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「「「「2020202020202020 年東京オリンピック・パラリンピックを年東京オリンピック・パラリンピックを年東京オリンピック・パラリンピックを年東京オリンピック・パラリンピックを    
活用した地域活性化推進首長連合」に参加します活用した地域活性化推進首長連合」に参加します活用した地域活性化推進首長連合」に参加します活用した地域活性化推進首長連合」に参加します    

この度、全国の有志首長からなる「2020 年東京オリンピック・パラリンピック

を活用した地域活性化推進首長連合」に参加することといたしました。 

 

１ 趣旨 

2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催は、世界中の視線が

日本に向かう絶好の機会であり、スポーツに直接関係するか否かに係わ

らず、地域・企業の魅力や実力を全世界に発信するまたとないチャンス

です。 

地方創生・地域活性化を実現するためには、このような機会を地域自

らが積極的に、かつ広域的な視点から活用する取組を行っていくことが

重要です。 

本首長連合は、基礎自治体の首長が中心となり設立されるもので、現

在全国 74 人の市町村長の参加が確定しており、当市としてもその趣旨に

賛同して参加するものです。 

２ 首長連合概要 

名   称 2020 年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地

域活性化推進首長連合 

設立趣意書 別紙 1「設立趣意書」のとおり 

参加首長数 別紙 2「参加首長一覧」のとおり 

事 務 局 三条市 

３ 総会 

本年６月の全国市長会議に合わせて、総会開催を予定しています。 

担当：営業戦略室 営業戦略係 井上・内山 

電話：０２５６―３４－５５１１（内７１７） 

報道資料１ 



＜別紙 1＞ 

「２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを活用した 

地域活性化推進首長連合」設立趣意書 

 

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催という機会は、単

なるスポーツの祭典に留まるものではなく、これを契機として各地域がそ

の特色を活かした様々な取組を行うことにより、地域の活性化と魅力の発

信につなげていくことが可能となります。 

２０１２年のロンドンオリンピック・パラリンピックでは、開催４年前

から「カルチュラル・オリンピアード」と題した「文化プログラム」が実

施され、ロンドンだけでなくイギリス全土で約１８万に及ぶ文化イベント

が展開され、国全体の活性化につながっております。 

既に東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、首都圏を中心とし

た文化芸術施策の一層の強化を図る提言やいくつかの地域においても地

域の特産品の五輪施設への納入を目指す動き、キャンプ地の誘致に向けた

準備が行われつつあります。 

これらの動きに合わせ、それぞれの地域が脈々と受け継いできた歴史・

文化、自然、伝統工芸や食など様々な分野における地域の魅力を改めて発

掘・整理し、東京オリンピック・パラリンピックを契機として増加が見込

まれる外国人観光客に向けて発信するとともに、地域の特色を活かしたオ

リジナリティあふれた取組を提案・実践し、地域の活性化を進めていくこ

とが重要です。 

また、こうした取組をその地域だけに止めることなく、広域的な連携を

図りながら進めることにより、世界に向けて日本と地域の魅力及び総合力

を発信し、地域の活性化をより確実なものとすることにつながります。 

こうした現状認識の下、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック

開催をチャンスと捉え、開催までの短い期間の中で地域の活性化に向けた



 

具体的な取組を戦略的かつ効果的に実践していくとともに、各自治体の知

恵と力を結集し、東京オリンピック・パラリンピックを強力に支援するた

め、ここに「２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地

域活性化推進首長連合」の設立を発起する次第であります。 

 

 

平成２７年３月１日 



＜別紙2＞

2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合（仮称）
参加首長一覧　　（H27年3月6日現在）

NO 市区町村名 首長名 NO 市区町村名 首長名

1 室蘭市 青山　剛 41 京丹後市 中山  泰

2 美唄市 髙橋　幹夫 42 舞鶴市 多々見　良三

3 名寄市 加藤　剛士 43 岸和田市 信貴　芳則

4 大船渡市 戸田　公明 44 池田市 小南　修身

5 いわき市 清水　敏男 45 吹田市 井上　哲也

6 相馬市 立谷　秀清 46 泉大津市 伊藤　晴彦

7 茂木町 古口　達也 47 貝塚市 藤原　龍男

8 さいたま市 清水　勇人 48 枚方市 竹内　脩

9 川越市 川合　善明 49 茨木市 木本　保平

10 朝霞市 富岡　勝則 50 泉佐野市 千代松　大耕

11 長岡市 森　民夫 51 松原市 澤井　宏文

12 三条市 國定　勇人 52 和泉市 辻　宏康

13 十日町市 関口　芳史 53 箕面市 倉田　哲郎

14 燕市 鈴木　力 54 柏原市 中野　隆司

15 南砺市 田中　幹夫 55 高石市 阪口　伸六

16 大野市 岡田　高大 56 東大阪市 野田　義和

17 越前市 奈良　俊幸 57 四條畷市 土井　一憲

18 長野市 加藤　久雄 58 阪南市 福山　敏博

19 飯田市 牧野　光朗 59 島本町 川口　裕

20 小諸市 栁田　剛彦 60 熊取町 中西　誠

21 伊那市 白鳥　孝 61 千早赤阪村 松本　昌親

22 駒ヶ根市 杉本　幸治 62 芦屋市 山中　健

23 佐久市 栁田　清二 63 豊岡市 中貝　宗治

24 軽井沢町 藤巻　進 64 三木市 薮本　吉秀

25 関市 尾関　健治 65 朝来市 多次　勝昭

26 美濃加茂市 藤井　浩人 66 香美町 浜上　勇人

27 静岡市 田辺　信宏 67 葛城市 山下　和弥

28 浜松市 鈴木　康友 68 斑鳩町 小城　利重

29 沼津市 栗原　裕康 69 海南市 神出　政巳

30 三島市 豊岡　武士 70 かつらぎ町 井本　泰造

31 伊東市 佃　弘巳 71 高野町 平野　嘉也

32 御殿場市 若林　洋平 72 小豆島町 塩田　幸雄

33 裾野市 髙村　謙二 73 武雄市 小松　政

34 伊豆の国市 小野　登志子 74 熊本市 大西　一史

35 豊橋市 佐原　光一

36 尾張旭市 水野　義則

37 桑名市 伊藤　徳宇

38 鈴鹿市 末松　則子

39 菰野町 石原　正敬

40 亀岡市 栗山　正隆



平成 27 年３月 10 日 

報道機関各位 

 

行政課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：行政課 防災対策室 藤井 

電話：０２５６－３４－５５１１（内４９９） 

 

国連防災世界会議パブリックフォーラムで国連防災世界会議パブリックフォーラムで国連防災世界会議パブリックフォーラムで国連防災世界会議パブリックフォーラムで    

三条市の防災の取組を三条市の防災の取組を三条市の防災の取組を三条市の防災の取組を紹介紹介紹介紹介    

１ 名 称   大規模洪水対策シンポジウム～低平地都市水害への備え～ 

２ と き  ３月 17 日（火）午前 10 時 ～ 午後４時 

３ ところ  ＡＥＲ ＴＫＰガーデンシティ仙台 21 階ホールＡ 

（仙台市青葉区中央１丁目３番１号） 

４ 主な内容 

 地球温暖化に伴う気候変動の影響により、水害の頻発、激甚化が懸念され、

特に低平地都市では高い水害リスクを抱えている。このシンポジウムでは、諸

外国での対策事例や水害を経験して得られた教訓を紹介し、大規模洪水対策へ

の備え方について多様な視点から議論する。 

 (1) 基調講演 

 三条市長 國定勇人 

「三条市の防災対策 ～7.13 新潟・福島豪雨災害からの 10 年～」  

ほか２名 

(2)  パネルディスカッション（コーディネーター：中央大学教授 山田 正 

パネラー：三条市長ほか） 

５ 主 催  国土交通省 

３月 14 日(土)～18 日(水)に世界の防災戦略を議論する「第３回国連防災世界会議」

が仙台市で開催されます。あわせて、この期間中に防災や災害復興に関するシンポジウ

ムや展示会などのパブリックフォーラム（一般公開）が多数開催されます。 

 このたび、三条市長が国土交通省主催のシンポジウムにおいて、基調講演を行うとと

もにパネルディスカッションに参加し、三条市の防災の取組を紹介します。 

報道資料２ 



平成 27 年３月 10 日 

報道機関各位 

政策推進課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国自治体の優秀な取組が三条に集結！全国自治体の優秀な取組が三条に集結！全国自治体の優秀な取組が三条に集結！全国自治体の優秀な取組が三条に集結！    

「越後三条カイゼン工房」を開催「越後三条カイゼン工房」を開催「越後三条カイゼン工房」を開催「越後三条カイゼン工房」を開催    

全国自治体の業務改善の優秀事例を集めた「全国都市改善改革実践事例発表会」

について、今年で９回目となる今回の発表会を三条市で開催します。 

 

１ と き  ３月 27 日（金）午前 10 時 30 分～午後５時 15 分 

２ ところ  燕三条地場産業振興センターメッセピア・リサーチコア 

３ 開催目的 

  全国自治体の業務改善の優秀事例を一堂に集め発表会を開催し、住民サービス向

上のための行政運営の効率化と職員の意識改革の取組を全国に広げていくもの 

４ 発表自治体数（予定） 

  約４０自治体（史上最多） 

５ タイムスケジュール 

  午前 10 時 00 分 開場 

    10 時 30 分 開会 

    11 時 10 分 事例発表（第１部） 

  午後０時 30 分 休憩 

    ２時 00 分 事例発表（２会場に分かれて進行、第２部・第３部） 

    ５時 15 分 閉会 

６ その他 

  発表会当日、オープニングイベントとして三条商業高校による書道パフォーマン

スを行うほか、会場駐車場で三条マルシェ風出店を行います。 

担当：政策推進課 政策推進担当 長田 

電話：０２５６－３４－５５１１（内３１４） 

報道資料３ 



平成 27 年３月 10 日 

報道機関各位 

商工課長 

 

 

 

 

 

 

商品の価値や魅力がユーザーに伝わるものづくりを推進するため、商品に関する

独自の価値づくりとその価値を伝える外部専門家（コト・ミチ人材）と連携した取

組を支援します。 

このたび、コト・ミチ人材の一人である㈱メソッドによる商品コンサルティング

を希望する企業を募集します。 

１ と き ３月 27 日(金)午後７時～８時（開場 午後６時 30 分） 

 

２ ところ 燕三条地場産業振興センター  

リサーチコア６F 研修室③、④ 

 

３ 内 容 ○商品コンサルティング会社紹介 

         説明：㈱メソッド  

 ○商品コンサルティング募集説明など 

         説明：市担当者  

 

４ 定 員 先着 60 人（事前申込必要） 

 

担当：商工課商工係 橋本、澁谷 

電話：０２５６－３４－５５１１（内２１６） 

 

㈱メソッドによる商品コンサルティング㈱メソッドによる商品コンサルティング㈱メソッドによる商品コンサルティング㈱メソッドによる商品コンサルティング    

募集説明会を開催募集説明会を開催募集説明会を開催募集説明会を開催    

報道資料４ 



平成 27 年３月 10 日 

報道機関各位 

営業戦略室長 

 

 

 

 

 

  

   

 

エースコックエースコックエースコックエースコック    

「「「「三条カレーラーメン三条カレーラーメン三条カレーラーメン三条カレーラーメン」が」が」が」が再発売再発売再発売再発売    

３月 16 日、エースコック株式会社から三条カレーラーメンのカップ麺が新潟県

エリアを中心に再発売されます。「うまさぎっしり新潟 うんめぇ 三条カレーラ

ーメン」と名称を改め、パッケージも一新しました。是非、家庭用、贈り物用とし

てご活用ください。 

１ 商 品 名  うまさぎっしり新潟 うんめぇ 三条カレーラーメン 

２ 発 売 日  ３月 16 日（月）  

３ 売 価  180 円（税抜） 

４ 発売エリア  新潟県中心 

５ 特 徴  チキンをベースに数種類のスパイスと魚介の旨みを利かせ

たカレースープです。カツオのだしなどの旨みを溶け込ませる

ことで、ご当地の味わいを再現しています。 

担当：営業戦略室 営業戦略係 滝沢 

電話：０２５６－３４－５５１１（内４８２） 

報道資料５ 



平成 27 年３月 10 日 

報道機関各位 

収納課長 

 

 

 

 

 

 

とっても便利とっても便利とっても便利とっても便利    

コンビニ納付スタートコンビニ納付スタートコンビニ納付スタートコンビニ納付スタート    

４月１日から、コンビニエンスストアで市税などの納付の取り扱いをスタートし

ます。24 時間いつでも納めることができ、とても便利になります。 

１ 開始年月日 ４月１日 

２ 取り扱う税・料 

個人市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険

税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、公営住宅使用料、保育料 

 

３ 取扱い店舗 

  サークルＫ、セーブオン、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファミ

リーマート、ローソンほか、主なコンビニの全国の店舗 

マルチメディアキオスク（ＭＭＫ）設置店  

  

４ その他 

  次の納付書はコンビニで納付できません。 

・納付書に記載された「コンビニ取扱期限」を過ぎているもの 

・バーコードが印字されていないもの 

・4 月 1 日前に発行したもの 

・納付金額が 30 万円以上のもの 

担当：収納課 管理係 今井 

電話：０２５６－３４－５５１１（内４８７） 

報道資料６ 



平成 27 年３月 10 日 

 

報道機関各位 

 

生涯学習課長  

 

 

 

 

 

 

若手芸術家支援事業若手芸術家支援事業若手芸術家支援事業若手芸術家支援事業    

「阿部嘉美書展「阿部嘉美書展「阿部嘉美書展「阿部嘉美書展」」」」    

 三条市若手芸術家支援事業の第二弾として、日展に連続入選されている三条

市在住の書家、阿部嘉美さんの書展を開催します。 

 会期中には、ギャラリートークや席上揮毫会、ワークショップも開催します。 

担当：生涯学習課文化振興係 伊藤 

電話：０２５６－４７－００４８ 

１ と き  ３月 14 日（土）～18 日（水） 

午前 10 時～午後５時 

２ ところ  三条東公民館 

３ 開場式  ３月 14 日 午前 10 時 

４ ギャラリートーク  

３月 14 日 午前 10 時 30 分～11 時 

５ 席上揮毫会 ３月 15 日 午前 11 時～11 時 30 分 

６ ワークショップ「マーブリングで文字を飾ろう」 

    ３月 15 日 午後２時～３時 定員 10 人 参加費 500 円 

 

●阿部嘉美氏プロフィール 

新潟県三条市生まれ 

師 梅原清山  （旧日展参事 日本芸術員賞） 

日展会友      読売書法会理事（審査員資格） 

謙慎書道会常任理事（審査員資格） 県展無鑑査 

 

報道資料７ 



平成 27 年３月 10 日 

報道機関各位 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

三条市指定無形民俗文化財三条市指定無形民俗文化財三条市指定無形民俗文化財三条市指定無形民俗文化財    

    「栄神楽鑑賞会」を開催「栄神楽鑑賞会」を開催「栄神楽鑑賞会」を開催「栄神楽鑑賞会」を開催 

古くから伝承され、市指定無形民俗文化財となっている栄神楽の伝承者の日頃の

研修の成果を市民に公開し、伝統民俗芸能への理解と保存、啓発を目的とし、平成

26 年度栄神楽鑑賞会を開催します。 

１ と き ３月 22 日（日）午後１時～３時 30 分 

２ ところ 老人福祉センター「栄寿荘」多目的ホール 

３ 入場料 無料 

４ 演 目 栄神楽 

奉幣
ほうへい

の舞

まい

   （東光寺支部） 

花献
か け ん

の舞
まい

  （吉野屋 石動神社） 

天川
あまかわ

の舞
まい

  （帯織 日枝神社） 

稲田宮
いなだみや

の舞
まい

 （帯織 日枝神社）   など 10 舞 

※各神楽舞について解説があります。 

担当：生涯学習課 文化財係 宮田 

電話：0256‐46‐5205（埋蔵文化財調査室） 

「地久楽
ちきゅうらく

の舞
まい

」 「稲田宮
いなだみや

の舞
まい

」 
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平成 27 年３月 10 日 

報道機関各位 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

成人式きてくれるかな？いいとも～♪成人式きてくれるかな？いいとも～♪成人式きてくれるかな？いいとも～♪成人式きてくれるかな？いいとも～♪    

平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度    三条市成人式を開催三条市成人式を開催三条市成人式を開催三条市成人式を開催 

 

１ と き ３月２１日(土・祝)  午後１時～３時 

２ 受 付 正午～午後０時 50 分 

３ ところ 燕三条地場産業振興センター メッセピア 多目的大ホール 

４ 対象者 平成６年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた方 およそ 1,070 人 

５ 内 容  

 第一部 式典 

 第二部 アトラクション(成人式実行委員の進行による全員参加クイズ) 

   第三部 記念写真撮影 

※午後０時 10 分から、会場内で「懐かしの校舎風景ＶＴＲ」を上映します。 

担当：生涯学習課 生涯学習推進係 坂内 

電話：０２５６－３２－４８１１ 

 

今年度の成人式では、市内各中学校の卒業生 20 人からなる成人式実行委員会が「成人式

きてくれるかな？いいとも～♪」をキャッチコピーに掲げ、出席者全員から楽しんでもらう

ため「全員参加クイズ」を行うなど、オリジナリティのある成人式を企画しています。 
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平成 27 年 3 月 10 日 

報道機関各位 

高齢介護課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅医療推進モデル事業講演会在宅医療推進モデル事業講演会在宅医療推進モデル事業講演会在宅医療推進モデル事業講演会    第二弾第二弾第二弾第二弾    

「三条市の在宅医療の今・そして未来」「三条市の在宅医療の今・そして未来」「三条市の在宅医療の今・そして未来」「三条市の在宅医療の今・そして未来」    

あなたは人生の最期を病院で…と考えていますか？医療情勢が変わっていく中、

自分らしく最期まで過ごすためにはどうしたらいいか、考えてみませんか。 

１  と き   ３月 22 日(日) 午後１時 30 分～３時 

２  ところ    総合福祉センター多目的ホール 

３ 内  容    講演 「三条市の在宅医療の今・そして未来」 

        講師 済生会三条病院  院長 郷
ごう

 秀人
ひ で と

   

  ４  入場料    無料 

 ５  その他    手話通訳あります。 

６ 主 催  三条市医師会 

  

＊ 「在宅医療推進モデル事業」 

三条市医師会が中心となり、医療現場と介護現場が ITを活用しながら連携し、在宅で

医療を受けられる体制の構築を目指し取り組んでいる事業 

   

担当：高齢介護課 高齢福祉係 渡邉 

電話：０２５６－３４－５５１１（内４５０） 
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