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【事業概要 ・ 目的】

岡崎公園を始めとして、市内には多くの桜が植えられ、市民に親しまれています。これらの桜の保護を計画的に行うとともに、

市民に親しまれる、身近な桜の名所づくりを行うなど、先人から受け継いだ桜をさらに充実させ、次の１００年に引き継ぐため、

市民、企業・団体が一丸となって桜のまちづくりを推進します。

【事業の内容】

桜植樹推進業務〔予算額 13,060千円〕
企画財政部企画課

総務政策班（23－6030）

財源内訳 繰入金 530千円、一般財源 12,530千円

支出内訳 2款1項11目 企画費／特別旅費 54千円、消耗品費 189千円、食糧費 54千円、現況調査委託料 7,766千円、占用許可申請書類作成委託料 756千円、

桜マップ作成委託料 2,225千円、桜苗木等購入費 530千円、岡崎さくら100年プロジェクト事業費負担金 1,486千円

市民参加による
『桜』を活かした

まちづくり

先人から
受け継いだ
『桜』の愛護

新たな『桜』の
名所づくり

・桜のシンボルツリー化（市の花に追加）
・桜守の養成、活動の推進

※桜守…桜の育成・保護を進める上での中心的人材
・桜マップの作成

・岡崎公園周辺の桜の保護再生計画の検討
・家康桜（法蔵寺 ※本宿町）の育成

・桜並木づくり（公募による公共用地への植樹）
・桜スポットづくり（公募による民間用地への植樹）
・桜の街区づくり
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シティプロモーション推進業務〔予算額 22,239千円〕
企画財政部100周年記念事業推進課

事業１班（23－6600）

財源内訳 諸収入 40千円、一般財源 22,199千円

支出内訳 2款1項11目 企画費／委員報酬 225千円、特別旅費 107千円、消耗品費 765千円、食糧費 4千円、印刷製本費 1,177千円、看板製作委託料 756千円、

推進支援委託料 14,701千円、車両装飾委託料 4,104千円、図柄入りナンバープレートデザイン制作委託料 400千円

「岡崎ブランド」の確立 「岡崎ファン」の拡大

・資 産 の 現 代 価 値 化

（観光プロモーションの推進、赤い糸プロジェクトの実施など）

・岡 崎 の 顔 づ く り

（乙川リバーフロント地区整備、東岡崎駅周辺地区整備の実施など）

・地 域 愛 の 醸 成

（岡崎まちものがたり作成事業、岡崎さくら 100 年プロジェクトの推進

など）

新たな魅力づくりの推進 《 魅力向上戦略 》

・市民による主体的な発信活動の土壌づ く り

（シンボルマーク活用による PR ツール製作など）

・魅力情報が市内外に拡散する仕掛けづ く り

（岡崎ルネサンスホームページの運用、おかざき魅力ブックの製

作、市民サポーター組織の運営等）

効果的な情報発信 《 魅力発信戦略 》

【事業概要】

将来にわたり、市が活力を維持し持続的に発展するため、魅力づくりを推進し、それを市内外に発信するシティプロモーション

活動を推進していきます。

【基本方針】

市内外の多くの人から認められ、選ばれる都市となり、本市の活力の維持、持続的な発展につなげる

【平成 28 年度の展開】

平成 28年度は、市制 100 周年記念事業等を生かし、魅力づくり及び情報発信を推進していきます。
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市制１００周年記念事業推進業務〔予算額 224,179千円〕
企画財政部100周年記念事業推進課

事業２班（23－6100）

財源内訳 一般財源 224,179千円

支出内訳 2款1項11目 企画費／事業協力者報償金 30千円、特別旅費 109千円、消耗品費 486千円、食糧費 104千円、印刷製本費 3,536千円、広告料 730千円、

ピアノ調律手数料 120千円、駐車場整理委託料 238千円、推進支援委託料 35,919千円、看板等製作委託料 2,403千円、会場整理委託料 810千円、

会場使用料 2,089千円、市制１００周年記念事業費負担金 177,605千円

事業名 事業内容 課名

市制施行100周年記念式 ７月１日に市制施行100周年を記念した式典の開催 秘書課

市民プロジェクト支援事業（新世紀岡崎チャレンジ100） 市民が企画・実施する事業に対する一定の支援 100周年記念事業推進課

おかざき100年祭 ７月２・３日に岡崎市100歳の誕生を多くの市民でお祝いするイベントの開催 100周年記念事業推進課

ＨＯＰＥプロジェクト スポーツ・アート・サイエンスの３分野で、子どものためのワークショップ等の開催 100周年記念事業推進課

岡崎さくら１００年プロジェクト 岡崎公園の桜の保護・再生と、新たな桜の名所づくりの推進 企画課・100周年記念事業推進課

岡崎まちものがたり作成事業 47小学校区ごとの地域の自慢等を編集・編纂し岡崎市全体で１冊の本にまとめて発行 市民協働推進課・100周年記念事業推進課

赤い糸プロジェクト 岡崎市の資源（名産品）などを他のものとコラボさせ、記念特産品や新レシピ等の開発や情報発信 商工労政課・100周年記念事業推進課

岡崎市制施行 100 周年記念事業は、岡崎市の歴史や伝統などを「たから」として受け継ぎ、

ともに暮らすみなさんで「かがやき」を創造し、明日への「きぼう」につなげていくことをテーマに実施します。

市制施行 100 周年記念日 平成 28年７月１日

記念事業期間 平成 28年４月１日～平成 29 年３月 31日

市制 100 周年記念事業一覧
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市制 100 周年記念事業一覧

事業名 事業内容 課名

福山市交流市民ツアー 福山市と相互に市民ツアーを実施 秘書課

記念誌作成事業 市制施行からの100年間の変遷と100周年記念事業を記録した記念誌の発行 広報課

100周年特別映像制作事業 市制施行100周年の記録等を映像として編集し、DVD配布や動画を配信 広報課

ご当地ナンバープレート導入 ご当地デザインを施した原動機付自転車のナンバープレートの導入 100周年記念事業推進課

テレビ公開番組（１） 24時間テレビ「愛は地球を救う」に関するイベントの開催 100周年記念事業推進課

テレビ公開番組（２） 「出張！なんでも鑑定団in岡崎」の会場運営 ※申請中 100周年記念事業推進課

テレビ公開番組（３） ＮＨＫのど自慢、民謡魂 ふるさとの唄の会場運営 100周年記念事業推進課

オリジナルフレーム切手作成 100周年記念オリジナルフレーム切手を郵便局と連携して作成 100周年記念事業推進課

100周年記念事業事務運営費 新世紀岡崎委員会及び広報に関する事務運営 100周年記念事業推進課

100周年記念事業広報事業 PR看板や広報ツール製作、市政だよりへの事業カレンダー挟み込み等によるPR 100周年記念事業推進課

100周年記念事業ホームページ運営管理 100周年記念事業ホームページの運営 100周年記念事業推進課

モータースポーツフェスティバル モータースポーツに関するイベントの開催 100周年記念事業推進課

メモリアルジャズコンサート 日本トップジャズヴォーカリストによるコンサートの開催 文化総務課

市民芸術文化祭岡崎市民音楽劇「夢、結ぶ」 岡崎にちなんだ題材によるオリジナル創作市民音楽劇の開催 文化総務課

市民クラシックコンサート 著名な演奏家を招へいし、地元の合唱団や吹奏楽部等との共演による音楽会の開催 文化総務課

松竹大歌舞伎公演 日本を代表する歌舞伎界の演者を招へいし、松竹大歌舞伎公演の開催 文化総務課

岡崎市民美術展 市民を対象とした公募展の開催 文化総務課

文協芸能フェスティバル 岡崎文化協会芸能部会による発表会を充実して開催 文化総務課

愛知県民茶会 愛知県民茶会の誘致 文化総務課

「りぶらジャズオーケストラＪｒ．岡崎 Beanzz」公演 りぶらジャズオーケストラＪｒ．岡崎によるジャズの出張演奏の実施 文化活動推進課

平成28年度第43回岡崎市民大学 市制100周年にふさわしい著名人の招へい等、市民大学の内容を充実して開催 文化活動推進課

創作演劇の上演 Libra演劇ワークショップを発展させた演劇を創作し、一般公開 文化活動推進課

内田修ジャズコレクション活用推進事業 ミュージシャンのポートレート写真を中心とした展示「ジャズの街角PartⅣ」等の開催 中央図書館

内田修ジャズコレクションＣＤ製作事業 内田修ジャズコレクション資料を活用しCD付きブックの製作 中央図書館

未来に残すみんなの岡崎「百」選 市民から写真を募集し、クイズ形式の展示物等を製作。岡崎むかし館等で公開 中央図書館

開館20周年記念 特別企画展 ブリューゲルとバロックの巨匠 ブリューゲルの特別出品等、バロックの名作を間近に鑑賞できる企画展の開催 美術博物館

開館20周年記念 特別企画展 大鎖国展－江戸に咲いた異国の花 家康公及び鎖国下における国際交流の在り方を紹介する企画展の開催 美術博物館

企画展 親善都市 福山の文化財 広島県福山市の文化財を紹介した企画展の開催 美術博物館



108

市制 100 周年記念事業一覧

事業名 事業内容 課名

おかざきの美術100年展 岡崎における芸術運動の軌跡を近代から現代までの美術作品により概観した企画展の開催 美術館

企画展 仮面ライダーアート展 幅広い年代層を魅了するスーパーヒーロー仮面ライダーを新たな視点から取り上げた企画展の開催 地域文化広場

企画展 岡崎の技 伝統技術と現代美術のコラボレーション 岡崎の伝統工芸の技と現代美術を融合させた新世紀岡崎を創造させる企画展の開催 地域文化広場

企画展 ダンボールアート作品展 ダンボール造形作家と市内の年長児が制作したダンボール作品を一堂に展示する企画展の開催 地域文化広場

企画展 岡崎と福山の子どもたちの作品交流展 第29回リトルアーティスト展 福山市との親善交流のための子どもたちの作品交流展及び第29回リトルアーティスト展を開催 地域文化広場

全国校区・小地域福祉活動サミットinおかざき・西三河 全国校区・小地域福祉活動サミットの開催 福祉総務課

秋のげんきまつり 秋のげんきまつりに記念講演とシンポジウムを加えて充実開催 保健総務課

食育メッセ 平成20～23年に開催した食育メッセを規模拡大・内容充実して開催 健康増進課

第43回岡崎こどもまつり ステージの設置等、こどもまつりの内容を充実して開催 こども育成課

第25回湿地サミット 湿地保護に関する講演会及び北山湿地の現地見学の開催 環境保全課

MISO☆LABO（味噌ラボ） 味噌料理のプレゼン、体験型イベント等の開催 商工労政課

岡崎城下家康公秋まつり 岡崎城下家康公秋まつりの内容を充実して開催 商工労政課

第5回ものづくり岡崎フェア2016 ものづくり岡崎フェアの内容を拡大して開催 商工労政課

家康行列 著名人の起用等、記念隊列を編成して開催 観光課

花火大会 花火大会の内容を充実して開催 観光課

家康公生誕祭 家康公生誕祭の内容を充実して開催 観光課

吉本新喜劇in岡崎 岡崎市民会館において市民参加型吉本新喜劇の開催 観光課

地産地消フェア ブランド化品目の消費拡大及び岡崎市農林産物等を活用した食のイベントの開催 農務課

岡崎百景～私とまちの100のドラマ～ 岡崎市の今を表し、大切にしたい景観や場面を市民により選定し、「岡崎百景」として公開 都市計画課

泰平の祈りプロジェクト 乙川に「いのり星Ⓡ」30,000個を流すイベントの開催 乙川リバーフロント推進課

岡崎市議会100周年記念誌作成事業 市議会100周年の記念誌を発行 議事課

岡崎市制100周年記念祝祭演奏会 小中学生対象の公募による演奏団体を編成し、記念祝祭演奏会の開催 学校指導課

第60回中学校総合体育大会記念メダル制作事業 中学校総合体育大会の優勝者に記念メダルを授与 学校指導課

第53回造形おかざきっ子展 ダンボール造形作家を招へいし、親子で作品づくりを行うコーナーの設置 学校指導課

生徒市議会 中学生フォーラム 岡崎こども100年宣言 「岡崎こども100年宣言」の発表、石碑の作成、各学校への宣言文のプレート設置 学校指導課

小中学校理科作品展―未来につなぐ岡崎の自然― 小中学校理科作品展を充実開催 学校指導課

第43回岡崎市小中学校技術・家庭科作品展－未来につなぐ心と技－ 小中学校技術・家庭科作品展を充実開催 学校指導課
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ふるさと納税活用業務〔予算額 12,586千円〕
企画財政部100周年記念事業推進課

事業１班（23－6600）

財源内訳 一般財源 12,586千円

支出内訳 2款1項11目 企画費／印刷製本費 260千円、通信運搬費 503千円、郵便振替手数料 15千円、ふるさと納税活用支援委託料 11,808千円

【事業概要】

ふるさと納税制度の活用により、本市に対するふるさとの想いや本市が進める施策に共感を持つ個人の方からの

寄附金を活用し、将来にわたり本市が活力を維持し持続的に発展するための魅力づくりを進めるシティプロモーション活動の

推進及び市内産業の活性化を目的として、寄附者に対する返礼品の贈呈などを実施していきます。

《寄附対象者等》

・本市が推進する事業に対して現金で寄附をされる個人

・使途目的は本市が推進する事業メニューから選択

《事業メニュー》

１ 資産の現代価値化

・本市の歴史・伝統資産などをそのままではなく、現代的な価値として再

解釈し、新たな魅力の創出事業への寄附

(1)徳川家康公像の設置 (2)観光プロモーションの推進

２ 岡崎の顔づくり

・市民の原風景でもある徳川家康公が生まれた岡崎城（岡崎公園）

から乙川河川敷一帯の岡崎の顔づくり事業への寄附

(1)乙川リバーフロント地区整備 (2)東岡崎駅周辺地区整備

３ 地域愛の醸成

・地域の自慢を発信する事業、地域の魅力を改めて認識する事業への

寄附

(1)岡崎さくら 100 年プロジェクト (2)市民による新たな魅力づくり

《返礼品対象者》

・寄附金額１万円以上の個人の方で、返礼品を希望される方に、

寄附金額に応じて本市をＰＲする商品等を贈呈

《返礼品提供事業者》

・返礼品を提供していただく「おかざき応援寄附金パートナー事業者」

を募り、募集の要件にあった応募事業者から、返礼品の要件にあった

品を選定

寄

附

者

市寄附

お礼状、寄附受納証等の送付

《寄附の流れ》

返礼品（岡崎の産品等）の贈呈

※１万円以上の寄附者


