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長岡市中心市街地活性化協議会 

令和３年度中心市街地活力再生事業報告書 

（令和３年４月 1日〜令和４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事業の進捗確認や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の開催、事務局運営を執り行った。 

また、市民自らが検討していくことが最善であるとの考えのもと、自ら地域の活性化に

取り組んでいる方々で構成する「まちづくり部会」を設置・開催し、コロナ禍における活性

化施策等の意見交換を行った。 

 

〔役員会〕 

○令和３年度 第１回役員会  

＜開催日＞ 令和３年５月 10日（月）9時 30分～10時 15分 

＜会 場＞ ホテルニューオータニ長岡２Ｆ 雪椿の間 

＜議 題＞ ・役員の変更について 

・令和２年度「事業報告(案)」、「収支決算(案)」について 

・令和２年度 まちなか公共空間有効活用事業補助金 

「事業報告(案)」、「収支決算（案）」について 

・令和３年度「事業計画(案)」、「収支予算(案)」について 

・令和３年度 若者のまち居場所づくり推進事業補助金について 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の定期フォローアップ 

に関する意見(案)について 

＜内 容＞ 令和２年度 事業報告(案)、収支決算(案)など議題について審議を行い、 

承認をいただいた。 

 

○令和３年度 第２回役員会（書面決議） 

＜決議日＞ 令和３年６月４日（金） 

＜内 容＞ 長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の掲載事業に変更が 

      生じたため、役員会を書面開催。全会一致で承認された。 

 

○令和３年度 第３回役員会（書面決議） 

＜決議日＞ 令和４年１月７日（金） 

＜内 容＞ 長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の掲載事業に変更が 

      生じたため、役員会を書面開催。全会一致で承認された。 
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○令和３年度 第４回役員会（書面決議） 

＜決議日＞ 令和４年１月２５日（火） 

＜内 容＞ 長岡市中心市街地活性化協議会の会長である丸山智氏が、令和３年１０月

３１日付で長岡商工会議所会頭を辞任されたことに伴い、後任の会長選任

について、当協議会の規約に基づき役員会を書面開催。長岡商工会議所会

頭である大原興人氏の選任について、全会一致で承認された。 

 

〔代表委員会〕 

○第２６回代表委員会 

＜開催日＞ 令和３年５月１０日（月）10時 30分～12時 

＜会 場＞ ホテルニューオータニ長岡２Ｆ 白鳥東の間 

＜議 題＞ ・役員の変更について 

・令和２年度「事業報告(案)」、「収支決算(案)」について 

・令和２年度 まちなか公共空間有効活用事業補助金 

「事業報告(案)」、「収支決算（案）」について 

・令和３年度「事業計画(案)」、「収支予算(案)」について 

・令和３年度若者のまち居場所づくり推進事業補助金について 

 ・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の定期フォローアップに

関する意見(案)について 

・活動紹介 

＜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を       

紹介した。また、令和２年度事業報告と収支決算、令和３年度事業計画       

と収支予算等について審議を行い承認いただくとともに、役員会におい       

て承認された長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の定期フ

ォローアップに関する意見について報告した。 

  

○第２７回代表委員会（書面決議） 

＜決議日＞ 令和４年２月４日（金） 

＜内 容＞ 長岡市中心市街地活性化協議会会長である丸山智氏が、令和 3 年 10 月 31

日付で長岡商工会議所会頭を辞任されたことに伴い、後任の会長選任につ

いて当協議会の規約に基づき令和 4年 1月 25日付で書面決議をうけ、委員

会に諮る。長岡商工会議所会頭である大原興人氏の選任について、承認さ

れた。 
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〔まちづくり部会〕 

○令和３年度  第１回まちづくり部会 

＜日 時＞ 令和３年４月 30日（金） 18時 15分～19時 45分 

＜会 場＞ 長岡商工会議所 ６階６０１会議室 

＜報告事項＞ ・令和２年度 まちづくりセミナー実施報告について 

・令和２年度 まちなか公共空間有効活用事業について 

・令和３年度 長岡市中心市街地活性化協議会代表委員会の議題内容につ

いて 

＜協議事項＞ ・令和３年度 まちづくり部会事業計画について 

 

○令和３年度  第２回まちづくり部会 

＜開催日＞ 令和３年７月６日（火） 17時～18時 30分 

＜会 場＞ アオーレ長岡 西棟３階 市民交流ホール B・C 

＜報告事項＞ ・令和３年度 実施事業について 

・「長岡絆プロジェクト」（長岡青年会議所の取組み）について 

  ＜協議事項＞ ～令和３年度まちづくり部会の取組みについて～ 

      ・まちづくり部会の活動目標、活動計画 

       ・「若者のまち居場所づくり推進事業補助金（旧柳原分庁舎敷地活用）」 

       ・まちなか情報発信事業 

 ＜その他＞ ・各団体からの情報提供 

 

○令和３年度  第３回まちづくり部会  

 ＜開催日＞ 令和３年１１月２２日（月） 17時～18時 30分 

 ＜会 場＞ 長岡商工会議所 ６階６０１会議室 

 ＜報告事項＞ ・「まちカフェ秋企画（おでん屋さん）」（11/12）について 

・長岡電気工事協同組合青年部会のイルミネーション事業について 

 ＜協議事項＞ ・「若者のまち居場所づくり推進事業」の今後の進め方について 

    ・「まちなか学生ギャラリー」事業の対象拡大について 

＜意見交換＞ ・令和３年度意識啓発事業「まちづくりセミナー」について 

  ＜情報提供＞ ・ポッキリパスポート・プレミアム（11/1～1/31）  長岡商工会議所 

・「ＳＤＧｓ勉強会：第２回事例編」（11/30）        〃 

・「建築文化講演会：コンパクトシティの『まち育て』」（12/20）〃  

・おもてなしサービスマップ     ながおか未来創造ネットワーク 

・クリスマスマーケット             〃        
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○令和３年度  第４回まちづくり部会（書面協議） 

※当初、令和４年１月２８日(金)を開催予定で準備をしていたが、新潟県の「まん延防

止等重点措置の適用に伴う要請」の発令と、長岡市内での新型コロナウイルス感染拡

大を鑑み、協議の結果、参集形式での開催を見合わせ、決定に急を要する案件のみに

ついて書面による協議とした。 

＜決議日＞ 令和４年２月４日（金） 

＜報告事項＞ ・まちカフェ冬の特別企画 「一夜限りのおでん屋さん２」について 

＜協議事項＞ ・「若者のまち居場所づくり推進事業」の今後の進め方について 

          ・令和 3年度意識啓発事業「まちづくりセミナー」について 

      ・「月刊新潟 Komachi」の長岡特集への掲載及び保存版冊子の作成に 

       ついて 

 

２ 事業詳細 

 

 

 

（１）意識啓発事業 

例年２～３月に開催をしていたが、新潟県の「まん延防止等重点措置の適用に伴う

要請」の発令と、長岡市内での新型コロナウイルス感染拡大から、令和３年度は【ま

ちづくりセミナー】の開催を見合わせたもの。 

※なお、令和４年度には、テーマや対象者を分けて、【まちづくりセミナー】を複数

回開催する方針をまちづくり部会において確認したもの。 

 

（２）まちなか情報発信事業 

新型コロナ禍においてもまちの魅力を発信し、活性化することを目的に、「月刊新

潟 Komachi」を発行している(株)ニューズラインからの提案を受け、長岡の人気ス

ポットや魅力、グルメやお店情報を紹介する長岡特集号の発行と、保存版冊子の作

成したもの。 

・「月刊新潟 Komachi３月号」への掲載 

・保存版冊子５００冊を長岡駅観光案内所や道の駅「ながおか花火館」等に設置 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 令和３年度実施事業 
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（３）まちなかイルミネーション事業 

冬期間にまちなかを訪れてもらう機会をつくり、まちなかに賑わいをもたらす仕

掛けとして実施してきた当事業について、令和３年度は初の試みとして、長岡造

形大学と小国和紙生産組合がコラボしたイルミネーションを実施した。 

また、連動企画として、「＃（ハッシュタグ）長岡まちなかイルミネーション」を

実施。まちなかで行われる４カ所のイルミネーションの写真や動画をＳＮＳ上へ

の投稿を呼びかけ、まちなかを訪れるキッカケづくりをした。 

※本事業は、長岡電気工事協同組合青年部への委託事業 

＜点灯期間＞ 令和３年１２月２７日（月）～令和４年３月５日（土） 

＜場  所＞ アオーレ長岡東棟３階 オープンテラス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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お弁当プロジェクト 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で大きな被害を受けているまちなかの飲食

店を応援するため、弁当販売を希望する飲食店業者を募り、市役所や商工会議

所、金融機関等まちなかで働く人々を対象に、お弁当を受注販売した。 

（開催回数：7回、販売食数：1,337食、総売り上げ：838,300円） 

また、お弁当プロジェクトの連動企画として、自宅でお店の味が楽しめる夕食用

オードブルを予約販売する「おかずプロジェクト」を実施した。 

（開催回数：１回、販売食数：72食、総売り上げ：144,000円） 
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②まちなかレンタサイクル事業（まちチャリ） 

長岡のまちなか観光・グルメスポットを手軽に周遊するための移動手段として

まちなかの手軽な移動手段として自転車の貸し出しを実施。 

＜貸出期間＞ ４月～11月末 

＜貸出窓口＞ ゲストハウス長岡街宿、ホテル崇徳館 

＜実績件数＞ 375件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③まちなかの居場所・活動スペースづくり 

フェニックス大手イーストの「イーストスクエア」に整備した自由に読書や学習

ができる「スタディーステップ」の利用者に対して、アンケートを実施。より使

いやすい「場」を提供するため、利用者の意見を取り入れた改良も施した。これ

により、学生や若者が過ごせる空間づくりが行えた。 

【改善点】 

・座る位置と通行する位置の境界を明確化するため、座面用カーペットを設置。

これにより、座る部分の衛生面を確保。 

・デスク部分の明るさを確保するため、各テーブルにデスクライトを設置 

・テーブルの高さを調整するため、テーブル天板をかさ上げ改良。 
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（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の「イーストスクエア」を活用し、学生の作品展示や研

究発表など活動を紹介する場を提供。若者がまちなかを訪れるキッカケになった。 

※長岡市内の４大学１高専 15専門学校に所属する３組以上の学生で構成し、イー

ストスクエアで活動紹介する活動を支援。 

○令和３年度実績：１件 

『写真展「長岡の雪景色～新しい生活と変わらない景色～」』 

＜主  催＞ 長岡技術科学大学 写真部有志による写真展 

＜開催期間＞ 令和３年４月７日（水）～４月 20日（火） 

＜開催場所＞ フェニックス大手イーストスクエア１Ｆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）歩道活用オープンカフェ支援事業 

①オープンカフェ「まちカフェ」事業 

歩道や空きスペースを有効活用し、まちなかの賑わいづくりに 

つなげるため、テーブルやイスを置いて来街者が気軽に会話や 

飲食を楽しめるオープンカフェを設置。 

運営主体である長岡市商店街連合会を支援。 

＜期 間＞ ４月～11月末 10時～21時（実運用：9/19～10/31） 

＜場 所＞ 長岡駅前協力店舗 27店  

＜内 容＞ まちカフェテーブル・イスの設置 

 

②まちカフェ SUMMER FESTA2021「街なかビアスポット」 

大手通り交差点歩道上のサークルベンチで、生ビールや 

テイクアウトしたおつまみを楽しむイベントを開催。 

＜期 間＞ 令和３年７月 29日(木)～８月 28日(土) 17時～21時 

＜場 所＞ 大手通交差点 ツリーサークル(髙頭不動産前) 

※イベントの実施においては、感染対策や「新しい生活様式」の 

 周知を徹底。 

 ※新潟県内における新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、 

８月４日(水)より実施を中止した。 
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③まちカフェ秋の特別企画「一夜限りのおでん屋さん」 

 新型コロナウイルス感染症拡大により、「まちなか」から足が遠のいた来街者を 

 再び呼び込むとともに、冬期間におけるまちなかの歩道空間の利用を促進し、 

 まちなかへの賑わい創出を図るイベントを実施・支援。 

＜主  催＞ 長岡市商店街連合会 

＜共催/協力＞ 長岡市中心市街地活性化協議会／大手通商店街振興組合青年会 

＜内  容＞ 温かいおでんや熱燗、生ビールなどを販売 

＜会  場＞ 大手通り交差点ツリーサークル付近の歩道内 
 

 開催日時 参加者数 

第１回 
令和３年 11月 12日（金） 

    17時 30分～20時 
約２５０人 

第２回 
令和３年 12月 17日（金） 

    17時 30分～20時 
 約５０人 

＜そ の 他＞「新しい生活様式」の周知を徹底、三密回避による販売ブースの      

設置、テイクアウトにも対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業制度 

    独立行政法人中小企業基盤整備機構の中心市街地活性化事業の１つで、うち５回ま

で経費負担無く招聘出来るもの。 

※長岡市内の感染症拡大の影響で令和３年度の利用実績はなし。 

 

（８）「第１５回越後長岡ひなものがたり」への協力（共催） 

＜主  催＞ 越後長岡ひなものがたり実行委員会 

＜期  間＞ 令和４年２月１７日（木）～３月９日（水） 

＜概  要＞ ２度の戦禍と天災から生き延び、歴史文化を象徴する「ひな人形」

の物語を掘り起こし、まちなかの活性化を図るイベントに協力。 

      １５回目となる今年も開催し、市内３４か所でひな人形を展示。 
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（１）「長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞」の推進に向けた検討・協議等 

長岡市から示された第３期計画の目標指標の状況を基に、事業等の進捗状況や 

目標値の達成の目途を把握し、協議会として意見を付し内閣府に報告を行った。 

※協議会の意見は、令和３年度第１回役員会にて了承され、第２６回代表委員会 

 にて報告を行った。 

 

○長岡市中心市街地活性化基本計画の変更に伴う書面決議 

 1.「長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞」の掲載事業に変更が 

 生じたため、役員会を書面開催した。 

 ＜決議日＞ 令和３年６月４日（金） 

 ＜結 果＞ 全会一致で承認 
 

 2.「長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞」の掲載事業に変更が 

 生じたため、役員会を書面開催した。 

＜決議日＞ 令和４年１月７日（金） 

 ＜結 果＞ 全会一致で承認 

 

（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１５回総会及び第２８回勉強会に参加（８月３１日(火) Zoomにて配信） 

 

（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 

・「中心市街地活性化協議会 運営実態調査」へ回答協力を行った。 

 

（４）その他 

   ・長岡市「まちなかの居心地の良さを測る指標」に関する調査への実施協力を 

    行った。 

   ・日本商工会議所「2021年度『民間主導のまちづくりに関する実態調査』」へ 

    回答協力を行った。 

２ 企画調査・研修等 


