平成 29 年 3 月 23 日 飯田市議会全員協議会

資料№３-１

飯田市制 80 周年記念事業について
～2028 年へ、10 万人の第一歩～
１．目的

平成 29 年度、飯田市は、昭和 12（1937）年４月１日の飯田町・上飯田町の合併による市制施
行から満 80 年を迎えます。また、29 年度は飯田市の 12 年先の未来づくりに向けた「いいだ未来
デザイン 2028」が始まる、
「飯田の未来づくり元年」でもあります。そこで、キャッチフレーズ
の「合言葉はムトス 誰もが主役 飯田未来舞台」をテーマに、市民一人ひとりの飯田に対する
「想い」を再確認し、そして市民力による地域づくりへ向けた一歩につながる 80 周年記念事業
を展開します。
２．事業内容について
（１）記念式典

趣旨：飯田市の 80 年間のまちづくりの姿勢から市民一人ひとりの飯田への「想い」を新たに
し、
「くらし豊かなまち」の実現に向けて“10 万人の第一歩”をふみ出すための機会と
します。
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土）
会場：飯田文化会館
内容：講演会、パネルディスカッション、市民参加イベント、タイムカプセル開封 等
（２）記念イベント

趣旨：80 年の間に培ってきた飯田のまちづくりの姿勢に学び、市民一人ひとりが「まずやって
みよう」という思いから“第一歩”をふみ出して、様々な視点から「飯田ならできる、
飯田だからできる」まちの姿をつくっていこうとする取組を記念イベントとし、１年間
通して実施します。イベント内容は別紙参照。
（３）飯田市 のガイドブック発行

飯田市の魅力を発信するガイドブックの発行を２月に予定
（４）市民への広報

４月……記念事業の趣旨及び記念イベントを「広報いいだ」４月１日号、市の公式ウェブサイ
トに掲載することで、市制施行 80 周年を市民へアピールします。
10 月……記念式典開催に合わせて、
「広報いいだ」10 月 1 日号に特集記事を掲載します。
年間を通して……印刷物等に「市制施行 80 周年記念」を表記していきます。
「広報いいだ」に「写真で見る飯田の 80 年」を連載します。
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市制施行80周年記念イベント一覧
私らしいくらしのスタイルを楽しむまち
5月25日（木）
第20回 NTN presents ツアー・オブ・ジャパン（仮称）

ツアー・オブ・ジャパン南信州ステージ

産業経済部
観光課

８月５日（土）
飯田まつり 第36回飯田りんごん

飯田市民まつり

産業経済部
観光課

11月開催予定
ワーキングホリデー飯田20周年記念

「ワーキングホリデー飯田」20周年を祝うとともに、今後の取組を考え
る。

産業経済部
農業課

3月開催予定
市民のつどい「いま輝いて女と男」

表彰、講演会など

市民協働環境部
男女共同参画課

5月12日（金）
飯田市民生児童委員協議会総会

民生委員制度創設100周年の年に当たり、基調講演・事例発表ほか

健康福祉部
福祉課

10月開催予定
飯田大火70周年記念式典

昭和22年の大火から70年を迎える、記念講演会等

危機管理室

11月開催予定
第３回障がい者文化芸術作品展

市内で文化芸術活動に取り組んでいる障がい者の作品を展示

健康福祉部
福祉課

11月開催予定
地域福祉活動推進研修会

講演・シンポジウムなど

健康福祉部
福祉課

1月８日（月）
平成３０年 飯田市消防出初式

新年にあたり、消防機関や防災団体等関係市民が一堂に会し、災害がなく
危機管理室
平穏な１年を願う行事。式典、パレード

人と人がつながり、安全安心に暮らせるまち

健やかにいきいきと暮らせるまち
4月22日（土）～23日（日）
第31回飯田やまびこマーチ

市内コース（１０～40㎞）、大平コース、せっかくウオーク

教育委員会
生涯学習・スポーツ課

6月
食育月間

ファミリークッキングなど食育を啓発する取組

健康福祉部
保健課

全国の６０歳以上ソフトボールチーム80チームの参加による交流大会

教育委員会
生涯学習・スポーツ課

10月21日（土）
健康いいだ21フェスティバル

健康をテーマとしたイベント

健康福祉部
保健課

11月12日（日）、26日（日）（予定）
ニュースポーツフェスティバル 【再掲】

多くの市民が気軽にできる軽スポーツフェスティバル

教育委員会
生涯学習・スポーツ課

9月23日（土）～24日（日）
第33回信州飯田60歳以上ソフトボール大会

【再掲】

学びあいにより生きる力と文化を育むまち
市民とプロオーケストラ(名古屋フィル)とのコラボレーションにより、ク
教育委員会
ラシック音楽を楽しみ、学び、子どもと市民と地域社会に広がっていく市
文化会館
民が創る音楽祭

5月３日（水・祝）～６日（土）
オーケストラと友に音楽祭2017
7月15日（土）～10月1日（日）
国史跡指定記念企画展「飯田古墳群」

平成28年10月3日に飯田古墳群が国史跡に指定された記念特別展

教育委員会
美術博物館

7月30日（日）～10月22日（日）
第37回中央道沿線都市親善スポーツ大会

家庭婦人バレーボール・弓道・柔道大会ほか

教育委員会
生涯学習・スポーツ課

8月１日（火）～６日（日）
いいだ人形劇フェスタ2017

国内最大級の人形劇の祭典（第19回；カーニバル通算39回）

教育委員会
文化会館

9月23日（土）～24日（日）
第33回信州飯田60歳以上ソフトボール大会

全国の６０歳以上ソフトボールチーム80チームの参加による交流大会

教育委員会
生涯学習・スポーツ課

9月30日（土）
菱田春草常設展示スタート

平成29年９月30日より、菱田春草の常設展示をスタート。様々な視点か 教育委員会
ら飯田が生んだ日本画家・菱田春草の全貌を紹介
美術博物館

10月９日（月・祝）
第63回風越登山マラソン大会

風越山白山社・虚空蔵・石灯籠折り返しの登山マラソン

教育委員会
生涯学習・スポーツ課

伊那谷の各地域の獅子舞が一堂に会し競演する

産業経済部
観光課

10月28日（土）～11月5日（日）
図書館特別資料展「飯田線 辰野～豊橋全通80周年」

飯田線の開通や歴史を紹介するパネルや図書などを展示

教育委員会
中央図書館

11月５日(日)、１２日(日)、19日(日)、26日(日)
第31回伊那谷文化芸術祭

飯田下伊那地域で活動している舞台芸術団体が一堂に会して開催する、年 教育委員会
に一度の舞台芸術の祭典
文化会館

11月12日（日）、26日（日）（予定）
ニュースポーツフェスティバル

多くの市民が気軽にできる軽スポーツフェスティバル

11月12日（日）～18日（土）
平成29年度長野県信濃美術館移動展

信濃美術館所蔵作品鑑賞の機会の提供を同館の所在地より遠隔の地域にお 教育委員会
いて移動展として遠山郷土館（南信濃地区）で開催。
公民館
主催：信濃美術館、共催；飯田市・飯田市教育委員会
（南信濃公民館）

2月18日（日）（予定）
公民館大会

教育功労者表彰、ムトス賞表彰、基調講演、分科会

教育委員会
公民館

開催時期未定
文化会館自主事業
飯田フォークフェスタ、東京混声合唱団 ほか

舞台芸術の鑑賞事業

教育委員会
文化会館

開催時期未定
川本喜八郎人形美術館

川本喜八郎人形美術館オープン10周年記念イベント（事業内容検討中）

教育委員会
文化会館

4月22日（土）～23日（日）
第31回飯田やまびこマーチ 【再掲】

市内コース（１０～40㎞）、大平コース、せっかくウオーク

教育委員会
生涯学習・スポーツ課

5月３日（水・祝）～６日（土）
オーケストラと友に音楽祭2017

市民とプロオーケストラ(名古屋フィル)とのコラボレーションにより、ク
教育委員会
ラシック音楽を楽しみ、学び、子どもと市民と地域社会に広がっていく市
文化会館
民が創る音楽祭

10月開催予定
第10回獅子舞フェスティバル

【再掲】

【再掲】

開館10周年イベント

教育委員会
生涯学習・スポーツ課

地域の応援で子育ての幸せが実感できるまち

6月
食育月間

【再掲】

【再掲】

６月３日（土）、４日（日）
飯田市立動物園写生大会
8月１日（火）～６日（日）
いいだ人形劇フェスタ2017

ファミリークッキングなど食育を啓発する取組

健康福祉部
保健課

中学生以下を対象とした飯田市立動物園での写生大会

建設部
土木課

国内最大級の人形劇の祭典（第19回；カーニバル通算39回）
【再掲】

教育委員会
文化会館

人と自然が共生する環境のまち
7月15日（土）～12月24日（日）
企画展「世界最南端のライチョウがすむ南アルプス」

ライチョウをはじめとした南アルプス高山帯の生き物たちを紹介する企画 教育委員会
展
美術博物館

10月９日（月・祝）
第63回風越登山マラソン大会

風越山白山社・虚空蔵・石灯籠折り返しの登山マラソン

教育委員会
生涯学習・スポーツ課

植樹、自然散策及び史跡説明など

産業経済部
林務課

「ワーキングホリデー飯田」20周年を祝うとともに、今後の取組を考え
る。

産業経済部
農業課

開通式

建設部
国県リニア事業課

【再掲】

10月開催予定
飯田市育樹祭

持続的で力強く自立するまち
11月開催予定
ワーキングホリデー飯田20周年記念

【再掲】

平成29年度内開催予定
三遠南信自動車道飯喬道路2工区
（仮称）龍江IC―（仮称）飯田東IC 開通式

地域の誇りと愛着で20地区の個性が輝くまち
5月13日（土）
首都圏に住む飯田出身者との交流
第10回信州飯田ふるさと会連合会総会及び東京の飯田まつり

産業経済部
産業振興課

7月15日（土）～10月1日（日）
国史跡指定記念企画展「飯田古墳群」

平成28年10月3日に飯田古墳群が国史跡に指定された記念特別展

教育委員会
美術博物館

８月５日（土）
飯田まつり 第36回飯田りんごん

飯田市民まつり

産業経済部
観光課

伊那谷の各地域の獅子舞が一堂に会し競演する

産業経済部
観光課

10月開催予定
第10回獅子舞フェスティバル

【再掲】

