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一宮市制 100 周年記念事業専門委員会 第２回会議 

会議録（概要） 
会 議 名 一宮市制施行 100 周年記念事業専門委員会 第２回会議 

開 催 日 時 令和元年 11 月 13 日（水）19：00～20：20 

開 催 場 所 オリナス一宮 

出席委員氏名

秋田委員、足立委員、伊藤委員、大島委員、大橋委員、葛谷委員、 

熊沢委員、櫻井委員、高木委員、菱川委員、日比野委員、福岡委員、

牧委員、鷲津委員 計 14 名 

欠席委員氏名 岸委員  計１名 

出席した市職員 100 周年記念事業推進室長、課長補佐、主査 計３名 

会 議 事 項

１．開会 

２．100 周年記念事業市民アイデアについて 

３．100 周年記念事業のアイデア出しについて 

４．閉会 

会  議  内  容 

高木会長 

事務局（室長） 

牧委員 

１．開会 

 それでは時間となりましたので、ただいまから、「一宮市制施行 100

周年記念事業 専門委員会 第２回会議」を開会いたします。 

開会にあたりまして、100 周年記念事業推進室の臼井室長からごあ

いさつをお願いします。 

みなさん、こんばんは。臼井でございます。 

本日はお忙しいところ、ほとんどご欠席も無くお集まりいただきま

して、ありがとうございます。 

いよいよ本日のアイデア出しから、100 周年記念事業の検討が始ま

ります。皆さんご自身の想いや組織としての想いがおありだと思いま

すので、今日はその想いをすべて出していただければと思います。 

また、本日は前回欠席された尾西商工会の牧さんに初めてご出席い

ただいております。牧さんから自己紹介をお願いいたします。 

尾西商工会の牧でございます。 

尾西地域からも一宮市 100 周年を盛り上げていければと思っており

ますので、どうぞよろしくお願いします。 
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事務局（室長） 

高木会長 

事務局 

（課長補佐） 

ありがとうございました。 

２．100 周年記念事業市民アイデアについて

それでは、ここからの進行はお手元の議題に沿って進めさせていた

だきます。次第２．100 周年記念事業市民アイデアについて、事務局か

ら説明をお願いします。 

100 周年記念事業推進室の成戸でございます。 

私からは、市民の皆さまから寄せられた 100 周年記念事業のアイデ

アについて説明いたします。 

９月 25 日から 10 月 31 日までの間で、市民の皆さまから 100 周年記

念事業のアイデアを募集しました。57 名の方から 90 件のご意見をい

ただきまして、中には市外にお住まいの方１名もいらっしゃいました。

皆さまのお手元にございます資料１には、そのすべての内容が掲載さ

れております。後ほど行います記念事業のアイデア出しでも、これら

のアイデアを参考にしていただければと思います。 

続いて資料２をご覧ください。 

資料２では、市民の皆さまからいただいたアイデアと、これから委

員の皆さまに話し合っていただくアイデアにつきまして、実施までの

流れを示した図でございます。市民の皆さまからいただいたご意見に

つきましては、現在ウェブサイトにて公開しております。もし、ウェ

ブサイトをご覧になった事業者や市民活動団体などからお問い合わせ

がありましたら、事務局でお答えするとともに、実施の方向に持って

いけると良いと考えています。 

また、市民の皆さまからいただいたアイデアにつきましては、事務

局でも実施の検討を行いますが、委員の皆さまにおかれましては、こ

の後行うアイデア出しの際にも参考にしていただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

なお、記念事業のアイデアにつきましては、来年４月に設置される

予定の企画部会で実施を検討しまして、実行委員会の承認を受けてか

ら、基本的には 2021 年度に実施する予定でございます。 

事務局からは以上です。 
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高木会長 

高木会長 

事務局（主査） 

高木会長 

高木会長 

グループワーク 

高木会長 

ただいまの説明について、ご質問はございますか。 

（質問なし） 

３．100 周年記念事業のアイデア出しについて

それでは、次第３、100 周年記念事業のアイデア出しについて、事務

局から説明をお願いします。 

100 周年記念事業推進室の犬飼です。 

それでは、本日のメインである「100 周年記念事業のアイデア出し」

について説明いたします。 

＜グループワークの説明＞ 

本日の目標は、とにかく多くのアイデアを出すことです。2021 年の

記念事業の第一歩となりますので、より多くのアイデアを出していた

だきますので、よろしくお願いします。 

ただいまの説明につきまして、ご質問がございましたらお願いいた

します。 

（質問なし） 

それでは、始めますので。進行を事務局にお渡しします。 

 ・20 分 ４～５名のグループに分かれてアイデア出し 

 ・20 分 席を入れ替えて、同様のことを行う 

 ・20 分 元の席に戻って共有した後、グルーピング 

 ・５分 席を立って、すべてのテーブルのアイデアを共有 

４．閉会 

 皆さま、長時間にわたりご審議をいただきまして、誠にありがとう
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事務局 

（課長補佐） 

高木会長 

大島委員 

事務局（室長） 

大島委員 

高木会長 

ございました。 

 事務局から次回以降のスケジュールのご案内をお願いします。 

 次回は 12 月４日（水）に、ロゴマークの図案の選定を行います。 

 また、２月 19 日（水）には、来年度の体制等について会議を行う予

定ですので、よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。皆さまからご質問はございますか。 

 2021 年度に実施する事業は、いつまでに予算まで固める必要がある

のでしょうか。 

 目安として、2020 年の９月までに何をやるのか、何が必要かを揃え

る必要があります。 

 わかりました。 

他に質問も無いようですので、以上をもちまして「一宮市制施行 100

周年記念事業専門委員会 第２回会議」を閉会させていただきます。 



施策・方向性 モノ
食育 一宮検定 びしゅう産地の文化祭 一宮100周年野菜（100年かぼちゃ・お年寄りの交流・大鍋振る舞い）
１年間ずっと100周年 100km マラソン（仮装・尾州） プロ棋士に100人の子どもとさしてもらう 100周年硬貨
2021年babyに100万円 100周年冠展 プロジェクションマッピング 100周年にメインになるオブジェ（手作り）
2021年は住民税なし 100周年特別花火 本町商店街で自転車タイムトライアル 100周年モーニング
９月１日を休日にしよう 100周年の市での交流 本町商店街を歩く 100Ｔシャツ
ＬＧＢＴ 100周年マルシェ 真清田神社の池の水全部抜く １年かけて皆の家（のこぎり？）つくる
ＮＥＸＴ100年100施策 100点（店）ナーレ アートetc. 街にプロジェクター（歴史） UFOキャッチャー
ＱＯＬ×ダイバーシティ 100歩 駅から 松岡修造テニスパーク ききょう１００こ
ＳＮＳ、フォロワー ５Ｇ×ゲーム×Ｖｔｕｂｅｒ×せんい×車 水辺リンク 記念グッズを作りましょう
アイデアを数やってもいい eスポーツ 昔の写真を展示 タペストリー
圧倒的住民サービス i-ビルの壁を全面落書き 杜の宮市をもっと多く開催 のこぎり屋根の活用
歩きやすい ＮＨＫのど自慢 やばいカレーフェス のこぎり屋根を活用体験
一宮で何か新しいことを 新しいスポーツをつくる ラーメン街道を作る ハチ公 in 一宮
一宮で何か新しいことを何かを壊す！ 一宮で野菜をつくる！ リアル人生ゲーム パワースポット
一宮のおかげ ウォーキング（JR・名鉄） リバーサイドフェスティバル ポロシャツ
一体感 ウォークラリー ＪＲにのっかる ルミナリエ マスクに100周年のマークをつかう
インパクト 運動会をつくる 一宮のヒト・モノ等の魅力をＥＣで発信 メイドイン養老
大型工場誘致 駅から真清田 花火 毎週同じ時間で ヤバい記念碑
過去は振り返らない 駅前でふらっとまわれるコース 大さつまいも掘り大会 ロケット１００発
既存のイベントに１年通してロゴを使用する ガールズコレクション 尾州を「知る人ぞ知る（エリア）」から知名度ＵＰ！ 一宮ひつじカレー
既存のイベントをパワーアップ カレーとラーメンのフェス 一宮産カレーを作る
経済効果 観覧車 こども 一宮市のピンバッジ ガチャガチャ
子育てしやすいまちＮｏ.1宣言 ギネスに挑戦 高校生（子ども）に本町をコーディネートしてもらう 駅前にまったりできるところを
子どもが楽しめる 巨大ガチャガチャ 1丁目：子ども、２丁目：中学生、３丁目：高校生 応援ソング
子どもにやさしいを過剰にＰＲ 記録が残る各種スポーツ大会をして歴史をつくる 一緒にいちのみやで大人になろう！ 写真フレーム携帯用
持続性と自転 恋するフォーチュンクッキー 学校でワークショップ 小さい作品を集めて１つのオブジェに
将来に向けての投資 国道22号マラソン 高校生が集う場所つくり 地下（駐車場）にお店を作る
女性と子ども サイクリングロード 子どもにワークショップ ← コンテスト形式はどうか、子どもに考えてもらうと家で話題に 店の人が100周年のTシャツなど着用 市全体で
好きと認める サンパウロ 小学生・中学生・高校生 全員参加の大会
ストーリーを伝えたい 自動車学校を遊び場に 小中学生にお話を募って絵本100話
創造 市内でドラゴンボールを散りばめて集める 子どもワークショップ
そもそも100周年はめでたいのか？→めでたいです。 シャッターに絵を画く 本町 小中学校でアイデアコンテスト
単発はダメ スーパーeスポーツシティ（ＳＥＣ）
次の100年を見たイベント スカイランタン ヒト
同姓婚 スタンプラリー 語り部を残す
どう広げるのか？ タイムカプセル開封 Ｂ ｚ（一宮版ウルトラソウル）
とがらないとがってたまるか一宮 宝探し 鳥山明
何で住んでるの？ 七夕まつり のこぎり屋根でのアーティストの創作活動
なんとなく住んでるけど、なんとなく住みやすい タワーでキャンプ ミスチル呼びたい
ひとが集まる タワーでフェス 一宮で農業をしている方にフィーチャー
ファッションのまちPR タワーと木曽川 一宮市出身の有名な人に発信してもらう
夫婦別姓 ディズニー 一宮発アーティスト（有名人集合）
ベビーシッターの整備 道路にラクガキ 現代アートをやっている人が多い
ボトムアップ（市民や各団体が企画） トラックフェス 人を育てる
未来ミライ ドローンと言えば一宮（木曽川でドローン大会） 足して１００才イベント
みんなが参加 トロッコ列車 同姓婚を認める宣言
ワクワク 人気プロスポーツチームを一宮へ 百のつく名前
市外から人が集まるイベント のこぎり屋根での体験イベント
地産地消 のど自慢
途中下車する価値のある駅「一宮」 パブリックビューイング
本町をショッピングモールに ハロウィン

「いちのみや市100周年記念事業のアイデア出し（Ｒ１.11.13開催）」模造紙まとめ
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