
田辺市合併10周年記念事業
実施報告書

平成28年４月
田辺市



概要
１．趣旨
田辺市は、平成27年５月１日に合併から10周年を迎える。この節目となる機会をとらえ、将来に向かって、さらなる飛躍につながるよう合併10周

年記念事業を実施することとする。
また、事業の実施により、本市の魅力ある地域資源を効果的に市内外に発信するとともに、市民の一体感の醸成を図ることで「住んで良かった」

「訪れてみたい」「住んでみたい」と思える、田辺らしさを市民参加のもと推進する。

２．基本方針
合併10周年記念事業の実施にあたっては、市民と行政が一体となった取組を推進するため、以下の方針を定める。

(1)住みよい地域づくりを推進するため、市民の主体的な取組を促進する。
(2)本市のすばらしさや魅力ある地域資源を効果的に発信できる取組を推進する。
(3)記念事業を通して、本市の更なる飛躍につながるような事業を推進する。
(4)効率的な実施を推進するとともに、それぞれの事業につながりをもたせる取組を推進する。

３．実施期間
平成27年５月１日を合併10周年記念日とし、記念事業の実施期間は、同年４月１日から平成28年３月31日までとする。

４．キャッチフレーズ等
平成26年度において将来を見据えた田辺市のコンセプト・イメージを確立するため策定する「戦略ビジョン」において作成したキャッチフレーズ

等を活用する。

＜参考＞キャッチフレーズ市民投票

「道」をキーワードとしたキャッチフレーズ３案を合併10周年記念式典にて発表。
その後、市民投票を経て、「未来へつながる道。田辺市」に決定した。

投票期間 平成27年５月２日（土）～平成27年６月１日（月）

投票方法 市内62カ所に投票箱を設置、あわせてインターネット投票も実施した。

投票総数 9,287票 「未来へつながる道。田辺市」 4,017票
「みちの魅力。田辺市」 1,968票
「歩くほどに好きになる。田辺市」 3,302票
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５．推進体制
(1)田辺市価値創造プロジェクト検討委員会 ＜委員数：33名＞

記念事業の計画（案）の検討を行う機関として位置付ける。
自治会のほか、こどもやスポーツ等幅広い分野の地域団体等により構成する。

(2)田辺市価値創造プロジェクト推進本部 ＜本部長：市長 副本部長：副市長、教育長 本部員：部長級職員＞
記念事業推進の中心的組織であり、意思決定機関とする。
実施方針の策定、事業計画の決定、事業所管課の割り振り等の決定を行う。

(3)庁内検討会議（合併10周年部会） ＜主管課長＞
事業実施に伴う全体調整、庁内調整を行うものとする。

６．事業の構成
基本方針に合致する事業を記念事業とする。

(1)市主催事業･･･････10周年を記念して市が主体となって実施する記念式典及び記念事業の核となるにふさわしいシンボル的な事業を実施する。

(2)連携（冠）事業･･･市、各種団体、市民等が実施する既存事業。

(3)その他事業･･･････10周年記念事業の趣旨や目的に賛同し、各種団体、市民等が立案し、当該団体が主体となって実施する事業。（まちづくり補
助金の活用等）
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月 日 会議名 内容

平成26年４月10日 第１回価値創造プロジェクト推進本部 ・合併10周年記念事業基本方針（案）について

平成26年７月17日 第１回価値創造プロジェクト検討委員会 ・合併10周年記念事業基本方針（案）について

平成26年10月22日 第１回庁内検討会議（合併10周年部会） ・合併10周年記念事業基本方針の確認
・合併10周年記念事業の検討

平成27年１月30日 第２回価値創造プロジェクト検討委員会 ・合併10周年記念事業の検討

平成27年２月10日 第２回価値創造プロジェクト推進本部 ・合併10周年記念事業の承認

平成27年４月21日 第２回庁内検討会議（合併10周年部会） ・合併10周年記念事業計画について
・合併10周年記念式典について
・たなべ未来レターについて



田辺市合併10周年記念事業
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◆総括表

〈市主催事業〉田辺市合併10周年記念式典
平成27年５月２日（土）10:00～12:00 紀南文化会館大ホール

５つそれぞれの地域で実施するファミリー対象事業 文化振興事業

〈その他事業〉【田辺】室井滋と長谷川義史のしげちゃん

～絵本＆トーク＆音楽のファミリーコンサート～

〈市主催事業〉【中辺路】室井滋と長谷川義史のしげちゃん

～絵本＆トーク＆音楽のファミリーコンサート～

〈市主催事業〉【本宮】谷本賢一郎ファミリーコンサート

〈市主催事業〉【大塔】鈴木翼・ロケットくれよんファミリーコンサート

〈市主催事業〉【龍神】佐藤ひろみち＆たにぞうファミリーコンサート

〈市主催事業〉田辺市合併10周年記念特別展

「コレクションのあゆみⅠ・Ⅱ」

〈市主催事業〉大阪交響楽団オーケストラ・ファミリーコンサート

〈その他事業〉NHK公開録画「新・BS日本のうた」

〈市主催事業〉DRUM TAO（ドラム タオ）百花繚乱 日本ドラム絵巻

〈その他事業〉大蔵流茂山家狂言会

〈市主催事業〉ファンタスティックドリームモンゴル・ウランバートルサーカス団公演

〈市主催事業〉世界遺産熊野本宮館イベント事業

田辺スポーツパーク完成とあわせた記念事業

〈市主催事業〉【合併10周年プレイベント】

ジムナスティック・フェスティバル2015 in 田辺

〈市主催事業〉名球会ベースボールフェスティバル

〈市主催事業〉日本サッカー名蹴会サッカークリニック

〈市主催事業〉少年少女バレーボール教室

〈その他事業〉大相撲秋場所巡業「梅の郷場所」

連携（冠）事業

民間及び市主催で55件もの連携（冠）事業を実施

啓発・気運醸成事業

〈市主催事業〉たなべ未来レター

〈市主催事業〉ラッピングバス

〈市主催事業〉啓発事業（のぼり・横断幕の設置など）

参加人数 事業費

市主催事業 13,465人 28,887千円

連携（冠）事業 254,683人 －

その他事業 6,819人 6,731千円

計 274,967人 35,618千円

田辺市では、平成28年３月31日までの間、合併10周年記念式典を中心として、「市主催事業」
17件、「連携（冠）事業」55件、「その他事業」４件の計76件にも及ぶ各種合併10周年記念事業
を実施した。

また、「５つそれぞれの地域で実施する事業」や「田辺スポーツパーク完成とあわせた事業」、
「文化振興事業」など、子供からお年寄りまで幅広く参加頂ける事業を構築することで、延べ
274,967人にご参加頂き、田辺市の更なる一体感の醸成に向けた取組を進めることができた。

※連携（冠）事業については、既存予算で対応しているため、事業
費を記載していない。
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事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈市主催事業〉
田辺市合併10周年記念式典

田辺市 秘書課 H27.5.2（土） 紀南文化会館大ホール 1,100人 3,207千円

■実施内容等

式典では、田辺市出身の声楽家 原尚志さんによる国歌独唱、平成17年５月１日の合併の日に誕生した市内小学校４年生２名による市民憲章の朗読と来場者全員によ
る唱和などの後、真砂市長が今後10年を見据えた市の戦略ビジョンを発表。魅力あるまちづくりに向けて、交流人口の増加と地域経済の活性化に取り組むと力強く述
べた。
続いて、作曲家 八木澤教司さんが手掛けた合併10周年記念曲「いにしえの道～崇高なる紀伊の大自然を讃えて～」を大阪交響楽団の演奏で初披露。その後、市内11

校の小学４年生を中心とした児童約260名による合唱があり、来場者全員による梅ジュースの乾杯で締めくくった。

＜プログラム＞
・国歌独唱 （原尚志さん）
・市民憲章の朗読・唱和 （原太陽さん、冨田彩葉さん）
・市政功労者、善行者表彰
・田辺市価値創造戦略ビジョンの発表 （真砂市長）
・合併10周年記念曲の演奏「いにしえの道～崇高なる紀伊の大自然を讃えて～」 （作曲：八木澤教司 演奏：大阪交響楽団）
・合唱「あすという日が」 （市内小学４年生など約260名、作曲：八木澤教司）
・梅ジュースで乾杯

◆合併10周年記念式典
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◆５つの地域で実施するファミリー対象事業

事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈その他事業〉〈市主催事業〉
【田辺地域】【中辺路地域】
室井滋と長谷川義史のしげちゃん
～絵本＆トーク＆音楽のファミリーコンサート～

田辺市職員労働
組合・田辺市・田
辺市教育委員会

子育て推進課
H27.5.9（土）

～10（日）
紀南文化会館大ホール
中辺路中学校体育館

1,059人
511人

3,167千円

■実施内容等

絵本の読み聞かせ、LIVE紙芝居、音楽からなるファミリーコンサートを開催
H27.5.9（土）については、田辺市職員労働組合の主催
H27.5.10（日）については、田辺市・田辺市教育委員会の主催

事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈市主催事業〉
【本宮地域】
たにけん（谷本賢一郎）ファミリーコンサート

田辺市教育委員
会・田辺市

文化振興課 H27.6.14（日） 世界遺産熊野本宮館 150人 988千円

■実施内容等

ＮＨＫ Ｅテレ「フックブックロー」で平積傑作役として出演中の歌手、谷本賢一郎によるファミリーコンサート
を開催

事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈市主催事業〉
【大塔地域】
鈴木翼・ロケットくれよんファミリーコンサート

田辺市教育委員
会・田辺市

文化振興課 H27.7.5（日） 大塔総合文化会館 247人 326千円

■実施内容等

ＮＨＫ ＢＳプレミアム「おとうさんといっしょ」であそびや歌の提供をして活躍中の鈴木翼氏と、保育士として
勤務する中で、うたやあそびうたなどのオリジナルソングをつくってきたロケットくれよんによるファミリーコンサ
ートを開催
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事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈市主催事業〉
【龍神地域】
佐藤ひろみち＆たにぞうファミリーステージ

田辺市教育委員
会・田辺市

文化振興課 H27.8.23（日） 龍神市民センター 200人 1,303千円

■実施内容等

スーパースターコンビひろみち＆たにぞうによるファミリーステージを開催

事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈市主催事業〉
【田辺市合併10周年プレイベント】
ジムナスティック・フェスティバル2015 in 田辺

田辺市教育委員
会・田辺市

スポーツ振興課 H27.1.18（日） 田辺スポーツパーク体育館 200人 2,000千円

■実施内容等

・記念講演（早田卓次氏）
・特別招待選手や紀の国わかやま国体代表候補選手などによる演技会
・元日本代表選手である田中光氏による体操教室

◆田辺スポーツパーク完成を記念したスポーツイベント

事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈市主催事業〉
少年少女バレーボール教室

田辺市教育委員
会

スポーツ振興課 H27.5.9（土） 田辺スポーツパーク体育館 170人 387千円

■実施内容等

元バレーボール全日本男子監督の植田辰哉氏による地元小中学生へのバレーボール教室を開催
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事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈市主催事業〉
名球会ベースボールフェスティバル

田辺市教育委員
会

スポーツ振興課 H27.6.28（日） 田辺スポーツパーク野球場 300人 1,890千円

■実施内容等

日本プロ野球名球会メンバーによる地元少年野球チームへの野球教室やトークショーなどを開催

事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈市主催事業〉
日本サッカー名蹴会サッカークリニック

田辺市教育委員
会

スポーツ振興課 H27.9.13（日）
田辺スポーツパーク陸上競
技場

70人 617千円

■実施内容等

日本サッカー名蹴会メンバー（サッカー元日本代表戸塚哲也氏）による地元少年サッカーチームへのサッカー
教室等を開催

事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈その他事業〉
大相撲秋場所巡業「梅の郷場所」

大相撲紀州梅の
郷場所実行委員
会・後援会

スポーツ振興課 H27.10.19（月） 田辺スポーツパーク体育館 3,500人 2,000千円

■実施内容等

・民間が主体となった実行委員会が事業主体になり開催（田辺市後援）
・あわせて、記念行事として力士との握手会、記念撮影等のイベントを実施
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◆文化振興事業

事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈市主催事業〉
田辺市合併10周年記念特別展
コレクションのあゆみⅠ・Ⅱ

田辺市立美術館 美術館 下記参照
田辺市立美術館
熊野古道なかへち美術館

Ⅰ：3,746人
Ⅱ：3,465人

3,548千円

■実施内容等

田辺市立美術館と熊野古道なかへち美術館の両館で同時開催

＜期日＞Ⅰ：H27.4.18（土）～6.28（日）
Ⅱ：H27.9.19(土）～11.8（日）

事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈市主催事業〉
大阪交響楽団
オーケストラ・ファミリーコンサート

田辺市教育委員
会・田辺市

文化振興課 H27.5.2（土） 紀南文化会館大ホール 796人 7,026千円

■実施内容等

・「カルメン前奏曲」「スターウォーズ」「アナと雪の女王」など、幼児から年配者まで楽しめるプログラム
指揮：寺岡清高 演奏：大阪交響楽団 司会：羽川英樹

・八木澤教司氏作曲の合併10周年記念曲「いにしえの道～崇高なる紀伊の大自然を讃えて～」を演奏

事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈その他事業〉
NHK公開録画
「新・ＢＳ日本のうた」

NHK和歌山放送
局・田辺市教育
委員会・田辺市

文化振興課 H27.6.25（木） 紀南文化会館大ホール 976人 744千円

■実施内容等

ＮＨＫ ＢＳプレミアムで放送されている「新・ＢＳ日本のうた」の公開録画
＜出演＞大川栄策、クリス・ハート、研ナオコ、古都清乃、坂本冬美、神野美伽、田川寿美、西田あい、

ニック・ニューサ、三田明、三山ひろし、山口ひろみ、田辺中学・高校合唱部
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事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈市主催事業〉
DRUM TAO（ドラム タオ）百花繚乱
日本ドラム絵巻

田辺市教育委員
会・田辺市

文化振興課 H27.7.7（火） 紀南文化会館大ホール 1,081人 495千円

■実施内容等

世界で650万人を動員した和太鼓を使ったエンタテインメント
（宝くじ文化公演） 有料公演

事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈その他事業〉
大蔵流茂山家狂言会

田辺市教育委員
会・田辺市文化
協会

文化振興課
H27.7.12（日）

～13（月）
紀南文化会館大ホール 1,284人 2,244千円

■実施内容等

田辺市文化協会との共催。
<12日>一般公演(有料）「蝸牛」「清水」「千切木」 有料公演
<13日>団体鑑賞（小中校生対象）「柿山伏」「附子」

事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈市主催事業〉
ファンタスティックドリームモンゴル・ウランバートル
サーカス団公演

田辺市教育委員
会

文化振興課 H27.8.7(金） 紀南文化会館大ホール 381人 1,538千円

■実施内容等

世界で絶賛された鍛えられた肉体を生かした超絶のアクロバット・エンタテインメント
有料公演
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事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈市主催事業〉
世界遺産熊野本宮館イベント事業 田辺市

世界遺産
熊野本宮館

H27.9.13（日）
H28.3.27（日）

紀南文化会館
熊野古道

200人
85人

2,000千円

■実施内容等

熊野本宮館名誉館長講演会
熊野古道ウォーキングイベント

事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業費

〈市主催事業〉
たなべ未来レター、ラッピングバス、啓発事業（のぼ
り及び横断幕の設置）

田辺市 たなべ営業室 ※下記参照 － 763人 2,138千円

■実施内容等

・たなべ未来レター〈H27.5.1（金）～8.31（月）〉
10年後の自分や家族、知人などに宛てたメッセージを書いて頂き、市役所にて保管、10年後に郵便にて送付
763通の手紙をお預かり

・ラッピングバス〈H27.8.1（土）～H28.3.31（木）〉
市民投票で決定した「市のキャッチフレーズ」を、住民の方々に周知し共感していただくため、路線バス及び公
用車にデザインを施した車両が市内を巡回
＜ラッピングバス１台（路線バス：龍神自動車） 住民バス４台（各行政局管内） 市公用車４台＞

・啓発事業（のぼり及び横断幕の設置）〈H27.8.1（土）～H28.3.31（木）〉
市有施設での横断幕（本庁、総合C、各行政局） ＜６枚＞
市有施設等でののぼり設置及び各種記念事業へののぼり貸与 ＜400本＞

◆啓発・気運醸成事業
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◆連携（冠）事業
事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業内容等

市民体育祭
田辺市、田辺市教育委員
会、田辺市体育連盟、各
地区体育協会

スポーツ振興課 H27.3～6 市内各所 3,948競技別スポーツ大会（28種目）

第18回特別企画展
南方熊楠と真言密教

南方熊楠顕彰会
文化振興課（南方

熊楠顕彰館）
H27.3～5 南方熊楠顕彰館 1,139高野山開創1200年を祝して関係展示を行う

法師山登山 大塔観光協会 観光振興課 H27.4.26（日） 法師山 20春の大塔の自然に触れていただく、法師山登山を開催

ガーデニングでやさしい環境づくり ＮＰＯ花つぼみ －
H27.5月

H27.11～12月
新庄総合公園ほか 400

花と子供のフェスティバル、コスモス祭り、本宮こだま祭り、龍神翔龍祭、中辺路近露まるか
じり体験の各会場にて、保育園児や幼稚園児、その親子と、65歳以上の方を対象とした、
花育とふれあいのガーデニング体験を行う

第25回南方熊楠賞
田辺市・南方熊楠顕
彰会

文化振興課（南方
熊楠顕彰館）

H27.5.9（土） 紀南文化会館小ホール 200授賞式、記念講演、記念パーティー など

安川渓谷トレッキング 大塔観光協会 観光振興課 H27.5.10（日） 安川渓谷 22新緑の安川渓谷の自然に触れていただく、トレッキングを開催

報道写真展 紀伊民報 報道部 －
H27.5.14（木）～
5.24（日）

田辺市文化交流センター
「たなべる」

－紀伊民報で掲載した田辺市を中心とする主なニュースを写真で振り返る

第23回文協フェスティバル 田辺市文化協会 文化振興課
H27.5.16～17
H27.5.24～25，
31

紀南文化会館 5,355
展示部門(5月16日、17日)、舞台部門(5月23日、24日、31日）
文化会員による出展・出演によるフェスティバルを開催

夢・まち・未来事業 ＮＰＯ囲炉裏 － H27.7.7（火） 地蔵尊境内ほか 20熊野夢地蔵の祭り（餅投げ他）、10周年記念植樹事業 ほか

第15回たなべフットサル大会
田辺市青年ネットワー
ク

生涯学習課 H27.7.12（日）
上富田スポーツパーク
屋内イベント広場

150田辺市周辺に住む若者の新たな繋がりづくりや交流を目的に開催

ビーチバレーボールフェスタ
田辺バレーボール協
会

観光振興課 H27.7.19（日） 田辺市扇ヶ浜海水浴場 170 ビーチバレーボール大会の開催

ミュージカル「南太平洋」 紀南文化会館 － H27.7.26（日） 紀南文化会館大ホール 985
ジェームズ・Ａ・ミッチェナーの小説「南太平洋物語」を原作とし、トニー賞９部門ピューリッ
ツァー賞を受賞したミュージカル

第43回ヤーヤーまつり
田辺市商店街振興組
合連合会

商工振興課 H27.8.8（土） 市内商店街等 38,000
銀座、北新町、駅前、栄町、湊本通り、宮路通り、アオイ通り、海蔵寺通りの各商店街を歩
行者天国にして、ゲーム、飲食、バザー、その他多彩な催しを行う

大塔鮎釣り大会
大塔鮎釣り大会実行
委員会

観光振興課 H27.8.9（日）
合川ダム上流の日置川
流域

42
鮎釣り大会を開催することによって鮎の放流事業、民宿、温泉等の利用、また太公望と地
元民との交流・親睦を図る

大塔地球元気村2015
大塔地球元気村実行
委員会

観光振興課 H27.8.9（日） 大塔水辺の楽校 10,000各種体験教室、ステージイベント、物産等夜店、大塔花火大会 など

第10回龍の郷野球大会 龍神村軟式野球連盟 －
H27.8.14（金）

～15（土）
田辺市グリーングランド、
龍神広場、龍神中学校

250
昭和30年の旧龍神村合併時からはじまり、平成17年の市町村合併を機に、「龍の郷野球
大会」に名称変更したお盆の恒例行事

八咫の火祭り
八咫の火祭り実行委
員会

観光振興課 H27.8.29（土） 熊野本宮大社～大斎原 1,800炎の神輿、時代行列、奥熊野太鼓、熊野八咫踊り、八咫花火 など

植芝盛平翁の故郷を訪ねて 植芝盛平翁顕彰会 スポーツ振興課
H27.8.29（土）
～8.30（日）

高山寺ほか 742
・全国の合気道関係者が、合気道開祖・植芝盛平翁の故郷である田辺市に集まり、法要等
を行う
・植芝盛平翁遺品、パネル展、植芝盛平翁を偲ぶ会、合気道道主を囲んでの交流会
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事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業内容等

篠笛コンサート
「かなでの旅路 in 世界遺産熊野本宮館」

熊野で音楽を盛り上
げる会

－ H27.8.30（日） 世界遺産熊野本宮館 120
音楽を通して地域の魅力を広く発信するため、著名な篠笛奏者である佐藤和哉氏を招き、
氏が熊野古道を実際に歩いた体験をもとに作った楽曲を披露するコンサートを開催

第31回紀南合唱祭 田辺市教育委員会 文化振興課 H27.9.6（日） 紀南文化会館大ホール 850主管：田辺合唱連盟

第43回吹奏楽祭 田辺市教育委員会 文化振興課 H27.9.22（祝） 紀南文化会館大ホール 750主管：田辺地区吹奏楽連盟

体育の日の記念行事 田辺市体育連盟 スポーツ振興課 H27.9～11 市内各所 2,024競技別スポーツ大会（15種目程度）

市民スポーツ・レクリエーション祭
田辺市、田辺市教育委員
会、田辺市体育連盟、各
地区体育協会

スポーツ振興課 H27.9～12 市内各所 1,677レクリエーション型競技、種目のスポーツ大会（15種目程度）

第29回弁慶まつり
弁慶まつり推進協議会
第29回弁慶まつり実行委
員会

観光振興課
H27.10.9（金）

～10（土）

鬪雞神社
アオイ通り・大通り
扇ヶ浜

51,000
・演劇弁慶伝説
・ゲタ踊り
・紀州弁慶よさこい踊り

第62回田辺市美術展覧会（市展）
田辺市教育委員会・
田辺市

文化振興課 右記参照 紀南文化会館 3,928<期日>H27.10.９(金）～１１(日) H27.10.16(金）～18日(日)

第47回田辺花火大会
田辺観光協会
田辺市

観光振興課 H27.10.10（土） 田辺市扇ヶ浜 30,000２尺玉３発を含む約3,000発の打ち上げ

汽車ポッポ公園花まつり
ガーデニングクラブ
花さか人

－
H27.10.17（土）

～18（日）
会津児童公園 500第４回目となる花まつり

紀の国トレイナート2015
紀の国トレイナート実
行委員会

－
H27.10.17（土）
～12.24（火）

ＪＲきのくに線駅舎ほか 4,000
・県内外からアーティストを招へいし、JRきのくに線の駅舎で作品を展開。列車でめぐる
アート旅。
・バルーンアートｉｎ田辺駅前商店街 など

田辺市暴力追放決起集会
田辺市暴力追放協議
会・田辺警察署

自治振興課 H27.10.27（火）
紀南文化会館・扇ｹ浜
カッパーク

500決起集会、講演会及び街頭啓発パレード（扇ｹ浜カッパークからJR紀伊田辺駅まで）

第46回田辺市民秋季俳句大会
田辺市俳句連盟
田辺市中央公民館

生涯学習課 H27.11.1（日） 田辺市民総合センター 50田辺市及び近隣市町村在住の俳句愛好者が結社を越えて行う俳句大会

市民公開講座「地域包括ケアにおける医療と
介護の連携」～顔と顔がつながる関係づくりに
必要なこと～

和歌山県介護支援専
門員協会西牟婁田辺
支部

－ H27.11.1（日） 紀南文化会館 193
田辺市にゆかりのある方々を講師に招き、今後の高齢社会において、いつまでも住み慣れ
た地域で自分らしく暮らしていくために、市民向け公開講座を開催

第24回熊野古道絵巻行列 中辺路町観光協会 観光振興課 H27.11.3(火) 中辺路町高原地内 300平安衣装による時代行列

第９回田辺・弁慶映画祭
田辺・弁慶映画祭実
行委員会

観光振興課
H27.11.6（金）

～8（日）
紀南文化会館 3,787

・コンペティション作品上映（８作品）
・招待作品上映（７作品）

田辺農林水産業まつり
田辺農林水産業まつ
り実行委員会

農業振興課 H27.11.8（日）
扇ヶ浜交流広場・カッ
パーク

10,000
農産物木工品の展示販売、農産物品評会、「お祭り横丁」の模擬店や梅の種飛ばし大会
など

百間山渓谷トレッキング 大塔観光協会 観光振興課 H27.11.15（日） 百間山渓谷 51
平成２３年の台風１２号災害以来、４年ぶりに下流域から渓谷へ入れることによるトレッキン
グの開催

翔龍祭
龍神林業まつり
村民文化祭

翔龍祭実行委員会
村民文化祭実行委員
会

龍神行政局
産業建設課

龍神教育事務所

H27.11.21(土)
～24(火)

龍神ドーム
龍神市民センター

4,476
翔龍祭は「龍神林業まつり」と「村民文化祭」が合わさった催しで、「わがらの山のくらし」を
基本コンセプトに実施
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事業名 事業主体 担当部署 実施時期 実施場所 参加人数 事業内容等

田辺市生涯学習振興大会 田辺市教育委員会 生涯学習課
H27.11.28（土）

～29（日）
田辺市民総合センターほ
か

9,124
学びを通じて、人づくり、仲間づくり、地域づくりにつながる生涯学習を推進するため、市民
総合センターを中心に、体験、発表、学びのほか、親子のふれあい事業や相談事業、模
擬店などを様々なイベントを開催

こだま祭り 本宮町商工会
本宮行政局
産業建設課

本宮教育事務所
H27.11.29（日） 熊野本宮館 2,800

地元の物産販売など、町をあげて行われるほのぼのとした産業祭り。ステージイベントやも
ちなげなどを開催

川湯温泉「仙人風呂」 熊野本宮観光協会 観光振興課
H27.12.1（火）

～H28.3.21（祝）
本宮町川湯 57,000

川湯温泉の冬の風物詩となった河原に造る巨大な露天風呂「仙人風呂」。今期は田辺市
合併10周年を記念して３月21日まで期間延長

龍神温泉木の郷マラソン
龍神温泉木の郷マラ
ソン実行委員会

観光振興課 H27.12.6(日） 季楽里龍神周辺 570 
季楽里龍神をスタートし、３㎞・ファミリーの部、５㎞の部、１０㎞の部、ハーフマラソンの部の
マラソン競技

第30回田辺第九演奏会
田辺市教育委員会・
田辺第九の会

文化振興課 H27.12.12(土) 紀南文化会館大ホール 801
指揮：山下一史 関西フィルハーモニー管弦楽団 田辺第九合唱団 田辺高校合唱部(賛
助）

有料公演

第35回熊野古道三体月観月会 中辺路町観光協会 観光振興課
H28.1.2(土)

※ 旧暦の11月
23日

中辺路町栗栖川（潮見峠
付近）

50山伏伝説に基づく深夜の月待ち行事

第27回熊野古道三体月観月会 熊野本宮観光協会 観光振興課
H28.1.2(土)

※ 旧暦の11月
23日

本宮町大瀬
（馬頭観音付近）

33 伝説に基づく深夜の月待ち行事

田辺市消防出初式 田辺市消防本部 消防総務課 H28.1.5（火）
紀南文化会館、市営扇ヶ
浜駐車場

1,400表彰式、観閲式、分列行進、一斉放水、防火祈願餅まき など

新春田辺長距離走大会
田辺市教育委員会、
田辺市体育連盟

スポーツ振興課 H28.1.9（土）
田辺スポーツパーク陸上
競技場

380小学生から一般を対象とする長距離走大会

平成27年度「成人の日」記念式典 田辺市教育委員会 生涯学習課 H28.1.10(日) 紀南文化会館大ホール 654
・式辞、祝辞、成人意見発表
・応援メッセージビデオ上映、梅ジュースで乾杯
・その他

子どもたちが語り継ぐ「田辺市熊野古道語り部
ジュニア発表会」

田辺市教育委員会 学校教育課 H28.1.22（金） 紀南文化会館大ホール 1,000
熊野古道を校区に持つ小・中学校が地域の古道・王子跡について、小学生は日本語で、
中学生は英語で発表する

市民駅伝大会・子どもクラブ駅伝大会
市民駅伝大会・子ども
クラブ駅伝大会実行
委員会

スポーツ振興課
生涯学習課

H28.1.31（日）
田辺スポーツパーク内特
設コース

655
・市民駅伝大会（中学生の部、一般男子の部、一般女子の部など）
・子どもクラブ駅伝（男子の部、女子の部）

人権を考える集い
田辺市・田辺市教育
委員会・田辺市人権
擁護連盟

人権推進課 H28.2.6(土) 紀南文化会館小ホール 451
「命まもる人権」をテーマにした講演会

第１部 『音楽法話 ～いのちの歌を響かせて～』 関守 研悟さん（聖福寺 住職）
第２部 『笑顔の戦士 ～生きているって幸せ～』 道志 真弓さん（元ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ）

田辺市中学生議会 田辺市教育委員会 学校教育課 H28.2.13（土） 田辺市役所 議場 100各中学校の代表が市政について質問することで、行政や議会の仕組みについて学習する

たなべ人権フェスティバル
田辺市・田辺市教育
委員会・田辺市人権
擁護連盟

人権推進課 H28.3.6(日) 紀南文化会館大ホール 1,151
家族で楽しみながら人権を考え、演劇作品を通じて「相手を想う心、夢に向かって努力を
することの大切さ」を育むことを目的に開催

第１部 歌のおねえさんとみんなの輪 第２部 ミュージカル「オズの魔法使い」

観燈祭 (公社）龍神観光協会 観光振興課
H28.3.11（金）
～21（月・祝）

龍神管内 飲食・宿泊施
設周辺

－
・龍神管内の飲食店や施設の協力により灯篭を灯す
・フォトコンテスト

市民なわとび大会 田辺市体育連盟 スポーツ振興課 H28.3.13（日）
田辺スポーツパーク体育
館

619幼児から一般を対象とするなわとび大会

ヤングカーニバル
田辺市青年ネットワー
ク

生涯学習課 H28.3.20（日）
田辺スポーツパーク多目
的ホール

46
田辺市周辺に住む若者の新たな繋がりづくりや交流を目的に男女でグループに分かれ、
軽スポーツやアトラクションを実施

第８回 熊野古道中辺路マウンテンランレース
熊野古道中辺路トレイ
ルラン実行委員会

－ H28.3.20（日）
なかへち総合グランド、潮
見峠、捩木方面

400
今回で８回目の開催となる、中辺路のなかへち総合グランドをスタートゴールする山岳マラ
ソン
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＜参考＞田辺市合併10周年記念連携（冠）事業 募集要項

１ 趣旨
田辺市は平成27年５月１日に合併10周年を迎えます。
この記念すべき節目の年を迎えるにあたり、「田辺市合併10周年記念」の冠名を付して実施する事業（以下「連携（冠）事業」という。）を募集いたします。
連携（冠）事業として承認された事業については、「田辺市合併10周年記念事業」の名称使用及び市広報誌やホームページ等への掲載によるＰＲの支援を受けるこ

とができます。

２ 田辺市合併10周年記念事業の基本方針

田辺市合併10周年記念事業の実施にあたっては、市民と行政が一体となった取組を推進するため、以下の方針を定めています。
(1)住みよい地域づくりを推進するため、市民の主体的な取組を促進します。
(2)本市のすばらしさや魅力ある地域資源を効果的に発信できる取組を推進します。
(3)記念事業を通して、本市の更なる飛躍につながるような事業を推進します。
(4)効率的な実施を推進するとともに、それぞれの事業につながりをもたせる取組を推進します。

３ 対象事業

平成27年４月１日から平成28年３月31日までの期間に実施され、市民若しくは市内に活動拠点を置く団体が主催する事業を対象とします。
ただし、次の各号のすべてに該当するものとします。

(1)上記「田辺市合併10周年記念事業の基本方針」に合致するもの
(2)実施場所が田辺市内であり、多くの市民が参加できるもの
(3)公序良俗に反しないもの
(4)特定の政治、宗教、思想等の活動を目的としないもの
(5)営利を主たる目的としていないもの
(6)団体の組織、責任者等が明確であるもの
(7)法令等に違反しないもの又は抵触するおそれがないもの

４ 募集期間

平成28年３月31日まで随時募集いたします。

５ 支援内容

連携（冠）事業として承認された場合、次の支援を受けることができます。
(1)「田辺市合併10周年記念」の名称使用
(2)「田辺市合併10周年」のぼりの貸出
(3)市の広報媒体（広報、ホームページ等）を通しての事業のＰＲ実施
※平成27年度の「みんなでまちづくり補助金」制度において、田辺市合併10周年記念に関する事業を補助対象事業の一つに位置付けています。ただし、一定の要件等

がありますので、ご注意ください。

６ 事業の届出

「田辺市合併10周年記念事業申請書」に必要事項を記入し、持参、郵送、メール、ＦＡＸのいずれかでご提出ください。

７ その他

(1)申請頂いた内容が「３ 対象事業」に該当しない場合は、連携（冠）事業として承認されない場合がありますので、ご留意ください。
(2)パンフレット、企画書、サンプル等がございましたら、添付してください。

８ 届出・問合せ先

〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町１番地 田辺市役所企画部たなべ営業室
TEL：0739-33-7714 FAX：0739-22-5310 e-mail：tanabe.eigyou@city.tanabe.lg.jp


