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活 動 報 告 

１）「花火打上支援事業」（大イベントを全国へ発信して地域を活性化する） 

①長岡まつり協議会 フェニックス部会 事務局業務 

    一年を通じて、長岡まつり協議会フェニックス部会の事務局として、部会の開催準備、 

  フェニックス花火協賛金の窓口業務、ホームページの管理等の業務を行いました。 

 

②フェニックス花火協賛金募集活動及びフェニックス花火の企画 

この事業は、長岡まつり協議会・フェニックス部会の事業として行いました。 

花火打上日時：2013年 8月 2日 20:20頃 8月 3日 20:20頃 

実施場所：長岡まつり大花火大会会場 

事業概要：復興祈願花火フェニックスは、9年目を迎え「フェニックス 9」として打ち上げら 

     れました。10年目の節目の年を来年に控え、震災の年を改めて思い起こし、原点 

     に帰るという意味を込め、9羽のフェニックスが舞い上がりました。 

 

8月 2日のフェニックス花火 

 

8月 3日のフェニックス花火 

   



③長岡まつり大花火大会及びフェニックス花火の広報、ＰＲ活動 

 ながおかミニ花火ミュージアム事業 

 長岡大手通交差点まちなか情報交流館「まちこい」2 階展示室において、一年を通じて長

岡花火をＰＲするスペースとして開館。フェニックス花火をはじめ、花火大会の最新情報な

どを紹介、展示しました。 

 

    ドイツからのお客様も来られました。 

 

まちなか情報交流館「まちこい」、まちなか花火ミュージアム合わせて、年間 5,200 名の方が 

訪れました。 

 

④東日本大震災被災地の花火大会や復興イベントでの打ち上げ協力 

 8月 1日石巻川開き祭り花火大会でのフィナーレ、 東日本大震災復興祈願花火 

 ミニフェニックスは、長岡まつり大花火大会からの寄贈として打ち上げられました。 

 

⑤東日本大震災被災者の長岡まつり花火大会招待 

長岡市および周辺地域で避難されている東日本大震災の被災者の皆さんを長岡まつり大花火

大会の観覧席に招待し、感謝と勇気を届けることができたと思います。 

  

２）フェニックス・ネットワーク事業 （交流により地域を活性化する） 

①復興・地域活性化を祈願する各地での花火打上事業 

 2013年 7月 27日 第 45回見附まつり花火大会において、「フェニックス見附“輝き”」として 

          打ち上げ。 

    8月 7日  寺泊港まつり 海上大花火大会において、海上フェニックス花火打ち上げ。 

    8月 11日 新潟まつり花火大会において、みんなの花火「エボリューション」として 

          打ち上げ。テーマソングは Hánnaさんの「夢花火」。 

    8月 25日 もちひとまつり・おぐに大花火大会において、「フェニックス花火」とし 

て打ち上げ。 

 2014年 3月 9日  ハワイ・ホノルル ワイキキビーチにて長岡花火の打ち上げ中で、フェニ 

                   ックス花火が打ち上げられた。今年は初めて平原綾香さんの曲「ジュピター」 

          にのせてフェニックス花火を打ち上げ。 



②東日本大震災復興支援事業 

2013年 8月 1日 石巻川開き祭り花火大会でのフィナーレ、 「東日本大震災復興祈願花火 

        ミニフェニックス」の映像を、フェニックスビジョンにて生中継。石巻の 

        花火大会と長岡まつり前夜祭を映像で繋ぎました。 

 

 

③地域間交流とネットワーク化の推進事業 

 2013年 6月 1日 中之島大橋の下流、刈谷田川堤防上で中之島地区と対岸の見附市今町地区と 

         の間で行われる中之島たこ合戦に協賛しました。     

・        

 

④ＮＰＯ法人キズナの森主催「2013ハロウィンイベント」に協賛 

2013年 11 月 2 日 10：00 ～ 19：00 

        道の駅 パティオにいがた、刈谷田川防災公園、今町商店街、中之島商店街に 

        おいて、子供たちを中心に仮装コンテスト、夕日コンサート他多数のアトラ 

        クションが開催されました。 

   



３）プロジェクト事業 （人材・食により地域を活性化する） 

①街頭募金、フェニックス観覧席設営などによるボランティア育成活動 

  この事業は、長岡まつり協議会・フェニックス部会の事業として行いました。 

期  間：2013年 6月１日から 8月 3日 

実施場所：長岡駅前大手口、リバーサイド千秋アピタ、アオーレ長岡 

     長岡まつり大花火大会会場(募金活動) 

事業概要：例年に引き続きフェニックス花火打上に関する協賛金募集活動を行いました。長岡青  

     年会議所のメンバーをはじめ、国際学生ボランティア協会の学生の皆さん、長岡市の 

     在住の大学生、高校生、中学生、小学生の皆さんに街頭募金活動やフェニックス観覧 

     席設営に参加協力をいただきました。 

  

 

②長岡発「食」プロジェクト 

・長岡まつり大花火大会フェニックス観覧席でのおもてなし事業 

 期  間：2013年 8月 2日、3日 

 実施場所：長岡まつり大花火大会会場 信濃川河川敷 フェニックス観覧席内 

 事業概要： 今年もフェニックス観覧席において、地元食材を使用した「食」のイベントを継続 

      開催しました。これまで「ながおか食の陣」で培ったご当地自慢の長岡をはじめと 

     した県内の食材、料理、物産を積極的にアピールすると共に、フェニックス花火に協 

          賛いただいている感謝の思いをもって、観客の方々を迎えました。 

          出店社 10 社、 テント８張り。  

          来場者数 ２日：約１２,０００人  ３日：約１８,０００人 

   

 

・市内飲食店での洋風かつ丼キャンペーン展開   

 期  間：2013年 4月１日から 2014年 3月 31日 

 実施場所：長岡市内各店舗 28 店舗 （2014 年 3 月 31 日現在） 

 事業概要：長岡のご当地グルメメニューの掘り起こし、マップを製作し地域内外への情報発信。 

      2009 年より展開してきた「洋風かつ丼」ＰＲの継続と新規特産、名産品の開拓、 

      開発ＰＲ活動を実施しました。 



  

③ 市民協働による活力あるまちづくり事業 

1） アオーレ長岡誕生祭実行委員会に所属し、担当するイベントの設営運営を行いました。 

期  間：2013年 4月 6日、7日 

実施場所：アオーレ長岡、周辺商店街 

事業概要：長岡各地ご当地グルメから周辺商店街も一緒になって、盛りだくさんの内容

で、1周年を祝いました。 

   

 

2）ＡÔＲE Mi Amore NAGAOKA実行委員会に所属し、担当する設営・運営を行いました。 

3）10/23 中越大震災復興イベント実行委員会に所属し、担当する設営・運営を行いました。 

4）市民組織・市民交流ネットワーク「アオーレ」の所属団体として、長岡市と協働でナカド

マやアリーナ、市民交流ホールなどの運営や実施されるイベント・事業の支援活動を行いまし

た。 

  

④ 青少年育成事業 

  第 7 回フェニックスカップジュニアバレーボール大会の開催 

  期  間：2013年 7月 2１日 

  実施場所：長岡市みしま体育館 

  事業概要：長岡市をはじめ関東圏を含む周辺地域のジュニアチーム 32 チームが参加。 

       バレーボールを通じて、青少年の心身の健全な育成とともに、参加者相互のふれ    

       あいと親睦を図ることを目的としています。 

         優 勝：弥彦村 JV キッズ  準優勝：長岡南クラブ  

         第３位：五泉ＪＶＣ、菅谷ＪＶＣ 

 

４）中心市街地活性化事業（社会資本整備総合交付金事業：まちなか賑わい創出事業） 

①まちなか情報発信事業 

期  間：2013年 4月 1日から 2013年 3月 31日 

実施場所：まちなか情報交流館「まちこい」（大手通 1丁目 5番地 9） 

事業概要：1）大型 LEDビジョン、店頭設備等の設置による視覚的情報発信 

      ・歩行者天国など大手通りや中心市街地でのイベントなどで活用 



     ・長岡まつり前夜祭ライブ中継や大手通動線案内を実施 

     ・来街者や旅行者をターゲットにしたイベント・観光情報等の収集・案内を実施 

     ・市政情報や地域グルメ情報などの様々な情報を発信 

      ・アオーレ長岡に設置された大型ビジョンと連携した情報の発信 

 

     ２）まちなか情報交流館「まちこい」の運営 

      ・長岡市内の合併地域をはじめ、県内の各地域との地域間交流及び地域内交流の 

       拠点として活動 

      ・大型 LEDビジョンや店頭設備等のオペレーション 

 

②情報プラットフォーム事業 

期  間：2013年 4月 1日から 2014年 3月 31日 

実施場所：中心市街地一円 

事業概要：中心市街地で実施されているイベント等の情報を集約・発信するとともに、情報利用   

     者（受信者側）の利用状況の情報を発信者にフィードバックできるシステム（ホーム 

     ページ）を構築。 

     ・システム（ホームページ）の構築 

     ・各種情報の収集 

     ・まちなかマップの製作 

     ・情報発信ツールの選択 

     ・アクセス解析の実験 

     ・長岡まちこいチラシ製作 

 

５）エンタープライズ事業 （地域独自の商品開発、販売事業により経済を活性化する） 

復興支援及びフェニックスプロジェクト関連商品を企画・開発し、一年を通じて販売し、その収

益をフェニックス花火打上費用として長岡まつり協議会へ協賛すると共に自主事業に充当します。 

 

期  間：2013年 4月 1日から 2014年 3月 31日 

実施場所：中心市街地一円 

事業概要：・ホームページのオンラインショップでのグッズ他の販売、 

     ・まちこい店頭を使ってのオリジナルグッズ他の販売 

     ・長岡まつり期間中、まちなか情報プラザ、セブンイレブン等、代理店を使っての 

      オリジナルグッズ販売 

     ・「フェニックス花火」支援自動販売機設置事業  

         2014 年 3 月 31 日現在 協賛金：５２４，５８７円 

 

     ・花火協賛シール事業 

      協力：新潟県内 スーパー、量販店 

         アピタ長岡店、イトーヨーカドー丸大長岡店、ウオロク長岡市内・見附各店、 

         イオン長岡店、ナルス長岡市内店、原信新潟県内各店、マルイ長岡市内・ 

         見附各店、良食生活館長岡市内各店（五十音順） 

         シール購入 31 社 ４００，０００枚   ４００，０００円 

         協賛金のみ 23 社            ４３０，０００円 

 

 

 

 



     ・2014 フェニックスカレンダーの販売 

          2014 フェニックスカレンダー 

    

        購入企業・団体 38 社 （うち名入れ企業 23 社） 

        印刷総部数  ７，０００枚 （販売枚数６，２７２枚 3 月 31 日現在） 

 

６）委託運営・ソリューションサービス事業 

①長岡まつり協議会ＨＰ委託運営事業 

期  間：2013年 4月 1日から 2014年 3月 31日 

実施場所：インターネット上に公開 

事業概要：長岡まつり協議会ＨＰ運営管理 

 

②長岡まつりオフィシャルガイドブックの発行、製作、販売及び広報ＰＲの実施 

 この事業は、長岡まつり協議会・フェニックス部会の事業として行いました。 

期  間：2013年 4月 1日から 2014年 3月 31日 

実施場所：長岡市内を中心に全国に向けて販売 

事業概要：好評をいただいているオフィシャルガイドブックは、今回で 4 冊目。山下清画伯、た

くさんの方々の「花火エピソード」、「絆 復興への軌跡」と題し、会津若松、樽葉町、

石巻を繋いだお話など盛りだくさんの内容で製作されました。 

   

 



③長岡まつり大花火会場有料自由席券販売事業 

期  間：2013年 8 月 3 日までの事前販売 

実施場所：・フェニックス事務局 まちこい   ・観光コンベンション協会 

     ・ローソンチケット  ・ＣＮプレイガイド（セブンイレブン） 

事業概要：有料自由席問い合わせセンターの運用 

 

④当日券の委託販売業務 

期  間：2013年 8 月 2 日、3 日 

実施場所：大手大橋西詰め 競技場土手テント／長生橋西詰めテント 

事業概要：当日券の販売 

 

⑤有料指定席再販業務 

期  間：2013年 6 月 28 日 

実施場所：アオーレ長岡 ナカドマ・ホワイエ 

事業概要：有料指定席券の販売 

 

⑥長岡まつり大花火大会駐車場情報提供業務 

期  間：2013年 8 月 2 日、3 日 

実施場所：長岡まつり花火大会 臨時駐車場 

事業概要：長岡まつり駐車場情報の提供  

 

⑦長岡まつり大花火大会 フェニックス観覧席設営業務 

 この事業は、長岡まつり協議会・フェニックス部会の事業として行いました。 

 期  間：2013 年 8 月 2 日、3 日 

 実施場所：フェニックス観覧席設営：長岡大橋下流東側 信濃川右岸運動公園 

       フェニックス席実入場者数（2 日：7706 名、3 日：7127 名） 

       フェニックス席販売実績 （2 日：8000 枚、3 日：7750 枚） 

 

⑧越後長岡ＮＡＶＩ運営委託事業 

期  間：2013 年 4 月 1 日～2014 年 3 月 31 日 

実施場所：長岡市内全域 

事業概要：「システム」    

    ・イメージ情報開発株式会社の観光情報発信プラットフォームサービス 

    「EasyNavi」を基本システムとして利用し、長岡の独自コンテンツを拡充させたスマー 

    トフォンアプリケーション「越後長岡 NAVI」を運用しました。 

    「ロケ地紀行」、「美酒めぐり」等のスペシャルコンテンツへの対応を実施しました。 

    ・「コンテンツ」   

    各店舗情報、イベント情報を NPO 法人復興支援ネットワーク・フェニックスを主体に、  

    長岡観光コンベンション協会、長岡商工会議所等と連携して収集、発信を実施しました。 

    また、イベントとのタイアップで「アオーレ誕生祭」、「バル街」等で協賛店の登録、ア  

    オーレ長岡との連携でイベント情報の登録を実施しました。 

   ・「広報・ＰＲ」   

   基本的に、イベントタイアップでの会員獲得及び紙媒体を中心としたＰＲ活動を実施  

   しました。特に、長岡まつりでの集客時に間に合わせる事で会員獲得を目指しました。 

    「越後長岡 NAVI」のコンテンツ紹介機能に加え、デジタルサイネージ機能を追加した 

    21 インチタブレットを企画・準備し、各案内所での利用と登録者の増加を狙えるよう設 

    備拡充しました。 

 



⑨長岡まつり記録アーカイブ事業 

   この事業は、長岡まつり協議会・フェニックス部会の事業として行いました。 

   長岡まつり大花火大会の模様を、ヘリコプターを使用しての花火の空撮から、観覧席から  

   の花火、会場の様子などを映像、画像に残していく事業です。これらの画像、映像が PR広  

   報活動に使用したり、オリジナルグッズとなります。2014年は新しい DVDが販売予定です。 

 

⑩長岡まつり安全対策業務 

   花火大会終了後、大勢の方が大手通より長岡駅に向って流れて来られますが、分かりやす 

   く安全に駅に導くよう、まちなかフェニックスビジョンを活用して、駅構内への誘導、路  

   線の案内などの情報を放映しています。 


