
例月政策会議イベント班

～音で繋がる“魅力的な 三条市”を目指して～

平成２１年３月

若者をターゲットとした
イベントの開催



１ 三条市の現状と課題

１‐１イベントの現状と課題

ボールパーク

フェスティバル

三条まつり

献灯祭

本成寺節分鬼おどり高城ヒメサユリ祭り

三条凧合戦

栄ふるさと夏まつり

三条夏まつり

しただふるさと祭

～雨生の大蛇祭～

お取越

ぶどう畑のキャンドル

ナイトコンサート

一部の若者が自発的に開催

ＯＮＥ ＪＡＨ大崎祭
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１‐２若者の減少

平成平成1717年には年には104,749104,749人人

平成平成1212年に比べて年に比べて2.72.7％（％（2,9132,913人人）減少）減少

「当分は住んでいたい」全体の２/３
「ずっと住み続けたい」は１割強

市政アンケート（H17年10月実施）

転居(出)理由【全体】
・道路・交通の便が悪い27.5％
・娯楽の場所が少ないから21.3％
・働きがいのある職場が少ないから18.8％

２



１‐３施策立案の基礎的要素

若者向けの施策が必要

ピンチ チャンス

トキめき
国体

水害復興
ＰＲ

三条市を全国に向け発信できる

若者の流出

娯楽の場がない若者の活躍す
る場がない

経済的閉塞感

三条市の将来性、発展性に懸念

三条市を全国にPRする絶好の契機である平成21年度に

“魅力的な三条市”を目指すための効果的な施策のひとつとして

３

今までになかった 「若者を中心としたイベントの開催」 を提案する



２ イベントの内容の検討

調査方法 ： インターネットリサーチ  
調査地域 ： 関東地方（東京・神奈川・埼玉・千葉・
茨城・栃木・群馬）  
調査対象 ： マクロミルモニタ会員 （18～29 歳の
男女）  
有効回答数 ： 310 サンプル （男女均等回収）  
調査日時 ： 2006 年 7 月 11 日～7月 13 日  
調査機関 ： 株式会社マクロミル  

「若者」の娯楽として「音楽」は大きい割合

調査方法 ： インターネットリサーチ

調査地域 ： 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県) 

調査対象 ： 20代の男女 ※比較分析を目的として、30歳以上39
歳以下の男女も調査した (ともにマクロミルモニタ会員)  

有効回答数 ： 20代：312人 ※30代：312人 (男女均等回収) 

調査日時 ： 2008年2月12日（火）～2月13日（水）

調査機関 ： 株式会社マクロミル

Ｑ. あなたはどのくらいの頻度で音楽をききますか？Ｑ. あなたのふだんの休日の過ごし方として、あてはまるものをお選びください。

２‐１若者の娯楽とは

４

音楽を聴く ４７％

コンサート等 ２９％

頻繁に

音楽を聴く

約８０％



２‐２三条市の音楽イベントなどの状況

２‐３他の市町村等の音楽イベントなどの状況

三条市音楽祭

概要：合唱の部、器楽の部、ロック・ポピュ
ラーの部、フリーの部

期日：11月（３日（月・文化の日）合唱の部、
９日（日）ロック・ポピュラーの部、16日
（日）器楽の部、23日（日）フリーの部）

会場：中央公民館大ホール

主催：三条市

ボールパークフェスティバル

概要：屋外コンサート（フォーク、吹奏楽）、
よさこいソーラン、フリーマーケット、模擬店
ほか

期日：10月５日（日）

会場：三条市総合運動公園芝生広場

主催：ボールパークフェスティバル実行委
員会

ＯＮＥ ＪＡＨ

概要：レゲエ（音楽ライブ、ＤＪ）、ダンス、模擬店
（ドリンク、フード、ＣＤ、雑貨など）、自然災害復興
支援チャリティ（入場無料）

時期：９月27日（土）

会場：中浦ヒメサユリ森林公園

主宰：金子洋氏

ぶどう畑のキャンドルナイトコンサート

概要：Yae／矢代秀晴（入場料2,200円）、のぶ

どうの樹液でつくったラーメンなど

期日：８月31日（日）

会場：三条市代官島（石黒貴之さん家のぶどう
畑）

主催：果樹園にこねかねプロジェクト（後援：三
条市ほか）

大崎祭

概要：ＤＪや音楽ライブ、キャンドル作り、模擬
店（ドリンク、フードなど）（入場無料）

時期：７月12日（土）

会場：大崎山グリーンスポーツセンター

主宰：神谷だいすけ氏

フジロックフェスティバル

湯沢町苗場スキー場 ７月25日
（金）～27（日） １日券18,000円～
動員131千人のメジャーイベント

上田ジョイント

長野県上田市 ７月25日（金）～27
（日） 市助成600千円 無料 信

州・上田から世界に向けて発信す
る音楽イベント。動員12千人

アース・セレブレーション

佐渡市小木地区 8月22日（金）～
24日（日） 市助成10,000千円 1日
券4,700円～ 鼓童がアーティストを

招く国際芸術祭

日本海夕日キャンペーン

新潟市青山 ８月９日（土） 無料（カ
ンパ１人500円以上） 市民の手によ

る市民のためのまちづくりキャン
ペーン 動員56千人

青空キャンプ 曇りのち晴れ

見附市大平森林公園 10月11日
（土）、12日（土） １日券2,500円 音

楽愛好者たちが立ち上げた音楽イ
ベント

SONG OF THE EARTH
川口町 運動公園 ３月２日（日）
3,000円 中越大震災復興基金助成
震災復興のキャンドルLIVEから今回

から「フェス」として開催

山祭

南魚沼市 三国川ダム ８月１６日
（土） 2,000円 広大な自然の中で

自由に遊んでもらえる祭
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２‐４三条市のイベントにおいて欠けている視点から

若者を多く集めるような
イベントがない

育ち始めた芽はあるが･･･

「ＯＮＥ ＪＡＨ」「大崎祭」などは、
三条市に愛着と誇りを持っている
若者たちの活動であるが、小さな
音楽イベントに留まっている

「若者のための音楽イベント開催」

若者の目を三条市に向けるための突破口を！

若者が
集まる

交流が
生まれる

刺激が
生まれる

活気が
生まれる

三条市の将来性・発展性を感じさせる若者の熱気

絶やさず伸ばし、三条
市を活性化させるため
のひとつの要素として

活用する

若者ターゲット 若者が企画・運営を実施

若者がいきいきと活躍・躍動

三条市の新たな魅力へ
７

＋市の側面支援
（資金、広報）

若者の創造性を活かして若者が一体となる雰囲気の醸成

若者文化の創出・定着



２‐５具体的な内容の検討

イベント内容の検討

“新たな若者向けの音楽イベント”
・今後の三条市の活性化に繋げるひとつの要素として、音
楽という共通言語をとおして市内外の若者の交流を図る

コンセプトの検討

“若者の若者による若者のためのイベント”
・若者が活躍、躍動する様子が三条市の活気として全国
に伝わるものであってほしい

・若者自ら企画し運営することで、未来を担う若者の人材
育成をする

※先進事例 かしわざき風の陣

「地元の創意と努力によって地域産業の発掘と育成を図ることが重要である」との見地から、有志による実行委員会組織により開
催し、市は地域活性化イベントに対して側面支援している。

当初（平成２年）国際ユースホステル大会として行政主導でスタートし、平成５年シーサイドウインドフェスティバルを経て、平成６
年から電源補助金（電源補助金は平成８年度まで）を活用し「かしわざき風の陣」として現在に至る。また、平成９年からは民主導
に変更し、ほとんどの事務は実行委員会組織で担い、窓口は民間と市に設置している。市の助成額は平成９年の６，０００千円を
ピークに減少し平成２０年は２，４３０千円となっている。

運営体制の検討

“若者を中心に実行委員会を組織する”
市内の若者音楽愛好者及び公募による若者等を中心に

実行委員会を組織し、ボランティアスタッフを公募、協賛企
業の募集をする

市は共催という形で側面からの支援を行う

※市内音楽愛好者等を中心とする協力者の想定あり
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開催日の検討

“未 定”
・青年会議所開催のイベントと同日開催する方向で調整中

会場の検討

“三条・燕総合グラウンド”
・国道からよく見え、多くの人の目につく場所に位置してお
りＰＲ性が高い

・燕三条駅や三条燕ＩＣからも近く交通利便性がよい

・近隣の住宅からもある程度（約100ｍ）離れている

駐車場が活用できることは確認済み（トキめき新潟国体
の馬術競技の駐車場として今年度末までに整備が完了）

助成事業活用の検討

イベント開催に係る経費は、できる限り他の助成金等を活用する必要があることから、次の助成事業を検討してきたが現時
点で可能性の可否は未定である。

・地域イベント助成事業（（財）地域活性化センター）（想定）

事業概要：コミュニティが主体となって行い、創意と工夫に富み、地域の活性化に貢献すると思われるイベントへの助成

助成対象：市区町村

助成額（助成率）：100万円上限（１０/１０）

・新潟県中越大震災復興基金の観光対策事業（観光キャンペーン）

事業概要：被災地で開催される観光復興イベントへ助成

助成対象：観光振興を目的とする団体

助成額：会場設営等事業遂行するのに必要と認める経費（全額）

※被災地の震度が要件となっており、震度６弱以上の市町村では平成21年度も継続実施するが、震度その６弱未満の市町

村への助成は現時点で未確定である。

料金の検討

“入場無料”
気軽に多くの若者から足を運んでもらうため。ただし、運

営カンパを募集する。

９

２‐５具体的な内容の検討



３ 具体的な取組（提案）

Sanjo Youth Fes 2009 （仮）の開催

イ 人材育成（企画段階から運営まで若者から主体的に実施して
もらうことで発想力や行動力を培う）

新たな若者文化の創出による“魅力的な三条市”を目指すため、

今までになかった音楽イベントを開催し、若者の活気に満ちた
三条市を全国に向けて発信する。

若者（概ね１８歳～３０歳前後）

若者の若者による若者のためのイベント

ア 若者の交流人口の増加

ウ 水害からの復興のＰＲ（平成21年度）
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（１） 目 的：

（２） ターゲット：

（３） コンセプト：

（４） 事業効果：



（５） 運営体制

市所管：生涯学習課

実行委員会 ボランティアスタッフ

実行委員長

実行副委員長

実行委員

運営組織

音楽担当

店舗担当

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ担当

会場装飾担当

音楽担当

店舗担当

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ担当

会場装飾担当

共催

三条市

（６） イベント概要

ア 日 程 未定

イ 会 場 三条・燕総合グラウンド

ウ 入 場 料 無料（ただし、運営カンパを募集する。）

エ 集客目標 ５，０００人
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オ 内容

食・物販広場

飲食やショッピング

ワークショップ広場

体験型学びの場
ジャンベ、キャンドル作り、HIPHOPダンス

ペイント広場

三条市の将来を自由にペイント

キャンドルタイム

水害からの復興に祈りを込めて
会場内のキャンドルを点灯

音楽広場

プロとアマチュアアーティストの
ステージパフォーマンス

１２

自然の中での開放感や心地よさを体験できる
野外スペース

生バンドのライブやDJ達が作り出す音楽に包まれ

食べる 唄う 踊る 笑う

訪れた人みんなが楽しめる非日常的空間

会場テーマは”交流”と”一体感”



会場イメージ

エントランス

ペイント広場

ワークショップ広場

ジャンベ

食・物販広場

キ
ャ
ン
ド
ル
設
置
ス
ペ
ー
ス

キャンドルタイムイメージ

ダンスフロア

音
楽
広
場

ステージ
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ライヴ

DJ

交流あり

フード／ドリンク

小物／衣料品

キャンドル作り

HIPHOPダンス



タイムテーブル

時間 音楽広場 ワークショップ広場
食・物販広場
ペイント広場

その他

12:00 12:00～ LIVE Keyco 出店 ペイント

13:00～ DJ AXEMAN HIPHOP／ジャンベ13:00

13:40～ アマチュアアーティスト

14:00
14:20～ LIVE 犬式

15:00
15:20～ DJ KAKKI キャンドル作り

16:00 16:00～ LIVE Cro-Magnon

17:00～ DJ RAS KOUSKE HIPHOP／ジャンベ17:00

17:40～ アマチュアアーティスト

18:00
18:20～ LIVE  Dachambo

19:00
19:20～ DJ MYSTIC INNAWARROR

19:30～

キャンドル
タイム

20:00 20:00～ LIVE らぞく

１４

13:40- アマチュアアーティスト

17:40- アマチュアアーティスト



収入の部 3,725,045円
・市負担金 2,900,000円
・協賛金 500,000円
・出店料 219,000円
・入場料カンパ 106,045円

（７） 費用

支出の部 3,725,045円
・会場設営費 1,963,445円
・広告宣伝費 474,600円
・警備費 75,000円
・人件費 626,000円
・飲食代 52,500円
・保険代 50,000円
・総務費 483,500円

（８） 今後のスケジュール

H21.1 運営体制の決定、開催までのスケジュール決定
H21.2 平成21年度予算内示
H21.4 イベント企画案の作成
H21.5 ボランティアの募集
H21.7 協賛金集め、イベント企画の確定
H21.8 ポスター・フライヤーの作成、ＰＲ、各種作業の段取り
H21.9 会場設営関係の契約等
H21.10～11 開催
H21.12 事業実績報告
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（９） 将来のイメージ

実行委員会のエネルギー
に“若者の共感と賛同”

市内外のアーティストと
地元で活躍するアマチュア
バンドの交流

多くの若者の熱気と一体感により“にぎわいの空間”が生まれる

これまでにない三条市におけるイベントの独自性を確立

イベントの継続開催効果

若者の交流人口の増加
交流を通じて刺激・活気を生み出す若者の文化として定着

三条市の他の魅力

三条市が持つ魅力的な
食・自然・水など

人材育成
若者の活動機会の提供と主体性・行動力の形成
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例月政策会議 イベント班メンバー

【総務部】

政策推進課 主 査 山 村 吉 治
税 務 課 主 事 鈴 木 章 浩
税 務 課 主 事 橋 崎 裕 樹
収 納 課 主 事 川 俣 健 一

【福祉保健部】

福 祉 課 主 事 刈 屋 真 紀
健康づくり課 主 事 五十嵐 美 弥
健康づくり課 主 事 田 辺 順 子
健康づくり課 技 師 大 泉 千 裕

【経済部】

商工観光課 課長補佐 青 木 清

【教育委員会】

子育て支援課 主 事 長 田 高 志
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