
市制施行８０周年記念事業　実施事業一覧表 R4.3.31時点

担当課 事業名 実施時期

1 秘書課 市制施行８０周年記念式典 令和4年6月1日

2 秘書課
市政功労者表彰
（市制施行８０周年記念式典）

令和4年6月1日

3 秘書課
善行表彰者表彰
（市制施行８０周年記念式典）

令和4年6月1日

4 福祉企画課 富士宮市社会福祉大会 令和4年7月9日

5 環境企画課
環境フェア
（富士宮くらしフェスタ）

令和4年10月

6 市民生活課
市民生活展
（富士宮くらしフェスタ）

令和4年10月

7 市民生活課
のりもの祭
（富士宮くらしフェスタ）

令和4年10月

8 花と緑と水の課
緑化祭花木市
（富士宮くらしフェスタ）

令和4年10月

9 農業政策課
林業祭
（富士宮くらしフェスタ）

令和4年10月

10 商工振興課
商工フェア
（富士宮産業フェア）

令和4年11月19日・20日

11 農業政策課
農業祭
（富士宮産業フェア）

令和4年11月19日・20日

12 食のまち推進室
フードバレーサミット
（富士宮産業フェア）

令和4年11月19日・20日

13 市民交流課
韓国栄州市招待イベント
（富士宮産業フェア）

令和4年11月19日・20日

14 市民交流課 起き上がりこぼし富士宮展 令和4年4月

15 企画戦略課 ＮＨＫ「ふるさとのど自慢」公開番組収録 令和4年6月5日

16 広報課 「キッズゲルニカ」展 令和4年6月・12月

17 広報課 富士山にトキメク富士宮イベント
令和4年7月16日・17日
令和5年2月23日

18 地域政策推進室 中央ＬＣ設立40周年記念講演会（講師　プロ棋士 杉本昌隆） 令和4年9月

19 健康増進課 健康づくり講演会 令和4年10月10日

20 企画戦略課 明るい社会づくり運動設立50周年記念講演会（講師　山極寿一） 令和4年10月

21 地域政策推進室 将棋８大タイトル戦 令和4年10月

22 スポーツ振興課 東京オリンピック１周年記念　空手競技オリンピアン招待 令和4年12月

23 富士山世界遺産課 富士山の日　富士山静岡交響楽団コンサート 令和5年2月23日

24 企画戦略課 SDGsポスターコンクール 未定

25 企画戦略課 富士山ＳＤＧｓシンポジウム 未定

26 環境エネルギー室 ゼロカーボン推進イベント 未定

27 子ども未来課 秋の子どもまつり 未定

28 地域政策推進室 自転車活用推進イベント 未定

　【メイン事業】

　【記念イベント・催し等　（特別事業）】
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市制施行８０周年記念事業　実施事業一覧表 R4.3.31時点

担当課 事業名 実施時期

29 スポーツ振興課 市民スポーツ祭 通年

30 文化課 郷土資料館展示 通年

31 観光課 芝川日和 内房たけのこ・桜まつり 令和4年4月3日

32 観光課 富士の巻狩り　狩宿さくらまつり 令和4年4月9,10日

33 スポーツ振興課 市民歩け歩け運動 令和4年5月29日

34 文化課 市民文化祭 令和4年6月10日～12日

35 観光課 芝川日和 梅の里稲子まつり 令和4年6月12日

36 富士山世界遺産課 富士山世界遺産登録記念祭 令和4年6月19日

37
女性が輝くまちづくり推進
室

富士宮市出会い交流応援事業「みや恋」
令和4年6月25日
令和4年9月25日

38
女性が輝くまちづくり推進
室

富士宮男女共同参画フォーラム 令和4年6月

39 商工振興課 第１９回まちなかアートギャラリー 令和4年7月1日～10日

40 社会教育課 富士宮市民カレッジ事業
7月6,13,20日(3回講座)
10月24日,11月7,28日(3回講
座)

41 観光課 富士山まつり　富士山開山祭 令和4年7月10日

42 社会教育課 読書推進講演会 令和4年8月6日

43 観光課 富士山御神火まつり 令和4年8月6日

44 観光課 宮おどり 令和4年8月7日

45 観光課 富士の巻狩り　陣馬の滝まつり 令和4年8月21日

46 花と緑と水の課 富士山水まつり　水の日記念事業 令和4年8月

47 スポーツ振興課 富士山カップ少年・少女サッカー大会 令和4年8月

48 地域政策推進室 子ども将棋大会 令和4年8月

49 農業政策課 富士地域畜産まつり 令和4年9月

50 スポーツ振興課 富士宮市長杯・稲山カップ中学校女子バレーボール大会 令和4年10月8日～10日

51 文化課 市民芸術祭
美術展：令和4年10月
舞台部門：令和4年11月
文芸：令和5年2月発行

52 観光課 富士宮まつり―秋宮― 令和4年11月3日～5日

53 観光課 信長公黄葉まつり 令和4年11月13日

54 観光課 芝川日和 柚野の里縄文まつり 令和4年11月26日

55 スポーツ振興課 市民レクリエーションスポーツ祭 令和4年11月26日

56 市民交流課 国際交流パネル展
令和4年11月28日～12月
2日

　【記念イベント・催し等　（冠事業）】
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57 観光課 まちなかライトアップ事業 令和4年11月

58 社会教育課 サイエンスワールド 令和4年12月3日

59 文化課 富士山ピアノリレーコンサート 令和4年12月3日

60 中央図書館 図書館児童文学講演会 令和4年12月6日

61 観光課 田貫湖まつり 令和4年12月10日

62 文化課 富士山への手紙・絵コンクール
展示：令和4年12月、令和5年
2月
表彰式：令和5年2月19日

63 文化課 文化講演会
令和4年12月又は令和5
年1月

64 スポーツ振興課 富士宮駅伝競走大会 令和5年2月13日

65 社会教育課 地域文化をほりおこす市民のつどい 令和5年3月5日

66 文化課 富士山ユースオーケストラ定期演奏会 令和5年3月12日

67 文化課 「富士山を詠む」俳句賞 作品集発行：令和5年3月

68 農業政策課 にじます祭り 令和5年3月

69
女性が輝くまちづくり推進
室

女性活躍講演会 未定

70 社会教育課 ふじのみや子どもの本のセミナー 未定

71 中央図書館 図書館講演会（一般） 未定

72 芝川図書館 図書館講座 未定

73 地域政策推進室 移住定住促進イベント 未定

74 地域政策推進室 首都圏シティセールス推進イベント 未定

75 広報課 くらしの便利帳発行 令和4年4月

76 広報課 富士宮市紹介動画公開 令和4年6月

77 広報課 市勢要覧発行 令和4年6月

78 文化課 富士宮市史刊行 令和5年3月

79 地域政策推進室 たびよみ観光絵本 未定

80 広報課 高校生による市ＰＲ動画公開 未定

　【その他】
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