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１ 新世紀岡崎 飛躍祭

⑴ 概要（基本構想抜粋）

岡崎市は、⼤正５年（1916年）７⽉１⽇に市制を施⾏し、平成28年（2016年）に市制

施⾏100周年を迎えます。

市制施⾏100周年は、市の成⻑過程における節⽬であり、岡崎らしさを新時代へ継承す

るとともに、市⺠の誇りをより強く、より⾼めるための継点であると位置づけられます。

市制施⾏100周年を、岡崎の新たな世紀の始まりとして、市⺠・市・企業・団体等全て

の関係者が主役となり協働しながら、更なる発展に向かって⼒を合わせて活躍する契機と

するため、市制100周年記念事業の基本理念を「市⺠と創る、新世紀岡崎」、基本方針を

「市⺠参加の祝祭」「シティプロモーションの推進」「家康公との共演」の３つとし、こ

の記念すべき節⽬の年を、多くの市⺠の皆様と祝うため、平成28年４⽉１⽇から平成29

年３⽉31⽇までの１年間を実施期間として、市制100周年記念事業を実施します。

市制100周年記念事業基本構想の基本⽅針等を踏まえ、本市固有の歴史や伝統などを市

の「たから」として受け継ぎ、ともに暮らすみんなで「かがやき」を創造し、明日への

「きぼう」に繋げていくことをテーマに、市制100周年記念事業全体を「新世紀岡崎 飛躍

祭（１００歳）」として実施し、本市の新世紀における飛躍につなげます。

乙川リバーフロント
地区のまちづくり

岡崎まち
ものがたり
作成事業

おかざき100年祭

市民プロジェクト
支援事業

HOPEプロジェクト

市制施行100周年
記念式

たから
の継承

明日への

きぼう

赤い糸
プロジェクト

四季祭プロジェクト

イベント事業

イベント事業

イベント事業

岡崎さくら100年
プロジェクト

かがやき
の創造

歴史まちづくり

新世紀岡崎 飛躍祭
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１ 新世紀岡崎 飛躍祭について

⑵ 事業構成

岡崎市制100周年記念事業は、記念式典と記念事業、広報・PR事業で構成しました。

○記念式典

平成28年（2016年）７⽉１⽇の市制記念⽇に、市制100周年記念事業の中⼼的な公式

⾏事として記念式典を挙⾏しました。

○記念事業

■特別事業

市制施⾏の節⽬となる年度に特別な役割を持つ事業を特別事業と位置付けました。新

たに実施するイベント事業（新規）、既存事業の充実を図るイベント事業（既存拡充）、

魅⼒ある都市整備を目的とするまちづくり事業からなり、メモリアルなものとして後世

まで伝えることができる事業としました。

■連携事業

市と市⺠団体、企業等が連携して実施する事業を連携事業と位置付けました。市⺠団

体等と実施する市⺠連携事業、企業や団体等と実施する企業等連携事業、姉妹都市の広

島県福⼭市と実施する都市連携事業からなり、多くの市⺠の参画・参加に繋げ、100周

年記念事業の盛り上がりを演出するとともに未来に繋げることができる事業としました。

〇広報・PR事業

市制100周年記念事業を周知または記録に残すため、新聞への掲載や看板の設置、岡崎

応援キャラクター隊によるPR活動、事業記念誌の作成等を実施しました。

◆プレイベント

平成27年１⽉１⽇から平成28年３⽉31日までをプレイベント期間として、市制100周年

記念事業を周知及び機運を醸成する事業を実施しました。

記念式典

特別事業記念事業 イベント事業（新規）

広報・PR事業

イベント事業（既存拡充）

まちづくり事業

連携事業 市民連携事業

企業等連携事業

都市連携事業

新世紀岡崎 飛躍祭
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岡崎市制100周年記念事業推進本部
・市⻑ ・副市⻑ ・教育⻑ ・病院⻑
・市⻑公室⻑ ・市⻑公室防災担当部⻑
・企画財政部⻑
・企画財政部100周年記念事業推進担当部⻑
・総務部⻑ ・税務部⻑ ・市⺠⽣活部⻑
・市⺠⽣活部地域⽀援担当部⻑
・⽂化芸術部⻑ ・福祉部⻑
・福祉部付（福祉事業団派遣）部⻑級
・保健部⻑ ・保健所⻑ ・こども部⻑
・環境部⻑ ・経済振興部⻑
・経済振興部農林担当部⻑ ・都市整備部⻑
・都市整備部拠点整備担当部⻑
・⼟⽊建設部⻑ ・建築部⻑
・病院事務局⻑ ・消防⻑
・上下⽔道局⻑ ・上下⽔道局技術担当局⻑
・会計管理者 ・議会事務局⻑
・教育委員会教育部⻑ ・教育委員会教育監
・監査委員事務局⻑

岡崎市制100周年記念事業
推進本部

新世紀岡崎委員会

⑶ 実施組織

新世紀岡崎 飛躍祭の実施にあたっては、多くの市⺠・団体等が参画し、市全体で推進を

図るように次の組織を設置しました。

○新世紀岡崎委員会

市と関係団体、市⺠、企業等が連携して実施する連携事業のうち、主要な５つの事業を

推進するため、実⾏組織として「新世紀岡崎委員会」を設置しました。５つの内、４つの

事業に部会を設置し、各主体が特性を持ち寄り、その役割や責任と権限、そして費用を分

担し、市⺠が参画・参加しやすい事業を実施しました。

○岡崎市制100周年記念事業推進本部

市又は市が関係する組織が中心となって実施する特別事業を推進するため、「岡崎市制

100周年記念事業推進本部」を設置しました。本部の下部組織として担当課等の⻑等で

「市制100周年記念事業推進会議」を組成し、各機関と調整を図り市⺠が参加しやすい事

業を実施しました。

事務局
・100周年記念事業推進課

市民
・

議会

新世紀岡崎委員会
・岡崎市（市⻑）
・岡崎商工会議所（会頭）
・岡崎市総代会連絡協議会（会⻑）
・岡崎活性化本部（本部⻑）
・岡崎市観光協会（会⻑）
・岡崎市体育協会（理事⻑）
・岡崎市教育委員会（教育⻑）
・岡崎⼤学懇話会（会⻑）
・あいち三河農業協同組合（代表理事組合⻑）
・岡崎市⾷品衛⽣協会（会⻑）
・岡崎商⼯会議所⼥性部（会⻑）
・あいち三河農業協同組合⼥性部（部⻑）
・岡崎市ＰＴＡ連絡協議会（会⻑）
・岡崎⻘年会議所（理事⻑）

事務局
・100周年記念事業推進課
・岡崎活性化本部

・岡崎まちものがたり作成部会
・市⺠プロジェクト⽀援部会
・赤い糸プロジェクト部会
・岡崎さくら100年部会
・おかざき100年祭

・市制100周年記念事業推進会議

新世紀岡崎 飛躍祭
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実施記録

２ 実施記録

(1) 事業数

ア プレイベント

計13事業

イ 100周年記念事業

計65事業

(ｱ) 記念式典 １事業

(ｲ) 記念事業

ａ 特別事業

(a) イベント事業（新規） 20事業

(b) イベント事業（既存拡充） 22事業

(c) まちづくり事業 ２事業

ｂ 連携事業

(a) 市⺠連携事業 ５事業

(b) 企業等連携事業 ９事業

(c) 都市連携事業 ３事業

（ｳ）広報・ＰＲ事業 ３事業

(2) 事業費

ア プレイベント

決算額 300,206,183円（当初予算額332,700,000円）

イ 100周年記念事業

決算額 582,235,460円（当初予算額620,665,000円）

ウ 合計

決算額 882,441,643円（当初予算額953,365,000円）

※100周年記念事業として実施した部分の⾦額とする。既存拡充事業で例年実施事業の予算

額（通常予算）を含まない

※まちづくり事業（２事業）については、複数年におよぶ都市整備事業であるため、当該事

業費に含まない

(3) 人数

ア 参加人数

プレイベント 978,476人

100周年記念事業 2,136,941人 計 3,115,417人

イ 参画人数

プレイベント 4,143人

100周年記念事業 22,119人 計 26,262人

ウ 合計

プレイベント 982,619人

100周年記念事業 2,159,060人 計 3,141,679人

※広報事業については、周知を目的としたものであるため、集計に含まない

※テレビ視聴者は、集計に含まない

※参画人数に市職員、委託事業者は含まない

※まちづくり事業（２事業）については、当該年度の参加・参画⼈数を含む
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明日への

きぼ

３ プレイベント

・家康公四百年祭(P8)

・新東名開通前イベント ハイウェイマラソン＆ウオーキング(P9)

・第32回全国都市緑化あいちフェア協賛事業(P10)

・家康⾏列(P11)

・花火大会(P11)

・武将隊特別公演(P12)

・家康公生誕祭(P12)

・家康サミット 三都物語〜岡崎編〜「家康の城と城下を考える」(P13)

・美術博物館家康公四百年祭記念事業(P13)

・ジャズの街岡崎発信事業(P14)

・岡崎市⺠大学(P14)

・泰平の祈りプロジェクト(P15)

・農林産物加工品開発業務(P15)

プレイベント
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事業名 家康公四百年祭

主 催 岡崎市・徳川家康公顕彰四百年記念事業岡崎部会実⾏委員会

担当課 観光課

内 容 家康公薨去四百年という記念の年に、家康公が築いた江⼾時代（世界史上例をみ
ない平和国家・究極の循環型社会・文化の成熟期）を再考し、その知恵と歴史的
意義を全国、世界へ発信するとともに、ゆかりの地に住む住⺠が改めて誇りに感
じることにより、地域の魅⼒向上と活性化に繋げていく事業として、岡崎城まつ
り、⾷のシンポジウム、旅⾏商品造成、メディアＰＲ、⽥んぼアート、観光ＰＲ
キャラバン、ゆかりの地を巡るスタンプラリー、ご当地吉本新喜劇、学校ワーク
ショップ、エンディングセレモニー、記録誌作成などを、本市と静岡市・浜松市
の３市３商工会議所で連携を図りながら実施した。

開催日時 平成27年１⽉１⽇（⽊）〜12月31日（木）

場所・会場 岡崎公園 他

人 数 128,670人 内 訳 参画665人、参加128,005人

実施効果 広域連携及び記念事業としてＰＲするとともに、様々な形の事業で幅広い層の
方々にアプローチすることで、家康公生誕の地岡崎を広く周知することができた。

備 考 関連事業や人数が計上できない事業もあるため、実際の人数については、報告人
数より更に多くの⽅に参加いただいたと考えられる。
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事業名 新東名開通前イベント ハイウェイマラソン＆ウオーキング

主 催 岡崎市、豊田市
主管：新東名開通記念イベント事業実⾏委員会、新東名開通記念スポーツ事業実⾏委員会

担当課 市⺠スポーツ課、100周年記念事業推進課、交通政策室 ほか

内 容 開通前の新東名⾼速道路を利⽤し、岡崎・豊⽥市⺠やスポーツ愛好者を対象とし
たマラソン（３ｋｍ、１０ｋｍ、ハーフ）及びウオーキング（６ｋｍ）、また
サービスエリアを利⽤したおもてなしイベントを開催した。岡崎市がマラソンを
主催し、岡崎市と豊田市でウオーキングとおもてなしイベントを共催した。

開催日時 平成27年11月22日（日）9：30〜15：00

場所・会場 新東名⾼速道路本線及び岡崎サービスエリア

人 数 8,024人 内 訳 参画463人、参加7,561人

実施効果 各メディアに広く取り上げてもらい、新東名⾼速道路の愛知県区間の開通、岡崎
市制施⾏100周年及び新・新豊⽥市誕⽣10周年をPRすることができた。

備 考 サイクリング事業を計画したが、新東名⾼速道路の開通⽇が想定⽇より前倒しし
たことにより、スケジュール的に困難なことから事業の中止となった。

ウオーキングスタート地点

（本線：岡崎ＳＡ合流地点から豊田東ＪＣＴ方面へ）

岡崎市⻑、豊⽥市⻑等が参加者をお⾒送り

ゲストランナー

エリック・ワイナイナ氏

マラソンスタート地点

（本線：岡崎ＳＡ合流地点から岡崎東ＩＣ⽅⾯へ）
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事業名 全国都市緑化あいちフェア協賛事業

主 催 岡崎市

担当課 公園緑地課

内 容 サテライト会場は、岡崎城と花火をデザインしたフラワーウォールをメインに花
のオブジェ、プランターを設置した。メイン会場では、100周年記念事業のロゴ
マークを活用したデザインで自治体出展花壇に出展した。

開催日時 サテライト会場：平成27年10月28⽇（⽔）〜11月8日（日）
メイン会場：平成27年９⽉12⽇（⼟）〜11月８日（日）

場所・会場 岡崎公園（サテライト会場）、愛・地球博記念公園（メイン会場）

人 数 123,900人 内 訳 参画100人、参加123,800人

実施効果 岡崎公園を花や緑で装飾することにより、都市緑化意識の⾼揚、都市緑化に関す
る知識の普及、緑豊かな潤いのある街づくりに寄与した。また、メイン会場の⾃
治体花壇の出展により市外のかたに岡崎市制100周年のＰＲが図れた。

備 考 第32回として実施

愛・地球博記念公園

自治体花壇

岡崎公園

フラワーウォール
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事業名 家康⾏列

主 催 岡崎市、岡崎市観光協会

担当課 観光課

内 容 特別来賓として德川宗家18代当主や徳川四天王当主、幕末旧藩当主の皆様を招聘
し⾏列に参加していただいた。また、家康公四百年祭に相応しく、節⽬ごとの家
康公を⼀般公募し、家康公の⽣きた時代を紹介する隊列を編成した。

開催日時 平成27年４⽉５⽇（⽇）13：00〜15：00

場所・会場 伊賀八幡宮、乙川河川敷（左岸）、伝馬通等

人 数 100,950人 内 訳 参画950人、参加100,000人

実施効果 德川宗家並びに四天王当主などの皆様を招聘し⾏列の隊列に加わっていただくな
ど、家康公顕彰四百年祭に相応しい格調⾼い⾏列として話題を提供した。

備考 早朝から⼩⾬で⾏列も⼀部縮⼩になるほか、河川敷イベントも中⽌となった

事業名 花火大会

主 催 岡崎市、岡崎市観光協会

担当課 観光課

内 容 家康公四百年祭にちなんだ「葵の紋」の型物花⽕を始め、フィナーレに物語仕⽴
ての大スターマイン「ドラマチックハナビ」を打ち上げた。岡崎花火組合加盟の
花火業者による競演「百花園コンクール」の内容を充実させた。

開催日時 平成27年８⽉1日（土）18：50〜21：00

場所・会場 乙川河川敷（右岸、左岸）、矢作川河川敷（左岸）

人 数 481,000人 内 訳 参画1,000人、参加480,000人

実施効果 関ヶ原の戦いをテーマにした壮大な「ドラマチックハナビ」は大会のフィナーレ
を飾る豪華絢爛なもので⼤きな反響を呼び、市制施⾏100周年を翌年に控えた本市
に相応しいものとなった。

備考 家康公四百年祭という話題性もあり、過去最⾼に並ぶ集客を記録した。
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事業名 武将隊特別公演

主 催 岡崎市

担当課 観光課

内 容 グレート家康公「葵」武将隊による武将隊特別公演「武将魂ーコンバット・ブ
ルース」を上演した。

開催日時 平成27年9月22日（祝火）①19：00〜、23日（祝水）②11：00〜 ③16：00〜

場所・会場 岡崎市せきれいホール

人 数 観客1,026人 内 訳 参画28人、参加998人

実施効果 ２日間で３回開催した公演には、定員450人に対し、それぞれ平均で74％程度の
入場者数があり、多くの観客に家康公薨去400年の周知および市制100周年を周知
することができた。

備 考 入場者数：①381人、②360人、③257人

事業名 家康公生誕祭

主 催 家康公⽣誕祭実⾏委員会、岡崎市

担当課 観光課

内 容 電飾15万球による「イエヤスコウイルミネーション2015」で装飾するとともに、
光の回廊（キャンドルナイト）の部分を拡張して実施した。また、アークライト
を天守閣から天に垂直に照射し、⿓に⾒⽴て「家康公⽣誕昇⿓伝説」を演出した。

開催日時 平成27年12月23⽇（祝⽔）〜26日（土）

場所・会場 岡崎公園

人 数 7,300人 内 訳 参画200人、参加7,100人

実施効果 家康公⽣誕祭（実⾏委員会主催）と連動して開催した「イエヤスコウイルミネー
ション2015」は、新たな岡崎の冬の風物詩として話題を提供するとともに、家康
公顕彰四百年祭のフィナーレを効果的に演出することができた。

備 考 26日は「泰平の祈り」と同時開催
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事業名 家康サミット 三都物語〜岡崎編〜「家康の城と城下を考える」

主 催 岡崎市

担当課 社会教育課

内 容 滋賀県⽴⼤学の中井均教授と広島⼤学⼤学院三浦正幸教授を講師に迎え、岡崎城、
浜松城、駿府城の調査成果をもとに、その変遷をたどり、家康が築いた城の姿に
迫った。

開催日時 平成27年10月17日（土）13：30〜15：00

場所・会場 岡崎市図書館交流プラザ・Libraホール

人 数 243人 内 訳 参画人20、参加223人

実施効果 家康時代の岡崎城（消失前）や家康の居城していた浜松城や静岡城について、
「現時点でわかっていること」、「今後も調査するべき謎が残っていること」が
多くのかたに理解してもらえた。

備 考

事業名 美術博物館家康公四百年祭記念事業

主 催 岡崎市、中日新聞社

担当課 美術博物館

内 容 記念講演会として「三河時代の家康を考える」をテーマに、各⼤学等から講師を
招聘し、計６回実施した。バスツアーとして「三河から遠江へ」をテーマに全5
コースのツアーを実施した。

開催日時 平成27年6月6日（土）、7月11日（土）、8月8日（土）、 9月12日（土）、10
月10日（土）、11月14日（土）各14：00〜16：30

場所・会場 岡崎市福祉会館・大ホール

人 数 2,429人 内 訳 参画14人、参加2,415人

実施効果 市⺠をはじめ県内外より想定を越える多くのかたが参加し、郷⼟の⽣んだ英雄徳
川家康と三河地域の歴史について広く理解を深めていただく機会を提供すること
ができた。

備 考 バスツアー：6/20、7/18、9/19、10/17、11/21

ばすつ誌
バスツアー（計５回）

・浜松市 ・名古屋市

・豊橋市 ・豊川市

・安城市 ・⻄尾市 ・岡崎市

13



事業名 ジャズの街岡崎発信事業

主 催 岡崎市

担当課 文化総務課

内 容 静岡・浜松・岡崎の３市交流事業として、各市で守屋純⼦オーケストラ等による
ジャズコンサートを実施した。ジャズのスタンダードナンバーと併せて、徳川家
康公顕彰400年に合わせて作られた徳川家康公ジャズ組曲を演奏した。

開催日時 平成27年12月26日（土）14：00〜16：30 他（静岡２回、浜松１回、岡崎２回）

場所・会場 岡崎市図書館交流プラザ・Libraホール 他

人 数 3,338人 内 訳 参画196人、参加3,142人

実施効果 新聞・雑誌等にもたびたび掲載され、岡崎市並びにジャズの街岡崎をPRすること
ができた。岡崎のコンサートでは、市内外から多くのジャズファンを呼び込むこ
とができた。

備 考 家康公組曲製作

事業名 岡崎市⺠⼤学

主 催 岡崎市

担当課 文化活動推進課

内 容 各界の著名なかたを講師として、9月12日（土）のⅠ部に⼥優・エッセイストの星
野知子氏、Ⅱ部に作家の山崎光夫氏、9月26日（土）のⅠ部にタレントのユージ氏、
Ⅱ部に俳優の紺野美沙子氏を招聘し、計４回開催した。

開催日時 平成27年9月12日（土）、26日（土）13：30〜17：00

場所・会場 岡崎中央総合公園・武道館

人 数 1,274人 内 訳 参画42人、参加1,232人

実施効果 市⺠の⽣涯学習、男⼥共同参画に対する⾃主性及び意欲を向上させることができ
た。

備 考 第42回として実施

守屋純子ジャズ

オーケストラ
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事業名 泰平の祈りプロジェクト

主 催 岡崎市

担当課 乙川リバーフロント推進課

内 容 着⽔すると同時に⻘く光る光の⽟「いのり星Ⓡ」を⼄川へ放流し、岡崎城を含ん
だ乙川周辺の風景と重ね合わせ岡崎独自の夜景を創出しました。

開催日時 平成27年12月26日（土）17：00〜19：30

場所・会場 ⼄川（殿橋〜伊賀川合流地点）

人 数 20,450人 内 訳 参画450人、参加20,000人

実施効果 市内外の来場者へ⼄川の魅⼒をアピールできた。参加者の1/4は市外から参加した。
⺠間事業者の出店意欲、事業性及び今後の連携の可能性を確認できた。

備 考

事業名 農林産物加⼯品開発業務

主 催 岡崎市

担当課 農務課

内 容 岡崎市ブランド化推進品⽬を利⽤した加⼯品の試作開発をあいち三河農協に委託
し、巨峰を使用した100％ジュースを完成させた。また、農林業祭で試飲及びアン
ケート調査を実施した。

開催日時 平成27年７⽉３⽇（⾦）〜11月８日（日）

場所・会場 乙川河川敷・おかざき農遊館、ふれあいドーム岡崎、道の駅藤川宿

人 数 104,015人 内 訳 参画15人、参加104,000人

実施効果 完成した100％ジュースの試飲は好評であった。また、販売用にＪＡが製造した
ジュースについても農林業祭、産直施設等での売れ⾏きも好調であり、市の農林
産物ブランド化の向上に繋がった。

備 考
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４ 100周年記念事業

(1) 記念式典

・岡崎市制施⾏100周年記念式【たからの継承 かがやきの創造 明日へのきぼう】 (P22)

(2) 記念事業

ア(ｱ)特別事業ーイベント事業（新規）

・HOPEプロジェクト【明日へのきぼう】(P23-26)

・湿地サミット【たからの継承】(P27)

・りぶらジャズオーケストラJr．岡崎 Beanzz公演【明日へのきぼう】(P27)

・地産地消フェア【たからの継承】(P28)

・生徒市議会 中学生フォーラム 岡崎こども100年宣⾔【明日へのきぼう】(P28)

・食育メッセ2016【かがやきの創造】(P29)

・MISO☆LABO（味噌ラボ）【たからの継承】(P29)

・原動機付⾃転⾞ご当地ナンバープレート【明日へのきぼう】(P30)

・おかざきの美術100年展【たからの継承】(P30)

・松竹大歌舞伎公演【かがやきの創造】(P31)

・岡崎百景〜私とまちの100のドラマ〜【かがやきの創造】(P31)

・創作演劇（Libra演劇ワークショップ・舞台公演）【かがやきの創造】(P32)

・内田修ジャズコレクション活用推進【たからの継承】(P32)

・未来に残すみんなの岡崎「百」選【たからの継承】(P33)

・吉本新喜劇in岡崎【明日へのきぼう】(P33)

・メモリアルジャズコンサート【たからの継承】(P34)

・岡崎市制100周年記念祝祭演奏会【明日へのきぼう】(P34)

・市⺠芸術⽂化祭岡崎市⺠⾳楽劇「夢、結ぶ」【かがやきの創造】(P35)

・岡崎市議会100周年記念誌作成【たからの継承】(P35)

・泰平の祈りプロジェクト【明日へのきぼう】(P36)

ア(ｲ)特別事業ーイベント事業（既存拡充）

・四季祭プロジェクト【かがやきの創造】(P37)

・大鎖国展－江⼾に咲いた異国の花【たからの継承】(P37)

・桜まつり「家康⾏列」【明日へのきぼう】(P38)

・仮面ライダーアート展【明日へのきぼう】(P38)

・岡崎こどもまつり【明日へのきぼう】(P39)

・中学校総合体育⼤会記念メダル製作事業【明日へのきぼう】(P39)

・岡崎市⺠美術展【たからの継承】(P40)

・Pure Land 渡辺おさむ展 おかざきの匠と現代アート【たからの継承】(P40)

・ものづくり岡崎フェア2016【かがやきの創造】(P41)

・岡崎城下家康公夏まつり花火大会【明日へのきぼう】(P41)

・造形作家玉田多紀とおかざきの子どもたち展【明日へのきぼう】(P42)

・岡崎市⺠大学【かがやきの創造】(P42)

100周年記念事業
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明日への

きぼ

・特別企画展「ブリューゲルとバロックの巨匠」【たからの継承】(P43)

・⼩中学校理科作品展－未来につなぐ岡崎の⾃然－【明日へのきぼう】(P43)

・小中学校技術・家庭科作品展－未来につなぐ心と技－【明日へのきぼう】(P44)

・造形おかざきっ子展【明日へのきぼう】(P44)

・秋のげんきまつり【かがやきの創造】(P45)

・文協芸能フェスティバル【かがやきの創造】(P45)

・内田修ジャズコレクションCD製作【たからの継承】(P46)

・岡崎城下家康公秋まつり【かがやきの創造】(P46)

・岡崎市⺠クラシックコンサート【かがやきの創造】(P47)

・家康公生誕祭【たからの継承】(P47)

ア(ｳ)特別事業ーまちづくり事業

・乙川リバーフロント地区のまちづくり【明日へのきぼう】(P48)

・歴史まちづくり【たからの継承】(P49)

イ(ｱ)連携事業ー市⺠連携事業

・市⺠プロジェクト⽀援事業【かがやきの創造 明日へのきぼう】(P50-54)

・岡崎さくら100年プロジェクト【たからの継承】(P55)

・おかざき100年祭【たからの継承 かがやきの創造 明日へのきぼう】(P56)

・岡崎まちものがたり作成事業【たからの継承 かがやきの創造】(P57)

・愛知県⺠茶会【かがやきの創造】(P58)

イ(ｲ) 連携事業ー企業等連携事業

・NHK特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会【かがやきの創造】(P59)

・市制100周年オリジナルフレーム切⼿【明日へのきぼう】(P59)

・24時間テレビ「愛は地球を救う」岡崎会場【かがやきの創造】(P60)

・出張！なんでも鑑定団in岡崎【かがやきの創造】(P60)

・赤い糸プロジェクト【たからの継承 明日へのきぼう】(P61)

・岡崎モータースポーツフェスティバル【かがやきの創造】(P62)

・全国校区・小地域福祉活動サミットinおかざき・⻄三河【かがやきの創造】(P62)

・NHKのど自慢【かがやきの創造】(P63)

・NHK「⺠謡魂 ふるさとの唄」【かがやきの創造】(P63)

イ(ｳ)連携事業ー都市連携事業

・福⼭市交流市⺠ツアー【かがやきの創造】(P64)

・親善都市 福山の文化財展【たからの継承】(P64)

・岡崎と福山の子どもたちの作品交流展 リトルアーティスト展【明日へのきぼう】(P65)

(3) 広報・ＰＲ事業

・市制100周年特別映像制作【たからの継承】(P66)

・市制100周年記念誌作成【たからの継承】(P66)

・市制100周年PR(P67-75)

100周年記念事業
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実施記録

(４) 実施順事業一覧（100周年記念事業）

開催時期 事業名 会場等

4月1日(⾦)〜3月31日(⾦)
赤い糸プロジェクト・
八丁味噌×赤ワイン マリアージュイベント

岡崎市内全域（30店舗）

4月9日(土)〜5月22日(日) 大鎖国展-江⼾に咲いた異国の花 岡崎市美術博物館

4月10日(日) 桜まつり「家康⾏列」 伝馬通 ほか

4月15日(⾦) 湿地サミット
岡崎市東部地域交流センター、
北⼭湿地

4月23日(土)〜6月19日(日) 仮面ライダーアート展 おかざき世界子ども美術博物館

4月30日(土)
岡崎こどもまつり
※Beanzz出演

乙川河川敷

5月14日(土)
中学校総合体育大会記念メダル製作事業
（成果物贈呈）

岡崎中央総合公園 ほか

5月14日(土)、15日(日)
福⼭市交流市⺠ツアー
（岡崎市⺠）

福山市

5月21日(土)
地産地消フェア
「三河伝統・伝承料理」

道の駅藤川宿

5月21日(土)〜29日(日) 岡崎市⺠美術展 岡崎市美術館

6月4日(土)〜7月18日(祝月) 親善都市 福山の文化財展 岡崎市美術博物館

6月19日(日）
HOPEプロジェクト・
サッカー教室

岡崎中央総合公園

6月25日(土)
HOPEプロジェクト・Pure Land 渡辺おさむ展
おかざきの匠と現代アートワークショップNO.1

おかざき世界子ども美術博物館

6月25日(土)〜9月4日(日)
Pure Land 渡辺おさむ展 おかざきの匠と現代
アート

おかざき世界子ども美術博物館

6月26日(日)
NHK特別巡回ラジオ体操・
みんなの体操会

六名公園運動場

7月1日(⾦) 岡崎市制施⾏100周年記念式 岡崎中央総合公園

7月1日(⾦)
生徒市議会 中学生ﾌｫｰﾗﾑ 岡崎こども100年宣言
【宣言】

岡崎中央総合公園

7月1日(⾦)〜
市制100周年オリジナルフレーム切⼿
[おかざき100年祭]

岡崎市内郵便局 ほか

7月2日(土)、3日(日)
おかざき100年祭
※Beanzz出演（7/2）

岡崎中央総合公園

7月2日(土)、3日(日)
食育メッセ2016
[おかざき100年祭]

岡崎中央総合公園

7月2日(土)、3日(日)
MISO☆LABO（味噌ラボ）
[おかざき100年祭]

岡崎中央総合公園

7月4日(月)〜 原動機付⾃転⾞ご当地ナンバープレート 岡崎市役所（市⺠税課 ほか）

7月10日(日）
HOPEプロジェクト・Pure Land 渡辺おさむ展
おかざきの匠と現代アートワークショップNO.
２

おかざき世界子ども美術博物館
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開催時期 事業名 会場等

7月13日(水)、14日(木) 第５回ものづくり岡崎フェア2016 岡崎中央総合公園

7月30日(土)〜8月21日(日) おかざきの美術100年展 岡崎市美術博物館

8月6日(土) 岡崎城下家康公夏まつり 花火大会 乙川河川敷 ほか

8月7日(日）
HOPEプロジェクト・Pure Land 渡辺おさむ展
おかざきの匠と現代アートワークショップNO.３

おかざき世界子ども美術博物館

8月6日(土)、7日(日) 福⼭市交流市⺠ツアー（福⼭市⺠） 乙川河川敷

8月９日(火)
生徒市議会 中学生フォーラム 岡崎こども
100年宣⾔【生徒市議会】

岡崎市議会議場

8月18日(木）
HOPEプロジェクト・
昆⾍のカラダのしくみを理解する科学教室

岡崎げんき館

8月27日(土)
HOPEプロジェクト・Pure Land 渡辺おさむ展
おかざきの匠と現代アートワークショップNO.４

おかざき世界子ども美術博物館

8月27日(土)、28日(日)
24時間テレビ「愛は地球を救う」岡崎会場
※Beanzz出演（8/28）

岡崎市シビックセンター

9月3日（日）
HOPEプロジェクト・Pure Land 渡辺おさむ展
おかざきの匠と現代アートワークショップNO.５

おかざき世界子ども美術博物館

9月10日(土) 岡崎市⺠⼤学(1・2講) 岡崎中央総合公園

9月10日(土)〜11月13日(日)

HOPEプロジェクト・造形作家玉田多紀とおかざ
きの子どもたち展（園児作品制作）

おかざき世界子ども美術博物館

造形作家玉田多紀とおかざきの子どもたち展 おかざき世界子ども美術博物館

9月11日(日)
HOPEプロジェクト・
バレーボール教室等

岡崎中央総合公園

9月17日(土)
赤い糸プロジェクト・
新商品開発プロジェクトコンテスト

岡崎市図書館交流プラザ

9月18日(日)
赤い糸プロジェクト・
赤い糸レシピコンテスト

岡崎市図書館交流プラザ

9月24日(土) 泰平の祈りプロジェクト 乙川

10月1日(土)〜11月27日(日) 特別企画展「ブリューゲルとバロックの巨匠」 岡崎市美術博物館

10月6日(木) 松竹大歌舞伎公演 岡崎市⺠会館

10月9日(日) ⼩中学校理科作品展-未来につなぐ岡崎の自然- 岡崎中央総合公園

10月9日(日)
小中学校技術・家庭科作品展-未来につなぐ心と
技-

岡崎中央総合公園

10月10日(祝月) 創作演劇（Libra演劇ワークショップ舞台公演） 岡崎市図書館交流プラザ

10月21日(⾦)
生徒市議会 中学生フォーラム 岡崎こども
100年宣⾔【石碑公開】

おかざき世界子ども美術博物館

実施記録
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開催時期 事業名 会場等

10月22日(土) 岡崎市⺠⼤学(3・4講) 岡崎市⺠会館

10月22日(土)
岡崎百景〜私とまちの100のドラマ〜
シンポジウム

岡崎市図書館交流プラザ

10月22日(土)、23日(日) 造形おかざきっ子展 おかざき世界子ども美術博物館

10月22日(土)〜11月20日(日) 内田修ジャズコレクション活用推進 岡崎市図書館交流プラザ

10月23日(日) 秋のげんきまつり 岡崎げんき館

10月27日(木)〜
赤い糸プロジェクト・
情報誌（成果物販売）

―

10月29日(土)
HOPEプロジェクト・
柔道教室

岡崎中央総合公園

10月29日(土)、30日(日) 文協芸能フェスティバル 岡崎市⺠会館

11月３日(祝木)〜
未来に残すみんなの岡崎「百」選（成果物公
開）

岡崎市図書館交流プラザ

11月3日(祝木)
HOPEプロジェクト・
野球教室

岡崎中央総合公園

11月5日(土) 地産地消フェア「地産・地消料理」 道の駅藤川宿

11月5日(土)、6日(日)
岡崎城下家康公秋まつり
※Beanzz出演（11/5）

岡崎公園 ほか

11月６日(日） 出張！なんでも鑑定団in岡崎 岡崎市⺠会館

11月12日(土) 市⺠クラッシックコンサート 岡崎市⺠会館

11月12日(土)
HOPEプロジェクト・科学教室「未来をひらくエ
ネルギー〜燃料電池⾞の仕組みを知ろう〜」

東邦ガス㈱岡崎営業所

11月13日(日) 愛知県⺠茶会 岡崎中央総合公園

11月26日(土)〜
内田修ジャズコレクションCD製作
（成果物販売）

岡崎市図書館交流プラザ

11月27日(日) 吉本新喜劇in岡崎 岡崎市⺠会館

12月3日(土)
メモリアルジャズコンサート
※Beanzz出演

岡崎市⺠会館

12月11日(日) 岡崎モータースポーツフェスティバル 岡崎中央総合公園

12月11日(日)
HOPEプロジェクト・
科学教室「⽇本の恐⻯とブラキオサウルス」

岡崎市動物総合センター

12月17日(土) 岡崎市制100周年記念祝祭演奏会 岡崎市⺠会館

12月18日(日)
HOPEプロジェクト・
科学教室「極低温と磁石のふしぎ」

岡崎市動物総合センター

12月24日(土)〜26日(月) 家康公生誕祭 岡崎公園

実施記録
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開催時期 事業名 会場等

1月19日(木)
岡崎まちものがたり作成事業
（完成お披露⽬会）

岡崎市内全域

1月21日(土)
全国校区・小地域福祉活動サミットinおかざ
き・⻄三河

岡崎市⺠会館

1月28日(土) NHKのど自慢（予選） 岡崎市⺠会館

1月29日(日) NHKのど自慢（本選） 岡崎市⺠会館

2月5日(日)
HOPEプロジェクト・
卓球教室

岡崎中央総合公園

2月19日(日) NHK「⺠謡魂 ふるさとの唄」 岡崎市⺠会館

3月4日(土)
HOPEプロジェクト・
陸上競技教室

愛知県岡崎総合運動場

3月4日(土)、5日(日) 市⺠芸術⽂化祭岡崎市⺠⾳楽劇「夢、結ぶ」 岡崎市⺠会館

3月4日(土)〜31日(⾦)
岡崎と福山の子どもたちの作品交流展
リトルアーティスト展

おかざき世界子ども美術博物館

3月18日(土)
HOPEプロジェクト・
米村でんじろうサイエンスショー

岡崎市⺠会館

3月 岡崎市議会100周年記念誌作成 ※成果物発⾏ ―

通年
市⺠プロジェクト⽀援事業
「新世紀岡崎チャレンジ100」

市内全域

通年 岡崎さくら100年プロジェクト 岡崎市内全域

通年 市制100周年PR 岡崎市内全域

通年 四季祭プロジェクト 岡崎公園 ほか

平成29年７⽉ 市制100周年特別映像制作 ※成果物公表 ―

平成29年７⽉ 市制100周年記念誌作成 ※成果物発⾏ ―

平成27年〜平成31年(予定) 乙川リバーフロント地区のまちづくり 乙川及び周辺地区

平成28年〜平成37年(予定) 歴史まちづくり 岡崎城周辺 ほか

実施記録
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事業名 岡崎市制施⾏100周年記念式

主 催 岡崎市

担当課 秘書課

内 容 100周年の⼤きな節⽬として、積み重ねてきた歴史、先⼈の偉業などを敬い祝うと
ともに、岡崎の新たな世紀の始まりの⽇として、更なる発展に向かっていく契機と
なる市制施⾏100周年記念式を開催した。

開催日時 平成28年７⽉１⽇（⾦）13：00〜17：00

場所・会場 岡崎中央総合公園・武道館

人 数 2,820人 内 訳 参画120人、参加2,700人

実施効果 記念の⽇を多くの市⺠が祝い、節⽬に⽴ち会うことによって、岡崎への誇りや愛着
を高められた。

備 考 市制100周年を機に市⺠栄誉賞を創設した。

市⺠栄誉賞

アトラクションフィナーレ
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事業名 HOPEプロジェクト

主 催 岡崎市

担当課 100周年記念事業推進課、地域⽂化広場

内 容 スポーツ、アート、サイエンスの３分野で、⼦どもたちを対象に、⼀流アスリー
ト等によるワークショップ等を開催した。
[スポーツ]
⼀流アスリートを招いた各種スポーツ教室等を開催した。
・サッカー教室
・バレーボール教室・エキシビションマッチ
・柔道教室
・野球教室
・卓球教室
・陸上競技教室

[アート]
おかざき世界子ども美術博物館の企画展と連携し、作品展示やワークショップ

を開催した。
・Pure Land 渡辺おさむ展 おかざきの匠と現代アート
・造形作家⽟⽥多紀とおかざきの⼦どもたち展〜ダンボールの海に眠るシード
ラゴンの伝説〜

[サイエンス]
岡崎に縁のある企業・研究所等による科学教室とサイエンスショーを開催した。

・昆⾍のカラダのしくみを理解する科学教室
・科学教室「未来をひらくエネルギー〜燃料電池⾞の仕組みを知ろう〜」
・科学教室「⽇本の恐⻯とブラキオサウルス」
・科学教室「極低温と磁石のふしぎ」
・米村でんじろうサイエンスショー

開催日時 通年

場所・会場 岡崎中央総合公園、愛知県岡崎総合運動場、おかざき世界子ども美術博物館、岡
崎げんき館、岡崎市動物総合センター、東邦ガス㈱岡崎営業所、岡崎市⺠会館

人 数 8,826人 内 訳 参画3,679人、参加5,147人

実施効果 子どもたちに、スポーツでは競技に取り組むモチベーションを高め、サイエンス
では科学への興味・関心を高めることができた。アートでは岡崎の伝統の技にふ
れる機会を提供したほか、市内73園の園児たちに、みんなで作品作りに取り組む
楽しさを伝えられた。

備 考
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事業名 野球教室

開催日時 平成28年11月3日（祝木）9:30〜12:30

場所・会場 岡崎中央総合公園・市⺠球場

人 数 132人 内 訳 参画31人、参加101人

講師等 木俣 達彦氏、川又 ⽶利⽒、⿅島 忠氏、井上 一樹氏、
澤井 道久氏（中日ドラゴンズＯＢ選手）

事業名 卓球教室

開催日時 平成29年2月5日（日）9:00〜12:00

場所・会場 岡崎中央総合公園・体育館

人 数 336人 内 訳 参画86人、参加250人

講師等 松下 浩⼆⽒（元卓球選⼿）、丹⽻ 孝希氏（卓球選手）、
小野 誠治氏（元卓球選手）

事業名 陸上競技教室

開催日時 平成29年3月4日（土）中⻑距離 10:00〜11:30 短距離 13:00〜14:30

場所・会場 愛知県岡崎総合運動場 陸上競技場

人 数 142人 内 訳 参画6人、参加136人

講師等 高平 慎士氏、坂本 直⼦⽒（陸上選⼿）、
中島 靖弘氏（トライアスロンコーチ）

事業名 サッカー教室

開催日時 平成28年6月19日（日）①11:00〜12:10②13:30〜14:40

場所・会場 岡崎中央総合公園・多目的広場

人 数 111人 内 訳 参画10人、参加101人

講師等 佐々木 則夫氏（プロサッカー指導者）

事業名 バレーボール教室・エキシビションマッチ

開催日時 平成28年9月11日（日）教室 9:30〜12:00 エキシビション14:00〜16:00

場所・会場 岡崎中央総合公園・体育館、武道館

人 数 2,349人 内 訳 参画157人、参加教192人・エキシ2,000人

講師等 東レアローズ、ジェイテクトＳＴＩＮＧＳ（Ｖ・プレミアリーグ所属チーム）

事業名 柔道教室

開催日時 平成28年10月29日（土）10:00〜12:30

場所・会場 岡崎中央総合公園・武道館

人 数 241人 内 訳 参画50人、参加191人

講師等 野村 忠宏氏（柔道家）

HOPEプロジェクト《スポーツ》
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事業名 造形作家玉田多紀とおかざきの子どもたち展
〜ダンボールの海に眠るシードラゴンの伝説〜

開催日時 平成28年9月10⽇（⼟）〜11月13日（日）

場所・会場 おかざき世界子ども美術博物館

人 数 17,408人 内 訳 参画3,300人、参加14,108人

内 容 市内保育・幼稚園児（73園）が制作したダンボール作品を作家の作品と一同に展示

事業名 Pure Land 渡辺おさむ展 おかざきの匠と現代アート

開催日時 展示：平成28年6月25⽇（⼟）〜9月4日（日）
ワークショップ（WS）:平成28年6月25日（土）、7月10日（日）、8月7日（日）、
8月27日（土）、9月3日（日）各日13:30〜15:00

場所・会場 おかざき世界子ども美術博物館

人 数 5,616人 内 訳 参画16人、参加展示5,507人・WS93人

内 容 おかざき匠の会会員の作品を展示
渡辺おさむ氏、杉浦 義晴氏（箔押師）、有限会社小山矢によるワークショップ

HOPEプロジェクト《アート》
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事業名 昆⾍のカラダのしくみを理解する科学教室

開催日時 平成28年8月18日（木）
①10:00〜11:30 ②13:00〜14:30 ③15:30〜17:00

場所・会場 岡崎げんき館・多目的室

人 数 54人 内 訳 参画4人、参加50人

講師等 新美 輝幸氏（基礎生物学研究所 教授）

事業名 科学教室「未来をひらくエネルギー〜燃料電池⾞の仕組みを知ろう〜」

開催日時 平成28年11月12日（土）
①10:00〜11:15 ②13:00〜14:15 ③14:45〜16:00

場所・会場 東邦ガス㈱岡崎営業所・ホール

人 数 68人 内 訳 参画6人、参加62人

講師等 伊藤 清和氏（ガスエネルギー館）

事業名 科学教室「⽇本の恐⻯とブラキオサウルス」

開催日時 平成28年12月11日（日）
①10:30〜11:45 ②14:00〜15:15

場所・会場 岡崎市動物総合センター・多目的室

人 数 55人 内 訳 参画1人、参加54人

講師等 関谷 透⽒（福井県⽴恐⻯博物館 研究員）

事業名 科学教室「極低温と磁石のふしぎ」

開催日時 平成28年12月18日（日）
①10:00〜12:00 ②13:30〜15:30

場所・会場 岡崎市動物総合センター・多目的室

人 数 86人 内 訳 参画4人、参加82人

講師等 ⾼梨 弘毅⽒（東北⼤学⾦属材料研究所 所⻑）、
佐々木 孝彦氏（同 副所⻑）、関 剛斎氏（同 准教授）

事業名 米村でんじろうサイエンスショー

開催日時 平成29年3月18日（土）
①13:00〜14:10 ②16:00〜17:10

場所・会場 岡崎市⺠会館・あおいホール

人 数 1,843人 内 訳 参画8人、参加1,835人

講師等 米村 でんじろう氏（サイエンスプロデューサー）

HOPEプロジェクト《サイエンス》
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事業名 湿地サミット

主 催 岡崎市

担当課 環境保全課

内 容 他⾃治体の湿地保全団体を招き各団体が持っている課題を討論した。また、愛知教
育⼤学渡邊教授、おかざき湿地保護の会⼩⽟会⻑、市職員による講演を実施した。
各団体が北⼭湿地及びホタル学校を視察した。

開催日時 平成28年４⽉15⽇（⾦）10:00〜16･00

場所・会場 岡崎市東部地域交流センター、北⼭湿地

人 数 225人 内 訳 参画25人、参加200人

実施効果 各団体が持っている課題について討論、意⾒交換を実施することで本市の湿地保全
活動をより良くすることができた。また、他⾃治体の⽅に対し、本市の湿地保全活
動のあり方をアピールすることができた。

備 考 第25回として実施

事業名 りぶらジャズオーケストラJr．岡崎 Beanzz公演

主 催 岡崎市、岡崎市図書館交流プラザ⾃主事業実⾏委員会

担当課 文化活動推進課

内 容 各市制100周年記念事業のイベントステージでコンサートを実施した。12月３日に
開催の「メモリアルジャズコンサート」では、著名なジャズシンガーであるケイ
コ・リー⽒のコラボバンドとして岡崎北⾼校吹奏楽部とともに出演した。

開催日時 平成28年４⽉30日（土）こどもまつり、７月２日（土）おかざき100年祭、
８月28日（日）24時間テレビ、11月5日（土）商工フェア、12月3日（土）上記

場所・会場 ⼄川河川敷殿橋下流ほか

人 数 3,637人 内 訳 参画118人、参加3,519人

実施効果 イベントを盛り上げるとともに、市内外の多く方の目に触れる場所で生のジャズ演
奏を披露することで、岡崎のジャズ⽂化を広くアピールすることができた。

備 考

参加者記念品
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事業名 地産地消フェア

主 催 岡崎市

担当課 農務課

内 容 平成27年度は春に三河伝統・伝承料理、秋に江⼾料理の再現し、展⽰を⾏った。そ
の成果をもとに、平成28年度は春に三河伝統・伝承料理の再現し展⽰を⾏い、秋に
は岡崎産農産物等を使⽤した地産・地消料理の紹介及び販売を⾏った。

開催日時 平成28年5月21日(土)、11月5日(土) 各日10：00〜16：00

場所・会場 道の駅藤川宿

人 数 17,258人 内 訳 参画20人、参加17,238人

実施効果 三河地⽅に古くから伝わる、伝統・伝承料理や江⼾時代の料理、地産地消のレシピ
等に岡崎産農林産物等を利⽤し紹介販売をすることで地産地消の推進をすることが
出来た。

備 考 平成27年度実施⽇：5月16日(土)、11月7日(土) 各日10：00〜16：00

事業名 生徒市議会 中学生フォーラム 岡崎こども100年宣⾔

主 催 岡崎市、岡崎市教育委員会、岡崎市現職研修委員会特別活動部

担当課 学校指導課

内 容 100周年記念式で各中学校代表が「岡崎こども100年宣⾔」を発表した。⽣徒会
フォーラムで「岡崎こども100年宣⾔をどう未来に語り継ぐか」について話し合い、
おかざき世界子ども美術博物館に岡崎こども100年宣⾔記念⽯碑を設置した。

開催日時 平成28年7月1⽇（⾦）、8月9日（火）、10月21⽇（⾦）各⽇13:00〜15:30

場所・会場 岡崎中央総合公園7/1、市議会議場8/9、おかざき世界子ども美術博物館10/21

人 数 145人 内 訳 参画85人、参加60人

実施効果 記念式での発表後、こども100年宣⾔の内容について、市⺠から多数の称賛の声を
いただいた。各校では、生徒会フォーラムの話し合いや石碑設置の内容について、
全校⽣徒に広く周知でき、次世代を担うこどもたちの意識の向上が図れた。

備 考 ※10月21⽇（⾦）のみ16:00まで
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事業名 食育メッセ2016

主 催 岡崎市⾷育メッセ実⾏委員会、岡崎市⾷育協議会、岡崎市⾷育推進会議、岡崎市

担当課 健康増進課

内 容 ⾷育体験、調理体験、いがまんじゅうサミット、郷⼟料理の試⾷、まめ吉体操100
周年⾷育バージョンお披露⽬、⾷育劇、企業・団体による⾷育関連展⽰・販売・体
験、茂⽊健⼀郎特別講演、うまいもの市等を開催した。

開催日時 平成28年7月2⽇（⼟）〜3日（日）10：00〜16：00（2⽇⼀部〜20：00）

場所・会場 岡崎中央総合公園・体育館ほか

人 数 47,082人 内 訳 参画1,082人、参加46,000人

実施効果 岡崎市⾷育推進計画の成果を普及啓発することができ、岡崎の⾷⽂化の⾒つめ直し、
今までになかった新しい⾷の魅⼒づくり、新たな⾷ブランド発展に寄与することが
でき、食育推進活動の実践に繋がった。

備 考 茂⽊健⼀郎特別講演「脳と⾷育〜未来への鍵は⾷にあり！」

事業名 MISO☆LABO（味噌ラボ）

主 催 岡崎市

担当課 商工労政課

内 容 学生が市内４社の味噌について学び、イベント「MISO☆LABO（味噌ラボ）」を企
画。新メニューの試食提案やプレゼン発表を7/2・3のおかざき100年祭の⼀環とし
て、来場者・参画者に味噌の魅⼒を再発⾒してもらうイベントを実施した。

開催日時 平成28年7月2⽇（⼟）〜3日（日）10：00〜16：00

場所・会場 岡崎中央総合公園・体育館

人 数 46,107人 内 訳 参画107人、参加46,000人

実施効果 次の岡崎100年を担う学⽣が味噌処岡崎や味噌の歴史、製造⽅法等の魅⼒を知るこ
とができた。また、その知識を⽣かし、⾼校⽣がプレゼン発表や味噌料理の提供を
⾏い、来場者に味噌の魅⼒を再発⾒してもらうことができた。

備 考 高校の授業の一環ともなった。
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事業名 原動機付⾃転⾞ご当地ナンバープレート

主 催 岡崎市

担当課 100周年記念事業推進課、市⺠税課

内 容 ご当地デザインを施したナンバープレートを２種類製作し、希望者に交付した。大
学懇話会を通じ、デザイン募集した作品43点の中から選出された愛知産業大学・近
藤由衣菜氏のデザインとオカザえもん作者・⻫と公平太⽒のデザインを採⽤した。

開催日時 平成28年７⽉４⽇（⽉）より交付

場所・会場 市⺠税課、額⽥⽀所

人 数 2,395人 内 訳 参画43人、参加2,352人

実施効果 シティプロモーション活動の⼀環として実施したが、市⺠がご当地ナンバープレー
トを付けて、市内外を⾛⾏することで、岡崎市の魅⼒をＰＲすることができた。

備 考 ７月２日のおかざき100年祭で特別ナンバーの交付式を実施

事業名 おかざきの美術１００年展

主 催 岡崎市

担当課 美術館

内 容 岡崎市美術館の開館以来収集してきた美術品約100作品の展覧会を開催し、図録を
制作した。榊原悟岡崎市美術博物館館⻑の講演会〔8月6日（土）〕及び展覧会への
出品作家７名のトークショー〔8月20日（土）〕を開催した。

開催日時 平成28年７⽉30⽇（⼟）〜８⽉21日（日）

場所・会場 岡崎市美術博物館

人 数 2,898人 内 訳 参画40人、参加2,858人

実施効果 これまで美術館が収集してきた作品等を利⽤し、展⽰することにより岡崎の100年
の美術史を広く紹介し、概観することができた。また、美術関係者の講演会等を実
施したことにより、市⺠の⽂化に関する意識の向上を図ることができた。

備 考

夕暮れの岡崎城 オカザえもんと花火
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事業名 松竹大歌舞伎公演

主 催 岡崎市

担当課 文化総務課

内 容 歌舞伎役者の市川猿之助、坂東⺒之助ら８名を招聘し、演⽬「獨道中五⼗三驛（ひ
とりたびごじゅうさんつぎ）」では、岡崎に因んだ「化け猫」も登場する演出を含
め、岡崎市初の歌舞伎公演として開催した。

開催日時 平成28年10月６日（木）①13:30〜15：30 ②18:00〜20：00

場所・会場 岡崎市⺠会館・あおいホール

人 数 2,140人 内 訳 参画100人、参加2,040人

実施効果 浄瑠璃の根付いたこの地域においても、日本の伝統芸能のひとつである歌舞伎に対
する市⺠の関⼼度も⾮常に⾼かった。⼊場券も即⽇完売し、多くの市⺠が歌舞伎鑑
賞を要望することが伺え、期待に応えることができた。

備 考

事業名 岡崎百景〜私とまちの100のドラマ〜

主 催 岡崎市

担当課 都市計画課

内 容 次世代に伝えたい「岡崎の今」を表す景観を市⺠の⼿で選定した。岡崎百景シンポ
ジウムでは、東京理科⼤学伊藤⾹織教授、⽵中⼯務店設計本部松隈章⽒、NPO法人
ORGAN蒲勇介理事⻑をパネラーとして招き、今後の展望についても考えた。

開催日時 平成28年10月22日（土）13：30〜16：30 ※シンポジウム開催日（百景決定）

場所・会場 市内全域（シンポジウム：岡崎市図書館交流プラザ・りぶらホール）

人 数 1,705人 内 訳 参画102人、参加1,603人（シンポ＋投票）

実施効果 本市の景観資産となりうる新たな魅⼒の発掘及び共有を図ることができた。また市
⺠⼀⼈ひとりが、⾝近で⼤切な景観に気づくきっかけとなり、まちへの誇りや愛着
を醸成することで景観まちづくりの担い手の育成が図られた。

備 考 景観募集：H26.11.30~H27.11.30 市⺠投票：H28.5.19~7.31（りぶら等）
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事業名 創作演劇（Libra演劇ワークショップ・舞台公演）

主 催 岡崎市、岡崎市図書館交流プラザ⾃主事業実⾏委員会

担当課 文化活動推進課

内 容 公募した⼩学４年⽣から80歳までの参加者42名が岡崎市出⾝の俳優楠⾒彰太郎⽒
からワークショップ形式で演劇・舞台づくりの指導を受け、楠⾒⽒脚本の舞台「岡
崎市の100年の歴史を辿る物語」を90分間の市⺠劇として上演した。

開催日時 平成28年10月10日（祝月）16：00〜18：00

場所・会場 岡崎市図書館交流プラザ・Libraホール

人 数 275人 内 訳 参画50人、参加225人

実施効果 ワークショップを通じて、演劇の楽しさや面白さを参加者に感じてもらうことがで
きた。また、市⺠出演の創作演劇を観覧したことで、市⺠の⽂化意識の向上に寄与
した。

備 考

事業名 内田修ジャズコレクション活用推進

主 催 岡崎市

担当課 中央図書館

内 容 過去に美術博物館において３回開催された企画展「ジャズの街角」を引き継ぎ、写
真家中平穂積氏のジャズ写真展「ジャズの街角PARTⅣ」とジャズ関係者によるセ
ミナーを開催した。

開催日時 平成28年10月22⽇（⼟）〜11月20日（日）

場所・会場 岡崎市図書館交流プラザ・内⽥修ジャズコレクション展⽰室

人 数 10,144人 内 訳 参画0人、参加10,144人

実施効果 中平穂積氏、佐藤允彦氏（ジャズピアニスト、作・編曲家）、小川隆夫氏（ジャズ
評論家）によるセミナーを開催したこともあり、レコードやCDだけでは⾒えてこな
いジャズやミュージシャンの魅⼒を紹介することができた。

備 考 Libra２階ギャラリー展示は10月22日から30日まで開催
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事業名 未来に残すみんなの岡崎「百」選

主 催 岡崎市

担当課 中央図書館

内 容 岡崎の古い写真を平成27年度に募集し、応募された写真約100点を平成28年5月28
日から6月6⽇の間に図書館交流プラザ・ギャラリーで展⽰した。応募写真を活⽤す
る新展示造作物として「おかざき玉手箱」を制作し公開した。

開催日時 平成28年11月3日（祝木）展示開始

場所・会場 岡崎市図書館交流プラザ・岡崎むかし館

人 数 1,259人 内 訳 参画28人、参加1,231人

実施効果 貴重な古い写真を収集し、岡崎市の収蔵資料として保存することで、後世に伝える
ことができる。また、収集写真を展示することで、ふるさと岡崎の歴史や文化につ
いて、多くの人が関心を持つことにつながった。

備 考

事業名 吉本新喜劇in岡崎

主 催 岡崎市

担当課 観光課

内 容 吉本新喜劇in岡崎と題し、事前に参加したい市⺠を公募し、市⺠参加型の岡崎オリ
ジナルシナリオの新喜劇とバラエティーショー(漫才)を１日２回公演として実施し
た。

開催日時 平成28年11月27日(日)①14:00〜16:30 ②18:30〜21:00

場所・会場 岡崎市⺠会館・あおいホール

人 数 2,230人 内 訳 参画30人、参加2,200人

実施効果 前売券即日完売と非常に人気のイベントとなり、100周年の盛り上がりを広く全国
に発信することができた。また、⼀般市⺠参加型の公演とすることで笑いをきっか
けに、100周年事業への参画が図られた。

備 考
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事業名 メモリアルジャズコンサート

主 催 ジャズの街岡崎発信連絡協議会

担当課 文化総務課

内 容 ケイコ・リープロデュースによるコンサートを実施した。出演はケイコ・リーとそ
のレギュラーバンド３名、ゲストアーティスト２名である。また、特別出演として
Beanzzと北中学校を招待し、プロとのセッションの機会を設けた。

開催日時 平成28年12月３日（土）15：00〜17：30

場所・会場 岡崎市⺠会館・あおいホール

人 数 855人 内 訳 参画36人、参加819人

実施効果 市内外から多くの来場者があった。コンサート当日は、内田修ジャズコレクション
のパネル紹介等も⾏い、岡崎市及びジャズの街岡崎をＰＲすることができた。

備 考

事業名 岡崎市制100周年記念祝祭演奏会

主 催 岡崎市、岡崎市教育委員会、100周年記念祝祭演奏会実⾏委員会

担当課 学校指導課

内 容 公募による⼩中学⽣で結成した「記念祝祭演奏団」の合唱・吹奏楽・管弦楽記念演
奏会を開催した。出演者は、公募出演344名（合唱95、吹奏楽144、管弦楽105）、
指揮者・独奏者3名、実技講師24名、賛助出演2名で運営には30名が携わった。

開催日時 平成28年12月17日（土）

場所・会場 岡崎市⺠会館・あおいホール

人 数 1,308人 内 訳 参画406人、参加902人

実施効果 公募により本演奏会が広く認知され、多くの観客が来場した。子供たちには練習と
演奏会を通して「岡崎の心」を醸成することができ、岡崎の音楽文化の担い手を育
むことができた。観客からは、演奏に感動したという感想を多く得た。

備 考

34



事業名 市⺠芸術⽂化祭岡崎市⺠⾳楽劇「夢、結ぶ」

主 催 岡崎市、岡崎市⺠⾳楽劇制作委員会

担当課 文化総務課

内 容 岡崎市⺠⾳楽劇制作委員会を設⽴し、岡崎に因んだオリジナル台本・作曲を作成し
た。市⺠公募したキャストをオーディションで選出し、コーラス参加者も募集した。
概ね100回の稽古を実施し、市⺠参加創造型公演を開催した。

開催日時 平成29年３⽉４⽇（⼟）17：00〜20：30、５日（日）14：00〜17：30

場所・会場 岡崎市⺠会館・あおいホール

人 数 1,756人 内 訳 参画300人、参加1,456人

実施効果 市⺠参加による芸術⽂化創造事業を⾏うことで、⽂化創造の担い⼿となる⼈材の育
成と文化振興に寄与できた。

備 考 キャスト78名 オーケストラ36名 スタッフ36名参加

事業名 岡崎市議会100周年記念誌作成

主 催 岡崎市議会

担当課 議事課

内 容 ⼤正５年の岡崎市会発⾜から平成28年に⾄るまでの市議会のあゆみを取りまとめた。
岡崎市議会史発⾏以降の歴代議員名簿、会派構成の変遷等を加え、資料の充実を
図った。

開催日時 平成29年３⽉発⾏

場所・会場 －

人 数 523人 内 訳 参画23人、参加500人

実施効果 市議会関係者、関係機関への配布にとどまらず、市内小中学校、高校及び大学に配
布することにより、岡崎市議会や岡崎市の歴史を周知した。数量限定ではあるもの
の、販売をしたことで必要とする人が入手できるようにした。

備 考
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事業名 泰平の祈りプロジェクト

主 催 岡崎市

担当課 乙川リバーフロント事業推進課

内 容 ⻘く光る光の⽟「いのり星Ⓡ」を⼄川へ放流し、岡崎独⾃の夜景を創出した。また、
⺠間事業者による⼄川ナイトマーケット及び市内まちづくり団体主催のイベントを
実施し、相乗効果を図った。

開催日時 平成28年9月24日（土）18：00〜19：30

場所・会場 ⼄川（殿橋〜潜⽔橋周辺）

人 数 11,450人 内 訳 参画450人、参加11,000人

実施効果 市内外の来場者へ⼄川のかわまちづくりの魅⼒をアピールできた。⺠間事業者の出
店数が10店舗から37店舗に増え今後の⺠間主体の取組の可能性を確認できた。ま
ちづくり団体主催のイベントは日中のにぎわいを創出した。

備 考 実施⽇天候不良

天の川プロジェクトⓇ
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事業名 ⼤鎖国展－江⼾に咲いた異国の花

主 催 岡崎市、中日新聞社

担当課 美術博物館

内 容 徳川家康公や鎖国下における国際交流の資料を紹介する特別企画展を開催した。そ
の他に関連イベントとして、鷹狩（４／17）、大学教授等による講演会（４／23、
５／８、５／14）、万華鏡工作教室（５／５）を開催した。

開催日時 平成28年４⽉９⽇（⼟）〜５⽉2２日（日）

場所・会場 岡崎市美術博物館

人 数 6,669人 内 訳 参画0人、参加6,669人

実施効果 近年の研究動向を踏まえ、鎖国という⾔葉のイメージとは異なる江⼾時代の国際交
流の姿を提⽰した。それを通して、江⼾時代の平和に果たした郷⼟の偉⼈家康公へ
の理解を深めることができた。

備 考 美術博物館開館20周年記念
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事業名 四季祭プロジェクト

主 催 岡崎市 ほか

担当課 観光課、こども育成課、乙川リバーフロント推進課、商工労政課、農務課、文化総
務課、消防本部、公園緑地課、100周年記念事業推進課

内 容 岡崎公園を中心とする地域におけるイベント等の充実を図るプロジェクトとして、
桜まつり「家康⾏列」、岡崎城下家康公夏まつり花⽕⼤会、岡崎城下家康公秋まつ
り、家康公生誕祭、消防出初式などの連携を図り開催した。

開催日時 通年

場所・会場 岡崎公園 ほか

人 数 各個別事業による 内 訳 各個別事業による

実施効果 各事業が市制100周年バージョンとして、内容を充実させることができ、⼀定の効
果があった。また、冬のイルミネーションを使った新規イベントを実施することに
より、春夏秋冬の年間を通じて岡崎市を盛り上げることができた。

備 考



事業名 桜まつり「家康⾏列」

主 催 岡崎市、岡崎市観光協会

担当課 観光課

内 容 家康公役に⾥⾒浩太朗⽒、⾏列の先頭を務める1⽇警察署⻑に菊川怜⽒を起⽤した。
本市と同じく市制施⾏100周年を迎えた親善都市福⼭市から、家康公所縁の⽔野勝
成隊と本市の歴史を振り返る隊列（岡崎市電の装飾⾞）が参加した。

開催日時 平成28年４⽉10日（日）13：00〜15：00

場所・会場 伊賀八幡宮、乙川河川敷（左岸）、伝馬通等

人 数 460,512人 内 訳 参画512人、参加460,000人

実施効果 著名人の起用により、事前のマスコミの取り上げ、当日の集客、本市の話題づくり、
市⺠の誇り及び郷⼟愛の醸成等、期待した効果を得ることができた。なお、岡崎市
電を模した装飾⾞両の懐かしい姿は、⼤きな話題を呼んだ。

備 考

事業名 仮面ライダーアート展

主 催 岡崎市

担当課 地域文化広場

内 容 仮⾯ライダーの原点を探りながら、仮⾯ライダーの奥深い魅⼒と同時に、クリエー
ターとしての⽯ノ森章太郎の魅⼒も堪能できる世代を越えて楽しめる企画展を開催
した。

開催日時 平成28年４⽉23⽇（⼟）〜6月19日（日）

場所・会場 おかざき世界子ども美術博物館・展示室

人 数 33,733人 内 訳 参画20人、参加33,713人

実施効果 世代を越えて人気の高いスーパーヒーロー仮面ライダーをアートの側面から取り上
げた企画展を開催したことで、親子の絆を深めることができたばかりでなく、子ど
もたちのアートへの興味を刺激し⾶躍のきっかけとすることができた。

備 考
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事業名 岡崎こどもまつり

主 催 岡崎市、岡崎市教育委員会、こどもまつり実⾏委員会

担当課 こども育成課

内 容 こま遊びや⽵⾺をはじめとした昔ながらの遊びを実施。今年は市制100周年を記念
して特設ステージを設置し、岡崎応援キャラクター隊の100周年PRショーやグレー
ト家康公「葵」武将隊の演武など、各種演目を実施した。

開催日時 平成28年４⽉30日（土）10:00〜15:00

場所・会場 ⼄川河川敷（殿橋下流）

人 数 50,500人 内 訳 参画500人、参加50,000人

実施効果 多くの来場があり、親子が昔ながらの遊びを通して新緑の一日を過ごすためのきっ
かけづくりができた。また、市制施⾏100周年のＰＲも⼗分に⾏うことができた。

備 考 特設ステージ設置費に充当

事業名 第60回中学校総合体育⼤会記念メダル製作事業

主 催 岡崎市、岡崎市教育委員会、岡崎市中学校⻑会、愛知県中⼩学校体育連盟岡崎⽀所

担当課 学校指導課

内 容 親睦とスポーツ精神のかん養を図るために、100周年を機に製作した記念メダルを
優勝者に授与した。

開催日時 平成28年5月14日（土）

場所・会場 岡崎中央総合公園、岡崎市体育館、県営グランド、市内中学校

人 数 12,350人 内 訳 参画650人、参加11,700人

実施効果 例年よりもサイズアップした記念メダルをもらえるということで、⽣徒の⼤会に対
する意欲化が図られた。

備 考 記念メダル330個製作
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事業名 岡崎市⺠美術展

主 催 岡崎市、岡崎市教育委員会

担当課 文化総務課

内 容 市内在住・在勤・在学の16歳以上のかたを対象に日本画、洋画、彫刻・工芸、書道、
写真、デザインの６部門の作品を公募し、岡崎市美術館で展示した。今回の市制
100周年を機に、これまでのポスターのデザインを⼀新した。

開催日時 平成28年５⽉21⽇（⼟）〜29日（日）

場所・会場 岡崎市美術館

人 数 1,621人 内 訳 参画229人、参加1,392人

実施効果 市⺠を対象とした公募展を開催し、広く美術⽂化の普及・振興を図ることができた。
ポスターのデザインを一新したことで、参加者に新鮮な印象を与えることができた。

備 考

事業名 Pure Land 渡辺おさむ展 おかざきの匠と現代アート

主 催 岡崎市

担当課 地域文化広場

内 容 ３００年以上の歴史を誇る伝統⼯芸品である三河仏壇と、フェイククリームアート
の第一人者でスイーツデコの技法で独自の世界を繰り広げている現代アーティスト
渡辺おさむ氏の作品とがコラボした初の試みとなる企画展を実施した。

開催日時 平成28年６⽉25⽇（⼟）〜９⽉４⽇（⽇）

場所・会場 おかざき世界子ども美術博物館・展示室

人 数 35,231人 内 訳 参画80人、参加35,151人

実施効果 お菓子のようなスイーツデコの技法によりアートとして生まれ変わった三河仏壇の
作品を通して、次代を担う子どもたちに岡崎の伝統の技の素晴らしさを体感させる
ことができた。

備 考
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事業名 第５回ものづくり岡崎フェア２０１６

主 催 岡崎市、岡崎商工会議所、岡崎ものづくり推進協議会

担当課 商工労政課

内 容 独自技術を持つ三河の企業が集結した三河最大級のものづくり展示会及び講演会を
拡充し開催。記念事業として、市内⾷品メーカー展⽰ブースを設置し、㈱デンソー
及びダイヤ精機㈱による技術支援や経営改革などに関する講演会を実施した。

開催日時 平成28年７⽉13日（水）・14日（木）10：00〜17：00

場所・会場 岡崎中央総合公園・武道館

人 数 8,308人 内 訳 参画67人、参加8,241人

実施効果 新たなビジネスチャンスや新事業展開を図るきっかけの場となり、今後の市内もの
づくり産業の更なる発展につなげることができた。

備 考

事業名 岡崎城下家康公夏まつり花火大会

主 催 岡崎市

担当課 観光課

内 容 市制施⾏100周年にちなんだ型物花⽕及び100発の尺玉（直径30cm）を始め、
フィナーレに物語仕⽴ての⼤スターマインを打ち上げ、岡崎花⽕組合加盟の５花⽕
業者による「市制施⾏100周年記念百花園コンクール」を開催した。

開催日時 平成28年８⽉６⽇（⼟）18：50〜21：00

場所・会場 乙川河川敷（右岸、左岸）、矢作川河川敷（左岸）

人 数 500,914人 内 訳 参画914人、参加500,000人

実施効果 家康公四百年祭に引き続き、本市の⼤きな節⽬である市制100周年に相応しい、雄
⼤な花⽕⼤会を執⾏することができた。また、市制施⾏100周年記念という花⽕⼤
会であり、市⺠及び観光客の期待も⾼く、過去最⾼に並ぶ⼈出を記録した。

備 考
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事業名 造形作家玉田多紀とおかざきの子どもたち展〜ダンボールの海に眠るシードラゴンの伝説

主 催 岡崎市

担当課 地域文化広場

内 容 ダンボール造形作家⽟⽥多紀⽒と幼稚園・保育園の年⻑児が制作したダンボール作
品を一堂に展示した。

開催日時 平成28年９⽉10⽇（⼟）〜11月13日（日）

場所・会場 おかざき世界子ども美術博物館・展示室

人 数 43,809人 内 訳 参画120人、参加43,689人

実施効果 国内外で活躍するダンボール造形作家玉田多紀氏の作品と、市内の幼稚園・保育園
の年⻑児が制作したダンボールアート作品が⼀堂に展⽰されたことで、⼦どもたち
のアートへの興味を刺激し⾶躍のきっかけとすることができた。

備 考

事業名 岡崎市⺠⼤学

主 催 岡崎市

担当課 文化活動推進課

内 容 講師に9月10日（土）のⅠ部に名古屋大学教授の天野浩氏、Ⅱ部に気象予報士・俳
優の⽯原良純⽒、10月22日（土）のⅠ部にスポーツプロデューサーの三屋裕子氏、
Ⅱ部にタレントの麻木久仁子氏を招聘し、計４回開催した。

開催日時 平成28年9月10日（土）、10月22日（土）13：30〜17：00

場所・会場 岡崎中総総合公園・武道館（9／10）、岡崎市⺠会館・あおいホール（10／22）

人 数 2,468人 内 訳 参画48人、参加2,420人

実施効果 市⺠の⽣涯学習、男⼥共同参画に対する⾃主性及び意欲を向上させることができた。

備 考 第43回として実施
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事業名 特別企画展「ブリューゲルとバロックの巨匠」

主 催 岡崎市、中日新聞社

担当課 美術博物館

内 容 ブリューゲル兄弟の作品に加え、ルーベンスやレンブラント、ベラスケス等のヨー
ロッパ各国におけるバロック絵画の全貌を概観できる45点を展観した。関連企画と
して、講演会（1回）、美術講座（1回）、ｷﾞｬﾗﾘｰﾄｰｸ（4回）を⾏った。

開催日時 平成28年10月1⽇（⼟）〜11月27日（日）

場所・会場 岡崎市美術博物館

人 数 12,017人 内 訳 参画0人、参加12,017人

実施効果 バロック絵画の起源から、ヨーロッパ各国でのバロック絵画の傾向を各章ごとに分
けて紹介することにより、展覧会内容に関して理解を深めて頂くことができた。

備 考 美術博物館開館20周年記念

事業名 ⼩中学校理科作品展－未来につなぐ岡崎の⾃然－

主 催 岡崎市、岡崎市教育委員会、岡崎市現職研修委員会理科部

担当課 学校指導課

内 容 夏休みの自由研究等の優秀作品の展示のほかに、岡崎の自然・科学的資産を紹介す
るパネル展、プラネタリウムの体験を⾏った。また、市制100周年を記念したメダ
ルを優秀研究出品児童・生徒に授与した。

開催日時 平成28年10月9日（日）10：00〜17：00

場所・会場 岡崎中央総合公園・武道館、第一錬成道場

人 数 7,829人 内 訳 参画100人、参加7,729人

実施効果 プラネタリウムの整理券は短時間で無くなり、市⺠・⽣徒児童の関⼼の⾼さが伺え
た。岡崎の⾃然・科学的資産の紹介など⾏うことにより、児童⽣徒がふるさとを愛
し科学する心を育み、「科学のまち 岡崎」という誇りを高めた。

備 考
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事業名 小中学校技術・家庭科作品展－未来につなぐ心と技－

主 催 岡崎市、岡崎市教育委員会、岡崎市現職研修委員会家庭，技術・家庭部

担当課 学校指導課

内 容 おかざき匠の会の会員を講師に招いたものづくり体験コーナー「匠の技体験コー
ナー」を5ブース設置した。「岡崎市制100周年記念⽊製しおり」を作成し、関係
児童⽣徒に記念品として授与した。

開催日時 平成28年10月9日（日）9:00〜15:00

場所・会場 岡崎中央総合公園・武道館

人 数 7,821人 内 訳 参画92人、参加7,729人

実施効果 「匠の技体験コーナー」は、いずれも整理券が短時間でなくなるほど盛況であり、
集客に貢献した。また、各小中学校の担当者によると、木製しおりは子供たちに好
評であった。

備 考

事業名 造形おかざきっ子展

主 催 岡崎市、岡崎市教育委員会、岡崎市現職研修委員会図工・美術部

担当課 学校指導課

内 容 東公園で親しまれてきた、ゾウのふじ子とその仲間の動物をテーマとした作品を展
⽰した。市制１００周年イベントとして、ダンボールアートで動物を制作されてい
る造形作家の玉田多紀氏をお迎えして、親子ワークショップを開催した。

開催日時 平成28年10月22日（土）、23日（日）9:00〜16:30

場所・会場 おかざき世界子ども美術博物館

人 数 63,090人 内 訳 参画90人、参加63,000人

実施効果 幼・小・中学校（含附属３校）の子供たちが、「ＺＯＯっと大好き ふじ子とその
仲間たち」をテーマに制作した作品（約35,000点）を展⽰し、⽟⽥⽒との恐⻯を
作る親子ワークショップが好評で、多くの親子連れがアートを体験ができた。

備 考 第53回として実施
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事業名 秋のげんきまつり

主 催 岡崎市

担当課 保健総務課

内 容 岡崎げんき館マネジメント㈱・市⺠会議等との協働により、健康づくりに関する情
報・体験の場を提供し、中京⼤学の湯浅景元教授と奈良⼥⼦⼤学の中⽥⼤貴准教授
を招聘し、シンポジウム「元気になろう！〜脳と体づくり〜」を開催した。

開催日時 平成28年10月23日（日）9:00〜16:00

場所・会場 岡崎げんき館

人 数 2,212人 内 訳 参画100人、参加2,112人

実施効果 各団体との協働により、健康増進に関する知識を市⺠に提供できた。

備 考

事業名 文協芸能フェスティバル

主 催 岡崎文化協会

担当課 文化総務課

内 容 岡崎文化協会芸能部会の発表会として、邦楽、洋舞、器楽、合唱など多彩な52団体
が⽇頃の研鑚を披露した。また、例年１⽇間で開催するところ、市制100周年を記
念し、多くのかたが参加できるように２⽇間の開催とした。

開催日時 平成28年10月29日（土）、30日（日）9:30〜21:00(30日は19:35まで）

場所・会場 岡崎市⺠会館

人 数 2,485人 内 訳 参画0人、参加2,485人

実施効果 岡崎市⺠会館リニューアルオープン記念として２⽇間にわたり、盛⼤に開催するこ
とが出来た。

備 考 岡崎呉服協同組合が「KIMONOショー」で特別参加
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事業名 内田修ジャズコレクションCD製作

主 催 岡崎市

担当課 中央図書館

内 容 内⽥修ジャズコレクション資料を活⽤し、ミュージシャンによる証⾔や関係者の対
談、貴重な⾳源資料を収録したＣＤ付きブック（1,500冊）を製作し、「ジャズの
街岡崎」をアピールした。

開催日時 平成28年11月26日（土）販売開始

場所・会場 岡崎市図書館交流プラザ・内⽥修ジャズコレクション展⽰室 ほか

人 数 369人 内 訳 参画0人、参加369人

実施効果 想定⼈数には若⼲届かなかったが、購⼊者からは「⼤変充実した内容で⾯⽩い」と
いう感想を多くいただき、「ジャズの街岡崎」及び「内田修ジャズコレクション」
のアピールができた。

備 考

事業名 岡崎城下家康公秋まつり

主 催 岡崎市、商⼯フェア実⾏委員会 ほか

担当課 商工労政課

内 容 「商⼯フェア」、「農林業祭」をはじめとした⾏政各課・⺠間のイベント、まちな
かでは岡崎ジャズストリート、各商業団体によるイベント。100周年記念事業とし
て商工フェア会場で来場者参加型クイズ・ゲームを実施した。

開催日時 平成28年11月5日（土）、6日（日）10:00〜16:00

場所・会場 岡崎公園・多⽬的広場、⼄川河川敷・殿橋下流 他

人 数 180,100人 内 訳 参画100人、参加180,000人

実施効果 天候の影響もあったが、多⽬的広場と殿橋下流⼄川河川敷の来場者数は昨年の
95,000人（悪天候）が140,000人に増加した。また、出展事業者（出展はほぼ市
内業者）の売り上げが約100万円増加し、地域商業者の商業支援に寄与した。

備 考
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事業名 岡崎市⺠クラシックコンサート

主 催 岡崎市

担当課 文化総務課

内 容 著名な演奏家である井上道義（指揮）、並河寿美（ソプラノ）、水口聡（テノー
ル）、名古屋フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）を招聘し、市⺠を中⼼とする岡
崎混声合唱団、岡崎⾼校コーラス部や光ヶ丘⼥⼦⾼校吹奏楽部と共演した。

開催日時 平成28年11月12日（土）15:00〜17：30

場所・会場 岡崎市⺠会館・あおいホール

人 数 1,113人 内 訳 参画204人、参加909人

実施効果 毎年開催している公演に著名な演奏家を招聘し共演することで、全国トップレベル
の実⼒を有する市⺠演奏家の更なる意識・技術の向上を図り、鑑賞市⺠と共に盛上
げることで芸術文化振興の推進に寄与できた。

備 考 第24回として実施

事業名 家康公生誕祭

主 催 家康公⽣誕祭実⾏委員会

担当課 観光課

内 容 家康公が生誕した12月26⽇に提灯⾏列を実施した。家康公⽣誕時における昇⻯伝
説をアークライトで演出し、岡崎城大手門のライトアップや岡崎公園内をイルミ
ネーションで幻想的に彩った。光の回廊（キャンドルナイト）を充実した。

開催日時 平成28年12月24⽇（⼟）〜26日（月）

場所・会場 岡崎公園

人 数 9,200人 内 訳 参画200人、参加9,000人

実施効果 提灯⾏列や⼈気ﾕｰﾁｭｰﾊﾞｰ「東海オンエア」特別ステージなどを実施することで郷⼟
の英雄徳川家康公の生誕を祝い、連携して開催した「岡崎イエヤスコウイルミネー
ション2016」とともに岡崎の冬の風物詩として効果的に演出することができた。

備 考 提灯⾏列：800人 東海オンエアステージ：700人
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事業名 乙川リバーフロント地区のまちづくり

主 催 岡崎市

担当課 乙川リバーフロント推進課

内 容 観光産業都市の創造を⽬標に、公共空間のリノベーション等により、そこでの⺠間
主導の稼ぐまちづくりを誘発し、公共と⺠間がパートナーシップを組みながら、エ
リアの価値と魅⼒を⾼めることで、まちの活性化を図る公⺠連携事業を推進してい
る。
具体的には、乙川河川緑地の整備、（仮称）岡崎セントラルアベニューの整備等の
ハード事業、公⺠連携の⽔辺利活⽤の社会実験として、⼄川に約３万個の⻘く光る
LEDの球を放流する「岡崎 泰平の祈り」や⺠間主体の多彩なプログラムを展開す
る「おとがワ！ンダーランド」等のソフト事業を実施するとともに、市⺠ワーク
ショップや専⾨家を巻き込んだ会議等により、公⺠連携まちづくりのコーディネー
トに取り組んでいる。

開催日時 平成27年〜平成31年（予定）

場所・会場 乙川及び周辺地区

人 数 22,619人（H27） 内 訳 参画1,301人、参加21,318人

実施効果 観光産業都市の創造に向けて、公⺠連携まちづくりを着実に推進している。また、
乙川リバーフロント地区のまちづくりが、「テーマの設定」「まちづくりのアイデ
ア」「計画策定のプロセス」の３つの観点において全国的に優秀な地区であると評
価され、まち交大賞審査委員会より「まちづくりシナリオ賞」を受賞した。

備 考 平成28年7月5日 「まちづくりシナリオ賞」受賞

乙川河川敷の整備状況

おとがワ！ンダーランド
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事業名 歴史まちづくり

主 催 岡崎市

担当課 都市計画課、社会教育課

内 容 地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した⼈々の活動と、その活動が⾏われ
る歴史上価値の⾼い建造物及びその周辺の市街地とが⼀体となって形成してきた良
好な市街地の環境（歴史的風致）を維持向上させるため、地域における歴史的風致
の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）を活⽤し、本市固有の歴史⽂化
資産を活かしたまちづくりに関する計画（岡崎市歴史的風致維持向上計画）を策定
した。そして、歴史的建造物の保存・活用、歴史文化資産の調査研究と普及啓発
（歴史まちづくりシンポジウム）等を⾏った。

開催日時 平成28年〜平成37年（予定）

場所・会場 岡崎城下、東海道及び滝山寺の重点区域
岡崎市図書館交流プラザ・Libraホール（歴史まちづくりシンポジウム）

人 数 167人 内 訳 参画32人、参加135人

実施効果 100周年の節⽬の年に、岡崎市歴史的⾵致維持向上計画が国（⽂部科学⼤⾂、農林
水産大臣、国土交通大臣）の認定を受け、先人が積み重ねてきた歴史を振り返り、
次の100年を⾒据え、更なる発展へ向かっていく契機となった。

備考 平成28年５⽉19日 「岡崎市歴史的風致維持向上計画」認定
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事業名 市⺠プロジェクト⽀援事業「新世紀岡崎チャレンジ100」

主 催 新世紀岡崎委員会

担当課 100周年記念事業推進課

内 容 市⺠団体等が、より魅⼒ある岡崎をめざして⾃ら企画・実施する新たな挑戦や既存
の取組の⾰新に取り組むプロジェクトに対して⼀定の⽀援を⾏った。実施プロジェ
クト数は、連携の部２件、一般の部84件、学生の部３件の計89件であった。３月
には成果発表会として図書館交流プラザのホールで収穫祭を開催した。

開催日時 通年

場所・会場 市内全域

人 数 103,551人 内 訳 参画6,823人、参加96,728人

実施効果 基本理念の「市⺠と創る、新世紀岡崎」を象徴する代表的な100周年記念事業とし
て、様々なジャンルにわたって89のプロジェクトが実施され、新世紀岡崎が始まる
岡崎市を市⺠とともに盛り上げることができた。また、プロジェクト実施により、
新たな岡崎の100年に向けた更なる発展のきっかけとなる事業となった。

備考 応募：112事業、採択：93事業、実施：89事業、取下・辞退：４事業
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実施計画

新世紀岡崎チャレンジ100 プロジェクト一覧（１/４）

51

プロジェクト名 実施期間 実施場所 実施団体名 参画者数 参加者数

岡崎市100周年アマチュア無線記念局の
開設による全国への情報発信

5⽉〜平成29年1月 岡崎中央総合公園ほかアマチュア無線社会貢献委員会 18 9,808

相撲甚句を通じて「明るく、楽しく、元気よく」
5月4日（水）、7月16日
（土）

シビックセンターほか 三河相撲甚句会 90 420

舞台で使用される面をみんなで作って観る
薪能の集い

5月7日（土） 岡崎城二の丸能楽堂 梓屯能面の会 40 300

能⾒神明宮で「能を⾒る」プロジェクト ５月7日（土） 能⾒神明宮 能⾒神明宮で「能を⾒る」会 20 2,100

三大祭「神明宮大祭」で
O・MO・TE・NA・SHIプロジェクト

5月7日（土）・8日
（日）

元能⾒町ほか
三大祭「神明宮大祭」で
O・MO・TE・NA・SHI隊

10 10,000

神明宮⼭⾞広報委員会
5月7日（土）・8日
（日）

元能⾒町ほか 神明宮⼭⾞広報委員会 22 10,000

おかざき九条の会
平和フェスティバル

5月8日（日） ⻯美丘会館 おかざき九条の会 30 500

『家康塾』白熱教室岡崎 講演とセミナーと
ワークショップ 〜受講者が交流・対話する

5⽉〜11月 図書館交流プラザほか コミュニティシンクタンク 11 631

竹水鉄砲合戦普及事業
5月15日（日）、8月27
日（日）ほか

乙川河川敷（岡崎公
園横）

⽵⽔鉄砲合戦実⾏委員会 22 452

⼥⼦⼤⽣による「あたたかいまち岡崎づくり」
プロジェクト
－世代をつなげる「笑話浪漫サロン・オカジョ
隊」－

5⽉〜平成29年2月
北部地域交流センター
ほか

岡崎⼥⼦⼤学⼦ども教育学部 70 305

豊かなライフエンディングを描こう
〜よりよく⽣きる、よりよく繋ぐ〜

5月15日（日）ほか 図書館交流プラザほか ほのぼの会 35 456

歴史と文化を活かしたまちづくりプロジェクト 5月19日（木）ほか 岡崎市内 岡崎平成納札会 18 123

チャレンジ10連発！「土曜日みんなで遊ぼ
う会」

5⽉〜平成29年2月 図書館交流プラザほか 子育ち応援「ポプラの会」 3 246

地産地消 岡崎の木を知ろう! 5月22日（日） 千万町町
特定⾮営利活動法⼈ ⽮作川流域材で
家を造る会

10 36

岡崎三⼗六地蔵巡り地図づくり 5月24日（火）ほか 岡崎市内 岡崎三⼗六地蔵巡り 地図づくりの会 12 140

困ったときには図書館へ
5月14日（土）、7月9日
（土）ほか

図書館交流プラザ りぶらサポータークラブ 17 181

VASE the social market hub
5月29日（日）、8月20
日（土）

康生通東 VASE the social market hub 53 521

親子で学ぶ 防災体験講座
5月29日（日）、10月9
日（日）

地域交流センター六ツ
美分館

ボーイスカウト愛知連盟三河葵地区協議
会

38 56

岡崎市制100周年記念の市歌等ＣＤ制
作

5⽉〜9月 図書館交流プラザほか 岡崎市制100周年記念CD制作会 44 1,576

市⺠が作る「岡崎市⺠のための相続諸⼿続
き手引書(書式付)」の編集及び広報・活用
のための支援事業

5⽉〜8月 勤労文化センターほか
全国相続協会相続支援センター愛知県
三河支部

17 65

家康の⺟於⼤の⽅ゆかりの伝統ある三河の
綿の再発⾒

5⽉〜平成29年2月
地域交流センター六ツ
美分館ほか

農縁コモンズの会 32 77

下⼭地域の魅⼒を「発掘し」「磨いて」「伝え
る」プロジェクト

5⽉〜平成29年2月 下山地区
下山学区社会教育委員会
地区づくり部会

157 296

家庭菜園フェスティバル 5⽉〜平成29年1月 せきれいホールほか 特定⾮営利活動法⼈ おかざき農遊会 96 526

一般の部



実施計画

新世紀岡崎チャレンジ100 プロジェクト一覧（２/４）

52

プロジェクト名 実施期間 実施場所 実施団体名 参画者数 参加者数

ホタル・さくら復活100年プロジェクト 5⽉〜平成29年2月 さくら台地域 さくら台環境保全活動隊 50 300

「ふるさとの水（みず）と緑（みどり）を守
る」でつなげる森・⾥・海プロジェクト2016

5⽉〜平成29年2月 額田地区 グリーンフロント研究所株式会社 4 15

みんなで育てよう！未来のおかざきチルドレン
〜0歳から100歳 100人のメッセージでつな
がる⼦育て⽀援〜

5⽉〜平成29年2月
総合子育て支援セン
ターほか

つながる ひろがる 子どもの救急 10 325

藤川まちづくり協議会活動年史編纂
（むらさき⻨復活栽培年史含む）

5⽉〜平成29年2月
東部地域交流センター
ほか

藤川まちづくり協議会 24 142

at the table est 2015 5⽉〜平成29年2月 連尺通 森、道、市場実⾏委員会 64 816

岡崎の石を使ってアクセサリーを作ろう 5⽉〜平成29年2月 図書館交流プラザ ハンドメイドアクセサリー部エスターテ 5 38

家庭でできるジビエ料理教室 5⽉〜平成29年2月 図書館交流プラザ 岡崎ジビエ協会 6 88

「休⽇学校プロジェクト」〜共に遊び、共に学
ぶ〜

6月5日（日）、10月30
日（日）

東河原町みつわ広場 特定⾮営利活動法⼈ インディアンサマー 266 371

[田伝ヨガ]〜異世代交流で未来に伝統を
つなぐ〜

6⽉〜9月
地域交流センター六ツ
美分館

AI・KIDS 24 183

発達障がい（アスペルガー）・不登校（引
きこもり）のサポートについて考え、ともに歩ん
でいこう！

6⽉〜平成29年2月
北部地域交流センター
ほか

岡崎市で発達障がい・不登校を⽀える会
「ゆい」

93 338

ねぶた組の「新世紀岡崎ねぶた」制作ワーク
ショップ

6月18日（土）ほか 岡崎公園ほか ねぶた組 5 26

家康時代からの味を次世代に伝える 6⽉〜10月 まるや八丁味噌ほか 家康時代からの味を次世代に伝える会 28 377

新世紀岡崎チャレンジ100杯 〜未来へ繋
げる〜

7月2日（土）・3日
（日）

岡崎中央総合公園 岡崎JS会 300 500

第10回”聞こえない悩み解決へinおかざき” 7月3日（日） 東部地域交流センター 岡崎市難聴・中途失聴者の会 24 97

家康のプレゼント、狂⾔再発⾒ 7⽉〜平成29年1月 図書館交流プラザほか 岡崎で「狂言」を楽しむ会 56 320

提言！岡崎の将来を考えるシンポジウム 7月23日（土） 岡崎商工会議所 岡崎政経同友会 24 206

岡崎あかりプロジェクト2016 7月31日（日）ほか 岡崎商工会議所 岡崎照明文化を考える会 30 350

”魚市場開放！おさかないっぱい夢いっぱい、
みんな集まれ〜”

7⽉〜9月 岡崎魚市場ほか 岡崎魚(株)岡崎魚仲買組合 魚友会 15 3,040

岩津の魅⼒を伝えたい、100年先への
「HOP!STEP!JUMP!」

7⽉〜11月 岩津町 みんなの楽校「AOIの風」 32 181

岡崎の魅⼒を世界に発信！スピーチコンテ
スト「おかざきだいすき」-親子で学ぶ日本語
教室プロジェクト-

7⽉〜12月 図書館交流プラザほか Vivaおかざき!! 100 170

4団体が培ってきた読み聞かせに良い本、
取り組みの手引き書をつくる

8⽉〜平成29年1月 図書館交流プラザほか
岡崎市の読み聞かせボランティア 子どもの
ための絵本活動の手引き書をつくる会

66 784

竹千代みこし
8月5⽇（⾦）、12月25
日（日）

岡崎公園ほか 竹千代みこし会 8 85

友輪会「五万⽯みこし」出陣！
〜市制100周年Ｖｅｒ．〜

8月5⽇（⾦） 伝馬通 友輪会 20 111

一般の部



実施計画

新世紀岡崎チャレンジ100 プロジェクト一覧（３/４）

53

プロジェクト名 実施期間 実施場所 実施団体名 参画者数 参加者数

井田夏祭り 井田歴史探検スタンプラリー 8月7日（日） 井田町 井田夏祭り 60 93

家康公の思いを受け継ぐ、
現代版・朝鮮通信使プロジェクト

8月13日（土）・16日
（火）

図書館交流プラザほか
特定⾮営利活動法⼈
ブリッジ・フォー・ピース

14 116

「江⼾のふるさと 岡崎」匠まつり
江⼾時代からの伝統と、今と昔を技で感じて

8月20日（土）・21日
（日）

岡崎商工会議所 おかざき匠の会 59 629

「OKAZAKI 大好きなまち」普及プロジェク
ト

8月21日（日） ⻯美丘会館 有限会社 ウェル フィットネス システム 7 225

岡崎発・まゆプロジェクト 「岡崎大好き！ま
ゆキャラコンテスト：わがまち岡崎・蚕de懐
古 家康公」

8月27日（土） 愛知学泉短期大学 チームYAMAMOTO.Y 8 36

宴deよせよ 〜華と落語で瀧⼭寺〜 8月27日（土） 瀧山寺 華然の会 150 400

まちの中にでよう！ ふるさと大好き
岡崎の⺠話ミュージカル

8月28日（日） イオンモール岡崎 パピーズ子どもミュージカル 48 600

きてみりん！物産展 たのしんできん！岡崎 9月3日（土） 岡崎中央総合公園 岡崎商工会議所 ⻘年部 31 10,000

まつもトリエンナーレ2016
9月16⽇（⾦）〜
10月23日（日）

松本町 松應寺横丁まちづくり協議会 20 3,000

六ツ美中部 竹馬でギネスに挑戦！ 9月18日（日） 六ツ美中部⼩学校 六ツ美中部⽵⾺ギネス実⾏委員会 630 648

KURAGARI SOUND FES2016 9月18日（日） くらがり渓谷 Nukata Sound Project. 83 1,912

岡崎市制100周年記念 第53回吹奏楽
祭

9月22日（木） 岡崎中央総合公園 岡崎市スクールバンド協議会 2,100 4,800

岡崎字幕映画祭〜バリアフリーなおかざきを
⽬指して〜

9月24日（土） ⻄部地域交流センター 株式会社あいち補聴器センター 25 77

やはぎの⾥まつり2016
10月1日（土）・2日
（日）

矢作東学区 矢作２区 100 5,000

新世紀岡崎 ポスターコンテスト
10月10⽇（⽉）〜
31日（月）ほか

岡崎シビコ 新世紀岡崎ポスターコンテスト実⾏委員会 6 2,557

「若年性がんの会」⽴ち上げの為の講演会と
交流会

10月16日（日） ⻑誉館 ホスピス研究会OKAZAKI 16 24

岡崎の⼭⾥のお宝（魅⼒）発信・交流プ
ロジェクト

10月23日（日）ほか
千万町楽校（旧岡崎
市⽴千万町⼩学校）

千万町・木下ふるさとづくり委員会 216 605

あるこう！100周年の岡崎 10月23日（日） 岡崎公園ほか
特定⾮営利活動法⼈
ぼくら・あそび隊・流

17 70

岡崎若者100年会議
-100年後に語られる歴史の1ページをつくろ
う-

10月29日（土） 愛知産業大学
特定⾮営利活動法⼈
コラボキャンパス三河

12 18

あるく・あそぶ・まなぶ in とっかわ 11月5日（土） 鳥川町 鳥川を遊びつくす会 70 500

トレランフェスinおかざき 11月6日（日） 岡崎中央総合公園 岡崎トレラン実⾏委員会 100 600

本町晴明ストリートイベント
「安倍の晴明 占いと星空の宅配便」

11月6日（日） 本町通 本町晴明ストリート 25 131

家康ゆかりの東海道東部地区を訪ね、
自然、歴史、福祉を知る道中散歩

11月12日（土） 藤川町 社会福祉法人 愛恵協会 97 393

一般の部



実施計画

新世紀岡崎チャレンジ100 プロジェクト一覧（４/４）
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プロジェクト名 実施期間 実施場所 実施団体名 参画者数 参加者数

化け猫応援隊 11月13日（日）ほか 東康生地区 東康生商店街まちづくりの会 49 2,500

連尺あきんどルネッサンス コスプレフェスタ
2016

11月13日（日） 連尺通一帯
「連尺あきんどルネサンス」プロジェクト実⾏
委員会

20 2,500

岡崎市⺠、内⽥修ジャズコレクションで語る 11月13日（日） 図書館交流プラザ
特定⾮営利活動法⼈
BLUE WAVE JAZZ FORUM

27 300

「岡崎ふるさとかるた」遊び大会 11月20日（日） 三河別院 岡崎ふるさとかるたを親しむ会 15 1,571

Gifts! ~Sing! Smile! for Life~ 11月20日（日） 岡崎市⺠会館 ワンボイス岡崎 38 987

岡崎の街 絵手紙スケッチ会 11月23日（水）ほか 図書館交流プラザほか 絵手紙「集まろまい」 10 280

あんたもどーだんはずかしがらずに踊らん会
〜8時間踊るOKAZAKI〜

12月4日（日） 暮らしの杜 DOｘDAN 18 400

”吹奏楽の街”岡崎 みんなのオリジナル曲
作成プロジェクト

12月11日（日）ほか せきれいホール キャッスル・ウィンド・オーケストラ 77 530

地形から⾒た天下取りプロジェクト 12月25日（日） 岡崎商工会議所 一般社団法人 家康と四天王の会 15 200

おかざきの心の歌とクラッシックコンサート 平成29年1月8日（日） シビックセンター 株式会社 東海愛知新聞社 70 312

市場町文化財めぐり発信プロジェクト 平成29年1月22日（日） 市場町 市場町文化財保存の会 40 104

「ぬかた」についてもっと知ろう 平成29年1月24日（火） 天恩寺 岡崎市ぬかた商工会 4 85

目指せキラキラ介護士！
ワクワクプロジェクト

平成29年２⽉4日（土）
地域交流センター六ツ
美分館

特定⾮営利活動法⼈ 四ツ葉の会 50 170

Okazaki Living Festa
〜もっと暮らしを楽しもう！〜

平成29年2月25日
（土）・26日（日）ほか

籠⽥公園ほか ママンマルシェ 30 1,000

家康でバズらせろ！ 平成29年2月 岡崎市内 「岡崎は家康の生誕地」を全国に広め隊 4 250

プロジェクト名 実施期間 実施場所 実施団体名 参画者数 参加者数

岡崎プロモーションプロジェクト 5⽉〜平成29年3月 岡崎市内 岡崎プロモーションプロジェクト実⾏委員会 70 200

ENERGY FES. 〜繋がる未来 世界の子
供たちへ Rockだぜー♪

平成29年2月19日（日）
岡崎中央総合公園総
合体育館

岡崎市制100周年記念⾳楽祭
実⾏委員会 “じゃんだらりん”

200 5,000

一般の部

プロジェクト名 実施期間 実施場所 実施団体名 参画者数 参加者数

「Iwazoo四天王」と⾏く城めぐりマップ
〜伝説の岩津七城を探せ〜

7月18日（月）ほか 岩津町 株式会社 IWAZU 10 50

WE CAN STAND UP 8月21日（日） 籠⽥公園 DASH MAN 50 150

Tea+1 Party
11月19日（土）・
20日（日）

岡崎げんき館ほか Tea＋1 スタジオ 13 27

連携の部

学生の部



事業名 岡崎さくら100年プロジェクト

主 催 新世紀岡崎委員会

担当課 企画課、公園緑地課、100周年記念事業推進課

内 容 市⺠、企業、団体、⾏政が連携して推進する桜をテーマとしたまちづくりプロジェ
クト
◆市⺠参加による「桜」を活かしたまちづくり
・市花認定：「さくら」を平成28年7月1⽇施⾏の条例により市の花に追加
・桜守の養成及び活動の推進
・さくら絵画作品展（市役所東庁舎ロビー、図書館交流プラザギャラリー）
・桜マップ作成：平成28年度発⾏
◆先人から受け継いだ「桜」の愛護
・家康桜の育成
・岡崎公園周辺桜保全計画：岡崎公園周辺桜を診断し、結果を保全に活用
◆新たな「桜」の名所づくり（桜並木、スポットづくり）
・平成27年度は1,223本、平成28年度は772本の桜を市内各所で植樹

開催日時 通年

場所・会場 市内全域

人 数 1,184名 内 訳 参画16名、参加1,168名

実施効果 桜守養成講座の受講⽣らが⾃主的な桜守の会を結成し、「次年度以降中央総合公園
の桜の管理をサポートすることになった」など⼀定の成果をあげることができた。
市内各所に２年間で約2,000本の桜を植樹し、新たな桜の名所を造成及び地域への
愛着を醸成した。また、桜マップの配布などで岡崎市をＰＲすることができた。

備 考
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さくら絵画作品展（市役所東庁舎ロビー）

平成28年度さくら植樹式（中央総合公園）

桜マップ

桜守養成講座（法蔵寺）

さくら軍手

（参加者などに配布）



事業名 おかざき100年祭

主 催 新世紀岡崎委員会

担当課 100周年記念事業推進課 ほか

内 容 市制100周年記念事業の基本⽅針「市⺠参加の祝祭」を体感するイベントとして、
新世紀岡崎委員会及び市、市⺠団体が実施する事業を集約し、岡崎市100歳の誕生
をお祝いする「おかざき100年祭」を開催した。また、７／２には市⺠の記録に残
るように市⻑や市⺠代表、ディズニーのキャラクターが参加する「バースデーパ
レード」を実施した。

開催日時 平成28年７⽉２⽇（⼟）9：45〜20：00、３日（日）10：00〜16：00

場所・会場 岡崎中央総合公園（全施設）

人 数 46,735人 内 訳 参画735人、参加46,000人

実施効果 市⺠参加の祝祭である「おかざき100年祭」に多くの市⺠が参加・参画することで、
本市への誇りや愛着がより高められた。

備考 ７⽉１⽇開催の市制施⾏100周年記念式で⼀部事業を実施

開会式 集まれ！おかざきっ子 100年祭遊園地

バースデーパレード
（「岡崎市オリジナルパレード」&「東京ディズニーリゾート®・スペシャルパレード」）

市制100周年のあゆみ メッセージビデオレター うまいもの市
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事業名 岡崎まちものがたり作成事業

主 催 新世紀岡崎委員会

担当課 市⺠協働推進課、100周年記念事業推進課

内 容 市⺠が中⼼となり、地域の積み重ねてきた歴史、伝承、景観などを「地域の⾃慢」
として編集・編纂し、次の世紀に伝える400ページの本「岡崎まちものがたり」と
各学区ごとの学区版を作成した。また、完成時には「お披露⽬会」を実施し、作成
委員に各学区の⾒どころを紹介した。

開催日時 平成29年１⽉発⾏

場所・会場 市内全域（47小学校区）

人 数 147,063人 内 訳 参画610人、参加146,453人

実施効果 本を市内外へ配布したこと、また市内各⼾へ学区版を配布したことにより、多くの
⽅に⾒ていただき、岡崎市の魅⼒をＰＲすることができた。

備考 ・お披露⽬会を１⽉19⽇に市⺠会館で実施
・学区版を市政だより２／15号で各⼾配布するため、平成28年12月増額補正

①各学区にまちものがたり作成委員会を組成（各学区５〜20名程度）

②作成委員会ごとに掲載内容を検討

③原稿、イラスト、地図等作成

④文字校正、色校正

岡崎まちものがたり完成

（題字 德川宗家18代当主 徳川恒孝氏）

岡崎まちものがたりお披露⽬（H29.1.19 市⺠会館）
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事業名 愛知県⺠茶会

主 催 愛知県文化協会連合会、岡崎文化協会

担当課 文化総務課

内 容 愛知県⽂化協会連合会加⼊の⽂化協会相互の連携のもとに、お茶会を開催し、茶道
⽂化の普及を図るとともに、県⺠⽂化の向上に努めた。三河部の全19団体（文化協
会等）が参加したことにより盛大に開催することができた。

開催日時 平成28年11月13日（日）10:00〜15:00

場所・会場 岡崎中央総合公園（総合体育館）

人 数 12,143人 内 訳 参画400人、参加11,743人

実施効果 三河部の全19団体が参加することで、相互の連携及び親睦を深めることが出来た。
また、10,000⼈を超える来場者があり、⽂化の普及及び県⺠⽂化の向上に努める
ことができた。

備 考
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事業名 ＮＨＫ特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会

主 催 株式会社かんぽ生命保険、ＮＨＫ、ＮＰＯ法人全国ラジオ体操連盟

担当課 市⺠スポーツ課

内 容 体操指導に鈴⽊⼤輔先⽣、アシスタントに松下亜実さん、吉江晴菜さん、ピアノ伴
奏に幅しげみ先⽣を迎え、参加者全員でラジオ体操を⾏った。この体操の模様は、
ＮＨＫラジオ第1放送で全国に生放送された。

開催日時 平成28年６⽉26日（日）6：00〜7：00

場所・会場 六名公園運動場

人 数 1,600人 内 訳 参画50人、参加1,550人

実施効果 プロの先生と一緒にラジオ体操を実施したことにより、ラジオ体操に親しみを持ち、
ラジオ体操を⾏うという意識が⾼まった。また、今後は健康づくりを意識したラジ
オ体操への参加も期待できる。

備 考 100周年記念事業枠以外の予算で実施

事業名 市制100周年オリジナルフレーム切⼿

主 催 ⽇本郵便株式会社

担当課 100周年記念事業推進課

内 容 市内の各地域を代表する現在の写真を掲載した「現代編」と市制施⾏時から各年代
を代表する写真を掲載した「歴史編」の２種類を郵便局と協⼒して各2,500枚作成
し、市内の郵便局及びインターネット、イベント会場で販売した。

開催日時 平成28年７⽉１⽇（⾦）から販売 ※一般販売は７月４日（月）より

場所・会場 岡崎市内郵便局、イベント特設販売所（おかざき100年祭、24時間テレビなど）

人 数 5,004人 内 訳 参画４名、参加5,000人

実施効果 郵便局の事業として実施することで企業連携が図れた。７⽉から販売を開始し、12
月30⽇に完売した。記念として形の残るものを適切な数量を作成し、数ヶ⽉間かけ
て販売することにより、市⺠の市制施⾏100周年の意識の醸成を図ることができた。

備 考 6／20（⽉）切⼿贈呈式（⽇本郵便㈱ 執⾏役員 荒若東海⽀社⻑ほか）
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事業名 24時間テレビ「愛は地球を救う」 岡崎会場

主 催 岡崎市、中京テレビ

担当課 100周年記念事業推進課、障がい福祉課

内 容 多くのタレントなどが２⽇間に渡り参加し、募⾦を呼びかけた。福祉事業では、神
⼾市より障がい者によるクラウンを招聘しショーやワークショップを開催、また市
内の障がい者団体等が授産製品などを販売した。

開催日時 平成28年８⽉27日（土）、28日（日）10：00〜18：00

場所・会場 岡崎市シビックセンター、花北ふれあい公園

人 数 12,350人 内 訳 参画250人、参加12,100人

実施効果 福祉事業を同時実施したことで、障がい者団体やボランティアが100周年記念事業
に参画でき、各事業所などの紹介もできた。テレビ中継により、東海３県に本市の
福祉への取り組みが市紹介VTRで周知でき、多くのかたが来場した。

備 考 募⾦が他会場より多く集まり、現⾦輸送⾞が名古屋間を２往復した。

事業名 出張！なんでも鑑定団in岡崎

主 催 岡崎市

担当課 100周年記念事業推進課

内 容 ⻑寿番組を誘致し、公開収録を実施した。お宝鑑定希望と観覧希望者を募集し、鑑
定希望399点の中から番組が６点（名）を選定し、３名の鑑定士が公開鑑定した。
観覧希望は応募2,657通（5,086名）で571通（1,104名）を当選とした。

開催日時 平成28年11月６日（日）13：00〜15：00

場所・会場 岡崎市⺠会館・あおいホール

人 数 1,094人 内 訳 参画6人、参加1,088人

実施効果 市内外から鑑定希望及び観覧希望の応募があり、多くの関心を引くことができた。
全国区のテレビ放送では、会場収録とは別に２分間の市の紹介ＶＴＲがあり、ビス
タラインや市の名産である八丁味噌が紹介され、岡崎市の周知に繋がった。

備 考 鑑定予想額アップの４名にはオカザえもんが八丁味噌セットをプレゼントした。
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事業名 赤い糸プロジェクト

主 催 新世紀岡崎委員会

担当課 商工労政課、観光課、農務課、健康増進課、100周年記念事業推進課

内 容 市内で生産された食物、伝統工芸、歴史、文化などの既存資源と他のモノとを赤い
⽷で結び付け、岡崎市の新たな魅⼒づくりを創造するプロジェクトを推進した。
事業者等参加型の新商品開発プロジェクトは、既存資源に他の特産物や市内の事業
者のアイデアなどを連携させ新たな商品を開発し、新商品コンテストを９月17日
（土）に実施した。店舗参加型の八丁味噌×赤ワイン マリア―ジュイベントは、八
丁味噌を使った⾚ワインに合う料理を「100周年記念メニュー」として、市内30店
舗（当初32店）で平成28年４⽉１⽇（⾦）〜平成29年３⽉31⽇（⾦）まで提供し
た。市⺠参加型の⾚い⽷レシピコンテストは、市内で⽣産された⾷材を２つ以上使
用したオリジナルレシピのコンテストとして９月1８日（日）に開催した。プロ
ジェクトの成果などを紹介する情報誌を10月27⽇に発⾏した。

開催日時 平成28年４⽉１⽇（⾦）〜平成29年３⽉31⽇（⾦）

場所・会場 市内全域、岡崎市図書館交流プラザ

人 数 15,639人 内 訳 参画65人、参加15,574人

実施効果 魅⼒ある新商品等を創造し、提供する場所、機会を設定したことにより、市外へも
本市の資源を紹介することができた。新商品開発プロジェクトでは、参加した事業
者同士が結びつき、新たな事業の発展に繋がるケースもあった。マリアージュイベ
ントでは、多くのメディア・マスコミに取り上げられ本市100周年を広く紹介でき
た。レシピコンテストでは、創作したメニューを企業が社食などで提供した。

備 考 Ｈ28年度トークショー 7/2：山田まりや 7/3：杉本彩、9/18：天野ひろゆき
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【八丁味噌×赤ワイン マリア―ジュイベント】

【赤い糸レシピコンテスト】【新商品開発プロジェクト】

赤い糸大賞
鶏武士（とりぶし）

優秀賞
Gateau de Okazaki

特別賞
芋餅 巨峰レーズン包み

最優秀賞
岡崎ロール



事業名 岡崎モータースポーツフェスティバル

主 催 岡崎モータースポーツフェスティバル実⾏委員会

担当課 100周年記念事業推進課

内 容 ものづくり地域における次世代の担い手の育成、交通安全の啓発を目的に岡崎市出
⾝のレーシングドライバー中嶋悟⽒、⼀貴⽒、⼤祐⽒らによるデモ⾛⾏やトーク
ショーを始め、⾞に関する企業の出展プログラムによるイベントを開催した。

開催日時 平成28年12月11日（日）10：00〜16：00

場所・会場 岡崎中央総合公園

人 数 150,435人 内 訳 参画435人、参加150,000人

実施効果 県内外から多くのモータースポーツファンや子どもが来場し、各企業の体験コー
ナーや交通安全プログラムを体験することで⽬的を遂⾏できた。また、多くのボラ
ンティアが事業に参加し、市⺠参画が図れた。

備 考 各団体の負担⾦、企業等の協賛⾦で運営

事業名 全国校区・小地域福祉活動サミットinおかざき・⻄三河

主 催 岡崎市、岡崎市社会福祉協議会

担当課 福祉総務課

内 容 関⻄学院⼤学牧⾥毎治教授の基調講演を始め、パネルディスカッション、８つの分
科会、まとめの全体会を通して、⼩地域で福祉活動に取り組む先進事例の紹介や実
践者同⼠の交流を図り、様々な形の⽀え合いについて学んだ。

開催日時 平成29年１⽉21日（土）12：30〜18：00

場所・会場 岡崎市⺠会館・ホールほか

人 数 1,016人 内 訳 参画31人、参加985人

実施効果 パネルディスカッション、分科会での先進的な21事例の紹介から各参加者が得た
キーワードを「明⽇からの⾏動宣⾔」としてまとめ、すべての住⺠が安⼼して暮ら
せる地域づくりを⽬指して福祉活動を続けるための意識の共有を図ることができた。

備 考 想定以上の申し込みがあり、断わるケースがあった。
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事業名 NHKのど自慢

主 催 岡崎市、NHK名古屋放送局・名古屋駅前営業センター

担当課 100周年記念事業推進課

内 容 予選は2052組の応募があり、ＮＨＫにより250組が選ばれた。本選は、250組366
名の予選出場者の中からＮＨＫの審査により20組32名が出場した。また、予選は
後日ミクスネットワークで放送され、本選は生放送で全国に発信された。

開催日時 平成29年１⽉28日（土）11:45〜18:00、29日（日）11:45〜13:30

場所・会場 岡崎市⺠会館・ホール

人 数 2,785人 内 訳 参画32人、参加2,753人

実施効果 番組の冒頭で岡崎市の八丁味噌やジャズコレクション展示室などの紹介があり、全
国に岡崎市をＰＲできた。また、ＮＨＫのど自慢ホームページ内の「のど自慢ブロ
グ」においてもアナウンサーが岡崎市を紹介しており、岡崎市の周知につながった。

備 考 応募数：出場2,052枚、観覧：7,974枚（１枚で２名まで入場可）

事業名 NHK「⺠謡魂 ふるさとの唄」

主 催 岡崎市、NHK名古屋放送局・名古屋駅前営業センター

担当課 100周年記念事業推進課

内 容 岡崎市から岡崎五万石保存会・伝承会の12名が岡崎小唄の踊りで出演した。また、
家康のしくじりから学ぶ教訓を題材にしたコントが繰り広げられ、地元伝統を伝え
るコーナーでは菅⽣神社の奉納花⽕や練り込み⾏列などが取り上げられた。

開催日時 平成29年２⽉19日（日）18：00〜19：30

場所・会場 岡崎市⺠会館・ホール

人 数 867人 内 訳 参画19人、参加848人

実施効果 3/5にＮＨＫ総合テレビで全国放送され、岡崎城や家康公のしかみ像の紹介があっ
たほか、オープニング曲で地元団体が踊りで出演、キャイ〜ン天野さんが家康に扮
したコント、菅⽣神社の奉納花⽕や練り込み⾏列など、全国に岡崎市をＰＲできた。

備 考 応募数：観覧1,139枚（１枚で２名まで入場可）、公開録画
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事業名 福⼭市交流市⺠ツアー

主 催 岡崎市、福山市

担当課 秘書課

内 容 福⼭市のばら祭に岡崎から、岡崎市の花⽕に福⼭からそれぞれ市⺠ツアーを開催し
た。

開催日時 平成28年①5月14日（土）、15日（日） ②8月6日（土）、7日（日）

場所・会場 ①福山市、②乙川河川敷

人 数 85人 内 訳 参画５人、参加80人

実施効果 市⺠による都市間交流の推進を図られた。

備 考

事業名 親善都市 福山の文化財展

主 催 岡崎市、中日新聞社

担当課 美術博物館

内 容 親善都市である福山市の歴史と文化を紹介する展覧会と講演会、演能、展示説明会
などの関連イベントを開催した。

開催日時 平成28年6月4日(土)〜7月18日(祝月）

場所・会場 岡崎市美術博物館

人 数 2,784人 内 訳 参画0人、参加2,784人

実施効果 岡崎市の親善都市であり、ともに市制100周年を迎えた広島県福⼭市の歴史と⽂化
について、市⺠皆様をはじめ、広く理解を深めていただく機会を提供することがで
きた。

備 考

①岡崎市から福山市へ（40人）

②福山市から岡崎市へ（40人）
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事業名 岡崎と福⼭の⼦どもたちの作品交流展 リトルアーティスト展

主 催 岡崎市

担当課 地域文化広場

内 容 本市同様に市制100周年を迎えた広島県福⼭市のふくやま美術館との共催で、両都
市の市制100周年の交流事業として岡崎と福⼭の⼦どもたちの作品交流展を相互の
美術館で開催した。あわせて、第29回リトルアーティスト展を開催した。

開催日時 平成29年３⽉４⽇（⼟）〜31⽇（⾦）

場所・会場 おかざき世界子ども美術博物館

人 数 4,930人 内 訳 参画430人、参加4,500人

実施効果 岡崎と福⼭の⼦どもたちの作品交流展を開催することで、両都市の親善交流の促進
を図ることができた。また、第29回リトルアーティスト展では前回を超える点数の
作品の応募があり、子どもたちの多くの参加を促す結果となった。

備 考 第29回として実施
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事業名 市制100周年特別映像制作

主 催 岡崎市

担当課 広報課

内 容 岡崎市の歴史や現在の姿を伝えるともに、100周年記念事業の記録を総括するため、
市制100周年特別映像（現在の岡崎市の⾵景・100周年記念イベント・岡崎市のあ
ゆみ）を制作し、市制100周年記念誌に挟み込んで発⾏（1,000部）した。

発⾏時期 平成29年７⽉公表

場所・会場 市内全域

実施効果 市制施⾏から100年経過した現在の市内の⾵景や100周年記念イベント、100年間
のあゆみを映像として１枚のＤＶＤにまとめることで、貴重な映像資料を後世に伝
えることができた。また、図書館等に配架することで市⺠への紹介を図った。

備 考 ふるさと納税の返礼品とすることで岡崎市のＰＲを図る

事業名 市制100周年記念誌作成

主 催 岡崎市

担当課 広報課

内 容 岡崎市の歴史や現在の姿を伝えるとともに、100周年記念事業の記録を総括するた
め、市制100周年記念誌（記録編・市勢編）を編集・発⾏（1,000部）した。

発⾏時期 平成29年７⽉発⾏

場所・会場 市内全域

実施効果 市制施⾏から100年間のあゆみを貴重な写真などとともに年代別にまとめることで、
後世に伝えることができた。また、図書館等に配架することで市⺠への紹介を図り、
ふるさと納税の返礼品とすることで本市をPRする。

備 考
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事業名 市制100周年PR

主 催 岡崎市、新世紀岡崎委員会

担当課 100周年記念事業推進課

内 容 市制施⾏100周年をPRし、市⺠の意識の醸成を図り、「新世紀岡崎 飛躍歳」全体
を盛り上げるため、看板や懸垂幕、のぼりの設置、ホームページの開設、広報ツー
ルの販売、ＰＲ事業など様々な媒体を活用し、周知に努めた。

開催日時 通年

場所・会場 市内全域

実施効果 オープ二ングセレモニーでは、多くの広報媒体に取り上げられ新世紀岡崎飛躍祭の
開催を多くの市⺠に周知できた。また、桜の形をした100周年ピンバッチは、多く
の市⺠が購⼊（２回追加製作）し、100周年事業の機運を醸成した。

備 考

●新世紀飛躍祭オープニングセレモニー：平成28年４⽉１⽇（⾦）
◆カウントダウンボードお披露⽬、くす玉（市役所東庁舎ロビー）
◆さくら記念植樹（十王公園、シダレザクラ１本）
◆出席者：市⻑、副市⻑、市議会議⻑及び副議⻑、キャラクター３体
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●ロゴマーク：平成26年７⽉公表
◆H26年度シティプロモーション等実施計画策定業務内で制作
①受注業者（㈱電通 中部支社）が20案程度制作
②100周年記念事業推進担当部⻑、100周年記念事業推進課で３候補に選定
③平成26年７⽉１⽇〜31日の間に３候補を市広報誌やWEBで市⺠投票を実施し決定
※投票総数 1,367件

④投票者100名を抽選で選定し、100周年記念グッズセットを贈呈（郵送）
※タンブラー、スポーツタオル等

岡崎の花火をデザインしたマークを用いて
「100」の文字を作成し、100周年のお祝い感を表現した

651票 603票 113票

他候補



●婚姻届
◆平成28年６⽉23日から岡崎市オリジナル婚姻届を配布
◆オリジナル婚姻届にて市⺠課及び各⽀所の窓⼝で届出されたかたに記念スタンプを押した
コピーの贈呈や記念撮影を実施

●新世紀飛躍祭エンディングセレモニー：平成29年３⽉29日（水）14：00〜14：30
◆公募した「未来へのメッセージ」504通と各事業の成果品を封入（市役所東庁舎ロビー）
◆美術博物館で保管し、10年後に展⽰を予定
◆市⻑あいさつ、市⺠代表メッセージ朗読、成果品封⼊、キャラクター隊へ感謝状贈呈
◆出席者：新世紀岡崎委員会、市議会議⻑及び副議⻑、市⺠代表２名、キャラクター１体

●100周年PRキャラバン
◆100周年のあゆみ＆まちづくり事業のパネル展

岡崎市役所（東庁舎ロビー）、岡崎市図書館交流プラザ、
地域交流センター（北部、南部、東部、⻄部、六ツ美）
で平成28年９⽉１⽇（⽊）から12月28日（水）の間に
巡回展示を実施

●田んぼアート

◆田植えイベント：平成28年5月22日、稲刈りイベント：平成28年9月25日

◆藤川町内（「道の駅 藤川宿」⻄、国道１号線北側）
◆観覧台を仮設で設置
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横85～100ｍ×縦80ｍ（台形）

市民代表メッセージ朗読 メッセージ・成果品封入 キャラクター隊へ感謝状贈呈



●⾞両ラッピング
◆バス3台及び100周年記念事業推進課専⽤⾞両に100周年PRラッピングで装飾

◆⼀般⾞両はマグネットシートを貼付

●ピンバッチ、のぼり販売及び配布
◆ピンバッチは、事業参画者を中心に配布し、それ以外は一般販売
◆のぼりは、公共施設に配置し、事業実施時に希望者には貸出、それ以外は一般販売

●横断幕貸出
◆イベントで制作した横断幕を各課、⺠間事業へ貸出
・学区夏祭り
・国際交流フェスティバル など
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制作数
・20,000個
内訳
・販売数 16,416個
・配布及び保管数 3,584個
サイズ
・縦横幅最大35㎜



●記念品等●広報ツール制作
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ＰＲグッズ
・事業参加賞 など

Tシャツ ジャンバー

スタッフ
・市関係各課職員
・岡崎活性化本部員
・市⺠サポーター

その他
・市⻑、副市⻑
・新世紀岡崎委員会委員
・市議会議員

スポーツタオル タンブラー

記念品
・事業参画者
・PRクイズ大会賞品
・視察 など

ﾃｨｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ、ｳｴｯﾄﾃｨｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ、絆創膏 シール各種 カレンダー
缶バッジ ボールペン マグネット
お勉強セット クリアホルダー 風船



●看板等

岡崎駅 中岡崎駅 岡崎公園大手門

観光案内所（東岡崎駅） 観光案内所（岡崎駅）

東岡崎駅ロータリー 東岡崎駅プラットホーム 岡崎市シビックセンター

市役所東庁舎（第一・二来賓室） 岡崎消防署 市役所⻄庁舎南棟

市役所⻄⽴体駐⾞場 市役所連絡通路
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●岡崎応援キャラクター隊（平成26年７⽉１⽇〜平成29年３⽉31日）
◆参加キャラクター（正式名称）
・団吉くん（石丸団吉くん）：岡崎石工団地協同組合
・オカザえもん（岡崎衛門之介）：オカザえもんの会
・てんかくん：株式会社東海愛知新聞社
・フジ犬くん：株式会社フジケン
・井田ッキー：岡崎市⽴井⽥⼩学校
・武槍幻将 ムラサキ：愛知産業大学
・あきん猫〜：岡崎商工会議所⻘年部
・みそざきくん（味噌崎 城）：株式会社リバーシブル
・つぶさん（あぶらや つぶさん）：太田油脂株式会社
・クジ夫くん（なめくじ クジ夫くん）：太田油脂株式会社
・ワルザえもん（岡崎悪THE衛門之慎）：オカザえもんの会
・まめ吉（岡崎市健康・食育キャラクターまめ吉）：市保健部健康増進課

◆市⺠サポーター
・市内20名

●市制100周年応援ソングとダンス
◆ソング
・タイトル：OKAZAKI 大好きなまち
・作曲：近藤嶺（作曲家・サウンドクリエイター）※岡崎市出身
・作詞：浅田優美（作詞家）
・歌詞：みんなで祝おう おめでとう岡崎 100 年たっても 大好きなまち

O・K・A・Z・A・K・I GO! GO!
O・K・A・Z・A・K・I GO! GO!
春は桜並木 あの坂道こえて みかげの石まで 花びらが舞う
真夏の夜空には ⼤輪の華 キラキラ映るよ 矢作の川にも
みんなで祝おう おめでとう岡崎 100 年たっても 大好きなまち
O・K・A・Z・A・K・I GO! GO!
O・K・A・Z・A・K・I GO! GO!
秋の岡崎城 浮かぶきれいな月 歴史の武将たちも この⽉を⾒てた
寒い冬が来ても 八丁味噌で ポカポカ三河の 元気のみなもと
みんなで祝おう おめでとう岡崎 100 年たっても 大好きなまち
みんなで歌おう ありがとう岡崎 未来につなげよう 大好きなまち
遊びにおいでよ わたしのまちへ
O・K・A・Z・A・K・I GO! GO!

・時間：２分52秒
◆ダンス
・振付：飯田恵美（ダンサー）※岡崎市在住
・東庁舎ロビーでＤＶＤを放映、保育園等に配布

72



●市制100周年応援ソング楽譜
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●新聞広告掲載
◆掲載新聞：中日、朝日、毎日、読売、東海愛知
◆掲載日：平成28年７⽉１日

中日新聞 66㎜×190㎜（参考写真）

朝日新聞 66㎜×190㎜
毎日新聞 66㎜×188㎜
読売新聞 66㎜×189㎜
東海愛知新聞 135㎜×362㎜

●水道広告掲載
◆掲載物：水道使⽤⽔量等のお知らせの裏⾯
◆掲載期間：平成28年６⽉〜7月

●商店街フラッグ掲示
◆掲示場所：篭田商店街発展会、東康生発展会、連尺通発展会、

⻄康⽣一番街発展会、八千代コミュニティ道路発展会、
⻄康⽣通発展会、殿橋発展会、岡崎銀座商店街振興組合、
岡崎明大寺商店街振興組合、能⾒通１丁目発展会、
能⾒中発展会、能⾒北発展会、岡崎商工会議所 計249枚

◆掲示期間：平成28年６⽉下旬〜８⽉中旬

●ホームページ
◆市制100周年記念事業の情報を発信するWEBサイトの運営管理
・平成27年７⽉１⽇開設
・市⺠公募の写真を活⽤した「市制100周年カウントダウン」を実施（300日、１枚／日）

●リーフレット
◆事業ガイド発⾏（年間⽤）
◆市政だより挟み込み（４月１日号、６月15日号、10月15日号）

●花火大会団扇
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Ｈ27年度（⻘⾊） 2,100枚
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●三市市の花・木交換
◆平成28年に市制100周年を迎えた福⼭市、尼崎市と市の花・⽊を互いに贈呈
①福山市・岡崎市
・日時：平成28年５⽉14日（土） 14：20〜15：00
・会場：ばらまつり会場ステージ（福山市緑町）
・出席者：⼤⽵副市⻑、蜂須賀市議会議⻑、観光⼤使２名、武将隊３名、市⺠ツアー40名

※羽⽥福⼭市⻑
・贈呈品：ふじの苗「五万石藤」２本（福山市緑町公園内にパーゴラを設置し植樹）
・受贈品：ばらの苗「ローズマインドふくやま」10本（奥殿陣屋ばら園の一角に植樹）

②尼崎市・福山市・岡崎市
・日時：平成28年10月８日（土） 13：15〜13：25
・会場：尼崎市総合文化センターあましんアルカイックホール（尼崎市昭和通２丁目）
・出席者：寺⽥副市⻑ ※廣⽥福⼭市副市⻑、岩⽥尼崎市副市⻑
・贈呈品（尼崎市）：さくらの苗「家康桜」３本（尼崎市上坂部⻄公園内に植樹）
・受贈品（尼崎市）：ハナミズキの苗３本（岡崎中央総合公園球技場東側の一角に植樹）
・その他：福山・岡崎市での交換はなし

③岡崎市・福山市山市、尼崎市と市の花・木を互いに贈呈
・日時：平成28年11月５日（土） 13：00〜13：10
・会場：岡崎城下家康公秋まつり 商工フェアステージ（岡崎公園内）
・出席者：寺⽥副市⻑ ※廣⽥福⼭市副市⻑
・贈呈品：さくらの苗「家康桜」２本（福山市緑町公園内にパーゴラを設置し植樹）
・受贈品：ばらの苗「ローズマインドふくやま」５本（奥殿陣屋ばら園の一角に追加植樹）

①福山・岡崎 平成28年５⽉14日（土） 14：20〜15：00
②尼崎・福山・岡崎
③岡崎・福山
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福山市緑町公園内

（ハナミズキ・バラ・さくら）

（奥殿陣屋ばら・観光大使）

（岡崎・尼崎・福山）

（福山・岡崎）

（岡崎・福山）



冠事業

事業名 主催者 実施期間 場所 参画者 参加者

ふるさと岡崎・平和の祈り ふみの会・岡崎なでしこ 平成27年5月31日(日)
成道山松安院大樹
寺（鴨田町）

25人 260人

三河総合住宅展2015 ㈱中日アド企画
平成27年7月4日(土)～5
日(日)

岡崎中央総合公園 ・
体育館

150人 4,393人

大相撲岡崎場所
㈳岡崎パブリックサービス、名古
屋テレビ放送㈱

平成28年4月6日(水)
岡崎中央総合公園 ・
体育館

700人 4,845人

コロネット開館15周年記
念特別コンサート キュッ
ヒル・クァルテット

岡崎市/SPS・トーエネック・ピー
アンドピー共同事業体

平成28年6月19日(日)
岡崎市シビックセン
ター・コンサートホー
ルコロネット

22人 388人

コロネット開館15周年記
念特別コンサート 井上道
義指揮オーケストラ・アン
サンブル金沢

岡崎市/SPS・トーエネック・ピー
アンドピー共同事業体

平成28年7月17日(日)
岡崎市シビックセン
ター・コンサートホー
ルコロネット

27人 397人

コロネット開館15周年記
念特別コンサート 「雅楽
源氏物語」～ 悠久の響き
～

岡崎市/SPS・トーエネック・ピー
アンドピー共同事業体

平成29年1月21日(土)
岡崎市シビックセン
ター・コンサートホー
ルコロネット

18人 395人

社会福祉事業協賛 ポッ
プサーカス岡崎公演

中日新聞社
平成27年12月26日(土)
～平成28年2月14日(日)

岡崎公園・多目的広
場

100人 60,213人

第42回全日本オリエン
テーリング大会

（公財） 日本オリエンテーリング
協会

平成28年3月20日(日)
岡崎中央総合公園
及び周辺の山野

46人 617人

第32回光墨会書作展 光墨会
平成28年4月6日(水)～
10日(日)

岡崎市美術館 77人 665人

第19回少林寺拳法西三
河大会

少林寺拳法西三河連合会 平成28年5月29日(日)
岡崎中央総合公園 ・
体育館

500人 300人

ベジタブルスイーツコンテ
スト

岡崎市食育推進会議、岡崎市
平成28年4月1日(金)～
10月23日(日)

岡崎げんき館 8人 93人

学校給食メニューコン
クール

岡崎市食育推進会議、岡崎市
平成28年4月1日(金)～9
月18日(日)

岡崎げんき館、図書
館交流プラザ

8人 158人

第39回岡崎総合書展 中日新聞社、岡崎総合書道会
平成28年8月4日(木)～
14日(日)

岡崎市美術館 40人 1,926人

第32回六ツ美商工まつり 岡崎市六ツ美商工会
平成28年4月23日(土)～
24日(日)

23日エルエルタウン、
24日岡崎市六ツ美市
民センター・岡崎勤
労者体育センター

300人 26,000人

第34回岡崎第九演奏会
岡崎文化協会、岡崎「第九」をう
たう会

平成28年12月24日(土)
岡崎市民会館・ホー
ル

180人 900人

家康公検定ファイナル 岡崎市、岡崎商工会議所 平成28年10月2日(日) 岡崎商工会議所 20人 874人

岡崎華道連盟 特別講演
会

岡崎華道連盟 平成28年6月25日(土) 葵丘（明大寺町） 26人 116人

第44回全三河書道百選
展

岡崎市、岡崎市教育委員会、豊
橋市、豊橋市教育委員会、全三
河書道百選展運営委員会、中
日新聞社

平成28年8月30日(火)～
9月4日(日)

岡崎市美術館 142人 1,093人

第22回岡崎オープン選手
権大会

岡崎バドミントン協会 平成28年11月6日(日) 岡崎市体育館 16人 196人

国際交流音楽祭2016 国際交流音楽祭実行委員会 平成28年5月29日(日) 龍渓院（桑原町） 20人 120人

せいりけん市民講座「脳
の不思議とサイエンス」

自然科学研究機構生理学研究
所、岡崎市、NPO法人脳の世紀
推進会議

平成28年7月23日(土) 岡崎げんき館・講堂 35人 120人

第一回日本少年野球岡
崎市長旗争奪大会

（公財）日本少年野球連盟愛知
県東支部・西支部

平成28年6月25日(土)～
7月3日(日)

岡崎市民球場、県岡
崎総合運動場野球
場、他8会場

200人 960人

食育ポスターコンクール 岡崎市食育推進会議、岡崎市
平成28年7月1日(土)～
10月23日(日)

岡崎げんき館 8人 2,111人

５ 冠事業 ※37件（申請順）
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冠事業

事業名 主催者 実施期間 場所 参画者 参加者

岡崎市民合唱団第33回
演奏会

岡崎市民合唱団 平成28年9月4日(日)
岡崎市シビックセン
ター・コンサートホー
ルコロネット

90人 400人

日本都市学会第63回大
会

日本都市学会、中部都市学会
平成28年10月28日(金)～
30日(日)

岡崎市図書館交流
プラザ

20人 170人

第60回岡崎市子ども会球
技大会

岡崎市子ども会育成者連絡協
議会

平成28年8月20日(土)
岡崎中央総合公
園 ・運動広場

200人 1,000人

松本道子バレエ団岡崎ス
タジオ30周年記念公演

松本道子バレエ団
平成28年12月26日(月) 岡崎市民会館 120人 850人

第63回岡崎華道連盟 い
けばな展

岡崎華道連盟
平成28年10月29日(土)～
30日(日)

岡崎市竜美丘会館・
大ホール

300人 1,500人

平成28年度土地区画整
理三河地区研究会

愛知県土地区画整理組合連合
会、愛知県都市整備協会

平成28年10月28日(金)
岡崎市福祉会館・大
ホール

7人 79人

岡崎市・名鉄タイアップイ
ベント

岡崎市、名古屋鉄道㈱
平成28年9月17日(土)～
12月26日(月)

岡崎公園、東岡崎
駅～岡崎公園前駅
間のハイキングコー
スおよび東岡崎駅、
美合駅、本宿駅

11人 2,762人

家康公がこよなく愛した
鷹狩り

一般社団法人 岡崎パブリック
サービス

平成28年12月4日(日)
岡崎公園・多目的広
場、巽閣 50人 1,200人

健康おかざき21計画(第2
次)推進事業特別講演会
「望まない妊娠」に「おめ
でとう」と言ってあげるた
めに～「コウノドリ」先生か
らのメッセージ&ピアノ演
奏～

岡崎市 平成28年11月12日(土) 岡崎げんき館・講堂 10人 152人

第61回岡崎市子ども会大
会

岡崎市子ども会育成連絡協議
会

平成28年12月17日(土)
岡崎中央総合公園・
武道館

100人 700人

第48回おかざきマラソン
岡崎市、岡崎市教育委員会、公
益財団法人岡崎市体育協会

平成28年11月27日(土)
岡崎中央総合公園
及び周辺道路

194人 4,581人

ウォーキングイベント は
るさきの季節と歴史を感
じる道を歩こう「春のまめ
さんぽ」

岡崎市 平成29年2月26日(日)
岡崎市南公園～JR
岡崎駅周辺

21人 339人

プロ野球オープン戦
㈳岡崎パブリックサービス、中日
新聞社、中日ドラゴンズ

平成29年3月8日(水)
岡崎中央総合公
園 ・市民球場

200人 8,149人

公益社団法人ジャパン・
プロフェッショナル・バス
ケットボールリーグ シー
ホース三河ホームゲーム

B.LEAGUE
平成29年3月11日(土)・12
日(日)

岡崎中央総合公園
体育館

400人 6,405人
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ロゴマーク申請

６ ロゴマーク申請 ※135件（申請順）

申請日／承認日 申請者 用途 区分

平成26年10月1日（水）／
平成26年10月9日（木）

東亜・丸ヨ特定建設工事
共同企業体

工事現場の仮囲い、工事関係者のヘルメットに貼り
付けるステッカー

広報

平成26年10月1日（水）／
平成26年10月6日（月）

岡崎葵ライオンズクラブ
第47回全国友好葵ライオンズクラブ岡崎大会 大会
案内及び大会冊子リーフレット

イベント

平成26年10月3日（金）／
平成26年10月21日（金）

アルファス㈱
ハウスドゥ岡崎北店・岡崎南店のチラシ、ホームペー
ジ

広告

平成26年11月12日（水）／
平成26年11月12日（水）

三宅健司 名刺 名刺

平成26年12月24日（水）／
平成27年1月15日（木）

岩瀬食品㈲ 白玉うどんのパッケージ 商品

平成27年1月29日（木）／
平成27年1月29日（木）

八千代本店 パンフレット、ホームページ 広告

平成27年1月30日（金）／
平成27年1月30日（金）

野村證券㈱岡崎支店 名鉄東岡崎駅壁面広告照明看板 広告

平成27年2月9日（月）／
平成27年2月9日（月）

柘植錠平 名刺 名刺

平成27年2月10日（火）／
平成27年2月19日（木）

㈱スマイル‐リンク ぶどうキャラメルパッケージ 商品

平成27年2月20日（金）／
平成27年2月23日（月）

岡崎呉服協同組合 顧客に向けての案内状・ホームページ イベント

平成27年3月2日（月）／
平成27年3月3日（火）

㈲睦美 折込広告、紙面広告、看板、ホームページ等 広告

平成27年3月9日（月）／
平成27年3月9日（月）

岡崎市民音楽劇制作委員
会

ポスター、チラシ、ホームページ等 イベント

平成27年3月15日（日）／
平成27年3月16日（月）

岡崎市観光協会 花火大会協賛うちわ 広報

平成27年3月16日（月）／
平成27年3月18日（水）

不動産クラブ ホームページ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ 広告

平成27年4月2日（木）／
平成27年4月2日（木）

ますだ家製菓有限会社 まんじゅうパッケージ、チラシ 商品

平成27年4月21日（火）／
平成27年4月21日（火）

ふみの会・岡崎なでしこ ポスター、チラシ イベント

平成27年4月28日（火）／
平成27年4月28日（火）

味波岩津店 イベント用オリジナルＴシャツ 商品

平成27年5月8日（金）／
平成27年5月14日（木）

丸石醸造株式会社 日本酒ラベル 商品

平成27年7月28日（火）／
平成27年7月29日（水）

アマチュア無線局 アマチュア無線交信証明書 広報

平成27年8月4日（火）／
平成27年8月4日（火）

未来城下町連合 商店街フラッグ 広報

平成27年8月11日（火）／
平成27年8月11日（火）

矢作南学区社会教育委員
会

矢作南学区夏祭り イベント

平成27年8月12日（水）／
平成27年8月12日（水）

岡崎青年会議所 名刺 名刺

平成27年8月13日（木）／
平成27年8月13日（木）

十六銀行 名刺 名刺

平成27年9月10日（木）／
平成27年9月10日（木）

エフエム岡崎 カーラッピング 広報
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ロゴマーク申請

申請日／承認日 申請者 用途 区分

平成27年10月2日（金）／
平成27年10月2日（金）

岡崎まぜめん会 まぜめんポスター・チラシ 広告

平成27年10月6日（火）／
平成27年10月6日（火）

イオン100年桜の会 イオン岡崎南店専門店街チラシ 広告

平成27年10月20日（火）／
平成27年10月20日（火）

あいち三河農業協同組合 ぶどうジュースラベル 商品

平成27年10月30日（金）／
平成27年10月30日（金）

Jネットレンタカー キャンペーンホームページ 広告

平成27年11月4日（水）／
平成27年11月4日（水）

井田学区総代会 井田ふれあい文化祭 イベント

平成27年11月6日（金）／
平成27年11月11日（水）

中電興業 社内報 広報

平成27年11月6日（金）／
平成27年11月13日（金）

DIG IT ハートマグカップ 商品

平成27年11月13日（金）／
平成27年11月13日（金）

DIG IT Tシャツ、シューズバッグ 商品

平成27年11月17日（火）／
平成27年11月17日（火）

連尺小学校 研究パンフレット 広報

平成27年11月26日（木）／
平成27年11月26日（木）

ホンダカーズ チラシ 広告

平成27年11月30日（月）／
平成27年12月2日（水）

スマイル－リンク ぎゅっと肉味噌 商品

平成27年12月2日（水）／
平成27年12月2日（水）

キャッスルウィンドオーケ
ストラ

定期演奏会 イベント

平成27年12月2日（水）／
平成27年12月2日（水）

三菱東京UFJ銀行 名刺 名刺

平成27年12月10日（木）／
平成27年12月10日（木）

マルヤス工業 名刺 名刺

平成27年12月14日（月）／
平成27年12月14日（月）

岡崎市観光協会 名刺 名刺

平成27年12月14日（月）／
平成27年12月16日（水）

岡崎五万石保存会 岡崎五万石のつどい イベント

平成27年12月16日（水）／
平成27年12月16日（水）

丸石醸造㈱ 日本酒ラベル 商品

平成27年12月17日（木）／
平成27年12月22日（火）

岡崎パブリックサービス 道の駅記念切符 商品

平成27年12月21日（月）／
平成27年12月25日（金）

そごう・西武 福袋 商品

平成27年12月21日（月）／
平成27年12月25日（金）

おかざき匠の会 東京展示会 イベント

平成27年12月24日（木）／
平成27年12月28日（月）

そごう・西武 説明会 広報

平成27年12月25日（金）／
平成27年12月28日（月）

ミクスネットワーク 名刺 名刺

平成28年1月5日（火）／
平成28年1月6日（水）

三河相撲甚句 相撲甚句会 イベント

平成28年1月5日（火）／
平成28年1月6日（水）

煮込みうどん二橋 おしながき 広告
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ロゴマーク申請

申請日／承認日 申請者 用途 区分

平成28年1月8日（金）／
平成28年1月12日（火）

子ども会育成者連絡協議
会

名刺 名刺

平成28年1月8日（金）／
平成28年1月14日（木）

ママさんバレーボール連
盟

親睦大会 イベント

平成28年1月13日（水）／
平成28年1月18日（月）

中日アド企画 新聞広告 広告

平成28年1月13日（水）／
平成28年1月19日（火）

ナンブ 名刺 名刺

平成28年1月15日（金）／
平成28年1月19日（火）

岡崎信用金庫 定期預金 商品

平成28年1月19日（火）／
平成28年1月26日（火）

愛知毎日広告社 新聞広告 広告

平成28年1月20日（水）／
平成28年1月21日（木）

そごう・西武 金澤翔子書の世界展 イベント

平成28年1月22日（金）／
平成28年1月25日（月）

ソフトボール協会 総会資料 広報

平成28年1月25日（月）／
平成28年1月26日（火）

岡崎きらり隊 会報 広報

平成28年1月27日（水）／
平成28年1月29日（金）

創和広告 テレビCM 広告

平成28年2月2日（火）／
平成28年2月3日（水）

岡崎美術協会 美協展 イベント

平成28年2月3日（水）／
平成28年2月5日（金）

大洋荷役 名刺 名刺

平成28年2月10日（水）／
平成28年2月24日（水）

アピタ岡崎北店 チラシ 広告

平成28年2月15日（月）／
平成28年2月18日（木）

岡崎パブリックサービス トラッド企画展 イベント

平成28年2月15日（月）／
平成28年2月18日（木）

岡崎パブリックサービス 絶版車企画展 イベント

平成28年2月23日（火）／
平成28年2月24日（水）

還暦軟式野球連盟 野球大会 イベント

平成28年2月24日（水）／
平成28年2月29日（月）

岡崎市交通政策会議 公共交通マップ 広報

平成28年2月26日（金）／
平成28年3月1日（火）

岡崎商工会議所 OKナビデータブック 広報

平成28年2月26日（金）／
平成28年3月15日（火）

岡崎信用金庫 ポケットティッシュ 商品

平成28年2月29日（月）／
平成28年2月29日（月）

高梨民謡研究会 岡崎まつり音頭CD 商品

平成28年3月3日（木）／
平成28年3月7日（月）

DIG IT マグカップ 商品

平成28年3月7日（月）／
平成28年3月8日（火）

アマチュア無線局 アマチュア無線交信証明書 広報

平成28年3月11日（金）／
平成28年3月15日（火）

書門社 書門展 イベント

平成28年3月15日（火）／
平成28年3月17日（木）

尼が咲く実行委員会 イベントチラシ イベント
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ロゴマーク申請

申請日／承認日 申請者 用途 区分

平成28年3月16日（水）／
平成28年3月18日（金）

PTA連絡協議会 PTAおかざき５月号 広報

平成28年3月16日（水）／
平成28年3月17日（木）

岡崎活性化本部 腕章 イベント

平成28年3月17日（木）／
平成28年3月22日（火）

夏まつり実行委員会 夏まつり イベント

平成28年3月22日（火）／
平成28年3月25日（金）

桔梗 くずまんじゅう 商品

平成28年3月23日（水）／
平成28年3月28日（月）

日刊工業新聞社 新聞広告 広告

平成28年3月24日（木）／
平成28年3月25日（金）

岡崎市立葵中学校 校内配布物 広報

平成28年3月24日（木）／
平成28年3月28日（月）

バドミントン協会 大会プログラム イベント

平成28年3月25日（金）／
平成28年3月30日（水）

岡崎市立小豆坂小学校 パンフレット 広報

平成28年3月28日（月）／
平成28年3月29日（火）

鈴木春美 旗 イベント

平成28年3月28日（月）／
平成28年3月30日（水）

キリンビールマーケティン
グ

販促ポスター 広告

平成28年4月4日（月）／
平成28年4月7日（木）

フットジョグ リストバンド 商品

平成28年4月4日（月）／
平成28年4月7日（木）

正調五万石を広める会 置き式バナー イベント

平成28年4月4日（月）／
平成28年4月7日（木）

イオンモール チラシ 広告

平成28年4月7日（木）／
平成28年4月11日（月）

繊維青年クラブ Tシャツ 商品

平成28年4月8日（金）／
平成28年4月11日（月）

愛恵協会 チラシ イベント

平成28年4月13日（水）／
平成28年4月14日（木）

三菱自動車工業㈱ 名古
屋製作所

横断幕 広報

平成28年4月25日（月）／
平成28年4月27日（水）

ぬかたふるさとまつり実行
委員会

ぬかたふるさとまつり（幟・ロゴ） イベント

平成28年4月28日（木）／
平成28年5月2日（月）

㈱エルエル・エルエルタウ
ン

新聞広告チラシ 広告

平成28年4月28日（木）／
平成28年5月2日（月）

㈱エルエル・ウイングタウ
ン

新聞広告チラシ 広告

平成28年5月2日（月）／
平成28年5月6日（金）

六名愛友クラブ連合会 Ｔシャツ 商品

平成28年5月2日（月）／
平成28年5月6日（金）

オカザえもんＲＡＣＩＮＧＴＥ
ＡＭ

車両ラッピング・印刷物 広報

平成28年5月2日（月）／
平成28年5月9日（月）

トラスコ中山㈱ 集合写真 イベント

平成28年5月9日（月）／
平成28年5月12日（木）

㈱中日アド企画 ポスター・チラシ・新聞広告 広告

平成28年5月12日（木）／
平成28年5月13日（金）

岡崎信用金庫 企画展ポスター・チラシ 広告
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ロゴマーク申請

申請日／承認日 申請者 用途 区分

平成28年5月13日（金）／
平成28年5月16日（月）

日本経済新聞社 名護屋
支社 クロスメディア営業部

新聞広告企画 広告

平成28年5月17日（火）／
平成28年5月18日（水）

タニザワフーズ㈱ 徳川家康公作文コンクール イベント

平成28年5月18日（水）／
平成28年5月20日（金）

四季彩クラブ 水彩画展案内 広報

平成28年5月19日（木）／
平成28年5月20日（金）

岡崎信用金庫 定期預金 商品

平成28年5月17日（火）／
平成28年5月20日（金）

六ツ美商工会 資料・冊子 広報

平成28年6月1日（水）／
平成28年6月2日（木）

岡崎クラフトフェスティバル チラシ 広告

平成28年6月6日（月）／
平成28年6月7日（火）

暴れん坊チキン メニュー表 広告

平成28年6月10日（金）／
平成28年6月14日（火）

㈳ 岡崎パブリックサービ
ス

ポスター・チラシ 広告

平成28年6月10日（金）／
平成28年6月15日（水）

岡崎東部芸能会 パンフレット表紙 広報

平成28年6月10日（金）／
平成28年6月17日（金）

岡崎市食品衛生協会 パネル 広報

平成28年6月16日（木）／
平成28年6月17日（金）

一般社団法人 岡崎パブ
リックサービス

パネル・ポスター・チラシ 広告

平成28年6月16日（木）／
平成28年6月17日（金）

株式会社そごう・西武 西
武岡崎店

催事用POP、幟（店頭） イベント

平成28年6月16日（木）／
平成28年6月20日（月）

ＮＰＯ全日本ダウンヒル
ダービー協会

ポスター・チラシ 広告

平成28年6月20日（月）／
平成28年6月24日（金）

亀島敏明 クラス会案内状 広報

平成28年6月23日（木）／
平成28年6月28日（火）

中日新聞社 三河アドセン
ター

中日新聞 特集ページ 広告

平成28年6月29日（水）／
平成28年6月30日（木）

矢作南学区 総代会長 チラシ・ポスター・うちわ、幟（盆踊り大会） イベント

平成28年6月28日（火）／
平成28年7月1日（金）

岡崎女子大学・岡崎女子
短期大学

チラシ・パンフレット、幟（丘咲祭） イベント

平成28年7月11日（月）／
平成28年7月12日（火）

株式会社エイアールティ企
画

ポスター・チラシ・イベント会場の看板・HP イベント

平成28年7月8日（金）／
平成28年7月13日（水）

東海旅客鉄道株式会社
岡崎駅

コースマップ イベント

平成28年7月14日（木）／
平成28年7月14日（木）

株式会社サンクレール 店内POP・チラシ・ポスター・包材 広告

平成28年7月15日（金）／
平成28年7月20日（水）

公益財団法人 服部公益
財団 暮らしの学校

10月期講座チラシ 広報

平成28年7月19日（火）／
平成28年7月22日（金）

岡崎文化協会 チラシ・パンフレット・チケット・看板 広報

平成28年7月22日（金）／
平成28年7月26日（火）

岡崎アートコミュニティ推
進協議会

チラシ・ポスター・うちわ 広報

平成28年8月4日（木）／
平成28年8月9日（火）

岡崎医療刑務所 チラシ、幟（矯正展） 広報
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ロゴマーク申請

申請日／承認日 申請者 用途 区分

平成28年8月19日（金）／
平成28年8月22日（月）

大樹寺学区総代会 プログラム 広報

平成28年9月16日（金）／
平成28年9月23日（金）

三交不動産株式会社マン
ション事業本部 中部支店

折込チラシ 広告

平成28年9月30日（金）／
平成28年10月5日（水）

岡崎アートコミュニティ推
進協議会

ヘルメット 広報

平成28年9月29日（木）／
平成28年10月5日（水）

ＴＳＵＴＡＹＡウイングタウン
岡崎店

書籍ブックカバー 広報

平成28年10月3日（月）／
平成28年10月5日（水）

岡崎石材青年クラブ 校章パズル正面の銘板 広報

平成28年10月12日（水）／
平成28年10月14日（金）

岡崎市職員互助会 パンフレット 広報

平成28年10月13日（木）／
平成28年10月14日（金）

株式会社オカ糧 幟（土と平和の祭典イベント） イベント

平成28年10月21日（金）／
平成28年10月28日（金）

岡崎市役所マラソンクラブ 式典資料、幟（タスキリレー） イベント

平成28年10月14日（金）／
平成28年10月28日（金）

愛知の畜産物消費促進推
進協議会

ポスター・チラシ 広報

平成28年11月25日（金）／
平成28年12月6日（火）

おかざき匠の会 チラシ、幟（おかざき匠の会 東京展） イベント

平成28年12月5日（月）／
平成28年12月8日（木）

中部電力㈱岡崎営業所 幟（全社駅伝競走大会） イベント

平成28年12月16日（金）／
平成28年12月20日（火）

Dream Project Racing
Team

JAF公認ラリー競技車両 広報

平成28年12月20日（火）／
平成28年12月20日（火）

株式会社エイ・ダブリュ・
サービス

料理メニュー イベント

平成29年1月16日（月）／
平成29年1月18日（水）

一般社団法人 岡崎パブ
リックサービス

ポスター、チラシ、ホームページ イベント

平成29年2月15日（水）／
平成29年2月16日（木）

六名保育園 卒園アルバ
ム委員会

卒園アルバム イベント
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