資料２

長岡市中心市街地活性化協議会

平成 29 年度事業報告書
（平成 29 年４月 1 日〜平成 30 年３月 31 日）

１ 会議開催概要
長岡市中心市街地活性化基本計画に関わる進捗確認、並びに自主事業等を推進するた
め長岡市中心市街地活性化協議会の代表委員会及び役員会を開催するとともに、関係す
る資料作成や事務局運営を実施した。また、自ら地域の活性化に取り組んでいる方々を
お招きし、自ら検討していくことが最善であるとの考えのもと、まちづくり部会を開催
し、今後、当協議会として進めていくべき施策など意見交換を行った。
○ 平成 29 年度 第 1 回役員会
＜開催日＞ 平成 29 年５月 11 日（木）11 時 30 分から 11 時 55 分まで
＜会 場＞ 長岡商工会議所６階第３会議室
＜議題等＞ ・「平成 28 年度 事業報告(案)並びに収支決算(案)」について
・
「平成 29 年度 事業計画(案)並びに収支予算(案)」について
・
「長岡市中心市街地活性化基本計画＜第２期計画＞の進捗に関する意
見」について
＜内 容＞
平成28 年度事業報告と収支決算及び平成29 年度事業計画と収支予算、
長岡市中心市街地活性化基本計画＜第２期計画＞の進捗に関する意見
について審議を行い、承認いただいた。また同じく、これを代表委員会
に上程することで承認いただいた。
○ 第 21 回代表委員会
＜開催日＞ 平成 29 年５月 11 日（木）12 時 20 分から 13 時 05 分まで
＜会 場＞ 長岡商工会議所２階大ホール
＜議 題＞ ・代表委員及びオブザーバーの変更並びに組織名称変更の報告
・
「平成 28 年度 事業報告（案）並びに収支決算（案）
」について
・
「平成 29 年度 事業計画（案）並びに収支予算（案）
」について
・
「長岡市中心市街地活性化基本計画＜第 2 期計画＞の進捗に関する意見」
について
＜内 容＞
年度が変わり、新たに中心市街地活性化協議会代表委員となった方々
から自己紹介いただいた。また、平成 28 年度事業報告と収支決算及び
平成 29 年度事業計画と収支予算、長岡市中心市街地活性化基本計画＜
第２期計画＞の進捗に係る意見について審議を行い、承認いただいた。
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○ 第１回まちづくり部会
＜開催日＞ 平成 30 年１月 31 日（水）16 時 30 分から 17 時 40 分まで
＜会 場＞ 長岡商工会議所 6 階大会議室
＜議 題＞ ・第２期中心市街地活性化基本計画の進捗について
・今年度の長岡市中心市街地活性化協議会事業について
・報告事項について
＜内 容＞
現在実施している長岡市中心市街地活性化基本計画＜第 2 期＞の進捗
状況の報告とその質疑応答を行った。併せて第３期計画策定に向けた準
備についての報告を行った。また、今年度の中心市街地活性化協議会事
業の説明を行った。
○ その他関連会議
越後長岡ひなものがたり実行委員会（9/14,12/12,1/19）

２ 事業詳細
１ 中心市街地活力再生事業
（１）意識啓発事業
中心市街地活性化協議会セミナー「エリアリノベーションによるまちづくりの進
め方」の開催
まちを楽しみ、まちに魅力を持たせる「コト」を実践している方を招聘し、その
活動事例を発表するセミナーを開催。
平成 29 年度は、まちなかに空き店舗・空きビルがある現状で、まちなかで新たに楽しめ
る場所・お店を創り出すための手段として、古い物件に手を加えて「おしゃれ」や「新たな
機能性」を創出するための“リノベーション”を題材として講演いただいた。
＜日 時＞
＜会 場＞
＜講 師＞
＜参加者＞

平成 30 年３月 16 日（金）18:30〜20:00
まちなかキャンパス長岡 301 会議室
（株）オープン・エー代表取締役 馬場 正尊 氏
84 名
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（２）まちなか情報発信事業
・中心市街地活性化協議会ホームページの作成・更新
・中心市街地活性化に資するイベント・活動等の広報
（３）駅前イルミネーション事業
・まちなかに賑わいをもたらすため、ＪＲ長岡駅東口の無料駐車場入口の植栽にイ
ルミネーションを点灯（長岡電気工事協同組合青年部会との共催）
・期間：平成 29 年 12 月９日(土)～平成 30 年２月 14 日(水)
(平成 29 年 12 月９日合同点灯式 会場：アオーレ長岡)
（４）まちなかにおける新たな賑わいづくり事業
まちなかを中心に賑わいを創り出そうとする団体と連携して、その活動に対する
支援を実施。
① 「一輪挿しプロジェクト」事業の実施
大手通りアーケード等に一輪挿し花瓶を設置し、訪れやすいまちの環境を作り
だす事業を実施。NPO 法人ながおか未来創造ネットワーク主催「長岡まちなかミ
ュージアム 2017 秋山孝のメッセージ」及び大手通り等の歩道を活用したオー
プンカフェ「まちカフェ事業」と連携し、来街者の増加を図った。
② 「まちぼン」
・
「しぇあぼン」事業の実施
まちなかの公共施設に図書館の本を設置。市民から気軽に本を手に取ってもら
える環境を作り、各施設利用者やまちへ訪れる人の滞在時間を増やし、中心市街
地にさらなる賑わいを創出する「まちぼン」事業を実施。今年度も長岡市の施策
である「バスケによるまちづくり」にあわせて、バスケットボールに関連する書
籍を配置し、利用者の増加と市の施策周知を図った。
また、本棚を通して読み終わった本を自由に交換できる「しぇあぼン」事業を
実施し、気軽に本に触れられる環境づくりを行った。
③ まちなかで実施する事業との連携・協力
・長岡市商店街振興組合連合会が主催するオープンカフェ「まちカフェ」と「な
がおか農 challe プロジェクト実行委員会」が実施する「世界えだまめ早食い選
手権」との連携（事業ＰＲと広報）
・長岡まちゼミ実行委員会との連携
・
「まちまるバス」との連携
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（５）まちなか交流館「まちこい」事業
まちなか情報交流館「まちこい」において、まちなかや長岡市全域の情報を発信
する人材を配置し、来街者に対してまちなかのリアルタイムな情報を発信し、来街
者と人・もの・情報・地域をつなげる事業を実施。来場者は 5,316 人。発信情報と
しては、市政情報や地域のイベント情報等。
（６）まちづくりアドバイザー経費
まちなかにおける様々な検討を行うため、アドバイザーを招聘するための経費を
支出した。
（3/15 岡崎まちゼミの会代表 松井 洋一郎 氏）

（７）まちなか学生ギャラリー事業
フェニックス大手イーストスクエアで行う３大学１高専 15 専門学校の学生によ
るパフォーマンスや作品展示に対して支援を実施。長岡造形大学、長岡工業高等専
門学校の学生 20 団体が活動を発表した。

２ 企画調査・研修等
（１）長岡市中心市街地活性化基本計画（第２期計画）推進に向けた調査・研究等
（２）全国中心市街地活性化まちづくり連絡会議との連携
・第 11 回総会及び第 20 回勉強会（6/29～30 東京都）
（３）中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業制度の活用
・長岡市中心市街地商業・商店街活性化運営委員会において、独立行政法人中小
企業基盤整備機構から中心市街地商業活性化アドバイザーを派遣いただいた。
（7/13、8/17、10/30、12/2、1/5）
（４）その他、中心市街地活性化に関する業務の支援・実施
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長岡市中心市街地活性化協議会
平成 30 年度 事業計画書
(平成 30 年４月 1 日〜平成 31 年３月 31 日)

長岡市中心市街地活性化協議会は平成 19 年 11 月に設立し、現在、「長岡市中心市街地
活性化基本計画＜第２期計画＞」（平成 26 年３月 28 日認定）の実施に関すること、並び
に中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関して、協議・事業展開を図ってまい
りました。
中心市街地の賑わい創出の拠点として、シティホールプラザ「アオーレ長岡」（平成 24
年 4 月オープン）やまちなかキャンパス（平成 23 年９月オープン）、社会福祉センタート
モシア（平成 28 年 11 月オープン）において、様々な団体が賑わいづくりに向けた各種イ
ベント等を開催するなど、大きな成果を上げており、中心市街地全体へのさらなる波及効
果につながる動きが見えています。
また、中心市街地活性化協議会としても、まちなかが訪れやすい環境となるよう、大手
通り、スズラン通り、セントラル通りのアーケード支柱に一輪挿しを装飾したり、まちな
かで学生が自由に作品発表できる舞台を用意したりするなど、ハード整備だけでなくソフ
ト事業を展開することで、訪れやすいまちなかを整えていきます。
本協議会は、こうした動きが継続的に続けていけるよう、まちなかの環境づくりを進め
ていくとともに、
さらなる中心市街地の活性化に向けた検討、
支援を推進してまいります。

1 会議開催
（１）代表委員会
（２）役員会
（３）まちづくり部会

２ 中心市街地活力再生事業
（１） 意識啓発事業
・ 中心市街地活性化シンポジウム等の開催
（２） まちなか情報発信事業
・ ホームページによる中心市街地活性化イベント等の広報、ＰＲ 等
（３） 駅前イルミネーション事業
・ 冬期間におけるＪＲ長岡駅でのイルミネーション装飾事業（長岡電気工事協同組
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合青年部との共催）
（４） まちなかにおける新たな賑わいづくり事業
・ 中心市街地を舞台に活動する団体等のイベント・事業との協働や環境整備を実施
（他団体事業と連携することでの効果拡大やまちを訪れやすい環境整備を行う。
）

（５） まちなか学生ギャラリー事業
・ フェニックス大手イーストスクエアで行う３大学１高専 15 専門学校の学生による
パフォーマンスや作品展示に対する支援
（６） 歩道活用オープンカフェ社会実験支援事業【新規】
・ 大手通り、すずらん通り、セントラル通りの歩道を有効活用するため、歩道上に
椅子とテーブルを設置。休憩場所や個店の売り場拡大として活用してもらい、来
街者の増加を狙う。
【社会実験】
（７）まちづくりアドバイザー経費
・ 中心市街地の活性化を進めるうえで、生じてくる様々な諸問題を解決するためア
ドバイザーを招聘するための経費。
（８）その他、まちづくりに関する事業の実施や各種団体との後援、連携、協力

３ 企画調査・研修等
（１）
「長岡市中心市街地活性化基本計画＜第２期計画＞」の推進及び「長岡市中心市街地
活性化基本計画＜第３期計画＞」策定に向けた検討・協議等
（２）全国中心市街地活性化まちづくり連絡会議との連携
（３）中心市街地活性化協議会支援センター（事務局：独立行政法人中小企業基盤整備機
構）との連携
（４）その他、中心市街地活性化に関する業務等の連携や支援・実施。
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