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はじめに

はじめに 

豊橋市は、明治３９年（１９０６年）８月１日、全国６２番目（愛知県では名古屋市

に次いで２番目）に市制を施行しました。平成１８年（２００６年）には１００周年を

迎え、「市民協働」を合言葉に、シンボルイベントや地域イベントなど多くの記念事業

を実施し、これらのイベントを通じ市民の団結力や情熱、そして地域のネットワークを

育むなど、大きな成果を上げました。 

あの感動から１０年。 

豊橋市は平成２８年（２０１６年）８月１日に市制１１０周年を迎えます。

１００周年からの１０年を振り返ってみますと、３．１１の東日本大震災を転機とし

た、地域コミュニティや絆の大切さの再認識など、人々の価値観やまちづくりのあり方

を根底から見直すきっかけとなる出来事がありました。またこれからの１０年を見通す

と、東京一極集中化や人口減少に伴う地方創生への対応など、これまで経験したことが

ない未来へ、力を合わせて立ち向かっていかなければなりません。 

 しかし、過去を振り返れば、豊橋は先覚者たちにより幾多の困難を乗り越えてきまし

た。この節目の年を迎えるにあたり、このまちの歴史を振り返るとともに、本市の礎を

築いていただいた先人の功績に敬意と感謝の意を表したいと思います。 

 そして、地方都市の衰退が懸念される時代だからこそ、豊橋に関わる一人ひとりが、

今一度自分たちのまちに目を向け、出会いや交流を通じて魅力を発見・発信し、新たな

魅力や活動を生み出すきっかけの年としていきたいと思います。 

 次の１０年に向けて、これまで以上にいきいきと輝く一歩を踏み出しましょう。 



基本計画

Ⅰ 基本的な考え方

１．記念事業の理念 

市制１１０周年という節目に、１００周年で培った「市民協働

発展し、１１０周年での出会いや交流を通じて、今一度、自分たちのまちに目を向

け、豊橋の魅力を発見・発掘・認識する活動を起こすことで、新たな魅力や活動を

生み出すなど、豊橋に関わる誰もがこれまで以上に健康でいきいきと輝く社会を目

指します。 

２．記念事業の基本方針 

豊橋が持つ魅力の発見・発掘・認識

イベントの実施などを通した

する 

イベントなどの企画・運営・実施などにより、豊橋に関わる

×「つながる」×「かかわる」

と輝くためのきっかけづくりとする。

３．テーマ 

「人」も「まち」も いきいきと輝く豊橋

４．記念事業のロゴ

５．実施期間 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで
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市制１１０周年という節目に、１００周年で培った「市民協働」の理念を継承・

発展し、１１０周年での出会いや交流を通じて、今一度、自分たちのまちに目を向

け、豊橋の魅力を発見・発掘・認識する活動を起こすことで、新たな魅力や活動を

生み出すなど、豊橋に関わる誰もがこれまで以上に健康でいきいきと輝く社会を目

魅力の発見・発掘・認識

イベントの実施などを通した出会いや交流を創出し、豊橋らしさを発信・継承

イベントなどの企画・運営・実施などにより、豊橋に関わる人たちが

「かかわる」体験を通し、この豊橋の地において、

ためのきっかけづくりとする。

いきいきと輝く豊橋

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

■ロゴについて

出会いや交流は、挨拶から始まります。

挨拶には、心を開いて近づくという意味があります。

人にとってもまちにとっても優しく、明るく健康的な

コミュニケーションを象徴する言葉、そして

をアピールする言葉として「Ｈｅｌｌ０」（ハロー、

こんにちは）をデザインしたものです

基本的な考え方

」の理念を継承・

発展し、１１０周年での出会いや交流を通じて、今一度、自分たちのまちに目を向

け、豊橋の魅力を発見・発掘・認識する活動を起こすことで、新たな魅力や活動を

生み出すなど、豊橋に関わる誰もがこれまで以上に健康でいきいきと輝く社会を目

し、豊橋らしさを発信・継承

人たちが「知る」

体験を通し、この豊橋の地において、いきいき

出会いや交流は、挨拶から始まります。

挨拶には、心を開いて近づくという意味があります。

人にとってもまちにとっても優しく、明るく健康的な

コミュニケーションを象徴する言葉、そして 110 周年

をアピールする言葉として「Ｈｅｌｌ０」（ハロー、
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基本的な考え方基本計画

６．事業構成 

周
年
記
念
事
業

１ 記念式典 

２ 記念イベント 

（１） シンボルイベント

夏色MERRY blossom 

～笑顔あふれる花のまち～

みんなでつなごう！

花と野菜でＦＵＮ ＮＩＧＨＴ ＲＵＮ

（２） 個別イベント

参加して楽しむ・・・豊橋まつり、歩行者天国、ナイトガーデン等

いきいき（健康）・・・マラソン、健康マイレージ 等

  学 び ・ 発 見・・・まちづくり講習会、豊橋ゼミナール 等

見て・聴いて楽しむ・・・自然史博物館特別企画展、三遠南信ふるさと歌舞伎 等

  そ の 他・・・フラワーギフトアニバーサリー 等

（３） 関連イベント

海フェスタ東三河

あいちトリエンナーレ２０１６

ＮＨＫ公開番組放送

（４） 市民提案イベント

      市民活動グループや団体、企業が自主的に企画・実施するイベントなど 

に事業費等の一定の支援を行います。 

（５） 協賛イベント

市民活動グループや団体、企業が自主的に企画・実施するイベントなど 

      にロゴの使用や広報など一定の支援を行います。

３ 広報・出版等 

【時期】平成２８年８月１日（月）

【会場】穂の国とよはし芸術劇場プラット

110 



実施計画

Ⅱ 市制１１０周年記念事業 

１．記念式典

市制１１０周年の節目を祝う記念式典を行い、先人のたゆまぬ努力と輝かしい功績に

感謝するとともに、過去を継承し、現在を認識し、未来に向けて考える機会とします。

【時期】 平成２８年８月１日（月）

【場所】 穂の国とよはし芸術劇場

【内容】 ◆構成 

第１部 記 念 式

第２部 ミニコンサート等

◆表彰、感謝状贈呈（第１部）

市制の発展や住民福祉の向上に貢献された方々へ表彰・感謝状の贈呈

のほか、市民等によるミニコンサート・アトラクションを実施します。

◆次代を担う若者によるパフォーマンス（第２部）

次代を担う若者が、個人の夢やこれからの豊橋を表現・体感できる場

を企画・展開します。
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市制１１０周年の節目を祝う記念式典を行い、先人のたゆまぬ努力と輝かしい功績に

感謝するとともに、過去を継承し、現在を認識し、未来に向けて考える機会とします。

平成２８年８月１日（月）

穂の国とよはし芸術劇場 プラット 

記 念 式 典 午前 

ミニコンサート等 午後 

◆表彰、感謝状贈呈（第１部）

市制の発展や住民福祉の向上に貢献された方々へ表彰・感謝状の贈呈

のほか、市民等によるミニコンサート・アトラクションを実施します。

◆次代を担う若者によるパフォーマンス（第２部）

次代を担う若者が、個人の夢やこれからの豊橋を表現・体感できる場

を企画・展開します。

記念式典

市制１１０周年の節目を祝う記念式典を行い、先人のたゆまぬ努力と輝かしい功績に

感謝するとともに、過去を継承し、現在を認識し、未来に向けて考える機会とします。

市制の発展や住民福祉の向上に貢献された方々へ表彰・感謝状の贈呈

のほか、市民等によるミニコンサート・アトラクションを実施します。

次代を担う若者が、個人の夢やこれからの豊橋を表現・体感できる場
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記念イベント実施計画

２．記念イベント

記念イベントは、テーマに掲げる「「人」も「まち」もいきいきと輝く豊橋」の実現

に向け、イベント等による出会いや交流を通じて、今一度、自分たちのまちに目を向け、

豊橋の魅力を発見・発信することで、新たな魅力や活動を生み出すなど、豊橋に関わる

誰もがこれまで以上に健康でいきいきと輝くきっかけをつくります。 

（１）シンボルイベント 

市制１１０周年記念事業の核として、これからのまちづくりを見据え、多くの市民

が参加して新たな魅力を発見・発信し、豊橋らしさを次の時代につなげるイベントを

展開します。 

「夏色 ＭＥＲＲＹ blossom ～笑顔あふれる花のまち～」

まちなかを多くの市民に育ててもらった花で飾り、優しくいきいきとしたまちの

景観を作ります。まちを大切にする気持ちの醸成や、新たな出会いや交流を通じて、

まちの魅力を発信します。

【時期】 平成２８年７月３０日（土）～８月１日（月） 

【場所】 豊橋駅を中心とするまちなか 

【内容】 ◆多くの市民が育てたヒマワリをまちなかに展示 

◆『笑顔の花』や将来の豊橋への『応援メッセ

ージ』をまちなかに展開 

◆駅前クリーンアップ大作戦 

◆こども夜店・ＴＯＹＯはしごナイト 

「みんなでつなごう！花と野菜でＦＵＮ ＮＩＧＨＴ ＲＵＮ」

豊橋の美しい花やおいしい農産物を楽しみながら家族や仲間とたすきをつなぐリ

レーマラソンを通じて、いきいきと継続的に健康づくりに取り組むきっかけをつく

ります。 

【時期】 平成２８年８月２７日（土） 

【場所】 豊橋公園 

【内容】 ◆豊橋スムージーの開発・提供 

◆ＦＵＮ ＲＵＮマルシェによる豊橋の名産物 

の出店・販売 
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記念イベント実施計画

（２）個別イベント 

市民が見て、聴いて、参加して、出会いや交流を創出し、豊橋の魅力を学び・発見・

発信するとともに、心もからだも健康でいきいきと輝けるように、工夫を凝らしパワ

ーアップしたイベントを開催します（詳細は９ページを参照）。 

【一例】 

参加して楽しむ・・・豊橋まつり、歩行者天国、ナイトガーデン、スタンプラリー など

いきいき（健康）・・・マラソン、健康マイレージ ウォーキングイベント など

学 び ・ 発 見・・・まちづくり講習会、豊橋ゼミナール、こども会議 など

見て・聴いて楽しむ・・・自然史博物館特別企画展、三遠南信ふるさと歌舞伎 など

そ の 他・・・フラワーギフトアニバーサリー、消防出初式 など

（３）関連イベント 

市制１１０周年に合わせ広域的に開催する「海フェスタ東三河」と「あいちトリエ

ンナーレ２０１６」などのイベントやＴＶ番組などと連携し、一体的に盛り上げます。 

「海フェスタ東三河」

「海の日」を祝う「海フェスタ」を愛知県東三河８市町村で開催することにより、

海・川・港の魅力や重要性を次の世代へ繋げ、多彩で豊かな地域資源の魅力を全国

に発信します。 

【時期】 平成２８年７月１６日（土）～７月３１日（日） 

【場所】 東三河８市町村 

【内容】 ◆式典、海の総合展、地域交流イベントなど 

「あいちトリエンナーレ２０１６」

３年に一度開催される、あいちトリエンナーレの会場の一つとして、豊橋市で初

めて国際芸術祭を開催します。現代アートの展示や舞台芸術の上演等により、芸術

文化によるまちづくりを推進します。 

【テーマ】 虹のキャラヴァンサライ 創造する人間の旅 

【時期】 平成２８年８月１１日（木・祝）～１０月２３日（日）

【場所】 名古屋・豊橋・岡崎市内のまちなか 

【内容】 ◆現代アートの展示、舞台芸術の上演など 

「ＮＨＫ公開番組放送「新・ＢＳ日本のうた」 

【時期】 平成２９年２月２３日（木） 

【場所】 アイプラザ豊橋 

【内容】 ◆公開番組放送の収録 

提供：独立行政法人航海訓練所 
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記念イベント実施計画

（４）市民提案イベント 

市民活動グループや団体及び企業などが、市制１１０周年記念事業の基本理念等に

基づき自主的に企画し実施するイベントなどに、事業費等の一定の支援を行うことで、

市制１１０周年を盛り上げます（詳細は１６ページを参照）。 

＜補助金＞ 

【対象事業】 多くの市民が参加し、豊橋を広く市内外に発信でき、新たな出会いや

交流が生まれるもので、平成２８年４月～平成２９年３月に実施する

事業 

【補助金額】 上限５０万円 

補助対象経費（報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料な

ど） 

（５）協賛イベント 

市民活動グループや団体及び企業などが実施するイベントなどで、市制１１０周

年記念事業の趣旨に沿うものにロゴの使用や広報など一定の支援を行います。 

＜ロゴの使用方法＞ 

【対象】 市制１１０周年を目的とし制作するイベントのポスターやチラシ、物

品など 

【申し込み】 平成２９年３月３１日まで市役所行政課にて随時受付 

３．広報・出版等

ＨＰや広報紙、ＳＮＳ、フラッグ、フリーペーパーなど広報媒体を組み合わせて、効

果的に１１０周年記念事業をＰＲします。また、近代豊橋の礎を築いた方々をイベント

やＷｅｂなどを通じて紹介し、先人の功績に敬意と感謝を表すとともに、ライフスタイ

ルブックの発行など豊橋の魅力を発信します。

＜出版物等＞ 

・とよはしライフスタイルブック 

・英語版市勢要覧

・『郷土豊橋を築いた先覚者たち』の電子書籍化
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記念イベント一覧実施計画

４．記念イベント一覧

記念式典 

開催時期 開催場所 イベント等の概要

シンボルイベント

開催時期 開催場所 イベント等の概要

7月30日（土）～
8月１日（月）

豊橋駅を中
心とするま
ちなか

まちなかを多くの市民に育ててもらった花
で飾り、優しくいきいきとしたまちの景観を
作ります。まちを大切にする気持ちの醸成
や、新たな出会いや交流を通じて、まちの
魅力を発信します。

8月27日(土）
豊橋公園

豊橋の美しい花やおいしい農産物を楽し
みながら家族や仲間とたすきをつなぐリ
レーマラソンを通じて、いきいきと継続的に
健康づくりに取り組むきっかけをつくりま
す。

8月1日（月）
穂の国とよ
はし芸術劇
場プラット

イベント名等

記念式典
<行政課>

夏色 MERRY blossom
～笑顔あふれる花の
まち～
<公園緑地課>

みんなでつなごう！
花と野菜で
FUN NIGHT RUN
<スポーツ課>

イベント名等

市制110周年の節目を祝う記念式典を行
い、先人のたゆまぬ努力と輝かしい功績に
感謝するとともに、過去を継承し、現在を認
識し、未来に向けて考える機会とします。
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記念イベント一覧実施計画

個別イベント 

区分 イベント名等 開催時期 開催場所 イベント等の概要

「地域の魅力、
再発見！」～出
かけて、感じ
て、ええじゃな
いか豊橋～
<市民協働推進
課>

4月17日（日）～
29年1月7日（土）

市内一円
豊橋市内32か所の自治会おすすめの名
所、旧跡、まつりなど、スタンプラリーを通し
て豊橋の魅力を再発見します。

街中（まちじゅ
う）530アート大
作戦　～街中
に満開のひま
わりを咲かせよ
う！～
<環境政策課>

5月1日（日）～
29年3月31日（金）

市内一円

ひまわり柄の「530アートごみ袋」を制作し、
全市一斉に行う春と秋の530運動実践活動
で使用するほか、「夏色 MERRY blossom
～笑顔あふれる花のまち～」など、記念イ
ベントでの清掃にも使用します。

豊橋まちなか
歩行者天国
<まちなか活性
課>

5月～7月、
9月～11月

広小路通
り、ときわ
アーケード

世界の大道芸・サブカルチャー・グルメ・ク
ラフトビール・はたらく車・ハロウィン・アウト
ドア・音楽・ファッション等をテーマに歩行
者天国を全10回開催します。

豊橋市制110周
年記念『第九』
演奏会
<文化課>

6月5日（日）
アイプラザ
豊橋

ベートーヴェン交響曲第9番合唱付きを演
奏します。出演者と観客がともに豊橋市制
110周年を祝います。

子どもクリーン
隊～打ち水大
作戦～
<こども未来館>

7月31日(日)

ときわ商店
街、広小路
商店街、花
園商店街
（予定）

こども未来館に集合して、子ども達がみん
なでゴミ拾い活動をする子どもクリーン隊を
パワーアップし、新たに商店街に打ち水を
して夏を涼しくします。

プレミアムナイト
ガーデン
<動植物公園>

8/6(土）・7(日）・13
（土）～21(日）・
27(土）・28(日）の13
日間（予定）

豊橋のんほ
いパーク

従来のナイトガーデンから、開催期間およ
び開催エリアを拡大し、夜間展示動物を増
やすとともに大型のプロジェクションマッピ
ングを活用した新たなイベントなどを加えた
プレミアムナイトガーデンとして開催しま
す。

参
加
し
て
楽
し
む
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記念イベント一覧実施計画

個別イベント（つづき） 

区分 イベント名等 開催時期 開催場所 イベント等の概要

『議会deクイズ』
～議場で楽し
む。議会を学
ぶ。　大人の階
段、のぼるクイズ
～
<議会事務局庶
務課>

8月20日（土）
豊橋市役所
西館8階
市議会議場

市内中学生を対象に議場でクイズ大会を
開催し、未来を担っていく子供たちが楽し
みながら議会について学びます。

第62回ええじゃ
ないか豊橋まつ
り内イベント
「ええじゃない
か！天才クイズ
in豊橋」
<観光振興課>

10月16日（日）
穂の国とよ
はし芸術劇
場プラット

市内小学校の高学年を対象に「豊橋の歴
史」をテーマとしてさまざまなジャンルから
出題し、豊橋市の歴史を楽しく学びます。

中学校合唱
フェスティバル
<学校教育課>

11月26日（土）
豊橋市公会
堂

市内中学生による「合唱フェスティバル」を
開催し、各中学校における合唱活動の成
果を披露します。

とよはしクリスマ
スマーケット
<まちなか活性
課>

12月23日(金）・24日
(土）

豊橋駅南口
駅前広場

イルミネーションや音楽演奏でクリスマスの
雰囲気を盛り上げ、グルメや雑貨、クラフト
体験の屋台が並ぶ本場ドイツ風のクリスマ
スマーケットを開催します。

世界雑巾
<行政課>

未定
豊橋市立く
すのき特別
支援学校

子どもたちの体力増進やモノを大切にする
心を養うため、雑巾がけレースを開催しま
す。
【部門】
小学校1～3年生、小学校4～6年生、一般
男子、一般女子、ペア、団体

豊橋ええじゃな
いか映画祭（仮
称）
<シティプロ
モーション課>

29年3月3日（金）～5
日（日）

穂の国とよ
はし芸術劇
場プラット

穂の国とよはし芸術劇場プラットで、豊橋ら
しい映画祭を開催します。

い
き
い
き

（
健
康

）

とよはし健康マ
イレージ～豊橋
産野菜を食べ
て健康になろう
～
<健康増進課>

通年 ―

とよはし健康マイレージに参加し、生活習
慣の改善に取り組んだり、健診・イベントに
参加したり、歩くことでポイントをためると、
抽選で豊橋野菜とお米の詰め合わせセット
が110人の方に当たります。（※抽選は9月）

参
加
し
て
楽
し
む
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記念イベント一覧実施計画

個別イベント（つづき） 

区分 イベント名等 開催時期 開催場所 イベント等の概要

豊橋スポーツ
鬼ごっこキッズ
選手権大会
<スポーツ課>

7月30日（土）
豊橋陸上競
技場（豊橋
公園内）

今、豊橋で熱い「スポーツ鬼ごっこ」の市内
小学生選手権大会を開催します。各校区
子ども会から選抜されたチームが、初代
チャンピオンを競います。

第36回豊橋み
なとシティマラソ
ン
<スポーツ課>

11月6日(日)
豊橋総合ス
ポーツ公園

豊橋みなとシティマラソンをパワーアップ
し、新たに車椅子競技部門を設け、全16部
門で開催します。
（3歳から高齢の方まで安心して楽しめる無
料ジョギング部門あり）

2ＤＡＹマーチ
～秋のだーい
遠足～
<健康増進課>

11月26日（土）・27日
（日）

市内

2ＤＡＹマーチ（遠足）を開催します。初級・
中級・上級コースを設け、みんなで楽しく
ウォーキングしながら、市内の名所を再発
見します。

第４回普門寺
ウォーク！
<美術博物館>

12月3日（土） 普門寺

普門寺でのウォーキングイベントをパワー
アップし、文化財の特別公開や学芸員によ
る説明などで楽しく学びながら、中世の山
寺跡である普門寺旧境内をマップを片手
にめぐります。

第8回穂の国・
豊橋ハーフマラ
ソン
<スポーツ課>

29年3月26日(日)
豊橋公園ほ
か

穂の国・豊橋ハーフマラソンをパワーアップ
し、コース終盤の応援エリアにおいて応援
団長として豊橋ゆかりの選手を招聘し、選
手と大会を盛り上げます。

知っトク！豊橋
ゼミナール
（キックオフイベ
ント）
<シティプロ
モーション課>

6月25日（土）・26日
（日）

こども未来
館

豊橋市の魅力を知る方々が講師としてここ
にこに集結します。
豊橋の様々な魅力をステージで、教室で、
楽しく学べる2日間です。

知っトク！豊橋
ゼミナール
<生涯学習課>

通年（28年度～32年
度）

地区市民館
ほか

市内全22地区市民館で豊橋に関する新た
な発見・学びの講座を開催します。

い
き
い
き

（
健
康

）

学
び
・
発
見
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記念イベント一覧実施計画

個別イベント（つづき） 

区分 イベント名等 開催時期 開催場所 イベント等の概要

とよはし星空
キャラバン隊
あなたの地域
に星空をお届
け！
<科学教育セン
ター>

通年（年5回程度） 市内一円

星空観望会をパワーアップして、星空を見
たい場所を募集するとともに、希望の場所
へ出向き、市民ボランティアと協働で観望
会を開催します。新たな星空観望スポットと
して魅力を発見・発信します。

第62回東海公
衆衛生学会学
術大会
<健康政策課>

7月16日（土）
穂の国とよ
はし芸術劇
場プラット

公衆衛生分野の研究者等による研究発表
に加え、健康なまちづくりをテーマに市民
向け講演会を開催します。

こども会議
～市長さんと語
ろう～
<広報広聴課>

8月29日（月）
こども未来
館

市内にある23の中学校の生徒代表が集ま
り、豊橋市について感じていることや、豊橋
市の未来について話し合います。

外国人集住都
市会議とよはし
2016
<多文化共生・
国際課>

29年1月31日(火）
穂の国とよ
はし芸術劇
場プラット

ニューカマーと呼ばれる南米日系人を中心
とする外国人住民が多数居住する自治体
関係者が集まり、会員都市や国、関係団体
によるシンポジウムの開催や、会員都市首
長と国によるトークセッションなどを実施しま
す。

まちづくり講習
会
<市民協働推進
課>

29年2月5日（日）（予
定）

豊橋市公会
堂（予定）

例年自治会向けに開催しているまちづくり
講習会をパワーアップし、対象を市民活動
団体などまで拡げ、まちづくり活動に関
わっている人や興味のある人向けの講習
会を開催します。

メディカルプロ
レス
<健康政策課>

未定（夏、秋ごろ） 未定

適正受診の普及に向けて、現役医師がプ
ロレスラーに扮し、リングという舞台で突然
のけが等で困ったときの対処方法や日常
生活における医療問題をコミカルに分かり
やすく説明します。

見
て
・
聴
い
て
楽
し
む

特別企画展「メ
ガ恐竜展 in 豊
橋」
<自然史博物館
>

7月15日（金）～
10月10日（月）

自然史博物
館

史上最大の陸上動物とされる恐竜「竜脚
類」の大型化をテーマとして開催します。日
本初公開の実物化石や、貴重な大型骨格
標本などを展示するほか、体験イベントや
記念講演会も行います。

学
び
・
発
見
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記念イベント一覧実施計画

個別イベント（つづき） 

区分 イベント名等 開催時期 開催場所 イベント等の概要

第7回豊橋青少
年オーケストラ
キャンプ
<文化課>

7月27日（水）～
7月30日（土）

ライフポート
とよはし

東三河地域の中学生・高校生と、ドイツか
ら招いた講師が3日間の集中的なレッスン
を行ったあと、最終日にコンサートを行いま
す。

放浪の天才画
家　山下清展
<美術博物館>

9月22日(木)～
10月23日(日)

豊橋市美術
博物館

画家としての山下清が何を考え、何を感じ
ながら作品を生み出したのかという視点に
立ち、初期から最晩年までの代表的な貼
絵をはじめ、油彩や水彩画、ペン画、陶磁
器や資料により山下清の全貌を展観しま
す。

ブラジリアン
アートフェスティ
バル
<多文化共生・
国際課>

10月1日（土）（予定）
穂の国とよ
はし芸術劇
場プラット

日本人も含め外国人も共に楽しめるイベン
トとして、日系ブラジル人のアーティストを
本国から招聘し、音楽イベント等を開催しま
す。

美術博物館リ
ニューアル記
念展「NIHON
画・新たな地平
を求めて」
<美術博物館>

10月29日（土）～
12月11日（日）

豊橋市美術
博物館

中村正義、星野眞吾、平川敏夫、大森運
夫、高畑郁子ら豊橋ゆかりの日本画作品を
中心に、戦後の日本画界をリードした代表
的作家から、トリエンナーレ豊橋はじめ現
代画壇で活躍する若手作家の作品を紹介
します。

とよはしキラキ
ラ☆イルミネー
ション2016
<まちなか活性
課>

11月中旬～
29年1月中旬

豊橋駅東口
駅前周辺

「冬空のヒカリ散歩」をキャッチフレーズに、
市制110周年にふさわしいイルミネーション
でまちなかを彩ります。

ステアーレース
2016イン豊橋
大会
<消防本部総務
課>

11月20日（日）
豊橋のんほ
いパーク

全国の消防士や警察官たちが、のんほい
パーク展望塔に集まり階段を駈け上がるタ
イムレースを開催します。併せて豊橋の魅
力を発信するため物産展などを開催しま
す。

第23回三遠南
信ふるさと歌舞
伎交流豊橋大
会
<文化課>

11月27日（日）
穂の国とよ
はし芸術劇
場プラット

三遠南信地域の地芝居（素人歌舞伎）の
保存会が一堂に会し歌舞伎を上演します。
（入場無料）

見
て
・
聴
い
て
楽
し
む
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記念イベント一覧実施計画

個別イベント（つづき） 

区分 イベント名等 開催時期 開催場所 イベント等の概要

障害者週間
アートで「知る」
×「つながる」
×「かかわる」
<障害福祉課>

12月10日（土）
穂の国とよ
はし芸術劇
場プラット

障害のある人もない人もお互いに「知る」×
「つながる」×「かかわる」ことができるアート
企画、工作企画、講演会を開催します。

「普門寺と国境
のほとけ」展
<美術博物館>

29年1月21日（土）～
2月26日（日）

豊橋市美術
博物館

普門寺の考古学調査や総合調査の成果を
もとに構成する展覧会。出土品や平安時
代の木札を含む数々の古文書、素晴らし
い造形美をみせる仏像などを一堂に展示
し、三河・遠江の国境に花開いた仏教文化
を紹介します。

豊橋・ヴォルフ
スブルグ交流
展
<美術博物館>

29年2月25日(土)～
3月26日(日)

豊橋市美術
博物館

パートナーシティ交流事業として、豊橋市
美術博物館・ヴォルフスブルグ市立美術館
の収蔵品による交換展を開催します。

ふるさと寄附返
礼品
<観光振興課>

通年 －

豊橋市を応援しようとする人々からの寄附
金を活用し、個性豊かで魅力あるふるさと
づくりを実現するため、ふるさと寄附制度を
利用した方へ豊橋産品の返礼品を送りま
す。

新生代展示室
改装記念式典
<自然史博物館
>

5月2日（月）
自然史博物
館

新生代展示室がより魅力のある展示室とし
てリニューアルオープンすることを記念し
て、地元の児童を招き一緒にお祝い・テー
プカットするほか、名古屋芸術大学の皆さ
んによる自然史博物館オリジナル曲の初披
露など、ミュージアムコンサートも開催しま
す。

Flower Gift
Anniversary～
花贈り記念日
～
<市民課>

8月1日(月)・2日(火)
8月8日（月）

豊橋市役所
西館1階
市民課前

窓口に婚姻届または出生届を提出した方
に、即興で作ったミニブーケをプレゼントし
ます。

そ
の
他

見
て
・
聴
い
て
楽
し
む

29年1月7日（土）
豊橋球場
（豊橋公園）

平成29年豊橋
市消防出初式
<消防本部総務
課>

例年市内の消防関係者が一堂に集い開催
している出初式をパワーアップし、消防めし
の振舞いや、各種団体がアトラクション等に
参加するなど、市民参加型のイベントとして
開催します。
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記念イベント一覧実施計画

関連イベント 

開催時期 開催場所 イベント等の概要

7月16日（土）～
7月31日（日）

東三河8市
町村

「海の日」を祝う「海フェスタ」を愛知県東三
河8市町村で開催することにより、海・川・港
の魅力や重要性を次の世代へ繋げ、多彩
で豊かな地域資源の魅力を全国に発信し
ます。

海フェスタまち
なかウェルカム
イベント
<まちなか活性
課>

7月17日（日）・18日
（月・祝）

豊橋駅南口
駅前広場

豊橋駅前にて、来訪者を豊橋・東三河の
「食」や「酒」、「特産品」でおもてなしする特
産市や和太鼓演奏などステージイベントを
開催します。

企画展「ミニ水
族館」
<自然史博物館
>

7月23日（土）～
8月7日（日）

自然史博物
館

近隣の海や藻場などに生息する「綺麗」、
「可愛い」、「珍しい」、「危険」な魚介類を飼
育展示します。
タッチングプールでは実際に生物に触れる
体験もできます。

8月11日（木・祝）～
10月23日（日）

豊橋駅前周
辺

3年に一度開催される、あいちトリエンナー
レの会場の一つとして、豊橋市で初めて国
際芸術祭を開催します。現代アートの展示
や舞台芸術の上演等により、芸術文化によ
るまちづくりを推進します。

29年2月23日（木）
アイプラザ
豊橋

ＮＨＫの人気番組『新・ＢＳ日本のうた』の公
開収録を行います。

あいちトリエンナーレ
2016
<文化課>

NHK公開番組放送
『新・ＢＳ日本のうた』
<観光振興課>

イベント名等

海フェスタ東三河
<みなと振興課>
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記念イベント一覧（市民提案イベント）実施計画

市民提案イベント 

団体名 事業の名称

アイスタイルデザイン「しずく企画室」
季節誌しずく別冊　百肖～ひゃくしょう～写真
展

あいちＩＣＴ推進協会
Pepperによるご当地クイズと豊橋のイベントと企
業紹介で豊橋をアピール！

愛知県自閉症協会・つぼみの会
障害があってもこの町で共に生きるために、共
に学び、共に働く

学校法人愛知大学 愛知大学公館見学会及び講演会

浅井　悠子
とよはしっておもしろい町だに！読んだら好き
になる 絵本とよはし

アップトゥーミー
親と子がともに学ぶ場の創出により目指す格
差社会の打破、機会の増大

株式会社イージェイ
豊橋の特産農作物を使った「豊橋ジュース」の
開発と首都圏でのPR

いきものがたり工房 鈴木愛さんのパフォーマンス書道

イケハヤ事務所
第１回全国ブロガーサミットin豊橋
～地方創生にオンラインメディアができること

一尾　直樹 豊橋市を舞台にした短編映画の製作・公開

岩屋緑地に親しむ会
「岩屋緑地」サクラ広場再生事業の第１歩（豊
橋３大桜の名所）

うずらインキュベータ
連続ワークショップ「まちの魅力をオープン
データで発信！」

エキサイティング・シニア・カーニバル実行委
員会

「TOYOHASHI　フォークジャンボリー　２０１６」

大津屋物産株式会社
市制110周年記念事業　「おに」のまちで大節
分イベント

表浜ビーチスクール豊橋 第1回豊橋市長杯サーフィン大会

株式会社オリエント楽器　豊橋店
ブラスジャンボリー2017　in　豊橋　with　オリエ
ント楽器　～みんなで楽しむ大合奏～
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記念イベント一覧（市民提案イベント）実施計画

市民提案イベント（つづき） 

団体名 事業の名称

カントリーモーニング
マウンテンバイク四時間耐久レース　in　豊橋
下条

劇団豊橋演劇塾 劇団豊橋演劇塾　演劇公演

茶道裏千家談交会三河青年部（豊橋地域）
子どもが手掛けたオンリーワンの豊橋筆で、東
海各地の方をおもてなし

サマーキッズフェスティバル実行委員会 サマーキッズフェスティバル

じゃんだらどりぃぃむ
豊橋市市制施行110周年記念ショートドラマ制
作

スポーツ鬼ごっこサークル 秋祭スポーツ鬼ごっこ大会

株式会社セブンスワンダー TOYOHASHI　BRASIL　FESTIVAL

多米町自治会　地域教育力向上委員会
被災地の高校生が「自分たちが住む町を！」と立ち上が
る。高校生自らが動く、市民協働のまちづくり。震災が生
んだ奇跡の地方創生を同世代交流で豊橋へ。

男声合唱団ふんけんクラブ
豊橋市民と三遠南信地区の100名による男声
合唱の集い（仮称）

中部アイティ協同組合東支部 IoT×農業

つつじが丘ジュニアマーチングバンド とよはし110祝祭マーチングバンド　設立

手しごと市inToyohashi実行委員会 手しごと市　in Toyohashi

デジタルバンクジャパン株式会社
王琳娜（おう　りんな）の今日からはじめる！日
中友好「観光おもてなし中国語」と「豊橋名産
＆観光ガイド」冊子の無料配布

手筒花火を広める会
豊橋手筒花火王国　呼称：Toyohashi Tedutsu
Land（略称：TTL）

豊橋110周年動画制作グループ 豊橋110周年　動画セミナー

豊橋SUP協会
豊川SUP（スタンドアップパドルボード）クルー
ジング体験
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記念イベント一覧（市民提案イベント）実施計画

市民提案イベント（つづき） 

団体名 事業の名称

豊橋市駅前大通地区まちなみデザイン会議
『He110！トヨハシ　アート・カンファレンス』
～現代アートで豊橋まちなかの魅力をアップし
よう！～

豊橋温室園芸農業協同組合 生産物並びに加工品・料理　品評会

豊橋雅楽愛好者衆「千里」
和の心　見て・ふれて・感じてみよう　豊橋に伝
わる日本文化（仮題）

豊橋学生フリーペーパー編集部
若者向け豊橋ローカルフリーペーパー製作事
業

社会福祉法人豊橋市福祉事業会 とよはし１１０周年記念　第４７回福祉まつり

豊橋市制１１０周年記念局実行委員会
豊橋市制１１０周年記念アマチュア無線局運
営事業

とよはし市電を愛する会
ええじゃないか豊橋・市電の日～沿線歴史探
訪ハイキング

豊橋手話通訳学習者の会
障害者の視点に立った防災をテーマとした活動
『コミュニケーション支援を考える防災のつどい』及
び『避難所絵カード等普及事業』

豊橋商工会議所青年部
ええじゃないか豊橋５３０発信隊　IN
TOKYO(仮称）

とよはし女性フォーラム
～リレートーク～　とよはしとぼくとわたしの未来
予想図

豊橋新卒農業部
耕作放棄地で豊橋の味：地豆を子供たちと育
てよう

公益財団法人　豊橋青年会議所
豊橋の未来を切り拓く！37万人総活躍のリー
ダーシップ～グローバル時代に勝ち残る日本
人の条件～講演会

豊橋太鼓連合会
（仮称）和太鼓が伝える郷土の文化「古今四季
めぐり」

豊橋デザイン会議 東三河七十二候イラスト制作事業

豊橋「東北幸福市」実行委員会
「知って・食べて・つながる！豊橋・東北幸福
市」

豊橋ドットテレビ
野菜のPR映像「食べりん！おいしい豊橋！」
の制作とインターネット配信
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記念イベント一覧（市民提案イベント）実施計画

市民提案イベント（つづき） 

団体名 事業の名称

豊橋日独協会
豊橋日独協会創立２５周年記念行事「ドイツ無
声映画上映会」（仮称）

豊橋ハンドボール協会
平成２８年度　全日本マスターズハンドボール
大会　豊橋大会開催

豊橋百儂人 市制110周年記念特別版　百儂人まつり

豊橋筆からつながる会 筆どうぶつえん事業

とよはしフラワーウォーク実行委員会
とよはし歩行者天国de『とよはしフラワーウォー
ク』

豊橋ふれあい子ども将棋教室
日本の伝統文化　将棋で　古き良き　豊橋のま
ちづくり復活を

豊橋米　LOVE　PROJECT 豊橋米　LOVE　PROJECT

とよはしまちなかスロータウン映画祭実行委員
会

第１５回とよはしまちなかスロータウン映画祭
豊橋市制１１０周年記念映画祭コンベンション
「映画と地域文化発信」

豊橋まんが家まつり 豊橋カレーうどんPR漫画冊子の発刊事業

豊橋マンデーナイトジャズオーケストラ
とよはし市制１１０周年をジャズ演奏で祝う市民
の集い

豊橋神輿連合会 １１０周年記念　神輿渡御

豊橋麺類組合 出張そばorうどん打ち教室in小学校

豊橋木材商工協同組合
豊橋木材商工協同組合110周年　木の日PR事
業「見て、触れて、感じて」

豊橋落語天狗連
豊橋市制110周年記念公演　新春天狗連名人
会？

なっちゃんのスティールパンレッスン
博物館のまち豊橋が奏でる「スティールパン」
“恐竜”と“歴史”と“星”の「ミュージアム・コン
サート」

虹のとびら
表浜 BLUE WALK2016― つづく足跡つなが
る想い―
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記念イベント一覧（市民提案イベント）実施計画

市民提案イベント（つづき） 

団体名 事業の名称

西浜町自治会 Hello　豊橋　西浜踊り隊

ニッポンの前掛け展実行委員会 市役所まるっと豊橋帆前掛けミュージアム

のんほいイチゴ園とよはし
豊橋で唯一の苺狩り施設を利用した　苺狩り
クッキング婚活

のんほいよさこい実行委員会 のんほいよさこい「ええじゃないかまつり」

八町文化協会 八町校区文化財保護活動

花園商店街振興組合 吉田の宿　寺町再発見めぐり

花園ぷらす ちくわプロジェクトin花園

花男子プロジェクト
110組の一斉花贈りイベントの開催
「日本一の花贈り都市計画！110組の一斉花
贈りで、勝手にギネスに挑戦！」

合同会社　花広
豊橋110周年！110人！写真展（豊橋を築いた
人々）

ハピファミコミュニケーション
冒険RPG風ウォークラリー　豊橋クエスト
～110回目のありがとう～

浜松東三河フェニックス楽市
豊橋食材を組み合わせて美味しいフランクフ
ルト発見、目指せ110の『Oh！』

東三河の文化を語る会 東三河の文化を語る会第２０回記念講演会

ヒカリめがね編集部
リトルプレスサミットin豊橋-手づくりマルシェと
豊橋レトロさんぽ-

ひとすじの会
演劇ワークショップ「ふるさと・豊橋を築いた先
駆者たち」・市民劇「ひとすじの糸」群馬県前橋
市公演

特定非営利活動法人ビリーブ
たまごママ・たまごパパのための「アンファン
シェリ　サロン」

株式会社フェニックス
祝　市制１１０周年・Bリーグ元年　体操で「とよ
はし」と「フェニックス」を健康的に盛上げちゃ
おう。
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記念イベント一覧（市民提案イベント）実施計画

市民提案イベント（つづき） 

団体名 事業の名称

二川・大岩まちづくり協議会 「灯籠で飾ろう二川宿」　創作灯籠（陶磁器製）

古里を歩こう会（植田文化協会） 梅田川を歩き、自然に親しもう

特定非営利活動法人フロンティアとよはし
しゃべりば@とよはし～外国人高校生居場所プ
ロジェクト～

「平和・協同の学び」実行委員会 「まちづくりと協同を考える」つどい

穂の国　健歩会
穂の国豊橋　発掘ウォーク～魅力の街　出会
いと探求～

本っていいじゃん！in豊橋実行委員会
本っていいじゃん！in豊橋
絵本が育む親子の絆

まちじゅうええじゃないか豊橋110周年企画室 こどもも　まちじゅうええじゃなか！

まちの実行委員会Because 豊橋オカルト会議

まどか文庫 「おはなし110」を楽しむ会

NPO法人三河三座
NPO法人三河三座設立10周年記念
第10回吉田城薪能と吉田文楽公演

三河生物同好会
多米町滝ノ谷ビオトープの自然環境調査・観
察会と報告会

三菱レイヨン株式会社　豊橋事業所
MRC・パレットボウルin豊橋（三菱レイヨング
ループによるビーチボールバレー、ドッジボー
ルの全国大会）

みなと塾 六条潟（西浜）探検と生きものカルタつくり

木好きらく会
楽しいがいっぱい：モノづくりフェスティバルinと
よはし

吉田花祭り実行委員会 吉田花祭りの復活（豊橋三大祭りの１つ）

吉野　さつき
ワークショップ“豊橋の音から生まれるアート”
（仮）
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記念イベント一覧（市民提案イベント）実施計画

市民提案イベント（つづき） 

団体名 事業の名称

特定非営利活動法人　らるご子ども教育研究
所

子どもたちの創造性を引き出し伸ばすデジタ
ルメディア活用ワークショップとシンポジウム

リトルマウンテン 青空日和　～アウトドアで遊ぼう～（仮）

Counterpart
ちょっとハイテクに学ぶ“遠州灘の生物多様
性”フィールドワーク

(D)Toyohashi実行委員会
「(D)Toyohashi －まちのモノ・コト・ヒト デザイン
展－」の開催

fashion night Fashion night vol.5

ＪＦＦＳ実行委員会
第７回ジャパン・ファイアー・ファイターズ・スピ
リッツ（ＪFFS）

LOVE PORT TOWN実行委員会 LOVE PORT TOWNオクトーバーフェスト

NPOほの国プロジェクト ご当地アイドルとご当地グルメの祭典

特定非営利活動法人　ＮＰＯまんま せかい雑巾楽会inとよはし

Super　Swing　Jazz　Orchestra
Super　Live'16　’とよはし110周年記念ジャズ
ライブ’

TASUKI 歩の国豊橋、110年の宝探し

TBB3X3 運営事務局 TBB３×３（バスケットボール大会）

TOP　FLOOR実行委員会 TOP　FLOOR　2016

株式会社Y DESIGN 豊橋いいとこ発見！公開PV撮影イベント



記念イベント一覧（時系列）
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月区　　　分

参加して

記念式典

シンボルイベント

子ども打ち水大作戦(7/31)

夏色MERRY blossom ～笑顔あふれる花のまち～
（7/30～8/1）

記念式典（8/1）

みんなでつなごう！花と野菜で FUN NIGHT RUN （8/27）

ええじゃないか豊橋まつり内イベント「ええじゃないか！天才クイズin豊橋」
（10/16）

豊橋まちなか歩行者天国（ 回） 豊橋まちなか歩行者天国（4回）

議会deクイズ（8/20）

世界雑巾

豊橋市制110周年記念『第九』
演奏会(6/5)

街中（まちじゅう）530アート大作戦 ～街中に満開のひまわりを咲かせよう！～（5/1～3/31）

参加して
楽しむ

いきいき
（健康）

個
別
イ
ベ
ン

知っトク！豊橋ゼミナール (通年)

豊橋まちなか歩行者天国（6回） 豊橋まちなか歩行者天国（4回）

プレミアムナイトガーデン（8/6,7,13～21,27,28）

豊橋スポーツ鬼ごっこキッズ選手権大会(7/30)

第8回穂の国・豊橋ハーフマラソン(3/26)
とよはし健康マイレージ～豊橋産野菜を食べて健康になろう～ （通年）

第4回普門寺ウォーク！(12/3）

世界雑巾

「地域の魅力、再発見！」～出かけて、感じて、ええじゃないか豊橋～(4/17～1/7）

第36回豊橋みなとシティマラソン (11/6)

キックオフイベント(6/25,26)

2DAYマーチ～秋のだーい遠足～（11/26,27）

中学校合唱フェスティバル（11/26）

とよはしクリスマスマーケット（12/23,24）

豊橋ええじゃないか映画祭（仮称）（3/3～5）

抽選

学び・発見

見て・聴いて
楽しむ

ン
ト

こども会議～市長さんと語ろう～（8/29）

第7回豊橋青少年オーケストラキャンプ(7/27～30）

外国人集住都市会議とよはし2016
（1/31）

まちづくり講習会(2/5)

とよはしｷﾗｷﾗ☆ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ

2016

特別企画展

「メガ恐竜展 in 豊橋（7/15～10/10）

とよはし星空キャラバン隊 あなたの地域に星空をお届け！（年5回程度）

豊橋・ｳﾞｫﾙﾌｽ

ﾌﾞﾙｸﾞ交流展
（2/25～3/26）

第62回東海公衆衛生学会学術大会 (7/16)

ステアーレース2016イン豊橋大会(11/20)

障害者週間アートで「知る」×「つながる」×「かかわる」（12/10）

第23回三遠南信ふるさと歌舞伎交流
豊橋大会（11/27）

メディカルプロレス

NIHON画展（10/29～12/11） 普門寺展（1/21～2/26）

ブラジリアンアートフェスティバル（10/1）

山下清展 (9/22～10/23)

その他

市民提案イベント
協賛イベント

関連イベント

消防出初式（1/7）新生代展示室改装記念式典（5/2） Flower Gift Anniversary～花贈り記念日～（8/1,2,8）

海フェスタ東三河
（7/16～7/31）

あいちトリエンナーレ2016
（8/11～10/23）

NHK公開番組放送『新・BS日本のうた』(2/23)

企画展「ﾐﾆ水族館」（7/23～8/7）海フェスタまちなかウェルカムイベント（7/17,18）

ふるさと寄附返礼品 (通年)
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推進及び実施体制推進及び実施体制

１．推進体制 

２．実施体制 

以下の体制のもと、基本計画に掲げる理念・基本方針・テーマに基づき、実施計画に

掲げるイベント等の推進を図るとともに、実施にあたっては、市民活動グループや団体、

企業、大学等と連携し、市民一丸となって市制１１０周年を盛り上げます。 

実施本部 市長、副市長、全部局長を構成員とし、基本・実施計画の策定及び１１

０周年記念事業全体の推進を図る。 

実施部会 関係部長及び関係課長を構成員とし、以下の部会のもと、具体的な内容

について計画するとともに、効果的に実施する。 

・記念式典実施部会 

・シンボルイベント実施部会 

・テレビ番組放送実施部会 

・広報・出版物等実施部会 

・協働事業実施部会 

・個別イベント実施部会 

各課（室） ・個別イベントの企画・立案及び実施 

・市民提案イベントのサポート 

平成２６年度

事業
内容

体制

平成２７年度 平成２８年度

記念事業計画策定会議 実施本部

市民協働推進審議会などへ意見聴取

基本計画策定 実施計画策定 事業実施

基本計画・実施計画公表

ワーキング



豊橋市制施行１１０周年記念事業基本・実施計画

平成２８年４月

豊橋市役所 総務部行政課

電 話/0532-51-2027 
ＦＡＸ/0532-56-0789 
Ｅ-mail / gyosei@city.toyohashi.lg.jp 

豊橋市制施行１１０周年記念事業基本・実施計画


