
市制施行75周年冠事業一覧

番号 事業名 内　　容 実施時期 所管課 電話番号

1
５市共同事業「子ども体験塾」環境
キッズフェスタ2022（仮称）

「環境」をテーマとして掲げ、近隣５市の子ども
たちが、環境問題を自分事として捉え、考え、行
動につながるようなイベントを実施する。

令和４年10月～11月 企画調整課 0422-60-1801

2 第30回武蔵野桜まつり
「住んでよかったふるさとは武蔵野」をキャッチ
フレーズにふるさと意識の醸成を図る。令和４
年度はオンライン開催。

令和４年４月 産業振興課 0422-60-1832

3 武蔵野市トレジャーハンティング
武蔵野市を舞台にした謎解きを楽しみながら、
市内を回遊するイベント。

令和４年９月～11月 産業振興課 0422-60-1832

4 吉祥寺ウェルカムキャンペーン
吉祥寺へ来街者を呼び込むために、大吉祥抽
選会や吉祥寺音楽祭、吉祥寺アニメワンダーラ
ンドを開催する。

令和４年春・秋（予定） 産業振興課 0422-60-1832

5 吉祥寺薪能
吉祥寺の文化振興の一つとして、伝統芸能で
ある能の公演を行う。

令和４年10月 産業振興課 0422-60-1832

6
武蔵野イルミネーション「吉祥寺」
「三鷹」「武蔵境」

市内３駅前にイルミネーション装飾を施すこと
で、来街者に「憩い」や「癒し」を提供する。

令和４年11月～令和５年１月 産業振興課 0422-60-1832

7 Musashinoごちそうフェスタ
「武蔵野の食」をテーマとし、市内飲食店利用者
を対象としたイベントを行う。

令和４年11月 産業振興課 0422-60-1832

8 吉祥寺コレクション
武蔵野市内のアパレル店舗が参加するファッ
ションショー。吉祥寺の中心で実施し、武蔵野市
の活性化につなげていく。

令和４年11月 産業振興課 0422-60-1832

9 七福神めぐり
毎年正月に開催され、市内・近隣の６寺社７御
神体をめぐり、一年の開運を願うイベント。

令和５年１月１日（日）
～１月７日（土）

産業振興課 0422-60-1832

10 武蔵境JAZZ SESSION
スイングホールを舞台に、境でジャズをお楽し
みいただく。

令和５年２月 産業振興課 0422-60-1832

11 農産物品評会
農業者の栽培技術の向上と市民への市内農業
のPRを目的に実施する。

令和４年11月 産業振興課 0422-60-1832

12 むさしのフェスタ（仮称）試行事業

産業振興計画に掲げる「まちの魅力を高め豊
かな暮らしを支える産業の振興」に向かうため、
この事業を契機に事業者間が相互連携し、新
たな商品や事業を起こせる仕掛けづくりの場を
作る。

令和４年11月 産業振興課 0422-60-1832

13 ＮＨＫ公開番組「東京落語会」 NHKによる落語番組の公開収録 令和４年８月12日（金） 市民活動推進課 0422-60-1831

14 青少年平和交流派遣事業

市内在住在学の中高生を長崎市に派遣する。
全国から集う青少年との交流会やフィールド
ワーク等に参加し、被爆の実相に直接触れると
ともに、平和の大切さを学び、考えるきっかけと
する。

令和４年６月～11月
※長崎市派遣

令和４年８月８日（月）
～８月10日（水）

市民活動推進課 0422-60-1829

15 憲法月間記念行事
５月３日の憲法記念日にちなみ、５月を憲法月
間とし、憲法についての認識を深める機会とす
るため記念行事を開催する。

令和４年５月14日（土）
又は５月22日（日）

市民活動推進課 0422-60-1829

16 平和の日イベント

昭和19年11月24日に初空襲を受け、以降終戦
までに９回にわたる空襲があり、多くの方が犠
牲となった。この日を武蔵野市平和の日に制定
し、後世に平和の大切さを伝えていくため、平
和の日イベントを開催する。

令和４年11月23日（水） 市民活動推進課 0422-60-1829

17 男女共同参画フォーラム
男女平等の意識啓発を目的として、男女共同
参画週間（毎年６月23日～29日）に合わせて男
女共同参画週間事業を実施する。

令和４年６月～７月上旬 市民活動推進課 0422-37-3410

18
アメリカテキサス州ラボック市ジュニ
ア交流団受入

青少年交流団の受入を実施する。 令和４年６月 多文化共生・交流課 0422-60-1806

19
ロシア連邦ハバロフスク市青少年交
流団派遣事業

青少年交流団の派遣を実施する。 令和４年８月 多文化共生・交流課 0422-60-1806

20
ルーマニア・ブラショフ市との交流事
業

青少年交流団の派遣を実施する。 未定 多文化共生・交流課 0422-60-1806

21
大韓民国忠州市青少年交流団派遣
事業

青少年交流団の派遣を実施する。 令和４年８月 多文化共生・交流課 0422-60-1806

22
大韓民国ソウル特別市江東区青少
年交流団受入

青少年交流団の受入を実施する。 令和４年８月 多文化共生・交流課 0422-60-1806

23
友好都市南砺市市民交流団派遣事
業

友好都市に市民団を派遣し、現地市民との交
流や観光等を行う。

令和５年２月～３月 多文化共生・交流課 0422-60-1806
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24 友好都市安曇野市市民団受入 友好都市からの市民団の受入を実施する。 令和５年２月～３月 多文化共生・交流課 0422-60-1806

25
友好都市遠野市市民交流団派遣事
業

友好都市に市民団を派遣し、現地市民との交
流や観光等を行う。

令和４年10月～11月 多文化共生・交流課 0422-60-1806

26
友好都市酒田市市民交流団派遣事
業

友好都市に市民団を派遣し、現地市民との交
流や観光等を行う。

令和５年２月～３月 多文化共生・交流課 0422-60-1806

27 MIA多文化体験ウィーク

例年開催してきたMIA国際交流まつりに代わる
コロナ禍での事業として昨年度に引き続き「会
話交流教室」、「子ども国際交流クラブ」、「民族
音楽ステージ」など事前申込制のイベントを開
催する。

令和４年11月10日（木）
～11月13日（日）

多文化共生・交流課 0422-60-1806

28 第15回むさしの環境フェスタ
市民一人ひとりの環境配慮行動を促す特設展
示や講演会を行い、環境啓発を図る。

令和４年11月 環境政策課 0422-60-1945

29 第２回むさしのエコ・チャレンジ
市民団体や事業者等による環境に関するブー
ス出展、ワークショップ等を行い、市民に対し広
く環境啓発を行う。

令和５年３月 環境政策課 0422-60-1945

30 むさしのエコreゾートサマーフェスタ
市民、団体の環境への取組紹介や子ども向け
ワークショップなどを行う。

令和４年８月 環境政策課 0422-60-1945

31 シルバースポーツ大会
市内在住60歳以上の方を対象とし、市内を３ブ
ロックに分け、組対抗でスポーツ大会を実施。
老人クラブ連合会との共催事業。

令和４年10月15日（土） 高齢者支援課 0422-60-1940

32 芸能文化祭
市内在住60歳以上の方を対象とし、芸能発表と
作品展示を実施。老人クラブ連合会への委託
事業。

令和５年３月17日(金)
・３月18日(土)

高齢者支援課 0422-60-1940

33 敬老福祉の集い
市内在住77歳以上の方を対象とし、式典20分、
芸能40分のイベントを１日２回×３日間開催す
る。

令和４年10月上旬 高齢者支援課 0422-60-1940

34 むさしの食育フェスタ
市民の方々の食が豊かになるように、幅広い分
野で食を通じた様々な取り組みを紹介するイベ
ント

令和４年10月又は11月 健康課 0422-51-7006

35
子育て・ゆりかごむさしのフェスティ
バル

妊娠中の方や子育て中のご家庭に、子育ての
楽しさや地域とのつながりを感じていただくため
のイベント

令和４年10月29日（土）
子ども子育て支援課

健康課
0422-60-1851
0422-51-0700

36 むさしのジャンボリー

自然の中で様々な体験をすることにより、自立
心、創造性、豊かな心を育むことを目的に、２泊
３日の自然体験事業を市内在住の小学校４～
６年生を対象に、市立自然の村（長野県川上
村）にて青少年問題協議会（青少協）地区委員
会と市が共催で実施する。

令和４年７月21日（木）
～８月14日（日）

児童青少年課 0422-60-1853

37 水好きペットボトル製造・配布
市制施行75周年を装飾したデザインパッケージ
の「水・好きペットボトル」を製造し、希望のあっ
た冠事業等において配布する。

令和４年９月以降
配布開始予定

水道部総務課 0422-54-5176

38 市民体育大会・市民体育祭

広く市民にスポーツを推進し、市民の健康増進
と体力向上を図るため、市、市教育委員会、武
蔵野市体育協会及び（公財）武蔵野文化生涯
学習事業団の共催で開催しています。

令和４年４月１日～ 生涯学習スポーツ課 0422-60-1903

39 第37回市民スポーツフェスティバル

日頃運動に接する機会の少ない市民を対象
に、スポーツ・レクリエーションを通じてスポーツ
の推進及び日常化を図るため、市、市教育委
員会、武蔵野市体育協会及び（公財）武蔵野文
化生涯学習事業団の共催で開催しています。

令和４年10月10日（月） 生涯学習スポーツ課 0422-60-1903

40 ボッチャ武蔵野カップ2022

ボッチャの普及を目的として、身近な場所で気
軽に参加できるボッチャの大会を毎年開催して
います。障害の有無にかかわらず、チームを組
んでご参加いただけます。

令和４年11月23日（水） 生涯学習スポーツ課 0422-60-1903

41
武蔵野市ロードレース（第61回武蔵
野市内駅伝競走大会・第30回武蔵
野市民健康マラソン大会）

武蔵野市ロードレースは、武蔵野市内駅伝競
走大会及び武蔵野市民健康マラソン大会の総
称です。市民の健康と体力向上を図り、明るく
豊かな生活に寄与するため、市及び市教育委
員会の主催、(公財)武蔵野文化生涯学習事業
団及び武蔵野市陸上競技協会の主管で開催し
ています。

令和５年２月26日（日） 生涯学習スポーツ課 0422-60-1903

42 Sports for Allサッカー
サッカー体験、ブラインドサッカー体験、クリニッ
ク、トークショー、デモンストレーションを実施し
ます。

令和４年７月10日（日） 生涯学習スポーツ課 0422-60-1903

43 Sports for Allカヌー
カヌー体験教室、競技用カヌーの試乗を実施し
ます。

令和４年９月17日（土） 生涯学習スポーツ課 0422-60-1903

44 Sports for All水球
ゲストトーク、ゲストによるデモンストレーショ
ン、小中学生対象のアクアゲーム教室を実施し
ます。

令和４年10月10日（月） 生涯学習スポーツ課 0422-60-1903
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45 第38回市民会館文化祭
市民会館利用団体の活動発表、交流の場とし
て実施します。

文化祭
令和４年10月14日（金）

～10月19日（水）
芸能発表

令和４年10月16日（日）

生涯学習スポーツ課
市民会館

0422-51-9144

46 こどもまつり
科学あそび、工作教室、映画会、お話し会な
ど、約10日間に渡って行う。

令和４年７月23日（土）
～７月31日（日）

図書館 0422-51-5145

47 子ども図書館文芸賞
市内在住、在学の小中学生を対象として、小
説、詩、読書感想文、POPなどを募集し、優れ
た作品を表彰する。

表彰式：令和５年２月末
※募集期間

令和４年７月～10月初旬
図書館 0422-51-5145


