資料１－１

長岡市中心市街地活性化協議会

平成 30 年度事業報告書（案）
（平成 30 年４月 1 日〜平成 31 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 30 年度
＜開催日＞
＜会 場＞
＜議題等＞

第 1 回役員会
平成 30 年５月７日（月）11 時 30 分から 11 時 55 分まで
長岡商工会議所６階第３会議室
・長岡市中心市街地活性化協議会規約の一部改正（案）について
・平成 29 年度 事業報告(案)並びに収支決算(案)について
・平成 30 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
(案)について
＜内 容＞
規約改正、平成 29 年度事業報告と収支決算、平成 30 年度事業計画と収
支予算、及び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 22 回代表委員会
＜開催日＞ 平成 30 年５月７日(月)12 時 20 分から 13 時 10 分まで
＜会 場＞ 長岡商工会議所６階大会議室
＜議題等＞ ・長岡市中心市街地活性化協議会規約の一部改正（案）について
・平成 29 年度 事業報告(案)並びに収支決算(案)について
・平成 30 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
(案)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等
を紹介した。また、規約改正、平成 29 年度事業報告と収支決算、平成 30 年
度事業計画と収支予算、及び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。
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○ 平成 30 年度 第１回まちづくり部会
＜開催日＞ 平成 30 年５月 17 日（水）16 時から 17 時 40 分まで
＜会 場＞ 長岡商工会議所６階大会議室
＜議題等＞ ・平成 30 年度の進め方について
・中心市街地活性化協議会事業の平成 29 年度実績及び平成 30 年度計画に
ついて
・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の策定 について
＜内 容＞
平成 29 年度事業実績及び平成 30 年度事業計画の報告と意見交換を行っ
た。また、第３期計画の方針等について市から説明いただいた上で、意見
交換を行った。
○ 平成 30 年度 第２回まちづくり部会
＜開催日＞ 平成 30 年 10 月 23 日（火）16 時から 17 時 45 分まで
＜会 場＞ 長岡商工会議所６階大会議室
＜議題等＞ ・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞について
・中津市議地活性化協議会事業について
＜内 容＞
第３期計画について市から説明いただいた上で意見交換を行った。また、
協議会として取り組むべき事業の方向性について意見交換を行った。
○ 平成 30 年度 第２回役員会
＜開催日＞ 平成 30 年 12 月 26 日（水）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＞ ・長岡市中心市街地活性化基本計画（案）について
・長岡市中心市街地活性化基本計画（案）に対する当協議会としての意見
書について
＜内 容＞
長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞について市から説明い
ただくとともに、計画に対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 22 回代表委員会
＜開催日＞ 平成 30 年 12 月 26 日（水）12 時 20 分から 12 時 50 分まで
＜会 場＞ 長岡商工会議所６階大会議室
＜議題等＞ ・長岡市中心市街地活性化基本計画（案）について
・長岡市中心市街地活性化基本計画（案）に対する当協議会としての意見
書について
＜内 容＞
長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞について市から説明い
ただくとともに、計画に対する意見について審議を行い、承認いただいた。
○ その他関連会議
越後長岡ひなものがたり実行委員会（12/17, 1/21） ※当協議会の共催事業
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２ 事業詳細
１ 中心市街地活力再生事業
（１）意識啓発事業
一般社団法人長岡青年会議所等と連携した「桜マップ」の作成・配付
一般社団法人長岡青年会議所及びまちなかの店舗と連携し、まちなかの桜をコンセプ
トとしたマップを作成・配付した。取り組みを通じ、まちなかの活性化に当事者として
参画したいと意識の醸成を図った。また、若者等に対し、
「まちなかに行ってみたい！
歩いて見たい！」と思わせる情報を提供することで、まちなかへの関心を高め、賑わい
創出につなげることができた。
＜配付数＞ 4,500 部
＜配付先＞ 市内の大学、高専、専門学校など 101 箇所

（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による情報発信
・中心市街地活性化に資するイベント・活動等の広報
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（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した。（長岡電気工事協同組合青年部会との共催）また、ほかの
イルミネーション事業とコラボ（点灯式・広報）することで、まちなかのイルミネー
ション全体の知名度向上等を図った。
＜期 間＞ 平成 30 年 12 月１日(土)～平成 31 年２月 14 日(木)
＜点灯式＞ 平成 30 年 12 月 15 日(土) 会場：アオーレ長岡
※大手通商店街、セントラル通商店街、アオーレ長岡と合同開催

（４）まちなかにおける新たな賑わいづくり事業
関係団体との連携等により、まちなかを中心に賑わい創出に資する事業を実施
① 「しぇあぼン」事業
フェニックス大手イースト 1 階において、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」事業を実施した。気軽に本に触れられる環境づくりを行
うことで、施設利用者やまちへ訪れる人の滞在時間を増やし、中心市街地の更なる
賑わい創出を図った。
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② 路線バスの利便性向上
中心市街地と川西の商業地区の往来の利便性向上による中心市街地活性化を目的
として運行していた「まちまるバス」が平成 29 年度限りで運行終了したことを受
け、その効果の継続を図るため、越後交通（株）の路線バス「法務局～日赤」線の
停車場所にアオーレ長岡前を追加するために必要な調整等を行った。
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
（５）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。
（3/13 岡崎まちゼミの会代表 松井 洋一郎 氏）

（６）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、長岡技術科学大学の学生４団体が活動を発表し
た。

・長岡造形大学（H30.8.23～9.5）
まちなか学生ｷﾞｬﾗﾘｰﾎﾟｽﾀｰ総選挙

・長岡技術科学大学（H30.9.9～9.22）
写真展「窓越しに見る景色」

・長岡造形大学（H30.11.2～11.11）
ヤングアート長岡芸術工事中

・長岡造形大学（H31.1.18～1.31）
Kasmiso-はじめまして-
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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、長岡市中心市街地活性化基
本計画（第３期計画）策定に関する調査・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 12 回総会及び第 22 回勉強会（7/5～6 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。
（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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