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長岡市地方創生推進会議
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若者自身が
参加、企画、実現し

魅力を生み出す
まちに

未来の長岡を担う

子どもたちを育てる

質の高い教育環境に

長岡で頑張っている
産業を応援。
新たな起業や

産業の誘致を促進し
「働く場」を確保

Ⅱ

ⅢⅠ

※リジュベネーション（rejuvenation）
：若返り、元気回復

※リジュベネーション（rejuvenation）
：若返り、元気回復

地方創生にあたり
大切にしたこと

地方創生にあたり
大切にしたこと
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 事業概要
中越地域の市町村、観光団体が連携して広域観光事業に取り組み、交流人口の

増加を目指していくため、平成２８年５月に「中越文化・観光産業支援機構」（※）を
設立。

同機構では、広域観光連携事業として、連携市町村の文化・観光資源をつないだ
広域周遊ツアーを企画、実施したほか、連携市町村の文化・観光資源のプロモー
ションを実施。

※中越文化・観光産業支援機構 構成団体

長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、燕市、魚沼市、南魚沼
市、弥彦村、出雲崎町、津南町及び各市町村観光協会

（事務局：（一社）長岡観光コンベンション協会、長岡市観光・交流部観光企画課）

 事業目的
中越地域の市町村及び関係団体が連携し、地域の豊富な文化・観光資源を生かし、

地域の新たな観光産業の振興及び雇用の確保につながる交流人口の拡大を図ること
を目的とする。
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 事業概要
①良寛（和島地域の宝磨き上げ事業）
・歴史講座、学習教材作成事業
・はちすば通り各種タイアップ事業

②豪農（和島・与板地域の宝磨き上げ事業）
・住雲園のライトアップ事業
・楽山苑活用・保存事業

③天地人（栃尾・与板地域の宝磨き上げ事業）
・ボランティアガイド養成事業

・小学生史跡巡り経費、「上杉謙信と栃尾」資料
集作成費、ガイド用写真パネル作成費 等

 事業目的
天地人（直江兼継）、良寛、豪農、石川雲蝶、戊辰戦争（河井継之助等）をゆかりと
した歴史文化資源を活用し、観光による外需から新たな産業化・雇用創出の好循環

を実現し、人口減少に歯止めをかけます。
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 事業概要
①紅葉（越路地域の宝磨き上げ事業）
・フォトコンテスト開催経費
・もみじ園でのイベント関連経費

②トレイルランニング（小国地域の宝磨き上げ事業）
・交流会運営・おもてなし等経費
・地域ＰＲエイドの設置経費
・地元住民を巻き込んだコース選定、整備経費

 事業目的
自然（もみじ）、観光施設（ダム、交流拠点等）、ｲﾍﾞﾝﾄ（花火、花火、雪まつり等
を活用した地域観光資源を活用し、観光による外需から新たな産業化・雇用
創出の好循環を実現し、人口減少に歯止めをかけます。
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 事業概要
サッポロビール創業醸造家の中川清兵衛の出身地である、与板地域たちば

な公園内にテント造のBBQビール園を夏期開設する。平成２８年度の運営は、
専門事業である㈱ヒーローが中心となり、
次年度以降に現地で事業継続を行う地元事業
者と共同運営する。

 事業目的
長岡市及び周辺地域は、観光に資する文化・自然資源は豊富にあるが、観光

誘客に必ずしも繋がっておらず、観光関連産業も、寺泊地域や一部の温泉地等
に限られている。このため、観光客を誘致する際、食事をとる場所が無いか、若し
くは極めて限られている地域が少なくない。こうした状況に対応するため、東京で
実績のあるビジネスコンサルタント会社及びその傘下のBBQ運営会社の参画を
得て、初期投資が少なく事業性の見込みやすいBBQ事業を、文化資源豊富な与

板地域でモデル的に実施し、地域事業者がそのノウハウを吸収することで、観光

飲食産業の育成を図る。
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イメージ写真など



 事業概要
①錦鯉、牛の角突き（山古志地域の宝磨き上げ事業）
・交流ツアー、ヤマの暮らし体験イベント企画運営
事業費

・産業実習受入事業費

・地域情報誌等作成・発信事業 等

②大凧合戦（中之島地域の宝磨き上げ事業）
・大凧の作成・展示経費
・中之島中学校の大凧体験経費
・大凧合戦会場への市民観覧席の設置経費

 事業目的
錦鯉、牛の角突き、大凧合戦などの伝統文化資源を活用し、観光による外需か
ら新たな産業化・雇用創出の好循環を実現し、人口減少に歯止めをかけます。
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 事業概要
・地方創生の全国ﾓﾃﾞﾙとなりうる事業を盛り込んだ行

政視察の案内を国内自治体に発送
・長岡北スマートIC開通に向けたPR資料等のデザイン

企画・制作

・視察等での市外来館者に対し、アオーレの魅力を発
信

事業目的

・アオーレ長岡、子育ての駅、震災復興・防災のまちづ

くりといった長岡市の先進的な施策を全国に向けてＰ
Ｒ。

・全国の自治体関係者などの視察の積極的な受け入

れやコンベンション誘致などにより、長岡市の都市ブ
ランドの向上を目指すとともに、宿泊や飲食など市内
での消費を促し、地域経済への波及効果を創出する。
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イメージ写真など

事業目的
・日本農業遺産認定に向け、錦鯉発祥の地であることの自負・プライドを発揮し、産業
振興に官民あげて取り組む。

・小千谷市と連携し、オリジナリティの確立とブランド価値の向上のための施策を展開
する。

事業概要
地域住民の主体的参加による地域ぐるみの農業の推進を核に、継続的営農体制の確
立と地域活力の再生に向けた取り組みに支援する。

養鯉池の保全対策を支援



事業目的
①縄文文化・火焔土器活用発信事業

長岡が「発見の地」である火焔型土器を、世界中から多くの観光客が訪れる大英博
物館（英国）に常設展示し、関連事業を日本及び英国で実施して、長岡市をはじめとす
る日本の先史文化を世界に向けてアピールする。これにより、国内外からの交流人口
増加を図る。
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 事業概要
・平成28年10月1日～12日 大英博物館での展示に先立ち、在英国日本国大使館に
おいてプレ展示会を実施。あわせて記念講演会を同館で実施。

・平成28年10月14日～ 大英博物館で長岡市出土の火焔型土器等を常設展示。展示
期間は３年間の予定。

・平成29年3月26日 英国ケンブリッジ大学考古学科のリリアナ・ヤニク博士を招聘し、
馬高縄文館において関連講演会を実施。

事業目的
②シティプロモーション推進事業

・2020東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた長岡の地域資源活用の一環と

して、火焔土器の精巧なレプリカを作成し、大英博物館への展示等、国内外へ広い
発信に活用。

・火焔土器発見８０周年記念として、火焔土器レプリカを活用し、国指定重要文化財
として普段触れることができない火焔土器に触ることのできる展示を行い、長岡市
民が火焔土器を身近に感じる機会を作る。
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 事業概要
・火焔土器レプリカの制作（５器）

大英博物館、九州国立博物館での展示
・平成28年12月「持てる・触れる火焔土器」

アオーレ長岡
・平成29年1月～「持てる・触れる火焔土器」

馬高縄文館
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事業目的
①米百俵まつり事業

秋の収穫を祝い、長岡の教育の原点「米百俵の
精神」を醸成し、育てる場として、次世代を担う子ど
もたちに、故郷「長岡」の素晴らしさを伝え、「自信」と
「誇り」を持ってもらう場として開催する。

事業概要
長岡が誇る「米百俵の精神」をテーマに、秋の収穫

祭と併せて誕生したお祭り。越後長岡時代行列では、
総勢約500名が大河信濃川を越え、行進・パフォーマ
ンスを行います。このほか米百俵リレー、神輿渡御、
フリーマーケット、飲食・物産コーナーやステージイベ
ントなど盛りだくさん。昔懐かしい雰囲気を感じながら、
長岡の歴史や文化を楽しく学ぶことができるイベント。

18

事業目的
②雪まつり（６地域）

長岡市内で開催される６つの冬まつりを「つながる！

越後長岡６大冬まつり」として一体的に広報し、連携事
業を実施することで、長岡市全体の冬の誘客を促進し、
各地域イベントの特色の周知と魅力アップを図る。

事業概要
１ 長岡雪しか祭り事業
２ 越路スノーフェスティバル事業
３ 古志の火まつり事業
４ おぐに雪まつり事業
５ とちお遊雪まつり事業
６ 雪洞火ぼたる祭事業

スタンプラリー開催！
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 事業概要
・海外発信広報番組の制作・放送

今後のインバウンド施策の展開も視野に、長岡花火をはじめとした地域資源、
長岡の豊かな自然や文化等を紹介する観光系番組を制作し、海外で放映

【放送エリア】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾐｬﾝﾏｰ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾊﾜｲ
【放送時期】 Ｈ２９年２月及び３月

・火焔型土器広報番組の制作・放送
火焔土器発見から８０年の節目に、火焔型土器

の魅力や日本固有の縄文文化を紹介する番組を
制作し、市内外に放映

【放送エリア】新潟総合テレビ局エリア
【放 送 日】Ｈ２８年１２月２４日

事業目的
①長岡の魅力発信事業

長岡花火や火焔型土器等の長岡の貴重な地域資源、さらには本市が有する豊
かな自然や歴史・文化などを市内外に発信し、本市の施策や取り組みを広く
プロモーションするため、放送コンテンツを活用し、長岡の魅力を紹介する
番組の制作・放映の実施
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 事業概要
・日本酒冊子「うんめすけ、うんめぇ酒」制作

「酒どころ長岡」で酒を愉しむ「人」と「食」に焦点を当てた、長岡
のリアルな酒事情を紹介。（全３２ページ）
・錦鯉リーフレット「ＮＩＳＨＩＫＩＧＯＩ ＯＦ ＮＡＧＡＯＫＡ」制作

錦鯉発祥の地 長岡を紹介。英語併記
（Ｂ２版4回折 全１０ページ）

・花火映像「Message of Peace」制作
「長岡花火に込められた想い」を長岡花火の価値として発信す

るため、メディア（ＣＭ）やＳＮＳでの使用を想定した映像を制作
（1分、3分、英語テロップ入り）

・観光情報冊子広告作成

事業目的
②シティプロモーション推進事業（酒、錦鯉、花火、観光情報）

・交流人口や定住人口増加に向けた長岡の認知度とイメージ向上を目指し、
長岡の魅力・情報発信を行う。

・長岡市の重点資源である「長岡花火、錦鯉、食」を紹介することで「行ってみ
たい長岡」を目指す。
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 事業概要
・着地型旅行商品を造成（長岡駅発着1泊2日）
・ツアーのターゲット想定及びコアな長岡ファン獲得のため、首都圏在住のふるさと

納税寄附者を対象として周知し、参加募集（10組20名定員）
・ツアー内容の企画、実施については、ノウハウを持つ市内旅行業者に委託。コンテ

ンツには「食」「酒」「雪」を盛り込み、地元の若手生産者や料理人、酒蔵と連携
・ツアーの様子は、メディアによる取材や映像で発信
・参加者からのアンケートを参考に、次年度は継続実施（ツアー化）を目指す。

また、返礼品として採用することで、ふるさと納税への新規・継続寄附者獲得へも
つなげる。

事業目的
③長岡モニターツアー 企画運営事業

・首都圏の消費者をターゲットとしたモニターツアーを実施することにより、ツアー商
品の構築へつなげることと、コアな長岡ファンの獲得を目指すもの

・モニターツアーの様子を映像により発信することで、新たな層への興味関心の誘
発と交流人口の増加を狙うもの
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 事業概要
新たに起業する者又は起業後５年未満の者であり、将来性・地域への貢献・将来

の雇用増加等が見込める事業に対し、補助対象経費の2/3を補助する。
①スタートアップ支援枠

新たに起業する者を対象として最大150万円を補助
※通常は50万円を上限とし、39歳以下、地域資源の

活用といった条件を満たすことで上限アップ
②成長発展枠

公的機関による起業に係る補助金を受けた、起業後
5年未満の者を対象に最大1,000万円を補助

事業目的
長岡市内に新たな進出を伴う起業の促進及び起業後の事業の定着を支援し、これ
らによる地域経済の活性化を図る
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 事業概要
・頑張る長岡の若手経営者や学生が毎回約３０名参加し、
議論をして実施する「ながおか若者会議」のプロジェクト
実現への支援。イベント等の開催を通して視野を広げ、
企画力や実行力を身につけた若者たちが、さらに創業プ
ランを提案し、実現化に向けて活動できるようにサポート
体制を整える。

・小学生から30代までの若者にまちの魅力や仕事創出の

アイデアを募る「ながおか仕事創造アイデア・コンテスト」
を開催。寄せられたアイデアの審査表彰はもとより、な
がおか・若者・しごと機構がその実現化をサポートする。

事業目的
「若者の夢がかなうまち長岡」を目指し、ながおか・若者・しごと機構を事業主体とし

て、将来を担う「若者」のアイデアを実現するための育成環境を整えながら、長岡で暮
らし、働きたくなる事業実現を支援する。

▲ながおか若者会議

▲とちお夜のランプ祭
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 事業実施主体：株式会社クリーンリード

 交付金申請額：1,500万円

（このほか市補助金1,000万円も活用）

 事業費総額：1億1,000万円

 金融機関：北越銀行

 事業概要

収集した枝葉を焼却し発電。電気と廃熱を利用し
て、高付加価値な野菜の完全管理型水耕栽培を
実施。

中山間地域において、地域の新しい事業モデル
を構築。

 事業実施場所：栃尾地域

 雇用数：正規１人、パート２人
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 事業実施主体：

株式会社ＦＡＲＭ８（ファームエイト）

 交付金申請額：950万円

 事業費総額：1,357万円

 金融機関：北越銀行

 事業概要

規格外の地元産野菜を活用し、旬の食材をおい
しく食べるディップソースを開発。

農業者の新たな収入や、子育て主婦層の雇用を
創出。

 事業実施場所：下々条地区

 雇用数：正規２人、ﾊﾟｰﾄ４人

(株)FARM8

長岡地域の生産者

長岡造形大学

北越銀行

長岡市・伝統野菜の生産/出荷
・冬季労働力の提供

・デザイン／商品企画の
ノウハウ提供

・シティプロモーション
・ふるさと納税

・店舗販売
・オンラインショップ販売

・商品企画
・販売戦略
・仕入れ加工
・注文管理
・梱包/出荷

神楽南蛮を利用した商品
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 事業実施主体： 株式会社 美松

 交付金申請額：3,000万円

 事業費総額：1億3,000万円

 金融機関：北越銀行、商工組合中央金庫

 事業概要

中越大震災の経験をもとに、口あたりが柔らかく、
アレルゲンフリー、長期保存可能といった特長を
持つ、県内産の米粉を主材料とした米粉

 クッキーを製造する。食味を向上させ、食物アレ
ルギー児童のおやつとしても活用。米の生産地、
被災経験といった地域特性を活かし、地域の元
気を創出する。

 事業実施場所：山田地区

 雇用数：正規１人、パート８人
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 事業実施主体：

インストラクション株式会社

 交付金申請額：1,000万円

 事業費総額：2,600万円

 金融機関：北越銀行

 事業概要

 長岡市オリジナルの施策である「子育ての駅」や「子
育てコンシェルジュ」等をモデルに、会員企業向けに
「女性の活躍を支援したい地元企業と育児に奮闘し
ながらも働きたい女性」に対する新たな育児支援事
業。

 事業実施場所：福住

 雇用数：正規１人


