
    「各種事務事業の取扱い」

　16 観光分科会 長岡市・与板町合併協議会

項番
事務事業

コード 各　種　事　務　事　業 変更 分類 調　　　　整　　　　方　　　　針　　　　案

350 020101 四季のまつり 現行どおり 現行どおりとする。

351 010101 観光宣伝（観光パンフレット等） 現行どおり 現行どおりとする。なお、平成17年度に、新たに新市全体の観光パンフレット等を作成する。

352 010103 観光宣伝（広告媒体） 当分の間現行どおり 当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整する。

354 040101 観光施設の管理運営 当分の間現行どおり 当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整する。
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各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・与板町合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

350(1) データ基準日 平成16年 4月 1日

１６ ０２ ０１ ０１

１　名称
花いっぱいフェア

２　目的
町内を花いっぱいにして住民の豊かな心情を培
うとともに各地域の美化推進運動を支援するも
の。

３　内容
（１）期日　4月29日（みどりの日）
（２）会場　役場駐車場
（３）主催　花いっぱいフェア実行委員会
（４）入込数　500人（平成16年度）
（５）主なイベント等
参加者全員でプランターに花苗を植える。
  《観光協会予算より支出  600千円》

４　平成16年度予算額　　　　　　0千円
（上記のうち一般財源 0千円）

中　　之　　島　　町 越　　路　　町

なし

小　　国　　町

なし

　
なし

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業
観光 四季のまつり イベント開催 四季のまつり(春)

長　　岡　　市 与　　板　　町
１　名称
桜まつり

２　目的
四季のまつりの1つである「悠久山桜まつり」
と、「福島江の観桜会」を円滑に実施し、市民
生活の充実とまちの活性化を図るもの。

３－１　内容（悠久山桜まつり　2,472千円）
（１）期日　4月上旬～5月5日
（２）会場　悠久山
（３）主催　長岡市、長岡観光・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会
（４）入込数　110,490人（平成16年度）
（５）主なイベント等
2,500本の桜が咲き誇る悠久山公園を、夜間ラ
イトアップするとともに、シャトルバスの運行
などを行い、花見客の受入体制を整えるもの。
３－２  内容（福島江観桜会　200千円（市補
助金））
（１）期日　4月上旬～30日
（２）会場　福島江(台町、今朝白、福住付近)
（３）主催　福島江桜並木観桜連絡会
（４）入込数　35,000人（平成16年度）

４　平成16年度予算額　　　2,672千円
（上記のうち一般財源 2,672千円）

三　　島　　町 山　　古　　志　　村 調　整　方　針　案

現行どおりとする。

課　　　　　　題

なし なし



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・与板町合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

350(2) データ基準日 平成16年 4月 1日

１６ ０２ ０１ ０１ 四季のまつり(夏)

中　　之　　島　　町 越　　路　　町

各 種 事 務 事 業大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目
観光 四季のまつり イベント開催

（春）の調整方針案と同じ

長　　岡　　市 与　　板　　町
１　名称
長岡まつり

２　目的
四季のまつりの１つであり、長岡の最大のイベ
ントである「長岡まつり」を盛大かつ円滑に実
施し、市民生活の充実とまちの活性化を図るも
の。

３　内容
（１）期日　8月1日～3日
（２）会場　大手通り、スズラン・セントラル
通り、信濃川河川敷等
（３）主催　長岡まつり協議会
（４）入込数　949,000人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　1日…前夜祭
　（太鼓・パレード・民踊流し・みこし渡御）
　2日…ふれあい広場
　（ﾊﾟﾚｰﾄﾞ、ｻﾏｰﾐｭｰｼﾞｯｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、ｽﾃｰｼﾞｼｮｰ）
　3日…わんぱくおまつり広場
　（子供たちが楽しめるイベント）
　2日・3日の夕方から…大花火大会

４　平成16年度予算額（市補助金）16,203千円
（上記のうち一般財源 16,203千円）

小　　国　　町

１　名称
越路ほたるまつり

２　目的
自然豊かな越路に生息する環境の指標昆虫・ホ
タルをテーマに「ほたるまつり」を実施し、ま
ちのイメージアップと活性化を図るもの。

３　内容
（１）期日　6月下旬
（２）会場　巴ヶ丘自然公園及び各集落生息地
（３）主催　越路町観光協会
（４）入込数　1,600人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　メイン日に、ホタル鑑賞、コーラス・ハンド
ベル演奏、ステージイベント（郷土芸能）、出
店等
《観光協会予算で支出  900千円》

４　平成16年度予算額　　　　　　0千円
（上記のうち一般財源 0千円）

調　整　方　針　案

　
なし

１　名称
三島まつり（丸太切りを含む）

２　目的
三島の一大イベントである「三島まつり」を盛
大かつ円滑に実施し、町民生活の充実とまちの
活性化を図るもの。

３　内容
（１）期日　8月15・16日
（２）会場　黒川左岸堤防等
（３）主催　三島まつり委員会
（４）入込数　11,860人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　協賛野球大会、前夜祭（演歌歌手バラエティ
ショー）、全日本丸太早切り選手権大会、みこ
し渡御、大花火大会

４　平成16年度予算額（町補助金）6,000千円
　（上記のうち一般財源　　　  6,000千円）

１　名称
おぐに夏まつり

２　目的
「おぐに夏まつり」を実施し、町民生活の充実
とまちの活性化を図るもの。

３　内容
（１）期日　8月14日
（２）会場　JAｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ前広場
（３）主催　おぐに夏まつり実行委員会
（４）入込数　4,000人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　大花火大会、よさこい、民謡流し等

４　平成16年度予算額（町補助金）900千円
　（上記のうち一般財源　　　　　900千円）

三　　島　　町 山　　古　　志　　村

なし

１　名称
中之島夏まつり

２　目的
「中之島夏まつり」を円滑に実施し、町民総参
加のまちづくりと、周辺市町村との交流を推進
し、まちの活性化を図るもの。

３　内容
（１）期日　8月の第2日曜日前後
（２）会場　町道中之島線
　　　（町役場前住宅団地内公園周辺）
（３）主催　中之島夏まつり事業実行委員会
（４）入込数  6,000人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　昼の部のメインは「子供みこし」、夜の部の
メインは「大民踊流し」と「太鼓競演・御輿渡
御」

４　平成16年度予算額（町補助金）1,600千円
（上記のうち一般財源 1,600千円）



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・与板町合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

350(3) データ基準日 平成16年 4月 1日

１６ ０２ ０１ ０１

山　　古　　志　　村 小　　国　　町

１　名称
産業まつり

２　目的
実りの秋を祝うとともに、農作物を中心とした
町の特産品等をＰＲする「産業まつり」を実施
し、農業や観光の振興を図るもの。

３　内容
（１）期日　11月3日
（２）会場　村役場前
（３）主催　山古志村産業まつり実行委員会
（４）入込数　2,000人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　農産物品評会・即売会、闘牛太鼓、コシヒカ
リのつかみ取り、縄ない選手権、村民文化展、
四季の山古志写真コンテスト入選作品展示等｡

４　平成16年度予算額　　　　　939千円
  （上記のうち一般財源　　　  833千円）

１　名称
おぐに秋まつり

２　目的
「おぐに秋まつり」を実施し、町民生活の充実
とまちの活性化を図るもの。

３　内容
（１）期日　11月3日
（２）会場　小国町就業改善センター及び周辺
（３）主催　おぐに秋まつり実行委員会
（４）入込数　4,600人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　町内物産の即売、芸能発表、作品展示等

４　平成16年度予算額（町補助金）900千円
  （上記のうち一般財源　　　　　900千円）

１　名称
産業まつり

２　目的
地元の農産物や企業商品を展示・即売する「産
業まつり」を実施し、農業や産業の振興と販路
拡大を促進するもの。

３　内容
（１）期日　11月3日
（２）会場  町役場・中央会館
（３）主催  産業まつり実行委員会
（４）入込数　5,000人（平成15年度）
（５）主なイベント等
   農産物や企業商品の展示即売

４　平成16年度予算額（町補助金）900千円
　（上記のうち一般財源　　　　　900千円）

中　　之　　島　　町 越　　路　　町 三　　島　　町

イベント開催

長　　岡　　市

四季のまつり(秋)

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業
観光 四季のまつり

調　整　方　針　案

（春）の調整方針案と同じ

与　　板　　町

１　名称
与板十五夜まつり

２　目的
与板の一大イベントである「与板十五夜まつ
り」を盛大かつ円滑に実施し、町民生活の充実
と歴史の伝承、まちの活性化を図るもの。

３　内容
（１）期日　9月中旬
（２）会場　与板町一円
（３）主催　与板十五夜まつり連絡協議会
（４）入込数　16,000人（平成16年度）
（５）主なイベント等
　1日目・・・民謡流し
　2日目・・・登り屋台、おまつり広場、松明
　　　　　　 走行等
　3日目・・・登り屋台、鼓笛隊・ブラスバン
             ドパレード、創作みこし等

４　平成16年度予算額（町補助金）4,775千円
  （上記のうち一般財源　　　　4,775千円）

１　名称
いきいきフェスティバル

２　目的
地元の農産物や企業商品を展示販売する「いき
いきフェスティバル」を実施し、農林業や産業
の振興と販路拡大を促進するもの。

３　内容
（１）期日　11月上旬
（２）会場　与板町町民体育館
（３）主催　与板町・与板町農業活性化推進協
議会・与板町商工会
（４）入込数　1,000人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　農産物品評会、即売会、企業商品展示即売、
フリーマーケット、間伐材木工教室等
　
４　平成16年度予算額  902千円
　（上記のうち一般財源902千円）

１　名称
秋まつり

２　目的
四季のまつりの一つである「秋まつり」を実施
し、市民生活の充実とまちの活性化を図るも
の。

３　内容
（１）期日  11月1日～7日
（２）会場  厚生会館および周辺
（３）主催　長岡市、長岡観光・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会
　　　　長岡市錦鯉養殖組合、同菊花愛好会
　　　　長岡らんちゅう会
（４）入込数　32,000人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　錦鯉品評・即売会、らんちゅう品評即売会、
　菊花展示会、味獲市、長岡市美術展覧会、
　郷土民俗芸能公演会

４　平成16年度予算額　　　4,013千円
　（上記のうち一般財源　　4,013千円）

１　名称
産業まつり

２　目的
実りの秋を祝うとともに、農作物を中心とした
町の特産品をＰＲする「産業まつり」を実施
し、産業や観光の振興を図るもの。

３　内容
（１）期日　10月の第3日曜日
（２）会場　町役場周辺
（３）主催　中之島町産業まつり実行委員会
（４）入込数　33,000人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　メインは、ギネスブックに掲載された新米コ
シヒカリ10俵分を使用した「ジャンボおにぎ
り」。特産品プレゼントや各種模擬店、近隣市
町村の特産品展示即売等。

４　平成16年度予算額（町補助金）1,800千円
　（上記のうち一般財源　　　   1,800千円）

１　名称
こしじ秋まつり

２　目的
地元の農産物や企業商品を展示・即売する「こ
しじ秋まつり」を実施し、農業や産業の振興と
販路拡大を促進するもの。

３　内容
（１）期日　体育の日の前日（日曜日）
（２）会場　町役場周辺
（３）主催　こしじ秋まつり実行委員会
（４）入込数　8,500人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　農産物や企業商品の展示即売、太鼓やソーラ
ン踊りなどのステージ、フリーマーケット等。

４　平成16年度予算額（町補助金）3,600千円
　（上記のうち一般財源　　　　3,600千円）

１　名称
そばまつり

２　目的
「そばまつり」を実施して、農業への関心を集
め、収穫の喜びを知ってもらうことで、農業振
興を図る。

３　内容
（１）期日　11月中旬～下旬の2週間
（２）会場　大杉公園
（３）主催　認定農業者連絡協議会
（４）参加料　大人1,000円　子供500円
（５）参加者（定員）　先着120人
（６）主なイベント等
　そば打ち体験

４　平成16年度予算額           200千円
　（上記のうち一般財源　　　　 200千円）



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・与板町合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

350(4) データ基準日 平成16年 4月 1日

１６ ０２ ０１ ０１

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業
観光 四季のまつり イベント開催 四季のまつり(冬)

長　　岡　　市 与　　板　　町中　　之　　島　　町 越　　路　　町

なし

三　　島　　町

１　名称
雪しか祭り

２　目的
四季のまつりの一つである「雪しか祭り」を円
滑に実施し、市民生活の充実とまちの活性化を
図るもの。

３　内容
（１）期日　2月の第3土・日曜日
（２）会場　千秋が原ふるさとの森、
            ハイブ長岡
（３）主催　長岡雪しか祭り実行委員会
（４）入込数　54,000人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　100だるま大会、ステージショー、わんぱく
広場、越後長岡ゆきがっせん、火焔フェスティ
バル、雪あかり、雪上花火大会、食楽座・物販
コーナー等

４　平成16年度予算額（市補助金）8,000千円
　（上記のうち一般財源　　　　8,000千円）

調　整　方　針　案課　　　　　　題小　　国　　町

（春）の調整方針案と同じ

山　　古　　志　　村

１　名称
ウインターふれあいハートフェスティバル

２　目的
冬期間に「ウインターふれあいハートフェス
ティバル」を実施し、職業や世代を越えた町民
の交流を図るもの。

３　内容
（１）期日　2月の第4日曜日
（２）会場　中之島町農村環境改善センター
（３）主催　ウィンターふれあいハート
　　　フェスティバル実行委員会
（４）入込数　約1,200人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　第1部…ようこそふれあい広場
　（伝統芸能、各小学生によるステージ）
　第2部…ウインターふれあい芸能ステージ
　（町内各種団体による芸能交流）
　
４　平成16年度予算額（町補助金）900千円
　（上記のうち一般財源　　　　　900千円）

１　名称
スノーフェスティバルＩＮ越路

２　目的
雪を利用した「スノーフェスティバルＩＮ越
路」を実施し、冬を楽しみながら町民の連携を
図り、地域振興を図るもの。

３　内容
（１）期日　2月の第2土曜日
（２）会場  成出農村運動公園
（３）主催  スノーフェスティバルＩＮ越路
     実行委員会
（４）入込数   5,500人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　雪像づくり、雪上車・スノーモービル試乗体
験、雪山すべり台、ステージショー、花火打上
等

４　平成16年度予算額（町補助金）4,620千円
　（上記のうち一般財源　　　　4,620千円）

１　名称
古志の火まつり

２　目的
村民総参加による「古志の火まつり」を実施
し、村民生活の充実とまちの活性化を図るも
の。

３　内容
（１）期日　3月上旬の日曜日
（２）会場　四季の里古志
（３）主催　古志の火まつり実行委員会
（４）入込数　3,000人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　日本一のさいの神（高さ25ｍ）、百八灯、雪
中闘牛、ステージショー等

４　平成16年度予算額（村補助金）3,000千円
　（上記のうち一般財源　　　　3,000千円）

１　名称
おぐに雪まつり

２　目的
「おぐに雪まつり」を実施し、町民生活の充実
とまちの活性化を図るもの。

３　内容
（１）期日　2月20日・27日（平成15年度）
（２）会場　おぐに運動公園、おぐに森林公園
（３）主催　おぐに雪まつり実行委員会
（４）入込数　3,800人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　雪上エンデューロ大会（バイクレース）、ス
ノーモービル体験、ごぜ唄、昔話、屋台村等

４　平成16年度予算額（町補助金）1,300千円
　（上記のうち一般財源　　　　1,300千円）

なし
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（春）の調整方針案と同じ

山　　古　　志　　村

なし１　名称
中之島町・見附市今町大凧合戦

２　目的
350年余り続く郷土の伝統行事「大凧合戦」を
実施し、まちの活性化を図るもの。

３　内容
（１）期日　6月の第1土曜日から3日間
（２）会場　刈谷田川今町大橋下流堤防上
（３）主催　見附市今町・中之島町大凧合戦協
会
（４）入込数　35,000人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　11の凧組若衆により両岸に分かれての大凧合
戦、小中学生による凧揚げ体験、市民凧揚げ大
会、県外凧愛好者との交流会、露店等
《観光協会予算で支出 970千円》

４　平成16年度予算額　　　　　　0千円
　（上記のうち一般財源　　　　　0千円）

１　名称
ほたるのファンタジー

２　目的
保育園児・小学生とその保護者を対象に「ホタ
ル鑑賞会」を開催し、自然の大切さを再認識し
てもらうとともに、まちのイメージの向上を図
るもの。

３　内容
（１）期日　6月下旬
（２）会場　町内のほたる群生地
（３）主催　越路町
（４）参加者（定員）　100人（平成16年度）

４　平成16年度予算額　　　　　　120千円
　（上記のうち一般財源　　　　　120千円）

１　名称
楽山亭ライトアップ

２　目的
江戸時代からの豪商「三輪家」十一代当主　三
輪潤太郎が建設した茶室風の別荘「楽山亭（町
指定文化財）」をもっと多くの人からしっても
らうとともにまちの活性化を図る。

３　内容
（１）期日  5月上・中旬
（２）会場  楽山苑
（３）主催　楽山苑ライトアップ事業運営委員
会
（４）入込数　4,778人（平成16年度）
（５）主なイベント等
　楽山苑ライトアップ、10周年記念講演、お茶
会、琴や尺八の演奏会等

４　平成16年度予算額     1,200千円
　（上記のうち一般財源   1,200千円）

三　　島　　町

課　　　　　　題小　　国　　町

越　　路　　町

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業
観光 四季のまつり イベント開催 四季のまつり(テーマ)

与　　板　　町

１　名称
錦鯉品評会

２　目的
錦鯉発祥の地ならではの「品評会」を実施し
て、錦鯉産業の振興とまちの活性化を図るも
の。

３－１　内容（田上がり品評会）
（１）期日　9月上旬
（２）会場　村役場前
（３）主催　錦鯉養殖漁業協同組合青年部
（４）入込数　500人（平成15年度）
（５）主なイベント等　当才鯉の品評会
３－２  内容（山古志総合錦鯉品評会
　　　　　　　　　　　　村補助金250千円）
（１）期日　10月中旬～下旬
（２）会場　錦鯉総合センター
（３）主催　錦鯉養殖漁業協同組合
（４）入込数　500人（平成15年度）
（５）主なイベント等  錦鯉品評会

４　平成16年度予算額　　　　　318千円
　（上記のうち一般財源　　　　318千円）

１　名称
牛の角突き

２　目的
国の重要無形民俗文化財に指定される「牛の角
突き」を実施し、習俗の保存及び誘客促進を図
るもの。

３　内容
（１）期日　5月～11月（計9回）
（２）会場　池谷、虫亀、種苧原の3会場
（３）主催　山古志村観光開発公社
（４）入込数　18,000人
（５）主なイベント等
　現在飼育される100頭の闘牛の中から、毎回
30～35組程度の取り組みを行い、激しい闘いが
繰り広げられる。
《山古志村観光開発公社予算で支出》

４　平成16年度予算額　　　　　　0千円
　（上記のうち一般財源　　　　　0千円）

１　名称
歴史ロマンの隠れ里まつり

２　目的
「歴史ロマンの隠れ里まつり」を実施して、町
民生活の充実とまちの活性化を図るもの。

３　内容
（１）期日　8月29・30日（平成15年度）
（２）会場　おぐに森林公園特設会場ほか
（３）主催　歴史ロマンの隠れ里まつり
           実行委員会
（４）入込数　3,000人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　だし車、時代行列、のろし、皇子伝説物語の
野外劇、食の市場

４　平成16年度予算額　　　　6,562千円
　（上記のうち一般財源　　　2,812千円）

調　整　方　針　案

長　　岡　　市 中　　之　　島　　町

１　名称
米百俵まつり

２　目的
四季のまつりの一つ「米百俵まつり」を盛大か
つ円滑に実施し、市民生活の充実と歴史の伝
承、農業の振興やまちの活性化を図るもの。

３　内容
（１）期日  10月の第1土曜日
（２）会場  市中心部（大手通りほか）
（３）主催　長岡まつり協議会
（４）入込数　46,000人（平成15年度）
（５）主なイベント等
　越後長岡時代行列、米百俵の儀・演技、フ
リーマーケット、米を中心とした農産物の販
売、新米の炊き出し、江戸村、周辺市町村の特
産品、伝統芸能等の披露、記念講演、米百俵リ
レー（巻町～長岡）等
《長岡まつり協議会予算で支出 19,300千円》

４　平成16年度予算額　　　　　　0千円
　（上記のうち一般財源　　　　　0千円）
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現行どおりとする。なお、平成17年度に、新た
に新市全体の観光パンフレット等を作成する。

小　　国　　町山　　古　　志　　村

１  目的
各種観光パンフレット等を作成して配付し、ま
ちのＰＲと、誘客促進を図るもの。

２　内容
（１）ふれあいとやすらぎの里  中之島
     3,000部

３　平成16年度予算額　　　　　　170千円
　（上記のうち一般財源　　　　　170千円）

１  目的
各種観光パンフレット等を作成して配付し、ま
ちのＰＲと、誘客促進を図るもの。

２　内容
（１）ようこそ楽山苑へ       7,000部

　
　
　
　

３　平成16年度予算額　　　　　95千円
　（上記のうち一般財源　　　　95千円）

調　整　方　針　案

各 種 事 務 事 業

長　　岡　　市 与　　板　　町

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目
観光 誘客・宣伝・支援 観光案内宣伝 観光宣伝（観光パンフレット等）

中　　之　　島　　町 越　　路　　町

１  目的
各種観光パンフレット等を作成して配付し、ま
ちのＰＲと、誘客促進を図るもの。

２　内容
（１）長谷川邸       10,000部
（２）三波春夫顕彰碑　10,000部
　　（昔ばなしとほたるの館）
（３）もみじ園
（４）桝形山自然公園
（５）巴ヶ丘自然公園
（６）町総合パンフレット

３　平成16年度予算額　　　　　257千円
　（上記のうち一般財源　　　　257千円）

なし

※観光協会が作成

１  目的
各種観光パンフレット等を作成して配付し、ま
ちのＰＲと、誘客促進を図るもの。

２　内容
（１）越後ながおか観光ガイド　    20,000部
（２）越後長岡　四季の観光マップ　20,000部
（３）悠久山散策マップ           10,000部
（４）河井継之助ゆかりの地ガイドブック
　   10,000部
（５）まちなか周遊ガイドブック  10,000部等

３　平成16年度予算額　　　　3,500千円
　（上記のうち一般財源　　　3,500千円）

１  目的
各種観光パンフレット等を作成して配付し、ま
ちのＰＲと、誘客促進を図るもの。

２内容
（１）山古志村総合観光パンフレット20,000部
（２）山古志村ロードマップ　   20,000部
（３）闘牛日程表　      50,000部
（４）闘牛パンフレット　20,000部
（５）錦鯉パンフレット　20,000部
（６）あまやち会館パンフレット　10,000部
（７）旅館飲食業組合ガイド　    10,000部
（８）四季のやまこし写真コンテストチラシ
　1,000部

３　平成16年度予算額　　 　　1,132千円
　（上記のうち一般財源　 　　1,132千円）

三　　島　　町 課　　　　　　題

１  目的
各種観光パンフレット等を作成して配付し、ま
ちのＰＲと、誘客促進を図るもの。

２　内容
（１）ステーキハウス八石　10,000部

３　平成16年度予算額　　　　　　150千円
　（上記のうち一般財源　　　　　150千円）
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三　　島　　町 山　　古　　志　　村

長　　岡　　市 中　　之　　島　　町

１  名称
広告媒体の利用

２  目的
各種広告媒体等を利用して、まちのＰＲと誘客
促進を図るもの。

３  内容
（１）オリジナル年賀はがき作成（2万枚）
      1種類。『悠久山の郷土史料館と桜』

４　平成16年度予算額　　　　　500千円
　（上記のうち一般財源　　　　500千円）

１  名称
広告媒体の利用

２  目的
各種広告媒体等を利用して、まちのＰＲと誘客
促進を図るもの。

３  内容
（１）オリジナル年賀はがき作成（28,000枚）
      2種類。『直江兼続』『与板好日』
（２）新聞・雑誌等への広告掲載

４　平成16年度予算額　　　　810千円
　（上記のうち一般財源　　　810千円）

１  名称
広告媒体の利用

２  目的
各種広告媒体等を利用して、まちのＰＲと誘客
促進を図るもの。

３  内容
（１）ＪＲ押切駅への観光ちょうちんの掲出

４　平成16年度予算額　　　　　42千円
　（上記のうち一般財源　　　　42千円）

なし

※観光協会が実施

与　　板　　町越　　路　　町

観光案内宣伝 観光宣伝（広告媒体）

中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業大 項 目 （分科会）

調　整　方　針　案課　　　　　　題

１　名称
広告媒体の利用

２　目的
各種広告媒体等を利用して、まちのＰＲと誘客
促進を図るもの。

３  内容
（１）名刺台紙の販売
      4種類。『カタクリ』『大杉』の
     各縦横判

４　平成16年度予算額　　　　　　0千円
　（上記のうち一般財源　　　　　0千円）

１  名称
広告媒体の利用

２  目的
各種広告媒体等を利用して、まちのＰＲと誘客
促進を図るもの。

３  内容
（１）オリジナル年賀はがき作成（1万枚）
      4種類。『闘牛』『錦鯉』『棚田』
      『古志の火まつり』
（２）新聞・雑誌等への広告掲載
（３）ＦＭラジオでの宣伝放送
（４）カレンダーの製作・販売　600部

４　平成16年度予算額　　　　1,749千円
　（上記のうち一般財源　　　1,449千円）

当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整す
る。

１  名称
広告媒体の利用

２  目的
各種広告媒体等を利用して、まちのＰＲと誘客
促進を図るもの。

３  内容
（１）長岡駅構内への観光パネルを設置
（２）ロードマップへの広告掲載
（３）越後路への広告掲載

４　平成16年度予算額　　　　　　380千円
　（上記のうち一般財源　　　　　380千円）

小　　国　　町

観光 誘客・宣伝・支援
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課　　　　　　題小　　国　　町

１  目的
各種観光施設の円滑な管理運営を行って魅力的
な受入体制を整え、誘客促進とまちの活性化を
図るもの。

２　内容
　 大竹邸記念館の管理　1,300千円
 （大竹邸保存委員会負担金）

３　平成16年度予算額　　　　1,300千円
　（上記のうち一般財源　　　1,300千円）

１  目的
各種観光施設の円滑な管理運営を行って魅力的
な受入体制を整え、誘客促進とまちの活性化を
図るもの。

２　内容
（１）長谷川邸管理運営<直営>13,090千円
（２）もみじ園・自然公園（巴ヶ丘・桝形山）
　　　管理運営<直営>9,693千円
（３）塚山活性化センター
     （昔ばなしとほたるの館）
　  　管理運営<委託>6,210千円
（４）三波春夫顕彰碑管理<直営>443千円

３　平成16年度予算額　　　　29,436千円
　（上記のうち一般財源　　　22,660千円）

三　　島　　町 山　　古　　志　　村

長　　岡　　市 与　　板　　町中　　之　　島　　町 越　　路　　町

調　整　方　針　案

１  目的
各種観光施設の円滑な管理運営を行って魅力的
な受入体制を整え、誘客促進とまちの活性化を
図るもの。

２　内容
（１）楽山亭管理<直営>3,034千円
（２）うまみち森林公園管理運営<直営>
　　　6,107千円
（３）その他観光施設管理3,986千円

３　平成16年度予算額　　　　13,127千円
　（上記のうち一般財源　　　11,969千円）

１  目的
各種観光施設の円滑な管理運営を行って魅力的
な受入体制を整え、誘客促進とまちの活性化を
図るもの。

２　内容
（１）市営スキー場管理運営<委託>92,052千円
（２）戊辰史跡等管理<直営>1,068千円
（３）八方台の管理<直営>1,953千円
（４）まちなか花火ミュージアム管理運営
　　　<直営>17,407千円

３　平成16年度予算額　　　112,480千円
　（上記のうち一般財源　　112,480千円）

観光 観光施設の充実 観光施設の管理運営 観光施設の管理運営

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業

当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整す
る。

１  目的
各種観光施設の円滑な管理運営を行って魅力的
な受入体制を整え、誘客促進とまちの活性化を
図るもの。

２　内容
（１）大杉公園等管理運営<直営>18,953千円
（２）郷土資料館（教育委員会直営）
　　　1,769千円
（３）その他の観光施設管理

３　平成16年度予算額　　　20,722千円
　（上記のうち一般財源　　20,722千円）

１  目的
各種観光施設の円滑な管理運営を行って魅力的
な受入体制を整え、誘客促進とまちの活性化を
図るもの。

２　内容
（１）古志高原スキー場管理運営<直営>
　　　13,877千円
（２）あまやち会館管理運営<直営>26,848千円
（３）四季の里古志管理運営<直営>2,656千円
（４）闘牛場施設の管理運営<委託>791千円
（５）闘牛アパート牛舎管理<委託>185千円
（６）闘牛場施設の管理（給水施設工事）
　　　1,670千円

３　平成16年度予算額　　　 46,027千円
　（上記のうち一般財源　　 17,139千円）

１  目的
各種観光施設の円滑な管理運営を行って魅力的
な受入体制を整え、誘客促進とまちの活性化を
図るもの。

２　内容
（１）八石資源施設管理<委託>2,999千円
（２）森林公園施設管理運営<直営>
　　　161,123千円

３　平成16年度予算額　　　164,122千円
　（上記のうち一般財源　　 55,702千円）


