
No 事業名 担当課 実施時期 実施状況

1 桶川市市制施行５０周年記念式典 秘書広報課 令和３年１０月３０日 実施

2 桶川市市制施行５０周年記念事業市勢要覧・記念誌作成 秘書広報課 令和２年１１月８日 実施

No 事業名 担当課 実施時期 実施状況

3 子どもフォーラム 秘書広報課 令和２年８月、令和３年８月 中止

4 桶川市市制施行５０周年記念品（ノベルティグッズ）作成 企画調整課 令和２年４月～１２月 実施

5 桶川市市制施行５０周年記念「男女共同参画フォーラム２０２１」
人権・男女
共同参画課

令和３年３月１日～３月３１日
（オンライン開催）

実施

6 桶川市市制施行５０周年記念「男女共同参画セミナー」
人権・男女
共同参画課

令和２年１０月～１１月 中止

7 第８回社会を明るくする運動講演会
人権・男女
共同参画課

令和２年７月 中止

8 桶川市市制施行５０周年記念　憲法人権市民のつどい

人権・男女
共同参画
課・自治文
化課・生涯
学習文化財

課

令和２年１２月５日 実施

9 桶川市市制施行５０周年記念　坂田コミュニティセンター　夏祭り 自治文化課 令和２年８月 中止

10 桶川市市制施行５０周年記念　坂田コミュニティセンター　秋祭り 自治文化課 令和２年１０月２５日 実施

11 桶川市市制施行５０周年記念　さかたこども自主防災 自治文化課 令和３年２月 中止

12 桶川市市制施行５０周年記念　坂田コミュニティセンター　春祭り 自治文化課 令和３年３月２７日、２８日 実施

13
桶川市市制施行５０周年記念 親子ミュージカル「ヘンゼルとグ
レーテル」

自治文化課 令和２年５月 中止

14 桶川市市制施行５０周年記念　おけがわ市民芸術文化祭 自治文化課 令和２年１０月 中止

15 桶川市市制施行５０周年記念　響の森　LIVE　JAMBOREE 自治文化課 令和２年１１月 実施

16
桶川市市制施行５０年 桶川市べに花ふるさと館開館２０周年記
念　春まつり

自治文化課 令和２年５月 中止

17
桶川市市制施行５０周年 桶川市べに花ふるさと館開館２０周年
記念　べに花ふるさと館まつり

自治文化課 令和２年６月 中止

18
桶川市市制施行５０周年 桶川市べに花ふるさと館開館２０周年
記念　盆踊り

自治文化課 令和２年８月 中止

19
桶川市市制施行５０周年 桶川市べに花ふるさと館開館２０周年
記念　桶川全国ふるさと祭り

自治文化課 令和２年１１月 中止

20
こどもの森イベント「探検！発見！雑木林！～ヤマで遊んでみよ
う～」

環境課 令和３年３月 中止

21 桶川市市制施行５０周年記念「第２５回桶川べに花まつり」 産業観光課 令和３年６月 中止

22 桶川市市制施行５０周年記念「第４５回桶川市民まつり」 産業観光課 令和２年１１月３日 中止

23
桶川市市制施行５０周年記念 「桶川飛行学校平和祈念館開館
式典」

自治文化課
桶川飛行学
校平和祈念

館

令和２年８月４日 一部実施

24 桶川市市制施行５０周年記念「Let'sトライウォーキング」 健康増進課 令和２年１１月 中止

25 桶川市市制施行５０周年記念「オケちゃんキッチン」 健康増進課 令和２年１１月 中止

市制施行５０周年記念事業実施結果一覧（令和２年１１月３日～令和３年１１月２日）
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No 事業名 担当課 実施時期 実施状況

26
桶川市市制施行５０周年記念健康セミナー「笑って動いて健康長
寿」

健康増進課 令和２年１１月１２日、１６日 実施

27 お口の健康まつり2020in桶川 健康増進課 令和２年６月７日 中止

28 桶川市市制施行５０周年記念「桶川市小学校体育大会」 学校支援課 令和２年１０月 中止

29 桶川市市制施行５０周年記念「桶川市小・中学校音楽会」 学校支援課 令和２年１１月 中止

30 桶川市市制施行５０周年記念 「令和２年度桶川市民大学」
生涯学習文

化財課
令和２年１１月～令和３年３月 実施

31 ２０２０おけがわ春のふれあいフェスタ
生涯学習文

化財課
令和２年５月 中止

32 桶川市市制施行５０周年記念　桶川市成人式典
生涯学習文

化財課
令和３年１月１１日 実施

33 桶川市市制施行５０周年記念 手をつなごうＰＴＡべに花講演会
生涯学習文

化財課
令和３年１月 中止

34 桶川市市制施行５０周年記念「ミニバレー大会」
スポーツ振

興課
令和２年９月６日 実施

35 桶川市市制施行５０周年記念「シルバーニュースポーツ大会」
スポーツ振

興課
令和２年９月 中止

36 桶川市市制施行５０周年記念「オケちゃん駅伝競走大会」
スポーツ振

興課
令和３年２月 中止

37
桶川市市制施行５０周年記念　企画展示「今、街の成長を振り返
るとき」

歴史民俗資
料館

令和２年１１月１日～１２月２０日 実施

38
桶川市市制施行５０周年記念　いきいきウォーキング～正しい
ウォーキング学びませんか～

スポーツ振
興課

令和２年１０月２６日 実施

39
桶川市市制施行５０周年記念　第７回おけがわふれんどりーフッ
トサル大会

スポーツ振
興課

令和２年１１月１５日 実施

40
桶川市市制施行５０周年記念事業 日本薬科大連続講演会「コロ
ナの時代　今、あらためて健康を考える」第1回

公民館 令和２年１０月２４日（土） 実施

41
桶川市市制施行５０周年記念事業 日本薬科大連続講演会「コロ
ナの時代　今、あらためて健康を考える」第2回

公民館 令和２年１０月２８日（水） 実施

42
桶川市市制施行５０周年記念事業 日本薬科大連続講演会「コロ
ナの時代　今、あらためて健康を考える」第3回

公民館 令和２年１０月３１日（土） 実施

No 事業名 担当課 実施時期 実施状況

43 桶川市市制施行５０周年記念ロゴマーク作成 企画調整課 令和元年１１月３日発表 実施

44 ＮＨＫ全国放送公開番組誘致 企画調整課 令和２年９月２７日 中止

45 ＪＲ桶川駅１３５周年記念との連携事業 企画調整課 令和２年３月 一部実施

46 埼玉りそな銀行１２０周年記念との連携事業 企画調整課 令和２年６月 中止

47 マルキユー株式会社との連携事業（ふるさと納税記念品） 企画調整課 令和２年４月１日～令和３年１１月２日 実施

48 郵便局との連携事業（オリジナル小型印） 企画調整課 令和２年１１月１日～１１月３０日 実施

49 郵便局との連携事業（オリジナルフレーム切手） 企画調整課 令和２年１２月１日 実施

50
桶川市市制施行５０周年記念「令和３年度埼玉県レクリエーショ
ン大会」

スポーツ振
興課

令和３年１０月３１日 実施

51
桶川市市制施行５０周年記念「令和２年度第４７回日独スポーツ
少年団同時交流事業」

スポーツ振
興課

令和２年８月１２日～１６日４泊５日 中止

52 埼玉西武ライオンズとの連携事業
スポーツ振

興課
令和２年１１月 中止

53 桶川市市制施行５０周年記念「聖火リレー事業」
スポーツ振

興課
令和３年７月８日 実施

54 桶川市市制施行５０周年記念事業「子ども議会」 学校支援課 令和３年８月３日 実施

　※中止については、コロナ禍によるものです。
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