
平成 23年 11月 7日

小国地域委員各位

長岡市ふるさと創生基金事業への提案について

小国地域委員会事務局

長岡市ふるさと創生基金 (40億 円)は 平成 17年 に設置され、その益金を全地域の

地域振興等のソフト事業に活用 しています。小国地域への配分は人口等の算出根拠から

年 200万 円程度とされています。

事業選定は、小国地域ふるさと創生基金事業実行委員会で行い、選定経過を付 して小

国地域委員会に提案 し、承認いただいて実施 しております。

平成 24年 度事業計画についても、各地域委員のみなさまからのご意見を参考にしな

がら小国地域の課題解決に向けて事業担当課と協議 しながら立案 したいと考えており

ます。

つきましては、次年度の事業企画立案に向けての自由なご意見を第 3回 地域委員会の

議事においてお願いしたいと考えておりますので、ご検討よろしくお願いいたします。

小国地域の課題の共有と解決のために、何卒活発なご意見をお願いいたします。

※他地域の取 り組み事業を同封 しましたのでご参考ください。

長岡市小国地域委員会事務局 小 川 ・山岸

TEL 0258-95-9505

FAX 0258-95-2282



平成 17年 度 長 岡市ふるさと創生基金事業一覧表

真盤1轟討
一”
一
一

長 岡

21,495,085

市制 100周年記念事業費
合併後の新市の一体感の醸成を図るための事業

長岡まつり事業費

中之島

2,300,000

産業まつりにおける 「ふる

さと再発見」事業

日時 平 成 17年 10月 23日 (日)

場所 中 之島支所周辺

目的 中 之島地域における商工業の振興及び農業、農村の

活性化のために行われる中之島産業まつりにおいて、

地域住民の交流及び中之島地域への思いや、理解の醸

成を図る。

内容 大 凧展示、熱気球及び展望台、復興大鍋による 「と

ん汁」、ジャンボおにぎリモニュメント、ピエ回大道芸

中之島伝統芸能保存事業 期間 平 成 18年3月 まで

目的 中 之島地域の 2曲 の民謡及び 4地 区に伝わる神楽舞

をDVDに 収録することにより、伝統文化を末永く伝

えていくきっかけとするもの。また、中之島地域の伝

統芸能を広く紹介していくもの。

内容 大 田れんこん音頭、中之島音頭、池之島神楽、中野

東神楽、末宝神楽、灰島神楽

越 路

2,431,751

「越路地域ホタルの里」内

外コミュニケーション (ホ
ームページ作成)事 業

期間 平 成 18年 2月 ～3月

目的 「 ホタルの里づくり」をすすめるための情報交流媒

体として、専用ホームページを作成して、地域内外の

団体や市民とのコミュニケーションを創出する。

内容 越 路地域のホタルの情報発信の場として利用できる

ようにする。他地域のホームページにリンクできるよ

うにする。また、ブログを作成し、様々な情報の相互

交換の場とする。

スノーフェスティバル in越

路 「ほたるの創作花火」打

上事業

期間 平 成 18年 2月 11日 (土)

目的 越 路地域でのほたるを中心とした 「ほたる育成事業」

や 「環境保全事業」実施していることで、越路地域三

大まつりである 「スノーフェスティバル in越路 2006」

において 「ほたるの創作花火」を打ち上げることによ

り、越路地域のほたるを全市地域にアピールする。

内容 all作花火打上 年 後 6時 より 来 場者数 5,500人

ell作花火は、ほたる地震を模ったもの。はたるが乱

舞する様子を表現したもので構成してある。

ふるさと倉J生事業 「ほたるの創作花火」と 「実行委

員会花火」と共同して20分間越路地域の夜空を彩る。



十1才 鈴i随
三 島

1,761,948

みしま民話プロジェク ト

～未来人に託す昔人の知

恵～         ―

期間 平 成 17年 9月 ～平成 18年 3月

目的 三 島地域に古 くから伝わる民話を後世に残すべ く、

よりわかりやすく民話を伝承するため紙芝居や劇にし

て残すことを目的とする。

内容 民 話収集 現 在三島地域に存在している民話の収集

及び調査整理を行った。

民話劇 民 話劇出演者募集 応 募者数 5名

民話劇の脚本及び演劇指導を依頼

劇の題目 「白蛇けやき」練習のべ 15回

紙芝居 中 永集落に伝わる民話で「耳のある白蛇 白

蛇伝説」を採用。     脚 本 ・制作を依頼

みしま創造プロジェク ト

～今を見つめ未来へ～
平成 17年 10月～平成 18年 3月

みしまバ、るさと塾

長岡地域を学び、これからの地域のあり方を考える

ためのソフ ト事業を実施 し、地域住民への啓発活動の

場として、議演会 (学習会)等 を開催する。
・ミニ学習会 ・意見交換会

第一弾 学 校工学期制の導入について

第二弾 地 域コミュニティを考える

第二弾 地 域コミュニティを考える

。著名人による講演会を開催

これからの暮らしと地域づくり～見城美枝子

日時 :3月 21日 (祝)会 場 :み しま会館

参加者数 :230名

問

託

的

期

委

目

内容

山古志

1,226,969

情報発信事業 世界的にもアメリカのハリケーン 「カ トリーナ」、スマ ト

ラ沖地震、日本国内でも先日の台風 14号被害、仙台 ・福岡

市西方沖地震など各地で天災が相次ぎ、中越大震災が風化

している。中越大震災から 1年 となり、被害の状況や現状

について情報を再発信をする

(1)「 全国合併市町村 夢 フェスタ2005」 への参加

日時 11月 2日 (水)～11月 6日 (日)

会場 東 京都港区東新橋地区

汐留シオサイ ト及びカレッタ汐留

内容 中 越大震災パネル展

(2)「 元気です!!山古志展」の開催

日時 平 成 18年 1月 20日 (金)～22日 (日)まで

(設営 ・撒去前後 1日 )

会場 東 京都 表 参道 新 潟館ネスパス

内容  「震災コーナー」

・写真パネル 地 震後の様子、避難所、仮設住宅で

の生活、住宅等被害状況

「物販コーナー」

・四季の山古志カレンダー、山古志の地酒、こめ、



もち、笹田子、加工品、わら細工など

「日替わリイベント」

・鏡開き、杵つき及び餅の配布、中山躍道映画上映

・長島代議士講演、けんちん汁の配布

・大久保神楽の公演、甘酒の配布等

来場者数 20日 481人、21日 378人

22日 690人 合 計 1,548人

小 国

1,750,000

集落防災計画策定事業 期間 平 成 18年3月 まで

目的 中 越大震災では地域コミュエティの大切さが改めて

見直されている。本事業により地域コミュエティの基

礎単位である集落の防災体制を整備し災害に強い小国

地域づくりを進める。

内容 各 集落の災害危険箇所の把握、警戒態勢の整備、情

報連絡体制の整備、弱者の保護対策、安否確認、防災

備品の調達、避難所の確保、避難経路、避難所食糧の

調達、防災上の問題点の洗い出し等を行い集落防災計

画として取りまとめた。

集落防災を視点に防災訓練と講演会を行いました。

日時 :平成 17年 10月 23日 (日)



平成 18年 度 長 岡市ふるさと創生基金事業一覧表

真豊蟻器
長 岡

22,971,665

・市制 100周年記念事業費

新市の一体感の醸成を図るための事業

(財源充当)

・長岡まつり事業費

・市制 100周年記念歩行者天

国イヘ
・
ント

中之島

3,230,000

①大凧合戦観戦拡大事業 大凧合戦の観覧席を設置し、一般開放することにより、

大凧合戦の醍醐味を大勢の人から体感してもらい、中之島

地域の観光を紹介。その他、中学校に自凧を配布し、凧を

制作する。

②大 田れんこん収穫体験 ツ

アー
「大口れんこん」の収穫体験を通じて 「中之島ブランド」

の特産品を紹介し、中之島の良さを発見してもらうもの。

③なかのしま
“
こども

'料
理

グランプリ

地元の食材を使って、地域の子供たちによる料理コンテ

ス トを行うことにより地域の特産品を見直し、子供の持つ

自由な発想を生かして新たな調理方法開発のきっかけにす

る。

越 路

3,483,434

①ホタル生息地修復事業 ホタルの生息地を修復し、生息数を元通りにしホタルの

里づくりを目指していくもの。

②ホタルの里内外交流事業 ほたる講演会

こしじほたるのコンサー ト、チェンバロコンサー ト

蛍の里の写真展

PR看 板作成事業

三 島

2,236,544

①みしま民話プロジェクト
～世代を越えて未来へつな

ぐふるさとの昔話～

三島地域に古くから伝わる民話や伝説等を劇や紙芝居、

絵本などにして、よりわかりやすい形で後世に残し、伝承

する。

②よさこいソーランみしま

プロジェク ト～次世代を担

う子どもたちとともに～

三島音頭などをベースに 「よさこいソーラン」の三島地

域オリジナル曲と踊りを作成し、子どもや青年層などの大

人を交えた一体感の醸成を図る。また、小 ・中 ・高校生な

どが踊りを発表できる機会を設ける。

山古志

1,375,560

伝統芸能保存事業 地域に密着してきた伝統芸能を見直 し、後世へ語り継 ぐ

ため、継承が一層困難になる前の映像として保存し、今後

の伝承に活用する。

小 国

2,175,849

①おぐに地域フラワーパー

ク助成事業

集落内の空き地等を利用し、花壇作りを行う。花壇の箇

所数 ・面積 ・レイアウ ト・花の種類などは自由とし、300

本以上の花の植栽を事業の対象とする。

②高齢者介護予防事業 介護予防の重要性が増した中高年者に対し、効果的な運

動の機会を提供することにより、健康づくり・介護予防

の意識向上を図り、元気高齢者を増やし健康寿命を延ば

す。また、リーダーとなる運動指導者と共に、地域での

自主活動を支援し活性化を図ることで、いつまでも元気

で自立した生活をすることを目的とする。

③長岡市おぐに森林公園林

問再生計画作成事業

検討委員会を設置し、森林公国にある林間を再生し、手

入れされた緑の森づくりのための計画づくりと、そのため

に必要な試験的な活動を専門的にすることを目的とする。

和 島

1,753,780

ふるさとの魅力発信事業 和島地域の人たちが自ら話し合いを通じて、自分たちの

集落の魅力を見つめなおし、和島地域の統一された集落表

示をすることにより、農村景観を活かした魅力あるイメー

ジを発信していく。
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寺 泊

2,604,577

「みんな集まれ !て らどま

り 渚 ウェーブ」

市内全域から広くボランティアの参加を募り、地域の住民

と協働して海岸の一斉清掃を実施 し、清掃終了後に同日開

催される観光協会、商工会共催の観光イベント「寺泊観光

まつりとよさこいフェスティバル」に参加していただき、

共に楽しむことにより、市民同士の交流とコミュニケーシ

ョンの促進を図る。

栃 尾

5,297,931

栃尾の魅惑発信プロジェク

ト

「雁木あいぼ」活動支援

雁木通りを起点とした市街地の活性化と歴史 ・文化 ・

伝統の保存活動を図るため、町めぐリイベントとして活動

が始まっている 「雁木あいぼ」の拡充を進める。

情報発信 ・誘客活動

来訪者に対する地域住民の 「もてなしの心」を育てる

ため、栃尾の魅力について学習する機会を提供する。

雁木絵画大賞の検討 ,準備。

各種メディアを利用したPR活 動。

周辺地域との連携

トータルでの栃尾の魅力を高めるため、周辺地域の「ひ

と、もの、ところ」に磨きをかけ、市街地での活動との

連携を図る。

与 板

2,310,000

①与板地域伝統文化保存事

業

地域住民の一体感の醸成のため、与板地域の伝統芸能 ・打

刃物 ・登り屋台など後世に残 し、継承 していくためにDV

Dに より保存し、地域の行事 ・活動等に活用する。

②中川清兵衛ビールフェス

タ拡充事業

毎年商工会主催で開催されている、与板地域出身の日本

ビール醸造の先駆者中川清兵衛にちなんだ 「ビールフェス

タ事業」を拡充することにより、中川清兵衛を広く知って

もらうと共に、子ども料理コンテス トを開催することによ

り、地場産農産物への理解を深め、地域内外にPRす る。



平成 19年 度 長 岡市ふるさと創生基金事業一覧表

長岡

24,060,673

地域資源活用型交流事業

新市の一体感の醸成を図るための事業

長岡まつり事業

新施策推進事業

国体機運醸成事業

揃にそ予工…シ
・
ェントフ

°
ロモーション

中之島

3,230,000

①大凧合戦観戦拡大事業 大凧合戦の観覧席を設置し、一般開放することにより、大

凧合戦の醍醐味を大勢の人から体感してもらい、中之島地

域の観光を紹介。その他、中之島中学校に自凧を配布し、

凧を制作する。

②大田れんこん収穫体験ツ

アー
「大田れんこん」の収穫体験を通じて 「中之島ブランド」

の特産品を紹介し、中之島地域の良さを発見してもらう。

③なかのしま
“
こども

"料

理グランプリ

地元の食材を使って、地域の子供たちによる料理コンテス

トを行うことで地域の連携を図るとともに、地域の特産品

を使った新たな調理方法の開発のきっかけにする。

越 路

3,430,425

①もみじ園もみじ再生計画

作成事業

もみじ国のもみじの被害状況を調査し、このもみじを越

路の宝として未来へ残していく。

②ホタル生息地修復事業 ホタルの生息地を修復し、著 しく減少した生息数を元通り

にしてホタルによるふるさとづくりを目指 していくもの。

また、ホタルに関連した事業や PRも 行っていく。

三 島

2,326,102

①みしま民話プロジェクト
～創造 ・独創 ・未来へつな

ぐふるさとの昔話～

三島地域に古 くから伝わる民話や伝説等を題材として、

般公募による紙芝居や絵本などのコンテス トを実施 し、

創性が高く、親 しみやすい形の物語を募集する。

独

②よさこいソーランみしま

プロジェクト
～踊りの和でつなぐ地域交

流の祭典～

よさこいソーランを核とする地域交流イベント「みしまよ

さこいフェスティバル」を開催する。また、三島地域のよ

さこいソーランのチームの育成を行い、その活動により地

域の活性化と地域間交流につなtずていく。

山古志

1,387,336

①ゆかたづくり事業 復興 していく元気な姿をPRす るとともに、まつりや行事

への参加を通 じ、住民間や集落間の連携を図り、山古志地

域内の一体感を醸成する。

②仮設住宅納涼会の開催 陽光台仮設住宅に避難している中越沖地震の被災者を、同

じ震災の被災者として激励し、ともにこれからの復旧 ・復

興を誓い交流を深めるとともに帰村に向け英気を養う。

小 国

2,289,659

法末神楽舞等文化財記録保

存伝承事業

地域に密着してきた伝統芸能を見直し、後世に語り継ぐた

め、継承が一層困難になる前に映像として保存し、伝承す

るための方策を模索する。

和 島

1,806,779

ふるさとの魅力発信事業 地域に統一された集落表示を設置することで、地域内外に

和島地域の位置紹介をするとともに、農村景観を活かした

魅力あるイメージを発信していく。また、住民が集落の魅

力を話し合いにより見つめ直し、集落の特性を表すキャッ

チフレーズを決定することで、新しい地域づくり活動のき

っかけとする。

寺 泊

3,140,000

3,095,457

「海だ!!魚だ!!てらどまリ

2007」

「海」という寺泊の地域資源を活かしたまちづくりを進め

るために、海に親しみ、海を知る体験型イベントを通して、

市民交流を深め、寺泊の魅力を内外にアビールする。

6
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栃 尾

5,310,000

住む人、行き交 う人の交流

による実顔づくり

栃尾市街地の魅カアップ作戦

前年度に引き続き 「雁木通り」を起点とした市街地の

活性化のため、市街地を舞台とした交流活動の仕組みづ

くりを進める。

リピーター倍増作戦

前年度に実施 したバスツアーの成果を踏まえ、長岡駅

からのバスツアーの充実を図る。さらに、「歩 く」、「食

べる」、「体験する」といった栃尾の独自性を活かした野

外キャンプを計画 し、リピーターの倍増を目指す。

とちお新価値づくり

既存のイベン トや地域資源の掘り起こしにより、地域

外からの参加を促 し、新たな交流づくりを目指す。

また、市民一人ひとりが栃尾をPRで きる知識、能力

を高め、「おもてなしの心」の醸成を図る。

与 板

2,310,000

①昆虫の森プロジェクト 自然環境の保護や生態系を学び、親子のふれあい、人と

人とのバ、れあうイベントなどを通して、うまみち森林公国

の利用者拡大と与板地域のPRを 図る。

②花と緑と名画の散策ロー

ド(楽山苑 ライ トアップ拡

充事業)

地域内外の人に与板の魅力を知ってもらうため、楽山苑

ライトアップ事業を拡充し、講演会及び昼の散策コースを

設定する。

③中川清兵衛ビールフェス

タ拡充事業

「ビールフェスタ事業」を拡充することにより、中川清

兵衛を広く知ってもらうとともに、子ども料理コンテス ト

を開催することにより、地場産農産物への理解を深め、地

域内外にPRす る。
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長 岡

33,735,270

・地域資源活用型交流事業

新市の一体感の醸成を図るための事業
長岡まつり事業

・直江兼続 「天地人」観光客

受入体制整備事業

中之島

2,821,716

伝統行事体験事業 長岡市中之島・見附市今町大凧合戦に中之島中学校の生

徒が参加することにより、中学生から地域の伝統行事を体

験してもらうとともに、大凧合戦の後継者育成を目指すも

0)。

さらに、観覧席を設置し、保護者等から広く大凧合戦を

観戦 してもらうことにより、多くの市民から伝統行事を体

感 してもらう。

大口れんこん収穫体験ツア 「大日れんこん」の収穫体験や料理教室等を通じて「中之

島ブランド」の特産品を紹介し、中之島地域の魅力を発見

してもらうもの。

なかのしま
“
こども

"料
理グ

ランプリ

中之島地域の小学生による料理コンテス トを行い、児童

の持つ自由な発想を生かして、地元の特産品を使用し、新

たな調理方法の開発のきっかけとするもの。

直江兼続PR事 業 中野中に所在する 「満福寺」が、2009年大河 ドラマ 「天

地人」の主人公である与板城主 「直江兼続」の祈願所であ

ったと記述されていることに伴い、パンフレットを作成

し、PRに 活用するもの。

越 路

3,205,646

ホタル生息地修復事業 ホタルの生息地を修復 し、生息数を元通 りにしホタルに

よるふるさとづくり目指していくもの。

もみ じ国もみ じ再生整備事

業

越路地域の宝でもある「もみじ園」を後世にまで残す足

がかりとしたい。平成 19年度で樹木診断を実施 し、平成

20年 度でもみじ国再生整備基本計画策定 。実施設計委託

を実施するもの。

渋海川と暮らしを考えるシ

ンポジウム

基調講演、地域報告及びパネルディスカッション(テー

マ:渋海川と暮らし)の実施 し、川の姿を見つめ直すこと

で、現在の私たちと河川のつながりを考える機会とする。

ホタル講演会 越路地域内の各地域ホタルの会が集まり、日頃の観察状

況や保護活動の状況について報告会及び「伝えよう里山の

自然」という題目で講演会を実施する。

三 島

2,170,788

みしま民話プロジェク ト

～地域と未来に広げるふる

さとの昔話～

平成 19年度に実施 した 「みしま民話コンテス ト」の入

選作品について、製本を行うとともにデジタルデータ化し

て、市ホームページに掲載 し、多くの人から三島地域に伝

わる民話に触れてもらい、地域の魅力を広 くアピールす

る。

地域資源再発見プロジェク

ト

長年の風説による影響や震災により壊減的な状況とな

っている 「猿塚」「経塚」の歴史的背景の研究及びチラシ

の作製、配布により、地域住民を主体とした歴史的資源の

再興及び歴史の再発見により地域活性化につなげる。
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山古志

1,253,134

情報発信基盤整備事業 山古志から直接情報発信できるホームページを作成・提

供し、情報発信するための山古志地域のサイ トを立ち上げ

る。

長岡まつり民謡流し参加 長岡まつり民謡流しに参加し、山古志地域の元気な姿を

見てもらうとともに、長岡市民としての一体感の醸成をは

かり、長岡まつりを盛り上げる。

小 国

1,920,207

「もっと知りたい」事業 兼

続 ・実頼編

平成 21年NHK大 河 ドラマ直江兼続の実弟である小国

当主・実頼についての歴史講演会を開催し、パネラーによ

るシンポジウム及び基調講演を行う。

森林公園芝生植栽・山野草園

拡充事業

森林公園の魅力を高めて誘客を図るために、林間広場芝

生の再生植栽と山野草国の拡充を行う。

和 島

1,783,101

住雲目魅力発信事業 周辺住民とともに庭園の管理の実施及び久須美家代々

の偉業を広く知ってもらう活動を住民に呼びかけ、新たな

地域資源を活用した事業を実施。

寺 泊

2,532,399

「海だ!!魚 だ!!て らどま

り2008」

「海のまち寺泊」が観光地、交流拠点として更なる発展を

遂げるため、寺泊の持つ地域資源を活用したまちづくりを

実施。

栃 尾

4,658,948

もっと も っと も っと 【栃尾魅カアップ作戦】

市街地での新たな魅力づくりを行い交流活動を図った。

来訪者を「おもてなしの心で」向かえるため、ガイ ドセン

ターの開設やボランティアガイ ド養成講座をを行い、人づ

くりも進めた。

【リピーター倍増作戦】

バスツアーを実施し、栃尾の魅力を広く紹介した。また

野外キャンプや、ものづくり体験の実施、全日本少年少女

樽みこし綱引き選手権大会への支援を行い、リピーターの

倍増を行った。

与 板

2,180,000

2009年 NHK大河 ドラマ化に

伴う「直江兼続公」関連事業

与板地域内を直江兼続隊が行列行進する時代行列イベ

ントを行い、与板地域を全国に発信した。

「昆虫の森プロジェク ト」 自然環境の保護や生態系を学び、親子のふれあい、人と人

との触れ合うイベン トなどを通して、うまみち森林公園の

利用者拡大と与板地域のPRを 行った。
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長 岡

34,475,370

地域資源活用型交流事業 新市の一体感醸成に向けて、地域資源活用型交流事業と

長岡まつり事業を実施した。

※地域資源活用型交流事業 ・・・「とっておきの長岡ま

ちめぐり」、「越後長岡 ・暮らし文化の祭典」、「越後

長岡 ・和太鼓祭 2009」

長岡まつり事業

中之島

2,474,366

伝統行事体験事業 長岡市中之島・見附市今町大凧合戦期間中、合戦会場に

観覧席を設置し、市内外からの来場者に 「大凧合戦」の追

力と魅力を味わってもらうことで、広く地域資源の発信を

行った。

また、地域の子ども達による凧揚tず体験や、大凧合戦ヘ

の参加を通じて、地域の伝統行事の魅力を体感してもら

い、伝統行事の伝承 ・継承を図った。

大口れんこん収穫体験ツア 「大田れんこん」の収穫体験や料理教室などを通じて

「中之島ブランド」の特産品を紹介し、中之島地域の魅力

を発見してもらうとともに、安全安心な中之島の農産物を

市内外にPRした。

中之島探検隊 「中之島の魅力と宝」を発見してもらうため、中之島地

域の住民を対象にした、散策ガイドによる史跡めぐりを通

じて、ふるさとの地域資源の再発見、再認識を図った。

中之島ふるさとかるたリエ

ューアルプロジェクト

学校行事や家族、地域の団築の場において、楽しみなが

ら「ふるさと中之島」を学び、知ってもらうため、中之島

の歴史や文化を誕ったかるたを作成した。

越 路

3,278,180

トキめき新潟国体支援事業 団体への来訪者のおもてなし (飲食物提供)、会場及び

道路美化 (花いっばい運動)、大会の盛り上tザ(のぼり旗

製作)を実施。全国から訪れる関係者に越路の魅力を発信

した。

イベン ト用ぼんぼり製作事

業

越路三大まつり (ホタルまつり、秋祭り、スノーフェス

ティバル)を支援 し、各種イベン トのさらなる活性化を図

った。

ホタル定点観測 10周年記念

誌発行 ・記念講演開催事業

定点観測 10周年を迎える各地域のホタルの会の記録を

編纂 し、越路のホタル保護活動の拡大や地域住民への啓発

活動に役立てた。

また、越路のホタルのさらなる 10年の糧となる講演会

を実施 した。

三 島

2,198,692

地域資源再発見プロジェク

ト

地域資源を再認識、発信、活用するため、以下の4つ の

活動を実施した。
・町内おもてなしクリーン作戦
・花いっばい活動
・地域お、れあい活動
。みしま和太鼓育成活動

第 25回記念みしま西山連峰

登山マラツン大会

千葉真子さんを招待し、マラツン大会への出場及び トー

クショーを開催し、国体開催機運を盛り上げるとともに、

会場での特産品の展示、販売によって、地域の魅力を多く

の参加者に発信した。

10
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山古志

1,199,343

震災対策剖‖練関連事業 未曾有の災害を経験した地域として、防災意識の醸成と

防災行動力の向上を図るため、各集落で防災に関するワー

クショップの実施や、防災マップ等を作成するとともに、

地域ぐるみの防災ヨ‖練を行った。

長岡まつり民謡流 し参加 山古志の元気な姿のアピールと、長岡市としての一体感

醸成を図るため、前夜祭大民謡流しへ参加した。

小 国

2,096,183

小国芸術村特別展

「紙漉き」体験 ・交流事業

小国芸術村特別展開催にあたり、世界及び全国の手漉き

紙に関係する職人・芸術家を招聘し、体験・交流を行った。

平成 21年度は、開催日初日に芸術村会館において、全

国最高齢者の 「上山紙」(麻布紙ともいう)の 紙漉人であ

る土屋一郎氏 (山形県上山市在住)を招曜し、紙漉き体験

を実施することで、地域の伝統工芸の素晴らしさを多くの

方々に発信した。

小国森林公園芝生植栽 ・遊歩

道魅力づ くり (案内看板設

置)事 業

森林公園第 1林問広場を、専門家の指導を受けながら芝

を植栽することで、魅力的な緑溢れる公園を再生するとと

もに、小国城跡までの遊歩道に説明看板を設置することで

付加価値を持たせ、公目の活性化と新たな誘客を図った。

法末野営場里山づくり体験

事業

地域の活性化と小。中学校などの体験活動を推進するた

め、里山づくり体験教室を以下のとおり実施した。

刈払い体験と植樹、植栽、講義 (里山の話)

講師 :新潟大学農学部の先生、地元お年寄リ

和 島

1,818,423

里山遊歩道魅力発信事業 歴史ある村岡城跡の周辺を整備 し、自然にマッチした雪

割草の保護や遊歩道を景観に配慮 した形で整備すること

で、来訪者に地域の魅力を広 く発信した。

住雲園魅力発信事業 住雲国の庭園裏山遊歩道を整備し、久須美家代々の偉業

と庭園の魅力を発信した。

寺 泊

2,845,983

寺泊の食材PR事 業 寺泊地域がサテライ ト会場となった 「花いっぱいフェ

ア」の開催時に、寺泊産の食材だけを使った弁当の販売や、

地域の農産物 ・海産物をPRす ることで、地域の魅力を多

くの方々に発信した。

寺泊の現在の姿を残すDV

D製 作事業

寺泊地域の現在の姿を記録映像として保存し、活用する

ことで、地域住民や寺泊出身者に地域の愛着を深めてもら

い、地域の魅力の伝承 ・継承を図った。

栃 尾

4,843,487

まちの景観アップ作戦 雁木の残る地区で祭灯籠 (ぼんぼり)を製作設置し、地

域コミュニティの再構築と市街地の景観を演出すること

で、地域の活性化を図った。

とちおの魅力発見事業 ダンスバ トルやお笑い漫才ライブといった、地域の若者

が集まるイベントを実施し、地域住民に栃尾への愛着を深

めてもらった。

とちお祭事業 とちお祭で実施する「全日本少年少女樽みこし綱引き選

手権大会」への助成を通じて、子どもたちの健全育成と、

市内小学生の交流を推進するとともに、とちお祭全体の活

性化を図った。
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栃 尾 栃尾地域再発見セミナー 河井継之助と栃尾の関わりについてのセミナーや研

究を通 じて、新たな地域資源を発掘 し、地域おこしにつ

なげた。また、関連地域との交流も行い、一体感の醸成を

図った。

経営者育成塾 栃尾地域で活動している次世代の経営者や、起業家を目

指す人たちを集めて勉強会を開催し、異業種交流を行うこ

とで、産業や商業の振興と、地域の連帯感の醸成を図った。

文化財等記録保存伝承事業 地域に古くから伝わる伝統芸能を後世に受け継がせる

ため、DVDに 記録、保存し、伝承活動に活用した。

与 板

2,208,034

与板天地人行列拡充事業 大河 ドラマ 「天地人」放映に伴い、直江兼続公を広 く

PRす るため、米百俵まつりと併せて行われる与板地域の

武者行列事業の拡充を行った。

町内看板設置及び環境美化

活動に向けたワークショッ

プ事業

町内看板設置事業と町内環境美化運動の実施にむけて、

地域住民との意見交換会やワークショップを開催した。

９
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翼製断
中之島

2,997,884

①伝統行事体験事業

②大 田れん こん収穫体験 ツ

アー

③なかのしま探検隊

④バ、るさとカルタの作成

①大凧合戦会場に市民観覧席の設置。

②収穫体験や料理教室の実施。

③名所めぐりで中之島の宝を発見する。

④ 「ふるさと中之島」を学ぶカルタの作成。

越 路

3,266,120

①ホタル生息地整備事業

②ふるさとカルタの作成

③越路総カプロジェク ト～

こしじっていいな～事業

①池と湿地の造成。

② 「読札」「絵札」を地域の小学生から募集。

③l、2年 目こしじマップの作成

3年 目越路検定実施やツアーガイ ド育成

三 島

2,130,070

①三島花いっぱい事業

②里山整備と健康づくり事

業

③そばまつり月間事業

④みしま西山連峰登山マラ

ツン大会ランナーおもて

なし事業

⑤みしま和太鼓育成活動

①町内やメイン道路で花いっぱい活動実施。

②里山を整備し、健康づくりを進める。

③そば打ちを実施し、そばのPRと 特産品化

④大学生から小中学生に走り方の指導。住民によるおもて

なし (ドリンク、軽食)醸 成。

⑤和太鼓団体の設立、オリジナル出の製作。

山古志

984,811

①やまこし検定

②長岡まつり前夜祭民謡流

し参加

①歴史や産業、震災からの復旧・復興をまとめたガイ ドブ

ック作成し、検定を実施。

②練習会を開催し、民謡流しに参加する。

小 国

2,066,411

①小国芸術村 「衣人紙舞台」

事業

②小国の魅力発信事業

①服飾デザイナー赤野 安氏を招き、古布からの衣服づく

りの実演や展示を行う。

②HPを開設し、将来的に観光協会が管理。

和 島

1,755,479

①里山遊歩道魅力発信事業 ①村岡城跡周辺から高森城跡周辺の遊歩道を整備し、植樹

やハイキングマップ作成。

寺 泊

2,836,020

①寺泊の現在の姿を残すD

VD制 作事業

②地域を担う子どもたちヘ

の寺泊特産品試食会

①人々の暮らしや歴史などを後世に伝えるDVDを 制作。

②将来を担う子どもたちに、地元で取れた菜種油や農産

物、海産物をPRする。

栃 尾

4,522,322

①栃尾地域再発見セミナー

②栃尾地域の歴史文化と暮

らし紹介DVD作 成事業

③栃尾城物語冊子作成事業

④とちお祭り事業

⑤謙信の里案内表示設置事

業

①勉強会の開催、会津ルー ト実体験と南会津との交流、パ

ネルやマップを作成。

②貴重なフィルムの活用と伝統芸能を撮影し、栃尾地域紹

介DVDを 作成する。

③冊子を作成し、観光資料として活用。

④全日本少年少女樽みこし綱引選手権をPRし 、とちお祭

りの誘客を図る。

⑤案内板作製で、まちづくり効果を高める。

与 板

2,168,621

①町内案内看板設置事業

②環境美化活動

①各町内の町内看板を、住民自らが作製。

②地域全体で環境美化活動に取り組む。

川1 回

1,833,844

①川口地域里山再生事業 ①里山整備を実施し、案内マップを作成。交流人口の増加

を図る。
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中之島

2,920,000

①伝統行事体験事業

②大田れんこん収穫体験ツアー

③なかのしま探検隊

①大凧合戦観覧席の設置と凧揚げ体験開催

②収穫体験や料理教室の実施

③地域住民を対象にした中之島名所めぐリ

越 路

3,210,000

①もみじ園ハンドブックの発行

②越路総カプロジェク ト～

こしじっていいな～事業

①庭園と地域の関りをハン ドブックに編纂。

②案内看板設置等の整備と、観光客を受け入れるための協

力体制等を構築する。

三 島

2,120,000

①街路花壇の植栽事業

②全日本丸太早切選手権大

会第 20回記念大会事業

③第 27回みしま西山連邦登山

マラツン大会おもてなし事業

④里山整備とふれあい事業

⑤みしま和太鼓育成活動

①街路花壇の植栽や、首起こし講習会の実施

②20回 目の節目として、力自慢系の芸能人などを招鴨し

て大会を開催

③大学陸上部員の招待及び民泊の募集、おもてなしテント

ブースの設置など

④逆谷地域里出マップ作成、小鳥の巣箱設置

⑤和太鼓団体育成、各種イベントヘの参加

山古志

1,210,000

①レクリエーション交流事業

②集落情報、史跡マップ作成

事業

①イベントを通じた 「こころの交流」の実施

②史跡や集落行事を記載したマップの作成及び地域内各

地への設置

小 国

1,980,000

①小国芸術村特別展「紙の使

い手」′J 'ヽ‖原めぐみ作品展

②小国の魅力発信事業

③小国地域のこれからの医療と

福祉を考えるシンポジウム

①紙工芸作家 小サ|1原めぐみ氏による特別展の開催及び小

学校での特別授業の開講

②地域資源を発信するHPの内容拡充

③小国地域が抱える医療・福祉 ・保健の課題について検討

するシンポジウムの開催

和島

1,730,000

①地域の魅力 「紡ぎ」事業 ①地域の魅力を題材にした和島ウォーキングの実施(はち

すば通り、名水、雪割草)

寺 泊

2,710,000

①寺泊出身者のふるさと講

演会

②灯篭コンテスト

③地産地消推進事業

① NHK政治部記者 ・大越健介氏の講演会

②「灯り」関連の団体による灯篭コンテス ト

③中学校へ寺泊産食材を使った食育の実施

栃 尾

4,350,000

①栃尾地域の歴史文化と暮

らし紹介DVD作 成事業

②自然体験をとおした市内

と都会の子どもたちとの

交流事業

③イメージキャラクターあ

ぶらげんしんを活用 した

観光PR

④栃尾産大豆にこだわった

あぶらげづくりによるPR事業

⑤謙信の里案内表示設置事業

⑥観光 DVD作成事業

①栃尾地域の昔懐かしい生活などを記録 した栃尾地域紹

介DVDを 作成する。

②同院高原を会場に、市内の子と都会の子を集めた 1泊 2

日のキャンプ体験の実施。

③あぶらtずんしんの着ぐるみを 1体制作し栃尾地域内で

のイベントで活用を図る。

④栃尾食と農のプロジェク ト会議と連携して栃尾産大豆

のあぶらげづくりに取組む。

⑤一貫性のあるテーマで案内表示を設置。

⑥観光客向けの地域紹介DVDの 作成。

与 板

2,070,000

①町内案内看板設置事業 ①28町 内会がデザインした町内案内看板の作成、設置

'|| ロ

1,780,000

①集落看板設置事業 ①各集落の特徴と集落名を記載した案内看板の作成、設置
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