
春日部市市制施行１５周年記念事業一覧

事業名 事業の目的・概要
開催予定期日
もしくは期間

開催会場
主催者
共催者

課・担当

1
春日部市表彰
【表彰式は15周年記念式典の中で実施】

市政に功労があった方や模範となる善行を行った方、技能関係でその職
業の発展に寄与した方を表彰し、さらなる意欲の向上を図るものです。

令和2年10月3日(土) 市民文化会館　大ホール 春日部市
秘書課
秘書担当

2 春日部市市制施行15周年記念式典
15周年を記念し、15年間の功労を顕彰する。市表彰、アトラクション等を実
施する。

令和2年10月3日(土) 市民文化会館　大ホール 春日部市
政策課
企画・行政改革担当

3 春日部市市制施行15周年記念PR動画の制作、放映 15周年を記念し、市の魅力を広くPRできる動画を制作するもの。 令和2年10月3日(土) － －
政策課
企画・行政改革担当

4 春日部市市制施行15周年記念フラッグの作成、掲出
各施設の利用者や来場者、あるいは店舗への来客等、多くの方々に、市
制施行15周年を広く周知し、その機運を醸成するもの。

令和2年5月以降の予定 － －
政策課
企画・行政改革担当

5 大学生政策提案コンテスト2020

学生が持つ知識や情報、発想の柔軟性や創造性を生かし、複雑化・多様
化する市政の様々な課題を解決するとともに、学生自らがまちづくりの課
題について主体的に調査・研究を行うことを通して、若者の地域社会への
愛着とまちづくりへの興味を醸成し、参加意欲の高揚を図ることを目的に
実施。

令和2年11月予定 別館5階会議室 春日部市
政策課
政策推進・定住促進担当

6 かすかべ音楽祭（わがまちの音楽家たち）
春日部にゆかりのある音楽家や学校などの音楽団体による演奏会で来
場者に上質な音楽を提供するものです。

令和2年11月予定 市民文化会館　大ホール 春日部市
シティセールス広報課
シティセールス推進担当

7 かすかべ音楽祭（ブラス・ジャンボリーinかすかべ）
管楽器を愛するたくさんの方たちに大合奏を楽しんでもらうための演奏会
で市民参加型の音楽イベントを実施します。

令和2年11月予定
ふれあいキューブ多目的
ホール

春日部市主催
埼玉ふれあい拠点運営共同
事業体共催

シティセールス広報課
シティセールス推進担当

8 広報かすかべ
新市施行１５周年に関する特集または記念イベントなどを市民等へお知ら
せをする。

令和2年10月予定 - -
シティセールス広報課
広報広聴担当

9 春日部市地域安全・暴力排除大会
地域安全功労団体・暴力排除功労団体及び防犯ポスター優秀者の表彰
を行う。かつ市の取り組み等を紹介し、市民の意識高揚をはかっている。
また、各位のあいさつ、アトラクション等の実施をする。

令和2年11月11日（水） 市民文化会館　大ホール

春日部市・春日部警察署・春
日部市防犯協会・春日部市暴
力排除推進協議会

交通防犯課
防犯・消費生活担当

10 春日部コミュニティ夏まつり

コミュニティ活動の一層の振興を図るとともに、市民の心ふれあう住みよい
地域社会づくりを目的とする。
参加団体：市内コミュニティ団体（出演）、コミ協加盟団体・商工会加盟団
体（出店）

令和2年8月29日（土）
予備日
令和2年8月30日（日）

庄和総合公園グラウンド
春日部市コミュニティ推進協議
会

市民参加推進課
市民参加推進担当

11 ハーモニーフェスタ２０２０

　男女共同参画週間に合わせて、男女共同参画に関する様々な情報を提
供するとともにより多くの方にハーモニー春日部を知ってもらう。利用団体
の公開活動・市民企画事業・実行委員会企画事業（講演会・キッズプログ
ラム・展示など）を実施する。

令和2年6月22日（月）～
令和2年6月28日（日）

男女共同参画推進セン
ター「ハーモニー春日部」

春日部市
ハーモニーフェスタ実行委員
会

市民参加推進課
男女共同参画・国際担当

12 第15回かすかべ平和フェスティバル
平和の大切さや戦争の悲惨さを広く住民に周知し、平和の重要性につい
て考えるきっかけとするため、非核平和都市宣言朗読・平和コンサート等
の事業を行うもの。

令和2年6月28日（日）、
令和2年7月18日（土）

市民活動センター「ぽぽ
ら春日部」（6/28）
庄和地区公民館（7/18）

春日部市
春日部市平和フェスティバル
実行委員会

市民参加推進課
男女共同参画・国際担当

1 ページ



春日部市市制施行１５周年記念事業一覧

事業名 事業の目的・概要
開催予定期日
もしくは期間

開催会場
主催者
共催者

課・担当

13 第29回平和コンサート
市民の平和に対する理解と認識を深めるため、コンサートの開催を通じて
非核平和都市宣言の周知及び平和意識の啓発を行う。

令和2年11月 市民文化会館小ホール 春日部市主催
市民参加推進課
男女共同参画・国際担当

14 敬老会
　多年にわたり、社会に尽くしてこられた高齢者を敬愛し、長寿を祝うた
め、式典、アトラクション等を実施する。

令和2年9月
敬老の日前後

市民文化会館　大ホー
ル、小ホール

春日部市と市社会福祉協議会
の共催

高齢者支援課
長寿企画担当

15 第28回かすかべ郷土かるた大会

・かすかべ郷土かるたを通して、仲間づくりや郷土愛の醸成を図るため、
郷土かるた大会を開催する。
・3人一組のチーム戦で、トーナメント方式で実施
・小学生の部、中学生の部、ファミリーの部の3部門

令和2年10月25日(日)
ウィング・ハット春日部

春日部市
春日部市教育委員会
青少年育成春日部市民会議

こども政策課
青少年健全育成担当
社会教育課
青少年教育担当

16
エコアクション２１認定交付式
【交付式は15周年記念式典の中で実施】

市役所の事務事業における環境マネジメントシステムであるエコアクション
21の認証を取得するに当たり、交付式を行うことで、地域への波及効果を
期待するものです。

令和2年10月3日(土) 市民文化会館　大ホール 春日部市主催
環境政策課
環境政策担当
政策課企画調整担当

17 環境月間
春日部市環境基本条例第８条において毎年６月を環境月間と定め、環境
啓発に関わる講座等を実施予定

令和2年6月 未定
春日部市・かすかべ環境ネット
ワーク共催

環境政策課
環境政策担当

18 かすかべ環境フェア

目指す環境像を実現するため、市民・事業者・市が協働して取組を推進す
る「かすかべ環境ネットワーク」の環境活動を市内外の人へ知っていただ
き、来場者が楽しみながら、環境への関心を高めることができる催しを行う
予定。

令和2年11月 未定
春日部市・かすかべ環境ネット
ワーク共催

環境政策課
環境政策担当

19 商工まつり
市内事業者と市民のコミュニケーションの場を提供すると共に、市内で生
産及び販売される優良製品の展示を行い、市内外に紹介し、本市の商工
業の発展に寄与するものです。

令和2年10月17日（土）予定
令和2年10月18日（日）予定

大沼運動公園
市民体育館

春日部商工会議所
春日部市

商工振興課

20 産業祭

　庄和地域の産業の振興を図るため、開催。春日部市、庄和商工会、埼
玉みずほ農協で実行員会を構成。市から実行委員会へ補助金を支出して
開催。商業市、ステージカーを使用したイベント、上棟式、ビンゴゲーム、
大抽選会などを実施。商工振興課が事務局となっている。

令和2年11月上旬
庄和総合公園、庄和総
合支所

庄和地域産業祭実行委員会
商工振興課
農業振興課

21 第５回かすかべビジネスコンテスト
市内で創業する機運を高め、地域の活性化や雇用の創出につなげるた
め、地域に新しい価値を創造する優れたビジネスプランを募集・表彰する
コンテストを実施する。

募集：令和2年7月～
令和2年9月
表彰式：令和3年3月

ふれあいキューブ
春日部市
春日部商工会議所
埼玉県創業支援ルーム

商工振興課

22 ジャズデイかすかべ

「JAZZでまちなかににぎわいをつくろう」をテーマに掲げ、会場周辺の商店
会が連携して中心となり、地域ににぎわいを創出すると共に、商店の販促
効果とジャズ文化(音楽文化)の浸透を図ることを目的に、市内外における
学校の吹奏楽部、アマチュアバンドやサークル及びプロアーティストによる
ジャズ演奏等を行います。

令和2年11月7日(土)
中央町第四公園、ふれあ
いキューブ

春日部ＴＭＯ
春日部市

商工振興課

23 農業祭

　地元農産物の普及啓発、地産地消及び消費の拡大を図ることを目的に
開催する。農産物品評会・即売会、市内小学生による絵画・書道展、市内
農産物の販売、模擬店の出店、ミニコンサートなどを実施する。
　農業祭も45回目となる節目の年でもあるため、記念事業として開催す
る。

令和2年11月23日（月・祝） ウイング・ハット春日部
春日部市主催
春日部市農業団体連合会主
管

農業振興課
農業振興担当

24 令和2年度親子サイエンスショー
親子の体験活動の機会を創出することを目的とし、親子で参加するサイエ
ンスショーを開催している。

令和3年3月予定 中央公民館(予定）

春日部市教育委員会・青少年
育成春日部市民会議・青少年
育成推進員協議会・春日部市
ＰＴＡ連合会・春日部法人会春
日部支部

社会教育課
青少年教育担当

2 ページ



春日部市市制施行１５周年記念事業一覧

事業名 事業の目的・概要
開催予定期日
もしくは期間

開催会場
主催者
共催者

課・担当

25 春日部市美術展覧会
日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真について市民公募によるすぐれた作
品を公開し、広く芸術に親しんでもらう。

令和2年11月17日（火）～
令和2年11月22日（日）

ふれあいキューブ多目的
ホール

春日部市・春日部市教育委員
会・市展実行委員会　主催

社会教育課
社会教育担当

26 市民アカデミー
人権ポスター・作文の発表・啓発を行うとともに、社会教育の推進と充実を
図るため、市民・学校・社会教育活動を行っている団体を対象とした講演
会を行う。

令和2年10月22日（木）
春日部市民文化会館
小ホール

春日部市教育委員会・春日部
市人権教育推進協議会

社会教育課
社会教育担当

27 春日部市図書館を使った調べる学習コンクール
図書館の本などを活用した児童の調べる学習を支援することにより、児童
の問題解決能力・考える力を育成する。また、優秀作品は全国コンクール
に出品される。

令和2年6月下旬～
令和2年9月初旬
表彰式：令和2年11月1日（日）

中央図書館・武里図書
館・庄和図書館
表彰式は視聴覚ホール

春日部市教育委員会・図書館
指定管理者共催

社会教育課
図書館担当

28 図書館まつり

図書館の利用及びボランティア団体の活用を促進することを目的とする。
図書館で除籍した、あるいはリサイクル用に市民から提供された図書や雑
誌を無償配布するブックリサイクルや図書館で活動するボランティア団体
の紹介を行う。

令和2年11月
中央図書館
市民文化会館

中央図書館主催
図書館ボランティア共催

社会教育課
図書館担当

29 武里図書館まつり

図書館で除籍した、あるいはリサイクル用に市民から提供された図書や雑
誌を無償配布するブックリサイクルを実施する。
また、武里団地文化祭と日程を合わせることで、武里大枝公民館の来館
者に図書館の利用を促す機会とする。

令和2年11月
武里図書館
武里大枝公民館

武里図書館主催
武里大枝公民館及び図書館
ボランティア共催

社会教育課
図書館担当

30 庄和図書館まつり

図書館で除籍した、あるいはリサイクル用に市民から提供された図書や雑
誌を無償配布するブックリサイクルを実施する。
また、庄和図書館を拠点として活動している団体の成果や活動内容を報
告する機会を提供する。

令和2年11月 庄和図書館
庄和図書館主催
図書館ボランティア共催

社会教育課
図書館担当

31 郷土資料館クレヨンしんちゃん活用事業
郷土資料館常設展にクレヨンしんちゃんに関する展示を設営。記念スタン
プを製作し、来館記念に押捺してもらう。

令和2年4月上旬～
郷土資料館企画展示室
（教育センター内）

春日部市教育委員会
文化財保護課
郷土資料館

32 郷土資料館春季展示
1964年の東京オリンピックや埼玉国体に関する館蔵収蔵品を展示し、高
度経済成長期の春日部市の様子を紹介する

令和2年5月19日（火）～
令和2年7月12日（日）

郷土資料館企画展示室
（教育センター内）

春日部市教育委員会
文化財保護課
郷土資料館

33 郷土資料館春季展示ミュージアムトーク 学芸員による春季展示の展示解説。
令和2年6月上旬、
令和2年7月上旬

郷土資料館企画展示室
（教育センター内）

春日部市教育委員会
文化財保護課
郷土資料館

34 郷土資料館春季展示解説講座 高度経済成長期の市域のようすを学芸員が解説する講座。
令和2年5月末、
令和2年6月末

教育センター 春日部市教育委員会
文化財保護課
郷土資料館

35 郷土資料館夏季展示
春日部市の地場産業桐箪笥・桐小箱など、桐工芸について歴史・民俗・自
然の観点から総合的に紹介する。

令和2年7月21日（火）～
令和2年9月6日（日）

郷土資料館企画展示室
（教育センター内）

春日部市教育委員会
文化財保護課
郷土資料館

36 郷土資料館夏季展示記念講演会
春日部市の地場産業桐箪笥・桐小箱など、桐工芸に関する専門家の講演
会

令和2年9月上旬
郷土資料館企画展示室
（教育センター内）

春日部市教育委員会
文化財保護課
郷土資料館

37 郷土資料館夏季展示ミュージアムトーク 学芸員による夏季展示の展示解説。
令和2年7月末
令和2年8月上旬
令和2年9月上旬

郷土資料館企画展示室
（教育センター内）

春日部市教育委員会
文化財保護課
郷土資料館
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春日部市市制施行１５周年記念事業一覧
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共催者
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38 郷土資料館夏季展示関連講座 桐細工職人の実演、体験談などの講座 令和2年8月下旬 教育センター 春日部市教育委員会
文化財保護課
郷土資料館

39 郷土資料館小学校地域学習展 春日部市の近現代のあゆみを、民具・古写真などを展示して紹介する。
令和2年10月6日（火）～
令和3年3月21日（日）

郷土資料館企画展示室
（教育センター内）

春日部市教育委員会
文化財保護課
郷土資料館

40 民俗芸能公開事業
市内外の多くの人々が鑑賞できるように、市内の民俗芸能保持団体が一
堂に集い、公演を行うもの。

冬季
庄和地区公民館大ホー
ル

春日部市教育委員会
文化財保護課
文化財担当

41 土器作り教室
縄文時代の生活の体験学習として、当時の技法を用いて縄文土器を製作
する講座。

令和2年7月下旬、
令和2年8月下旬

教育センター
内牧公園

春日部市教育委員会
文化財保護課
文化財担当

42 神明貝塚の史跡記念シンポジウム
神明貝塚の国史跡としての特徴や価値を市民等に周知するため、学識者
による講演と討論を行う。

夏季 教育センター 春日部市教育委員会
文化財保護課
文化財担当

43 市民体育祭地区大会（８地区）

　各地で体育祭を盛大に開催し、市民のスポーツ・
レクリエーション活動への意識の高揚を図る。
　地域の特色を生かし、誰でも気軽に参加できる内容を工夫し、住民の健
康と体力の向上及び相互の交流と親睦を深めて、健全な地域の発展を図
る。

令和2年10月予定 各地区小学校等
春日部市
各地区自治会連合会
各地区公民館

スポーツ推進課
中央公民館

44 市民体育祭種目別大会（４２大会）
　スポーツ協会、レクリエーション協会、スポーツ少年団の各団体が主管
し、加盟会員以外のスポーツ・レクリエーションを愛好する人や団体も対象
として、広くスポーツ・レクリエーション活動の普及振興を図る。

各大会ごとに異なる 各大会ごとに異なる
春日部市
春日部市教育委員会

各団体
スポーツ推進課

45 県展入選者作品展
埼玉県美術展覧会に入選した春日部市民の作品（日本画、洋画、彫刻、
工芸、書、写真）作品を公開し、広く芸術に親しんでもらう。

令和2年6月 中央公民館ギャラリー 実行委員会 中央公民館

46 公民館合同フェスティバル
市内１６公民館の利用者が中央公民館を会場に発表
（舞台芸術、展示、実演等）を行い、日常の学習成果を広く市民に公開す
ると共に市民が学習活動へ参加する契機となることを目的とする。

令和3年3月 中央公民館 実行委員会 中央公民館

47 各地区文化祭・公民館まつり
各地区公民館が実施する公民館利用者や担当地区住民の学習成果の発
表を行い、市民が学習活動へ参加する契機となることを目的とする。

令和2年9月～
令和2年11月

各地区公民館
各地区公民館
文化連盟（豊野）

中央公民館
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