
吉野町　町制６０周年記念事業一覧 

区分 事業名 日時 事業内容 事業主体 開催場所 担当(連携等）課 主催

企画 報道発表・ロゴマーク発表 4月18日 町制６０周年記念事業発表 単独 役場本庁舎会議室 総務課 周年記念事業実行委員会

企画 NHK のど自慢 ５月１４・１５日 町制６０周年を祝うイベント・住民参加支援 協働 吉野運動公園体育館 総務課 NHK奈良放送局・吉野町

企画 町民提案事業 採択事業決定 町民提案事業　（町民提案事業については別掲） 協働 町内 総務課 周年記念事業実行委員会

企画 まちの木・花・鳥・魚　公募 ７月１日～８月１０日迄 募集終了：公募による制定 協働 吉野町 総務課 周年記念事業実行委員会

企画 「まちの歌」公募 ７月１日～８月１０日迄 募集終了：公募による制定 単独 吉野町 総務課 周年記念事業実行委員会

企画 「町民憲章」公募 ７月１日～８月１０日迄 募集終了：公募による制定 単独 吉野町 総務課 周年記念事業実行委員会

企画 ふるさと元気・吉野まつり花火大会 7月30日 納涼花火大会開催 協働 上市　吉野川河川敷 文化観光交流課 実行委員会

企画 ウッドスタート宣言 ８月６日～７日 ファーストトイ贈呈式・木育関連品贈呈式 協働 中央公民館大ホール まちづくり振興課 町・東京おもちゃ美術館

企画 奥大和・吉野ゆうゆう祭 １０月１・２日 南部東部地域の活性化イベント 協働 町内 産業観光振興課 奥大和ゆうゆう祭開催協議会

企画 町民体育祭 10月10日 町民の体力向上イベント 協働 吉野運動公園 教育委員会 吉野町体力向上委員会

企画 平和祈念式典・戦没者追悼式 10月14日 八女市「平和の火」を譲り受け平和祈念式典開催 協働 中央公民館大ホール 長寿福祉課

企画 記念式典・表彰式 11月3日 町制６０周年を祝う記念式典・町功労者表彰 協働 中央公民館大ホール 総務課

企画 吉野木のまち未来宣言・町の花等披露 11月3日 まちの将来を見据えた未来宣言・まちの木花鳥魚制定披露 協働 中央公民館大ホール 総合政策課・総務課

企画 ならコープ・南都銀行・吉野町　包括連携協定調印式 11月3日 地方創生にかかる包括連携協定締結（３者協定は県下初）・記念植樹 協働 役場本庁舎・西谷地内 総務課・総合政策課

企画 ふるさと元気・吉野まつり２０１６ １１月5・6日 町民の参画と協働のまつり 協働 吉野運動公園体育館 協働推進課 ふるさと元気吉野まつり実行委員会

区分 事業名（仮称名含） 日時（予定） 事業内容 事業主体 開催場所（予定） 担当(連携等）課 主催（予定）

企画 町制60周年記念番組制作 記念番組制作 単独 吉野町 広報広聴室

企画 ６０周年記念友好協定 ７月～３月 友好都市との交流記念植樹・友好協定書締結 単独 北海道富良野市 産業観光振興課

企画 ６０周年記念植樹 １２月～２月 友好都市(八女市)での桜植樹 単独 福岡県八女市 産業観光振興課

企画 ６０周年記念親善植樹 ２月 ベトナム記念植樹 単独 調整中 産業観光振興課

企画 ６０周年記念ﾌｧｲﾅﾙｲﾍﾞﾝﾄ 3月11日 本町縁のゲストを迎えまちの歌・町民憲章披露（人推協事業と連携） 協働 中央公民館大ホール 教育委員会・総務課 共催：吉野町人権のまちづくり推進協議会

平成28年11月10日現在

町主催・町制60周年記念事業実行委員会　企画事業

開催を終えた事業

企画準備中・事業展開中の記念事業

記念番組第１弾：NHKのど自慢予選会 6/4(土）～6/5（日）放送済



吉野町　町制６０周年記念事業一覧 平成28年11月10日現在

区分 事業名 日時 事業内容 事業主体 開催場所 担当(連携等）課 主催

冠 第500回桜まつり記念市 4月23日 木材製品記念市開催・町制60周年大抽選会 協働 吉野材ｾﾝﾀｰ まちづくり振興課 吉野製材工業協同組合

冠 吉野町民ゴルフ大会 5月5日 参加資格：町在住・在勤者・吉野に縁ある方 協働 グランデージゴルフ倶楽部 教育委員会 吉野町ゴルフ協会

冠 kobo trail 2016 弘法大師の道 5月22日 山岳マラソン開催 協働 町内 文化観光交流課 弘法大師の道実行委員会

冠 記念講座　勝谷誠彦の山伏な日々 6月4日 吉野熊野国立公園指定80周年・金峯山寺青年僧の会発足22周年 協働 旧吉野山ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 文化観光交流課
金峯山寺青年僧の会・吉野
町・吉野ﾋﾞｼﾞﾀｰｽﾞﾋﾞｭｰﾛｰ共催

冠 吉野川マナーアップキャンペーン 7月23日 吉野川清掃活動 協働 吉野川河川敷 生活環境課 吉野川流域市町村

冠 龍門夏祭り 8月14日 龍門夏祭り 吉野北小学校　校庭 龍門夏祭り実行委員会

冠
「吉野山の桜を守る」（桜の学校成果発表）
パネル展及び講演会 8月21日

公益財団法人吉野山保勝会１００周年記念事業・町制６０周年記
念事業として共催　パネル展と講演会開催 協働 東京都内　奈良まほろば館 教育委員会 吉野山保勝会

冠 町制60周年記念　ボランティアまつり 8月27日
「イザ！カエルキャラバン！In吉野町」と題して、当日は子供通貨
を使った楽しいイベントを開催します。多彩な防災体験プログラム
と紙芝居・人形劇・ジャグリングショー・おもちゃオークション等々

協働 吉野見附三茶屋 吉野町社会福祉協議会 吉野町社会福祉協議会

冠 古い時代からの伝統ある踊りの継承
8月28日・
９月１日

若者層から中高年に至るまで踊りの復活・コミュニケーションの活
性化・町民の健康維持（8/28吉野川大盆踊り大会・9/1国栖の里
大盆踊り大会　開催

協働 町内 協働推進課
吉野町祭文踊り保存会/
吉野を盛り上げる会

冠 NPO法人「歴史の駅」ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｳﾑ 8月27日 第２回ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｳﾑ「後醍醐天皇とその皇子たち」吉野からみる日本の歴史 協働 東京都渋谷区文化総合センター 教育委員会 NPO法人「歴史の駅」・吉野町

冠 近鉄電車新型車両導入記念式典 9月10日 記念式典 協働 町内 産業観光振興課 近畿日本鉄道(株)

冠 国栖の里灯り展 10月9日 ものづくりの里、観光ｲﾍﾞﾝﾄ 協働 　旧国栖幼稚園舎 協働推進課 国栖の里観光協会

冠 吉野山保勝会１００周年記念式典 10月29日 財団法人吉野山保勝会発足（大正5年）100周年 協働 町内 教育委員会 吉野山保勝会

冠 『Daiwa Sakura Aid』　ゴンチチコンサート 11月3日 大和ﾊｳｽ工業(株)主催の吉野の桜を守るコンサート 協働 中央公民館大ホール 総務課・教育委員会 大和ﾊｳｽ工業株式会社

冠 『全日本プロレス』開催 11月3日 ふるさと元気まつりin吉野町実行委員会によるイベント開催 協働 吉野運動公園体育館 総務課・教育委員会・長寿福祉課 ふるさと元気まつりin吉野町実行委員会

区分 事業名（仮称名含） 日時（予定） 事業内容 事業主体 開催場所（予定） 担当(連携等）課 主催（予定）

冠
60周年を迎えた、のんびり吉野町
で　婚活イベント

9月18日/10月
9日/１１月20
日

婚活イベント（9/18：森林セラピー「癒やされて婚活」・
10/9：「軽スポーツと津風呂湖ﾌﾟﾁﾊｲｷﾝｸﾞ婚活・11/20：「国
栖の里　紙すき体験婚活」　【全３回】

協働 町内 吉野町社会福祉協議会 吉野町社会福祉協議会

冠 成人式 1月9日 成人の祝い 協働 中央公民館大ホール 教育委員会 町・成人式実行委員会

開催を終えた事業

町制６０周年記念　協賛事業　企画準備中・企画展開中の記念事業

町制60周年記念　協賛事業



吉野町　町制６０周年記念事業一覧 平成28年11月10日現在

区分 提案事業名 日時 事業内容 代表者 開催場所等

町民提案
吉野町 町制６０周年記念　今日も元気に刻
む年輪！人・山・川　繋がる地域！　YSC太
極拳＆グランドゴルフ

6月22日
グランドゴルフを通して地域交流を図り、太極拳を体験する中で、
振り返る６０年に感謝し、次世代に伝える・つなげる吉野へと継承
されていく事業を開催する。

理事長　松原政則 会場：吉野運動公園

町民提案 中竜門活性化事業　中竜門　夏祭り 8月7日
中竜門区長会の協力のもとで夏祭りを企画、盆踊り、ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ、
ビンゴゲーム等楽しいひとときを演出。盆踊りの事前練習会も開
催。

代表者　桝谷一夫 会場：吉野見附三茶屋

町民提案 清流西谷の川と湧き水恵みプロジェクト 8月11日
西谷川を利用した魚（鮎・あまご）のつかみどりや釣りを楽しむ多
世代交流イベント・消防活動を兼ねた河川清掃 部隊長　松葉雅和

８月１１日（山の日）交流イ
ベント開催

町民提案
国栖の里にぎわいｲﾍﾞﾝﾄ（６０周年
を機に旧校園舎活用）

9月11日
校園舎活用及び地域活性化を図るため、旧小学校校舎解体まで
に校庭でｲﾍﾞﾝﾄを開催する。６０周年の節目にこれまでの歴史を振
り返り、新たな国栖地区の将来を語り合う。

会長　松田　時雄
会場：旧国栖小学校校庭／
国栖地区自治協議会との共
催

町民提案 柳さとつくり推進事業 10月9日
柳５ヵ大字の全区民が太鼓台巡行・60周年を祝うイベントも共に開
催する。 会長　中本　糺

柳国造神社秋祭り太鼓台巡
行に合わせて開催

町民提案 こども・ｼﾙﾊﾞｰげんき事業 11月5日・6日

ふるさと元気吉野まつり2016で、会場清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱと子供向けの
射的ゲームを行うことにより、シルバー会員が子供と接し元気にな
り、また子供が射的を会員と楽しむことにより高齢者と子供が元気
になる事業をおこなう。

理事長　藤本　潔 会場：吉野運動公園

区分 提案事業名 日時（予定） 事業内容 代表者 開催場所等

町民提案 吉野魅力発信　空から町から
７月～12月

（撮影進行中）

ドローン空撮と地上での映像を組み合わせて、吉野町の自然、町
並み、人々の暮らしや営みを映した映像番組を製作し、町制６０周
年を記念として、行政や住民が一体となって吉野の魅力を発信す
る。

理事長　麻畠浩子 町内一円

町民提案 みつけに来てよ、中竜門のいい所 ８月～
中竜門各地区（10大字）のお祭行事を繋ぐスタンプラリー開催・８
月に特養施設柳光で初の地域と合同の夏祭り開催(8/20)、３月に
三茶屋でもフェスタ開催

会長　藤本　潔
中竜門地区の各種団体が連
携しながら事業展開する。

町民提案 再生古民家見学『おもてなし』事業 ４月～３月
古民家を再生し、その古民家の見学会を開催すると共に、和紙を
使った装飾品づくりや無農薬野菜の料理教室等を開催し、地域活
性化と空き家対策の一環としても移住交流の機会を提供する。

代表　上田　正行
８月に見学会開催／９月以降に各
種講演会を開催　古民家所在地
は吉野町大字入野地内

一般社団法人　吉野町シルバー人材センター

企画準備・事業展開中の記念事業

事業主体

特定非営利活動法人　SEC

中竜門地区　区長会

再生古民家見学『おもてなし』事業

　特定非営利活動法人　吉野ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

活き活き町づくり　燦・産・参

竜門第１分団第４部隊

国栖地区　区長会

柳さとつくり推進委員会　

町制60周年記念　町民提案事業

事業主体

開催を終えた事業


