施していきたいと考えてい
ます。

ＪＣ

１回あたりで何名程度が参加できるのでしょうか。

室長

１回のイベントで、１００名参加できると聞いています。
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なお、費用の１２，０００円は、講師派遣にかかる費用であり、材料費につ
いては、当該事業を進めている日本家庭園芸普及協会の負担で実施できる
とのことです。
ＪＣ

たねダンゴをプランターに植えても良いと思うので、事業４「市内を花で飾
り、来場者を歓迎する」と一緒に実施することも良いと思います。

部長

番号１０までの意見交換が終了いたしました。
全体を通して、ご意見があればお願いいたします。

部長

意見も無いようですので、これで意見交換を終わります。
ありがとうございました。

部長

続きまして、次第３「その他」に移ります。
事務局何かありますか。

係長

事務連絡をさせていただきます。
第２回会議の開催に当たりまして、日程調整表をお配りいたします。
日程調整表にご記入いただき、回答いただきますよう、よろしくお願いいた
します。

部長

これをもちまして、「第１回尾張旭市全国植樹祭関連事業市民提案選定会
議」を終了させていただきます。
お忙しい中、誠にありがとうございました。
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