
平成２９年度第１回碧南市制７０周年記念事業実行委員会 

 

日時 平成２９年８月３１日（木） 

   午後１時３０分から 

場所 市役所２階 会議室４・５ 

 

１ あいさつ 

 

 

 

 

２ 碧南市制７０周年記念事業について （資料１） 

 

 

 

 

３ 碧南市制７０周年記念事業一覧について （資料２） 

 

 

 

 

４ 平成２９年度実行委員会予算（案）について （当日資料） 

 

 

 

 

 

 



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 田　政信 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 福留　健夫 代理：岩津　淳一郎

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 代理：松野　盛高

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 代理：鈴木　孝彦

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

23 碧南青年会議所 理事長 神谷　領伸

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 榊原　淳 代理：右田　強

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



碧南市制７０周年記念事業について  

 

１ 基本理念  

市制７０周年を迎え、これまでの碧南市の歴史や文化を築き上げた先人の努

力に感謝するとともに、市内外に向けて市の魅力を発信することで、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す。そして、

碧南市の将来を担う若者が様々な分野で挑戦し、活躍できるようなまちづくり

を進め、次の時代も活気に満ちあふれ、豊かで安心して暮らせるまちになるよ

う、さらなる碧南市の発展を目指す契機となる１年とする。  

 

２ 基本方針 

 (1) 市の文化・歴史を築き上げた先人の努力に感謝する（過去を振り返る） 

これまで発展を続けてきた過去を振り返り、市独自の歴史や文化を築いてきた先人

の努力や輝かしい功績に感謝する。 

 (2) 市の魅力の再認識、再発見する（現在を見つめる） 

暮らしの中にある碧南の魅力を見える化し、そして、市内外に発信する。それによ

り、市民が改めて市の良さ・素晴らしさを再認識・再発見し、市への愛着の形成を目

指す。また、市外での認知度の向上、交流人口の増加、さらには移住・定住の促進に

つなげる。 

 (3) 若者が様々な分野で挑戦し、活躍できるようなまちを目指す（未来に羽ばたく） 

碧南の将来を担う人材を育成するとともに碧南市の将来を担う若者やこどもたち

が、活躍できる仕組みを構築する。また、一度碧南を離れても、また戻りたいと思わ

れるようなまちづくりを推進する。 

 

３ 事業構成  

 (1) 市制記念式典 

   市制７０周年の節目を祝う記念式典を行う。  

 (2) 記念事業 

  ア 特別事業  

    市制施行の節目となる年にふさわしい特別な事業。  

  イ 冠事業  

    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。  

  ウ 協賛事業  

    各団体が実施する事業に対して補助等をする事業。  

 

資料１  



４ 実施体制について  

 (1) 碧南市制７０周年記念事業実行委員会 

   各団体の代表者等で組織し、市及び各種団体から提案のあった事業につい  

て協議をし、ＰＲについての協力をする。  

 (2) 碧南市制７０周年記念事業実施本部 

   市長、副市長、教育長並びに部長級職員で構成し、記念事業の実施に関す  

る協議を行う。 

 (3) 碧南市制７０周年記念事業世代別会議 

   碧南市在住・在学・在勤の３つの世代（若者、パパママ、シニア）による  

市民公募委員で構成し、碧南の魅力を効果的に発信する方法を検討する。 

 なお、市の魅力や施策の効果的な発信方法を研究・実践するプロジェクト  

チームを市若手職員（主事・主査級）で組織し、世代別会議と連携して、事  

業の提案及び実施のサポートを行う。  

 (4) 碧南市制７０周年記念事業事務局 

   総務部経営企画課政策推進係にて行う。 

 

 



碧南市制 70周年記念事業実行委員会設置要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、碧南市制施行 70周年記念事業の実施にあたり、碧南市制 70周年記

念事業実行委員会（以下「委員会」という。）の設置及び運営に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「記念事業」とは、市制施行 70周年を記念して行う事業をいう。 

 （所掌事務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を行う。 

 (1) 記念事業の計画及び実施に関すること。 

 (2) 記念事業の広報及び周知に関すること。 

 (3) 記念事業の調整に関すること。 

 (4) 記念事業の参加に関すること。 

 （組織） 

第４条 委員会は、会長及び別表に定める団体の代表者等で組織する。 

２ 委員がその職を離れたときは、当該委員の属する団体から選出された後任者が新たな

委員となる。 

３ 委員の任期は、記念事業の終了までとする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長１人及び副会長２人以内を置く。 

２ 会長は、市長をもって充て、副会長は会長が委員のうちから指名する。 

３ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（監事） 

第６条 委員会に監事２名以内を置く。 

２ 監事は、会長が委嘱する。 

３ 監事は、会計その他の事務を監査する。 

 （顧問及び参与） 

第７条 委員会に顧問及び参与を置く。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

 （会議） 

第８条 委員会は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席をさせ、意見を述べ

させることができる。 



 （会議の公開） 

第９条 委員会は、公開する。ただし、個人の秘密を保つ必要があると認めるとき、又は

会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるとき

は、非公開とすることができる。 

 （事務局） 

第 10条 委員会の庶務及び全体調整を行うため、総務部経営企画課内に事務局を置く。 

 （委任） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営その他必要な事項は、会長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年６月２６日から施行する。 

別表（第４条関係） 

 団体名 

１ 碧南市 

２ 碧南市連絡委員幹事会 

３ 碧南警察署 

４ 愛知県交通安全協会碧南支部 

５ 碧南市友好親善協会 

６ 碧南市ボランティア連絡協議会 

７ 衣浦東部広域連合 碧南消防署 

８ 碧南市消防団 

９ 碧南市身体障害者福祉協会 

１０ 碧南市社会福祉協議会 

１１ 碧南市民生委員児童委員協議会 

１２ 碧南市赤十字奉仕団 

１３ 碧南市シルバー人材センター 

１４ 碧南市老人クラブ連合会 

１５ 碧南市医師会 

１６ 碧南歯科医師会 

１７ 碧南市薬剤師会 

１８ 碧南商工会議所 

１９ 碧南市商店街連盟 

２０ 碧南ロータリークラブ 

２１ 碧南ライオンズクラブ 

２２ 碧南青年会議所 

２３ 碧南市消費生活保護協会 



２４ 碧南市生活学校 

２５ 碧南市更生保護女性会 

２６ 連合愛知三河西地域協議会 

２７ あいち中央農業協同組合碧南地区 

２８ 大浜漁業協同組合 

２９ 油ヶ渕漁業協同組合 

３０ 愛知建築士会碧南支部 

３１ 衣浦三水会 

３２ 碧南文化協会 

３３ 愛知県立碧南高等学校 

３４ 愛知県立碧南工業高等学校 

３５ 碧南市小中学校長会 

３６ 碧南市立小中学校幼稚園 PTA 連絡協議会 

３７ 碧南市青少年育成推進員連絡会 

３８ 碧南市子ども会育成連絡協議会 

３９ 碧南市保育所父母の会連絡協議会 

４０ HEXPO STAFF 

４１ 碧南の図書館友の会 

４２ 碧南市体育協会 

４３ 碧南市レクリエーション協会 

４４ 元気ッス！へきなん市民会議 

４５ 市民公募 

４６ 碧南市会計管理者 

 



碧南市制７０周年記念事業一覧

1
棚尾地区まちづくり事
業竣工イベント

特別 H30.3.18
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の実施を
検討中。

地域協働課

棚尾地区まちづ
くり事業竣工イ
ベント実行委員
会

2 桜まつり 冠 3月下旬

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

商工課 碧南市観光協会

3 市制記念式典開催事業 － H30.4.5
・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）

秘書情報課

4 蓮如ウォーク 協賛 4月頃
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。

地域協働課
春の蓮如ウォー
ク実行委員会

5 藤まつり 冠
4月中旬～5
月上旬

「広の長藤」として知らせる藤棚のもと、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

商工課 碧南市観光協会

6
あおいパーク開園２０
周年記念　春のフェス
ティバル

冠 ＧＷ期間中

ＧＷ期間において、抽選会、親子教室（料理、
パン、ケーキ）、野菜スープ等の無料試食、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。

あおいパー
ク

7
第１３回全国女子軟式
野球選抜交流碧南大会

冠 5月
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。

スポーツ課
全国女子軟式野
球選抜交流碧南
大会実行委員会

8
議会だより市制７０周
年記念号発行事業

特別 5月頃 議会だよりの７０周年記念号を発行する。
議会事務局
議事課

9 花しょうぶまつり 冠
5月中旬～6
月中旬

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）

商工課 碧南市観光協会

10
元気ッス！あそびのリ
レー

協賛 6月頃
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。

スポーツ課
碧南市レクリ
エーション協会

11
碧南の文化財展（仮
称）

冠 6月～7月頃
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。

文化財課

12
元気ッス！へきなん実
施事業

冠 H30.7.28

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市民
会議により検討する。

地域協働課
元気ッス！へき
なん市民会議

13
碧南緑地ビーチコート
オープン記念イベント

特別 7月
臨海緑地ビーチコートの開場を記念し、市民に
お披露目の機会となるイベントを開催する。

スポーツ課
碧南市体育協会
（碧南市バレー
ボール協会）等

14
衣浦みなとまつり花火
大会

冠 7月頃

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

土木課
衣浦みなとまつ
り花火大会実行
委員会

15 へきなんから宇宙へ 特別 7月～8月頃 最新情報が載っている宇宙関連資料の図書展示
碧南市民図
書館

16
自分達の未来を考えよ
う

協賛 7月～8月頃
未来ある子供たちに未来の町づくりを考える
きっかけを作るような事業を実施する。

生涯学習課
碧南市おやじの
会連絡会

17
平成３０年度　少年の
主張愛知県大会

特別 H30.8.29

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。

生涯学習課

事業
種別

関係団体事業内容 担当課事業名 実施時期

資料２

1



碧南市制７０周年記念事業一覧
事業
種別

関係団体事業内容 担当課事業名 実施時期

資料２

18
愛知の発明の日事業
（仮称）

特別

(ショー)
H30.9.2
(その他)夏
休み期間中

・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）

ものづくり
センター

19 記念茶会 冠 10月

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）

哲学たいけ
ん村無我苑

碧南市文化協会

20
大浜てらまちウォーキ
ング

協賛 10月

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
・Teramachigram（てらまちエリアで撮影した
写真のInstagramでの投稿）

商工課
大浜にぎわいづ
くり実行委員会

21 へきなん自転車散歩 協賛 10月頃
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。

地域協働課
へきなん自転車
散歩実行委員会

22 スケートボート大会 協賛 10月頃

碧南市初のスケートボード大会を開催（プロス
ケーター（２０２０年オリンピック候補選手）
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。

スポーツ課
NPO法人へきなん
総合型スポーツ
クラブ

23
市民ふれあいフェス
ティバル実施事業

冠 H30.11.11

「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。

福祉課
市民ふれあい
フェスティバル
実行委員会

24 碧南市消防団記念事業 特別 11月頃
・100周年記念誌作成
・記念講演会

防災課
碧南市消防団
碧南市消防協会

25 たなを村まつり 協賛 11月頃

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。

地域協働課
たなを村まつり
実行委員会

26 きらきらウォーク 協賛 12月頃

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。

地域協働課
きらきらウォー
ク実行委員会

27 若者議会実施事業 特別 12月下旬頃

公募の若者（主に20歳前後）又は高校の代表生
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。

議会事務局
議事課

28 第７回碧南第九演奏会 協賛 H31.2.10
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。

生涯学習課
碧南第九を歌う
会、碧南混声合
唱団

29
第４５回碧南市民駅伝
大会（有名選手招待事
業）

冠 3月
市内一円のコースを５名の走者により一周する
市民駅伝大会に有名選手招待事業を合わせて実
施。

スポーツ課
碧南市民駅伝大
会実行委員会

30
水族館ビオトープ（仮
称）オープン記念行事

特別 H31.3月下旬 施設オープンセレモニーの実施。
碧南海浜水
族館

31
姉妹都市友好都市交流
事業

特別
4月及び9～
11月頃

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。

地域協働課
碧南市友好親善
協会

32 議場公開事業 特別 4月～3月

定例会会期中を除く期間、議場に市長表敬訪問
に来た方を招待し、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。

議会事務局
議事課
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碧南市制７０周年記念事業一覧
事業
種別

関係団体事業内容 担当課事業名 実施時期

資料２

34
元気ッス！スポーツ
みらい教室（有名選手
招待スポーツ教室）

特別 7月～12月頃
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。

スポーツ課

碧南市体育協
会・碧南市ス
ポーツ少年団・
NPO法人へきなん
総合型スポーツ
クラブ

35 生涯学習講演会 冠 9月～11月頃

例年、文化会館大会議室（定員180名）で行っ
ている講演会を、ホール（定員1,016名）で行
い、より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内容の講演
会とする。

生涯学習課

36 新キネマの天地 特別 未定

・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。

文化創造課
芸術文化ホール
（指定管理者）

37 吉本新喜劇 in 碧南 特別 未定
吉本新喜劇を碧南市で開催。文化会館ホールに
て１日２回公演を想定。

経営企画課

38 NHK番組招致 特別 未定
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。

経営企画課

39 世代別会議実施事業 特別 未定
碧南市制７０周年記念事業世代別会議において
実施する事業。現在会議の中で実施内容を検討
中。

経営企画課

40
碧南市老人クラブ連合
会記念補助事業

協賛 未定
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

高齢介護課
碧南市老人クラ
ブ連合会

41 ものづくりフェア 協賛 未定

・ものづくりフェア（商工会議所開催事業補
助：企業の技術や魅力を伝える企業展）
・全日本製造業コマ大戦（商工会議所開催事業
補助）
・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。

商工課
ものづくり
センター

碧南商工会議
所、碧南市少年
少女発明クラブ
等

冠33
藤井達吉現
代美術館

美術館企画展開催事業 4月～3月
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を開催する。
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＜実行委員会＞
収入の部
科目 節 金額 備考

１　委託料 １　市委託料 500,000

合計 500,000

支出の部
科目 節 金額 備考

１　事務費 １　会議費 20,000 会議賄い

２　事務用品消耗品 10,000

３　雑費 20,000 印鑑、ゴム印等

２　事業費 ４　ＰＲ事業 450,000 懸垂幕等制作費

合計 500,000

※各項目間において流用ができるものとする。

平成２９年度碧南市制７０周年記念事業実行委員会予算（案）


