
平成２９年度第２回碧南市制７０周年記念事業実行委員会 

 

日時 平成３０年３月２０日（火） 

   午後３時から 

場所 市役所２階 会議室４・５ 
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２ 平成２９年度実行委員会決算見込みについて 

 

 

 

 

 

３ 平成３０年度実行委員会予算（案）について 

 

 

 

 

 

４ 碧南市制７０周年記念事業一覧について 

 

 

 

 

 

 



碧南市制７０周年記念事業　実行委員会委員名簿
団体名 団体の職名 氏名 備考

1 碧南市 市長 会長

2 碧南市連絡委員幹事会 代表幹事 金原　功 副会長

3 碧南商工会議所 会頭 鈴木　並生 副会長

4 碧南市友好親善協会 副会長 長田　良次 監事

5 碧南市会計管理者 会計管理者 杉本　広則 監事

6 碧南警察署 署長 竹内　英樹 代理：坂崎　一也

7 愛知県交通安全協会碧南支部 副支部長 榊原　周治

8 碧南市ボランティア連絡協議会 会計 小笠原　弘子

9 衣浦東部広域連合　碧南消防署 署長 榊原　立次

10 碧南市消防団 団長 角谷　一基

11 碧南市身体障害者福祉協会 会長 鈴木　たか子

12 碧南市社会福祉協議会 会長 杉浦　三代枝

13 碧南市民生委員児童委員協議会 会長 河原　厚司

14 碧南市赤十字奉仕団 委員長 生田　厚子

15 碧南市シルバー人材センター 会長 角谷　清

16 碧南市老人クラブ連合会 会長 禰宜田　知司

17 碧南市医師会 会長 加藤　丈博

18 碧南歯科医師会 会長 水野　博史

19 碧南市薬剤師会 会長 奥村　晋平

20 碧南市商店街連盟 会長 齋藤　孝司

21 碧南ロータリークラブ 会長 木村　徳雄

22 碧南ライオンズクラブ 会長 石川　徹 代理：斉藤　太志

23 碧南青年会議所 理事長 杉浦　友則

24 碧南市消費生活保護協会 会長 神谷　葉子

25 碧南市生活学校 運営委員長 石附　満江

26 碧南市更生保護女性会 会長 永坂　幸子

27 連合愛知三河西地域協議会 代表 柴田　勝利

28 あいち中央農業協同組合碧南地区 担当理事 三島　孝二

29 大浜漁業協同組合 代表理事組合長 石川　武範

30 油ヶ渕漁業協同組合 代表理事組合長 加藤　教行

31 愛知建築士会碧南支部 支部長 小野　博之

32 衣浦三水会 会長 佐藤　浩雄 代理：加藤　哲

33 碧南文化協会 副会長 菅沼　正則

34 愛知県立碧南高等学校 校長 坪井　基紀

35 愛知県立碧南工業高等学校 校長 稲垣　孝臣

36 碧南市小中学校長会 会長 北村　恒

37 碧南市立小中学校幼稚園PTA連絡協議会 会長 服部　弘史

38 碧南市青少年育成推進員連絡会 会長 榊原　勝彦

39 碧南市子ども会育成連絡協議会 会長 角谷　篤宏

40 碧南市保育所父母の会連絡協議会 会長 鈴木　怜香 代理：大橋　智美

41 HEXPO　STAFF 会長 立澤　和人

42 碧南の図書館友の会 会長 神谷　猛

43 碧南市体育協会 会長　 榊原　健

44 碧南市レクリエーション協会 会長 有本　征世

45 元気ッス！へきなん市民会議 会長 杉浦　光

46 愛知県議会 議員 石井　拓 顧問

47 碧南市議会 議長 石川　輝彦 参与

48 碧南市議会 副議長 祢宜田　拓治 参与



収入の部

科目 節 予算現額 収入済額
予算現額と収入
済額との比較

備考

１　委託料 １　市委託料 500,000 500,000 0

合計 500,000 500,000 0

支出の部

科目 節 予算現額 支出済額
予算現額と支出
済額との比較

備考

１　事務費 １　会議費 20,000 6,972 13,028 会議賄い

２　事務用品消耗品 30,000 2,570 27,430 印鑑

２　事業費 １　ＰＲ事業 450,000 318,600 131,400
横断幕及び懸垂幕制作費
ＰＲポケットティッシュ制作費

合計 500,000 328,142 171,858

平成２９年度碧南市制７０周年記念事業実行委員会収入支出決算書（見込み）



【種別について】 特別･･･市制施行の節目となる年にふさわしい特別な事業。
冠･･･既存事業の中から基本方針に沿った事業に市制７０周年の冠をつけ実施する事業。
協賛･･･各団体が実施する事業に対して補助等をする事業。

プ
レ

特別 平成３０年３月１８日（日） 碧南レールパーク開通イベント 市制７０周年記念プレイベントとして、ウォークラリー、電車に関連したイベント等を実施。

1 協賛
平成３０年３月２４日（土）

～４月８日（日） 桜まつり
市内の桜の名所として明石公園を定着させ、市内外からの集客を図る。
・ステージパフォーマンスの拡充
・夜桜大鑑賞会

2 － ４月５日（木） 市制記念式典開催事業
・記念コンサート（碧南出身の若手演奏者によるコンサート）
・式典（式辞、市政功労者表彰、祝辞）

3 協賛 ４月２１日（土）～５月６日（日） 藤まつり
「広の長藤」として知られる藤棚のもと、お茶会、鑑賞会などを開催して市内外からの集客を図る。
・ボンボリによる夜間照明の設置

4 協賛 ４月２２日（日） 蓮如ウォーク
蓮如を中心に西端の歴史や文化にふれるとともに後世に伝える意欲を高めるイベントを開催する。バルー
ンゲート設置、蓮如フェスなどの実施予定。

5 協賛
【講演会】４月２４日（火）
【記念誌】１月完成予定

碧南市老人クラブ連合会記念補助
事業

碧南市老人クラブ連合会６０周年記念誌発行及び記念講演会に対する補助。

6 特別 ４月及び１０～１１月 姉妹都市友好都市交流事業
姉妹都市友好都市の首長や住民を招き、交流活動を行う。また、市民派遣団を結成し、姉妹都市を訪問し
市民レベルの交流を行う。

7 冠 ４月下旬～５月上旬
あおいパーク開園２０周年記念
春のフェスティバル

ＧＷ期間において、抽選会、親子教室（料理、パン、ケーキ）、ヤーコン茶・ホットケーキ等の無料試
食、新タマネギおよびキャロットジュースプレゼント、ふれあい動物園など各種イベントを開催。

8 特別 ５月上旬 議会報発行事業 議会だよりの７０周年記念号を発行する。

9 冠 ５月３日（木・祝）、４日（金・祝）
第１３回全国女子軟式野球選抜交
流碧南大会

全国の強豪女子軟式野球チームを招待し、レベルの高いチームの交流戦を実施。

10 特別 ５月１日（火）～５日（土） 新キネマの天地

・かつて７つの劇場を中心に栄えた碧南市の町並みを芸術文化ホールに再現。
・ホール等で映画の上映や昭和歌謡ショーなどの実施。
・昭和史の資料をデジタル化し上映する。
・スタジオに昭和の家庭セットなどを設置し、昭和の碧南を再現する。

11 協賛 ５月２６日（土）～６月１７日（日） 花しょうぶまつり
開園５０年以上の歴史を持つ花しょうぶ園を市内外にＰＲし、集客を図る。
・Instagramで花しょうぶフォトコンテスト（写真のInstagramでの投稿）

12 協賛 ６月１０日（日） 元気ッス！あそびのリレー あそびの日として乳幼児から参加できるレクリエーションイベントを実施。

市制７０周年記念事業一覧
　平成３０年４月に碧南市制７０周年を迎えるにあたり、年度を通じて記念事業を実施する。市内外に向けて市の魅力を発信することにより、市民における市への愛着や誇りの形成、ま
た、市外での認知度向上を目指し、さらなる碧南市の発展を目指す契機となる１年とする。

種別 開催日 事業名 事業内容
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種別 開催日 事業名 事業内容

13 特別 ７月１５日（日） どろんこ大会
市内小学生に対し、泥遊びを通して仲間の大切さや自然の大切さを見直し、学ぶ機会とする。
・電車ごっこ、ボート引き、どろんこフラッグなど

14 冠 ７月２１日（土） 衣浦みなとまつり花火大会
打ち上げ花火、スターマイン及びメロディー花火ならびにテーマを持った花火コレクション（イラスト花
火、創作花火及び芸術花火）　約４，０００玉

15 特別 ７月２１日（土）
碧南緑地ビーチコートオープン記
念イベント

碧南緑地ビーチコートのオープンを記念し、市民にお披露目の機会となるイベントを開催する。
ビーチスポーツのトップアスリートによるエキシビジョンマッチ、市民向けビーチスポーツ・ビーチコー
ト体験イベント等。

16 冠 ７月２８日（土） 元気ッス！へきなん実施事業
市民有志により組織する元気ッス！へきなん市民会議により企画・運営される碧南市最大の市民参加型イ
ベント。記念事業内容については市民会議により検討する。

17 特別 ８月９日（木） 若者議会実施事業
公募の若者（１６～２２歳）及び高校の代表生徒等を議場に招き、碧南市の将来への希望を若者達から提
案してもらい、碧南市の未来像を探る。

18 特別 ８月２９日（水）
平成３０年度　少年の主張愛知県
大会

少年（中学生）が日ごろ生活を通じて考えていることや実践していることを、飾り気のない言葉でまとめ
た作品を募集し、事前審査を通過した中学生が会場で主張を発表する。

19 特別 夏休み期間中 図書企画展～碧南から宇宙へ～ 最新情報が載っている宇宙関連資料の図書展示。

20 冠
【サイエンスショー】９月２日（日）

【その他】未定 こども科学発明教室

・米村でんじろうサイエンスショー
・教室（碧南工業高校環境工学科による化学実験教室、ＮＰＯ法人楽知ん研究所による大道仮説実験講
座、日本弁理士会東海支部による特許出前教室）
・紙飛行機大会（発明クラブ）

21 冠 ９月１９日（水）～１０月２１日（日）
歴史系企画展「へきなんの文化
財」

歴史に関する調査研究の成果を、普段見ることのできない貴重な文化財等の資料を中心に企画展示する。

22 冠 １０月１３日（土） 生涯学習講演会
例年、文化会館大会議室（定員１６０名）で行っている講演会を、ジャーナリストの池上彰氏を呼び、
ホール（定員１，０１６名）で行うことで多くの市民に現在及び未来をどのように生きるかを考えるため
の礎となる講演会をする。

23 協賛 １０月２１日（日） 大浜てらまちウォーキング

大浜てらまちエリアを歩行者天国とし、ウォーキングしながら地区の歴史、文化、伝統などを知る機会と
する。
・十ヶ寺めぐり、てらまちマーケット等の既存イベント
・夜の十ヶ寺めぐり
・てらまちぐらむ（てらまちエリアで撮影した写真のInstagramでの投稿）

24 冠 １０月２８日（日） 記念茶会
毎月行っている涛々庵茶会のうち１０月の回を記念茶会として会場を３席設け、開催する。
・涛々庵小間（濃茶）、涛々庵広間（薄茶）、安吾館（煎茶）

25 協賛 １１月３日（土） たなを村まつり
棚尾の歴史を学び、棚尾地区を活性化するイベントを開催し、その計画過程においてまちづくりに自主
的、主体的に取り組む団体を組織する。

26 冠 １１月１１日（日）
市民ふれあいフェスティバル実施
事業

「ふれあう心　あふれる笑顔　元気いっぱい！碧南」をメインテーマとし、営利活動のみを目的とせず、
暮らし、健康、福祉をテーマとした内容で、各団体等の活動内容の周知を図ることとして行われる市民ま
つりの実施。

27 協賛 １１月２５日（日） へきなん自転車散歩 碧南市の歴史を学び、現在の魅力を再認識していただくイベントを実施。
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種別 開催日 事業名 事業内容

28 特別 １２月９日（日） 人権啓発活動活性化事業 人権尊重思想の普及高揚を図るための講演会の実施。

29 協賛 １２月１５日（土） きらきらウォーク
冬の風物詩として定着しているイルミネーションの実施とイベントを開催する。来場者を魅了する記念イ
ルミネーション作成や記念イベントを実施予定。

30 特別 ２月１０日（日） 第７回碧南第九演奏会
ベートーベン作曲「交響曲第９番ニ短調」の演奏会を開催する。なお、第４楽章の合唱に出演する者は市
民公募とする。

31 協賛 ２月下旬 ものづくりフェア協賛事業 子どもたちが明るい未来を描く、ものづくりや発明の体験・展示等のイベントの実施。

32 冠 ３月３日（日） 第４６回碧南市民駅伝大会 市内一円のコースを５名の走者により一周する市民駅伝大会を実施。

33 特別 ３月２３日（土） ビオトープオープン記念行事
施設オープンセレモニーの実施。
・市長挨拶
・植樹式もしくは放流式

①４月１０日（火）～６月３日（日）

②７月２１日（土）～９月９日（日）

③１０月３０日（火）～１２月１６日（日）

④１月１２日（土）～２月２４日（日）

35 特別 未定 吉本新喜劇 in 碧南 吉本新喜劇を碧南市で開催。文化会館ホールにて１日２回公演予定。

36 特別 未定 ＮＨＫ公開番組 ＮＨＫ公開番組を碧南市へ招致する。現在申請中のため番組未定。

37 特別 未定 世代別会議実施事業 碧南市制７０周年記念事業世代別会議（若者会議、パパママ会議、シニア会議）において実施する事業。

38 特別 未定
碧南市消防団（消防組発足１００
周年）記念事業

・１００周年記念誌作成
・記念講演会

39 協賛 未定
元気ッス！スポーツでつなぐ夢・
みらい教室

トッププレーヤーを招待して小中学生を対象としたスポーツ教室を複数種目において実施する。

40 協賛 未定 スケートボート大会 in へきなん
碧南市初のスケートボード大会を開催（２０２０年オリンピック候補選手のプロスケーターを審査員に招
致予定）。スラックラインプロライダーのデモ、体験会も同時に開催予定。

41 特別 通年 議場公開事業
定例会会期中を除く期間、議場に市長表敬訪問及び広報へきなんや市内小中学校へのチラシで募集した方
を招待し、通常できない議長席や議席での記念撮影、ディスプレイの操作等を体験してもらう。

※開催日については、今後変更となる場合がございます。

国内外の魅力ある優れた美術作品を紹介する企画展や、この地方を中心に活躍した作家や芸術作品に焦点
を当てた企画展「所蔵秀作展　１０年の歩み」、「長谷川利行展」、「老当益壮の画人展」、「生誕１３
０年　佐藤玄々（朝山）展」を開催する。

34 冠

美術館企画展開催事業
①所蔵秀作展・１０年の歩み
②長谷川利行展
③老当益壮の画人展
④佐藤玄々（朝山）展
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