




ごあいさつ 

 国分寺市は東京オリンピックが開かれた昭和39年（1964年）に市制が施行

され，平成26年11月３日に50周年を迎えました。この記念すべき年に国分寺

市制施行50周年事業を実施し，市民の皆様と共にお祝いしました。 

 事業を振り返りますと，４月にはオープニングセレモニーを実施しました。そ

こでは，市制施行50周年の記念切手が完成したことを記念して，贈呈式を執

り行いました。また，東京オリンピックで聖火ランナーとして市内を走られた市

民の方にご参加いただき，当時を再現するトーチリレーを行い未来へのバトン

タッチを表現しました。 

 11月にメインイベントとして実施した記念式典事業では，第１部「式典」にお

いて，市の鳥決定の発表，小惑星への「kokubunji」命名申請に関する発表を

行い，国分寺市の新たなまちの魅力を市内外に発信することができました。

第２部「祭典」においては，「世界に羽ばたけ国分寺市民」を合言葉とし世界で

活躍するフリースタイルフットボーラーやピアニストによる実演や，これからの

国分寺市を担う児童，生徒による作文発表，吹奏楽の演奏が行われました。

参加者全員で国分寺市の歌を合唱したフィナーレでは会場が一体となり，こ

れまで国分寺市を築いていただいた先人に感謝するとともに，未来の国分寺

市に大きな希望を抱くことができました。 

 他にも平成26年度は市だけではなく，皆様にも年間を通し「国分寺市制施行

50周年」を付けた事業を数多く実施していただき，市全体でこの記念となる年

を大いに祝うことができました。 

 市制が施行された当時の人口は約５万８千人で，のどかなまちがベッドタウ

ンとして急成長しているときでした。それから50年を経た現在は人口約12万人，

乗降客数が都内でも有数の国分寺駅を中心として，利便性の高いまちとして

発展してまいりました。これからも国分寺駅北口再開発事業をはじめ，都市基

盤整備が本格的に進んでまいります。一方，本市には国分寺崖線からの湧

水をはじめとするすばらしい自然環境や数多くの文化財，そして日本で初めて

ペンシルロケットの水平試射公開実験が行われた日本の宇宙開発発祥の地

でもあります。 

 次は市制施行100周年に向けて，市民の皆様と共に豊かな自然を守りなが

ら「住み続けたいまち，ふるさと国分寺」として発展してゆくまちづくりに取り組

んでまいります。 

 最後に，国分寺市制施行50周年事業にご参加いただいた市民の皆様をは

じめ，関係各位に改めて心より御礼申し上げます。 

国分寺市長 

 井澤 邦夫 
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1 国分寺市制施行50周年事業 実施報告書 

Ⅰ 国分寺市制施行50周年事業概要 
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 国分寺市は昭和39年(1964年)11月３日に全国で560番目，都内では14番目に市として
誕生し，平成26年度に市制施行50周年を迎えました。 
 50周年の節目の年を市民の方と共に祝い，これまでの50年を振り返るとともに，これ
からの50年を展望することで，未来へとつなげる年にするため，様々な国分寺市制施行
50周年記念事業（以下「記念事業」といいます。）を展開しました。 

コンセプト（記念事業を実施する基本的考え方） 

 平成25年８月30日に開催した「国分寺市制施行50周年記念事業ワークショップ」（以下
「市民ワークショップ」といいます。）と国分寺市制施行50周年記念事業検討委員会（以
下「検討委員会」といいます。）から出された案の中から以下のコンセプトに決定しました。 

■市と市民の協働により，こくぶんじを支えてくれている方に 
 対して，感謝の意を込めた「おもてなし」をする。 

■市と市民の協働により，こくぶんじの知名度アップを図り， 
 こくぶんじに興味を持ち参加してくれた方に対して，感謝の 
 意を込めた「おもてなし」をする。 

■これらの「おもてなし」を機会として，こくぶんじの未来への 
 更なる発展を目指す。 

キャッチフレーズおよびロゴマーク 

ほどよいシティ☆こくぶんじ 
   

～50年目のおもてなし～ 

 記念事業を効果的にＰＲするため，様々
な記念事業で使用するキャッチフレーズ
を設定しました。「ほどよいシティ☆こくぶ
んじ」の「ほどよいシティ」とは，新宿駅ま
で約20分と都心までアクセスしやすい立
地，水と緑豊かな街並み，由緒ある歴史
等，全体的に魅力ある街という意味が込
められています。 

 記念事業を効果的にＰＲするため，様々
な記念事業で使用するロゴマークを設定
しました。ロゴマークのコンセプトは，「ピ
ンクのハートはみんなの気持ちです。市
制施行50周年にあたり，ホッチが市民の
方々の温かな気持ちを集めて回っていま
す。その気持ちを力に，国分寺を明るく照
らそう！」です。 
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平成26年４月１日～平成27年５月31日 

 平成25年８月，市では記念事業を実施するにあたり，その総合的な検討を行うために検討委員会
を設置しました。検討委員会は計４回開催され，市民ワークショップやアンケートを基にコンセプト，
キャッチフレーズ及びロゴマークの検討を行いました。また，31事業の案を提案することになりまし
た。これを受けて，平成26年３月，実施に関する推進及び調整を図るために国分寺市制施行50周
年記念事業推進委員会（以下「推進委員会」といいます。）を設置しました。推進委員会は計13回開
催され，市主催記念事業や冠事業等全体の進行管理を行いながら，他自治体，市民活動団体，民
間事業者との連携を図りました。 

平成25年度 平成26年度

市民活動団体

民間事業者

冠事業

検討委員会 （全４回）

○31事業を提案

担当課
○検討委員会提案31事業のうち12事業を実施

○独自に８事業を実施

推進委員会 （全13回）

①市主催記念事業である20事業の推進
②事業の進行管理
③冠事業の可否の検討

東村山市，府中市，狭山市
○各市周年事業とコラボイベントを実施

広
域
連
携

申

出
承

認

市民アンケート（1,000人無作為抽出）

・279人回答

市内小中学校アンケート

・小学校 136人回答
・中学校 255人回答（４中のみ学年単位）

意
見
反
映

市民ワークショップ ・12人参加 市内団体代表者

連絡会

協

力
ホッチ着ぐるみの貸出

市施設の使用料減免

など

ワークショ ップへの参加

ボランティアや寄付

など

事
業
改
善

検
討
を
依
頼

■市民

■市

■他自治体

機運醸成を図るため，事業名に

「祝 国分寺市制施行50周年」等

の冠をつける。
市内各団体の代表で構成し，情
報の共有や意見聴取を行う。
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市の木 けやき 
（昭和46年１月１日制定） 

 

「けやき」は，実用をかねた
屋敷林として昔から愛され，
小・中学校のシンボルマーク
にもなっています。 

市の花 さつき 
（昭和46年１月１日制定） 
 

「さつき」は，種類も多く，増
殖が容易で花が美しいこと
から，庭木などとして愛され
ています。 

市の鳥 カワセミ 
（平成27年11月３日制定） 
 
「カワセミ」は，その美しい外
見から「渓流の宝石」などと
呼ばれ，市内の水辺で見る
ことができます。 
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Ⅱ 市主催市制施行 
50周年記念事業一覧 

（全20事業） 

事業番号

１－①

１－②

１－③

１－④

2

3

4

５－①

５－②

６－①

６－②

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 デジタル博物館公開事業

事業名

「天平メニュー・国分寺ごはん」①

「天平メニュー・国分寺ごはん」②食育講座

「天平メニュー・国分寺ごはん」③給食提供

「天平メニュー・国分寺ごはん」
④介護予防教室・家族介護者交流会（高齢者相談室共催）および出前講座

武蔵国分寺薪能事務事業

市制施行50周年記念事業（市民活動フェスティバル）

市制施行50周年記念事業（平兵衛まつり）

防災フェスタin国分寺　第１部　イザ！カエルキャラバン！in国分寺

特別展示事業～国分寺市の今昔～

ぶん馬車運行事業

防災フェスタin国分寺　第２部　国分寺市防災サミット

国分寺まつりでのＰＲパフォーマンス事業

記念式典事業

文化財ウォークラリー事業

史跡駅伝事業

50周年記念切手事業

歴史文化フォーラム事業

50周年記念Ｆａｃｅｂｏｏｋ事業

啓発用装飾フィルム購入事業

ぶんじほたるホッチが「ハグ＆おもてなし」事業

ホッチ　meets Sweets事業

市勢要覧発行事業

ふるさと納税事業

小学校児童作成人文字空撮事業
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

市民

天平メニュー・国分寺ごはんメニューを，チラシ配布や市報やＨＰに掲載することで，市の歴
史や地場野菜について周知できた。また，市内レストラン店での料理提供の協力は，講座
に参加できなかった方の試食の機会にすることができたため，講座同様，食事のバランス
や地場野菜に関心を持つ機会になった。今後もこのメニューを，市民との相談場面などで話
題の一つとして積極的に取り上げ，市民全体が健康意識を高めるきっかけとして役立てた
い。

事業番号１－①

「天平メニュー・国分寺ごはん」①

平成26年５月～

国分寺まつり・健康推進課窓口・本庁舎掲示・新聞掲載・市内飲食店

福祉保健部　健康推進課

①国分寺まつり
　　天平メニュー・国分寺ごはん写真の掲示とチラシ配布
②健康推進課窓口：写真の掲示とチラシ配布
③本庁舎市民ホール：写真の掲示とチラシ配布
④新聞掲載：産経新聞(10月５日），読売新聞（10月８日），多摩東京日報(10月25日）
　毎日新聞（11月６日）
⑤市報，ＨＰ，ツイッター
⑥市内飲食店での提供：11月１～10日の10日間，限定一日15食，いずれも完売

① ② ③

⑥飲食店での料理と看板
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

各実施会場

平成26年５月・９月・11月

「天平メニュー・国分寺ごはん」②食育講座

事業番号１－②

天平メニュー・国分寺ごはんメニューを介し，幅広い年代層に対し，歴史ある国分寺のPRや
地場野菜の紹介，生活習慣予防やその改善のための健康な食事や，乳幼児でも食べやす
い調理法などの情報提供を行った。そのことから自分や家族の健康，日々の生活習慣の改
善のためのヒントやきっかけづくりになった。
今後もこのメニューを活用し，健康意識を高める事や生活習慣病予防のための食事につい
て，他課との共催事業や出前講座を実施していく。

①24人（成人12　託児12）
②15人（成人７　子ども８）
③17人（成人15　子ども２）

①Ｈ26年５月29日（木）「１～２歳児の栄養・食生活」　講話，試食
　　　対象：乳幼児を持つ保護者　　会場：子ども家庭支援センター
②Ｈ26年９月20日（土）｢親子で作って，昔風に盛りつけよう！｣  講話，調理実習，
　試食
　　　対象：小学校1～6年生の子どもと保護者　　会場：ＪＡ東京むさし国分寺支店
③Ｈ26年11月22日（土）「食べて味わって考える自分の体」　講話，調理実習，試食
　　　対象：市民，小学生の子どもは保護者同伴　　会場：いずみプラザ

福祉保健部　健康推進課

①

②

③
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

①公立保育園５園，公設民営２園（恋ヶ窪，ひかり）
②小学校10校
③中学校５校（弁当申込制）

天平メニュー・国分寺ごはんメニューを介し，歴史ある国分寺のPRや地場野菜の紹介，食事
のバランスについて意識できる機会にできた。

事業番号１－③

「天平メニュー・国分寺ごはん」③給食提供

平成26年10月～12月

各保育園・各小学校・各中学校

教育部　学務課・子ども福祉部　保育課・福祉保健部　健康推進課

給食提供・チラシ配布

【第九小学校での給食】

【おかわり風景】

【配布ちらし】
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

【介護予防教室・家族介護者交流会（高齢者相談室共催）】
①12人②11人③15人④６人
【出前講座】
⑤17人⑥33人⑦315人⑧36人(子ども４人を含む）

天平メニュー・国分寺ごはんメニューを介し，歴史ある国分寺のPRや地場野菜の紹介，生活
習慣予防やその改善のための健康な食事に関する情報提供をおこなった。そのことから自
分や家族の健康，日々の生活習慣の改善のためのヒントやきっかけづくりになった。
今後もこのメニューを活用し，健康維持や生活習慣病予防のための食事について，他課と
の共催事業や出前講座を実施していく。

事業番号１－④
「天平メニュー・国分寺ごはん」
④介護予防教室・家族介護者交流会（高齢者相談室共催）および出前講座

平成26年７月・９月・11月・12月，平成27年１月・２月

各地域包括支援センター会場他

福祉保健部　健康推進課

【介護予防教室・家族介護者交流会（高齢者相談室共催）】
①Ｈ26年7月23日（水）「高齢者の栄養と食事」　講話と試食
　　　　　地域包括支援センタ―ほんだ
②Ｈ26年11月26日（水）「骨粗しょう症予防」　講話と試食
　　　　　地域包括支援センタ―もとまち
③Ｈ27年１月29日（木）「イキイキ生活のための栄養と食事」　講話と試食
　　　　　地域包括支援センタ―ひよし
④Ｈ27年２月５日（木）「高齢者の栄養と食事」　講話と試食
　　　　　地域包括支援センタ―ひかり
【出前講座】
⑤Ｈ26年７月10日（木）「食べて学ぶ！食事のバランス」　講話，調理実習，試食
　　　　　対象：JA東京むさし国分寺地区女性部　会場：ＪＡ東京むさし国分寺支店
⑥Ｈ26年９月12日（金）「元気に長生きする食事」　講話
　　　　　対象：けやき会　会場：恋ヶ窪自治連会館
⑦Ｈ26年９月13日（土）敬老会「元気に自分らしく長生きする食事」講話(午前・午後）
　　　　　会場：いずみホール
⑧Ｈ26年12月14日（日）「天平メニュー・国分寺ごはん」講話，調理実習，試食
　　　　　対象：国際協会世界の家庭料理を楽しむ会　会場：本多公民館

②

⑦⑤

③
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

事業番号２

特別展示事業～国分寺市の今昔～

前期：平成26年７月19日（土）～10月５日（日）
後期：平成26年10月10日（金）～平成27年３月１日（日）

武蔵国分寺跡資料館展示室３・企画展示室

教育部　ふるさと文化財課

実施内容

１　特別展示事業～国分寺市の今昔～
国分寺市の歴史や文化について「原始・古代・中世・近世・近現代」の各時代より10程度の
テーマを選んで，資料・写真・図表で紹介する展示を実施した。

前期展示　：『近世・近現代』
―前期展示構成―
戦時下の国分寺市域と防空壕／衣類～子どもの着物～／国分寺の消防組織／郷土料理
～本多新田流手打ちうどん作り～／農業～国分寺の畑、田～／交易圏～野中新田・榎戸
新田の購入地域から～／国分寺の職人～下駄職人～／年中行事／地域組織～国分寺の
講～／名産品～国分寺のうど～／国分寺に訪れた人々～柳屋旅館の宿帳から～／並木
町の水車と精麦・精米・製粉業／国分寺の生活用水／子どもの遊び／明治期の鉄道建設
／私鉄の開業と住宅地開発／品川御台場の築造と国分寺村／江戸時代の人口／国分寺
村・本多新田の村絵図に見える道／尾張藩鷹場の範囲／尾張藩の鷹狩／新田の開発

後期展示　：『原始・古代・中世』
―後期展示構成―
鎌倉・室町時代の国分寺／新田義貞と国分寺／国分寺市の中世寺院と信仰／出土陶磁器
にみる中世の流通／伝鎌倉街道/恋ヶ窪の伝説と畠山重忠／東山道武蔵路と古代官道／
武蔵国分寺の伽藍／国分寺の運営と僧尼/国分寺と庶民／国分寺を彩る荘厳具と金工品
／奈良・平安時代の高級陶磁器／国分寺の再建/武蔵国分寺の瓦／国分寺の背景思想／
聖武天皇と光明皇后／国・郡・郷／銅造観世音菩薩立像の造形／国分寺市の弥生時代と
古墳時代／恋ヶ窪の縄文集落／勝坂式土器と縄文中期／縄文時代の住居の変遷／多摩
蘭坂遺跡と熊ノ郷遺跡／石器の形と黒曜石／古多摩川が造った国分寺崖線

２　特別展示関連イベント「特別展示解説」の実施
開催日時　：　10月10日，12月10日，１月24日，２月28日。各日14:30～15:00。

３　特別展示関連イベント「あなたも平安時代人！」の実施
開催日時　：　11月１～３日，11月22～24日，12月７日　合計７日間
　　　　　　　　各日10:00～12:00と14:00～16:00
内容　　：　平安時代風の衣装を貸出し，来場者にそれを着て記念撮影をしていただく。
会場　　：　おたかの道湧水園・七重塔模型前（雨天時　武蔵国分寺跡資料館・展示室１）
参加者　：309人

４　記念誌「市制施行50周年記念　国分寺市の今昔」の制作・販売（平成27年２月10日発
行）
　発行部数　：　1,000部
　販売価格　：　1,500円
・全132ページ　Ａ４版　カラー
・国分寺市の歴史（原始から現代）について，約50のテーマを取り上げ，多くの写真と資料集
で紹介した内容である。
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参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

市内外 武蔵国分寺跡資料館来館者

国分寺市制50周年記念事業の中で，国分寺市内における歴史を通史として市内外の来館
者に展示物を見てもらうことができた。これまでに焦点が当たらなかった展示品を示したた
めに，国分寺市の歴史を再発見していただき，これまでとは異なった観点から理解していた
だくことができた。今後は今回の特別展示で取り上げた数多くのテーマを土台として，より内
容を深く掘り下げる企画展を実施するなど，文化財保護行政について市民の理解を得るた
めに不可欠であるため，文化財展示事業に活かしていく。

【前期展（近現代）】 【前期展（近世）】

【後期展（原始・古代）】 【後期展（古代）】

【イベント「あなたも平安時代人!」】【後期展（中世）】
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

593人

多くの参加者が佐渡市の伝統芸能である狂言を堪能するとともに，50周年の冠をつけること
で，市制施行50周年を認知した。

開催を継続することにより，姉妹都市 佐渡市との交流が図れる。

事業番号３

武蔵国分寺薪能事務事業

平成26年９月６日（土）

史跡武蔵国分寺跡特設会場

市民生活部 文化と人権課

姉妹都市 佐渡市から，能の演者を招請し，伝統芸能である薪能を披露した。

　　狂言 「蚊相撲」　　　　　　　　　能 「羽衣」（盤渉）

　　　　佐渡鷺流狂言研究会　　　　　佐渡能楽連盟

　　天候の悪化により，能の披露を中止した。
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

【11月１日（土）】　小学生以上　14人，幼児９人，３歳以下３人　　　計26人
【11月２日（日）】　小学生以上　70人，幼児13人，３歳以下24人　　計107人
【11月３日（月）】　小学生以上　59人，幼児９人，３歳以下23人　   計91人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  合計　224人

　ぶん馬車側面に市制施行50周年を祝う横断幕を掲げ，市制施行50周年をＰＲし，乗車およ
び馬車を見た人々から好評を得た。特に国分寺まつり当日には，国分寺まつりを盛り上げる
イベントとして成功を収めた。また，日立中央研究所に特例として入場させてもらうことがで
き，広大な敷地の中に残る貴重な自然景観を楽しんでいただき，国分寺の魅力を再発見し
てもらうことができた。

事業番号４

ぶん馬車運行事業

平成26年11月１日（土）～11月３日（祝・月）

都立武蔵国分寺公園外周，日立製作所中央研究所内

市民生活部　経済課

10人乗りの馬車を３日間運行

【11月１日（土）　10時～14時45分】
　都立武蔵国分寺公園外周を６便運行（雨天により内２便は欠便）。
【11月２日（日）　10時～14時45分】
　武蔵国分寺公園外周を８便運行。（全便満席）
【11月３日（月）　10時～14時30分】
　日立製作所中央研究所内を６便運行。正門を出発し，大池入口前で下車。15分程度の庭
園散策後，再度乗車し正門まで運行。（全便満席）
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

ひかりプラザおよび北側道路（国分寺市光町１-47・市道西52号線）

平成26年４月20日（日）

市制施行50周年記念事業（市民活動フェスティバル）

事業番号５－①

昨年度より出展団体が増え，実行委員会を部会制にした結果，独創的な企画が提案され，
飛躍的に来場者が増え，市民活動への理解や周知活動につながった。具体的には①広報
部会の尽力により，各小中学校の子どもたち向けのチラシを作成し，配布したことで例年より
も多くの子どもたちが来場した。②市内の各事業者にスタンプラリーの景品提供を呼びか
け，1500個の物品が集まり，来場者が楽しめるラリーとなった。
以上によって，市内の子どもたちや子育て世代にも市民活動を知るきっかけとなった。また，
関係団体や事業者の協力を得られたことで，今後の地域活性化や市民活動の裾野を広げ
る契機となった。半年に及ぶ実行委員会の関わりを通して，市民活動団体の横の連携が構
築され，それぞれの団体の活動に活気が出たり活動の幅が広がったという事例報告を受け
た。

市民活動団体および団体関係者・市民　約800人

■ひかりプラザ会場（１階・２階・体育室）
各フロアでは団体によるパネル展示や活動PRが行われたほか，体育室ではマジックや
フォークダンスなど活動発表がなされた。加えて，市制施行50周年記念事業の一環で，隣
接する公益財団法人鉄道総合技術研究所の協力を得て，『新幹線誕生物語』（講師：小野
田　滋　工学博士）と題して講演を行った。
■道路会場（市道西52号線）
これまでひかりプラザの室内だけで開催していたが，出展団体が増えたことで北側道路を閉
鎖し，室外会場とした。JA東京むさしによる国分寺産の野菜販売，国分寺郵便局による市制
施行50周年の記念切手等の販売に加えて，事前に用意した段ボールを活用した子どもたち
によるまちづくりが行われ，とても賑わった。

市民生活部　協働コミュニティ課
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

（公財）鉄道総合技術研究所

平成26年10月11日（土）

市制施行50周年記念事業（平兵衛まつり）

事業番号５－②

国分寺市として初めての企画だったため、運営会議には市民活動団体の有志に参加を依
頼し、展示内容には市民活動団体の意見を取り入れる形とした。当日は天候もよく、会場へ
の全体来場者は5,924人で、国分寺市ブースにも約500人ほどの来場者があった。
当日行ったアンケート結果では、『国分寺市の「いいもの」を発見できた。今まで知らなかっ
た「いいもの」があった』との意見が多く、来場者に新しい国分寺の魅力・いいものを発見し
て貰える展示となった。
平兵衛まつりを訪れた市内および周辺地域の子どもや子育て世代に、国分寺市の魅力を発
信する良い機会となった。また市民活動団体の協力を得られたことにより、実際に国分寺市
に居住する市民の目線での意見を取り入れた展示を行うことができ、市民活動団体のＰＲに
もなった。

平兵衛まつり来場者　5,924人　・　ブース来場者　約500人

■会場内国分寺市ブース
国分寺市ブースの展示テーマを「いいもの発見！国分寺」として、市民活動団体を交えた運
営会議において意見を伺いながら、来場者に国分寺市の魅力を発見して貰える展示を行っ
た。
＜出展内容＞
・国分寺いいものＭＡＰ展示（史跡や農産物販売場所などを記した地図）
・宇宙開発発祥の地関連展示（ペンシルロケット・宇宙メダカ・写真パネル）
・国分寺百景展示（会場付近のもの13点を選択して展示）
・国分寺市観光協会写真コンクール入賞作品展示
・ふるさと文化財課提供写真展示（国立駅北口などの昭和40年代頃の写真10点）
・市政戦略室提供写真パネル（国分寺駅北口今と昔の写真展）
・国分寺ブランドの販売（国分寺ブランドトートバッグを50点完売）
・その他国分寺の今昔写真集の閲覧や市民活動団体のＰＲチラシなどを配架
■50周年記念ぶんじほたるホッチキーホルダー配布
10時からと13時からの各回150個を先着で配布を行った。ブース入口でアンケート回答用の
シールを配布し、展示内容に関するアンケートにシールを貼り回答するとキーホルダーを貰
えるという形を取った。
会場にはぶんじほたるホッチも登場し、国分寺ブランドの販売やＰＲを行った。

市民生活部　協働コミュニティ課
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

来場者約650人 ，市民スタッフ約350人，応援職員80人

会場内のアンケートコーナーでは，「楽しかった」「また来たい」といった前向きな意見がほと
んどで，雨天にも関わらず子どもたちがおもちゃの交換と防災体験の両方を満喫していたこ
とがうかがえた。また運営側も市職員だけでなく，市民スタッフや消防・警察関係団体が一
緒に取り組むことで共助の意識も高まり，一体となった運営ができた。さらに，地域で行われ
る防災訓練に若い世代を取り入れるきっかけづくりにもなった。ほとんどのブースひとつひと
つは，訓練やイベントに組み込むことが容易なため，今後各行事・地域に合った形での展開
が期待される。

事業番号６－①

防災フェスタin国分寺　第１部　イザ！カエルキャラバン！in国分寺

平成26年11月１日（土）

市立第四小学校および都立武蔵国分寺公園

総務部　防災安全課

子どもがいらなくなったおもちゃを持参し，欲しいおもちゃと交換するためにカエルポイントを
ためる。カエルポイントは会場内の防災ブースを回ることで獲得することができ，様々な体験
を通して防災への興味関心を持ってもらう。消防・警察・社協・市民団体等による38のブース
を展開し，東京消防庁音楽隊によるブラスバンド演奏も行った。当日は雨天により，警察犬
の実演ショーやバケツリレー，また校庭や公園でのブースは途中終了となってしまったが，
ポイントと交換予定の1,800食分の炊き出しは完売となり，また体育館や校舎で行ったブー
スは人であふれかえった。
チラシで紙食器を作ったり，ロープワークで投げ縄を作って的を狙ったり，カエル人形を毛布
担架で運んだり，紙芝居とカードを使って災害時に有効な道具を覚えたりと，子どもやその
保護者たちは楽しく学びながら防災体験をしていた。
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

市民及び市関係者　約180人

災害協定市の現状を相互に把握するとともに，このような交流を通じ，連携の強化を図るこ
とができた。
また，市民に対しても，国分寺市の災害時の体制や，広域連携について認識していただき，
防災意識の向上に繋げることができた。
今後も，協定市との平時における取組や交流について検討し，連携強化を目指していく。

事業番号６－②

防災フェスタin国分寺　第２部　国分寺市防災サミット

平成26年11月１日（土）

市立いずみホール

総務部　防災安全課

国分寺市と災害時相互応援に関する協定を締結している佐渡市（新潟県），多賀城市（宮城
県），太宰府市（福岡県），飯山市（長野県），奈良市（奈良県）の市長（代理含む）による災
害に関してのパネルディスカッションを行った。
コーディネーターは，東京経済大学名誉教授の吉井博明氏に依頼した。
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

　　　約42,000人（国分寺まつり全体）

市制施行50周年前日に開催された国分寺まつりにおいて，50周年の懸垂幕の前でＰＲパ
フォーマンスを行うことにより，市民に周知できた。

事業番号７

国分寺まつりでのＰＲパフォーマンス事業

平成26年11月２日（日）

都立武蔵国分寺公園

市民生活部　文化と人権課

国分寺まつりにおいて，以下の演者が大道芸を披露するとともに，市制施行50周年をＰＲし
た。

　　演目　ジャグリング　　演者　パフォーマー Ｙｕ‐ｋｉ

　　演目　江戸太神楽　　演者　仙若
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

市立いずみホール

平成26年11月３日（祝・月）

記念式典事業

事業番号８

式典・祭典の２部構成とし，客席を入れ替えることで，多くの市民に市制施行50周年を認識
してもらうことができた。
50周年という節目に市の鳥，小惑星への命名など新たな魅力発信や，市ゆかりの著名人を
ＰＲすることで，市民が市への愛着を一層深める機会にすることができた。
この事業を通して，これまでつながりのなかった団体・個人を含む多くの団体等の協力を得
ることができ，次年度以降，市の魅力発信事業を行ううえでの礎を作ることができた。

式典：290人　　　祭典：320人

政策部　市政戦略室

式典（12:30～13:40）
①ファンファーレ
②開式の辞
③国歌斉唱
④市長式辞
⑤市議会議長挨拶
⑥祝辞（都副知事他）
⑦国分寺市の紹介映像
⑧市の鳥発表
⑨小惑星への「kokubunji」命名申請に関する
発表
⑩記念演技（日本芸術高等学園フラダンス
部）
⑪閉式の辞

祭典（14:30～17:20）
①市立中学校合同バンド演奏
②市長挨拶
③つながろう姉妹都市
　・新潟県佐渡市　～ウェスでつながる交流
　・マリオン市の紹介
④国分寺市ゆかりの著名人からのビデオメッ
セージ
⑤小中学生作文発表
⑥世界に羽ばたけ国分寺市民①（フリースタ
イルフットボーラー横田陽介氏）
⑦50周年記念合唱団による合唱
⑧世界に羽ばたけ国分寺市民②（ピアニスト
福間洸太朗氏）
⑨国分寺市の歌全員合唱

【式典 記念演技】

【式典 市長式辞】 【祭典 市立中学生吹奏楽部演奏】

【祭典 国分寺市の歌 全員合唱】
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

参加者（応募人数／募集定員）：51人　（63人／150人）＜小学生以下は保護者同伴＞

国分寺市内を中心に，小学生以下の子供から70歳代までの方に参加いただき、アンケート
から，「楽しみながら市の歴史や文化財に触れ，新たな発見や再認識できた」との意見をい
ただいた。本事業の目的として掲げた，「市制50周年を記念し，この機会に市域の歴史や文
化を正しく理解していただき，市民の文化の向上や発展の基礎に資すること」への効果が得
られた。
今後，より多くの人に今回の文化財ウォークラリーコースを利用していただけるように，ホー
ムページで公開する。

事業番号９

文化財ウォークラリー事業

平成26年11月15日（土）

市内（集合場所：本多公民館・解散場所：おたかの道湧水園）

教育部　ふるさと文化財課

実施内容

参加者が歩いて文化財をめぐりながら，市内４カ所に設けられたチェックポイントで出題され
る，国分寺市に係わる歴史や文化財等の問題を解きながら，決められた時間内でのゴール
を目指した。
１） 受付・スタート
本多公民館（大ホール）にて９時から10時までに受付を済ませ，市長挨拶の後，スタートし
た。
① 配布物；しおり（コース地図 兼 解答用紙），参加賞（エコバッグ：チェックポイントでスタン
プを押して，オリジナルエコバッグを作る）
② スタートはばらけるように，受け付け後順次自由スタートとした。
２） チェックポイント（４カ所）
① チェックポイントでは，エコバッグにチェックインを押した。
② 問題を出し，解答は「しおり」にある解答欄に記載してもらう。
③ 参加者を応援し，次のチェックポイントを案内した。
３） 道案内・安全対策
① スタッフが巡回または危険な場所，道を間違えやすいところに配置した。
② 緊急時等はふるさと文化財課事務所に連絡を取り，対応の指示を受けた。（ふるさと文化
財課長が事務所に待機）
４）ゴール
① しおりとエコバッグを確認し，全チェックポイントを通過してゴールした参加者には，完歩賞
（オリジナルクリアファイル）および問題に対する正解数に応じて「しおり」に完歩印を押した。
② ゴール受け付け後，順次解散した。（解散後の自由散策に導く）

コース
①本多公民館（スタート）⇒②祥応寺⇒③本多八幡神社（チェックポイント１）⇒④恋ヶ窪用
水⇒⑤熊野神社（チェックポイント２）⇒⑥姿見の池・東山道武蔵路跡⇒⑦東山道武蔵路跡
（チェックポイント３）⇒⑧伝鎌倉街道⇒⑨武蔵国分尼寺跡⇒⑩文化財資料展示室⇒⑪武蔵
国分僧寺金堂・講堂跡（チェックポイント４）⇒⑫七重塔跡⇒⑬真姿の池・真姿の池湧水群
⇒⑭おたかの道湧水園・武蔵国分寺跡資料館（ゴール）
　　　※標準コース（５ｋｍ①～⑦・⑪～⑭），健脚コース（６ｋｍ①～⑭）
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実施状況画像

【開会市長あいさつ（本多公民館）】 【チェックポイント１（本多八幡神社）】

【チェックポイント２（熊野神社）】 【チェックポイント３（東山道武蔵路跡）】

【チェックポイント４（武蔵国分僧寺金堂跡）】 【ゴール（おたかの道湧水園）】
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

競技参加者約300人（各チーム監督，補欠を含む），観覧・応援来場者約1,000人，委託運営
スタッフ30人，応援職員・ボランティア約100人

市内で初めて駅伝大会を実施することで，参加する小中学生やその関係者を中心に駅伝や
走ること，さらにはスポーツに対する気運を高めることができた。
市立小中学校に加え，早稲田実業学校の協力も得て多くのチームが参加し，また，市内の
各団体がボランティアやブース出店で参加して事業を盛り上げ成功させたことで，地域振興・
産業振興の進展を図ることができた。
今後も，参加対象者やコースなどを検討しつつ継続して実施していくことで，市としてスポー
ツ振興をさらに進めることが期待される。

事業番号10

史跡駅伝事業

平成26年12月６日（土）

都立武蔵国分寺公園および外周道路

教育部　社会教育・スポーツ振興課

小学生男子23チーム，小学生女子12チーム，中学生男子８チーム，中学生女子７チームが
参加。１チーム５人が，国分寺市の名所である史跡周辺をそれぞれ約1.4kmの公園内円形
通路と外周道路を周回してタスキをつないだ。公園内を中心に各学校の生徒や関係者，保
護者などの声援で盛り上がった。参加者には，「国分寺市制施行50周年記念　国分寺史跡
駅伝」の文字を入れた手提袋に市制施行50周年記念のホッチマークと文字入りのクリアファ
イルなどの入れたものを，参加賞として配布した。
さらに特別ゲストとして招いた，北京五輪のマラソンにも出場した藤原新さんが，選手らに声
援を送ったほか，各部門の合間や記録発表までの間に，選手を相手にワンポイントレッスン
を実施した。競技終了後は表彰式を行い，市長とともに各部門１～３位チームと各部門の区
間賞に表彰状やトロフィーを授与し，将来に向けての応援メッセージも贈った。
また，来場者向けに本部付近に販売ブースを設け，東京むさし農業協同組合国分寺支店に
よる地場野菜の販売，国分寺市商工会・国分寺市観光協会による国分寺ブランド品などの
販売，社会福祉法人ななえの里によるパンやコーヒーの販売を行い，こちらも盛況だった。

【開会式】

【外周道路】
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

市立いずみホール

平成27年２月15日（日）

歴史文化フォーラム事業

事業番号11

①11月20日から長期間にわたって受付を行ったこともあって結果，市内外から多数の来場
者があった（座席に余裕があったので，当日においても29人の申込みを受け付けした）。市
外は，都内市町村から58名，区部から23人，都外32人（埼玉・神奈川・千葉・群馬）であっ
て，広い範囲より来場されたことがわかる。
②アンケートによる来場者の感想では，長時間に及ぶ行事であったにもかかわらず，会場
設営から内容に至るまで全般的に良好であった。
③今後も，史跡保存整備事業及び市の文化財に対して，市民のご理解を得るとともに関心
を深めていただくため，機会をとらえてフォーラムを実施していきたい。

参加者262人，内訳①一般238人（市内125人・市外113人）／募集300人②招待者・関係
者・文化財ボランティア24人

①フォーラムのテーマ
平安時代の国分寺を取り上げ，古代史・建築史・彫刻史などの立場から，国分寺の実像に迫る。
国指定史跡武蔵国分寺跡 附東山道武蔵路跡については，現在，僧寺伽藍中枢部の整備を進めている
が，先行して行った確認調査では，講堂の増築が全面的な建て直しであったこと，金堂と講堂間に立派な
通路が舗設されたこと，中枢部を囲繞する掘立柱塀が築地塀に造作替えされたことなど，平安前期におけ
る本格的拡充整備の様相が次第に明らかになってきた。
この時期，僧尼の資質低下など国分寺制の内部崩壊が進むなかで，疫病の再流行や自然災害，蝦夷の
反乱などがあって国家的祈修を行う国分寺の歴史的性格を復活整備する動きも繰り返された。とりわけ，
武蔵国分寺には，対蝦夷政策において坂東の付け根的な位置にある大国としての役割があったものとみ
られる。
先の東日本大震災が起きて注目された貞観11年（869）の陸奥国大地震では，この機に乗じて，蝦夷が反
乱しないよう，４年後，陸奥国が蛮夷の平定を祈るため，武蔵国の例に準じ，五大菩薩像を造り，国分寺に
安置することを願い出て許されたとの記録があって，蝦夷と境を接した国々の国分寺の特異な民心安定策
として注目されている。
そこで，祈りの空間である往時の堂内をイメージするために，平安時代における武蔵国分寺の伽藍再整備
を取り巻く背景について，建築史，彫刻史および日本古代史などの第一線の専門家によるフォーラムを
行った。

②フォーラムの構成
　１．基調報告「近年の僧寺伽藍の発掘調査成果」
　　　中道　誠（ふるさと文化財課学芸員）
　２．問題提起「平安時代の東国仏教と国分寺」
　　　コーディネーター　佐藤　信　東京大学大学院教授（古代史）
　３．基調講演「平安時代の仏堂空間―金堂・講堂の性格の変質―」
　　　講師　藤井恵介　東京大学大学院教授（建築史）
　４．基調講演「武蔵国分寺と平安時代の仏像」
　　　講師　副島弘道　大正大学教授（彫刻史）
　５．討論　佐藤　信　氏・藤井恵介　氏・副島弘道　氏・中道　誠
　６．総括　佐藤　信　氏

教育部　ふるさと文化財課
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実施状況画像

開会挨拶（井澤市長） 問題提起（佐藤教授）

基調講演（藤井教授） 基調講演（副島教授）

基調報告（中道係員） 討論風景

会場全景 閉会挨拶（松井教育長）
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事業名称

実施時期

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

平成26年４月１日（火）～

50周年記念Ｆａｃｅｂｏｏｋ事業

事業番号12

･「おやじの背中」に関する記事についてはＦａｃｅｂｏｏｋを通して情報を得た人（リーチ数）が
5,000件を超え，多くの方に国分寺市の魅力を伝えることができた。
・Ｆａｃｅｂｏｏｋの双方向性の特徴を活かし，事業に参加した感想や意見募集の手段として活
用することを検討する。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ閲覧者

・50周年記念事業を中心として，まちの魅力に関する記事の発信を開始した。
・配信内容は主に事業への参加者募集，事業実施状況，その他まちの魅力に関するものを
中心としている。
・７月に放映されたＴＢＳドラマ「おやじの背中」でロケ地となったことを受けて，ロケに関する
情報とともに国分寺市の魅力を発信した。

政策部　市政戦略室
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

市内郵便局(11局)，東京中央局，日本橋南局，西新橋局，記念切手贈呈式会場，市民活動
フェスティバル会場，国分寺まつり会場および西国分寺駅南側ショッピングモール

第１弾：４月18日（金）～
第２弾：10月30日（木）～　※第１弾，第２弾ともに完売

50周年記念切手事業

事業番号13

・市の予算上の負担なしに，国分寺市の歴史や魅力を発信することができた。
・幅広いデザインにすることにより，市民の方々にそれまで知られていなかった市の魅力を
知ってもらうことができた。

・「国分寺市市制施行50周年記念」オリジナルフレーム切手を市内各郵便局等で販売した。
・１シート1,230円（82円切手×10枚）のフレーム切手を第１弾1,200シート，第２弾2,000シー
ト販売した。
・フレーム切手のデザインは，国分寺市の歴史や魅力を発信するものとし，市がデータを提
供し，郵便局と調整して決定した。
・市報，ホームページで切手販売に関する広報を行い，それぞれのデザインに関する解説，
魅力の発信を行った。
・好評につき第１弾が完売したので，第２弾のフレーム切手を販売した。

政策部　情報管理課（準備期間は旧総務課）

【第１弾】 【第２弾】
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

第１・２・３庁舎入口およびいずみホール

平成26年６月20日～平成27年３月31日

啓発用装飾フィルム購入事業

事業番号14

市制施行50周年記念啓発用装飾フィルムを貼ることにより，市制施行50周年の気運醸成や
市及びホッチのＰＲを図った。

来庁市民等

第１・２・３庁舎入口及びいずみホールに市制施行50周年の啓発を行うフィルムを貼付

総務部　契約管財課

【いずみホール】 【第二庁舎】
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

市制施行50周年に関し，ぶんじほたるホッチが出演するイベント

平成26年７月～

ぶんじほたるホッチが「ハグ＆おもてなし」事業

事業番号15

・ホッチのシールを受け取った子どもたちが文房具等にシールを貼り付けることで，家族や周
囲にホッチの存在を周知することができ，知名度を向上するきっかけにすることができた。

主な配布実績
●国分寺市制施行50周年　国分寺コズミックカレッジ「水ロケットの製作と発射体験会」：７
月13日（日）開催

●国分寺市制施行50周年記念　恋まちストリート2014納涼はぁとふるまつり：８月２日（土）
開催

●国分寺市制施行50周年記念　東村山市制施行50周年記念　狭山市制施行60周年記念
<国分寺線・新宿線の前身>川越鉄道開業120周年記念
南入曽車両基地　電車夏まつり2014：　８月23日（土）開催

ホッチによるおもてなしを効果的に行うとともに，特に子どもたちに喜ばれる品物とするため，
ホッチのシールを作成した。

政策部　市政戦略室

55㎜

90㎜
※仕様は名刺サイズ
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

市内９店舗

平成26年９月～平成27年３月

ホッチ　meets Sweets事業

事業番号16

　ポスターやチラシ，のぼり，フリーペーパーへの掲載等で積極的に周知してきたことにより，
ホッチや店舗，商品のＰＲを図ることができた。今後も，イベントへの参加やＰＲを図ってい
く。

参加店舗と商品については以下のとおり
①ゲミュートリッヒ…カステラ・菓子パン　②AnnBee(アンビー)…ドーナツ・カステラ　③ななえ
の里ともしび工房…菓子パン　④万葉の里スイーツいずみ…クッキー　⑤レオーネ・ドーナツ
…ドーナツ　⑥パティスリーイチリン…レモンケーキ　⑦フランス菓子ロンポワン…シューク
リーム　⑧けやきの杜希望園…クッキー・マドレーヌ・パン　⑨ル スリール ダンジュ…バター
カステラ

市内の事業者に「ぶんじほたるホッチ」を使用したスイーツを製作してもらい，50周年の気運
醸成や市およびホッチのＰＲを図った。募集の結果，９店舗から応募があり９月より順次各店
舗やイベントで販売を行った。主なイベントとしては，10月25日～26日にセレオ国分寺，10
月29日～11月４日に国分寺丸井「多摩・武蔵野フェア」で販売を行った。また，こくぶんじ朝
市，国分寺まつりなどでも一部事業者が販売を行った。

市民生活部　経済課

①ゲミュートリッヒ ②AnnBee(アンビー) ③ななえの里ともしび工房

④万葉の里スイーツいずみ ⑤レオーネ・ドーナツ ⑥パティスリーイチリン

⑦フランス菓子ロンポワン ⑧けやきの杜希望園 ⑨ル スリールダンジュ
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事業名称

実施時期

担当課

実施内容

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

平成26年９月10日（水）～

ふるさと納税事業

事業番号17

お礼の品を国分寺ブランド等の特産品とすることで，寄附者に国分寺市の魅力を伝えること
ができた。今後も税外収入とまちの魅力発信を高いレベルで両立させるため，より一層寄附
のしやすい方法への改善や，国分寺市の魅力が伝わるお礼の品の選定など，積極的な取
組みをする。

政策部　市政戦略室

１　平成26年度の寄附金状況

　(１)　寄附の申込件数・寄附金額

　　　　　件 数 19件 金 額 2,430,258円

　(２)　寄附金の指定事業先
　　１．自然環境の保全に関する事業 ２件 250,000円

　　２．福祉分野の充実に関する事業 ６件 928,258円

　　３．教育分野の充実に関する事業 ３件 102,000円

　　４．史跡武蔵国分寺跡等の歴史遺産の保存・活用に

　　　　関する事業 ４件 80,000円

　　５．その他市が実施する事業で寄附者が指定する

　　　　事業 ２件 1,010,000円

　　６．特に指定しない ２件 60,000円

　　　　　　　　　　合　　計　19件　2,430,258円

　(３)　寄附の申込みをいただいた方の地域別内訳
　　　市内にお住まいの方や市内の団体 14件
　　　市外にお住まいの方や市外の団体 ５件

　　　　　　　　　　合　　計　19件

２　お礼の品一覧と発送数

お礼の品 発送数

①『武蔵国分寺サブレ』『七重塔フィナンシェ®』詰合せ

　　３箱
②国分寺産ブルーベリーパウンドケーキ詰合せ
　　７箱

③ジャム・ピクルス・シロップ詰め合わせセット
　　 ８セット

④東京玉造小町石けん®なたね・ピュアオリーブセット
　　１セット

⑤東京玉造小町石けん®プロポリス
　　２個

⑥いちじくのお酒　２本セット
　　４セット

⑦こくぶんじベリー（300ml）　４本セット
　　５セット

⑧季節の野菜詰合せ
　　３箱

⑨東京うど
　　３箱
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

市立小学校校庭

平成26年10月20日（月）空撮実施，12月18日（水）クリアホルダー完成品の納品

小学校児童作成人文字空撮事業

事業番号18

空撮を行うにあたり，全校児童が校庭に集まり人文字を作成することで，児童たちの市制施
行50周年の気運を高めることができた。クリアホルダーには自分の学校だけではなく全10
校分の小学校の人文字写真が記載されており，市内小学校全体の連帯感も高まった。

市立小学校の児童

各小学校校庭に，全校児童が市制施行50周年を祝う気持ちを表す人文字を作成し空撮を
行った（撮影日平成26年10月20日）。その画像をもとに成果物として市制施行50周年記念
のクリアホルダーを作成し，平成26年12月18日に全小学校児童へ配布。

教育部　教育総務課

【クリアホルダー完成品（表面）】 【人文字空撮撮影風景】



32 

事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

オープナーで販売。11月３日は，西国分寺駅ショッピングモールで販売。

平成26年11月３日（月・祝）から販売開始

市勢要覧発行事業

事業番号19

国分寺市の魅力を内外に発信することができた。また，市の歴史資料として，現在の国分寺
市を未来に伝えることにつながった。今後もPRを続け，継続的に販売していく。

頒布先・購入者・電子書籍閲覧者

国分寺市の魅力を発信し，「住み続けたいまち国分寺」へつなげるため，市勢要覧を発行し
た。
11月３日に販売を開始するとともに，記念式典で来賓者に配付した。また，国分寺市公式
ホームページで電子書籍版を公開し，多くの方々に読んでもらえるようにした。
　周知を図るため，チラシを作成し配布するとともに，市公式ホームページのスライドバナーを
使いPRを行った。

政策部　市政戦略室
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

図書館ホームページ閲覧者

武蔵国分寺跡の他，国分寺市の歴史を中心とした魅力を市内外に発信し，武蔵国分寺跡資
料館の企画展とリンクした画像公開をしていくことで，同資料館の来訪者の増加とともに，市
内への来訪者が増加した。

事業番号20

デジタル博物館公開事業

平成26年11月３日（祝・月）～

国分寺市立図書館ホームページ内

教育部図書館課

市制施行50周年記念事業として，市の文化財の魅力を発信するために図書館ホームペー
ジに教育委員会で所蔵している遺物等のデジタルデータを閲覧できるよう「デジタル博物館」
を設置した。
市内だけでなく市外の方も自由に閲覧ができると同時に，図書館相互利用協定を締結して
いる市や東京都立図書館のホームページにリンクを貼ってもらい多くの方に国分寺市に関
心をもってもらう機会とした。
今後は，継続的に時代別資料の充実，武蔵国分寺跡資料館の企画展示等との連携した資
料紹介を行っていく。
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Ⅲ 全庁的市制施行 
50周年ＰＲ事業一覧 

（全13事業） 

事業番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

国分寺市制施行50周年記念　史跡武蔵国分寺跡　国分寺まつり特別会場

市制施行50周年記念式典・祭典に伴う西国分寺駅前イベント

国分寺市制施行50周年記念　未来への手紙

※全庁的市制施行50周年ＰＲ事業とは，国分寺市制施行50周年事業全体の進行管理を担当した政策部市政戦略室が中心となり市内外に

50周年をＰＲするために行った事業をいいます。なお，冠事業と重なる事業があります。

事業名

国分寺市制施行50周年記念　オープニングセレモニー

ＪＲ東日本中央線東京横断スタンプラリーとのコラボレーション事業

国分寺・府中　市制施行周年記念　武蔵國を歩こうスタンプラリー

東村山・国分寺市制施行50周年記念共催事業
新たな発見! 魅力必見!みんなでつくるみんなの宝探しin東村山&国分寺

国分寺市制施行50周年記念　「スマイル★カレンダー50」

国分寺市制施行50周年記念　３市連携イベント「わくわくウォーキング」

国分寺市制施行50周年・JR国分寺駅開業125周年・CELEO国分寺誕生1周年合同イベント

東村山・国分寺市制50周年記念杯（京王閣競輪レース）

国分寺市制施行50周年記念　「市の鳥」選定事業

国分寺市制施行50周年・東村山市制施行50周年・狭山市制施行60周年
西武鉄道国分寺駅～本川越駅間開業120周年　南入曽車両基地電車夏まつり2014
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

平成26年４月18日（金）

国分寺市制施行50周年記念　オープニングセレモニー

全庁的市制施行50周年ＰＲ事業番号１

参加者へ市制施行50周年記念事業が幕開けしたことをＰＲし，機運醸成につながった。記念
切手即売会は多くの市民が購入し，効果が見られた。特別展示では，昔の街並みを振り返
ることができる今昔写真展示が人気であった。また，国分寺市でペンシルロケットの実物を
見る機会はこれまでになく好評であった。今後もより内容を充実させた展示イベントを実施し
たい。

来場者：約50人

国分寺市制施行50周年事業の幕開けとしてオープニングセレモニーを実施

■実施内容
①くす玉割り
　国分寺市長および市議会議長により実施。
②国分寺市制施行50周年記念切手贈呈式
　日本郵便東京支社副支社長より国分寺市長へ記念切手の贈呈が行われた。場内では国
分寺郵便局による記念切手の即売会が実施された。
③トーチリレー
　50年前，東京オリンピックで聖火ランナーとして市役所通りを疾走した丸山喜久二氏から
東京学芸大学の学生に未来へのバトンタッチをイメージしてトーチをリレー実施した。
④保育園児による演技
　恋ヶ窪保育園の園児たちによって，歌と踊りが披露された。また，園児たちに将来の夢をイ
ンタビューした。
⑤特別展示（第一プレハブ会議室）
　日本の宇宙開発発祥の地である国分寺市が市制施行50周年を迎えることを記念して，ペ
ンシルロケット実機展示，宇宙に関するパネル展示，宇宙に関するＤＶＤ上映（パソコン画
面）をJAXA協力のもと実施し，併せて国分寺駅北口付近の今昔写真展示を行った。

政策部　市政戦略室

国分寺市役所駐車場
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

平成26年６月７日（土），８日（日），14日（土），15日（日）

ＪＲ東日本中央線東京横断スタンプラリーとのコラボレーション事業

全庁的市制施行50周年ＰＲ事業番号２

JR国分寺駅は中央線各駅中でも乗降客数が多い駅であり，スタンプラリーイベントとのコラ
ボレーションは大きなPR活動となった。また，JR国分寺駅構内のLED電光掲示にお祝いメッ
セージを掲載できたことは，市内外への情報発信につながった。引き続き，イベントでは企
業連携を生かしたPR活動を実施していきたい。

各日，チラシ・パンフレットを100組ずつ配布

中央線（新宿駅～八王子駅）開業125周年を記念して，ＪＲ東日本が中央線スタンプラリーを
実施するにあたり，ＪＲ東日本八王子支社より，管内で開業125周年を迎えた駅がある自治
体に対し，その魅力をＰＲするブースの設置について打診があった。国分寺市民以外の多数
の方が国分寺駅を訪れることが想定されることから，この機会を活用して国分寺市の魅力を
発信するためＪＲ国分寺駅と連携して特別ブースを設置し，市制施行50周年及び国分寺市
の観光スポット紹介を行った。また，ＪＲ国分寺駅の協力のもと，市側が提案した市制施行
50周年を祝うメッセージを駅構内ＬＥＤ電光掲示に表示する事業を実施した。

■ＰＲ内容
①市制施行50周年チラシの配布
②国分寺市歴史・観光マップ，国分寺ブランドパンフレットの配布
③国分寺市今昔写真，その他観光関係写真の掲示
④ぶんじほたるホッチによるＰＲ（6/7（土）13:00～，15:00～）
⑤国分寺駅構内アナウンスによる市制施行50周年広報
⑥その他ＪＲ東日本が行うＰＲ

政策部　市政戦略室，　市民生活部　経済課

ＪＲ国分寺駅コンコース内
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

平成26年６月８日（日）

国分寺・府中　市制施行周年記念　武蔵國を歩こうスタンプラリー

全庁的市制施行50周年ＰＲ事業番号３

２市合同でのイベント実施により，両市民に対し，市制施行周年記念をＰＲできた。両市を跨
ぐイベントとして両市の関係性を線で結ぶことで，より魅力的なイベントとなった。今後も広域
連携を図った企画を実施したい。

参加者：227人（両市民合計）

歴史的つながりの深い国分寺市（市制施行50周年）と府中市（市制施行60周年）の史跡や
観光スポットを見学しながら，チェックポイントをまわるスタンプラリーを行い，午後３時までに
ゴールした方に記念品を贈呈した。

■チェックポイント
　①史跡の駅おたカフェ，②史跡武蔵国分寺参道口跡，③童々広場
■記念品
　両市おすすめの逸品等の詰め合わせ

なお，本事業は東京都市長会の多摩・島しょ広域連携活動助成事業として実施しています。

政策部　市政戦略室　市民生活部　経済課

国分寺市～府中市
（都立武蔵国分寺公園～大國魂神社）
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

ワークショップ：平成26年６月～８月（各市全３回）
まち歩きイベント：平成26年８月９日（土）
宝探しイベント：平成26年11月８日（土）～30日（日）

東村山・国分寺市制施行50周年記念共催事業
新たな発見! 魅力必見!みんなでつくるみんなの宝探しin東村山&国分寺

全庁的市制施行50周年ＰＲ事業番号４

市民ワークショップとまち歩きイベントを開催し，両市の魅力を新・再発見する機会となった。
とりまとめからオリジナルストーリーの完成まで，市民によってつくりあげるという「集い」「意
見出し」「集約」の過程を実現できたことは，大変有意義であった。ゲーム参加者からの反響
が大きく，次回の開催を望む声が多いため，第２弾を実施することにしたい。

参加者：1,683人（一市クリアバッチ配布数）

国分寺市と東村山市は，平成26年度，共に市制施行50周年を迎えることを契機に，新たな
連携事業を実施したいとする考えが一致したため，以下の４点を重要項目とし，共催事業を
企画，実施することとした。
①多くの市民を対象とした事業であること。
②両市民の交流による新たな関係が構築できること。
③地元企業の協力を得ること。
④佳節を祝う事業であると同時に，将来性がある事業とすること。

■事業内容
・両市の歴史や名跡，新たな名所などにスポットを当て，ヒントが書かれた「時空手帳」を基
に現地でのフィールドワーク形式による謎解き，宝探しを実施した。
・地域の活性化，PRしたい場所やもの，新たな魅力発信のアイテムなどを盛り込んだシナリ
オ作成やポイントの設定を市民が行った。
・多くの方に参加しやすい環境を提供するため，23日間の実施期間を設けた。
・事業に参加した証としてクリアした全員に記念バッチをプレゼントした。なお，両市クリア者
には別バージョンのバッチをプレゼントした。
なお，本事業は東京都市長会の多摩・島しょ広域連携活動助成事業として実施しています。

政策部　市政戦略室

国分寺市，東村山市
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事業名称

実施時期

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

平成26年６月21日（火）～11月３日（祝・月）

国分寺市制施行50周年記念　「市の鳥」選定事業

全庁的市制施行50周年ＰＲ事業番号５

市制施行50周年を記念し市民とともに市の鳥を決定することで，機運醸成を図ることができ
た。
記念式典後，印鑑登録証明書の改ざん防止用紙，市役所通りにあるマンホールの一部等
に，カワセミのプリントを施し，国分寺市の鳥はカワセミであることを周知している。

50周年ワークショップ，市民アンケート，職員アンケート，国分寺バードウォッチングクラブ

市制施行50周年という節目の年を，これからの50年を展望し，未来へと羽ばたく年にするた
め，「市の鳥」を制定することにした。
制定に当たっては，50周年ワークショップ等での市民アンケート，職員へのアンケート及び国
分寺バードウォッチングクラブからの意見を参考に候補７種類を決定し，平成26年８月15日
から同年９月30日までの間，市内の23の各施設に投票用紙及び投票箱を設置し，市民から
の投票を受け付けた。最多得票は，カワセミ（880票）となり，11月３日の記念式典で発表し
た。

政策部　政策経営課

【１位のカワセミ】

【投票結果】
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

平成26年８月23日（土）

国分寺市制施行50周年・東村山市制施行50周年・狭山市制施行60周年
西武鉄道国分寺駅～本川越駅間開業120周年　南入曽車両基地電車夏まつり2014

全庁的市制施行50周年ＰＲ事業番号６

西武鉄道が例年実施している夏のイベントにて，３市合同で特設ブースを設置しＰＲを行った
結果，多くの人に立ち寄っていただいた。今回，西武線沿線で周年事業を実施している自治
体がコラボレーションをしたことは注目されていた。特に狭山市とは，都と県を跨いでの実施
となっており，これを機に東村山市も含めて今後も広域連携ができる事業は積極的に行うこ
とにしたい。また，西武鉄道とも企業連携イベントを企画し実施したい。

来場者：約8,500人　※例年6,500人（西武鉄道調べ）

毎年，南入曽車両基地で開催される夏休み恒例の親子連れ向け鉄道イベント。今回は川越
鉄道（新宿線前身）の開通120周年記念，国分寺市制施行50周年，東村山市制施行50周
年，狭山市制施行60周年を祝い，特別ブースを設け，３市及び西武鉄道株式会社の共存・
協力をＰＲするイベントとして実施した。

政策部　市政戦略室，市民生活部　経済課

南入曽車両基地構内（埼玉県狭山市南入曽1140）
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

平成26年９月1４日（日）～11月３日（祝・月）

国分寺市制施行50周年記念　「スマイル★カレンダー50」

全庁的市制施行50周年ＰＲ事業番号７

市制施行50周年記念にかけて，50日間のカウントダウンを実施した。カウントダウンを楽し
みにしているという声をいただいたりと，機運醸成につながった。今後も，市民を巻き込んだ
イベントで実施したい。

T-soul，はぁとふるまつり，水ロケット大会，敬老会，平兵衛まつり，北町地域センターまつ
り，恋まちハロウィン，新たな発見! 魅力必見!みんなでつくるみんなの宝探しin東村山&国分
寺にご参加された市民の皆さん　日本芸術高等学園のフラダンス部の皆さん

市内外に市制施行50周年記念をＰＲする手段として，ホームページ，フェイスブック市制施行
50周年記念日までの日数のカウントダウンを掲載した。市民の写真をカレンダーとして更新
することで，市民とともに機運醸成を図った。

■実施方法
① 市民の写真を撮影
　担当職員が市内イベントに参加した際に撮影をした。
② 写真を編集
　カウントダウンボードに「50周年記念日まであと●日」などの編集をした。
③ 編集後の写真を市ホームページとフェイスブックへ掲載
④ カウントダウン終了後は，一覧として集約し，閲覧ができる状態にした。

政策部　市政戦略室

市公式ホームページ，フェイスブックページ
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

平成26年10月５日（日）

国分寺市制施行50周年記念　３市連携イベント「わくわくウォーキング」

全庁的市制施行50周年ＰＲ事業番号８

各市100人の募集イベントであったが，当日，大雨の影響によりキャンセルが相次いだため
大幅に参加者が減ってしまった。しかし，現地に集合したウォーキングファンと共にイベントを
実施。残念ながら上記②～④のイベントは中止となったが，①は無事に終了。参加者には３
市の見どころを楽しんでもらえた。屋外イベントは天候に左右されるが，ウォーキングイベント
は雨でも人気があると改めて認識した。これ機会に，他市との広域連携，Ｊ：ＣＯＭ，ＮＨＫ等
の企業連携を深めたい。

参加者：約25人

平成26年１月，恒例の三市長新春鼎談番組で「記念行事も目白押しの今年，隣接した三市
の市民交流を実現できないか」との話題を実現するため，同地域をカバーするＪ：ＣＯＭが独
自の交流イベントを企画した。

■実施内容
①ウォーキング企画
　小金井市→国分寺市→府中市のおよそ13キロの道のりを，自然と文化の「ハケコース」，
古代ロマンの「国分寺と国府コース」にわたりウォーキングする。参加賞として各市より絵葉
書等が提供された。
②イベント
　ゴール会場において，音楽アーティストのミニライブ，市の名品を紹介するブースを設置し，
市民交流を盛り上げる。→雨天により中止
③ＮＨＫ参加
　ＮＨＫによるエンターテインメントの提供。→雨天により中止
④クリーンアップ活動
　コース上のゴミを拾うクリーンアップを行う。→雨天により中止

主催：Ｊ：ＣＯＭ　後援：小金井市，国分寺市，府中市

政策部　市政戦略室

小金井市，国分寺市，府中市
（武蔵小金井駅南口フェスティバルコート～お鷹の道～大國魂神社）
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

平成26年10月16日（金）～11月７日（土）

国分寺市制施行50周年・ＪＲ国分寺駅開業125周年・ＣＥＬＥＯ国分寺誕生1周年合同イベント

全庁的市制施行50周年ＰＲ事業番号９

３者の周年記念をあわせることで，市民への機運醸成をより高めるイベントとなった。人の往
来が多いところでのＰＲイベントは集客力も高く，効果的であった。今後は，より緊密な連携
を図りＰＲイベントを実施したい。

ＪＲ国分寺駅および駅ビル利用者

国分寺市（平成26年11月３日に市制施行50周年），JR国分寺駅（平成26年4月11日に開業
125周年），ＣＥＬＥＯ国分寺（平成26年10月25日に１周年）はともに周年記念を迎えることか
ら，それを記念して特別イベントを開催した。

■イベント
　①物産品の販売（国分寺名物・名産品，国分寺ブランド，野菜，ホッチ meets Sweets），②
七重の塔（国分寺市商工会）移設展示，③ぶんじほたるホッチ・モモずきん，ひがっしーと記
念撮影，④駅長白制服（子ども用）で記念撮影，⑤ブロック新幹線と記念撮影，⑥国分寺駅
周辺の歴史写真展，⑦国分寺駅北口再開発情報コーナー，⑧ペーパークラフト作成コー
ナー

政策部　市政戦略室，市民生活部　経済課，都市開発部　国分寺駅周辺整備課

ＪＲ国分寺駅コンコース内，ＣＥＬＥＯ国分寺，Lホール
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事業名称

実施時期

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

平成26年10月23日（木）

東村山・国分寺市制50周年記念杯（京王閣競輪レース）

全庁的市制施行50周年ＰＲ事業番号10

事前広告として，京王電鉄車内広告（10月17日（金）～19日（日））が組合により行われた。
この広告は，京王線全線で行われたため，会場に足を運ばない人にもＰＲ効果があったと考
えられる。特設ブースでのＰＲを両市で行うことで多くの人に立ち寄っていただいた。京王閣
競輪が組合事業であることもＰＲできた。今後も広域連携ができる事業は積極的に行うこと
にしたい。

来場者：2,944人　※組合調べ
協賛：ＪＡ東京むさし国分寺地区

国分寺市と東村山市の両市が今年で市制施行50周年を迎えることを記念して，両市の出資
先である東京都十一市競輪事業組合（以下「組合」という。）が主催する京王閣での競輪
レースに冠を付けることで，両市をＰＲする記念レースとした。ＰＲをとおして，両市を広く知っ
てもらうとともに，組合事業についても知ってもらうことを目的とした。
11Ｒ（Ａ級決勝）および12Ｒ（Ｓ級決勝）の優勝選手へ両市長からトロフィーと副賞の贈呈を
行った。場内では，特設ブースを設けて特産品の紹介や両市の着ぐるみキャラクターによる
場内グリーディングで市制施行50周年をＰＲした。

政策部　市政戦略室
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

平成26年11月２日（日）

国分寺市制施行50周年記念　史跡武蔵国分寺跡　国分寺まつり特別会場

全庁的市制施行50周年ＰＲ事業番号11

参加者へ市制施行50周年であることをＰＲし，機運醸成につながった。また，イベント当日，
おたかの道湧水園の入園者数が766人を記録し，前年同日の入園者数309人を大きく上
回った。都立武蔵国分寺公園，史跡武蔵国分寺跡，おたかの道湧水園を結ぶスタンプラ
リーが功を奏した。
同規模のイベントを継続的に実施し，市内外を問わずより多くの人に会場周辺の文化遺産
や湧水群の良さを知ってもらう機会を増やしたい。

来場者:約4,000人
応援職員・ボランティアスタッフ：約100人
協力:国分寺市体育協会，東京国分寺ターゲット・バードゴルフ協会，国分寺市ゴルフ協会，
国分寺市サッカー協会，FC東京，Ball Beat Crew（横田陽介氏率いるフリースタイルフット
ボールチーム），かけっこ忍者塾，国分寺サイトーボクシングジム，ごっちん氏（マジシャン）
…順不同

国分寺市制施行50周年を記念し，史跡武蔵国分寺跡を同日に開催される国分寺まつりとあ
わせて，親子を中心に楽しんでもらえる50周年ならではのレクリエーション会場とした。ま
た，レクリエーションを楽しんでもらうとともに，会場周辺の文化遺産や湧水群の良さを改め
て知ってもらう機会とした。
実施イベントは，大きく①パフォーマンスステージ（歌や踊りなど），②フリーマーケット（31区
画），③レクリエーション（スポーツイベントやマジックショーなど）で構成した。

政策部　市政戦略室

史跡武蔵国分寺跡

【会場の様子】
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

西国分寺駅南口ショッピングモール通路

平成26年11月３日（祝・月）

市制施行50周年記念式典・祭典に伴う西国分寺駅前イベント

全庁的市制施行50周年ＰＲ事業番号12

　多くの西国分寺駅利用者に対して，市制施行50周年の節目をＰＲできた。
　ホッチとにしこくんの共演では，国分寺市の歴史や魅力を紹介するコーナーを設けて，市外
に住む多くのにしこくんファンへ国分寺市をＰＲできた。
　この事業を通して，西国分寺エリアでのＰＲ活動の礎を作ることができたので，今後のまち
の賑わいにもつなげたい。

来場者：約1,000人

政策部　市政戦略室

いずみホールで行われる市制施行50周年記念式典にあわせて，会場外にも賑わいを持た
せて市民と一緒に50周年を祝う機運を高めるイベントを実施した。

■実施内容
①フリースタイルフットボールの実演
②マジックショー
③ホッチとにしこくんの共演
④ホッチとひがっしーとの共演

■配布物
①市制施行50周年記念パンフレット
②市制施行50周年記念ポケットティッシュ
③市制施行50周年記念ホッチステッカー
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事業名称

実施時期

実施場所

担当課

実施内容

参加者等

事業実施により
得られた効果

・
今後の展開等

実施状況画像

受付期間：平成27年2月15日～平成27年５月15日
保存期間：平成36年11月３日まで　※市制施行60周年時に開封

国分寺市制施行50周年記念　未来への手紙

全庁的市制施行50周年ＰＲ事業番号13

800通を超える応募があり，出会いと別れがある年度替わりに実施した効果があったと考え
られる。また，この事業をもって国分寺市制施行50周年事業がすべて終了となるため最後
のＰＲとなった。手紙やメッセージは市制施行60周年の際に開封を予定している。

応募数：836通

現在から未来の誰か（自分・家族・友人等）に宛てた手紙を書き，10年後に手紙を受け取る
一連の流れを通して，国分寺市民である（あった）ことを実感し，一人でも多くの方が「国分
寺市に住み続けたい」「国分寺市に住んでみたい」「国分寺市に戻りたい」と考え，行動する
きっかけとした。希望者からの封書・はがき・メッセージカードを10年間保存した後に，指定さ
れた宛先に郵送する。メッセージカードは郵送せず，一定期間，市役所内に掲示する。

■事業内容
①対象者：応募時における市内在住・在勤・在学・在活者
②応募様式：封書，はがき，メッセージカード
③受付期間：平成27年2月15日～平成27年５月15日
　※3月～４月は卒入学や退職・就職など人生にとって節目の時期に当たるため，この期間
を含めて手紙の受付期間を設定する。
④受付方法：市政戦略室へ持参または郵送
⑤保管場所：専用箱に入れて書庫棟内で保管（予定）
⑥保管期間：平成36年11月まで
⑦保管期間終了後の対応：
　封書・はがき…切手不足分を市が負担し，郵送する。
　　　　　　　　　　10年後の郵送先が宛先不明の場合は，
　　　　　　　　　　差出人に戻される。差出人不明の場合は郵便局で保管される。
　メッセージカード…一定期間市役所内に掲示し，その後は廃棄する。

政策部　市政戦略室

国分寺市
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Ⅳ 市制施行50周年 
冠事業一覧 

（全146事業） 
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番号 事業名
主催

（主管課）
実施日 場所

主催・共催

後援・その他

1
国分寺市制施行50周年記念

国分寺北口歴史写真展等

八日会商店会

（経済課）
４月６日(日)

多摩信用金庫

国分寺支店ほか
後援

2
国分寺市制施行50周年記念

第31回万葉花まつり

第31回万葉花まつり

実行委員会

（文化と人権課）

（ふるさと文化財課）

４月13日(日) 史跡武蔵国分寺跡地 後援

3

国分寺市制50周年記念

第43回憲法記念行事

「憲法週間行事　講演と映画の集い」

東京都人権啓発活動

ネットワーク協議会

（文化と人権課）

５月８日(木) いずみホール 共催

4
第23回内藤地域センターまつり

（国分寺市制施行50周年記念）

内藤地域センター利用者

協議会，内藤地域センター

まつり実行委員会

（協働コミュニティ課）

５月11日(日) 内藤地域センター 共催

5

国分寺市制施行50周年記念

第26回少年少女ふるさと作文

コンクール

少年少女ふるさと作文

コンクール実行委員会

（文化と人権課）

（学校指導課）

５月15日(木)～

７月16日(水)

10月18日(土)

表彰式 発表会

国際文化理容美容

専門学校国分寺校
後援

6
国分寺市制施行50周年

並木公民館まつり

並木公民館まつり

実行委員会

（公民館課）

５月16日(金)～

５月18日(日)
並木公民館 共催

7
市制施行50周年記念

緑のぶんじフェスタ2014

ギャラリーウォーク

実行委員会ほか

（経済課）

５月17日(土)～

５月18日(日)
都立武蔵国分寺公園 後援

8
国分寺市制施行50周年記念

本多公民館新緑まつり

新緑まつり実行委員会

（公民館課）

５月23日(金)～

５月25日(日)
本多公民館 共催

9

～国分寺市市制施行50周年記念～

国分寺フィルハーモニー管弦楽団

第48回定期演奏会

国分寺フィルハーモニー

管弦楽団

（社会教育・スポーツ振興課）

５月24日(土) ルネこだいら 後援

10
祝　国分寺市制施行50周年記念

運動会

国分寺市立第五小学校

（学校指導課）
５月24日(土) 国分寺市立第五小学校 主催

11
祝　国分寺市制施行50周年記念

運動会

国分寺市立第八小学校

（学校指導課）
５月25日(日) 国分寺市立第八小学校 主催

12
祝　国分寺市制施行50周年記念

運動会

国分寺市立第一中学校

（学校指導課）
５月31日(土) 国分寺市立第一中学校 主催

13
祝　国分寺市制施行50周年記念

運動会

国分寺市立第三中学校

（学校指導課）
５月31日(土) 国分寺市立第三中学校 主催
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番号 事業名
主催

（主管課）
実施日 場所

主催・共催

後援・その他

14
祝　国分寺市制施行50周年記念
運動会

国分寺市立第四中学校
（学校指導課）

５月31日(土) 国分寺市立第四中学校 主催

15
祝　国分寺市制施行50周年記念
運動会

国分寺市立第五中学校
（学校指導課）

５月31日(土) 国分寺市立第五中学校 主催

16
国分寺市制施行50周年

恋ヶ窪公民館祭

恋ヶ窪公民館祭
実行委員会

（公民館課）

５月31日(土)～
６月１日(日)

６月６日(金)

恋ヶ窪公民館

いずみホール
共催

17
祝　国分寺市制施行50周年
第31回成人病（生活習慣病）

予防講演会

東京国分寺
ライオンズクラブ

（健康推進課）

５月31日(土) 国分寺Ｌホール 後援

18
「第５回　国際文化理容美容専門学校
国分寺校学園祭　Bunka Park」

国分寺市制施行50周年記念大会

国際文化理容美容
専門学校国分寺校

（なし）

６月１日(日)
国際文化理容美容

専門学校国分寺校
その他

19
祝　国分寺市制施行50周年記念

運動会

国分寺市立第十小学校

（学校指導課）
６月７日(土) 国分寺市立第十小学校 主催

20
国分寺市制施行50周年・府中市制60周年

「武蔵國を歩こうスタンプラリー」

国分寺・府中観光振興

連絡協議会
（経済課）

６月８日(日)
都立武蔵国分寺公園～

大國魂神社
共催

21
「国分寺市制施行50周年記念

第８回ファミリー運動会」

もとまち地域会議

（公民館課）
６月15日(日) 国分寺市立第一小学校 共催

22

祝　国分寺市制施行50周年

平成26年度　第２回社協ふくしのつどい
～お互いに支え合い、助け合う国分寺をめ

ざして～

国分寺市社会福祉協議会
（地域福祉課）

（社会教育・スポーツ振興課）

６月22日(日)
国際文化理容美容
専門学校国分寺校

後援

23
「祝　国分寺市制施行50周年　東元町

文庫・もとまち図書館共催講演会」

東元町文庫

（図書館課）
６月28日(土) もとまち公民館 共催

24
国分寺市制施行50周年記念

第４回「姿見の池　ホタルの夕べ」

ホタルの夕べ実行員会

（緑と建築課）
６月29日(日) 姿見の池 後援

25
国分寺市制施行50周年記念

ライオンズ国際平和ポスターコンテスト

東京国分寺
ライオンズクラブ

（文化と人権課）
（社会教育・スポーツ振興課）

７月１日(火)～

９月16日(火)
10月中旬

発表
11月２日(日)

表彰

国分寺まつり会場 後援

26
国分寺市制施行50周年記念
第11回国分寺野外音楽祭「T-SOUL」

T-SOUL実行委員会ほか
（経済課）

７月５日(土)
西通り商店会内

国分寺駅南口商店会内
むさし商興会内ほか

後援
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番号 事業名
主催

（主管課）
実施日 場所

主催・共催

後援・その他

27
国分寺市制施行50周年記念
第49回市民体育大会

社会教育・スポーツ振興課
７月６日(日)～
11月30日(日)

市民スポーツセンター
ほか

主催

28
国分寺市制施行50周年記念

恋まちストリート2014

恋ヶ窪商店会

（経済課）

７月７日(月)
８月２日(土)

10月25日(土)

ＪＡ東京むさし国分寺支店

ほか
後援

29
国分寺市制施行50周年記念

歴史講演会

国分寺の名にふさわしい
文化都市を築く会

（文化と人権課）
（ふるさと文化財課）

第１回
７月12日(土)

第２回
９月20日(土)

国際文化理容美容

専門学校国分寺校
後援

30
国分寺市制施行50周年
国分寺コズミックカレッジ

「水ロケットの製作と発射体験会」

宇宙開発発祥の地
国分寺顕彰会ほか

（文化と人権課）

７月13日(日) 国分寺市立第四小学校 共催

31

国分寺市制施行50周年記念

社会福祉法人佐渡福祉会・社会福祉法人
けやきの杜施設交流会

社会福祉法人けやきの杜

（なし）
７月17日(木) あんずの家（佐渡市） その他

32
国分寺市制施行50周年記念

佐渡トライアスロン合宿

国分寺市トライアスロン

連合
（社会教育・スポーツ振興課）

７月19日(土)～
７月21日(月)

※国分寺まつりで
写真展示あり

佐渡市 後援

33

祝　国分寺市制施行50周年記念

平成26年度　もとまち図書館
夏休みこども映画会

図書館課 ７月23日(水) もとまち公民館 主催

34
国分寺市制施行50周年記念
本がつなぐ人とまち―国分寺ブック

タウン事業

協働コミュニティ課

７月26日(土)

８月30日(土)
９月20日(土)

（全３回ワーク
ショップ）

国分寺Ｌホールほか 主催

35
祝　国分寺市制施行50周年
国分寺市室内プールフェスティバル

日本管財・TAC共同事業体
（なし）

８月３日(日) 市民室内プール その他

36
国分寺市制施行50周年記念
古代瓦作り体験教室

ふるさと文化財課 ８月３日(日) 埼玉県比企郡鳩山町 主催

37
祝　国分寺市制施行50周年
平成26年度　並木図書館

夏休みこども映画会

図書館課 ８月22日(金) 並木公民館 主催

38

国分寺市制施行50周年記念　東村山市制

施行50周年記念　狭山市制施行60周年記

念　<国分寺線・新宿線の前身>川越鉄道
開業120周年

南入曽車両基地　電車夏まつり2014

西武鉄道株式会社

（経済課）
８月23日(土) 南入曽車両基地 後援

39
国分寺市制施行50周年記念
サマーファミリー国分寺フェスタ

ぶんじフェス立ち上げ
壱の会

（文化と人権課）

８月24日(日) 国分寺Ｌホール 後援
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番号 事業名
主催

（主管課）
実施日 場所

主催・共催

後援・その他

40
祝　国分寺市制施行50周年
平成26年度　もとまち図書館

夏休みスペシャルおはなし会

図書館課 ８月27日(水) もとまち図書館 主催

41
国分寺市制施行50周年記念

第16回北の原地域センターまつり

北の原地域センター利用者
協議会，北の原地域センター

まつり実行委員会
（協働コミュニティ課）

８月30日(土) 北の原地域センター 共催

42
国分寺市制施行50周年記念

アマチュア無線特別局

国分寺市アマチュア
無線クラブ

（なし）

９月１日(月)～
平成27年

３月31日(火)

クラブ員宅ほか その他

43
国分寺市制施行50周年記念公演

第四回国分寺寄席

国分寺稲門会

（なし）
９月２日(火) いずみホール その他

44
祝　国分寺市制施行50周年

第13回けやきフェスタ

社会福祉法人けやきの杜
希望園

（障害者相談室）
（社会教育・スポーツ振興課）

９月６日(土)
希望園

ワークセンター・さくら
後援

45

国分寺市制施行50周年

シルバー人材センター特別講演
「50年を振り返る　国分寺市の歴史」

公益社団法人国分寺市

シルバー人材センター
（地域福祉課）

９月11日(木) 福祉センター 後援

46
国分寺市制施行50周年
国分寺市敬老会

高齢者相談室 ９月13日(土) いずみホール 主催

47
国分寺市制施行50周年記念
ぶんじマルシェ

ぶんじマルシェ実行委員会
（なし）

９月19日(金)～

９月21日(日)
（ぶんじバル）

10月25日(土)
（ぶんぶん

ハロウィン）
11月16日(日)

（ぶんザニア）

国分寺駅北口商店街 その他

文化と人権課

※ガラン・ピー・ポロンのみ
主催

いずみホール協働事業体
(なし)

※ガラン・ピー・ポロン以外の
４事業

その他

49
国分寺市制施行50周年記念

国分寺難病の会「笑いと歌の会」

国分寺難病の会

（障害者相談室）
９月22日(月) いずみホール 後援

50
国分寺市制施行50周年記念
正修館空手道錬成大会

正修館
（なし）

９月23日(火)
市民ひかりスポーツ

センター
その他

51
祝　国分寺市制施行50周年記念
運動会

国分寺市立第二小学校
（学校指導課）

９月27日(土) 国分寺市立第二小学校 主催

48
祝　国分寺市制施行50周年
ロバロバフェスinいずみホール

９月23日(火) いずみホール
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番号 事業名
主催

（主管課）
実施日 場所

主催・共催

後援・その他

52
祝　国分寺市制施行50周年記念
運動会

国分寺市立第四小学校
（学校指導課）

９月27日(土) 国分寺市立第四小学校 主催

53
祝　国分寺市制施行50周年記念

運動会

国分寺市立第二中学校

（学校指導課）
９月27日(土) 国分寺市立第二中学校 主催

54

祝　国分寺市制施行５０周年

第32回おはなしポケット＆本多図書館
共催講演会

おはなしポケット

（図書館課）
９月27日(土) 本多公民館 共催

55
国分寺市制施行50周年記念
まちのマエストロ20プロジェクト

文化と人権課

第１回

９月27日(土)
第２回

10月18日(土)
第３回

12月13日(土)
第４回

平成27年
１月12日(月)

第５回
平成27年

２月８日(日)

いずみホール 主催

56
国分寺市制施行50周年記念
第33回市民大学講座

東京経済大学
（社会教育・スポーツ振興課）

第１回
９月27日(土)

第２回
10月４日(土)

第３回
10月1１日(土)

第４回
11月15(土)

第５回
11月22日(土)

第６回
12月６日(土)

第７回
12月13日(日)

東京経済大学 共催

57
祝　国分寺市制施行50周年記念

運動会

国分寺市立第三小学校

（学校指導課）
９月28日(日) 国分寺市立第三小学校 主催

58
国分寺市制施行50周年記念

明るい選挙啓発講演会

国分寺市明るい選挙推進
協議会，東京都選挙管理

委員会
（選挙管理委員会）

10月２日(木) いずみホール 共催

59
祝　国分寺市制施行50周年記念
運動会

国分寺市立第六小学校
（学校指導課）

10月４日(土) 国分寺市立第六小学校 主催

60
祝　国分寺市制施行50周年記念
運動会

国分寺市立第七小学校
（学校指導課）

10月４日(土) 国分寺市立第七小学校 主催
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番号 事業名
主催

（主管課）
実施日 場所

主催・共催

後援・その他

61

国分寺市制施行50周年記念

多摩・武蔵野検定ガイドツアー

「多摩めぐり30～国分寺市」

（公社）学術・文化・産業

ネットワーク多摩

（なし）

10月４日(土) 国分寺市内 その他

62

祝　国分寺市制施行50周年

“社会を明るくする運動”

吹奏楽ひまわりコンサート

国分寺市“社会を明るくする

運動”推進委員会

(地域福祉課)

10月４日(土) いずみホール 後援

63

国分寺市制施行50周年記念

３市連携イベント

「わくわくウォーキング」

㈱ジェイコム

東京西エリア局

（市政戦略室）

10月５日(日)
小金井市内，

国分寺市内，府中市内
後援

64

国分寺市制施行50周年記念

第40回国分寺市障害児者運動会・

お楽しみ会

障害者相談室 10月５日(日) 市民スポーツセンター 主催

65
祝　国分寺市制施行50周年

ひかりまつり

ひかり新幹線おやじの会

（なし）
10月11日(土) ひかりプラザ北側道路 その他

66
祝　国分寺市制施行50周年記念

運動会

国分寺市立第一小学校

（学校指導課）
10月11日(土) 国分寺市立第一小学校 主催

67
祝　国分寺市制施行50周年

こくぶんじ親子ひろばフェスウィーク

国分寺子ども・子育て支援

円卓会議

（子育て相談室）

10月11日(土)～

10月26日(日)

市内親子ひろば

実施施設
共催

68

国分寺市制施行50周年記念

並木公民館・しんまち児童館共催

子どもまつり

公民館課

子育て支援課
10月12日(日)

並木公民館

しんまち児童館
共催

69

祝　国分寺市制施行50周年

もとまち図書館児童文学講座

杉山亮さん講演会

『子どもとものがたりのいい関係』

図書館課 10月12日(日) もとまち公民館 主催

70
国分寺市制施行50周年記念

第18回北町地域センターまつり

北町地域センター

利用者協議会

（協働コミュニティ課）

10月13日(月・祝) 北町地域センター 共催

71
祝　国分寺市制施行50周年記念

合唱コンクール

国分寺市立第一中学校

（学校指導課）
10月14日(火) 国分寺市立第一中学校 主催

72
国分寺市制施行50周年記念

平成26年度(’14)ふれあいまつり・もとまち
公民館課

10月18日(土）～

10月19日(日)

もとまち公民館

さわやかプラザもとまち

もとまち児童館

主催

73
国分寺市制施行50周年記念

光公民館まつり
公民館課

10月18日(土）～

10月19日(日)

光公民館

第二小学校体育館
主催

74

国分寺市制施行50周年記念

「歩いて発見！健康で文化的な都市・国分

寺」－自宅から武蔵国分寺公園

まで歩いてみよう－

NPO法人健康体操指導

ワーカーズ

（健康推進課）

10月19日(日) 都立武蔵国分寺公園 後援
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（主管課）
実施日 場所

主催・共催

後援・その他

75
祝　国分寺市制施行50周年
第12回　はばたけ‼サンサンゆめまつり

2014

障害者相談室 10月19日(日)
国分寺市障害者

センターほか
主催

76
国分寺市制施行50周年記念

第39回市民体操祭
社会教育・スポーツ振興課 10月19日(日)

国分寺市民スポーツ

センターほか
主催

77
東村山・国分寺市制５０周年記念杯

（京王閣競輪レース）

東村山市

(市政戦略室)

10月21日(火)～

10月23日(木)
東京オーヴァル京王閣 共催

78
祝　国分寺市制施行50周年記念
合唱祭

学校指導課 10月22日(水) 国分寺市立第三中学校 主催

79
国分寺市制施行50周年記念
ぶんじぞうまつり

東栄会
（なし）

10月25日(土) 国分寺駅北口商店街 その他

80
祝　国分寺市制施行50周年記念
運動会

国分寺市立第九小学校
（学校指導課）

10月25日(土) 国分寺市立第九小学校 主催

81
祝　国分寺市制施行50周年記念

合唱コンクール

国分寺市立第五中学校

（学校指導課）
10月25日(土) 国分寺市立第五中学校 主催

82

祝　国分寺市制施行50周年

おはなしの会「でんでんだいこ」・
もとまち図書館共催

子どものためのおはなし会
「ろうそくつけて、おはなしの世界へ」

おはなしの会
でんでんだいこ

（図書館課）

10月25日(土) もとまち公民館 共催

83
国分寺市制施行50周年記念

第22回西町プラザまつり

西町プラザまつり

実行委員会
（協働コミュニティ課）

10月25日(土)～

10月26日(日)
西町プラザ 共催

84
祝　国分寺市制施行50周年
第51回 国分寺市民文化祭 音楽祭

文化と人権課

(国分寺市民文化祭
実行委員会)

10月25日(土)～
10月26日(日)

いずみホール 共催

85

祝　国分寺市制施行50周年

小・中学生による
スピーチ＆パフォーマンス

フェスティバル

学校指導課 10月26日(日) 本多公民館 主催

86
祝　国分寺市制施行50周年記念
合唱コンクール

国分寺市立第四中学校
（学校指導課）

10月28日(火) 国分寺市立第四中学校 主催

87
祝　国分寺市制施行50周年記念

展覧会

国分寺市立第二小学校

（学校指導課）

10月31日(金)～

11月１日(土)
国分寺市立第二小学校 主催
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番号 事業名
主催

（主管課）
実施日 場所

主催・共催

後援・その他

88

国分寺市制施行50周年記念
おめでとうコンサート

ぶんじ発・未来への贈り物
～次の半世紀に　私たちが伝えたい

もの　残したい歌～

エスニック・キッチン

（文化と人権課）
（社会教育・スポーツ振興課）

11月１日(土) 本多公民館 後援

89
祝　国分寺市制施行50周年記念

くぬぎ祭音楽会
学校指導課 11月１日(土) 国分寺市立第二中学校 主催

90
国分寺市制施行50周年記念

おたかの道湧水園無料公開
ふるさと文化財課

11月１日(土)～

11月３日(月)
おたかの道湧水園 主催

91
祝　国分寺市制施行50周年

国分寺市農業祭

経済課

(国分寺市農業祭運営委員会)

11月１日(土)～

11月２日(日)
都立武蔵国分寺公園 後援

92
祝　国分寺市制施行50周年
第８回　並木芸術祭

公民館課
(並木芸術祭実行委員会)

11月１日(土)～
11月７日(金)

並木公民館 共催

93
祝　国分寺市制施行50周年
第三十一回　国分寺まつり

文化と人権課
(国分寺まつり実行委員会)

11月２日(日) 都立武蔵国分寺公園 後援

94
国分寺市制施行50周年記念
史跡武蔵国分寺跡

国分寺まつり特別会場

市政戦略室 11月２日(日) 史跡武蔵国分寺跡地 主催

95
祝　国分寺市制施行50周年記念

学習発表会
学校指導課

11月６日(木)～

11月８日(土)
国分寺市立第三小学校 主催

96
祝　国分寺市制施行50周年記念

学習発表会
学校指導課

11月７日(金)～

11月８日(土)
国分寺市立第四小学校 主催

97
祝　国分寺市制施行50周年記念
学習発表会

学校指導課
11月７日(金)～
11月８日(土)

国分寺市立第十小学校 主催

98
東村山・国分寺市制施行50周年記念
新たな発見！魅力必見！

みんなでつくる　みんなの宝探し

市政戦略室
（東村山市）

11月８日(土)～
11月30日(日)

国分寺市内，
東村山市内

共催

99
国分寺市制施行50周年記念
第16回少年少女サッカー大会

社会教育・スポーツ振興課
11月９日(日)～

11月24日(月・祝)
市民スポーツセンター

ほか
主催

100
国分寺市制施行50周年記念
第14回武藏国分寺ロータリークラブ杯・

第28回国分寺送別少年野球大会

東京武蔵国分寺
ロータリークラブ

（なし）

11月９日(日)～

11月24日(月・祝)
戸倉野球場ほか その他
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番号 事業名
主催

（主管課）
実施日 場所

主催・共催

後援・その他

101
祝　国分寺市制施行50周年
市内商店会一斉

「歳末大売出し大抽選会」

国分寺市商店会連合会

（なし）

11月10日(月)～
平成27年

１月15日(木)

国分寺市内全域 その他

102
祝　国分寺市制施行50周年記念

音楽会
学校指導課

11月14日(金)～

11月15日(土)
国分寺市立第一小学校 主催

103
祝　国分寺市制施行50周年記念

学習発表会
学校指導課

11月14日(金)～

11月15日(土)
国分寺市立第七小学校 主催

104
祝　国分寺市制施行50周年記念
音楽会

学校指導課
11月14日(金)～
11月15日(土)

国分寺市立第八小学校 主催

105
祝　国分寺市制施行50周年
読み聞かせ講習会

図書館課

11月14日(金)

11月28日(金)
12月５日(金)

恋ヶ窪公民館 主催

106
祝　国分寺市制施行50周年
国分寺得するまちのゼミナール

東元町商店会
（経済課）

11月16日(日)～
12月９日(火)

東元町商店会各店舗 後援

107

祝　国分寺市制施行50周年

はらっぱ文庫・もとまち図書館共催
講演会「昔話をみんなで楽しみましょう」

～子どもから大人まで～

はらっぱ文庫
（図書館課）

11月22日(土) いずみホール 共催

108
国分寺市制施行50周年記念

「トップアスリートによる走り方教室」

こくぶんじ地域クラブ

(なし)
11月22日(土) 都立武蔵国分寺公園 その他

109
国分寺市制施行50周年記念

第35回少年少女バレーボール大会
社会教育・スポーツ振興課 11月23日(日) 市民スポーツセンター 主催

110
祝　国分寺市制施行50周年記念
展覧会

学校指導課
11月28日(金)～
11月29日(土)

国分寺市立第五小学校 主催

111
祝　国分寺市制施行50周年記念
展覧会

学校指導課
11月28日(金)～
11月29日(土)

国分寺市立第六小学校 主催

112
国分寺市制施行50周年記念
第14回人権のつどい

文化と人権課 11月29日(土) 国分寺Ｌホール 主催

113
国分寺市制施行50周年記念

平成26年度 障害者週間行事

国分寺市障害者福祉を
進める会

(障害者相談室)

12月６日(土) 本多公民館 共催
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番号 事業名
主催

（主管課）
実施日 場所

主催・共催

後援・その他

114
国分寺市制施行50周年記念
国分寺環境まつり

国分寺環境まつり
実行委員会

(ごみ減量推進課)

12月７日(日) 清掃センター 共催

115
祝　国分寺市制施行50周年
いずみホール主催事業

「選んで，集ってみんなで歌おう！」

文化と人権課 12月７日(日) いずみホール 主催

116

国分寺線開通120周年・国分寺市制施行50
周年記念

国分寺ウォーク
　～国分寺の史跡と湧水を巡る！～

西武鉄道株式会社

（なし）
12月13日(土) 国分寺市内 その他

117

祝　国分寺市制施行50周年

歌って踊ろう
ミュージカル・ワークショップ

文化と人権課

12月13日(土)～
平成27年

3月27日(金)
(全15回ワーク

ショップ)

いずみホール 主催

118
祝　国分寺市制施行50周年

第32回ふるさとの集い

国分寺市青少年育成
北地区委員会

（社会教育・スポーツ振興課）

12月14日(日) 国分寺市立第五中学校 後援

119
祝　国分寺市制施行50周年

写真集　保存版「ふるさと国分寺」

神楽出版企画

（なし）
12月16日(火) 市内各協力書店 その他

120

国分寺市制施行50周年記念

国分寺障害者施設お仕事ネットワーク結成
10周年記念イベント「パネル展示　国分寺

市内障害者就労支援事業所の紹介」

国分寺障害者施設
お仕事ネットワーク

（障害者相談室）

12月18日(木)～
12月20日(土)

国分寺駅構内 後援

121

祝　国分寺市制施行50周年

本多図書館
冬の子ども映画会

図書館課 12月26日(金) 本多公民館 主催

122

祝　国分寺市制施行50周年

平成26年度　並木図書館
冬休みスペシャルおはなし会

図書館課 12月26日(金) 並木図書館 主催

123

祝　国分寺市制施行50周年

いずみホール主催事業
「新春「寿ぎ」シリーズ ガラコンサート」

文化と人権課
平成27年

１月11日(日)
いずみホール 主催

124
国分寺市制施行50周年記念
第35回少年少女バドミントン大会

社会教育・スポーツ振興課
平成27年

１月25日(日)
市民スポーツセンター 主催

125
国分寺市制施行50周年記念
tamaniMo第１回公演「戴冠ミサ」

tamaniMo国分寺
チェンバークワイア

（社会教育・スポーツ振興課）

平成27年
１月25日(日)

いずみホール 後援

126
国分寺市制施行50周年記念
太陽アート展

障害者相談室
平成27年

１月28日(水)～

　１月29日(木)

国分寺Lホール 主催
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番号 事業名
主催

（主管課）
実施日 場所

主催・共催

後援・その他

127

祝　国分寺市制施行50周年

いずみホール主催事業

「彩道中」

文化と人権課
平成27年

２月１日(日)
いずみホール 主催

128
国分寺市制施行50周年記念

第10回　環境シンポジウム

環境ひろば

（環境計画課）

平成27年

２月７日(土)
国分寺Lホール 共催

129

国分寺市制施行50周年記念

第14回いきいき高齢社会をめざす

市民の集い

高齢者相談室
平成27年

２月13日(金)
いずみホール 主催

130

祝　国分寺市制施行50周年

いずみホール主催事業

「防災訓練ジャズコンサート」

文化と人権課
平成27年

２月14日(土)
いずみホール 主催

131
国分寺市制施行50周年記念

田原総一朗と国分寺の未来を語る！

～START！FOR THE NEXT 50Years！～

国分寺市社会福祉協議会

（地域福祉課）

平成27年

２月15日(日)
早稲田実業学校 共催

132
国分寺市制施行50周年記念

未来への手紙
市政戦略室

平成27年

２月15日(日)～

５月15日(金)

国分寺市役所 主催

133
祝　国分寺市制施行50周年記念

音楽会
学校指導課

平成27年

２月20日(金)～

２月21日(土)

国分寺市立第九小学校 主催

134

国分寺市制施行50周年記念

文化講座【もっと知りたいシリーズ３】

万葉びとの世界　～花の色に出る思い～

文化と人権課
平成27年

２月21日(土)
本多公民館 主催

135
祝　国分寺市制施行50周年記念

くぬぎ祭展示会
学校指導課

平成27年

３月５日(木)
国分寺市立第二中学校 主催

136
祝　国分寺市制施行50周年記念

展示祭
学校指導課

平成27年

３月６日(金)
国分寺市立第三中学校 主催

137

国分寺市制施行50周年記念

児島善三郎画伯と本多克己が描く

国分寺原風景展示

ミズモリ団

（文化と人権課）

（社会教育・スポーツ振興課）

平成27年

３月７日(土)～

３月22日(日)

丘の上APT 後援

138

祝　国分寺市制施行50周年

児童館合同

「第19回いずみジョイントライブ」

子育て支援課
平成27年

３月８日(日)
いずみホール 主催

139

祝　国分寺市制施行50周年

平成26年度　並木図書館講演会

西村繁男さん講演

人と出会って絵本が生まれる

図書館課
平成27年

３月14日(土)
並木公民館 主催
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番号 事業名
主催

（主管課）
実施日 場所

主催・共催

後援・その他

140
国分寺市制施行50周年記念
本多公民館　市民協働事業
「国分寺　むかし　むかし」

公民館課
平成27年

３月15日(日)
本多公民館 主催

141
祝　国分寺市制施行50周年
いずみホール主催事業
「いずみ寄席」

文化と人権課
平成27年

３月15日(日)
いずみホール 主催

142
国分寺市制施行50周年記念
地域生きがい交流事業
展示・発表・交流会

高齢者相談室
平成27年

３月22日(日)
国分寺Lホール 主催

143
祝　国分寺市制施行50周年
もとまち図書館主催児童文学講座
『パネルシアターの世界』

図書館課
平成27年

３月26日(木)
もとまち公民館 主催

144
国分寺市制施行50周年記念
いずみホール主催事業
「ミュージカルレストラン」

文化と人権課
平成27年

３月28日(土)
いずみホール 主催

145
祝　国分寺市制施行50周年
第２回もとまちプラザまつり

もとまちプラザまつり
実行委員会

（協働コミュニティ課）

平成27年
３月29日(日)

もとまちプラザほか 共催

146
国分寺市東恋ヶ窪四丁目自治会が
作成するチラシにロゴマークを使用する

国分寺市東恋ヶ窪四丁目
自治会
（なし）

通年 その他

主催…72件　共催…28件　後援…29件　その他…17件　　合計146件
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○国分寺市の歌 
昭和54年１月１日 

 
制定 
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Ⅴ ＰＲ・協賛・資料 
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掲載号数 記事 掲載号数 記事

４月１日号 50周年をいっしょにお祝いしましょうほか 10月１日号 史跡駅伝参加者募集ほか

４月15日号 オリジナルフレーム切手販売 10月15日号 11月１日～３日のイベントほか

５月１日号 ホッチmeets Sweets参加事業者募集ほか 11月１日号 市長あいさつほか

５月15日号 本多公民館新緑まつりほか 11月15日号 市の鳥「カワセミ」制定ほか

６月１日号 史跡駅伝参加者募集ほか 12月１日号 11月１日～３日のイベント報告ほか

６月15日号 切手コラムほか 12月15日号 ホッチmeets Sweets紹介ほか

７月１日号 薪能参加者募集ほか 平成27年１月１日号 佐渡市からトキのはく製貸与ほか

７月15日号 市勢要覧広告募集 １月15日号 環境シンポジウム開催ほか

８月１日号 市民体育大会参加者募集ほか ２月１日号 文化講座開催ほか

８月15日号 式典・祭典参加者募集ほか ２月15日号 未来への手紙募集ほか

９月１日号 歴史行列キャスト募集ほか ３月１日号 小惑星コクブンジ誕生ほか

９月15日号 国分寺まつり特別会場開催ほか ６月15日号 市長あいさつほか

年度を通して国分寺市制施行50周年に関する情報発信を行いました。 
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※著作権上の理由により，実際の記事は掲載しておりません。 

平成26年度は，新たな情報発信ツール

としてフェイスブックが追加され，市ホー
ムページ，ツイッターとあわせて市制施
行50周年の情報発信を行いました。 

掲載日 新聞社 記事

４月19日（土） 産経新聞
100周年へさらなる発展
　国分寺市制50周年セレモニー

４月20日（日） 読売新聞 国分寺市制50周年記念切手限定販売

４月22日（火） 東京新聞
「未来に向け発展を」
　国分寺で市制50周年式典

４月22日（火） 都政新報 市制50周年で記念セレモニー

７月16日（水） 東京日報
第１回市長懇談会
（市制施行50周年記念事業の紹介）

８月30日（土） 朝日新聞 のびゆく国分寺市　祝・市制施行50周年
９月11日（木） 読売新聞 国分寺市「市の鳥」制定へ

10月５日（日） 産経新聞
天平時代の「ごはん」考案
　国分寺市　小中学校などで給食に

10月８日（水） 読売新聞
市制施行50周年
　国分寺の給食天平メニュー

10月16日（木） 都政新報 笑顔でカウントダウン

10月25日（土） 東京日報
国分寺市，給食でも
　家庭でも古代の味

10月31日（金） 読売新聞 国分寺市で防災フェスタ
11月４日（火） 読売新聞 市制施行50周年　国分寺市が式典
11月６日（木） 読売新聞 古代の食材で「国分寺ごはん」
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たくさんのＰＲグッズを作成し，市制施行50周年を盛り上げました。 

▲バスマスクとスタッフジャンパー（東京国分寺ロータリークラブより寄贈） ▲懸垂幕 

▲職員名刺 ▲バックパネル ▲封筒 

▲▼50周年記念パンフレット（表・裏） 

▲▼50周年記念シールおよびステッカー 

▲50周年記念ポケットティッシュ 
（ＪＡ東京むさし国分寺地区より寄贈） 
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▲市民体育大会等で参加者に配られたクリアファイル（東京国分寺ライオンズクラブより寄贈），シューズバッグ，トートバッグ 

▲市民活動フェスティバルおよび平兵
衛まつりで配られたキーホルダー ▲史跡駅伝で着用されたTシャツ ▲熱中症対策のうちわ 

ホッチは市制施行50周年を記念して50周年バージョンのロゴマークとなり，多くの広報媒体とイベン

トに参加しました。また，ゆるきゃらグランプリ2014にエントリーし，記念式典が行われた11月３日に
投票結果が発表されました。1699キャラクターがエントリーし，2749票を獲得。ご当地キャラクター
部門 では390位，キャラクター全体の中では523位という結果でした。ここでも，市制施行50周年を
ＰＲしてくれました。 

ロゴ使用申請件数 着ぐるみ貸出申請件数
61 57

© 中西多恵子 
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国際サッカー審判 岡田　正義
〃 飯田　淳平

サッカー選手 FC東京選手の皆様
フリースタイルフットボーラー 横田　陽介

元女子サッカー選手 須藤　安紀子
バドミントン選手 上田　拓馬

元野球選手 木田　優夫
野球選手 斎藤　佑樹

JR東日本職員 JR東日本ランニングチームの皆様
ミュージシャン 永積　タカシ（ハナレグミ）

ピアニスト 福間　洸太朗
バイオリニスト 庄司　紗矢香
ジャズシンガー 鈴木　重子

漫画家 吉田　すずか
漫画家 森　ゆきえ

絵本作家 矢玉　四郎
作家 東川　篤哉
詩人 西沢　杏子　
女優 松　たか子

タレント 加藤　紀子
声優 小清水　亜美

落語家 第四回国分寺寄席にご出演の皆様
芸能関係 日本芸術高等学園卒業生の皆様
ゆるキャラ にしこくん　（株式会社ハイブリンクス）

サインをしていただいた皆様　※敬称略・順不同

市制施行50周年を記念して，国分寺市にゆかり
のある著名人の皆様からお祝いのメッセージと
ともにサインをいただきました。11月３日に実施
された記念式典とあわせて，いずみホールのロ
ビーに展示しました。 
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市制施行50周年を記念して，各団体から協賛品やお祝い金をいただきました。 

協賛団体（順不同） 協賛品
東京国分寺ロータリークラブ スタッフジャンパー（100着）

〃 バスマスク（７枚　55,620円相当）
東京国分寺ライオンズクラブ 手提袋・クリアファイル（350セット）
国際ソロプチミスト国分寺 水（500ml　192本）
JA東京むさし国分寺地区 野菜（２セット　5,000円相当）

〃 弁当（47個　30,000円相当）
〃 ポケットティッシュ（1,000個　29,160円相当）

①JA東京むさし国分寺地区
②国分寺市体育協会

野菜（４セット　20,000円相当）
　内訳（①8,000円　②12,000円）

お祝い金件数（式典） 合計額
6 70,000円

市制施行50周年を記念した市勢要覧の発行にあたり，各団体から１枠３万円でお祝い広告の協
力をしていただきました。 

協力団体（順不同） 協力内容
リオン株式会社 ３万円
多摩信用金庫 〃
東京経済大学 〃

（一社）国分寺市医師会 〃
（一社）東京都国分寺市歯科医師会 〃

（一社）国分寺市薬剤師会 〃
（福）国分寺市社会福祉協議会 〃

（福）けやきの杜 〃
（福）ななえの里 〃

（福）にんじんの会 〃
（特非）ケア・センターやわらぎ 〃

（公社）国分寺市シルバー人材センター 〃
国際ソロプチミスト国分寺 〃

国分寺市商工会 〃
JA東京むさし国分寺地区 〃

国分寺市観光協会 〃
東京国分寺ライオンズクラブ 〃

東京武蔵国分寺ロータリークラブ 〃
東京国分寺ロータリークラブ ６万円

合計　60万円
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▲式典を前にＮＰＯ法人日本スペースガード協会より，小惑星に「コクブンジ」と命名する申請をしたとの報告があった。 
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▲式典で小惑星「コクブンジ」を説明する高橋理事長 

平成26年10月26日，国分寺市制施行50周
年を記念し，ＮＰＯ法人日本スペース
ガード協会※  （以下「協会」といいま
す。）および（一財）日本宇宙フォーラ
ムにより，小惑星に「Kokubunji」と命名
する提案申請がされました。これは，国
分寺市が日本の宇宙開発発祥の地である
ことに由来しています。式典においてこ
の事実を発表し，会場は大いに盛り上が
りました。 

※協会は，地球に衝突する可能性のある小惑星の発見と
監視などをミッションとしている。 

「Kokubunji」は，平成12年８月３日，
美星スペースガードセンター（岡山県
井原市）で，協会の小惑星観測プロ
ジェクトBATTeRSにより，やぎ座の方向
に18.2等で発見されました。約４年２
か月で太陽の周りを回っていて，直径
は約４km，面積は50㎢と推定されてい
ます。なお，どのような形かは確認さ
れていません。 

▲小惑星「Kokubunnji」の位置（平成26年11月３日時点）時点 
提供：協会 

© 2015 Minor Planet Center 

平成27年２月３日，国際天文学連合より，小惑星87271番（2000 PY₃）を「Kokubunji」と命名
すると公式発表されました。以下は，小惑星センター（MPC）で掲載された文面です。宇宙
にもう一つの「Kokubunji（国分寺）」が誕生した瞬間です。 
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○国分寺市制施行50周年記念事業検討委員会設置規程 

 
平成25年４月26日 

訓令第11号 
 
 （設置） 
第１条 国分寺市制施行50周年記念事業（以下「事業」という。）の内容の検討を行うため，国分寺
市制施行50周年記念事業検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
 （任務） 
第２条 委員会は，次に掲げる事項について検討し，その結果を市長に報告する。 
(1) 事業の内容に関すること。 
(2) 庁内及び関係機関の協力体制に関すること。 
(3) その他事業に関すること。 
 （組織） 
第３条 委員会は，15人以内の職員をもって組織し，市長が任命し，又は委嘱する。 
（委員長及び副委員長） 
第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き，市長が委員の中から指名する。 
２ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 
３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは，その職務
を代理する。 
 （会議） 
第５条 委員会は，委員長が招集し，委員長は，会議の議長となる。 
２ 委員会は，委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 
 （意見の聴取等） 
第６条 委員長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，その意見を聴き，
又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。 
 （庶務） 
第７条 委員会の庶務は，政策部秘書課及び政策部政策経営課において処理する。 
 （委任） 
第８条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は，別に定める。 
附 則 
この訓令は，公表の日から施行する。 
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○国分寺市制施行50周年記念事業推進委員会設置規程 
 

平成26年２月20日 
訓令第５号 

改正 平成26年３月31日訓令第16号 
平成27年３月31日訓令第15号 

 
 （設置） 
第１条 国分寺市制施行50周年記念事業（以下「記念事業」という。）の推進，進行管理等を行うため，
国分寺市制施行50周年記念事業推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
 （任務） 
第２条 委員会は，次に掲げる事項を所掌する。 
(1) 記念事業の推進に関すること。 
(2) 記念事業の進行管理に関すること。 
(3) 国分寺市市民活動推進事業補助規則（平成15年規則第67号）第２条（定義）第２項に規定する
市民活動団体等が国分寺市制施行50周年を記念する旨をその名称に冠して実施する事業に関す
ること。 
(4) その他記念事業に関すること。 
 （組織） 
第３条 委員会は，次に掲げる職員をもって組織する。 
(1) 政策部市政戦略室長 
(2) 政策部政策経営課長 
(3) 総務部秘書課長 
(4) 市民生活部経済課長 
(5) 市民生活部協働コミュニティ課長 
(6) 市民生活部文化と人権課長 
(7) 教育部ふるさと文化財課長 
(8) 市長が指名する職員 ５人以内 
   （平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・一部改正） 
 （委員長及び副委員長） 
第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き，委員長は政策部市政戦略室長，副委員長は市民生
活部経済課長をもって充てる。 
２ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 
３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは，その職務
を代理する。 
   （平成26年訓令第16号・一部改正） 
 （会議） 
第５条 委員会は，委員長が招集し，委員長は，会議の議長となる。 
２ 委員会は，委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 
 （意見の聴取等） 
第６条 委員長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，その意見を聴き，
又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。 
 （庶務） 
第７条 委員会の庶務は，政策部市政戦略室において処理する。 
      （平成26年訓令第16号・一部改正） 
 （委任） 
第８条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は，別に定める。 
附 則 
 （施行期日） 
１ この訓令は，公表の日から施行する。 
 （国分寺市制施行50周年記念事業検討委員会設置規程の廃止） 
２ 国分寺市制施行50周年記念事業検討委員会設置規程（平成25年訓令第11号）は，廃止する。 
附 則（平成26年訓令第16号） 
この訓令は，平成26年４月１日から施行する。 
附 則（平成27年訓令第15号） 
この訓令は，平成27年４月１日から施行する。 
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○国分寺市制施行50周年記念冠事業取扱要綱 

 
平成26年２月20日 

要綱第１号 
最近改正 平成26年７月10日 

 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は，市が平成26年11月３日に市制施行50周年を迎えるに当たり，国分寺市制施行50周年記念に寄
与していると認められる事業における国分寺市制施行50周年記念の冠，ロゴマーク，キャッチフレーズ等の使用等に
ついて，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「冠事業」とは，国分寺市制施行50周年を記念する旨をその名称に冠し，当該記念のロゴ
マーク，キャッチフレーズ等を使用して実施する事業をいう。 
２ この要綱において「市民活動団体」とは，国分寺市民活動推進事業補助規則（平成15年規則第67号）第２条（定
義）第２項に規定する団体をいう。 
 （冠事業の使用要件） 
第３条 冠事業は，国分寺市制施行50周年記念に寄与していると認められる事業で，次の各号のいずれかに該当す
るものかつ平成26年４月１日から平成27年３月31日までの期間に実施されるものに限るものとする。 
(1) 市が主催又は共催する事業 
(2) 市が後援する事業 
(3) 市民活動団体が行う事業 
(4) 事業者等が行う事業で市長が必要と認める事業 
２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する事業は，冠事業として実施できない。 
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがある事業 
(2) 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条（公職の定義）に規定する公職をいう。以下同じ。）の候
補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し，支持し，又はこれらに反対することを目的とすると認める事業 
(3) 宗教の布教等の宗教的活動と認める事業 
(4) 市の名誉及び信用のき損，業務妨害等を引き起こすおそれがある事業 
(5) 市のイメージを損なうおそれがある事業 
(6) その他市長が適当でないと認める事業 
 （冠の名称等） 
第４条 冠の名称は，次のとおりとする。 
(1) 祝 国分寺市制施行50周年 
(2) 国分寺市制施行50周年記念 
(3) 前２号に掲げるもののほか市長が認める名称 
２ 国分寺市制施行50周年記念のロゴマーク，キャッチフレーズ等は，別に定める。 
 （申出，決定等） 
第５条 第３条第１項第１号に該当するものとして，冠事業を実施する場合，当該事業を主管する課等（会計事務規則
（昭和39年規則第９号）第２条（定義）第１号に規定する課等をいう。）の長は，国分寺市制施行50周年記念冠事業連
絡票（様式第１号）を，政策部市政戦略室長に提出しなければならない。 
２ 第３条第１項第２号に規定する事業を行うもので冠事業を実施するものは，国分寺市制施行50周年記念冠事業届
出書（様式第２号）を，市長に提出しなければならない。 
３ 第３条第１項第３号又は第４号に規定する事業を行うもので冠事業を実施するものは，国分寺市制施行50周年記
念冠事業申出書（様式第３号）を，市長に提出しなければならない。 
４ 市長は，前項の申出を受けたときは，国分寺市制施行50周年事業推進委員会設置規程（平成26年訓令第５号）に
規定する国分寺市制施行50周年事業推進委員会（以下「委員会」という。）に当該申出について意見を求め，その報
告を得て冠事業の可否を決定しなければならない。 
５ 市長は，第１項の届出又は前項の委員会から報告を受けたときは，冠事業の可否について決定し，その旨を国分
寺市制施行50周年記念冠事業承認・不承認決定通知書（様式第４号）により，当該申出をしたものに通知するものと
する。 
 （内容の変更） 
第６条 冠事業の承認の決定を受けたものが，当該冠事業を変更し，又は中止しようとするときは，直ちにその旨を市
長に届け出なければならない。 
 （決定の取消し） 
第７条 市長は，第５条第４項の規定により承認の決定をした冠事業が第３条第２項各号に掲げる事業に該当すると
認めるときは，当該決定を取り消すことができる。 
２ 市は，前項の規定による冠事業の承認の決定の取消しにより生じた損害等については，その責めを負わない。 
 （委任） 
第８条 この要綱に定めるものほか必要な事項は，別に定める。 
附 則 
この要綱は，決裁の日から施行する。 
附 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は，決裁の日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この要綱の施行の際，この要綱による改正前の様式で，現に用紙が残存しているものに限り，必要な訂正を加え
て，これを使用することができる。 
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