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市制１２０周年・市町合併１０周年記念事業について 

 
 

 
１ 記念事業の概要 

   記念事業の目的 

平成２８年度に，市制施行１２０周年及び旧上河内町，旧河内町との合併１０周年

を迎えるに当たり，市民に本市への愛着や誇りを持っていただくとともに，更なる市

政への参画意欲を抱いていただきながら，本市の魅力の再認識や再発見をできる契機

として，各種の記念事業を実施する。 

 
  周年記念事業の実施期間 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 
 

２ 記念事業の具体的内容 
   記念事業のテーマ 

   記念事業の実施に当たり，統一のコンセプトとして，これまでの１２０年で培って

きた伝統・文化や，合併の歩みなどを振り返るとともに，今後の宇都宮の姿を見据え，

まちづくりを考える契機となるようなテーマを設定する。 
 

 「１２０年の感謝と絆 ともに未来を考え いつまでも輝く うつのみや」 

   ⇒ これまでの本市の歩みを振り返るとともに，これからの５０年，１００年先も

持続的に発展していくまちをみんなで創っていくという思いを表す。 
 
   記念ロゴマーク 

   記念事業を実施する際に，一体感・統一感の確保を図るとともに，より親しまれ，

関心を高めていくため，記念ロゴマークを設定する（作成に当たっては，連携・協力

協定を結ぶ，学校法人宇都宮学園文星芸術大学に依頼）。 
   ロゴマークには，平成１８年度の市制１１０周年時に誕生したマスコット，「ミヤリ

ー」を活用し，記念グッズの作製・配布を通して，広く記念事業の発信を行っていく。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ロゴマークのコンセプト】 
・本市を象徴するマスコットであるミヤリ
ーの軌跡が「120th（周年）」「10th（周年）」
の文字を飾り，華やかさを表している。 

・１０th の後ろに付く３つの星は，「旧宇都
宮市・旧上河内町・旧河内町」を表して
いる。 

・全体として，市の花「さつき」を感じら
れるようなデザインの配置・配色で表し
ている。 

・波形で，これまでの歴史や市民のつなが
りを表している。 

 

 
UTSUNOMIYA 

C I T Y  2 0 1 6 

 

 

 

 

平成２８年２月２６日
総合政策部 政策審議室
行政経営部 行政経営課



2 

  記念事業について（既存事業等の記念事業への位置付け） ・・・ 別紙参照 

市が主体又は市が関わる実行委員会等が主体として実施する約６０事業を，記念事

業として選定し，年間を通じて周年記念の意識醸成を図っていく。  

また，記念事業の実施に当たっては，記念事業のテーマを補完するとともに，記念

事業の趣旨を踏まえて統一感の確保に資する下記の視点を設定するほか，記念の年な

らではの取組を既存事業にも取り入れることで，これまでの歩みを振り返り，将来に

つながる本市の姿に思いをはせることができるよう，創意工夫を図りながら，盛り上

げていく。 

 

   ① 回想，回顧（“１２０年の感謝”をイメージできる取組） 

     先人たちのこれまでの絶え間ない努力の積み重ねや，今の時代を生きる市民の

尽力による，本市の産業・文化の発展や成長を振り返りに資する取組 

   ② 結束，円熟（“１２０年の絆”をイメージできる取組） 

     これまでに築き上げてきた本市の魅力や愛着を持って実施されてきた事業等を

通して，人とのつながりを強める取組 

   ③ 継承，飛躍（“未来を考え，いつまでも輝く”をイメージできる取組） 

     行政だけではなく，市民等が主体となった事業なども含めた，これまでの取組

を踏まえ，将来にわたって持続的に発展できるよう，伝統・文化や地域性を次代

につなぐ取組 

 

【各種記念事業のタイトル】 

 記念事業については，事業の主な参加者・対象者の状況等を鑑み，下記のうち，

どちらかふさわしいタイトルを冠して実施する。 

・ 市制１２０周年・市町合併１０周年記念 

・ 市制１２０周年記念 

 

【各月における主な事業】 

   ４月 「市民の日」記念のつどい（オリオンスクエア） 

   ５月 フェスタ my 宇都宮２０１６（宇都宮城址公園ほか） 

   ６月 宇都宮市水道１００周年・下水道５０周年記念式典（市役所本庁舎） 

   ７月 第２０回平和のつどい（東市民活動センター） 

   ８月 第４１回ふるさと宮まつり（市内大通り） 

９月 ろまんちっく村開園２０周年記念イベント（道の駅うつのみや ろまんちっく村） 

   １０月 第２５回記念大会 ２０１６ジャパンカップサイクルロードレース（森林公園周回コースほか） 

   １１月 宇都宮餃子祭り２０１６（宇都宮城址公園） 

   １２月 第２２回全日本シクロクロス選手権大会（道の駅うつのみや ろまんちっく村） 

１月 成人式（市内２５会場） 

２月 ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ ２０１７（東市民活動センター） 

    

 

   ○ 下線表記は，ダブルタイトル（市制１２０周年・市町合併１０周年記念）とし

て実施する事業 

   ○ ４月に実施する「市民の日」記念のつどいは，記念事業の目的の共有や年度を

通じた取組の周知を図るためのキックオフイベントとして位置付けて実施する。 
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  市民自主事業について 

本市の節目を，市民とともに祝い，市民が誇りを持って市民主体の地域づくりを推

進していただくため，各種団体や企業が実施する事業において，記念事業への参加を

呼びかけるとともに，記念事業にふさわしい事業として参加されるものについては，

市民自主事業として位置付け，行政と市民が一体となった取組を実施し，連帯感の醸

成を図っていく。 

なお，市民自主事業への位置付けについては，事務局である政策審議室・行政経営

課に申請するものとし，事務局において，下記の基準を満たすかどうかの確認を行う

ものとする。 

【市民自主事業対象基準】 

・ 営利目的でないもの 

・ 公序良俗に反しないもの 

・ その他，記念事業に位置付けするものとして不適切でないもの など 

 

 

 

 

 

 

  市町合併１０周年記念事業における合併記念誌等の作成及び合併記念講演会の開催 

市町合併１０周年については，市民が合併を振り返り，これからのまちづくりへの

思いを新たにする契機となるための資料を作成するとともに，これからのまちづくり

に資する市民の一体感の更なる醸成や，次世代へのまちづくりに対する思いの継承な

どをテーマとした講演会を行う。 

  ① 合併記念誌等の作成 

   ・ 映像・パネル資料：合併の概要や合併からこれまでの成果，これからの本市のまち

づくりの展望を内容とするものを作成し，記念事業のイベント

会場等において展示 

   ・ 合 併 記 念 誌：上記の映像・パネル資料などを基に作成し，合併記念講演会等

において配付 

 ② 合併記念講演会の開催 

ア 日時 平成２９年３月２７日（月） 

   イ 場所 田原コミュニティプラザ 

    

３ スケジュール 

  平成２８年 ２月下旬～ 市民自主事業に係る周知・募集の開始 

 ４月～   各記念事業の実施 

【市民自主事業への支援内容】 
市制１２０周年及び市町合併１０周年のテーマに賛同する団体・企業等が実施する事業において，

  ・ 各事業の宣伝や実施における周年記念事業の名義・ロゴの使用許可 
  ・ 記念品の提供 
  ・ ホームページや広報紙等でのＰＲ 等を実施 
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記念事業一覧（平成２８年２月２６日現在） 

○ 下線表記は，「市制１２０周年・市町合併１０周年記念」として実施する予定の事業 

 事業名 実施場所 

２８年 

４月 

「市民の日」記念のつどい オリオンスクエア 

かまがわ川床桜まつり 釜川（牧水亭から出雲橋までの区間） 

県立博物館連携事業 

「宇都宮藩主戸田氏 その歴史と文芸」 

栃木県立博物館 

５月 フェスタｍｙ宇都宮２０１６ 宇都宮城址公園，オリオン通り，オリオンスク

エア，バンバひろば等 

上河内地区スポーツ大会 上河内運動場，芦沼運動場，上河内体育館，上

河内中央小学校体育館 

子どもフェスタｉｎ文化の森２０１６ うつのみや文化の森 

２０１６全国餃子サミット＆全国餃子祭り in うつのみや ・全国餃子サミット 宇都宮市役所 大会議室

(予定) 

・全国餃子祭り   宇都宮市役所・宇都宮城

址公園 

第２１回宇都宮さつき＆花フェア 道の駅うつのみや ろまんちっく村 

わく・わくショップＵ特別販売会 市役所本庁舎１階 市民ホール 

６月 宇都宮市水道１００周年・下水道５０周年記念式典 市役所本庁舎（予定） 

７月 宇都宮市社会を明るくする運動，青少年の非行・被害防止全国強調月間推進

市民のつどい 

オリオンスクエア 

名画鑑賞会 東生涯学習センターホール 

第２０回平和のつどい 東市民活動センター 

妖精ミュージアム企画展 うつのみや妖精ミュージアム市民ギャラリー 

８月 上河内ふれあいまつりエンジョイ☆フェスタ・かみかわち 梵天の湯・上河内保健センター駐車場 

第４１回ふるさと宮まつり 市内大通り（本町交差点～上河原交差点） 

２０１６うつのみや花火大会 宇都宮市道場宿緑地 

宇都宮市水道１００周年・下水道５０周年記念 上下水道施設１日開放 松田新田浄水場，上河内水再生センター（予定）

宇都宮市文化会館事業「市民センター出前寄席」（仮） 各地区市民センター／上河内・河内地域自治セ

ンター 

９月 第１７回フェスタ in 大谷 2016 大谷景観公園 

全市対象親学講座「親学スペシャル」 東生涯学習センター ホール 

「家庭の日」わくわくフェスティバル in かわち 河内地域自治センター周辺 

第１４回うつのみやふれあい文化祭 宇都宮市東市民活動センター 

ろまんちっく村開園２０周年記念イベント 道の駅うつのみや ろまんちっく村 

もったいないフェア宇都宮２０１６ 宇都宮城址公園 

第５４回 宇都宮市民スポーツ大会 宇都宮市体育館ほか市内各運動施設 

別紙 
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１０月 上河内地域自治センター落成式典 上河内地域自治センター 

上河内民俗資料館リニューアルオープン 上河内民俗資料館 

かわちハートフル体育祭 未定 

上河内地区体育祭 上河内中学校校庭 

宇都宮市自治会連合結成５０周年記念式典 栃木県総合文化センター 

第１０回ときめく未来へ参画会議 東市民活動センター（予定） 

宇都宮ウオーキングフェスタ２０１６（宇都宮歩け歩け大会） 宇都宮城址公園 

第１１回うつのみや食育フェア 宇都宮城址公園・オリオンスクエアほか 

第１４回うつのみやふれあいスポーツ大会 宇都宮市清原体育館 

子育てサロンまつり２０１６ ろまんちっく村 

宮っこフェスタ２０１６ オリオンスクエア，宇都宮市民プラザ，バンバ

ひろば，まちなか商店街など 

花と緑のフェスティバルうつのみや２０１６ 宇都宮城址公園 

子どものもりフェスティバル うつのみや平成記念子どものもり公園冒険活

動センター 

第２５回記念大会 ２０１６ジャパンカップサイクルロードレース 宇都宮市森林公園周回コースほか 

かわち図書館まつり 河内図書館 

宇都宮城址まつり 伝統文化と歴史の祭典（宇都宮伝統文化フェスティバル） 宇都宮城址公園 

宇都宮城址まつり 宇都宮城址公園・中心市街地（２３日） 

うつのみやジャズのまち展 オリオンスクエア 

うつのみや百人一首市民大会 ブレックスアリーナ宇都宮（宇都宮市体育館）

１１月 うつのみやイルミネーション オリオンスクエア，釜川沿い（曲師町）等（予

定） 

わいわいフェスタ ～世代を越えて～ 上河内体育館，上河内生涯学習センター 

かわちふるさとまつり２０１６ 河内地域自治センター周辺 

わく・わくアートコンクール in うつのみや２０１６巡回展 市内大型商業施設・市有施設等 

第１０回宇都宮市民福祉の祭典 総合福祉センター，オリオンスクエアなど 

宇都宮餃子祭り２０１６ 宇都宮城址公園 

宇都宮市農林業祭 道の駅うつのみやろまんちっく村予定 

第９回うつのみや人づくりフォーラム 宇都宮市立南図書館・県立宇都宮工業高等学校

第５回南としょかん祭 南図書館 

百人一首ゆかりのまち 宇都宮ウォークラリー 城址公園をスタートとして中心市街地 

第３０回 宇都宮マラソン大会 宇都宮市清原工業団地内 

１２月 障がい者週間啓発事業 オリオン通り等 

第２２回全日本シクロクロス選手権大会 道の駅うつのみや ろまんちっく村 

公開講座「教育なう」 教育センター コミュニティホール 

宇都宮市文化会館事業「宇都宮・和の祭典」 オリオンスクエア 

２９年 

１月 

成人式 市内２５会場（ホテル，結婚式場等） 

栃木県自治会連合会 会長研修大会 栃木県総合文化センター 

宇都宮美術館企画展「大谷展」（仮） 宇都宮美術館 

２月 ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ２０１７ 宇都宮市東市民活動センターホール 

宮っ子表彰・義務教育９年間皆勤賞表彰式 宇都宮市役所１４大会議室 

宇都宮シクロクロスシリーズ ＡＪＯＣＣ公式戦 みずほの自然の森公園 

・ 記念事業については，変更・修正等が生じることがあります。 


