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長岡開府400年記念事業の企画・推進・全体調整等

事務局
長岡市（地方創生推進部ほか）、長岡商工会議所

実 行 委 員 会

事業部会 広報・市民
協働部会

未来投資部会

記念式典など
実行委員会自主
事業の効果的な
展開

・記念式典の検討
・自主事業の検討

効果的なＰＲと
市民企画実施事
業等による市民
参加の推進

・広報・ＰＲ方法の
検討

・市民企画実施事業
への助成の検討

・協賛すべき事業
の検討

協賛金活動の検
討、推進・企業
協賛

・協賛金活動の検
討、推進

・企業協賛の検討

▪長岡開府400年記念事業の推進体制   
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▪長岡開府400年記念事業実行委員会規約   
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（名称）
第１条　この委員会は、長岡開府400年記念事業実行委員会（以下「委員会」という。）と称する。

（所在地）
第２条　この団体を次の所在地に置く。
　　　　新潟県長岡市大手通1丁目4番地10

（目的）
第３条　�委員会は、長岡開府400年を契機に、まちの歴史・文化・伝統を見つめ郷土への愛着と誇り

を高めるとともに、ふるさと長岡の魅力を広く国内外に発信し交流を拡大することで、
次代を担う子どもたちに次の100年のバトンを手渡すため、市民協働・官民連携で「長岡
開府400年記念事業（以下「記念事業」という。）」を実施することを目的とする。

（所掌事務）
第４条　委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
　　　　⑴　記念事業の企画・推進に関する事項
　　　　⑵　記念事業の全体調整に関する事項
　　　　⑶　前２号に定めるもののほか、記念事業の実施に関する事項

（組織）
第５条　委員会は、会長及び委員をもって組織する。
　　２　会長は、長岡市長をもってこれに充てる。
　　３　委員は、第２条の目的に賛同する各界各層の関係者のうちから、会長が委嘱する。

（役員）
第６条　委員会に会長のほか、次の役員を置く。
　　　　⑴　副会長　２名
　　　　⑵　監　事　２名

（役員の指名）
第７条　副会長及び監事は、委員のうちから会長が指名する。

（役員の職務）
第８条　会長は、委員会を代表し、会務を統括する。
　　２　�副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ指定された順序に従って、

その職務を代行する。
　　３　監事は、委員会の財務を監査する。
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（顧問）
第９条　委員会に顧問を置く。
　　２　顧問は、長岡藩主牧野家第17代当主に委嘱する。

（総合アドバイザー）
第10条　委員会に総合アドバイザーを置く。
　　２　総合アドバイザーは、会長が委嘱する。
　　３　総合アドバイザーは、記念事業の実施に関して、会長の要請により必要な助言を行う。

（任期）
第11条　委員の任期は、平成32年３月31日までとする。
　　２　�所属する機関又は団体の役職であることにより委員となった者がその役職を退任した場

合は、その後任者が委員となる。

（会議）
第12条　委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
　　２　�議事については、出席委員の過半数の賛同により決し、可否同数の時は、議長の決すると

ころによる。

（専門部会）
第�13条　委員会に、特定事項について検討し、企画立案するため、専門部会を設置することができる。
　　２　専門部会は、次に掲げる部会員をもって組織する。
　　　　⑴　会長が指名する委員会の委員
　　　　⑵　各界各層の市民のうちから会長が委嘱する者

（部会員の任期）
第14条　前条第２項第２号の部会員の任期は、平成32年３月31日までとする。

（部会長及び副部会長）
第15条　専門部会に部会長及び副部会長、各１名を置く。
　　２　部会長及び副部会長は、部会員のうちから会長が指名する。
　　３　部会長は、部会を代表し、会務を統括する。
　　４　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代行する。

（専門部会の会議）
第16条　専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

（事務局）
第17条　委員会の庶務を処理するため、長岡市及び長岡商工会議所に事務局を置く。
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（経費）
第18条　委員会の経費は、負担金その他の収入をもってこれに充てる。

（設立年月日）
第19条　委員会の設立年月日は、平成28年６月28日とする。

（その他）
第20条　この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附　則
　この規約は、平成28年６月28日から施行し、平成32年３月31日限り、その効力を失う。
附　則（平成29年１月19日）
　この規約は、平成29年１月20日から施行する。
附　則（平成30年３月14日）
　この規約は、平成30年３月14日から施行する。



氏　名 団 体 名 等 備　考
牧野　忠昌 長岡藩主牧野家第17代当主 顧問
磯田　達伸

長岡市長
会長

森　　民夫 任期：Ｈ28.6.28～Ｈ29.9.6
丸山　　智 長岡商工会議所会頭 副会長
丸山　勝総

長岡市議会議長
副会長

関　　正史 任期：Ｈ28.6.28～Ｈ29.5.15
石丸　千也 越後RYO-MA倶楽部局長
伊丹　耿一 柏友会会長
稲川　明雄 河井継之助記念館館長 総合アドバイザー
稲田　育彦 長岡地域商工会連合会長
上村　英輔

（一社）長岡青年会議所理事長
江口健太郎 任期：Ｈ30.1.1～Ｈ30.12.31
大石慶太郎 任期：Ｈ29.1.1～Ｈ29.12.31
五十嵐陽平 任期：Ｈ28.6.28～Ｈ28.12.31
大井　盛久 長岡市シティプロモーション推進会議幹事長
大原　興人 長岡商工会議所副会頭 未来投資部会長
金山　宏行

（一社）長岡観光コンベンション協会会長
監事

山崎　和夫 任期：Ｈ28.6.28～Ｈ30.6.6
神林　　茂 （公財）長岡市芸術文化振興財団理事長 事業部会長
斎藤　良人

新潟県立歴史博物館館長
矢澤　健一 任期：Ｈ28.6.28～Ｈ30.3.31
佐藤　勝弥

（株）北越銀行取締役頭取
荒城　　哲 任期：Ｈ28.6.28～Ｈ29.6.22
高橋　　譲 長岡市教育委員会教育長
水流潤太郎 長岡造形大学理事長

羽賀　友信 NPO法人市民協働ネットワーク長岡代表理事 
ながおか・若者・しごと機構代表理事 広報・市民協働部会長

長谷川一夫 元与板町史編集委員
長谷川健一 長岡郷土史研究会会長
八木　浩幸

（株）新潟日報社長岡支社長
監事

保科幸太郎 任期：Ｈ29.4.1～Ｈ30.3.31
渡辺　雅明 任期：Ｈ28.6.28～Ｈ29.3.31
山崎　茂樹 ＮＰＯ法人ながおか未来創造ネットワーク代表理事
渡辺　千雅 長岡フィルムコミッション会長

▪長岡開府400年記念事業実行委員会　名簿   
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（順不同、敬称略）　平成 31 年 3 月末現在

◆ 総合アドバイザー
氏　名 団 体 名 等 備　考

稲川　明雄 河井継之助記念館館長

【事業部会】
◆ 各部門

氏　名 団 体 名 等 備　考
神林　　茂 （公財）長岡市芸術文化振興財団理事長 部会長
内山　　弘 長岡歯車資料館館長 副部会長
髙森　精二 中之島観光協会会長
西山　和里 （一社）長岡青年会議所
福原　国郎 新潟県立長岡高等学校同窓会事務局長
星　　　貴 米百俵まつり実行委員会実行幹事長
渡辺　千雅 長岡フィルムコミッション会長

【広報・市民協働部会】
氏　名 団 体 名 等 備　考

羽賀　友信 NPO法人市民協働ネットワーク長岡代表理事 
ながおか・若者・しごと機構代表理事 部会長

渡辺　美子 米百俵まつり実行委員会副実行委員長 副部会長
石丸　千也 越後RYO-MA倶楽部局長
小林　正史

（株）新潟日報社長岡支社報道部長
広瀬　俊之 任期：H29.2.6～H30.3.31
瀧川　寛人

長岡市出雲崎町小中学校PTA連合会会長
加藤　　武 任期：H29.2.6～H30.3.31
並木　純子

長岡商工会議所女性会会長
川上　恵子 任期：H29.2.6～H30.3.31
武士俣利一

長岡地域商工会連合事務局長
佐藤　勝司 任期：H29.2.6～H30.3.31

【未来投資部会】
氏　名 団 体 名 等 備　考

大原　興人 長岡商工会議所副会頭 部会長
小嶋　洋一

長岡市商工部長
副部会長

森山　建之 任期：H29.7.12～H30.3.31
岡村　　清 柏友会副会長
小幡　幹雄 越後長岡ふるさと会会長
髙田　裕司 牧野公奉賛会幹事長
原　　和彦 （公財）長岡市国際交流協会理事長
山田　慎一

（一社）長岡観光コンベンション協会専務理事
佐々木保男 任期：H29.7.12～H30.6.6

▪長岡開府400年記念事業実行委員会　総合アドバイザー・専門部会名簿   
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No. 開　催　日 内　容
第1回 平成28年6月28日 ・長岡開府400年記念事業実行委員会規約（案）について

・役員の選任について
・ 長岡開府400年記念事業の基本的な考え方（書案）に

ついて
・平成28年度事業計画及び予算（案）について

第2回 平成29年4月13日 ・実行委員会規約の改正報告等について
・各専門部会等の状況報告について
・実行委員会自主事業について
・公募事業及び協賛事業について
・ロゴマークについて
・平成28年度事業・決算報告について
・平成29年度事業計画及び予算（案）について

第3回 平成30年3月14日 ・ 実行委員会規約の改正について・長岡開府400年記
念事業概要について

・各部会状況報告について
・実行委員会事業について
・市民企画実施事業及び協賛事業について
・機運醸成・ＰＲの取り組みについて
・平成29年度事業決算報告について
・平成30年度事業計画及び予算（案）について

▪実行委員会開催記録   

No. 開　催　日 内　容
第1回 平成29年1月23日 ・長岡開府400年記念事業実行委員会の概要について

・各専門部会の役割について
・記念事業の検討について

第2回 平成29年2月23日 ・当面のスケジュールについて
・実行委員会自主事業について
・記念式典等について

第3回 平成29年3月27日 ・記念事業のテーマ等について
・記念事業の内容について

第4回 平成29年7月25日 ・ プレイベントについて
・計画中のイベントについて
・意見交換について

第5回 平成29年11月27日 ・平成30年度事業計画（案）について
・機運醸成・ＰＲの取り組み（案）について

第6回 平成30年3月9日 ・平成30年度事業計画について
・他部会の状況について

第7回 平成30年11月12日 ・長岡開府400年記念事業について
・クロージングイベントについて
・事業記録集（仮称）の作成について

▪事業部会開催記録   
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No. 開　催　日 内　容
第1回 平成29年2月6日 ・長岡開府400年記念事業実行委員会の概要について

・各専門部会の役割等について
・記念事業の広報・ＰＲについて
・公募型事業・協賛事業について

第2回 平成29年3月8日 ・公募事業について
・協賛事業について
・ロゴマークについて

第3回 平成29年8月10日 ・ポスター制作について
・公募事業の審査について

第4回 平成29年9月21日 ・イメージポスター一次審査について
・平成30年度公募事業の受付けについて

第5回 平成29年11月2日 ・イメージポスターデザイン投票結果について
・平成30年度公募事業の募集について
・平成30年度の広報・ＰＲについて

第6回 平成30年2月28日 ・ 第5回広報・市民協働部会以降の開府400年関連ス
ケジュールについて

・平成30年度公募事業の審査について

▪広報・市民協働部会開催記録   

No. 開　催　日 内　容
第1回 平成29年7月12日 ・長岡開府400年記念事業について

・未来投資部会について
第2回 平成30年1月18日 ・未来への投資について
第3回 平成30年11月16日 ・新しい米百俵事業について

・未来への投資協賛金の状況について
・高額寄附者銘板作成について

▪未来投資部会開催記録   

平成 31 年 3 月末現在
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