第６回全国植樹祭尾張旭市実行委員会会議録
１

開催日時
令和元年９月１９日（木）
開会 午後２時３７分
閉会 午後３時１５分
開催場所
尾張旭市役所 ３階講堂１・２
出席委員
尾張旭市長 森和実、尾張旭市商工会会長 佐藤勝美、
あいち尾東農業協同組合尾張旭地域総括理事 若杉滿、
尾張旭金融協会長 田中敬、尾張旭市自治連合協議会長 改田英彦、
尾張旭市議会議長 若杉たかし、尾張旭ロータリークラブ会長 加藤清久、
尾張旭ライオンズクラブ会長 藤原東沢、尾張旭市文化協会長 西村重夫、

２
３

尾張旭市小中学校ＰＴＡ連絡協議会長 松尾啓司、
尾張旭市教育委員会教育長 河村晋
４ 欠席委員
尾張旭市観光協会長 花村利光、一般社団法人尾張旭青年会議所理事長 古橋健一郎、
尾張旭市地域婦人団体連絡協議会長 柗原圭子、尾張旭市棒の手保存会長 若杉正人、
尾張旭市小中学校校長会長 松本浩一、尾張旭市消防団長 水野歳男
５ 傍聴者数
１名
６ 出席した事務局職員
市民生活部長 石坂清二
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長補佐 西川敏也
７ 議題等
⑴ あいさつ
⑵ 議題
ア

平成３０年度事業報告及び収支決算について

イ 令和元年度事業報告及び収支決算について
ウ 全国植樹祭尾張旭市実行委員会規約の廃止について
⑶
８

その他
会議の要旨

部長

皆様、定刻前ではございますが、全員がおそろいでございます。
ただ今から、第６回全国植樹祭尾張旭市実行委員会を開催いたします。
本日は、御多忙の中、御出席賜り誠にありがとうございます。
また、日頃は、本市行政に対しまして、それぞれのお立場から御理解と御協
力をいただき、誠にありがとうございます。
本日の進行を務めさせていただきます、事務局長の石坂でございます。どう
ぞよろしくお願いいたします。
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それでは、本日の資料について順番に確認いたします。
１．本日の次第、席次表、そして実行委員会名簿と全国植樹祭尾張旭市実行委
員会規約
２．そして、右上に資料１とあります平成３０年度事業報告及び収支決算につ
いてが４枚。
３．そして、右上に資料２とあります令和元年度事業報告及び収支決算につい
てが３枚。
４．そして、右上に資料３とあります監査結果報告書が１枚。
５．そして、右上に資料４とあります全国植樹祭尾張旭市実行委員会規約の廃
止についてが１枚。
６．最後に右上に追加資料とあります実行委員会の行った事業に対する「住民
監査請求」及び「監査請求書」についてが１枚でございます。
皆様、資料はよろしいでしょうか。
それでは、ここで会議に先立ちまして、実行委員会の会長であります森市長
より御挨拶申し上げます。
市長

全国植樹祭から３か月半になりますが、他の市町の首長と会う機会に労い
やおほめの言葉を多くいただいている。愛知県主催の行事だが、尾張旭市が主
催したかのように言ってもらえ、嬉しく思います。
実行委員会の委員の皆様、市民、職員のおかげで、無事に開催することがで
きました。ありがとうございました。
本日の会議の終了後に実行委員会を解散することとなります。よろしくお
願いします。

部長

ありがとうございました。
それでは、議題に移らせていただきます。
全国植樹祭尾張旭市実行委員会規約第８条第１項の規定により、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、会議の進行についてよろし
くお願いします。

市長
それでは、これより会議を進めます。本日は、お手元の次第にありますよう
（議長） に議案が３つあります。
まず、議案が３つあることについて、事務局より説明をお願いします。
補佐

本日の会議の開催の通知においては、議案として「平成３０年度事業報告及
び収支決算について」と「令和元年度事業報告及び収支決算について」の２つ
とさせていただいておりました。全国植樹祭尾張旭市実行委員会規約第１４
条第１項に基づき、事業報告及び決算報告を行った後に実行委員会の解散を
行うこととなります。この解散に伴い全国植樹祭尾張旭市実行委員会規約を
廃止する必要が生じるため、議案３として「全国植樹祭尾張旭市実行委員会規
約の廃止について」を提案させていただくものです。

市長

議案１及び議案２について御承認をいただいた場合に議案３を提案すると

（議長） の説明がありました。よろしくお願いします。
では、審議に入ります。
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議案１の「平成３０年度事業報告及び収支決算について」と議案２の「令和
元年度事業報告及び収支決算について」につきましては、関連がありますの
で、一括で御審議いただきたいと思います。
では議案１及び議案２にについて、事務局から説明をお願いします。
補佐

それでは、まず、
【議案１】の「平成３０年度事業報告及び収支決算につい
て」をご説明申し上げます。
右上に資料１とあります「平成３０年度事業報告及び収支決算について」の
１ページをご覧ください。 １ 平成３０年度事業報告についてです。
⑴ 実行委員会の開催状況ですが、平成３０年度は３回実行委員会を開催
いたしております。
平成３０年７月2６日に第２回、同年９月２７日に第３回、本年３月８日に
第４回の実行委員会を開催いたしました。
それぞれの会議の開催時間・場所・出席委員数及び内容は、資料のとおりで
ございます。 すべての議案について、原案のとおり承認されました。
続きまして、⑵ 部会の開催状況になります。資料の２ページに記載されて
おりますので、ご覧ください。
全国植樹祭の招待者へ配付する記念品を選考するための検討部会を２回開
催いたしております。
平成３０年９月３日に第１回、同年、１１月２１日に第２回の検討部会を開
催いたしました。
それぞれの会議の開催時間・場所・出席委員数及び内容は、資料のとおりで
ございます。
続きまして、⑶ 事業の実施状況になります。 ２ページの中ほどから３ペ
ージにかけて記載されておりますので、ご覧ください。
まず、街路等装飾事業になりまして、実施内容は大きく分けて４つ。
上から順番に、市内各駅に開催日の決定をＰＲするための街灯旗もしくは
のぼり旗の設置をしました。
次に、街灯旗を設置するためのおもてなし協力金の募集を行い、収入額は１
１万５,５１０円となりました。
次に、シンボルロードに全国植樹祭の開催をＰＲするための街灯旗を設置
いたしました。
次に、市役所駐車場におきまして、おもてなし用の花を育てていただく花の
里親に資材を配付しました。
実施の時期や詳細な場所については資料のとおりです。
続きまして、市民提案事業になります。
５月２６日に維摩池西側の芝生広場において開催しました全国植樹祭１年
前イベントにおいて、さまざまな市民提案事業を実施しました。
内容は、資料のとおりです。
資料の３ページに移りまして、７月８日開催予定の森林公園サイクリング
は、天候に恵まれず、中止となりましたが、開催までの期間に全国植樹祭のＰ
Ｒを実施いたしました。
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次に、１０月１３日の市民祭会場では、市民祭ＰＲ事業として、みどりの少
年団パレード、パレード会場での飾花プランターの設置、緑の募金活動をそれ
ぞれ行いました。
次に、巣箱の設置事業になります。
まず、城山小学校の環境委員の児童による巣箱の色塗りを実施し、その巣箱
を市役所のロビーで９日間展示しました。その後、１１月１０日に城山公園内
で高所作業車を使って巣箱を設置いたしました。
次に、１１月１８日に渋川福祉センターで第70回全国植樹祭あいち２０１
９記念フォーラムを開催しまして、植樹祭記念パネルによるＰＲや木を利用
したワークショップを実施いたしました。
続きまして、ＰＲ物品配付・販売事業になります。
ＰＲ物品としまして、木製のクリップバッジ、ピンバッジ、マウスパッドを
作成し、尾張旭市観光協会に販売委託をして５月２６日から各イベント会場
や尾張旭まち案内で販売いたしました。
資料３ページの下部から７ページにかけましては、各事業内容に関する写
真を掲載しております。
続きまして、８ページをご覧ください。平成３０年度全国植樹祭尾張旭市実
行委員会の収支決算についてご説明いたします。
上段⑴ 収入の部ですが、１の負担金は収入の大半を占めており、金額は１
,０００万円で、全額、尾張旭市からの負担金でございます。
２の協賛金は街路等装飾事業のうち街灯旗に充てるための協力金であり、
１１万５,５１０円です。
３の諸収入は、主にＰＲ物品の販売収入でありまして２３万９,０１１円と
なっております。
収入の合計は、予算額１,０５０万円に対し、決算額が１,０３５万４,５２
１円で差引額は１４万５，４７９円です。
続きまして、中段⑵ 支出の部になります。
１の招待者記念品購入事業費ですが、こちらは、記念品の納期が４月末とな
ったため、予算を繰り越すこととしましたので、３０年度の決算額はゼロとな
っております。
２の街路等装飾事業費ですが、先ほどの事業報告において説明しましたＰ
Ｒ旗、のぼり旗、飾花等の装飾に係る費用であり、３０年度の決算額は、１７
２万９,６８０円です。
なお、摘要欄に１５万円の流用と記載しておりますのは、街灯旗を設置する
ためのおもてなし協力金の募集の際に記念品のマグネットを配付することに
ついて、平成３０年９月２７日に開催されました第３回の実行委員会におい
て御承認いただき、実施が決定しましたため、そのマグネットの作成費用につ
いて、４のＰＲ物品配布・販売事業費の予算から流用することにより対応した
ものでございます。
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続きまして３の市民提案事業費ですが、こちらも先ほどの事業報告におい
て説明いたしました市民提案事業の実施に係る費用でございまして、３０年
度の決算額は、１２９万３,３８５円です。
４のＰＲ物品配布・販売事業費ですが、木製のバッジやマウスパッドの購入
に係る費用でございまして、３０年度の決算額は４６万９,６４８円です。
支出の合計は、予算額１,０５０万円に対し、決算額が３４９万２,７１３円
で予算残額は７００万７,２８７円です。
以上、収入の部の決算額は、１,０３５万４,５２１円で、支出の部の決算額
は、３４９万２,７１３円でございました。したがいまして、一番下に記載し
ておりますように 差引額である６８６万１,８０８円は、次年度、令和元年
度への繰越金となります。
以上で、
【議案１】の平成３０年度事業報告及び収支決算についての説明を
終わります。
続きまして、
【議案２】の令和元年度実行委員会事業報告及び収支決算につ
いて、ご説明申し上げます。右上に資料２とあります資料を御用意ください。
資料の１ページをご覧ください。 １ 令和元年度事業報告についてです。
⑴ 実行委員会の開催状況ですが、令和元年度の実行委員会は令和元年７
月１６日に開催いたしました第５回実行委員会と本日開催の第６回実行委員
会の２回の開催でございます。
開催の時間・場所・出席委員数及び内容につきましては資料のとおりです。
なお、本日開催の第６回の実行委員会につきましては、お手元の資料の開催
時間及び出席委員数が空欄となっております。 開催時間の開始は午後２時
３７分、出席委員数は１１人と御記入いただき、開催時間の終了時刻につきま
しては後ほど会議終了後に終了の時間を御記入いただきますよう、よろしく
お願いします。
続きまして、⑵ 事業の実施状況になります。
まず招待者記念品購入事業ですが、内容は、招待者に配付する記念品を３種
類購入し、全国植樹祭当日、招待者の区分ごとに記念品を配付いたしました。
購入した記念品と購入数については、資料のとおりです。
続きまして、街路等装飾事業ですが、実施内容は大きく分けて３つございま
す。
上から順番に、ＰＲ旗等の設置としまして、招待者を迎えるため街灯旗もし
くはのぼり旗を市内の各駅や新池交流館などに設置し、そしてフロアグラフ
ィックを尾張旭駅構内に設置いたしました。実施日は５月１０日から６月２
日です。
次に、花の里親の手づくりによる飾花プランターを森林公園南門付近に設
置いたしました。なお、設置期間は、５月２５日から６月２日までです。
次に、市道瀬戸新居線（城山街道）と県道森林公園線の沿道に招待者を迎え
る飾花プランターを設置するとともに、近隣住民に見守りを依頼することに
より、市民によるおもてなし活動を実施いたしました。なお、プランターの設
置期間は、５月２７日から６月２日までです。
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続きまして２ページをご覧いただき、招待者おもてなし事業になります。
全国植樹祭当日、おもてなし広場におけるステージで棒の手の披露やＭＣ
による「尾張旭ＰＲ」を実施し、招待者に対して本市の魅力をＰＲいたしまし
た。
次に、紅茶によるおもてなしですが、全国植樹祭当日、南門で植樹した招待
者に紅茶によるおもてなしを実施いたしました。
次に、国旗配布ですが、こちらは、天皇皇后両陛下をお出迎え・お見送りす
るための国旗を購入し、当日沿道に集まった市民へ配布いたしました。
資料２ページの中ほどから４ページにかけましては、各事業内容に関する
写真を掲載しております。
続きまして、５ページをご覧ください。令和元年度全国植樹祭尾張旭市実行
委員会の収支決算についてご説明いたします。
上段⑴ 収入の部ですが、１の負担金は９００万円で、全額、尾張旭市から
の負担金でございます。
２の繰越金は、６８６万１,８０８円であり、招待者記念品の納期が４月末
となったことにより繰り越したため、前年度からの繰越金が６００万円を超
える金額となりました。
３の諸収入は、主にＰＲ物品の販売収入でありまして９万８,２４８円とな
っております。
収入の合計は、予算額１,５１０万円に対し、決算額が１,５９６万５６円で
差引額は８６万５６円です。
続きまして、中段⑵ 支出の部になります。
１の招待者記念品購入事業費ですが、先ほどの事業報告にて説明いたしま
した３種類の記念品の購入費用であり、令和元年度の決算額は、６９６万１,
２５５円です。
２の街路等装飾事業費ですが、こちらも事業報告にて説明しましたＰＲ旗、
花の里親事業、飾花プランターの設置等に係る費用であり、令和元年度の決算
額は、６２３万９４円です。
続きまして３の招待者おもてなし事業費ですが、こちらも事業報告にて説
明いたしましたおもてなしステージ運営、南門での紅茶による接待、そして国
旗を購入するための費用でございまして、令和元年度の決算額は、１１６万４
,７４６円です。
支出の合計は、予算額１,５１０万円に対し、決算額が１,４３５万６,０９
５円で予算残額は７４万３,９０５円です。
以上、収入の部の決算額は、１,５９６万５６円で、
支出の部の決算額は、１,４３５万６,０９５円でございました。
したがいまして、一番下に記載しておりますように差引額である
１６０万３,９６１円につきましては、実行委員会規約第１４条第２項の規定
により、残余財産は市に帰属することとなっておりますので、市に返還いたし
ます。
6

なお、市に残余金を返還した後、実行委員会口座を解約いたします。その際
に、数円の解約利息が発生する見込みです。その解約利息につきましては、決
算後でございますので、緑の募金などに募金させていただきたいと考えてお
ります。
引き続き、山本室長から説明をさせていただきます。
室長

令和元年度事業報告に関して、私から追加の説明をさせていただきます。
ただ今、西川補佐から説明のありました令和元年度の事業のうち、飾り花プ
ランターの設置について、でございます。
右上に追加資料と書かれている資料をご用意ください。
実行委員会の行った事業に対する「住民監査請求」及び「監査請求書」につ
いて、でございます。
資料の上から順に、流れに沿ってご説明させていただきます。
まず、令和元年８月５日に、尾張旭市監査委員へ、
「住民監査請求」が提出
されました。
この、
「住民監査請求」とは、市の職員が、違法な支出や不当な支出などを
行った場合に、その行為の是正、防止、損害の補填の請求などを、住民が求め
る制度です。
その内容ですが、
１ 請求の要旨をご覧ください
請求の要旨は大きく分けて２つあり、１つめが、実行委員会が開催前に全国
植樹祭会場周辺に設置した飾花プランターについて、
「（１）プランター製作設
置費用が高すぎる」として、
ア プランター、ひまわり及び水苔が市内の店舗における販売価格に対し
て高すぎる。
イ 設置時に既に枯れているヒマワリがあり、撤去時には多くが枯れかか
っていた。
２つめ
（２）委託業務契約では「設置時に見栄えの良い状態にすること」とあるが、
灌水、水遣りが不十分で見栄えが悪い状態で設置されていた。また、
「完了届」
に水遣り写真が 1 枚しかなく時間の記載もないというものです。
以上のように、この業務に関わった市全国植樹祭推進室職員の怠慢で市に
損害を与えたことになる。 としています。
２ 求める措置ですが、
請求者の求める措置としては、次の２点です。
（１）
「全国植樹祭会場周辺飾花プランター設置管理委託業務について、全
ての面で検証を求める」
（２）
「市職員の怠慢の事実を明らかにし、今後の教訓とすること。また「業
者の契約違反については、今後、同様のことが無いよう、市からの指導を求め
ると」 というものです。
この件につきましては、全国植樹祭の前日から、請求者から問い合わせをい
ただいており、説明をしてまいりましたが、御納得いただけず、提出に至った
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ものです。
その後の経過としては、
８月２８日付けで尾張旭市監査委員から請求者に対し、審査結果の通知が
されております。
審査結果の内容は、結論は却下であり、その理由は、実行委員会は独立した
団体であり、その職員が行った行為については、監査委員の権限の及ぶところ
ではないため、住民監査請求の対象とならないというものです。
その下、令和元年９月９日付けで、請求者本人から全国植樹祭尾張旭市実行
委員会会長に「監査請求書」が提出されております。
請求の要旨及び求める措置は、市監査委員に提出された「住民監査請求」と
同様です。
この監査請求に対しては、実行委員会から請求者本人に対し、文書による回
答で対応いたします。
請求者本人の請求に対する実行委員会としての考えを申し上げます。
まず、設計に当たっては、県の積算基準・設計単価、植物維持管理積算基準
及び単価見積の徴収によって行っており、適正に実施しております。
１ 請求の要旨の、（１）
プランター、ひまわり及び水苔が市内の店舗における販売価格に対して高
いということでございますが、これらは、市内の５業者から、単価について見
積書を徴収し、その平均価格を参考に、設計単価を決定しており、適正な事務
であったことを示すことができます。
（２）灌水、水遣りを毎日やっていないということでございますが、灌水に
ついては、完了届時に提出された日報により、毎日実施していたことを証拠と
して示すことができます。
なお、設置期間中は、職員が、毎日、抽出でプランターの灌水が実施されて
いたことを確認し、日報の内容が正しいことも確認しております。
また、撤去の時の写真により、ヒマワリの葉や茎は緑色を保持しており、枯
れているわけではなく、花弁だけが落ちている状態であることを証拠として
示すことができます。
確かに、ヒマワリの花弁が落ちてしまったことは、残念であり、見栄えが悪
かったというご意見は、真摯に受け止めますが、それは決して、職員の怠慢や
事業者の契約違反によるものではなく、急激な気温の変化による不可抗力で
あったと考えます。
実際に、ヒマワリ以外の花は、きれいな状態を保っている写真があり、灌水
が毎日行われて、契約が適切に履行されていたことを示すものです。
しかし、完了届に水遣り写真が１枚しかないことについては、第三者が確認
することを想定するならば、不十分であり、事前に事業者と調整しておく必要
があったと考えます。
したがいまして、回答としましては、１ 請求の要旨に記載されている事項
について検証した結果、適正に事務が行われていたと確認できる。また、
（２）
市職員の怠慢の事実、業者の契約違反については、認められない。ただし、水
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遣り写真が不足している点など、事務として改善すべき課題もあるため、その
点については、今後の教訓とする、としたいと考えております。
なお、この後、資料３におきまして、監事に監査結果報告をしていただきま
す。監査をしていただいた８月２６日には、すでに最初の住民監査請求の提出
がございましたので、監査のお二人には、住民監査請求の内容、及び、さきほ
ど私がお話ししました実行委員会としては、適正な事務であったと考えてい
る点については、お話しさせていただきました。
その時には、実行委員会長あての請求は、まだございませんでしたので、最
後にご説明した回答については、監査の際には、お話ししておりません。
決算について、この会議でご承認いただけた場合は、先にご説明しました通
り、追加で実行委員会解散に向けて、規約の廃止についてご審議いただきま
す。
この監査請求に対する請求者への回答につきましては、そこで決定する実
行委員会解散の日までに、文書で実施いたします。
以上の内容を踏まえ、決算について、ご審議、ご承認いただきますようお願
いいたします。
説明は以上です。
市長
事務局による説明が終わりましたが、先日、平成３０年度全国植樹祭尾張旭
（議長） 市実行委員会決算及び令和元年度全国植樹祭尾張旭市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、監事の田中敬様より御報告をいただきたいと思います。
田中氏
（監事）

＜資料３報告＞
ただ今御指名をいただきましたので、決算監査について、御報告いたしま
す。
８月２６日午後２時より市役所２０３会議室におきまして、改田英彦監事
と共に、平成３０年度全国植樹祭尾張旭市実行委員会決算及び令和元年度全
国植樹祭尾張旭市実行委員会決算について、監査を実施しました。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ので報告します。
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、本議案について、御意見、御質問など
（議長） がありましたらお願いいたします。
（質問なし）
市長
（議長）

御意見、御質問もないようですので、お諮りします。
事務局から説明のありましたとおり、御承認いただくことに、御異議ござい
ませんか。
＜異議なしの声＞

市長
（議長）

ありがとうございました。原案のとおり承認といたします。
それでは、議案１及び議案２について御承認をいただきましたので、引き続
き議案３の審議に入らさせていただきます。
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議案３について、事務局から説明をお願いします。
補佐

【議案３】の全国植樹祭尾張旭市実行委員会規約の廃止についてご説明申
し上げます。
右上に資料４と書かれている資料を御覧ください。
議案１及び議案２の平成３０年度及び令和元年度の事業報告と決算報告
に御承認をいただきましたので、全国植樹祭尾張旭市実行委員会を解散する
こととなります。
なお、実行委員会の口座の解約、尾張旭市からの負担金の残金や余った物
品などの残余財産の尾張旭市への帰属、文書の尾張旭市への移管などの事務
を１０月３１（木）までに行い、全国植樹祭尾張旭市実行委員会規約を廃止
し実行委員会を解散させていただきます。
事務局からの説明は以上です。

市長
事務局による説明が終わりましたが、御意見、御質問などがありましたらお
（議長） 願いいたします。
（質問なし）
市長
御意見、御質問もないようですので、お諮りします。
（議長）
事務局から説明のありましたとおり、御承認いただくことに、御異議ござい
ませんか。
＜異議なしの声＞
市長
（議長）

ありがとうございました。原案のとおり承認といたします。
これをもちまして、議題は全て終了いたしました。
本日の会議が実行委員会最後の会議となりますので、皆様にお礼のことば
を申し上げます。
皆様のおかげで開催地として、無事に役目を終えることができました。
ありがとうございました。
今後は、この植樹祭開催をレガシーとして後世に伝えていくよう事業を進
めていきたいと思います。
それでは事務局に進行をお返しします。

部長

ありがとうございました。
最後に、次第３「その他」についてでございます。
その他は特にございません。
皆様の多大なる御協力をいただき、無事滞りなく事業を行うことができ、１
０月３１日には実行委員会の解散を迎えることができます。ありがとうござ
いました。
それでは、これをもちまして、第６回全国植樹祭尾張旭市実行委員会を閉会
いたします。
皆様、お忙しい中、ありがとうございました。
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