
 

１．基本方針

 

本市は、令和４年（

これは、半世紀という大きな節目であり、周年を祝う記念事業を通じて、これまで本

市の発展を支えてきた先人たちの功績を讃えるべく、市民をはじめ本市に関わる人々と

共に祝います。

また、日々、劇的に変化し続けている現代の状況を的確に掴み、次の

未来となるよう、本事業を通じて、本市の魅力と知名度向上を図り、さらなる「職住近

接」の推進と持続可能な発展を目指し、各事業を展開していきます。
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ルダー
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２．事業期間 

 

令和４年１月１日～12 月 31 日（１年間） 

   ※令和３年を市制施行 50 周年の機運を高める PR 期間とします。 

 

 

３．事業の構成 

 

事業は、「記念事業」、「ＰＲ事業」の２つで構成します。 

 

▼ 記念事業 

(1) 記念式典 

   本市のこれまでの発展に貢献されたすべての方へ感謝の意を示し、次の 50 年が更

なる発展となることを願い、記念式典を挙行します。 

(2) 特別事業 

   50 周年を祝うとともに、市民にとって自慢となり、これを契機に将来のまちの魅

力発信と持続可能な発展につながるような事業を実施します。 

(3) 冠事業 

   本事業に共感するステークホルダーが実施する事業に冠称を掲げ、市全体で 50 周

年を祝います。事業については、例年実施されている事業も対象とします。 

 

▼ ＰＲ事業 

(1) 事前ＰＲ 

   令和３年から広報誌や動画などにおいて 50周年に関する情報発信を行うとともに、

市民からのアイディアなどを募集し、本事業の魅力向上や市全体における機運醸成

を図ります。 

(2) 記念ロゴマークの活用 

   公募により決定した 50 周年のロゴマークを積極的に活用し、一般向けにも利用も

促すことで、官民両面から広く事業の認知度を向上を図ります。 

(3) 記念媒体 

   湖西市の 50 年のあゆみを記した記念パンフレットを発行します。 
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４．実施体制 

 

以下の体制により実施します。 

 

① 事業推進本部 

市長を本部長とし、部長級職員で組織。事業計画の決定、事業全体の連絡調整や

進捗管理、記念式典の内容決定を行います。 

 

② 事業実施団体 

期間中に事業を実施する団体等の代表者で構成します。各事業間の情報共有や連

絡調整、相互協力を行い、各事業の魅力化を図ります。 

  

③ 庁内各課 

    所管業務及び各種提案事業に対する記念事業等の企画、調整を行います。 

 

④ 庁内プロジェクトチーム 

市職員(39 歳以下)10 名程度で組織します。主に、記念事業の企画や関係各課と各

種調整を行います。 

  

⑤ 関係先との連携 

市の発展を目的に活動する団体等と連携し、各種事業への参加や意見交換により

事業の改善及び魅力化を図ります。 

 

 

 

市制施行50周年記念事業

①事業実施本部

④庁内PT ③庁内各課

②事業実施団体

⑤関係先との連携
意見交換 

協力 

各種調整 

相互協力 

市 団体、事業者、市民 
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５．主な実施事業（月別） 

 
 

１ 

・★遠州新居手筒花火記念披露（済） 
・★LINE 特別プレゼント抽選（済） 
・湖西市消防出初式（済） 
・コーちゃんリレーマラソン（済） 
・★湖西市 20 周年タイムカプセル開封（済） 

２ ・★生涯学習講演会（中止） 

３ ・第 43 回親子たこあげ大会（済） 

４ 
・湖西市消防団入退団式（中止） 
・★航空記念撮影（幼・保・こども園、小・中学校）（～７月） 
・◆マインクラフトコンテスト（～９月） 

５ 

・★記念式典（記念アトラクション、今昔写真展同時開催）（済） 
・★記念パンフレット発行（済） 
・◆大知波桜記念植樹（済） 
・のびりん祭（済） 
・こさい春の緑花フェア（済） 
・★「こさいの日」宣言記念 特別授業（済） 

６ 
・湖西市消防団中継送水大会（済） 
・デジタルデバイド対策スマホ教室（～３月） 

７ 
・天浜線マルシェ in 海湖館（済） 
・コーちゃんデカスポテニス大会（済） 
・★湖西の昔写真展（～12 月） 

８ 
・南部構造改善センターまつり（済） 
・湖西市長杯争奪戦黒潮杯（済） 
・★湖西おいでん祭×市制施行 50 周年記念イベント（済） 

９ 

・こさい環境フェア 
・★消防フェスタ 
・★湖西豚ブランド化事業 
・★飲食店デジタルスタンプラリー（～11 月） 

10 

・北部地区多目的センターまつり 
・★デンソーポラリス ホームマッチ 
・あらいじゃん 
・★音楽コンサート 

11 

・図書館まつり よみん祭 
・第 40 回こさいふれあい広場・第 44 回社会福祉大会 
・★高校生議会 
・西部地域センターまつり 
・コーちゃんフェスタ 
・湖西市消防団消防操法大会 
・多文化共生・国際交流推進事業 

12 
・★第 22 回青少年の科学体験×市制施行 50 周年記念体験イベント 
・◆多文化共生 Zoom 討論会 
・◆親子で楽しむコンサート 

通年 

・★ハッピーアニバーサリー50 周年ベビーお誕生祝い 
・★広報こさい 50 周年記念コーナー連載 
・★記念ロゴマーク各種 PR 活用事業 
・★市制施行 50 周年記念一般向け冠称活用事業 
・★ご当地グルメプロジェクト 

 

 

★ 特別事業  ◆ 一般アイデア  記号なしは冠事業 

※内容や時期は現時点での情報のため、今後変更になる可能性があります。 
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▼ 特別事業の概要（上半期） 

   ★ 遠州新居手筒花火記念披露 

    時 期  令和４年１月１日（土） 

    会 場  新居中学校グラウンド 

    内 容  遠州新居手筒花火保存会のご協力のもと、市制 50 周年の幕開けとなる

令和４年の元日に「手筒花火」約 100 本を披露。 

    参加者  70 人 

 

   ★ 市制施行 50 周年 LINE 特別プレゼント 

時 期  令和４年１月１日（土）～１月 10 日（月） 

    対 象  湖西市公式ＬＩＮＥ登録者 

    内 容  市制 50 周年にあたり湖西市へのメッセージを投稿してくれた人の中か

ら抽選で 10 名に 50 周年限定グッズや特産品をプレゼント。 

    参加者  282 人 

 

★ タイムカプセル開封事業 

時 期  令和４年１月 18 日（火） 

内 容  市制施行 20 周年で埋設したタイムカプセルを開封しました。収納品は、

中央図書館で４月～６月で展示しました。「30 年後へのメッセージ」を

５月 31 日（こさいの日）から順次発送しました。おいでん祭にて、「人

口当てクイズ」の表彰、団体の収納品の引渡しを行いました。 

 

   ★ 生涯学習講演会 ※中止 

時 期  令和４年２月 26 日（土） 

    会 場  新居地域センター 

    内 容  本市在住で、現 聖隷クリストファー中・高等学校 校長（野球部監督）

の上村敏正氏をお招きし、生涯学習に関する記念講演を行います。 

    

★ 航空写真記念撮影 

時 期  令和４年４月～７月の間（撮影時期） 

    対 象  市内幼稚園・保育園・こども園、小学校、中学校 

    内 容  子ども達を対象に、航空写真の記念撮影を行い、記念クリアファイル

をプレゼントします。 

 

★ 記念式典 

時 期  令和４年５月 14 日（土） 

    会 場  湖西市アメニティプラザ メインアリーナ 

内 容  市制施行 50 周年を祝う式典及び中部航空音楽隊による演奏会を開催。

市勢功労者等表彰や「みらいのこさい」作文朗読、「こさいの日」宣言

を行いました。 

参加者  第 1 部記念式典：328 人、第２部記念演奏会：670 人 
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宣言後、最初の「こさいの日」を記念して、

株式会社様と市内企業の皆様のご協力のもと中学３年生を対象に特別

授業を実施しました。 

50 周年事業記念イベント

日（土） 

浜名湖ボートレース場及び周辺駐車場

湖西おいでん祭に合わせて、浜名湖ミュージックフェスや記念切手の

航空自衛隊展示飛行などを実施しました

日（土） 

周年を機に、市を PR するための新キャラクターを

をモチーフとしたキャラクターを

公表し、名前の

令和４年９月１日（木）～９月

 

県内飼養頭数１位の豚肉を PR するため、市内で生産された豚肉の一部

を「湖西ポーク」として、一部スーパーで販売します。

周年を祝い、記念パンフレットを

湖西の昔写真展等

などで配布しています。

 

メインアリーナ

念式典の会場で、写真展を併催しました

図書館、西部地域センター、浜名湖ボートレース場

「こさい」と「５３１」の語呂にちなんで、「こさいの日」

宣言後、最初の「こさいの日」を記念して、

株式会社様と市内企業の皆様のご協力のもと中学３年生を対象に特別

記念イベント

及び周辺駐車場 

浜名湖ミュージックフェスや記念切手の

航空自衛隊展示飛行などを実施しました

するための新キャラクターを

をモチーフとしたキャラクターを

公表し、名前の公募を行いました。

月 30 日（金）

するため、市内で生産された豚肉の一部

を「湖西ポーク」として、一部スーパーで販売します。

周年を祝い、記念パンフレットを 

湖西の昔写真展等各 

ます。 

メインアリーナ ほか 

した。また、７月～

ボートレース場、おんやど白須賀

「こさい」と「５３１」の語呂にちなんで、「こさいの日」

宣言後、最初の「こさいの日」を記念して、

株式会社様と市内企業の皆様のご協力のもと中学３年生を対象に特別

記念イベント 

浜名湖ミュージックフェスや記念切手の

航空自衛隊展示飛行などを実施しました。 

するための新キャラクターを 

をモチーフとしたキャラクターを湖西 

公募を行いました。 

） 

するため、市内で生産された豚肉の一部

を「湖西ポーク」として、一部スーパーで販売します。

７月～12 月の間に

、おんやど白須賀

「こさい」と「５３１」の語呂にちなんで、「こさいの日」

宣言後、最初の「こさいの日」を記念して、トヨタ自動車

株式会社様と市内企業の皆様のご協力のもと中学３年生を対象に特別

浜名湖ミュージックフェスや記念切手の

 

 

 

するため、市内で生産された豚肉の一部

を「湖西ポーク」として、一部スーパーで販売します。 

月の間に

、おんやど白須賀

「こさい」と「５３１」の語呂にちなんで、「こさいの日」

トヨタ自動車

株式会社様と市内企業の皆様のご協力のもと中学３年生を対象に特別

浜名湖ミュージックフェスや記念切手の

するため、市内で生産された豚肉の一部



 

    

    

 

    

    

    

 

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

 

 

★ 飲食店デジタルスタンプラリー

    時 期  

会 場  

    内 容  

★ 消防フェスタ

    時 期  

    会 場  

    内 容  

 

★ デンソーポラリス

    時 期  

    会 場  

    内 容  

 

★ 音楽コンサート

    時 期  

    会 場  

内 容  

 

★ 高校生議会

    時 期  

    会 場  

内 容  

 

★◆ 第

時 期  

    会 場  

    内 容  

 

 

飲食店デジタルスタンプラリー

  令和４年９月１日（木）～

  市内 70

  市内の複数店舗を巡るスタンプラリーを開催します。

多くのスタンプを集めた方にはプレゼントを提供します。

消防フェスタ 

  令和４年９月

  湖西市消防本部敷地内

  地震体験、放水体験などの体験ブース、

団ラッパ隊の演奏など

デンソーポラリス

  令和４年

  湖西市アメニティプラザ

  湖西市との

を開催し

音楽コンサート 

  令和４年

  新居地域センター

  例年の湖西

市内中学校、高校の吹奏楽や管弦楽部が一同に介する音楽コンサート

を開催します。

吹奏楽部・管弦楽部を対象に

導があります。

高校生議会 

  令和４年

  湖西市議会議場（湖西市役所

  市制 50

員となり、市長に湖西市の課題について質問を行います。

22 回青少年の科学体験×市制施行

  令和４年

  湖西市アメニティプラザ

  青少年の科学体験に合わせて、マインクラフト

トコンテスト表彰、

飲食店デジタルスタンプラリー

令和４年９月１日（木）～

0店舗参加 

市内の複数店舗を巡るスタンプラリーを開催します。

多くのスタンプを集めた方にはプレゼントを提供します。

令和４年９月 25 日（

湖西市消防本部敷地内

地震体験、放水体験などの体験ブース、

団ラッパ隊の演奏など

デンソーポラリス ホームマッチ

令和４年 10 月 22 日（

湖西市アメニティプラザ

湖西市との卓球コラボ企画として、デンソーポラリスの

します。来場者

 

令和４年 10 月 23 日（日）

新居地域センター 

湖西吹奏楽団と

市内中学校、高校の吹奏楽や管弦楽部が一同に介する音楽コンサート

を開催します。コンサートに先立ち、

吹奏楽部・管弦楽部を対象に

導があります。 

令和４年 11 月 11 日（金）

湖西市議会議場（湖西市役所

50 周年を記念し、将来の湖西市を担う高校生が模擬議会の中で議

員となり、市長に湖西市の課題について質問を行います。

回青少年の科学体験×市制施行

令和４年 12 月 10 日（土）

湖西市アメニティプラザ

青少年の科学体験に合わせて、マインクラフト

トコンテスト表彰、

7 

飲食店デジタルスタンプラリー 

令和４年９月１日（木）～11 月

市内の複数店舗を巡るスタンプラリーを開催します。

多くのスタンプを集めた方にはプレゼントを提供します。

日（日） 

湖西市消防本部敷地内 

地震体験、放水体験などの体験ブース、

団ラッパ隊の演奏などのイベントを行います

ホームマッチ 

日（土） 

湖西市アメニティプラザ 

卓球コラボ企画として、デンソーポラリスの

ます。来場者に 50 周年記念コラボ

日（日） 

 

吹奏楽団と FM21 によるアンサンブルコンサートを拡大し

市内中学校、高校の吹奏楽や管弦楽部が一同に介する音楽コンサート

コンサートに先立ち、

吹奏楽部・管弦楽部を対象に航空自衛隊中部航空音楽隊による演奏指

日（金） 

湖西市議会議場（湖西市役所 3

周年を記念し、将来の湖西市を担う高校生が模擬議会の中で議

員となり、市長に湖西市の課題について質問を行います。

回青少年の科学体験×市制施行

日（土） 

湖西市アメニティプラザ 

青少年の科学体験に合わせて、マインクラフト

トコンテスト表彰、ミニロボット体験、レゴ体験

月 30 日（水）

市内の複数店舗を巡るスタンプラリーを開催します。

多くのスタンプを集めた方にはプレゼントを提供します。

地震体験、放水体験などの体験ブース、消防

のイベントを行います

卓球コラボ企画として、デンソーポラリスの

周年記念コラボ

によるアンサンブルコンサートを拡大し

市内中学校、高校の吹奏楽や管弦楽部が一同に介する音楽コンサート

コンサートに先立ち、8 月

航空自衛隊中部航空音楽隊による演奏指

3階） 

周年を記念し、将来の湖西市を担う高校生が模擬議会の中で議

員となり、市長に湖西市の課題について質問を行います。

回青少年の科学体験×市制施行 50 周年事業記念体験イベント

青少年の科学体験に合わせて、マインクラフト

ミニロボット体験、レゴ体験

日（水） 

市内の複数店舗を巡るスタンプラリーを開催します。

多くのスタンプを集めた方にはプレゼントを提供します。

消防・警察車両

のイベントを行います。 

卓球コラボ企画として、デンソーポラリスの

周年記念コラボグッズを配付

によるアンサンブルコンサートを拡大し

市内中学校、高校の吹奏楽や管弦楽部が一同に介する音楽コンサート

月 24 日に市内の中学・高校の

航空自衛隊中部航空音楽隊による演奏指

周年を記念し、将来の湖西市を担う高校生が模擬議会の中で議

員となり、市長に湖西市の課題について質問を行います。

周年事業記念体験イベント

青少年の科学体験に合わせて、マインクラフト体験及びマインクラフ

ミニロボット体験、レゴ体験などを行います。

市内の複数店舗を巡るスタンプラリーを開催します。 

多くのスタンプを集めた方にはプレゼントを提供します。 

・警察車両の展示、

卓球コラボ企画として、デンソーポラリスのホームマッチ

配付します。

によるアンサンブルコンサートを拡大し

市内中学校、高校の吹奏楽や管弦楽部が一同に介する音楽コンサート

日に市内の中学・高校の

航空自衛隊中部航空音楽隊による演奏指

周年を記念し、将来の湖西市を担う高校生が模擬議会の中で議

員となり、市長に湖西市の課題について質問を行います。 

周年事業記念体験イベント 

及びマインクラフ

などを行います。

の展示、消防

ホームマッチ

ます。 

によるアンサンブルコンサートを拡大し、

市内中学校、高校の吹奏楽や管弦楽部が一同に介する音楽コンサート

日に市内の中学・高校の

航空自衛隊中部航空音楽隊による演奏指

周年を記念し、将来の湖西市を担う高校生が模擬議会の中で議

及びマインクラフ

などを行います。 
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▼ 特別事業の概要（通年） 

★ ハッピーアニバーサリー50 周年ベビーお誕生日お祝い 

時 期  通年 

    内 容  令和４年中に出産予定の市民全員にオリジナル出生届のプレゼントを

行い、赤ちゃんの誕生を一緒にお祝いします。 

 

★ 広報こさい 50 周年記念コーナー連載 

  時 期  通年（令和３年１月～） 

  内 容  本市の歴史や文化をはじめ、50 周年に関する情報を発信します。 

 

★ 記念ロゴマーク各種ＰＲ活用事業 

時 期  通年（令和３年３月～） 

    内 容  一般に記念ロゴマーク使用を解禁し、全体で 50 周年の PR を行います。 

         商店や団体から、現時点で 15 件の申請があり、商品や広報物等に活用

されています。 

 

★ 市制施行 50 周年記念一般向け冠称活用事業 

時 期  通年（令和３年 10 月～） 

    内 容  企業や各種団体が行うイベントへの冠称使用を募集します。使用され

る団体には、のぼり旗等の貸与や、イベントの PR をお手伝いします。 

         現時点で 16 件の申請がありました。（７参照） 

 

★ こさいご当地グルメプロジェクト 

時 期  通年 

内 容  湖西産の豚肉や海産物、野菜などを使った料理など、湖西市といえば

コレ！という名物誕生やブランド化を目指すプロジェクトを始動させ

ます。 

 

 ★ 「佐吉の郷」スタートアップ支援事業 

時 期  通年 

  内 容  市内における創業者を応援するため、クラウドファンディング手数料

の補助や、空き店舗等を活用した出店の補助、女性のための起業講座

や、公民連携事業であるみらいのこさい提案制度や商工会との連携事

業を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 



9 

 

６．一般アイデアの採用・実施 

 

  令和３年に募集し、応募のあったアイデアの中からいくつかのアイデアを採用し、市

制施行 50 周年記念事業として事業を実施します。 

 

▼ 一般アイデア事業の概要 

◆ 「大知波桜」記念植樹 

時 期  令和４年５月 21 日（土） 

会 場  湖西市大知波 

内 容  市制施行 50 周年を記念して、地元「大知波桜」を記念植樹しました。 

参加者  60 人 

 

◆ マインクラフトコンテスト 

時 期  令和４年４月１日（金）～９月 30 日（金） 

内 容  世界中で人気のあるゲーム「マインクラフト」を使ったオンラインコ

ンテストを開催します。複数の部門で作品を募集し、12 月 10 日（土）

の青少年の科学体験にて、作品展示と各部門の表彰を行います。 

 

   ◆ 浜名湖ミュージックフェス 

時 期  令和４年８月 20 日（土） 

会 場  ボートレース浜名湖 

    内 容  湖西市ふるさと大使 當間ローズ氏が市制施行 50 周年の記念イベント

として、湖西市をさらに盛り上げるべく音楽フェスを開催しました。 

 

  ◆ 多文化共生 Zoom 討論会 

時 期  令和４年 12 月 10 日（土） 

会 場  新居地域センター 

    内 容  多文化共生に関するコーディネーターと共に、本市出身の多文化共生

に関わる若者たちと討論会を開催します。 

 

◆ 親子で楽しむコンサート 

時 期  令和４年 12 月 18 日（日） 

会 場  新居地域センター 

内 容  令和４年で 10 回目を迎えるコンサートを 50 周年特別バージョンとし

て、有名ゲストを招き、参加型企画のコンサートを開催します。 
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７．冠称の使用 

  

市制施行 50 周年をより一層盛り上げるために、本事業に共感するステークホルダーが

市内で実施する事業へ冠称を掲げ、地域全体で一体となって盛り上げていきます。 

使用にあたっては、「湖西市市制施行 50 周年記念冠事業取扱要領」を策定し、冠称の

使用を広く募集します。 

 

 申請者 事業名称 開催日 

1 湖西聴覚障害者協会 映画「咲む」上映会 ※中止 令和4年2月13日 

2 Patio鷲津マルシェ Patio鷲津マルシェ 令和4年3月20日 

3 ヒュッゲ湖西市民キャンプ場 キャンプサイト無料提供キャンペーン 令和4年3～12月 

4 株式会社丸八製菓 勝和餅発祥の地PRイベント 令和4年4～12月 

5 レク楽の会 ふれあいあそびの日 令和4年6月12日 

6 新居町商工会 新居アンス 令和4年5月15日 

7 湖西市文化協会 伝統文化の魅力を知ってもらう体験教室 令和4年5月14日 

8 湖西市文化協会 湖西市芸術祭 第41回春季芸能の祭典 令和4年5月15日 

9 湖西市文化協会 第10回合唱の祭典 ※中止 令和4年9月4日 

10 湖西市文化協会 第45回北原白秋歌碑顕彰祭 令和4年10月10日 

11 湖西市文化協会 湖西市芸術祭 第55回文化の祭典 令和4年10月29日 

12 湖西市文化協会 湖西市芸術祭 第48回秋季芸能の祭典 令和4年11月20日 

13 Sea Net 浜松 浜名湖キューバヘミングウェイカップ 令和4年7月16日・17日 

14 Patio鷲津マルシェ Patio鷲津マルシェ 令和4年6月19日 

15 SMS 浜名湖のその先へ Re-flowering 令和4年9月23日-25日 

16 浜名湖ロータリークラブ 正太寺イン寺コンサート 令和4年10月29日 

 

 

８．記念ロゴマーク 

 

記念すべき市制施行 50 周年を祝い、さまざまな記念事業を通じて市内外に本市の魅力

を発信するにあたり、広く親しまれ、市全体を盛り上げるために使用するロゴマークの

全国公募（R2.12～R3.1）を行いました。決定したロゴマークは、懸垂幕やのぼり旗、市

発行の各種媒体などで活用します。 

また、このロゴマークは誰でも利用していただけるよう一般公開し、さまざまなシー

ンで利用していただくことで、多くの方々の目に触れ、市制施行 50 周年が市内全体へ浸

透させることを目指します。 



 

▼ 

応募総数

デザインを湖西市市制施行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 作

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 

市の記念事業を始め、市民、各種団体、事業者など、広く使用することで市制施行

周年を盛り上げていきます。

使用に

原則どなたでも申請なしで使用できます。商用利用の場合は申請が必要ですが、いずれ

も無償で使用できます。

また、市職員の名刺、のぼり旗等のＰＲ啓発用品での活用のほか、市ウェブサイトや

広報こさいでの使用など、あらゆる媒体に使用することで

図ります。

【作品に込めた想い】

 湖西市が市制施行

ゃんマークをメインに用いて表現しました。そして、「

とで遠州灘や浜名湖のイメージを連想させるとともに、市章と組み合わせることで今

後も湖西市が波に乗って発展していって欲しいという想いを込めました。

 採用作品の紹介

応募総数 512

デザインを湖西市市制施行

作 者：居関

 ロゴマークの使用

市の記念事業を始め、市民、各種団体、事業者など、広く使用することで市制施行

周年を盛り上げていきます。

使用にあたって
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