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市指定文化財である鎌足桜の記念植樹を市指定文化財である鎌足桜の記念植樹を
行いました。行いました。

鎌足小・中学生が、市制施行100周年に鎌足小・中学生が、市制施行100周年に
向けたタイムカプセルを埋めました！向けたタイムカプセルを埋めました！

　木更津市は、昭和17年に市制が施行され、令和4年 11月 3日に 80周年
を迎えました。
　この記念の年を「これまで」の歩みと「これから」を結ぶ年と位置づけ、
市民の皆さまをはじめ、地域、企業、各種団体、行政等がまちづくりの担い
手として連携し、新たな未来に向けて、さらなる飛躍・発展・躍動の契機と
するために、「シビックプライドの醸成」や「未来ビジョンの共有」、「パート
ナーシップの実現」を基本方針に様々な記念事業を実施しました。
　子どもたちによるイベントの開催や、幅広い世代の方々に携わっていただ
いて事業を実施できたことで、多くの皆さまとともに80周年をお祝いし、皆
さまとのつながりや一体感を実感でき、大変嬉しく思っております。
　今後も、皆さまとともに、豊かな自然を守りながら、人・もの・文化が循

環する自立した地域づくり「オーガニックなまちづくり」を一層推進し、ふ
るさとへの愛着と誇りを高め、魅力あるまちづくりを目指してまいりたいと
考えております。
　結びに、木更津市制施行80周年記念事業に携わっていただいた関係者の
方々、ご参加いただいた多くの市民の皆さまに心より感謝申し上げますとと
もに、趣旨にご賛同いただき、ご支援くださいました多くの方々に、改めて
心より御礼を申し上げます。会長（副市長）  田中 幸子

木更津市制施行80周年記念事業実行委員会

ごあいさつ

　「鎌足桜」は、遅咲きの八重桜で４月中旬から下旬にか
けて咲きます。 
　八分咲きほどになると、雌しべが中花に変化し二段咲
きとなり、よりー層優雅な花弁となります。そのため、開
花期間も長く楽しむことができます。
　 また、 雌しべの先端が鎌状に曲がっていることから、
中臣鎌子（藤原鎌足公）誕生伝説の由縁ともなっています。

実行委員の皆さま（敬称略・順不同）
・北村 和則 ・鈴木 まり子 ・鈴木 敏栄 ・滝口 君江 ・鹿島 典子
・水島 享子 ・重城 正義 ・鈴木 晟夫 ・松田 梨沙 ・吉田 昌弘
・會澤 はるか ・石村 比呂美 ・田中 幸子 ・重城 貴浩 ・伊藤 浩之
・渡邉 雅彦 ・石井 宏典

記念事業にご支援をいただき ありがとうございました
・株式会社佐久間 様　　・君津郡市建設業協同組合 様

クラウドファンディングで支援いただいた皆さま
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　20年後の木更津が、年代に関係なく愛される、
魅力あるまちになってほしい。
　きさらづ未来会議は、そんな想いを抱えた参加者
の「誰もが住みやすいまちづくりビジョン」を形に
するため開催しました。
　令和4年11月3日、市制施行80周年記念式典で
は「きさらづ未来ビジョン」提言書を市長に提出。未
来の木更津への願いが込められています。

きさらづ未来会議

参加者42名、全4回開催しました。

タイトル「コンポストエクササイズ」

　小・中学生と参加アーティストが共に創作活動を行う「出前ワークショップ」と、出前ワークショップで創作した作品
と参加アーティストが創作した作品の展示会を開催しました。

木更津みなとぐち
アートプロジェクト 2022
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タイトル「彼方からの色彩」タイトル「彼方からの色彩」

タイトル「“動”をつくろう！」タイトル「“動”をつくろう！」



衣装制作代はクラウドファンディングで募集衣装制作代はクラウドファンディングで募集

1月

7月・8月

11月
11月3日は
市民の日

12月

　地元スポーツ団体や現役
選手の指導のもと、気にな
る・初挑戦のスポーツに親
子でチャレンジ。
　短時間でどんどん上達し
ていったり、習ったことを
親子で何度も練習したり、
充実した様子がうかがえま
した。

　市内全域で行われた「地域主催」の防災訓練。まちの
防災意識の高まりがうかがえます。毎年恒例の「きさ
らづ防災フェスタ」も開催。約1万人以上の来場者数
と、大盛況なイベントとなりました。

　「自分が必要なくなった物を
喜んで買ってくれたことはと
てもいいことだと思いまし
た。」・「これからは使い終わっ
たら捨てるのではなく、再利
用するように取り組みたい。」

　売るのも買うのも子どもたちだけの「キッズフリマ」に参
加したお子さんたちから、「リサイクル」を体感してもらえ
た1日でした。
　環境セミナーでは、環境マークや身近なプラスチックごみ
から、海のみらい・木更津のみらいについて学習しました。
　セミナーを終えて、「地球の環境のことや問題になっている
ことがわかった。」・「友達と何ができるか考えあい、実行して
生活につなげていきたいです。」といった感想がありました。

　11月3日は市民の日。記念式典では市内の中学生による司会進行のもと、
功労表彰などが執り行われました。
　また、ことしは毎年恒例の「KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL」は
もちろん、 同日に子どもたちが主役のファッションショー「KISARAZU 
COLLECTION 2022」も開催。「MIRAI 未来 〜未来の木更津に残したいも
の〜」をテーマに開催されたファッションショーは大盛況となりました。

チャレスポ in KISARAZU

防災訓練

岩根東地域訓練の様子岩根東地域訓練の様子 きさらづ防災フェスタ 2022きさらづ防災フェスタ 2022

キッズ
リサイクルデイ

　3年ぶりに開催した「木更津港まつ
り」。分散日程で花火打ち上げを実施
しました（やっさいもっさい踊り大会
は中止）。
　新しくなった鳥居崎海浜公園で観る
花火はとても新鮮。
　ぜひ令和5年の花火もお楽しみに。

第75回
木更津港まつり

80周年記念ソング
「星を見にいこう」

木更津ふるさと応援団
イシワタケイタさん・松本 佳奈さん制作

視聴できます

（左上）記念誌
（右上）記念動画
（右下）エコバッグ

クリアファイル

記念誌は
こちら

記念動画は
こちら

記念誌や記念動画、記念グッズも展開

KISARAZU  COLLECTION  2022KISARAZU  ORGANIC  
CITY  FESTIVAL  2022

80周年記念式典



80周年記念事業一覧（50音順）

～市制施行 100周年に向けた「きさらづ未来ビジョン」～

市制施行80周年記念事業として展開した事業をご紹介します。参画してくださった皆さま、本当にありがとうございました。

事業名
AQUA COIN アイデアコンテスト 2022 ★
鎌足桜植樹祭

「議会ってなに？」～議会のしくみと役割～ ★
きさらづ あそんで まなぶ 自然旅
木更津港大型クルーズ船入港
KISARAZU ORGANIC CITY FESTIVAL 2022
きさらづオレンジフェスタ 2022

（認知症メモリーウォーク＆認知症カフェフェスティバル）
木更津市区長会連合会50周年記念事業写真展示会
KISARAZU COLLECTION 2022 ★
木更津市長杯小中学生将棋大会
木更津市男女共同参画フォーラム ★
木更津パッションフルーツジャム三昧
きさらづ福祉まつり2022
木更津市文化祭 市民写真展・絵画展・書道展 合同展覧会
きさらづ防災フェスタ 2022
木更津みなとぐちアートプロジェクト 2022
きさらづ未来会議
キッズリサイクルデイ
記念誌等制作事業
芸術文化に親しむまちづくり振興事業（階段アート）
健康増進センターいきいき館 健活イベント
講演会「おたがいさまの地域づくり」
高速ジェット船臨時運航
公民館文化祭
子どもたちに「音楽を届けるプロジェクト」
米・食味分析鑑定コンクール
桜井公民館20周年記念事業
里山農業体験塾　収穫祭
C-styleとPARK BAY FESTIVALで踊り隊
市制施行80周年お祝い給食
市制施行80周年記念式典 ★
障がい者支援施設販売会・展示会

　きさらづ未来会議参加者それぞれの想いをまとめた「7つのビジョン」。市制施行80周年記念式典で、参加者から市長に提言書を提出しました。
これからの20年に想いを馳せた、木更津の「新しい景色」です。明るい未来に向かってこれからも進んでいきます。

事業名
資料から見る木更津市の80年
児童文学講座「子どもたちに物語の世界を」
スティールパン 2023ニューイヤーコンサート
第1回アクアコインポスターコンテスト
第1回木更津市サッカー選手権　木更津市長杯
第5回木更津市福祉チャリティーゴルフ大会
第7回木更津ブルーベリー RUN with 市制施行80周年記念
第19回木更津こどもまつり
第22回全国産地シンポジウム 2022ブルーベリー in木更津
第32回上総仲春印会作品展
第48回少年少女の主張大会
第75回木更津港まつり
第78回日本ユネスコ運動全国大会in木更津
チャレスポ in KISARAZU
東京湾アクアライン裏側特別探検隊
東清公民館40周年記念事業
特別展「江戸絵画の美」
80周年記念動画制作及び情報発信事業 ★
肥満予防に関する講演会 ★
ヒューマンフェスタin木更津 ★
平野和バス・バリトン・リサイタル～ふるさとの夏に歌う～
文芸講演会「歩いて、観て、書いて」
みらいラボフェスタ
めざせ！ゼロカーボンシティポスターコンクール
指一本ピアノでつなぐ「やっさいもっさい」＠木更津駅ピアノ ★
ライドアラウンド in 木更津
ライドハンターズ in 木更津
らづFitポイント増量キャンペーン
陸上自衛隊第1音楽隊コンサート

発行／木更津市制施行80周年記念事業実行委員会　プロモーション部会（シティプロモーション課）
☎0438（23）7460　 0438（23）9338　 promo@city.kisarazu.lg.jp

令和5年3月1日発行

人のつながりがあるまち
「未来に向けて木更津ならではの “ つなが
り ” を感じられる地域に、それぞれの居
場所があるまちにしていきたい。」という
想いが込められています。

★：YouTube に動画があります。
動画一覧

自然とともにあるまち
「美しく癒される風景を残しつつエシカル
で豊かな暮らし、そして自然を生かした
産業の充実を図りたい。」という想いが込
められています。

人を呼ぶ魅力のあるまち
「“木更津の魅力 ”が広く伝わり、ビジター
や移住者が増えるように、魅力あるまち
にしたい」という考えから生まれたビジョ
ンです。

ビジョン 1 ビジョン 2 ビジョン 3

誰もが安心して暮らせるまち
地域の住民や専門職・行政が協力して安心をつ
くり出せる仕組みや意識づくりを取り入れ、「誰
もが心配をせずに暮らせるまちにしたい。」と
の想いがこのビジョンとなりました。

わくわくして暮らせるまち
「木更津の楽しい思い出」を増やせるよう、
公共施設・イベントのあり方への提言、
市民の文化・芸術やスポーツ文化醸成へ
の期待が込められています。

生活が便利なまち
未来に向かって暮らしの基盤の利便性を
高めていけるよう、IoT などの ICT 技
術の活用やまちのデザインの見直しをビ
ジョンに盛り込みました。

ビジョン 4

ビジョン 6 ビジョン 7

ビジョン 5

子ども・若者が育つ環境のあるまち
子育て世代の経済負担へのサポート、若者の活
躍を後押しする支援や教育プログラムの充実な
ど、私たちのまちを次世代につないでいくため
の環境づくりへの想いが込められています。


