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令和３年度 いちのみや市 100 周年実行委員会 第１回総会 

会議録（概要） 

会 議 名 令和３年度いちのみや市 100 周年実行委員会第１回会議 

開 催 日 時 令和３年４月 22 日（木）11：00～12：00 

開 催 場 所 一宮市役所 本庁舎 14 階 大会議室 

出席委員氏名

安藤委員、伊藤委員、鎌倉委員、小島委員、五藤委員、高木委員、 

豊島委員、中野委員、野田敏弘委員、野田満男委員、服部委員、 

平子委員、星野委員、森委員、横井委員、 田明委員、吉田真人委員

生田監事、太田監事 計 19 名 

欠席委員氏名 粟野委員、木村委員、櫻井委員 計３名 

出席した市職員
総合政策部長、総合政策部次長、100 周年推進室長、課長補佐、主査

政策課主事 計６名 

会 議 事 項

１．開会 

２．会長あいさつ 

３．議事 

・議題１  2020（令和２）年度 事業報告について 

・議題２  2020（令和２）年度 収支決算報告について 

・議題３  2021（令和３）年度 実施事業（案）及び予算（案）

について 

・議題４  100 周年記念切手について 

・議題５  事務局提案事業（案）について 

４．その他 

５．閉会

会  議  内  容 

事務局（次長）

事務局（次長）

中野会長 

１．開会 

 定刻となりましたので、ただいまから、「令和３年度いちのみや市100

周年実行委員会 第１回総会」を開会いたします。 

２ 会長あいさつ 

開会にあたりまして、中野正康会長からごあいさつを申し上げます。

 皆さんこんにちは。年度の初めのお忙しい時期にお集まりいただき

まして、ありがとうございます。４月１日に中核市となり、市民の皆

さまにメリットを実感していただけるように、職員一同頑張っている
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事務局（次長）

中野会長 

事務局（室長）

中野会長 

事務局（室長）

ところでございます。ようやくワクチン接種クーポンを 65 歳以上の方

に配布させていただきました。市内に 200 か所近くあるクリニックの

うち、150 か所ほどがご協力いただけるということですので、体制は整

ってはいるのですが、肝心のワクチンがいつどのように入るのかわか

らない状況で、問い合わせに対応しております。なんとか夏までには

多くの方に接種していただき、一宮市の誕生日である９月１日には、

少し明るい雰囲気で臨むことができればと期待しております。 

本日は 100 周年との会議ということで、この地域の郷土愛をいかに盛

り上げていくかという様々な議題がございますけれども、委員の皆さ

まにおかれましては、審議へのご協力をお願いいたしまして、開会の

あいさつとさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。

ありがとうございました。 

ここからの進行は中野会長にお願いしたいと思います。 

中野会長、よろしくお願いします。 

３ 議事 

・議題１ 2020（令和２）年度事業報告について 

それでは、お手元の次第に沿って進めさせていただきます。 

はじめに、議題１．2020（令和２）年度事業報告につきまして、事務

局から説明をお願いします。 

資料２ 2020 年度事業報告書により説明。 

2020 年度は、新型コロナウイルスの感染拡大予防という状況下

で、実行委員会としても事業を縮小して実施することとなりました。

100 周年を広く市民の皆さまにＰＲする事業として、100 周年シンポ

ジウムを開催いたしました。「記念切手の図案募集」「100 周年パート

ナーの募集」「ロゴマークなどの使用開始」「市民チャレンジ事業」を

はじめ、各種ＰＲ事業を行いました。 

・議題２ 2020（令和２）年度収支決算（案）について 

次に、議題２ 2020（令和２）年度収支決算（案）につきまして、事

務局から説明をお願いします。 

2020 年度は、新型コロナウイルスの影響により、事業内容の大幅

な見直しに伴う補正により減額をいたしました。また、事業実施に伴
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中野会長 

太田監事 

中野会長 

中野会長 

中野会長 

事務局（室長）

い、予算額に変更はなく支出費目に変更が生じたことにより、第 2次

補正を行いましたので報告いたします。 

資料 3 2020 年度収支決算書により説明。 

2020 年度の決算額としましては、収入決算額 9,094,025 円、支出

決算額 4,172,478 円、次年度繰越金額 4,921,547 円となっておりま

す。 

太田監事様から監査結果のご報告をお願いします。 

監事の太田でございます。生田様と２人で監査させていただきまし

た。令和２年度いちのみや市 100 周年実行委員会決算について、経理

の全般にわたり審査しましたところ、適正に処理されており、経理の

帳簿は証拠書類に基づき正確に処理され、事実に相違ないことを認め

ましたので、報告させていただきます。 

ありがとうございました。 

何かご質問などございましたら、お願いします。 

（質問なし） 

質問が無いようですので、次の議題に移ります。 

・議題３ 2021（令和３）年度実施事業（案）及び決算（案） 

について 

それでは、議題３ 2021（令和３）年度実施事業（案）及び決算（案）

につきまして、事務局から説明をお願いします。 

2021（令和３）年度 事業（案）及び予算（案）につきましては、関

連がございますので、資料 4 によりまして、一括して説明させていた

だきます。 

主な事業につき説明。 

「まちなかウォーカブル事業（5,400 千円）」 

「中学生沖縄派遣（5,410 千円）」 

「ＮＨＫ公開番組収録など（2,255 千円）」 

「タイムカプセル開封（741 千円）」 

「100 周年記念切手シート販売（280 千円）」 
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中野会長 

平子委員 

事務局（室長）

平子委員 

中野会長 

平子委員 

中野会長 

高木委員 

「謎解きウォークラリー（3,493 千円）」 

「100 周年記念イベント（3,100 千円）」 

「記念ノベルティ制作・ＰＲ資材制作（5,503 千円）」などの事業実

施に伴う予算を計上させていただいております。 

現在継続中の事業としまして、100 周年パートナーとして、100 周

年を記念した寄付や、実行委員会事業への協賛をいただいた企業や団

体の皆様の対し、ポスターやイベントカレンダー、チラシなど各種

PR 資材への名称を掲載。ロゴマークやキャッチフレースをＰＲに活

用いただき機運の醸成を促す冠称申請の受付。市民チャレンジ事業の

募集・審査、関係団体助成金の申請受付などを行っております。

なお、これらの事業につきましては、本日ご承認いただきました後、

お手元の「イベントカレンダー」「イベント開催ＰＲポスター」によ

り、明日、市長定例記者会見で公表させていただき、市内公共施設を

はじめ、実行委員会専門委員会関係団体、市内小中高等学校などに配

布し、ＰＲさせていただきます。 

９月１日まで半年を切ったところで、これから予定しているイベン

トや事業を成功裏に進めたいと考えておりますが、委員の皆さまから

ご意見などはありますでしょうか？ 

小中学生ポスターコンクールの中で「38 年後」という記載があるが、

なぜ 38 年後なのか？ 

いちのみやに因んで、138 周年に向けたという意味で、現在から 38

年後ということです。 

 100周年記念事業として、これだけのことをやるということですか？

 そういうことです。いただいたご寄付や、NHK や宝くじなど各所の協

力を得ながら進めていきたいと考えています。また、コロナ禍とのた

たかいにもなると思いますが、七夕まつりをはじめ、工夫をしながら

盛り上がりを作っていければと考えています。 

 100 周年のロゴマークは 100 周年でのみ使うのですか？ 

 今年度中心で使っていくことになります。 

 前回の会議のときも申しましたが、実行委員会の事業を縮小せざる

を得ない中で、市民チャレンジ事業は前向きに、多くの事業を受け入
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事務局（室長）

高木委員 

中野会長 

中野会長 

中野会長 

中野会長 

事務局（室長）

れることをお願いしました。実際 88 事業という予想よりも多い件数の

応募があったとの認識ですが、約半分の 43 事業に絞られました。せっ

かく想いがあって市民チャレンジ事業に応募した方がなぜ落選した

か、またその落選がマイナスの方向にならないよう、その後のフォロ

ーの体制など、審査の状況について教えてください。 

 不採択となった事業については、各団体からのお申し出によって、

審査結果をお伝えしています。また、今後も活動できるよう、市民活

動サポート補助金や、100 周年の冠事業などのご案内を行い、出来る限

りのサポートをさせていただいております。 

ありがとうございます。いろいろな想いの中で応募された団体が多

いと思いますので、今後の市の活動の中で、団体をサポートできるよ

うな形にしてもらいたいと思います。 

高木委員、ご指摘ありがとうございます。今回の市民チャレンジ事

業以外にも市民活動を支援する制度がありますので、いろんな形で応

援していければと思います。 

それではお諮りします。令和３年度実施計画（案）・予算（案）につ

いて、原案どおり承認してもよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

ありがとうございます。それでは、原案どおり承認とさせていただ

きます。 

・議題４ 100 周年記念切手について 

それでは、議題４ 100 周年記念切手につきまして、事務局から説明

をお願いします。 

100 周年を記念して、日本郵便様により記念切手シート（84 円切手

10 枚、1000 シート）を発行する予定となっており、全国から公募の 355

作品から候補 10 作品を決定することになります。 

事前に専門委員の皆さまに選考いただいた３２作品から、切手のデ

ザインとして一宮市のイメージに相応しい作品はどれかなどのご意見

をいただければと思っております。 
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中野会長 

平子委員 

中野会長 

星野委員 

高木委員 

中野会長 

安藤委員 

中野会長 

事務局（室長）

豊島副会長 

中野会長 

事務局（室長）

本日、委員の皆さまからいただきましたご意見を踏まえ、事務局に

より最終の 10 作品を決定させていただきたいと考えております。よろ

しくお願いいたします。 

記念切手に使用する写真を選ぶにあたり、専門委員会で事前に投票

をいただいた結果も踏まえて、ジャンルやテーマなど、選定の方針に

ついて委員の皆さまのご意見を頂戴できればと思います。 

もうすでにある程度絞られているということですか？ 

400 近く来た写真のうち、専門委員会である程度選んであります。 

一宮を PR するためには、のこぎり屋根だけではなく、工場内部など

繊維産業に関係する写真がもっとあると良いと感じました。 

七夕まつりや真清田神社などについて、子どもたちの目線のものが

ほぼ無いように感じました。専門委員として選ぶ際にも、そのあたり

が気になりました。また、商店街に関する写真も少ないと感じました。

案の中にもアーケードの写真がありますが、安藤委員いかがでしょ

うか？ 

七夕まつりの写真の中でも、メインのアーケードの写真があると、

子どもが喜ぶような写真になるのではと思います。 

応募があった写真からそういった写真があったかどうか、今一度探

してみましょう。事務局から何かありますでしょうか？ 

 昨年はイベントが少なかったからか、イベントに関する写真の応募

は少なかった状況です。その中から該当する写真があったかどうかは、

改めて探してみます。 

 一番目立つのは、切手に使う写真よりも枠に使用する写真ですので、

そこをしっかり選んでいただければ良いかと思います。 

 ご指摘いただきありがとうございます。 

 切手の写真は応募していただいた中から選びますが、枠につきまし

ては、一宮が PR できるような写真を選びたいと考えています。 
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平子委員 

中野会長 

豊島副会長 

小島委員 

中野会長 

事務局（室長）

中野会長 

中野会長 

中野会長 

事務局（室長）

 そもそも、切手は作った後どうするのですか？ 

 市内の郵便局で販売して、一宮市をＰＲしてもらいます。 

 切手を集めていらっしゃる方もいますので、使う目的よりも記念に

購入する方が多いと思います。 

 建物について、三岸節子記念美術館など、芸術的なものも入れてほ

しいなと思います。 

 ご指摘ありがとうございます。 

 本日の資料にはありませんが、応募作品の中には美術館の写真もあ

ります。 

 小島委員のご意見につきましても、検討させていただきます。 

 皆さまご意見をいただきありがとうございます。 

 それではお諮りします。切手に使用する写真の選考については、委

員の皆さまの意見を取り入れながら、事務局にご一任いただくことで

よろしいでしょうか。 

 （異議なしの声） 

 ありがとうございました。 

・議題５ 事務局提案事業（案）について 

 それでは、最後の議題であります、議題５ 事務局提案事業（案）に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

事業計画についてご承認をいただきましたが、事務局から１つ提案

させていただきたい事業があります。 

市民の皆さまからのアイデア募集や、昨年 10 月の実行委員会におい

て、100 周年を機に歌を作ってはどうか。との、ご意見をいただき、提

案させていただくものです。 

一宮市の公式な歌としては、一宮市歌とシンボルソング「人・街・未来

へ」があります。 
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中野会長 

小島委員 

鎌倉委員 

豊島副会長 

一宮市歌 

・昭和 11 年 市制施行 15 周年を記念して制定 

・歌詞・曲ともに著作権はフリーで、歌詞を変える、編曲する、歌詞を

変え曲はそのまま、歌詞も変え編曲もするなど、アレンジは可能。 

シンボルソング「人・街・未来へ」 

・市政施行 80 周年のシンボルソングとして制作されたもの。 

・作曲は新実徳英氏。となり、著作権が存在しますので、歌詞や曲をア

レンジするには、作詞者や作曲者への許諾が必要など制約がある。 

一宮市の歌を新たに作る 

・100 周年のシンボルソングとして新たに作るという案でございます。

 歌詞を市民など一般から募集し、作曲は作曲家に依頼する。 

こうした選択肢の中から、事務局としましては、100 周年を機に「市民

の皆さんで歌える歌」を目指して、「一宮市歌」を、100 周年記念期間

限定バージョンとして、アレンジした楽曲を募集することを、ご提案

させていただくものです。 

皆さまのご意見をお聞かせください。 

 事務局案としては３パターン示されましたが、歌詞をそのままにと

いうことは、時代には相応しくないのではと考えております。皆さま

からのご意見はございますか。 

 これはこの時代のものとして良いと思うのですが、現代で皆が歌う

にも歌いづらいと感じます。子どもたちにも喜んで歌ってもらえるよ

う、リズムを変えたり、歌詞も一宮市のことがよくわかるような歌詞

に作ったりしていただければと思います。 

 私も現在に合うような歌じゃないと皆さん歌わないと思います。昔

の歌は、それはそれで価値があると思いますが、それはそれとして、

100 周年で新しい形で歌を作って行った方が、皆さんが歌えるように

なるのではないかと思います。 

 シンボルソングは市歌とは違って合唱で子どもたちが歌っている曲

ですので、子どもたちには浸透しやすいリズムだと思います。９月１

日に新しい曲が発表できると、宣伝効果が高いのではないかと思いま

す。 

 メロディーを自由にアレンジしたりして、小学校でも中学校でもど

んどん歌ってもらえば良いと思います。 
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平子委員 

中野会長 

平子委員 

中野会長 

星野委員 

伊藤委員 

中野会長 

中野会長 

事務局（次長）

 曲を作ってから、どういった使い方をするのですか？例えば学校で

歌ったりするのですか？ 

 学校でも歌ってもらえるよう、教育委員会にもお願いします。 

 市歌もシンボルソングも馴染みがないのですが、普段どこかで流れ

ていますか？ 

 シンボルソングは小学校や中学校の授業や合唱コンクールで歌って

います。 

イベント的にやることも良いのだが、もっと深く考えて 200 周年ま

で続くような曲をしっかりと作るということも考えるべきではないか

と思います。 

 市歌はずっと残るものなので、市民が誇りに思えるものを作るとい

う方向で進めた方が良いと思います。 

 ありがとうございます。 

 本日の限られた時間の中では結論は出せませんので、後ほど事務局

からアンケートを取らせていただきたいと思います。 

本日の議事は以上です。 

委員の皆さまには、100 周年記念事業の実施に向けて、今後とも各方

面でご協力、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

６．閉会 

 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、「令和３年度いちのみや市 100 周年実行委員会

第１回総会」を閉会させていただきます。長時間に渡りご審議いただ

きまして、誠にありがとうございました。 


