協賛事業（市・関係団体等） 

実行委員会実施事業

■

歴史、文化、伝統に親しむ
長岡市立図書館開館100周年記念事業
長岡開府400年が長岡市立図書館開館100周年にあたることから、記念事業を実施しました。

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

・
「詩人 堀口大學と長岡展」の開催
・
「長岡市災害復興文庫展2017」＆シンポジウム「震災復興と図書館のアーカイブ機能」
・としょかんクリスマス★スペシャルコンサート
・所蔵資料展「図書館資料にみる江戸時代の長岡」の開催
・図書館開館100周年記念式典
・としょかんまつりの実施
（記念グッズの配布、子ども向けイベント、長岡ゆかりの映画上映、互尊文庫や日本互尊社などを巡る歴史散歩）

市民企画実施事業

・
「画業50年 長岡の自然に育まれた松岡達英展」の開催
・林真理子講演会の開催
実施主体名／長岡市立中央図書館
参加人数／15,141名

実施会場／長岡市立中央図書館 ほか

実施期間／平成29年度～平成30年度

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）
協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）
新しい米百俵事業

長岡開府400年特別番組の制作・放映
長岡開府400年の機運醸成と長岡の歴史や先駆者の知見を次世代に
つなげることを目的に、冊子「越後長岡 ROOTS400」と連携した番組
を制作し、放送しました。
・番組名：長岡開府400年特別番組「今に活かせる長岡の歴史」
・放送局：ケーブルテレビ エヌ・シィ・ティ
・番組長さ：30分程度（全10回）
実施場所／長岡市内

トピックス

実施主体名／長岡市

実施期間／平成28年度～平成30年度

長岡開府400年記念事業の軌跡
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まちなかカフェ
「ながおか学」講座を6講座開催しました。
①長岡藩の時代から続くお菓子の話
 長岡藩御用達だった大手饅頭について、その歴史などをお話頂き
ました。
②大人のための「ながおか学」
 長岡の歴史や文化、自然について学びました。
③歴史にみる長岡人の事業構想力
 他に先駆けたアイデアで新産業を興してきた長岡の偉人を紹介し
ました。
④ブラツムラ－長岡駅前編－
 長岡城やゆかりのある史跡を巡り、歴史を学びました。
⑤何が入っている？あなたの家ののっぺとべた煮
 長岡の郷土料理である「のっぺ」と「べた煮」の特徴やその調理方
法を学びました。
⑥新潟の方言－ネーネーからスケスケまで－
 長岡をはじめとする新潟県内の方言について、その種類や使い方
などを学びました。
実施主体名／まちなかキャンパス長岡運営協議会 実施会場／まちなかキャンパス長岡 ほか
実施期間／平成30年4月～平成31年3月 参加人数／延べ138名

祝長岡開府400年

第17回米百俵まつり

開府400年を祝した太鼓や神輿、
リレー、殿姫もちまき、ししまい、
書道パフォーマンスのほか、アオー
レ長岡に大将が集結する出陣式や
初代忠成の参勤交代行列で華やか
に時代行列を実施しました。
また、長岡開府400年特別企画
として、江戸時代・幕末の長岡を
テーマに5つの事業を実施しまし
た。
・
「体験！国漢学校」

事業（昔体験
ができる8つのブース）
・
「城下町めぐり」

事業（城下町ポ
イントをめぐる謎解きクイズラリー）
・むかし茶屋タイムスリップ事業（和風メニュー、和装スタッフと噺風のお休み処）
・長岡が生んだ先人ＰＲ事業（「まんがふるさと長岡の先人」印刷）
・全国新選組サミットタイアップ事業
（サミット参加団体がステージＰＲ）

実施主体名／米百俵まつり実行委員会
参加人数／85,000名
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実施会場／アオーレ長岡、大手通り ほか

実施期間／平成30年10月6日㈯

開府400年関連写真等掲載

実行委員会実施事業

ながおか市議会だより

年4回発行している市議会だよりに開府400年のロゴを掲載し、表紙に記
念事業（米百俵まつり、プログラミング教室等）の写真や長岡の歴史を描いた
水島爾保布の絵を使用しました。
実施主体名／長岡市議会

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

長岡藩士

実施期間／平成29年4月～平成31年2月

土屋家資料展
ただとき

長岡開府400年に向けて、長岡藩3代藩主牧野忠辰の代に能楽の囃子方（太
鼓方）巧者として召し抱えられた土屋家の資料を展示公開しました。
実施主体名／長岡市立科学博物館 実施会場／長岡市郷土史料館
実施期間／平成29年9月12日㈫～10月29日㈰ 参加人数／2,169名

市民企画実施事業

第50回謙信公祭旗揚げ武者行列
上杉謙信公の遺徳を偲び、武者行列、栃尾衆鉄砲隊の演武、市民茶会などを
開催。第50回を記念して隊列人数を増員したほかプロによる殺陣の演武や演
出を行い、謙信公役を磯田市長が演じるなど、盛大に実施しました。

長岡開府400年記念事業

特別展「第7回

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）

実施主体名／栃尾謙信公奉賛会 実施会場／栃尾市民会館から秋葉公園
実施期間／平成29年9月17日㈰ 参加人数／2,100名

長岡藩主牧野家の至宝展」

歴代藩主書画の魅力と題し、それぞれの藩主の個性と、その個性と関わり
の深い長岡の歴史文化の特徴を発見してもらうことをテーマに、牧野家・長
岡藩の歴代藩主の書画を展示しました。

協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）

実施主体名／長岡市立科学博物館 実施会場／長岡市立科学博物館
実施期間／平成29年9月23日（土・祝）
～10月15日㈰ 参加人数／2,524名

祝長岡開府400年

第16回米百俵まつり

越後長岡時代行列や米百俵リレーなどを通
じて、長岡が誇る「米百俵の精神」を次世代に

新しい米百俵事業

伝える米百俵まつりを開催。新たに作成した
「まんが ふるさと長岡の先人」配布のほか、長
岡開府400年に向けた関連イベントも開催し
ました。
実施主体名／米百俵まつり実行委員会 実施会場／大手通り ほか 実施期間／平成29年10月7日㈯ 参加人数／83,000名

ながおか市政だより

開府400年連載記事等掲載
トピックス

毎月発行している「ながおか市政だより」の表紙に開府400年のロゴ、裏表
紙にゆかりの出来事などの連載記事を掲載。子供たちによるＰＲ表紙、特集、
お知らせ欄での関連イベントの周知などで機運の醸成を図りました。
実施主体名／長岡市

実施期間／平成30年1月～平成31年3月

長岡開府400年記念事業の軌跡
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河井継之助記念館開館記念・戊辰150年特別講演会
りょうぜん

幕末維新ミュージアム霊 山歴史館の木村幸比古副館長を講師に招き、
「大
河ドラマを10倍楽しむ～西郷どん～」と題して、講演会を実施しました。

実施主体名／長岡市、河井継之助記念館友の会 実施会場／長岡グランドホテル
実施期間／平成30年3月21日（水・祝） 参加人数／350名

米百俵塾
①平成国漢学校「花開け！私の米百俵」
（成果発表＆ミニ講演会）
 長岡開府400年記念式典イベントに併せて成果発表会を開催し、塾生の
うち6名が研究成果を市民に向けて発表しました。
②米百俵講座「五感で感じる米百俵めぐり」
 米百俵の精神を伝え広めるため、企画運営を平成国漢学校の塾生が行い、
米百俵の故事に縁のある場所を巡るツアー
（一般市民向け）
を開催しました。
③記念冊子の発行
 平成25年度から行ってきた平成国漢学校の研究成果や活動内容を1冊の
記念冊子としてまとめました。
実施主体名／まちなかキャンパス長岡運営協議会 実施会場／アオーレ長岡 市民交流ホール A ほか
実施期間／平成29年度〜平成30年度 参加人数／① 92名 ② 29名

与板再発見・歴史文化の掘り起こし事業
与板の歴史や文化に触れてもらい、親しみや理解を深めるために、まちめ
ぐりの実施や啓発資料の作成を行いました。まちめぐり参加者を対象に与板
へのニーズなどをアンケート調査し、結果を各種団体へ配布しました。
実施主体名／与板再発見・歴史文化の掘り起こし事業実行委員会
実施期間／平成29年度～平成30年度 参加人数／延べ304名

実施会場／与板地域

アオラジステッカー「長岡の先人」シリーズ
ラジオ番組「長岡ひとまち アオーレ +1」
（アオラジ）の公開放送来場者に長
岡開府400年を記念し、長岡の偉人をデザインしたステッカーを配布しました。
実施主体名／長岡市 実施会場／アオーレ長岡 ほか
実施期間／平成30年度 参加人数／延べ2,490名

牛の角突き重要無形民俗文化財40周年記念事業
長岡開府400記念式典で、越後長岡藩主牧野家の名を冠した角突き牛「牧
野郷」による闘牛出張ＰＲを行いました。また、牛の角突き重文指定40周年
記念式典や南総里見八犬伝特別展示などを実施しました。
実施主体名／牛の角突き重文指定40周年事業実行委員会
実施期間／平成30年度 参加人数／50,091名
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実施会場／山古志闘牛場 ほか

実行委員会実施事業

豪商の文化を知る、感じる「聞香」体験事業
多くの方から与板に興味・関心を持ってもらい、与板の魅力を地域内外に
発信するため、豪商の香文化の保存・継承事業として、
「聞香」の体験会を実施
しました。
実施主体名／優香の会 実施会場／与板地域
実施期間／平成30年度 参加人数／65名

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

第6回国際幼魚錦鯉品評会
世界23カ国から1,782尾の出品があり、幼魚の出品としては国内最大規模
の品評会となりました。錦鯉は日本文化を象徴する産品であり、当地が発祥
であることを開府400年という歴史とコラボさせ広くアピールしました。

市民企画実施事業

実施主体名／全日本錦鯉振興会
実施会場／ハイブ長岡
実施期間／平成30年4月21日㈯～22日㈰
参加人数／3,500名

河井継之助記念館友の会・特別講演会

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）

長岡市立中央図書館文書資料室の田中洋史室長を講師に、
「『長岡出身の新選組隊士がいた！？』～再興
長岡藩東京藩邸の人間模様～」と題して、講演会を実施しました。
実施主体名／河井継之助記念館友の会

諏訪神社春季大祭

実施会場／会館青善

実施期間／平成30年4月21日㈯

参加人数／128名

栃尾大名行列

栃尾の春の風物詩として知られる大名行列を実施しました。天狗・神楽な

協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）

ど神事と公達・武士・庶民が一体となった総勢600余名、長さ300m を超える
行列が、見物客で賑わう市街地を巡りました。
実施主体名／栃尾大名行列保存会 実施会場／栃尾市街地
実施期間／平成30年4月29日（日・祝） 参加人数／9,500名

長岡開府400年記念献立

新しい米百俵事業

長岡開府400年を記念して、牧野家ゆかりの記念献立を市立小・中学校等
で実施しました。阪之上小学校では、牧野家第17代当主・牧野忠昌さんを迎え、
記念すべき節目の年を祝い、記念給食の試食会を行いました。
実施主体名／長岡市学校栄養教職員、長岡市教育委員会
実施会場／長岡市内全小中総合支援学校 実施期間／平成30年5月

市民写生会
トピックス

長岡開府300年記念に整備された悠久山公園を会場に、100年の歴史を感
じながら思い思いに描画。中学生も多く参加し、盛大に開催できました。
実施主体名／市民写生会実行委員会 実施会場／悠久山公園
実施期間／平成30年5月20日㈰ 参加人数／128名

長岡開府400年記念事業の軌跡
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ながおか田植えまつり
農業や農村を身近に感じてもらうことを目的として、昔ながらの手植えで
の田植えのほか、芋苗植え体験や田んぼの生きもの探しなどを実施。チラシ
には開府400年ロゴを入れ、ＰＲしました。

実施主体名／ながおかグリーン ･ ツーリズム推進協議会
実施会場／ふるさと体験農業センター（あぐらって長岡）
実施期間／平成30年5月20日㈰ 参加人数／246名

長岡開府400年記念事業 「長岡城跡出土品展」
開府400年記念式典の日に合わせて、長岡城跡の発掘調査の出土品を展示
公開しました。
実施主体名／長岡市立科学博物館 実施会場／アオーレ長岡 市民交流ホールＤ
実施期間／平成30年5月25日㈮～29日㈫ 参加人数／1,214名

与板藩牧野家特別展
越後長岡藩牧野家の分家である、与板藩牧野家に関する資料や移封後の信
濃国小諸（現：長野県小諸市）に残る資料、また、同じ時期に栄えていた与板の
豪商についての資料を展示しました。
実施主体名／長岡市 実施会場／与板歴史民俗資料館 ほか
実施期間／平成30年6月1日㈮～7月29日㈰ 参加人数／559名

子どもフェスティバル
子どもたちに様々な体験ができるブースを設け開催。
「ポイントラリー」では、
河井継之助記念館などをまわり、問題を解きながら長岡の歴史に親しみました。
実施主体名／子どもフェスティバル実行委員会 実施会場／アオーレ長岡
実施期間／平成30年6月10日㈰ 参加人数／464名

米百俵デー市民の集い
米百俵賞贈呈式及び柔道家の古賀稔彦さんによる記念講演会に加え、長岡
開府400年を記念して、書家の金澤翔子さんから「米百俵」の文字の特別席上
き ごう

揮毫を披露していただきました。
実施主体名／長岡市、長岡市教育委員会、公益財団法人 長岡市米百俵財団
実施会場／長岡リリックホール 実施期間／平成30年6月16日㈯ 参加人数／600名

長岡開府400年記念事業

特別展「第8回

長岡藩主牧野家の至宝展」

牧野家・長岡藩に関わる歴史資料の展示公開と講演会を実施しました。愛
知県豊川市など県外所在の資料や長岡市内に伝わった資料を借用展示する等、
市内外で長岡の歴史文化を愛する方との一体感の醸成にも取り組みました。
実施主体名／長岡市立科学博物館 実施会場／長岡市立科学博物館
実施期間／平成30年7月3日㈫～8月26日㈰ 参加人数／6,129名
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白峰駿馬

関連資料」

実行委員会実施事業

特別公開「長岡出身の海援隊士

長岡出身の海援隊士白峰駿馬の関連資料を長岡市で初公開しました。平成
30年3月に寄贈された資料を中心に展示し、白峰が描いた夢の意義を次世代
に継承していく第一歩とするため、白峰の事績と概略をたどりました。
実施主体名／長岡市立科学博物館 実施会場／長岡市郷土史料館
実施期間／平成30年7月21日㈯～8月26日㈰ 参加人数／1,203名

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

河井継之助記念館開館記念・長岡開府400年特別講演会
司馬遼太郎記念館の上村洋行館長を講師に招き、
「司馬遼太郎と近代化」と
題して、講演会を開催しました。
実施主体名／長岡市、河井継之助記念館友の会 実施会場／長岡グランドホテル
実施期間／平成30年8月4日㈯ 参加人数／300名

市民企画実施事業

トキ一般公開事業
トキ保護を通じて自然環境を保全する重要性につ
いて関心を深めてもらい、豊かな自然環境を有する
「ふるさと長岡」に愛着と誇りをもってもらうため、

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）

寺泊夏戸地域でトキの一般公開を開始しました。
実施主体名／長岡市
実施会場／長岡市トキ分散飼育センター ほか（寺泊夏戸地域）
実施期間／平成30年8月18日㈯、19日㈰ ※以降通年公開
参加人数／2,600名

企画展「長岡城跡展」

協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）

江戸時代、長岡藩政の中核施設であった長岡城。現在、発掘調査などにより
当時の様子が少しずつ明らかとなってきています。当時の生活用具や調査の
様子を、長岡城築城以前の出土資料とともに紹介しました。
実施主体名／長岡市立科学博物館 実施会場／長岡市立科学博物館
実施期間／平成30年9月15日㈯～11月4日㈰ 参加人数／4,875名

第51回謙信公祭旗揚げ武者行列
新しい米百俵事業

上杉謙信公が14歳の時に栃尾城で旗揚げをしたことに焦点を当てた演出
にリニューアルし、主役の「長尾景虎」役を中学2年生が務め、旗揚げ武者行
列を初々しく指揮しました。
実施主体名／栃尾謙信公奉賛会 実施会場／栃尾市民会館から秋葉公園
実施期間／平成30年9月16日㈰ 参加人数／2,500名

ながおか農業ふれあいまつり
トピックス

農業や農村を身近に感じていただくことを目的として、春の「ながおか田
植えまつり」で苗を植えた田んぼや畑で、昔ながらの鎌による稲刈りとはさ
がけ、芋掘り体験を行いました。
実施主体名／ながおかグリーン ･ ツーリズム推進協議会
実施会場／ふるさと体験農業センター（あぐらって長岡）
実施期間／平成30年9月30日㈰ 参加人数／320名

長岡開府400年記念事業の軌跡
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まちなか大学

長岡の100年史―開府300年から400年まで―

開府300年から400年までに起こったさまざまな出来
事について5回連続講座で学び、この100年でいかに長
岡が進化を遂げてきたかを考えました。
実施主体名／まちなかキャンパス長岡運営協議会
実施会場／まちなかキャンパス長岡 ほか
実施期間／平成30年10月～11月 参加人数／延べ139名

八丁沖ウォーク
北越戊辰戦争時に河井継之助率いる長岡藩が長岡城を奪還した際に舞台と
なった八丁沖をウォーキングするイベントを実施しました。
実施主体名／河井継之助記念館友の会 実施会場／北越戊辰伝承館、八丁沖古戦場パーク など
実施期間／平成30年10月13日㈯ 参加人数／150名

長岡市郷土民俗芸能公演会
各地に伝わる民俗芸能を保存・継承するため、公演会を開催し、長岡・栃尾・
越路・山古志・川口地域から8団体が参加しました。
実施主体名／長岡市立科学博物館 実施会場／アオーレ長岡 市民交流ホール A
実施期間／平成30年10月28日㈰ 参加人数／110名

長岡市美術展覧会
毎年開催している美術展覧会に、長岡開府400年を記念して、各部門に「長
岡開府400年記念賞」を設け、伝統ある展覧会を盛り上げました。
実施主体名／長岡市、
〈主管〉長岡市美術協会 実施会場／アオーレ長岡 アリーナ
実施期間／平成30年11月1日㈭～5日㈪ 参加人数／6,256名

開府400年＆密蔵院再築60年記念講演

映像によるやさしい故郷ガイド

長岡開府400年と密蔵院再築60年を記念して、
「リレー茶会が開かれた照
明寺密蔵院と良寛」と題し、寺泊ボランティアガイドが講師となり、映像を交
え、わかりやすく解説しました。
実施主体名／寺泊公民館 実施会場／寺泊文化センター
実施期間／平成30年11月11日㈰ 参加人数／45名

長岡うまい米コンテスト2018
生産農家が追求する「安全・安心・うまい」を全国に発信するとともに、うま
い米づくりに対する農家意識の向上を図ることを目的に開催。お米の審査の
ほか、巨大羽釜による新米コシヒカリの振る舞いなどを実施しました。
実施主体名／長岡うまい米コンテスト実行委員会 実施会場／アオーレ長岡 アリーナ
実施期間／平成30年11月23日（金・祝） 参加人数／2,500名
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企画展「雪之図―描かれた雪中風俗をひもとく―」

実行委員会実施事業

長岡開府400年記念事業

長岡開府400年に合わせて、江戸時代の長岡城下における雪中の風俗を描
いた市指定文化財「雪之図」全二巻を特別公開しました。
実施主体名／長岡市立科学博物館 実施会場／長岡市立科学博物館
実施期間／平成30年11月24日㈯～12月24日
（月・祝） 参加人数／2,489名

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

学校給食週間

長岡開府400年にちなんだ給食

子どもたちが先人の愛した料理などを味わうことで、記念すべき節目の年に、
給食に対する感謝の気持ちと長岡で活躍した先人に興味を持つ機会となるよ
う、長岡ゆかりの先人にちなんだ献立による給食を提供しました。

市民企画実施事業

実施主体名／長岡市学校栄養教職員、長岡市教育委員会
実施会場／長岡市市内全小中総合支援学校 実施期間／平成31年1月

第36回錦鯉全国若鯉品評会
錦鯉における日本三大品評会の一つであり、本県では7年ぶりとなる若鯉
の品評会が、発祥の地・長岡で開催されました。世界25ヵ国から1,671尾が出

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）

品され、会場は国内外の錦鯉愛好家で賑わいました。
実施主体名／全日本錦鯉振興会 実施会場／ハイブ長岡
実施期間／平成31年3月30日㈯～31日㈰ 参加人数／5,000名

協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）
新しい米百俵事業
トピックス
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交流人口の拡大、一体感の醸成
長岡 米百俵フェス

～花火と食と音楽と～2018

未来を担う子どもたちに本物の音楽体験及びふるさとへの愛着を醸成するため、国内のトップアーティ
ストによる音楽ライブや長岡花火の打ち上げ、キッズパーク、地元の食の提供など長岡の魅力を体感でき、
子どもから大人まで幅広い世代が一緒に楽しめる大型野外フェスを長岡開府400年の年にスタートしました。
実施主体名／米百俵フェス有限責任事業組合
参加人数／11,000名

実施会場／東山ファミリーランド

実施期間／平成30年10月6日㈯、7日㈰

第26回長岡市花いっぱいフェア2018
長岡開府400年記念式典と同日で開催。子どもたちをはじめとしたフェア
参加者250人が「祝400年」の花文字を作成しました。花文字に使用した花苗
は「未来につなぐ花」として育成・継承してもらうべく各市内小中学校等へ配
布しました。
実施主体名／長岡市花いっぱいフェア開催協議会 実施会場／長岡市民防災公園
実施期間／平成30年5月26日㈯、27日㈰ 参加人数／41,000名
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実行委員会実施事業

長岡まつり「平和祭」長岡開府400年特別事業
牧野家発祥の地、愛知県豊川市から伝統の「豊川
手筒花火」を招へいし、大手通り交差点を会場に豪
快に打ち上げました。

祝長岡開府400年

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

実施主体名／長岡商工会議所
実施会場／長岡市大手通り周辺
実施期間／平成30年8月1日㈬
参加人数／61,000名

長岡まつり
市民企画実施事業

祝長岡開府400年をテーマに、平和祭では豊川手筒花火のほか仁和賀の実施、ふれあい広場では仮装パ
フォーマンスコンテスト、わんぱくおまつり広場では記念のお笑いライブやヒーローショー、大花火大会
ではナイアガラ超大型スターマインを記念バージョンで打ち上げました。
実施主体名／長岡市 ほか 実施会場／長岡市大手通り周辺、信濃川河川敷 ほか 実施期間／平成30年8月1日㈬～3日㈮
参加人数／平和祭：61,000名 ふれあい広場：32,000名 わんぱくおまつり広場：70,000名 大花火大会：1,040,000名

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）
協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）

「ながおか花火館（仮称）」整備事業
長岡花火を核とした歴史・文化、自然など多様な

新しい米百俵事業

地域資源の情報発信機能や、地場産品の展示販売・
飲食などの地域振興・交流機能等を備えた道の駅整
備に向け、実施設計や造成工事に着手しました。
実施主体名／国、長岡市
実施場所／国道8号沿い喜多町周辺

トピックス

長岡開府400年記念事業の軌跡
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第80回全国都市問題会議
全国の市長及び市議会議員など約2,000人が一堂に会し、様々
な視点から都市政策について議論を行う会議を開催しました。
隈研吾さん、本郷和人さんなどによる講演のほか、行政視察や
地元産品のふるまい・販売、花火のプロジェクションマッピン
グ上映などを行いました。
実施主体名／全国市長会、長岡市 ほか 実施会場／アオーレ長岡
実施期間／平成30年10月11日㈭、12日㈮ 参加人数／1,959名

北前船寄港地フォーラム in 長岡
全国各地の北前船寄港地間での交流・連携の拡大や地域活性化を目指し開催。
「北前船でつなぐ寄港地交
流～米百俵の精神を次世代へ～」をテーマにフォーラムや交流会、エクスカーションなどを実施しました。
実施主体名／北前船寄港地フォーラム in 長岡実行委員会 実施会場／アオーレ長岡 ほか
実施期間／平成30年8月31日㈮、9月1日㈯ 参加人数／404名

第66回日本ＰＴＡ全国研究大会新潟大会
全国のＰＴＡ会員が集う大会が長岡市をメイン会場に盛大に開催されました。記念うちわの配布、のぼ
り旗や冊子「越後長岡 ROOTS400」の設置など、参加者に開府400年をＰＲしました。
実施主体名／公益社団法人 日本ＰＴＡ全国協議会 ほか 実施会場／アオーレ長岡、ハイブ長岡 ほか
実施期間／平成30年8月24日㈮、25日㈯ 参加人数／7,500名
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実行委員会実施事業

長岡開府400年記念長岡市民音楽祭
テーマを「市民バンドフェスティバル2018」と題し、市内の吹奏楽団体の
演奏と全員合奏を行いました。
実施主体名／長岡市民音楽祭実行委員会 実施会場／アオーレ長岡 アリーナ
実施期間／平成30年2月25日㈰ 参加人数／625名

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

Mi Amore PROJECT
地域の宝がよりいっそう輝き、子どもたち
に故郷への誇りを抱いてもらうために、
「故
郷はひとつ」を軸に地域でのライブや小学校
プロモーション映像制作など、様々な活動を
実施主体名／特定非営利活動法人ながおか未来創造ネットワーク
実施期間／平成29年度～平成30年度 参加人数／延べ38,000名

市民企画実施事業

行いました。
実施会場／長岡市内

ふるさと長岡への応援寄附金

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）

長岡開府400年記念商品をふるさと納税の返礼品としたほか、パンフレッ
トへのロゴや事業の掲載や、寄附金の使途として長岡開府400年記念事業を
追加しました。
実施主体名／長岡市

実施期間／平成30年

協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）

市民スポーツ祭
市民及び市内へ勤めている方の、日ごろのスポーツ活動の発表の場として年間を通じて26種目の大会を
開催。開府400年の冠を付し、長岡開府400年をアピールしました。
実施主体名／公益財団法人 長岡市スポーツ協会

実施会場／長岡市内各会場

実施期間／平成30年度

参加人数／8,000名

地域の宝磨き上げ事業

新しい米百俵事業

市内小学校から読み句及び絵札の図案を募集し、
「越後長岡地域の宝かるた」
を製作しました。完成したかるたは、市内小学校全学級、保育園、幼稚園等へ
配布しました。
実施主体名／長岡市 実施会場／長岡市内各地域
実施期間／平成30年度 応募総数／3,281名

長岡市・只見町河井継之助記念館交流事業
トピックス

9月に、長岡市民を対象に、福島県只見町の「継之助ウォーク」に参加する
ツアーを、3月には、只見町民を対象に、長岡市内のツアーを開催。長岡市民
と只見町民との交流を実施しました。
実施主体名／長岡市河井継之助記念館交流事業実行委員会
実施会場／長岡市河井継之助記念館、只見町河井継之助記念館 など
実施期間／平成30年度 参加人数／30名

長岡開府400年記念事業の軌跡
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祝長岡開府400年

悠久山桜まつり

悠久山の観桜会シーズンに提灯で桜をライトアップしました。桜まつり期
間の周知ポスターやチラシは長岡開府400年をイメージして制作し、三河藩
主牧野忠辰が悠久山の礎を築いたことなども紹介しました。
実施主体名／長岡市、長岡観光コンベンション協会 実施会場／悠久山公園
実施期間／平成30年4月6日㈮～5月6日㈰ 参加人数／70,400名

「長岡開府400年記念」第44回長岡ロードレース大会
市内を走るハーフマラソン（公認コース）、10㎞、5㎞、3㎞
の4コースを設定し、ロードレース大会を開催しました。チラ
シ、ポスターやフィニッシャーズタオルなどに開府400年ロ
ゴを入れＰＲしました。
実施主体名／長岡ロードレース大会実行委員会
メイン会場／長岡市営陸上競技場
実施期間／平成30年4月15日㈰ 参加人数／821名

東山市民ハイキング
オリンピック金メダリストの荻原健司さんをノルディックウォークの講師
に招き、東山ハイキングコースの山開きとしてハイキングイベントを開催し
ました。
実施主体名／東山市民ハイキング実行委員会
実施会場／東山ハイキングコース（旧成願寺温泉跡地～八方台頂上～市営スキー場）
実施期間／平成30年4月29日（日・祝） 参加人数／162名

謎解きまちめぐり「雁木あいぼ」
栃尾地域市街地に残る雁木を活用し、
「とちお町めぐりまっぷ」のクイズに
答えながら雁木を巡る催しを実施。地元小学生の紙てまりを雁木に展示した
ほか、とちパル周辺に飲食・体験・展示ブースを設置し、賑わいを創出しました。
実施主体名／とちお歩く旅のまちづくり委員会 実施会場／栃尾市街地
実施期間／平成30年5月3日（木・祝） 参加人数／500名

花いっぱい音楽祭2018～開府400年に贈る音楽記念詩
市民が中心となって運営する音楽会。開府400年の節目に合わせ、
「開府
400年に贈る記念詩」と題し、新作オペラ「長岡物語～戊辰の苦悩をのりこえ
て～」を中心に多彩なプログラムを演奏しました。
実施主体名／花いっぱい音楽祭2018実行委員会 実施会場／長岡リリックホール
実施期間／平成30年5月27日㈰ 参加人数／432名

第34回みしま西山連峰登山マラソン大会
県内外から広く参加を募りマラソン競技を実施。過去2番目に多い参加者
となり、起伏に富んだコースの面白さなどに高い評価が集まりました。会場
に開府400年ののぼりを設置しＰＲしました。

実施主体名／みしま西山連峰登山マラソン大会実行委員会
実施期間／平成30年5月27日㈰ 参加人数／827名
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実施会場／三島体育センター

実行委員会実施事業

観光物産フェア「とちお自慢市」
栃尾の名産品をアピールする催しを開催。名物「巨大あぶらげ」は「祝長岡
開府400年」の焼き目をつけＰＲ。基幹産業である繊維製品の販売、特産品等
の紹介・即売、遊び・体験コーナーなどを実施しました。
実施主体名／一般社団法人 栃尾観光協会 実施会場／道の駅 R290とちお
実施期間／平成30年6月3日㈰ 参加人数／10,000名

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

越後カントリートレイル
登山道や林道を走るトレイルランニング。
初 心 者 か ら 楽 し め る 2.5 ㎞ を は じ め、15 ㎞、
53㎞の3つのコースがあります。53㎞は国際
大会の認定を受けており、地域をあげてラン

市民企画実施事業

ナーをもてなし、小国の魅力をＰＲしました。
実施主体名／越後カントリートレイル実行委員会 スタート・ゴール／おぐに森林公園 実施期間／平成30年6月17日㈰ 参加人数／936名

長岡まつり共催 スポーツ事業
長岡まつりの開催に合わせて各種スポーツ大会を開催。空襲により犠牲になられた方々を悼み、平和の

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）

尊さを後世に語り継ぐことに加え、市民の体力づくり、健康づくりの推進やスポーツ文化の普及振興を図
りました。
実施主体名／公益財団法人 長岡市スポーツ協会

実施会場／長岡市内各会場

実施期間／平成30年7月～8月

参加人数／3,175名

すこやか・ともしびまつり
「長岡開府400年」をテーマとした作品展示を行ったほか、子どもから大人

協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）

まで、みんなが福祉・健康を楽しく学べる「体験・交流ブース」を拡充して開催
しました。

実施主体名／すこやか・ともしびまつり実行委員会 実施会場／アオーレ長岡
実施期間／平成30年9月29日㈯、30日㈰ 参加人数／18,500名

美味しい酒にアオーレ

越後長岡酒の陣

新しい米百俵事業

長岡16蔵元とつまみ出店者17店による、地酒の
提供や長岡ならではのつまみの提供を行い、長岡の
地酒と食の魅力を発信しました。
実施主体名／「越後長岡」観光振興委員会
実施会場／アオーレ長岡 実施期間／平成30年10月6日㈯
参加人数／14,000名

第28回新潟県スポーツ・レクリエーション大会 in 長岡
トピックス

長岡の歴史を辿りながら歩く「長岡城ウォーク」をはじめ、子どもから大人
まで誰でも気軽に楽しめる様々なスポーツ・レクリエーション種目の体験会
を開催しました。
実施主体名／一般社団法人 新潟県レクリエーション協会、長岡市レクリエーション協会
実施会場／アオーレ長岡、国営越後丘陵公園ほか市内体育施設
実施期間／平成30年10月13日㈯、14日㈰ 参加人数／延べ5,795名

長岡開府400年記念事業の軌跡
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越後 R290街道まつり
国道290号沿線9市村協力のもと、各市村の魅力発信と交流人口の拡大、地
域振興を目的に沿線地域観光ＰＲコーナー、物産販売コーナー、ステージイ
ベントなどを実施しました。
実施主体名／ R290街道まつり実行委員会 実施会場／道の駅 R290とちお
実施期間／平成30年10月14日㈰ 参加人数／18,000名

寺泊シーサイドマラソン大会
大会40回目と長岡開府400年を記念し、交流人口の増加を目的に、地元寺
泊太鼓による沿道応援や大会限定土産の作成など、大会参加者へのおもてな
しを強化しマラソン大会を実施しました。
実施主体名／寺泊シーサイドマラソン大会実行委員会 実施会場／寺泊みなと公園 ほか
実施期間／平成30年10月21日㈰ 参加人数／2,280名

第32回新潟県ふるさとづくり大会
大会史上初めて市民団体が主体となって開催。
「女性力アップで地域を元
気に」をテーマに、約170名の参加者が、基調講演、分科会討議等を通じ、交流、
情報交換を行いました。
実施主体名／あしたの新潟県を創る運動協会 実施会場／アオーレ長岡
実施期間／平成30年10月27日㈯ 参加人数／約170名

長岡開府400年記念長岡市民音楽祭
テーマを「こどもおんがくさい2018 音楽のきずな～未来へ～」と題し、未
来を背負って立つ子どもたちが主役の音楽祭を開催しました。
実施主体名／長岡市民音楽祭実行委員会 実施会場／長岡リリックホール
実施期間／平成30年11月11日㈰ 参加人数／422名

長岡市消防音楽隊創設50周年記念演奏会
長岡市消防音楽隊創設50周年を記念して演奏会を実施しました。開府400
年記念として、特別に新潟市・魚沼市消防音楽隊を招き、観客の皆様に音楽と
文化に触れていただきました。
実施主体名／長岡市 実施会場／長岡市立劇場
実施期間／平成30年12月8日㈯ 参加人数／1,500名

つながる！ながおか！！

越後長岡6大冬まつり10周年企画

市内6つの地域で開催する冬まつり連携事
業として会場をめぐるスタンプラリーを実施
しました。10周年企画として、各まつりを体
験する事業を追加するなど、子どもたちも楽
しく参加しました。
実施主体名／長岡市
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実施会場／栃尾、越路、長岡、小国、川口、山古志地域

実施期間／平成31年2月～3月

参加人数／2,650名

実行委員会実施事業

とちお遊雪まつり
雪洞1,000個の灯りの中で上がる雪上花火
や、雪上そりレースなど各種体験イベントの
ほか、名物「あぶらげ」など栃尾のグルメ満載
の、冬の栃尾地域を楽しむイベントを開催し

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

ました。
実施主体名／一般社団法人 栃尾観光協会 実施会場／道の駅 R290とちお 実施期間／平成31年2月2日㈯、3日㈰ 参加人数／14,500名

開府400年！長岡ものづくりフェア2019
ものづくりに関心を持つ子どもを増やすことを目的に開催。
長岡のものづくり企業による実演・体験のほか、開府400年
を記念して、長岡のものづくりの歴史を振り返る講演会や記

市民企画実施事業

念冊子の配布を行いました。
実施主体名／長岡ものづくりフェア実行委員会 実施会場／ハイブ長岡
実施期間／平成31年2月9日㈯、10日㈰ 参加人数／16,609名

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）
協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）
新しい米百俵事業
トピックス

長岡開府400年記念事業の軌跡
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未来への投資
大手通坂之上町地区市街地再開発事業
人づくり・産業振興を総がかりで支える地方創生の拠点「米百俵プレイス（仮称）」を市街地再開発事業で
整備します。大手通坂之上町地区は、かつて国漢学校があり「米百俵の精神発祥の地」です。
実施主体名／ UR 都市機構

実施場所／長岡市大手通2丁目 ほか

人づくり・学び・交流エリア
3階イメージ

完成イメージ

人づくり・学び・交流施設整備推進事業
米百俵プレイス（仮称）に整備する「人づくり・学び・交流エリア」の
基本設計を実施しました。基本設計を進めるにあたり、ワークショッ
プを開催し、約100名の市民から施設に対する意見をいただきました。
実施主体名／長岡市
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実施会場／長岡市大手通2丁目 ほか

参加人数／約100名

実行委員会実施事業

NaDeC 構想先行実施施設 オープニングイベント
NaDeC 構 想 の 先 行 実 施 施 設
「NaDeC BASE」のオープニング
イベントを実施。3大学1高専の特
徴を生かした公開講座、実演、展

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

示や起業支援センターながおかに
よる体験型起業塾を行いました。
実施主体名／ NaDeC 構想推進コンソーシアム、長岡市 実施会場／ NaDeC BASE 実施期間／平成30年6月2日㈯ 参加人数／200名

長岡しごと体験ランド（平成29年度、平成30年度）
子ども達に長岡で学ぶ魅力、働く魅力を実感してもらうきっかけとして、市内の大学、高専、専門学校や

市民企画実施事業

企業による小・中学生向けの仕事体験イベントを開催しました。開府400年を記念し、来場した子ども達が
自分の夢を描くメッセージトンネルブースを設けました。
実施主体名／ながおか・若者・しごと機構
参加人数／各5,000名

実施会場／アオーレ長岡

実施期間／平成29年11月26日㈰、平成31年2月24日㈰

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）

～今こそ描こう100年先の未来を～

協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）

長岡版広域道路ビジョン

将来を担う若者たちが未来に夢を抱き、そして長岡市をはじめ、中越地域全体がさらに発展を遂げてい
くことを目指し、次の100年につなげる道路の在り方について、市民の代表からなる懇談会やシンポジウ
ムでのご意見を参考にし、
「長岡版広域道路ビジョン」として策定しました。
実施主体名／長岡市（長岡版広域道路ビジョン懇談会） 実施会場／アオーレ長岡 等 ※シンポジウムはハイブ長岡
実施期間／平成30年8月～平成31年3月 参加人数／懇談会委員14名、シンポジウム参加者340名

新しい米百俵事業
トピックス

長岡開府400年記念事業の軌跡
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世界が先生―国際人育成事業
青少年に対する国際理解推進事業。県内留学生を小中学校等に講師として
派遣し、文化紹介などを通して相互理解を深めました。また、青少年に限らず
市民を対象とした「World Cafe ～世界の茶の間～」も開催しました。

実施主体名／長岡市 実施会場／長岡市内小中高校、国際交流センター など
実施期間／平成30年度 参加人数／1,395名

インターナショナルリーダーシップアカデミー
姉妹都市フォートワース市との青少年交流プログラム。フォートワース市
の姉妹都市の各国高校生が寮生活をしながら、設定されたテーマについて話
し合い、リーダーシップやコミュニケーションスキルを学びました。
実施主体名／公益財団法人 長岡市国際交流協会 実施場所／米国 フォートワース
実施期間／平成30年7月12日㈭～7月27日㈮ 参加人数／11名

青少年国際スポーツキャンプ訪問
姉妹都市トリアー市との青少年交流プログラム。トリアー市の青少年とと
もに、トリアー市内の体育館などで合宿し、スポーツを通して交流しました。
実施主体名／公益財団法人 長岡市国際交流協会 実施場所／独 トリアー
実施期間／平成30年7月19日㈭～30日㈪ 参加人数／8名

アフィニス夏の音楽祭

長岡特別演奏会

市と長岡市芸術文化振興財団は、アフィニス文化財団と平成31年度から長
岡での音楽祭開催について協定を締結。平成30年度はプレイベントとして特
別演奏会を開催し、次年度からの演奏会をＰＲしました。
実施主体名／長岡市、公益財団法人 長岡市芸術文化振興財団、公益財団法人 アフィニス文化財団
実施会場／長岡リリックホール
実施期間／平成30年8月28日㈫ 参加人数／530名

プログラミング教育推進事業
プログラミング的思考を育むため、ロボット型端末「ロボホン」と外部講師
を希望校に派遣する「ロボホン出前授業」を小学校48校で実施。また、公募型
体験講座「プログラミング基礎講座」を4回開催しました。
実施主体名／長岡市教育委員会 実施会場／長岡市内各小学校、アオーレ長岡
実施期間／平成30年9月～ 参加人数／2,971名

中学生海外体験フォートワース訪問
姉妹都市フォートワース市との青少年交流プログラム。中学2年生がフォー
トワース市を訪問し、ホームステイや現地中学校での授業などを体験しました。
実施主体名／公益財団法人 長岡市国際交流協会 実施場所／米国 フォートワース
実施期間／平成30年10月13日㈯～22日㈪ 参加人数／30名
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実行委員会実施事業

プログラミング体験教室
将来のイノベーションを担う人材育成のため、小学生・中学生を対象とし
たプログラミングを気軽に体験できる自習教室を NaDeC BASE で開催しま
した。
実施主体名／ながおか・若者・しごと機構 実施会場／ NaDeC BASE
実施期間／平成30年10月28日㈰～平成31年3月24日㈰ 参加人数／287名

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

ＴＶ番組 長岡開府400年記念 次の百年へ、新しい米百俵～イノベーションが創るミライの長岡～
産業の活性化策のひとつである「長岡版イノベーション」の取り組みとし
て、起業を目指す学生や、起業し活躍している若きリーダー、その支援をする
長岡産業界などの動きを紹介しました。
実施主体名／長岡市

実施会場／ NaDeC BASE ほか

実施期間／平成30年12月1日㈯

市民企画実施事業

学生平和交流プログラム in Honolulu
姉妹都市ホノルル市との青少年交流プログラム。高校生・大学生がホノル
ルを訪問し、真珠湾追悼式典の出席や、戦跡や記念館の見学、ハワイ大学生と

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）

の平和に関する意見交換などを通し平和について理解を深めました。
実施主体名／公益財団法人 長岡市国際交流協会 実施場所／米国 ホノルル
実施期間／平成30年12月5日㈬～10日㈪ 参加人数／8名

ワールドリーダーズセミナー
中・高校生を対象とした国際人育成の一助とするためのプログラム。国内
実施主体名／公益財団法人 長岡市国際交流協会
実施期間／平成30年12月 参加人数／8名

協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）

において国際的に活躍する企業、組織を訪問しました。
実施場所／東京近郊

中学生海外体験ホノルル訪問

新しい米百俵事業

姉妹都市ホノルル市との青少年交流プログラム。中学1年生がホノルルを
訪問し、真珠湾の戦跡や記念館の見学、現地中学生との交流を通し、平和への
意識と異文化理解を深めました。
実施主体名／公益財団法人 長岡市国際交流協会 実施場所／米国 ホノルル
実施期間／平成31年1月5日㈯～12日㈯ 参加人数／30名

悠久山公園整備事業
トピックス

開府300年記念に公園化が決定し、多くの方から愛され親しまれている悠
久山公園。次年度に竣工100周年を迎えることから、次の100年に向けた施
設修繕、改築やさくら再生を行うための基本計画を策定すべく、前段の基礎
調査を行いました。
実施主体名／長岡市

実施場所／悠久山公園

長岡開府400年記念事業の軌跡
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