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議案第３号 

 

平成２６年度 北陸新幹線飯山駅開業イベント実行委員会事業計画(案) 

 

平成２７年３月中旬と想定される北陸新幹線飯山駅開業に向けて、一層の市民の

気運醸成を図るとともに、新幹線延伸を市外へ広くＰＲし、交流人口の拡大を図る

ため、様々なイベント等を企画・実施する。 

また、開業日には、３０数年間の市民の思いを込めた開業記念式典・イベントを

行う。 

なお、イベント等の開催に当たっては、多くの市民及び広域市町村に参画しても

らえる取り組みを行うとともに、市民、各種団体等も率先して開業気運を高める事

業等ができるよう支援、協力を行う。 

 

Ⅰ 企画広報事業 

１ イベント等推進事業 

(1) 開業記念イベント（カウントダウン・イベント）の開催 

  ① 駅舎・合築施設見学会（300 日前イベント） 

    駅舎及び合築施設が竣工したことから、開業３００日前イベントとして市

民等を対象に見学会を開催する。 

    期日：５月１７日（土） 

   

② 北陸新幹線新型車両新幹線試験走行歓迎見学会 

    Ｅ７系（Ｗ７系）車両による試験走行開始（金沢駅－飯山駅）に当たり、

飯山駅において車両・駅舎の歓迎会・見学会を開催する。 

  期日：８月上旬予定   

   

③ 新幹線プロジェクション・マッピング（200 日前イベント） 

    新幹線駅舎及び駅合築施設を利用した大規模なプロジェクション・マッピ

ングを開業２００日前イベントとして行い、飯山駅の知名度向上（外部発信）

と市民の気運醸成を図る。 

    期日：８月１５日(金) 

   

④ 飯山線飯山駅移設開業イベント 

    １１月上旬に予定されている飯山線飯山駅の新駅での営業開始に当たり、

記念式典を行うほか、「信越自然郷収穫祭(仮)」、物産展等を計画する。 

    また、飯山線の前身である飯山鉄道(株)の創立に尽力された「五島慶太翁

碑」が土地区画整理事業により移転となるため、新たな設置場所で除幕式を

行う。 

    期日：１１月上旬   場所：新駅 

   

⑤ 開業記念式典・開業イベント 

    新幹線飯山駅開業を祝し、出発式、新駅周辺での開業イベントを行うとと
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もに、新幹線誘致活動や新幹線工事に尽力・協力いただいた方々を招き開業

記念式典を行う。イベント、式典内容については、実行委員会において、別

途検討する。 

    期日：３月中旬  場所：イベント＝新駅、記念式典＝市民会館 

 

 (2) 地区開催開業ＰＲ活動の支援 

   市内各地区で開業に向けた市民意識醸成となる自主的ＰＲ活動等に対し、交

付金（補助率 10 分の 10 以内。ただし、５万円限度）の交付を行う。 

 

(3) 開業イベント連携事業 

  実行委員会独自事業とは別に、他団体等が実施する次の既存イベント、新規

イベントと連携して開業ＰＲブース、コーナー等を設置するとともに開業ＰＲ

に係るイベント実施に対し必要な支援を行う。 

 ① 菜の花まつり  期日：５月３～５日 

 ② 灯篭まつり   期日：８月９日(土) 

 ③ 花フェスタ   期日：１０月４～５日 

 ④ 飯山城築城４５０年（新規） 期日：１０月１８･１９日 

 ⑤ 雪まつり・かまくらまつり  期日：２月７～８日 

 

２ 市民総参加のおもてなし事業 

 (1) まち中フラッグ等の設置 

開業気運醸成のため、駅周辺、まち中など主要箇所にフラッグやスイングバ

ナーを作製し、設置する。 

 

 (2) 「咲かせよう菜の花プロジェクト」の取り組み 

開業時に駅舎、関連施設等を菜の花で飾り利用者等をもてなすとともに市民

参加意識の醸成を図るため、市民や各団体等に菜の花の育成協力をお願いする

「咲かせよう菜の花プロジェクト」に取り組む。 

 

 (3) 「開業ＰＲみんなで年賀状」の取り組み 

新幹線開業へ向けて市民一人ひとりが観光大使となって盛り上げるため「開

業ＰＲ用年賀はがき」を作製し、市民等に購入してもらい発信する。 

  

 (4) その他 

まちなみ修景の充実（清掃美化・花いっぱい運動）、あいさつ運動（おもて

なし・手を振る運動）、各イベントへの参加に取り組む。 

 

３ ＰＲツール等の作成、サポーターの募集 

 (1) ＰＲツールの作成 

   各種ＰＲ用関連ツール・グッズを作製し、市内各種イベントや首都圏ほか各

種ＰＲ事業に活用する。 

① 「開業日発表」、「飯山駅移設開業」、「開業日」など節目において横断



 

 

幕・垂れ幕等を作製し、主要箇所に掲示する。  

②  開業日が発表された後、開業カウントダウンボードを主要箇所に設置する。 

③  ピンバッジ、ステッカー、フラッグ、ポスター等ＰＲ用グッズを作製し、

ＰＲ事業に活用する。  

  ④  サポーター募集用のポロシャツ、グッズを作製する。  

  

(2) サポーターの募集  

   個人及び企業からＰＲサポーター、スポンサーを募集し、協賛金の事業への

活用と各種イベント等への参画・協力をお願いする。  

 

４  メディア活用ＰＲ事業  

  テレビ番組での広報、プロモーションビデオ等の作製・配信などメディアを活

用したＰＲを行う。なお、５月３日 (土 )のＡＢＮ「ザ・駅前テレビ」で菜の花ま

つり及び飯山駅周辺の観光スポット等を放送する。  

 

５  新幹線開業までの軌跡を辿った記念誌の作成  

  新幹線誘致運動から開業までの記録を網羅した記念誌を発行するための資料

収集等作成作業を進める。また、開業に向けての取組みなどを映像として記録す

る。  

 

 

Ⅱ  キャンペーン・イベント事業  

１  開業ＰＲ事業  

(1) ＪＲ提携ＰＲ事業  

  飯山駅へ多くの列車が停車するようＪＲ東日本と連携を深めるため、ＪＲ東

日本の雑誌「トランヴェール」へのＰＲ広告の掲載、長野新幹線車内及び首都

圏ＪＲ駅へのポスターの掲示を行う。また、金沢まで延伸することからＪＲ西

日本と新たな連携を図っていく。  

 

 (2) 開業キャンペーン事業  

  信越９市町村広域観光連携会議と連携し、首都圏、北陸圏、大阪市、観光交

流都市（糸魚川市、魚津市、高岡市、富山市、七尾市、小松市）等での開業Ｐ

Ｒを随時行う。  

また、８月に銀座にオープンする長野県の信州首都圏総合活動拠点施設「し

あわせ信州シェアスペース（仮称）」を利用した情報提供、開業ＰＲ事業を信

越９市町村と共同して行う。  

  ○スポーツ交流スキー姉妹都市「大阪市」での開業ＰＲ予定  

・住之江区民まつり       ６月下旬  

・城東区民まつり        ８月下旬  

・大阪市コミュニティ合唱祭   １０月１９日  

・阿倍野区あべのカーニバル   １０月中旬  

・大正区民まつり          〃  
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・此花区民まつり          〃  

・東住吉区民フェスティバル     〃  

・中央区民まつり          〃  

    ・西区  文化のつどい      １１月初旬  

・城東区  城北川フェス     ３月下旬  

 

○観光交流都市等での開業ＰＲ予定  

・富山県富山市   全日本チンドンコンクール  ４月５～６日  

・東京都国分寺市  万葉まつり         ４月１２～１３日  

・富山県魚津市   よっしゃこい CHOUROKU   ５月１８日  

・富山県富山市   富山まつり         ８月初旬  

・千葉県松戸市   松戸まつり         １０月初旬  

・石川県小松市   小松どんどん祭り      １０月中旬  

・東京都渋谷区   渋谷区民まつり       １１月初旬   

 

 

(3) ＪＲ飯山線イベント列車の運行  

  昨年に引き続きＪＲ東日本と連携して、飯山線にイベント列車「走る農家レ

ストラン」を「びゅう商品」として取扱い運行し、飯山線に広がる雄大な自然

と豊富な食材がもたらす郷土料理を提供する。また、開業時に併せて開業記念

イベント列車の運行を計画する。  

 ・走る農家レストラン  期日：６月２１日 (土 )、１１月１日 (土 ) 

 

２  開業ＰＲ「食」のイベント開催事業  

  本市及び周辺市町村の食材、特産品等の販売等を通じ「飯山駅開業」を広く市

内外にＰＲするため、次の食のイベントを開催する。  

(1) いいやまマルシェ（アスパラ祭り）  

農村女性団体連絡会、飲食店組合等で実行委員会を組織し、飯山の地域資源

（農産物等の食材）を活かした旬の食イベントを開催する。  

  期日：５月下旬又は６月上旬  

 

(2) 信越自然郷うまいもの市  

北信州ハーフマラソンに併せて、ゴール地点となる「飯山駅」周辺において

信越９市町村等による「信越自然郷うまいもの市」を開催し、当地域の特産品

や開業ＰＲを行う。  

  期日：９月２８日 (日 ) 

 

(3) 信越自然郷収穫祭（仮）  

飯山線飯山駅移設開業に併せ、信越９市町村等による「信越自然郷収穫祭」

を計画する。  

  期日：１１月上旬  
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(4) 駅弁コンテスト 

飯山の食の魅力を発掘し、ＰＲするため、販売も視野に入れた地域食材を活

かした弁当作成の駅弁コンテストを開催する。 

  期日：６月、１０月 

 

３ 関連イベント事業 

 (1) 展示イベント 

  市美術館、ふるさと館と連携して、展示施設を活用した開業ＰＲ展示イベン

トを随時行う。 

 

(2) スポーツイベント 

  次のスポーツイベントを開業ＰＲ関連事業と位置づけ、それぞれ会場におい

て開業ＰＲ活動を行い気運醸成を図る。 

 ① 北信州ハーフマラソン大会 

   昨年に続き新幹線飯山駅をゴールとした第２回北信州ハーフマラソン大 

会を飯山市、野沢温泉村、木島平村、ＡＢＮ（長野朝日放送）等関係団体で

実行委員会を組織し開催。ハーフマラソンは野沢温泉村役場スタート、１０

㎞競技は木島平村スタートとし、市内外から約 2,500 人の参加を見込む。 

   期日：９月２８日(日) 

   

  ② 市内一周駅伝大会 

    市内各地から２０超のチームが出場 

期日：１０月１２日(日) 

 

③ 飯山ジャンプ大会 

    飯山の象徴であるスキーをさらにＰＲするため、ノーマルヒルによるジャ

ンプ大会が開催。開業１月前イベントとして位置づける。 

    期日：２月１５日(日) 

 

 (4) その他関連イベントでのＰＲ 

   市主催又は市内で開催される事業、イベント等において、「北陸新幹線飯山

駅開業記念事業」の冠を付けるなど、広くＰＲを図る。 

   ※想定事業 ・健康フォーラム in いいやま（７月８日） 

         ・市制施行６０周年記念式典（８月１日） 

         ・新中央橋完成記念（降雪前）      など 

 

 

Ⅲ 信越９市町村広域観光連携会議との連携 

  信越９市町村広域観光連携会議（飯山市・中野市・妙高市・山ノ内町・信濃町・

飯綱町・木島平村・野沢温泉村・栄村）と連携し、市内外、関東、関西、北陸方

面等へのプロモーション活動や各種イベント開催時に開業ＰＲ活動などを行う。 

 



議案第４号

収入合計 23,800,000 円

支出合計 23,800,000 円

差引金額 0 円

収　入 （単位：円）

本年度予算額 前年度予算額 比　　較 説　　　明

繰越金 453,450 0 453,450

交付金 21,763,000 14,766,000 6,997,000 市から

企業等協賛金 1,500,000 1,234,000 266,000 ｻﾎﾟｰﾀｰ、企業協賛金

雑入 83,550 0 83,550 利子他

23,800,000 16,000,000 7,800,000

支　出 （単位：円）

本年度予算額 前年度予算額 比　　較 説　　　明

事務費 300,000 150,000 150,000

企画広報事業 18,220,000 5,200,000 13,020,000

イベント等推進事業 8,300,000

開業記念イベント 6,700,000

地区開催開業ＰＲ活動支援 500,000 (500,000)

開業イベント連携事業 1,100,000

市民参加おもてなし事業 2,500,000 (500,000)

5,600,000 (3,200,000)

メディア活用PR事業 1,700,000 (1,000,000)

記念誌の作成 120,000

キャンペーン・イベント事業 5,180,000 10,600,000 △ 5,420,000

開業PR事業 2,180,000

JR提携PR事業 780,000 (3,200,000)

開業キャンペーン事業 1,000,000

JR飯山線イベント列車 400,000 (1,500,000)

3,000,000 (1,900,000)

予備費 100,000 50,000 50,000

23,800,000 16,000,000 7,800,000

（付記）

予算執行上、支出予算科目において不足が生じた場合は、項目間の流用をすることができる。

平成２６年４月１７日提出

平成２６年４月　　日承認
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（　）金額は、前年度対象事業費

北陸新幹線飯山駅開業イベント実行委員会　会長　足立　正則

合　　　計

PRツール等作製、サポーター募集事業

項　　　目

平成２６年度　北陸新幹線開業イベント実行委員会　予算（案）

項　　　目

合　　　計

食のイベント開催事業



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

企
画
広
報
事
業 開業記念イベント開催

（カウン・ダウン・イベント）

地区開催開業ＰＲ活動支援

開業イベント連携事業

H27発行

ＪＲ提携ＰＲ事業

開業キャンペーン事業※

ＪＲ飯山線イベント列車※

展示イベント

スポーツイベント

その他関連イベント 冠事業の開催

開業スケジュール(想定)

ＰＲツール等作製、サポーター
募集事業

平成２６年度　新幹線開業イベント実行委員会事業計画　スケジュール（案） ※事業は、信越9市町村観光連携会議との連携事業

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
・
イ
ベ
ン
ト
事
業

開業ＰＲ「食」のイベント事業※

開業ＰＲ事業

メディア活用ＰＲ事業

イベント等推進事業

記念誌の作成

関連イベント事業

市民参加おもてなし事業

駅舎竣工 
(3月末) 

開業日発表 新幹線ダイヤ発表 新幹線開業 

在来線飯山駅移転開業 新幹線試乗会 

300日前イベント 
(駅舎・合築施設見学会) 

200日前イベント 
（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝ･ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ） 

飯山駅移設開業イベント 

事業実施 

カウントダウン・ボード、垂れ幕、グッズ等の作製・サポーター募集 

ＴＶスポット、インターネット動画での配信 

資料収集・整理、発行準備、映像記録 

灯籠まつり 菜の花まつり 

9日 3～5日 ・雪まつり 
・かまくらまつり 

花フェスタ 7・8日 

ﾄﾗﾝｳﾞｪｰﾙ掲載 長野新幹線車内へのPRﾎﾟｽﾀｰ掲出 
首都圏、北陸、関西方面ＪＲ駅へのPR看板掲出 

大阪市、観光交流都市、近隣自治体等での開業ＰＲの実施 

走る農家レストラン 走る農家レストラン 開業記念イベント列車 

ふるさと館、美術館等での企画展示の開催 

いいやまﾏﾙｼｪ（ｱｽﾊﾟﾗ祭り) 
信越自然郷うまいもの市 信越自然郷収穫祭（仮） 駅弁コンテスト 

28日 

北信州ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ大会 

15日 

飯山ジャンプ大会 

28日 

30日前イベント 
（飯山ｼﾞｬﾝﾌﾟ大会） 

開業記念式典 
開業イベント 

新型車両試験走行歓迎・見学会 

4・5日 

21日 1日 

17日 

上旬 

15日 

8日 

健康ﾌｫｰﾗﾑinいいやま 

1日 

市制施行60周年記念式典 新中央橋完成 

12日 市内一周駅伝大会 

1５日 

飯山城築城450年 18・19日 

18・19日 
150日前イベント 
(飯山城築城450年) 

3日 
菜の花まつり・飯
山駅周辺放映 

中旬 

上旬 

上旬 

中旬 

開業PR用年賀状の送付 

・駅前・商店街へのフラッグ等の掲示、イベントへの参加、おもてなし行動 
・「咲かせよう菜の花プロジェクト」 

駅弁コンテスト 

「しあわせ信州シェアスペース(仮)」を活用した開業ＰＲの実施 
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団　体　名 職　　名 氏　　名 備　　考

長野県議会 議員 宮本　衡司 顧問

1 飯山市 市長 足立　正則 会長

2 飯山市 副市長 月岡　寿男

3 飯山市区長会協議会 会長 新山　敏 副会長

4 飯山市議会 議長 久保田　幸治

5 飯山商工会議所 会頭 吉越　明人 副会長

6 北信州みゆき農業協同組合 代表理事組合長 佐藤　重雄 副会長

7 社団法人みゆき野青年会議所 理事長 上松　永幸

8 飯山市農業委員会 会長 松永　晋一

9 一般社団法人信州いいやま観光局 理事長 月岡　寿男

10 斑尾高原観光協会 会長 片桐　睦登

11 戸狩観光協会 会長 村松　敏人

12 北竜湖観光協会長 会長 市村　和宏

13 飯山市区長会協議会 副会長 荻原　清治

14 飯山市区長会協議会 副会長 村山　芳広

15 飯山市区長会協議会 秋津地区会長 黒鎺　正司

16 飯山市区長会協議会 木島地区会長 荻原　洋平

17 飯山市区長会協議会 瑞穂地区会長 鷲尾　恒久

18 飯山市区長会協議会 柳原地区会長 岸田　幹雄

19 飯山市区長会協議会 富倉地区会長 丸山　勉

20 飯山市区長会協議会 常盤地区会長 大野　峰太郎

21 飯山市区長会協議会 岡山地区会長 廣瀬　公一

22 飯山市教育委員会 教育長 長瀬　哲

23 飯山市校長会 会長 髙橋　英一

24 飯山市公民館 館長 服部　秀人

25 飯山市公民館 地区館長会長 坪井　久 監事

26 飯山市建設業協会 会長 関　俊彦

27 東日本旅客鉄道㈱飯山駅 駅長 清水　保彦

28 長電バス㈱飯山営業所 所長 原澤　一美

29 飯山市体育協会 会長 石澤　一芳

30 飯山市老人クラブ連合会 会長 小林　常男

31 飯山市社会福祉協議会 会長 岸田　勉 監事

32 飯山市芸術文化協会 会長 吉越　窿師

33 駅周辺整備権利者委員会 会長 水野　英一

34 飯山市 総務部長 稲生　孝

35 飯山市 建設水道部長 山室　茂孝

36 飯山市 経済部長 山崎　美典

37 飯山市 民生部長 堀内　隆夫

38 飯山市 教育部長 丸山　信一

39 飯山市 議会事務局長 関谷　竹志

北陸新幹線飯山駅開業イベント実行委員会委員名簿



北陸新幹線飯山駅開業イベント実行委員会会則  

 

（名称）  

第１条  この会は、北陸新幹線飯山駅開業イベント実行委員会（以下「本会」）という。  

（目的）  

第２条  本会は、平成２７年春の北陸新幹線飯山駅開業に向け、市民と行政が連携し

て各種事業に取り組み、３０数年来の悲願であった飯山駅開業に向けての市民意識

の醸成を図ることを目的とする。  

（事業）  

第３条  本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。  

(1) 飯山駅開業イベントの実施に関すること。  

(2) 各種事業の企画、調整、広報に関すること。  

(3) 飯山駅開業に向けた市民や事業者の主体的な取り組みへの支援に関すること。 

(4) その他目的を達成するために必要な事業  

（組織）  

第４条  本会の組織は、次に掲げる者をもって構成する。  

(1) 飯山市内の市民団体及び経済団体並びに飯山市  

(2) その他連携する必要のある団体  

２  本会に、顧問を置くことができる。  

（役員）  

第５条  本会に次の役員を置く。  

(1) 会長  １名   副会長  ３名   監事  ２名  

(2) 役員は、本会の議決により決定する。  

（会議）  

第６条  本会の会議は、構成する団体の代表者又は担当者の出席により開催する。  

２  本会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。  

３  本会の会議は、構成する団体の過半数で成立し、会議の議事は出席者の過半数で

決し、可否同数の場合は議長が決する。また、議事は必要に応じ、書面決議により

決することができるものとし、本会の会議に準じて決する。  

４  本会には、必要に応じ専門部会を置き、事業を執行することができる。  

５  専門部会には、部会長、副部会長各１名を置き、第２項及び第３項に準じて議事

進行を行う。  

（会計）  

第７条  本会の運営及び事業に必要な経費は、飯山市からの交付金、その他収入をも

ってこれにあてる。   

２  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。  

（事務局）  

第８条  本会の事務局は、飯山市役所企画財政課に置く。  

（補則）  

第９条  この会則に定めるもののほか、本会に運営に関し必要な事項は、会長が別に

定める。  

 

附  則  

 この会則は平成２４年１０月３１日から施行し、平成２７年度末をもって失効する。 
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