
第２回柏原市市制６０周年記念事業計画策定委員会 次第 

 

平成２９年１０月１１日（水）１５:００～ 

市役所本庁２階会議室 

 

 

１．開会 

 

 

２．案件 

  （１）記念事業の提案について 

 

  （２）記念事業のコンセプト及び事業案について 

 

  （３）冠事業について 

  

  （４）その他 

 

 

３．閉会 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

・資料１ 「市制６０周年記念事業 コンセプト及び事業案の提案」 

 



資料１ 
 

市制６０周年記念事業 コンセプト及び事業案の提案 

 

 

【コンセプト案】 

No コンセプト名 理由 

１ 

ともに未来をつくろう かしわら 

～市制６０周年 市民とともに～ 

又は、 

「市制６０周年 市民とともに祝

い未来をつくろう かしわら」 

市民とともに市制６０周年を祝い 未来につなげる年と

するため、また、元気な町・魅力ある町にするための一

歩とする 

２ 

市制６０周年 柏原の魅力再発見 柏原市の魅力を改めて感じ取ってもらう年とするため 

３ 

未来へつなぐ６０周年の笑顔 「歴史ある町」であっても、温故知新の精神によって、

常に将来の町のあり方を見つめていく姿勢が必要だと考

えます。 

６０周年祝福の笑顔も大切です。その上で未来志向で

ある姿勢として、このコンセプトを考えました。 

４ 

ええまち柏原 ６０周年 ・「「ええまち柏原」という言葉が覚えやすく、親しみを

感じる。 

・記念事業で地元の手作りの事業をするため（地元吹奏

楽など） 

 

 

【記念事業案】 

No 記念事業案 事業内容等 事前調査 

１ 

記念式典・記念講

演会 

講師：道上 洋三氏  又は 

講師：間  寛平氏（柏原 PR

大使） 

【他、文化的講演がふさわしい

のでは】 

柏原市に縁のある人物は間寛平氏

「よしもと」からも柏原市の PR大

使でとの提案もあり、ギャラ等も含

めると間寛平氏が妥当 

道場洋三氏に依頼すると文化的講演

会となり、ギャラも発生 

２ 

柏原・オール吹奏

楽コンサート 

柏原市内の中学校、高校、大学

の吹奏楽コンサートを開催。（大

阪教育大学ウインドウオーケス

トラを含む） 

記念式典の２部、独立事業として可

能性のある事業。 

教育大との連携事業として実施する

方向で調整 

３ 

関西フィルハーモ

ニー管弦楽団によ

る特別演奏会 

プロのオーケストラによるコン

サートの開催 

首席指揮者・藤岡幸夫氏の話も

面白い。 

（特に楽団はこだわらないが） 

フィルハーモニーは柏原市との縁と

いう点、予算面から考えると厳しい 

プロによる特別演奏会であれば、

柏原限定の演奏などの仕掛けも必要 



 

４ 

柏原オール中学吹

奏楽コンサート 

～特別アンサンブ

ル演奏会～ 

柏原市内の中学校吹奏楽部 文

化センター（公民館）等にて実

施。 

音響面から公民館は厳しい 

リビエールホールなら可能性のあり 

 

５ 

記念花火大会 花火大会の実施（企業・団体・

個人等による募金活動） 

市民総合フェスティバル窓口の地域

連携支援課と調整 

6 

桂 文三 特別落

語会 

落語会の開催（間 寛平氏との

コラボ） 

リビエールホール自主事業の拡大版

として「よしもと」と調整。 

７ 

JR・近鉄双方の協

力による鉄道イベ

ント 

柏原市は JRと近鉄が交差、連結

する町であり、他市にはない鉄

道の魅力がある。 

鉄道写真展、双方の協力による

ハイキング、地場産業を支えた

鉄道の歴史を探るなど、ラッピ

ングだけではなくイベントを付

随することで、大阪市内や奈良

へのアクセスのよさを広める内

容に。（できれば駅のバリアフリ

ーについても。） 

鉄道会社の協力が必須 

現在、事務局の方で近鉄と協力して

イベントを実施できるよう調整中 

８ 

サイクリングでぶ

どう狩り 

サイクリストからは葡萄坂と呼

ばれ親しまれる町でもあります

が、地元の自動車ユーザーから

はあまり評判がよくないと聴

く。 

交通安全の啓発もかねて、サイ

クリングとぶどう農家とのマッ

チングを行うことで、理解を広

める内容。 

サイクルガイドツアー事業のデモン

ストレーションとして実施できない

か、産業振興課と調整 

９ 

子育て支援・障害

者福祉も PRする

総合フェス、ある

いはイベント。 

市民総合フェスティバルのなか

でも構いません。 

子育て支援や障害者福祉につな

がるブースを増やして、共生社

会のあり方を考える内容を。 

障害者福祉についてはデザイン

（考え方）をしっかり構築し、

あまり堅い福祉を強調せず、単

なる手づくり市のなかで福祉的

な理解を得られる工夫を望みま

す。 

 

市の福祉イベントの同時開催は難し

い 

各課で実施している既存イベントを

冠事業として実施 

別途、関西福祉科学大学との連携事

業を調整 



 

１０ 

柏原市の産業を集

結したものづくり

フェア 

この度、柏原東高校が大阪府の

方針により、他校と併合される

ような話も聞きます。その一方

で、中小企業では人員不足に陥

り、優秀な人材を望む声も聞き

ます。 

かつて、ある地元企業にお聴き

すると、「私立より公立高校の就

職担当の先生の方が、就職活動

に熱心で、そのような先生のも

とで入った社員の離職率は低

い」との声もありました。 

かつて ものづくりフェアが盛

大に実施されたことがありまし

たが、そこまで大掛かりでなく

ていいので、地元への就職率が

高くなるような企画を打ち上げ

ることができないかと考えま

す。 

就活は、関西福祉科学大学の地元企

業案内、八尾市と柏原市の就職フェ

ア、まち・ひと・しごとnet での就

職フェア等での取り組み 

これらは、冠事業とするにも趣旨に

合わない 

実施するのであれば、過去のものづ

くりフェアを再度見直して実施可能

か産業振興課と調整 

１１ 

市制６０周年記念

映画上映 

メインとして、最近話題の映画

を上映する。（様々な世代が見や

すいもの） 

準備の負担も少なく集客率も高

い。上映前に柏原市の PRビデ

オ等も上映する。 

これに合わせて、ピロティ等で

柏原市の特産物なども PR。 

レセプションホールでは６０年

前に使用していた電化製品等の

展示などを行い、６０年の歴史

（移り変わり）を展示する。 

式典２部の催しとして、写真集「昭

和の八尾・柏原」のような映像版を

公開 

放送局のアーカイブ等、協力依頼 

１２ 

NHK公開番組 NHK公開番組の収録 

 

現在エントリー中 

１３ 

オリックスバッフ

ァローズ柏原市民

デ― 

京セラドームで開催のオリック

ス戦の市民割引 

オリックスと調整中 

１４ 

オリックスバッフ

ァローズ野球教室 

オリックス所属選手が柏原市の

小中学生を対象として野球教室

を開催 

オリックスと調整中 

１５ 

近鉄道明寺線特別

列車の運行 

道明寺線に普段と違う列車を走

行させ、鉄道ファンの発信力を

活かして市の PRを行う。 

道明寺線だけにとどまらず、天美車

庫見学等と合わせたイベントツアー

の実施について、近鉄と調整中 



 

１６ 

里山（スマイルラ

ンド）での記念キ

ャンプ 

小学生を対象とした記念キャン

プ（星空観察など） 

スマイルランドの指定管理者の協力

を得れるよう、社会教育課と調整 

１７ 

東山トレッキング

大会、東山トレイ

ルラン大会、東山

オリエンテーリン

グ大会 

自然を活かしたスポーツ大会 スポーツ推進課と調整 

１８ 

大和川での釣り大

会 

小中学生を対象とした釣り大会 釣り具メーカーの協力を得ることが

可能か検討 

かしわらフィッシングスクールを開

催している社会教育課と調整 

１９ 

大和川ラジコンボ

ート大会 

小中学生を対象としたラジコン

ボート大会 

ラジコンメーカーの協力を得ること

が可能か検討 

２０ 

きらめき号ラッピ

ング 

市内循環バス「きらめき号」の

１台を６０周年記念バージョン

にラッピング 

総務課と調整 

 

 

 


