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世界津波の日高校生サミット実行委員会 委員 様 

 

 

世界津波の日高校生サミット実行委員会 

会長 鈴木 直道 

 

世界津波の日高校生サミット実行委員会 第５回総会（書面）について 

 

日頃より世界津波の日高校生サミット関連事業の推進に特段のご理解とご協力を賜

り厚くお礼申し上げます。 

昨年、当実行委員会が実施したサミット関連事業については、９月の「『世界津波の

日』2019 高校生サミット in 北海道」では 44 か国から 394 名の高校生が参加するな

ど、所期の目的である防災について学ぶとともに、相互の理解と連携を深める場とする

ことができ、本事業の目的を達成することができたと考えております。 

つきましては、次の事項について審議するため、世界津波の日高校生サミット実行委

員会規約第８条第３項及び第８項の規定に基づき、総会を書面により開催しますので、

期日までに別紙議決書に可否を記入の上、ご回答願います。 

記 

 

１ 議題 

  【１号議案】事業報告について 

  【２号議案】収支決算（案）について 

  【３号議案】残余財産の処分について（案） 

  【４号議案】実行委員会の解散について（案） 

 

２ 議決等 

  別紙議決書に記入の上、令和２年(2020年)３月 19日（木）までに下記担当者宛に

Eメールで送付願います。 

 

３ その他 

  議決に当たっては、別途送付しております「『世界津波の日』2019高校生サミット 

in 北海道 報告書」もご参照願います。 

 

事務局 

（北海道総合政策部政策局世界津波の日高校生サミット推進室） 

担当：奈良岡 

札幌市中央区北３条西６丁目 

TEL：011-206-6896 FAX：011-232-8924 

E-mail：naraoka.ryouta@pref.hokkaido.lg.jp 

 

 



世界津波の日高校生サミット実行委員会事務局 

（北海道総合政策部政策局世界津波の日高校生サミット推進室） 宛 

Email：naraoka.ryouta@pref.hokkaido.lg.jp 

 

世界津波の日高校生サミット実行委員会 第５回総会 
議 決 書 

 
＜委員名＞ 

所属団体  

氏  名  

 

 
【１号議案】事業報告について 

※どちらかに”○”を記入して下さい。 

 承認します 

 承認しません 

 
【２号議案】収支決算（案）について 

※どちらかに”○”を記入して下さい。 

 承認します 

 承認しません 

 
【３号議案】残余財産の処分について（案） 

※どちらかに”○”を記入して下さい。 

 承認します 

 承認しません 

 
【４号議案】実行委員会の解散について（案） 

※どちらかに”○”を記入して下さい。 

 承認します 

 承認しません 

 
※御意見等を自由に記載して下さい。 

 
 

 
 
 

 



【１号議案】 
事業報告 

 

１ 事業の目的 
  国内外の高校生が参加する「『世界津波の日』2019高校生サミット in 北海道」を企画・

運営し、参加する高校生が津波をはじめとする自然災害の脅威やその対策についての理解

や関心を高め、さらに世界各国の相互理解と連携を深めることを目的に事業を実施する。 

 

２ 事業内容 
  次表のとおり、サミット関連事業を実施した。 

  

実施日 内容 参照資料 

５月 14日～16日 
スタディツアー視察会（２班） 

[美瑛町、釧路市、浜中町] 
別紙１ 

５月 30日～31日 
スタディツアー視察会（１班） 

[洞爺湖町、壮瞥町、倶知安町、札幌市] 
別紙２ 

６月 17日 記者会見及び関係省庁等への表敬訪問 [東京都] 別紙３ 

８月６日～９日 事前学習ツアー [奥尻町] 報告書冊子 

９月 10日～11日 
「世界津波の日」2019高校生サミット in 北海道 

[札幌市] 
報告書冊子 

11月４日～８日 
「世界津波の日 2019」国連イベント高校生派遣 

[米国/ニューヨーク市] 
報告書冊子 

11月 22日 関係省庁等への開催報告 [東京都] 別紙４ 

12月 17日 総合司会へ感謝状贈呈 [札幌市、登別市] 別紙５ 

  ※報告書冊子：「世界津波の日」2019高校生サミット in 北海道 報告書 



  
事業報告          【別紙１】 

 

スタディツアー視察会（２班） 

[美瑛町、釧路市、浜中町] 

 

実施概要  ５月 14日（火）～16日（木） 

 ○視察者 ＪＴＢ霞が関事業部 担当者（２名）    

 

 ○経過 

  ５月 14日（火）  

   ・10:40～10:55《美瑛町》四季彩の丘 

   ・11:15～11:30《美瑛町》青い池 

  ・11:40～12:30《美瑛町》国立大雪青少年交流の家 

  ・12:40～12:55《美瑛町》道の駅「びえい「白金ビルケ」」 

  ・14:30～15:20《富良野市》新富良野プリンスホテル 

        

  ５月 15日（水） 

  ・８:30～９:00《釧路市》たんちょう釧路空港 

   ・12:30～13:00《浜中町》霧多布湿原センター 

  ・13:20～14:30《浜中町》役場、津波防災ステーション、総合文化センター、 

               高台避難施設（ふれあい交流保養センター「ゆうゆ」） 

  ・14:40～15:15《浜中町》霧多布高校 

  ・16:50～17:20《釧路市》釧路湖陵高校 

 

  ５月 16日（木） 

  ・9:00～ 9:30《釧路市》釧路市民防災センター 

  ・9:50～10:20《釧路市》釧路北陽高校 

   ・12:50～13:30《釧路市》阿寒湖アイヌシアターイコロ 

                            阿寒湖畔エコミュージアムセンター 



  
事業報告   【別紙２】 

 

スタディツアー視察会（１班） 

[洞爺湖町、壮瞥町、倶知安町、札幌市] 

 

実施概要 
 ５月 30日（木）～31日（金） 

 ○視察者 自民党本部政務調査会  担当者 　　（５月31日のみ） 

       （公財）日中友好会館  担当者  

      ＪＴＢ霞が関事業部  担当者     

     内閣官房   担当者　（５月31日・札幌市のみ）  

      外務省    担当者　（５月31日・札幌市のみ）  

      文部科学省   担当者　 （５月31日・札幌市のみ）
      札幌管区気象台  担当者　（５月31日・札幌市のみ）  

 

 ○経過 

  ５月 30日（木）  

   ・11:00    《千歳市》新千歳空港  

  ・14:30～14:35《壮瞥町》果樹園（車窓から視察）         

  ・14:40～16:00《壮瞥町》有珠山ロープウェイ                       

    ・16:20～17:40《洞爺湖町》洞爺湖ビジターセンター、金比羅火口災害遺構散策路       

                     

  ５月 31日（金） 

  ・10:00～10:10《倶知安町》Ｇ20会場（NISEKO HANAZONO Resort） 

  ・10:30～11:00《倶知安町》倶知安高校  

  ・13:50～14:20《札幌市》札幌パークホテル  

   ・14:35～14:55《札幌市》知事公館 

   ・15:10～16:10《札幌市》北海きたえーる  

   ・17:20    《千歳市》新千歳空港 

                        



   事業報告          【別紙３】 
 

世界津波の日高校生サミット記者会見及び 

関係省庁等への表敬訪問 

[東京都] 

 

実施概要 
６月 17日（月） 

 ○記者会見  

  ・13:30～14:00 高校生議長（２名）、二階自由民主党幹事長、北海道知事 

            （場所：衆議院第二議員会館） 

 

 ○高校生議長による関係省庁等への表敬 

  ・ 9:15～ 9:30 山本順三 国土強靱化担当大臣（場所：合同庁舎８号館） 

           山本大臣から高校生議長へ激励状の手交有り 

  ・ 9:45～10:00   関田康雄 気象庁長官（場所：気象庁） 

  ・10:30～10:40   𠮷川貴盛 農林水産大臣（場所：合同庁舎１号館） 

  ・11:00～11:15   中村裕之 文部科学大臣政務官（場所：文部科学省） 

         

   ・12:00～13:00   福井照  衆議院議員（場所：衆議院第二議員会館） 

  ・13:15～13:30   二階俊博  自由民主党幹事長（場所：同上） ※ 鈴木知事同席     

  ・15:00～15:45  鈴木秀生 外務省 地球規模課題審議官（場所：外務省） 

 

                        



  
事業報告          【別紙４】 

 

関係省庁等への開催報告 

[東京都] 

 

実施概要 
11月 22日（金） 

 ○高校生議長による関係省庁等への開催報告 

         

  ・10:45～10:55  塚田玉樹 外務省国際協力局地球規模課題総括審議官（場所：外務省） 

   ・11:10～11:20  中村裕之 前文部科学大臣政務官（場所：衆議院第二議員会館） 

  ・11:30～11:45  山﨑雅男 文部科学省文教施設企画・防災部長（場所：文科省旧庁舎） 

  ・12:10～12:30  関田康雄 気象庁長官（場所：気象庁） 

  ・13:45～14:00  二階俊博  自由民主党幹事長（場所：自由民主党本部） 

  ・14:30～14:45  𠮷川貴盛 衆議院議員（場所：自由民主党本部） 

   ・16:45～17:00  武田良太 国土強靱化担当大臣（場所：合同庁舎８号館） 



  
事業報告          【別紙５】 

 

総合司会への感謝状贈呈 

[札幌市、登別市] 

 

実施概要 
12月 17日（火） 

 ○総合司会を務めた北海道札幌南高等学校 プラート アルヴィンさんと北海道登別明日

中等教育学校 竹縄 日南さんに感謝状を授与 

 

   札幌南高校 プラートさん   登別明日中等教育学校 竹縄さん 

                        



【２号議案】

世界津波の日高校生サミット実行委員会 収支決算（案）
（単位：円）

区分 予算額① 決算②
決算-予算

②-①
内訳

1 負担金 1 負担金 54,583,000 54,583,000 0 ・道負担金54,583,000

2 寄附金 2 寄附金 0 0 0

3
その他

収入
3

その他

収入
0 0 0

収入計 (A) 54,583,000 54,583,000 0

4 事業費 4
サミット

関連事業費
54,583,000 52,386,175 ▲2,196,825

・サミット開催費 48,955,894

・高校生国連本部派遣等の関連事業費

　　　　　　　　　3,430,281

5 その他 5 事務局運営費 0 12,205 12,205 ・公印作成 他

支出計(B) 54,583,000 52,398,380 ▲2,184,620

収支差額(A-B) 0 2,184,620 2,184,620

収

入

支

出





  

【３号議案】 

残余財産の処分について（案）  
１ 残余財産について（報告） 
（１）残余金 

各事業の効率的・効果的な執行に最大限努めた結果、残余金は 2,184,620円となった。 

 

（２）残余物品等 

名  称 数量 

報告書、記録写真、ウェブサイトページなどの制作物の著作権 (既に著

作権が設定されている文字、画像、意匠等を除く) 
一式 

決定書、会計等文書、事業関係資料（配付用リーフレット、報告書、運営マ

ニュアル等） 
一式 

 

 

２ 残余財産の処分案 
（１）残余金 

当該残余金について、北海道負担金が原資となっているため、道へ返還する。 

 

（２）残余物品等 

  今後の記録・保存、有効活用の観点から、道に寄附する。 

 

（３）財産処分の時期 

    本総会で承認後、速やかに実施する。 

 

 



【４号議案】 

実行委員会の解散について（案）     本総会で１号、２号及び３号議案が承認された場合に、世界津波の日高校生サミッ
ト関連事業の目的は達成されたと認められることから、世界津波の日高校生サミット

実行委員会規約第 13条に基づき、本実行委員会を解散する。 

（解散の日は、本総会の議決結果通知においてお知らせする。）  
【参考】世界津波の日高校生サミット実行委員会規約  
（目的） 

第２条 実行委員会は、「『世界津波の日』 2019 高校生サミット in 北海道」

（以下「サミット」という。）及びその関連事業を円滑かつ効果的に実施する

ことを目的として設置する 。 

 

（解散） 

第 13条 実行委員会は、事業の目的を達成したとき解散する。 


